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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　原点位置と該原点位置から離れた位置との間で動作可能に設けられた可動体と、
　前記可動体を動作させるための駆動手段と、
　前記駆動手段による前記可動体の動作を制御する制御手段と、
　前記可動体に対応した装飾画像を表示可能な装飾表示手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、前記原点位置に前記可動体を位置させるための第１動作制御及び前記
可動体が正常に動作可能であることを確認するための第２動作制御を含む初期化動作制御
と、前記可動体による演出を行うための第３動作制御と、を行うことが可能であり、
　前記装飾表示手段は、前記第３動作制御の実行中において前記可動体が前記原点位置以
外の位置に動作したときには前記装飾画像を表示し、前記初期化動作制御の実行中におい
て前記可動体が前記原点位置以外の位置に変位したときには、前記装飾画像を表示せず、
　前記制御手段は、
　　前記第２動作制御においては、第１速度と該第１速度よりも速い第２速度との範囲内
で前記可動体が動作するように制御し、
　　前記第１動作制御においては、前記第２動作制御における前記第１速度以下の速度で
前記可動体が動作するように制御し、
　前記可動体として第１可動体と第２可動体とを有し、
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　前記制御手段は、前記第１可動体については前記第１動作制御と前記第２動作制御とを
行う一方、前記第２可動体については前記第１動作制御を行うことなく前記第２動作制御
のみ行う
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技が可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、所定の賭数を設定し、スタート操作が行われたことに基づいて、複数種
類の識別情報の可変表示が行われるスロットマシンや、遊技球などの遊技媒体を発射装置
によって遊技領域に発射し、該遊技領域に設けられている入賞口などの始動領域に遊技媒
体が入賞したときに複数種類の識別情報の可変表示が行われるパチンコ遊技機などがある
。
【０００３】
　このような遊技機として、可動体を備えるとともに、該可動体が動作したときに、該可
動体に応じたエフェクト画像を表示するものがあった（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２０８３０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　可動体が正確に動作するか否かを店員などが確認するために、電源投入されたときに可
動体を初期動作させる場合があった。この場合において、特許文献１記載の遊技機では、
該初期化動作中におけるエフェクト画像の表示について何ら鑑みられていなかった。した
がって、エフェクト画像の表示により、店員が、可動体の初期化動作を確認し難くなって
しまうという虞があった。
【０００６】
　この発明は、かかる実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、可動体の動作確
認をし易くすることのできる遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、第１実施形態のスロットマシン１や変形例のパチンコ遊
技機Ｐ）であって、
　原点位置（例えば、図４に示すキャラクタ役物２００の位置（原点位置）や、キャラク
タ役物２００に隠れた待機位置や、指が開いたパー状態の位置、回転体２０１’の特定部
位が位置する位置）と該原点位置から離れた位置（例えば、図５６に示すキャラクタ役物
２００の位置（駆動位置）や、進出位置や、グーやチョキの状態の位置、回転体２０１’
の特定部位が回転して位置する位置）との間で動作可能に設けられた可動体（例えば、キ
ャラクタ役物２００、腕部材３００、指部材３１１、回転体２０１’）と、
　前記可動体を動作させるための駆動手段（例えば、第１駆動装置９９ａ、第２駆動装置
９９ｂ、第３駆動装置９９ｃ、第４駆動装置９９ｄ）と、
　前記駆動手段による前記可動体の動作を制御する制御手段（例えば、サブ制御部９１の
サブＣＰＵ９１ａが第１駆動装置９９ａ、第２駆動装置９９ｂ、第３駆動装置９９ｃ、第
４駆動装置９９ｄを駆動制御する部分）と、
　前記可動体に対応した装飾画像（例えば、図５６（Ｂ）に示す炎画像３１０、敵キャラ
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画像４００の画像、およびじゃんけんという文字の画像）を表示可能な装飾表示手段（例
えば、液晶表示器５１にサブ制御部９１が炎画像３１０等を表示する部分）と、
　を備え、
　前記制御手段は、前記原点位置に前記可動体を位置させるための第１動作制御（例えば
、図４４に示す非検出時動作制御や検出時動作制御）及び前記可動体が正常に動作可能で
あることを確認するための第２動作制御（例えば、実動作確認動作制御）を含む初期化動
作制御と、前記可動体による演出を行うための第３動作制御（例えば、サブ制御部９１が
、第３動作制御（実動作制御）としてじゃんけん演出（可動体演出）を実行する制御など
）と、を行うことが可能であり、
　前記装飾表示手段は、前記第３動作制御の実行中（例えば、サブ制御部９１により図４
６の遊技中処理が実行されているとき）において前記可動体が前記原点位置以外の位置に
動作したときには前記装飾画像を表示し（例えば、図５７（Ａ）に示すように、煽り演出
中は、炎画像３１０、敵キャラ画像４００の画像、およびじゃんけんという文字の画像を
表示し）、前記初期化動作制御の実行中（例えば、サブ制御部９１により図４１の起動処
理が実行されているとき）において前記可動体が前記原点位置以外の位置に変位したとき
には、前記装飾画像を表示せず（例えば、図５７（Ｂ）に示すように、起動処理実行中は
、キャラクタ役物２００が駆動位置に変位したときでも、炎画像３１０、敵キャラ画像４
００の画像、およびじゃんけんという文字の画像のいずれも表示しない。また、図４１の
起動処理において、これらの画像を表示する処理は実行しない）、
　前記制御手段は、
　　前記第２動作制御においては、第１速度と該第１速度よりも速い第２速度との範囲内
で前記可動体が動作するように制御し（例えば、サブ制御部９１は、実動作確認用動作制
御を実行する場合、第１速度である最低速度（低速）と該最低速度よりも速い第２速度と
しての最高速度（高速）との範囲内の速度で可動役物が動作するように制御する。）、
　　前記第１動作制御においては、前記第２動作制御における前記第１速度以下の速度で
前記可動体が動作するように制御し（例えば、サブ制御部９１のサブＣＰＵ９１ａが、第
１動作制御としての非検出時動作制御や検出時動作制御を実行する場合、第２動作制御と
しての実動作確認用動作制御における最低速度以下の速度（本実施形態では、実動作確認
用動作制御における最低速度と同じ速度）でキャラクタ役物２００、腕部材３００、指部
材３１１が動作するように制御する部分）、
　前記可動体として第１可動体と第２可動体とを有し、
　前記制御手段は、前記第１可動体については前記第１動作制御と前記第２動作制御とを
行う一方、前記第２可動体については前記第１動作制御を行うことなく前記第２動作制御
のみ行う
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、初期化動作中においては、装飾画像が表示されないので、可動体の
動作確認をし易くできる。第１動作制御において、可動体はいかなるタイミングでも停止
可能な速度で動作するため、安全に原点位置に位置させることができる。
【０００８】
　本発明の手段１の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、
　前記制御手段は、前記第１動作制御においては、常に単一の速度にて前記可動体が動作
するように制御する（例えば、サブ制御部９１のサブＣＰＵ９１ａが、第１動作制御とし
ての非検出時動作制御や検出時動作制御を実行する場合、実動作確認用動作制御において
設定されている最低制御速度に基づいて、図４５（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、常に単一
（一定）の最低速度で可動役物が動作するように制御する部分）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可動体を原点位置に位置させる際の速度を一定とすることができ、
可動体の破損等を防ぐことができる。
【０００９】
　本発明の手段２の遊技機は、請求項１または手段１に記載の遊技機であって、
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　前記制御手段は、前記第１動作制御においては、前記第２動作制御における前記第１速
度にて前記可動体が動作するように制御する（例えば、サブ制御部９１のサブＣＰＵ９１
ａが、第１動作制御としての非検出時動作制御や検出時動作制御を実行する場合、図４５
（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、第２動作制御としての実動作確認用動作制御における最低
速度で可動役物が動作するように制御する部分）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可動体の安全動作を確保しつつ、過度に速度を下げることなく安全
に動作できる最高速度を選択することで、第１動作制御の期間を短縮することができる。
【００１０】
　本発明の手段３の遊技機は、請求項１、手段１、手段２のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記可動体が前記原点位置に位置していることを検出可能な検出手段（例えば、第１原
点検出センサ１０５ａ、第２原点検出センサ１０５ｂ、第３原点検出センサ１０５ｃ）
を備え、
　前記制御手段は、
　　前記可動体が前記検出手段にて検出されていないときには、前記第１動作制御として
非検出時動作制御を行い、前記可動体が前記検出手段にて検出されているときには、前記
第１動作制御として検出時動作制御を行い（例えば、サブ制御部９１のサブＣＰＵ９１ａ
が、役物初期化処理におけるステップＳ１０４にて、対象可動体に対応する原点検出セン
サが検出状態ではない場合はステップＳ１０５～ステップＳ１１４の非検出時動作制御を
実行し、ステップＳ１０４にて、対象可動体に対応する原点検出センサが検出状態である
場合はステップＳ１２０～ステップＳ１２８の検出時動作制御を実行する部分）、
　　前記非検出時動作制御においては、前記検出時動作制御において前記可動体を動作さ
せる速度以下の速度で前記可動体が動作するように制御する（例えば、サブ制御部９１の
サブＣＰＵ９１ａが、ステップＳ１０６において、第１動作制御としての非検出時動作制
御を実行する場合、検出時動作制御における最低速度で可動役物が動作するように最低制
御速度を設定する部分）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１動作制御によって、検出手段の不具合の有無も把握することが
できる。
【００１１】
　本発明の手段４の遊技機は、手段３に記載の遊技機であって、
　前記制御手段は、
　特定の異常が発生している場合に前記可動体が前記検出手段にて検出されていないとき
には、前記可動体が前記第１動作制御として異常時動作制御を行うように制御するととも
に（例えば、サブ制御部９１のサブＣＰＵ９１ａが、いずれかの駆動装置９９ａの故障異
常により、役物初期化処理におけるステップＳ１０９にて、対象役物の原点検出センサが
全て検出状態でない場合、動作エラー判定回数が「３」に達するまで、原点位置に位置し
ていない可動体を原点位置に向けて動作させる部分）、
　前記異常時動作制御においては、前記検出時動作制御において前記可動体を動作させる
速度以下の速度で前記可動体が動作するように制御する（例えば、サブ制御部９１のサブ
ＣＰＵ９１ａが、ステップＳ２０７において、実動作確認用動作制御における最低速度に
て可動役物が原点位置方向へ向けて移動するように最低制御速度を設定する部分）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、異常時動作制御においても、可動体を安全に動作させることができ
る。
【００１２】
　本発明の手段５の遊技機は、手段４に記載の遊技機であって、
　前記制御手段は、前記異常時動作制御によって前記可動体が前記検出手段にて検出され
ても、前記第２動作制御を行わないように制御する（例えば、サブ制御部９１のサブＣＰ
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Ｕ９１ａが、役物初期化処理におけるステップＳ２０１にて当該対象役物の原点復帰エラ
ーの記憶が有る場合、Ｓ２２０に進んで実動作確認動作制御を行わない部分）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、異常によって可動体が第２動作制御中に原点位置以外で停止してし
まうことを防ぐことができる。
【００１３】
　本発明の手段６の遊技機は、請求項１、手段１～手段５のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記可動体として第１可動体（例えば、キャラクタ役物２００）と第２可動体（例えば
、回転役物２０１の回転体２０１’）とを有し、
　前記制御手段は、前記第１可動体については前記第１動作制御と前記第２動作制御とを
行う一方、前記第２可動体については前記第１動作制御を行うことなく前記第２動作制御
のみ行う（例えば、キャラクタ役物２００については、原点検出対象可動体と判定されて
第１動作制御である検出時動作制御または非検出時動作制御とともに第２動作制御である
実動作確認動作制御を行うが、回転役物２０１の回転体２０１’については、スロットマ
シンにおいて原点検出対象可動体と判定されないことにより、検出時動作制御または非検
出時動作制御を行うことなく、実動作確認動作制御のみを行う部分）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、必要な可動体だけ第２動作制御を行うことができ、第２動作制御に
よる動作確認時間を短縮することができる。
【００１４】
　本発明の手段７の遊技機は、請求項１、手段１～手段６のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記可動体として第１可動体（例えば、キャラクタ役物２００）と第２可動体（例えば
、腕部材３００や指部材３１１）とを有し、
　前記制御手段は、前記第１可動体と前記第２可動体の各々の前記第１動作制御において
は、各々の前記第２動作制御における前記第１速度にて前記可動体が動作するように制御
し（例えば、サブ制御部９１のサブＣＰＵ９１ａが、キャラクタ役物２００や腕部材３０
０や指部材３１１の各々の第１動作制御としての非検出時動作制御や検出時動作制御を実
行する場合、各々の実動作確認用動作制御における最低速度にて可動役物が動作するよう
に制御する部分）、
　前記第１動作制御における速度は、前記第１可動体と前記第２可動体とで異なる（例え
ば、各可動役物に対応する第１動作制御において同一の制御速度を設定しても、各可動役
物の大きさ、重量、動作態様、動作距離、駆動機構等の違いがある場合、各可動役物の実
際の動作速度は必ずしも同一にはならない。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、各々の可動体に応じた動作速度によって各可動体の安全動作を確保
しつつ、第１動作の期間を短縮することができる。
【００１５】
　本発明の手段８の遊技機は、請求項１、手段１～手段７のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記装飾表示手段は、前記初期化動作中には、遊技中には表示されない所定情報を表示
可能である（例えば、図５７（Ｂ）に示すように、キャラクタ役物２００の初期動作中で
は、設定変更状態に移行されている場合には、「設定変更中」という文字を表示する）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、初期化動作中であることを認識し易くできるとともに、装飾表示に
よって所定情報への視認が阻害されることも防ぐことができる。
【００１６】
　本発明の手段９の遊技機は、請求項１、手段１～手段８のいずれかに記載の遊技機であ
って、
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　前記可動体が前記原点位置以外の位置に動作しているときに、複数種類の演出のうちの
いずれかを実行可能な（例えば、図４７に示すように、煽り演出として、大炎演出と、小
炎演出とを含む複数の演出を実行可能な）演出実行手段をさらに備え、
　前記装飾表示手段は、前記演出実行手段により実行されている演出に応じて異なる装飾
画像を表示可能である（図５６（Ｂ）に示すように、大炎演出では大炎画像が表示され、
小炎演出では小炎画像が表示される）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、演出実行手段により実行されている演出に応じて異なる装飾画像を
表示可能であるので、可動体の変位と装飾画像とを連携させた演出の効果を向上させるこ
とができる。
【００１７】
　本発明の手段１０の遊技機は、請求項１、手段１～手段９のいずれかに記載の遊技機で
あって、
　前記可動体は、複数の異なる態様のうちのいずれかの態様に動作可能であり（例えば、
図５６（Ｃ）に示すように、キャラクタ役物２００の指部材３１１は、グー、チョキ、パ
ーのいずれかに変化可能であり）、
　前記装飾表示手段は、前記可動体の動作後の態様に応じた異なる装飾画像を表示可能で
ある（例えば、図５６に示すように、変化後の指部材の形状に応じたエフェクト画像３２
０を表示する）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可動体の動作後の態様に応じた装飾画像を表示可能であるので、可
動体の動作と装飾画像とを連携させた演出の効果を向上させることができる。
【００１８】
　本発明の手段１１の遊技機は、請求項１、手段１～手段１０のいずれかに記載の遊技機
であって、
　前記可動体の動作に対応して、予め定められた演出条件が達成されたことを報知する（
例えば、図４６のＳ９６で実行されるミッション達成報知）報知手段（例えば、サブ制御
部９１）と、
　前記可動体が演出動作とは異なる動作をしたときに、前記報知を制限する（例えば、図
４１に示す起動処理のＳ５２においてキャラクタ役物２００の初期動作が実行されたとし
ても、ミッション達成報知は実行されない）制限手段とをさらに備える
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、演出動作以外の原因で可動部材が動作したときには予め定められた
演出条件が達成されたことを報知することを防止できる。
【００１９】
　本発明の手段１２の遊技機は、手段１１に記載の遊技機であって、
　前記可動体が演出動作を行うタイミングは複数存在する（例えば、図４８に示すように
、キャラクタ役物２００が動作するタイミングは、ミッションＭ３のミッション達成条件
が成立することによりキャラクタ役物２００が動作するタイミング、ミッションＭ５のミ
ッション達成条件が成立することによりキャラクタ役物２００が動作するタイミング、ま
たは、ボーナス当選することにより成立する条件を含む役物動作条件が成立することによ
りキャラクタ役物２００が動作するタイミングなどがある）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、興趣が向上するとともに、演出条件を達成する機会を増やすことが
できる。
【００２０】
　本発明の手段１３の遊技機は、手段１１または手段１２に記載の遊技機であって、
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、変形例の
［ミッション達成報知について］で説明するように、電子的に表示されるサブリール）を
備え、
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　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、
　前記報知手段は、
　前記可変表示部が変動表示しているときには、前記演出条件が達成された旨を前記可変
表示部の変動表示よりも優先して表示し（サブリールの変動中は、該サブリールの前面の
レイヤーにミッション達成文字を表示し）、
　前記可変表示部の変動表示が停止することで表示結果を導出しているときには、該表示
結果を優先して前記演出条件が達成された旨を表示する（サブリールが停止することによ
り表示結果が導出されたときには、該表示結果が導出されている領域とは異なる領域にミ
ッション達成文字を表示する）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、導出された表示結果の視認を妨げないようにすることができる。
【００２１】
　本発明の手段１４の遊技機は、手段１１～手段１３のいずれかに記載の遊技機であって
、
　前記可動体の変位が不能であるときには、前記演出条件が達成されたこととする（例え
ば、図４６に示すように、Ｓ８８において、役物関連ミッションのミッション達成条件が
成立したと判定されたときに、所定時間経過しても、駆動位置センサ１０６によりキャラ
クタ役物２００が検出されないことにより、キャラクタ役物２００の動作が不能であると
判定された場合には、Ｓ９６においてミッション達成報知が実行される）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、故障などにより可動体の動作が不能であるという原因で演出条件が
達成されなかったという不合理を解消することができることから、興趣の低下を防止でき
る。
【００２２】
　本発明の手段１５の遊技機は、請求項１、手段１～手段１４のいずれかに記載の遊技機
であって、
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、
　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能であり（例えば、スロットマシン１）、
　遊技に関する情報を報知する報知部（例えば、払出数表示部１２）と、
　前記報知部の報知状態を制御する報知状態制御手段（例えば、メイン制御部４１、図５
４（ｂ））と、
　複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値（例えば、１～６の数値）に変更するこ
とで有利度を変更可能な設定変更状態に制御する設定変更制御手段（例えば、メイン制御
部４１）とを備え、
　前記報知状態制御手段は、
　　遊技がされた結果、前記報知部の報知状態を特定状態（例えば、払出数表示部１２に
払出し枚数を表示した状態）に制御可能であり、
　　遊技機の電源投入時においては、前記報知部の報知状態を電断発生時の報知状態（例
えば、電断発生時の払出数表示部１２の表示状態と同じ表示状態）に制御し、
　　前記設定変更状態が終了した後においては、前記報知部の報知状態を所定状態（例え
ば、払出数表示部１２に「０」を表示した状態）に制御し、
　　前記報知部の報知状態を前記特定状態（例えば、払出数表示部１２に払出し枚数を表
示した状態）に制御したときには、所定時間が経過（例えば、３０秒経過）することによ
り前記報知部の報知状態を前記所定状態（例えば、払出数表示部１２に「０」を表示した
状態）に制御する（例えば、図５４（ｂ），（ｅ））
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、特定状態において所定時間が経過することにより報知部の報知状態
を所定状態に制御することで、店員の作業負担を減らしつつ、仕込みを防止することがで
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きる。
【００２３】
　本発明の手段１６の遊技機は、手段１５の遊技機であって、
　前記報知部は、遊技用価値に関する情報（例えば、メダルの払出し枚数に関する情報）
を報知する。
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技者が容易に仕込みを実行可能な報知部に対して仕込みに対する
対策を実行することができる。
【００２４】
　本発明の手段１７の遊技機は、手段１５または手段１６の遊技機であって、
　前記報知状態制御手段は、電源投入時において前記報知部の報知状態を前記特定状態（
例えば、払出数表示部１２に払出し枚数を表示した状態）に制御したときには、前記所定
時間が経過（例えば、３０秒経過）することにより前記報知部の報知状態を前記所定状態
（例えば、払出数表示部１２に「０」を表示した状態）に制御する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、電源投入時に報知部が所定状態になっていなくとも、所定時間が経
過することにより報知部の報知状態を所定状態に制御することができるので、閉店時に時
間経過を待つことなく開店時の電源投入動作により、報知部の報知状態を所定状態に制御
することができる。
【００２５】
　本発明の手段１８の遊技機は、手段１５～手段１７の遊技機であって、
　前回の遊技が終了してから新たな遊技が開始されることなく前記所定時間が経過するこ
とにより客待ち状態（例えば、前回のゲーム終了から３０秒経過によりデモ演出が実行さ
れる状態）となる
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、報知部の報知状態を所定状態に制御するタイマと客待ち状態に制御
するタイマとを共通化できる。
【００２６】
　本発明の手段１９の遊技機は、手段１５～手段１８の遊技機であって、
　前回の遊技が終了してから新たな遊技が開始されることなく前記所定時間が経過するこ
とにより遊技機の消費電力を抑える節電モード（例えば、前回のゲーム終了から３０秒経
過により節電モードとなる）に切替る
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、報知部の報知状態を所定状態に制御するタイマと節電モードに切替
るタイマとを共通化できる。
【００２７】
　本発明の手段２０の遊技機は、手段１５～手段１９の遊技機であって、
　前記可変表示部を複数備え、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生
可能であり、
　入賞の発生を許容するか否かを決定する事前決定手段（例えば、内部抽選処理）と、
　遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段（例えば、ストップスイッ
チ８Ｌ～８Ｒ）と、
　前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段の操作に応じて、表示結果を導出
させる制御を行う導出制御手段（例えば、リール回転処理）と、
　前記複数の可変表示部の表示結果の組合せのうち、前記複数の可変表示部に跨る所定ラ
イン（例えば、入賞ラインＬＮ）上の識別情報の組合せに基づいて、入賞が発生したか否
かの入賞判定を行う入賞判定手段（例えば、入賞判定処理）と、
　前記事前決定手段の決定結果が所定入賞の発生を許容する所定結果（例えば、強チェリ
ーリプ当選）である旨を示唆する示唆手段（例えば、サブ制御部９１によりチェリーリプ
当選を示唆する処理）と、
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をさらに備え、
　前記導出制御手段は、
　前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果（例えば、強チェリーリプ当選）であり前
記導出操作手段が特定手順で操作されたとき（例えば、目押し成功となるタイミングでス
トップスイッチが操作されたとき）に、前記複数の可変表示部のうちの特定可変表示部（
例えば、左リール２Ｌと中リール２Ｃ）の表示結果として前記所定ライン上の識別情報が
特定識別情報となる表示結果を導出し（例えば、図４９（ｃ）に示すように、入賞ライン
ＬＮ上にチェリー図柄が揃う）、
　前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果（例えば、強チェリーリプ当選）であり前
記導出操作手段が前記特定手順とは異なる手順で操作されたとき（例えば、目押し失敗と
なるタイミングでストップスイッチが操作されたとき）に、前記特定可変表示部（例えば
、左リール２Ｌと中リール２Ｃ）の表示結果として前記所定ライン上の識別情報が前記特
定識別情報とは異なる識別情報となる表示結果を導出する（例えば、図４９（ｆ）に示す
ように、入賞ラインＬＮ上の左リール２Ｌ、中リール２Ｃにリプレイ図柄が揃う）一方、
前記特定可変表示部とは異なる所定可変表示部（例えば、右リール）の表示結果として前
記所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報となる表示結果を導出する（例えば、図４
９（ｆ）に示すように、入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー図柄が導出される）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、導出操作手段が特定手順とは異なる手順で操作されたときであって
も、所定可変表示部の表示結果として所定ライン上の識別情報が特定識別情報となる表示
結果が導出されるので、所定ライン上に表示された識別情報の誤認を防止することができ
る。
　尚、特定手順で操作されたときとは、特定タイミングで導出操作手段が操作されたとき
や、変動表示を特定順序で停止させるように導出操作手段が操作されたとき、変動表示を
特定順序で停止させる操作であってかつ当該操作が特定タイミングで操作されたときなど
、予め定められた特定の操作であればよい。
【００２８】
　本発明の手段２１の遊技機は、請求項１、手段１～手段２０の遊技機であって、
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、
　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能であり（例えば、スロットマシン１）、
　遊技の制御を行う遊技制御手段（例えば、メイン制御部４１）と、
　遊技制御手段から送信された制御情報（例えば、コマンド）に基づいて演出を行う演出
制御手段（例えば、サブ制御部９１）と、
　遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段（例えば、ストップスイッ
チ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ）と、
　報知を行うことが可能な報知手段（例えば、遊技補助表示器１２）と、
　を備え、
　前記遊技制御手段は、
　　前記可変表示部の変動表示が開始した後、有効化条件が成立したときに前記導出操作
手段の操作（例えば、停止操作）を有効化する導出操作有効化手段と、
　　前記報知手段にて前記導出操作手段の操作態様を識別可能な操作態様情報（ナビ番号
）を報知させる制御（ナビ報知）を行うことが可能な報知制御手段とを含み、
　前記導出操作有効化手段は、前記導出操作手段の操作（停止操作）が有効化された状態
で電力供給が停止された後、電力供給が再開されたときに、電力供給の再開後に改めて有
効化条件が成立するまで前記導出操作手段の操作（停止操作）を有効化せず、
　前記報知制御手段は、前記導出操作手段の操作が有効化された状態、かつ前記報知手段
にて操作態様情報（ナビ番号）を報知させる制御（ナビ報知）を行っている状態で電力供
給が停止された後、電力供給が再開されたときに、前記導出操作手段の操作が有効化され
るよりも早いタイミングで前記報知手段にて操作態様情報（ナビ番号）を報知させる制御
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（ナビ報知）を再開する（例えば、図３３参照）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、導出操作手段の操作が有効化された状態で電力供給が停止された後
、電力供給が再開されたときに、電力供給の再開後に改めて有効化条件が成立するまでの
期間において導出操作手段の操作を有効化しないので、電力供給が再開した後、正常回転
であるかが不明な状況において表示結果が導出されてしまうことを防止できる。
　また、導出操作手段の操作が有効化された状態、かつ報知手段にて操作態様情報を報知
させる制御を行っている状態で電力供給が停止された後、電力供給が再開されたときに、
導出操作手段の操作が有効化されるよりも早いタイミングで報知手段にて操作態様情報を
報知させる制御を再開させるので、遊技者が操作態様情報が報知されていることを知らず
に誤って操作態様情報により識別される操作態様以外の操作態様にて導出操作手段を操作
してしまうことを防止できる。
　なお、手段２において導出操作手段の操作態様は、複数の異なる操作タイミングのうち
いずれかの操作タイミングで操作する操作態様、複数の操作順のうちいずれかの操作順で
操作する操作態様、これらの組合せによる操作態様等が該当する。また、前記可変表示部
の変動表示が開始した後、前記導出操作手段の操作が有効化される有効化条件と、電力供
給の再開後に前記導出操作手段の操作が有効化される有効化条件と、は同一の条件であっ
ても良いし、異なる条件であっても良い。
【００２９】
　本発明の手段２２の遊技機は、手段２１の遊技機であって、
　前記報知制御手段は、ゲームの開始後、前記導出操作手段の操作（例えば、停止操作）
が有効化されるよりも早いタイミングで前記報知手段（例えば、遊技補助表示器１２）に
て操作態様情報（ナビ番号）を報知させる制御（例えば、ナビ報知）を開始する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、ゲームの開始後、導出操作手段の操作が有効化されるよりも早いタ
イミングで報知手段にて操作態様情報を報知させる制御を開始させるので、遊技者が操作
態様情報が報知されていることを知らずに誤って操作態様情報により識別される操作態様
以外の操作態様にて導出操作手段を操作してしまうことを防止できる。
【００３０】
　本発明の手段２３の遊技機は、手段２１または手段２２の遊技機であって、
　前記導出操作有効化手段は、前記導出操作手段の操作が有効化された後、変動異常（リ
ール回転異常）が検出されたときに前記導出操作手段の操作（停止操作）を有効化せず、
　前記報知制御手段は、前記導出操作手段の操作が有効化された後、変動異常（リール回
転異常）が検出されたときでも前記報知手段（遊技補助表示器１２）にて操作態様情報（
ナビ番号）を報知させる制御（ナビ報知）を継続する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、導出操作手段の操作が有効化された後、変動異常が検出されたとき
には導出操作手段の操作を有効化しない一方で、報知手段にて操作態様情報を報知させる
制御は継続させるので、遊技者が操作態様情報が報知されていることを知らずに誤って操
作態様情報により識別される操作態様以外の操作態様にて導出操作手段を操作してしまう
ことを防止できる。
【００３１】
　本発明の手段２４の遊技機は、手段２１～手段２３のいずれかに記載の遊技機であって
、
　前記遊技制御手段（メイン制御部４１）は、操作態様情報（ナビ番号）を特定可能な制
御情報（押し順コマンド）を前記演出制御手段（サブ制御部９１）に対して送信可能であ
り、
　前記演出制御手段（サブ制御部９１）は、操作態様情報（ナビ番号）を特定可能な制御
情報（押し順コマンド）に基づいて操作態様情報により識別される操作態様を特定可能な
報知演出（ナビ演出）を実行可能である



(11) JP 6554450 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、演出制御手段が制御する演出装置にて操作態様情報により識別され
る操作態様を報知することが可能であり、操作態様情報を報知する際の演出効果を高める
ことができる。
【００３２】
　本発明の手段２５の遊技機は、手段２４に記載の遊技機であって、
　前記遊技制御手段（メイン制御部４１）は、前記導出操作手段の操作が有効化された状
態、かつ前記報知手段（遊技補助表示器１２）にて操作態様情報（ナビ番号）を報知させ
る制御（ナビ報知）を行っている状態で電力供給が停止された後、電力供給が再開された
ときに、前記導出操作手段の操作が有効化されるよりも早いタイミングで操作態様情報（
ナビ番号）を特定可能な制御情報（押し順コマンド）を前記演出制御手段（サブ制御部９
１）に対して送信する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、導出操作手段の操作が有効化された状態、かつ報知手段にて操作態
様情報を報知させる制御を行っている状態で電力供給が停止された後、電力供給が再開さ
れたときに、導出操作手段の操作が有効化されるよりも早いタイミングで操作態様情報を
特定可能な制御情報を演出制御手段に対して送信させるので、電力供給が再開されたとき
に導出操作手段の操作が有効化される前に報知演出を開始させることが可能となり、遊技
者が操作態様情報が報知されていることを知らずに誤って操作態様情報により識別される
操作態様以外の操作態様にて導出操作手段を操作してしまうことを防止できる。
【００３３】
　本発明の手段２６の遊技機は、手段２１～手段２５のいずれかに記載の遊技機であって
、
　前記可変表示部（リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ）は、励磁状態を変化させることで駆動する
ステッピングモータ（リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒ）により各々が識別可能な複
数種類の識別情報（図柄）が配置されたリール（リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ）を移動させる
ことで変動表示させる構成であり、
　前記遊技制御手段は、制御パターン（励磁パターン）に従って励磁状態を変化させる制
御を行う励磁状態制御手段（メイン制御部４１）を含み、
　前記励磁状態制御手段は、制御パターン（励磁パターン）のうちリールを移動させる所
定の制御パターン（励磁パターンとして始動パターン、定速パターン）に従って励磁状態
を変化させる制御を行っている状態で電力供給が停止された後、電力供給が再開されたと
きに、制御パターン（励磁パターン）のうちリールの移動を開始させる開始時制御パター
ン（始動パターン）における最初の励磁状態から励磁状態を変化させる制御を開始する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、リールを移動させる所定の制御パターンに従って励磁状態を変化さ
せる制御を行っている状態で遊技機への電力供給が停止された後、遊技機への電力供給が
再開されたときに、所定の制御パターンにおける電力供給が停止されたときの励磁状態の
続きから励磁状態を変化させる制御を開始するのではなく、リールの移動を開始させる開
始時制御パターンにおける最初の励磁状態から励磁状態を変化させる制御を開始するので
、電力供給が再開された後もスムーズにリールの移動を開始させることができる。
　なお、リールを移動させる所定の制御パターンは、リールの移動を開始させる開始時制
御パターンを含むものでも良い。
　また、開始時制御パターンは、所定の制御パターンにおけるリールの変動態様に向けて
リールの移動を開始させる制御パターンであっても良いし、所定の制御パターンにおける
リールの変動態様とは異なる変動態様に向けてリールの移動を開始させる制御パターンで
あっても良い。
【００３４】
　本発明の手段２７の遊技機は、手段２１～手段２６のいずれかに記載の遊技機であって
、
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　前記可変表示部は、励磁状態を変化させることで駆動するステッピングモータ（リール
モータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒ）により各々が識別可能な複数種類の識別情報（図柄）が
配置されたリール（リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ）を移動させることで変動表示させる構成で
あり、
　前記遊技制御手段は、
　有効化条件が成立した状態（停止操作の受付が有効化された状態）で正常回転が検出さ
れないとき（リール基準位置を検出せずに、回転開始または前回リール基準位置が検出さ
れてからのステップ数が所定ステップ数を超えたとき）に、回転異常（リール回転異常）
と判定する回転異常判定手段（メイン制御部４１）と、
　回転異常と判定されたときに、リールの回転開始時のパターン（始動パターン）で励磁
状態を変化させる再始動制御を行う再始動制御手段（メイン制御部４１）と、
　有効化条件が成立した状態（停止操作の受付が有効化された状態）で電力供給が停止さ
れた後、電力供給が再開されたときに、電力供給が停止されたときの状態から励磁状態を
変化させる制御を再開させる再開手段（メイン制御部４１）と、を含み、
　前記再始動制御手段は、再開手段により励磁状態を変化させる制御が再開された後、回
転異常（リール回転異常）と判定されたときにも再始動制御を行い、
　前記導出操作有効化手段は、
　前記導出操作手段の操作が有効化された状態（停止操作の受付が有効化された状態）で
回転異常（リール回転異常）と判定されたときに、回転異常と判定されたときから、再始
動制御が行われた後に有効化条件（定速回転かつリール基準位置の検出）が成立するまで
の期間において導出操作手段の操作（停止操作）を有効化せず、
　前記導出操作手段の操作が有効化された状態（停止操作の受付が有効化された状態）で
電力供給が停止された後、電力供給が再開されたときに、電力供給が再開されたときから
、正常回転が検出される（リール基準位置の検出）か、回転異常（リール回転異常）と判
定されて再始動制御が行われた後に有効化条件（定速回転かつリール基準位置の検出）が
成立するまでの期間において導出操作手段の操作（停止操作）を有効化しない
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、リールの回転が開始して導出操作手段の操作が有効化された状態で
回転異常と判定されたときに、リールの回転開始時のパターンで励磁状態を変化させる再
始動制御を行うので、回転異常と判定される度に、遊技の進行が不能化されることがない
ため、遊技を円滑に進行させることができる。また、回転異常と判定されてから、再始動
制御を行った後に有効化条件が成立するまでの期間においては導出操作手段の操作を有効
化しないので、正常回転でない状況で表示結果が導出されてしまうことを防止できる。
　また、導出操作手段の操作が有効化された状態で電力供給が停止された後、電力供給が
再開されたときに、電力供給が停止されたときの状態から励磁状態を変化させる制御を再
開し、その後正常回転が検出された場合には、そのときから導出操作手段の操作を有効化
することが可能となるため、瞬停などが発生しても、正常回転が維持されていれば直ぐに
遊技を進行させることが可能となる。
　また、導出操作手段の操作が有効化された状態で電力供給が停止された後、電力供給が
再開されたときに、リールを回転させるためのトルクが足りず、回転異常と判定されても
、再始動制御が行われ、遊技の進行が不能化されることがないため、遊技を円滑に進行さ
せることができる。また、このような場合には、電力供給が再開されたときから、回転異
常と判定されて再始動制御が行われた後に有効化条件が成立するまでの期間において導出
操作手段の操作を有効化しないので、電力供給が再開した後、正常回転であるかが不明な
状況において表示結果が導出されてしまうことを防止できる。
【００３５】
　本発明の手段２８の遊技機は、手段２１～手段２７のいずれかに記載の遊技機であって
、
　前記遊技制御手段（メイン制御部４１）は、
　表示結果が導出される前に、導出が許容される表示結果を決定する事前決定手段（内部
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抽選）と、
　前記事前決定手段（内部抽選）の決定結果が報知（ナビ報知）の対象となる報知対象結
果（報知対象役）となったときに遊技者にとって有利な有利操作態様（遊技者にとって有
利な停止順）が報知される報知状態（ナビ報知が実行される状態）に制御する報知状態制
御手段と、
　前記事前決定手段（内部抽選）の決定結果に関する特定制御情報（第１の内部当選コマ
ンド、第２の内部当選コマンド）を前記演出制御手段（サブ制御部９１）に対して送信す
る特定制御情報送信手段（内部当選コマンド設定処理）と、を含み、
　前記特定制御情報送信手段は、報知状態（ナビ報知が実行される状態）に制御されてい
るか否かに関わらず、前記事前決定手段（内部抽選）の決定結果が報知対象結果（報知対
象役）となったときに、報知対象結果となった旨は特定できるが有利操作態様（遊技者に
とって有利な停止順）を特定できない特定制御情報（第２の内部当選コマンド）を前記演
出制御手段に対して送信する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技制御手段と演出制御手段とを備え、遊技制御手段から送信され
た特定制御情報から事前決定手段の決定結果に関する情報が特定される構成において、遊
技制御手段側で有利操作態様が報知される報知状態に制御するとともに、遊技制御手段は
、報知状態に制御されているか否かに関わらず、事前決定手段の決定結果が報知対象結果
となったときに、報知対象結果となった旨は特定できるが有利操作態様を特定できない特
定制御情報を演出制御手段に対して送信するので、遊技制御手段側で報知状態に制御して
いるか否かに関わらず、特定制御情報から事前決定手段の決定結果に応じた有利操作態様
が特定されることはないため、特定制御情報の送信に係る処理を簡素化できるとともに、
演出制御手段側に不正がなされても報知状態に制御されていない状態で有利操作態様が報
知されてしまうことを防止できる。
【００３６】
　本発明の手段２９の遊技機は、手段２１～手段２８のいずれかに記載の遊技機であって
、
　前記遊技制御手段は、
　表示結果が導出される前に、導出が許容される表示結果を決定する事前決定手段（内部
抽選）と、
　前記事前決定手段（内部抽選）の決定結果毎に各々異なる数値（当選番号）を設定する
数値設定手段と、
　前記数値設定手段により設定された数値（当選番号）に応じて所定制御（内部当選フラ
グの設定、ナビ報知、コマンド作成、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの停止制御等）を行う所定
制御手段と、
　前記事前決定手段（内部抽選）の決定結果が報知（ナビ報知）の対象となる報知対象結
果（報知対象役）となったときに遊技者にとって有利な有利操作態様（遊技者にとって有
利な停止順）が報知される報知状態（ナビ報知が実行される状態）に制御する報知状態制
御手段と、
　前記事前決定手段（内部抽選）の決定結果に関する特定制御情報（第１の内部当選コマ
ンド、第２の内部当選コマンド）を前記演出制御手段に対して送信する特定制御情報送信
手段とを含み、
　報知対象結果（報知対象役）となったときに前記数値設定手段により設定される数値（
当選番号）として、所定の数値範囲からなる連続する数値が割り当てられており、
　前記特定制御情報送信手段は、少なくとも報知状態（ナビ報知が実行される状態）以外
の状態において、前記数値設定手段により設定された数値（当選番号）が、所定の数値範
囲であるときに、報知対象結果（報知対象役）となった旨は特定できるが有利操作態様（
遊技者にとって有利な停止順）を特定できない特定制御情報（第２の内部当選コマンド）
を前記演出制御手段（サブ制御部９１）に対して送信する
　ことを特徴としている。
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　この特徴によれば、遊技制御手段と演出制御手段とを備え、遊技制御手段から送信され
た特定制御情報から事前決定手段の決定結果に関する情報が特定される構成において、遊
技制御手段側で有利操作態様が報知される報知状態に制御するとともに、遊技制御手段は
、少なくとも報知状態以外の状態において事前決定手段の決定結果が報知対象結果となっ
たときに、報知対象結果となった旨は特定できるが有利操作態様を特定できない特定制御
情報を演出制御手段に対して送信するので、遊技制御手段側で報知状態に制御しているか
否かに関わらず、特定制御情報から事前決定手段の決定結果に応じた有利操作態様が特定
されることはないため、演出制御手段側に不正がなされても報知状態に制御されていない
状態で有利操作態様が報知されてしまうことを防止できる。また、報知対象結果となった
ときに数値設定手段により設定される数値として、所定の数値範囲からなる連続する数値
が割り当てられているとともに、遊技制御手段は、報知対象結果であるか否かを、所定制
御を行う際に用いられる数値が報知対象結果に対して割り当てられた所定の数値範囲であ
るか否かにより判定できるため、特定制御情報を送信する際の処理を簡素化できる。
【００３７】
　なお、本発明は、本発明の請求項に記載された発明特定事項のみを有するものであって
良いし、本発明の請求項に記載された発明特定事項とともに該発明特定事項以外の構成を
有するものであっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】遊技システムの全体構成を示す図である。
【図２】携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図３】管理サーバの構成を示すブロック図である。
【図４】本発明が適用された実施形態のスロットマシンの正面図である。
【図５】リールの図柄配列を示す図である。
【図６】スロットマシンの内部構造を示す斜視図である。
【図７】スロットマシンの構成を示すブロック図である。
【図８】ボーナスの種類、ボーナスの図柄組合せ、及びボーナスに関連する技術事項につ
いて説明するための図である。
【図９】再遊技役の種類、再遊技役の図柄組合せ、及び再遊技役に関連する技術事項につ
いて説明するための図である。
【図１０】再遊技役の種類、再遊技役の図柄組合せ、及び再遊技役に関連する技術事項に
ついて説明するための図である。
【図１１】小役の種類、小役の図柄組合せ、及び小役に関連する技術事項について説明す
るための図である。
【図１２】小役の種類、小役の図柄組合せ、及び小役に関連する技術事項について説明す
るための図である。
【図１３】出目の種類、出目の図柄組合せ、及び出目に関連する技術事項について説明す
るための図である。
【図１４】遊技状態の遷移を説明するための図である。
【図１５】遊技状態毎に抽選対象役として読み出される抽選対象役の組合せについて説明
するための図である。
【図１６】遊技状態毎に抽選対象役として読み出される抽選対象役の組合せについて説明
するための図である。
【図１７】押し順役の対応手順を説明するための図である。
【図１８】メイン制御部が送信する第１の内部当選コマンドにおける特別役の当選番号及
び送信用番号を説明するための図である。
【図１９】メイン制御部が送信する第２の内部当選コマンドにおける一般役及び再遊技役
の当選番号及び送信用番号を説明するための図である。
【図２０】メイン制御部が行う内部当選コマンド設定処理の制御内容を説明するためのフ
ローチャートである。
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【図２１】メイン制御部が送信する押し順コマンドにおけるナビ番号を説明するための図
である。
【図２２】メイン制御部が行う押し順コマンド設定処理の制御内容を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２３】メイン制御部が行う入賞判定コマンド設定処理の制御内容を説明するためのフ
ローチャートである。
【図２４】リール回転処理における停止操作有効化条件の成立タイミングを説明するため
のタイミングチャートである。
【図２５】リール回転処理における停止操作有効化条件の成立タイミングを説明するため
のタイミングチャートである。
【図２６】リール回転処理におけるリール回転エラーの成立タイミングを説明するための
タイミングチャートである。
【図２７】電断復帰後のリール回転処理における停止操作有効化条件の成立タイミングを
説明するためのタイミングチャートである。
【図２８】遊技補助表示器の構成を説明するための図である。
【図２９】ナビ報知による報知態様を説明するための図である。
【図３０】ナビ報知による報知態様の変形例１、２を説明するための図である。
【図３１】エラー報知による報知態様を説明するための図である。
【図３２】ゲーム中における遊技補助表示器の表示態様の切替タイミングについて説明す
るための図である。
【図３３】電断前後における遊技補助表示器の表示態様の切替タイミングについて説明す
るための図である。
【図３４】ゲームの制御におけるリールモータの励磁パターンの選択状況を説明するため
のタイミングチャートである。
【図３５】エラー発生時における遊技補助表示器の表示態様の切替タイミングについて説
明するための図である。
【図３６】遊技補助表示器の表示態様の切替に関する制御について制御の流れを説明する
ための図である。
【図３７】遊技補助表示器の表示態様の切替に関する制御の変形例について制御の流れを
説明するための図である。
【図３８】スロットマシンと試験装置との間で入出力される信号を説明するための図であ
る。
【図３９】遊技履歴データベースなどについて説明するための図である。
【図４０】起動処理（メイン）のフローチャートを説明するための図である。
【図４１】起動処理（サブ）のフローチャートを説明するための図である。
【図４２】役物初期化処理の一例を示すフローチャートである。
【図４３】役物初期化処理の一例を示すフローチャートである。
【図４４】非検出時動作制御と検出時動作制御と実動作確認動作制御の動作例を示す説明
図である。
【図４５】非検出時動作制御と検出時動作制御と実動作確認動作制御の動作速度例を示す
説明図である。
【図４６】遊技中処理（サブ）のフローチャートを説明するための図である。
【図４７】演出決定用テーブルを説明するための図である。
【図４８】ミッションデータベースを説明するための図である。
【図４９】再遊技役当選時のリール制御について説明するための図である。
【図５０】再遊技役当選時のリール制御について説明するための図である。
【図５１】小役当選時のリール制御について説明するための図である。
【図５２】再遊技役当選時のリール制御について説明するための図である。
【図５３】小役当選時のリール制御について説明するための図である。
【図５４】各種報知部の報知態様を説明するための図である。
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【図５５】払出数表示部の表示パターンを説明するための図である。
【図５６】じゃんけん演出を説明するための図である。
【図５７】煽り演出実行中と起動処理実行中との処理の違いを説明するための図である。
【図５８】変形例のパチンコ遊技機Ｐを示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　［第１実施形態］
　［遊技システム］
　図１は、本実施形態に係る遊技システム１００１の全体構成を示す図である。遊技シス
テム１００１は、図１に示すように、スロットマシン１と、管理サーバ１２００とを含む
。スロットマシン１は、遊技場（ホール）に設置されており、管理サーバ１２００は、イ
ンターネット網９００に接続されている。管理サーバ１２００は、スロットマシン１のメ
ーカ（スロットマシン１の提供者）が保持している。スロットマシン１と、管理サーバ１
２００と、の間のデータのやり取りは、二次元コード読み取り機能及びインターネット網
９００への接続機能を備える携帯端末１１００を介して行われる。図２、図３はそれぞれ
、本実施形態の携帯端末１１００の構成および管理サーバ１２００の構成を示すブロック
図である。
【００４０】
　［スロットマシンの構成］
　図４は、本実施形態に係るスロットマシン１の全体構造を示す正面図である。スロット
マシン１は、前面が開口する筐体１ａと、この筐体１ａの側端に回動自在に枢支された前
面扉１ｂとを含む。前面扉１ｂの中央上部には、液晶表示器５１が設けられている。液晶
表示器５１は、表示領域を有しており、該表示領域で所定の演出を実行可能とする。また
、スロットマシン１は、透視窓３に対応する透過可能な透過領域５１ｂを有する。遊技者
は、透視窓３（透過領域５１ｂ）を介して筐体１ａ内部に並設されているリール２Ｌ、２
Ｃ、２Ｒ（以下、左リール、中リール、右リールとも称する）が視認可能となる。図５は
、各リールの図柄配列を示す図である。リール２Ｌ～２Ｒには、各々が識別可能な複数種
類の図柄が所定の順序で配列されている。なお、リールの個数は、３つに限らず、１つで
あってもよく、２以上であってもよい。また、可変表示部は、物理的なリールにて構成さ
れている例を示しているが、液晶表示器などの画像表示装置にて構成されているものであ
ってもよい。
【００４１】
　また、スロットマシン１は、液晶表示器５１の両側にキャラクタ役物２００と回転役物
２０１の２つの役物を備える。キャラクタ役物２００は、初期位置（原点位置または待機
位置）と、駆動位置（演出位置）とを変位（動作）可能である。初期位置は、図４に示す
ように、液晶表示器５１の表示領域に重複していない位置である。また、駆動位置は、図
５６に示すように、キャラクタ役物２００の一部が液晶表示器５１の表示領域と重複する
位置である。本実施形態のキャラクタ役物２００は女の子をモチーフとしたものである。
回転役物２０１は、円形の役物であって、中心部の回転軸に回転可能に軸支された回転体
２０１’が回転することにより、キャラクタ役物２００が駆動位置に変位して該キャラク
タ役物２００を使用した演出が実行されることを遊技者に報知（または示唆）するための
役物である。よって、回転役物２０１は、キャラクタ役物２００が駆動位置に変位する際
に動作する。
【００４２】
　サブ制御部９１は、第１駆動装置９９ａを制御することにより、キャラクタ役物２００
を初期位置と駆動位置との間において変位（動作）させることができるとともに、第４駆
動装置９９ｄを制御することにより回転役物２０１を回転動作させることができる。第１
駆動装置９９ａや第４駆動装置９９ｄは、たとえば、ステッピングモータなどを含む。な
お、図４では、キャラクタ役物２００や回転役物２０１のみを記載し、第１駆動装置９９
ａや第４駆動装置９９ｄなどの記載は省略しているが、第１駆動装置９９ａや第４駆動装
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置９９ｄは、キャラクタ役物２００や回転役物２０１に設けられている。
【００４３】
　なお、キャラクタ役物２００は、上記のように、それ自体が可動する可動体であるが、
該キャラクタ役物２００には、後述するように、キャラクタ役物２００に隠れた原点位置
（待機位置）から遊技者が視認可能に露出する進出位置に進退可能に設けられているとも
に、進出位置において上下方向に揺動する動作が可能に設けられた可動体である腕部材３
００と、該腕部材３００の先端に設けられ、グー、チョキ、パーのいずれかの態様に動作
可能な可動体である指部材３１１とが設けられている（図５６参照）。つまり、本実施形
態のスロットマシン１は、可動体として、キャラクタ役物２００、腕部材３００、指部材
３１１、回転役物２０１という複数の可動体を備えている。
【００４４】
　また、キャラクタ役物２００には、腕部材３００を進退動作させるとともに腕部材３０
０を揺動させるための第２駆動装置９９ｂや、指部材３１１をグー、チョキ、パーのいず
れかの態様に動作させるための第３駆動装置９９ｃが搭載されている。なお、本実施形態
では、上記したように、キャラクタ役物２００を駆動位置（演出位置）に変位（動作）さ
せる第１駆動装置９９ａもキャラクタ役物２００に搭載した形態としているが、本発明は
これに限定されるものではなく、これら第１駆動装置９９ａを、キャラクタ役物２００に
は搭載せずに、前面扉１ｂにおけるキャラクタ役物２００の初期位置近傍に設けるように
してもよい。
【００４５】
　第２駆動装置９９ｂや第３駆動装置９９ｃは、ステッピングモータやソレノイドやバネ
部材等のいずれかまたは２以上から構成されていれば良い。
【００４６】
　また、サブ制御部９１には、キャラクタ役物２００が原点位置に位置していることを検
出するために、前面扉１ｂの初期位置近傍に設けられた第１原点検出センサ１０５ａや、
キャラクタ役物２００が駆動位置に位置していることを検出するために前面扉１ｂの駆動
位置近傍に設けられた駆動位置センサ１０６が接続されていることにより、第１原点検出
センサ１０５ａや駆動位置センサ１０６からの検出信号に基づいて、キャラクタ役物２０
０が原点位置や駆動位置に位置しているか否かを判断できるようになっている。また、キ
ャラクタ役物２００には、腕部材３００が原点位置に位置していることを検出するための
第２原点検出センサ１０５ｂや、指部材３１１が原点位置となる全ての指が開いた状態に
対応する位置に位置していることを検出するための第３原点検出センサ１０５ｃも搭載さ
れている。尚、これら各原点検出センサは、例えば、フォトセンサ等を用いることができ
、１のセンサだけではなく、検出精度を高める等を目的として複数のセンサから構成され
ても良い。
【００４７】
　このように、キャラクタ役物２００、腕部材３００、指部材３１１は、いずれもセンサ
によって原点位置の検出を必要とする可動体であり原点検出対象役物として設定されてい
る。一方、回転役物２０１には、単に回転をする役物であるので、図７に示すように、原
点位置を検出するためのセンサが設けられておらず、原点検出対象役物として設定されて
いない。
【００４８】
　液晶表示器５１の右下には、メダルを投入可能なメダル投入部４が設けられ、前面扉１
ｂの下部には、メダルが払い出されるメダル払出口９、スピーカ５３、５４が設けられて
いる。
【００４９】
　また、前面扉１ｂには、操作手段の一例として、遊技者所有の遊技用価値（メダル数）
として記憶されているクレジットの範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数の
賭.数を設定する際に操作されるＭＡＸＢＥＴスイッチ６、クレジットおよび設定済の賭
数を精算して返却させる際に操作される精算スイッチ１０、ゲームを開始する際に操作さ



(18) JP 6554450 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

れるスタートスイッチ７、リール２Ｌ～２Ｒの回転を各々停止する際に操作されるストッ
プスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ、演出に用いるための演出用スイッチ５６などが設けられて
いる。
【００５０】
　前面扉１ｂには、報知手段の一例として、遊技に関する情報を報知する遊技用表示部１
３が設けられている。遊技用表示部１３には、クレジットとして記憶されているメダル数
が表示されるクレジット表示器１１、メダルの払出枚数やエラー時にエラーコードなどが
表示される遊技補助表示器１２（以下、払出数表示部とも称する）、設定されている賭数
を報知するための１ＢＥＴＬＥＤ１４、２ＢＥＴＬＥＤ１５、３ＢＥＴＬＥＤ１６、メダ
ル投入が可能であることを報知する投入要求ＬＥＤ１７、スタートスイッチ７の操作によ
るゲームのスタート操作が可能であることを報知するスタート有効ＬＥＤ１８、スタート
スイッチ７の操作後においてウエイト（前回のゲーム開始から一定期間経過していないた
めにリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転開始を待機している状態）中であることを報知するウ
エイト中ＬＥＤ１９、リプレイ入賞後のリプレイゲーム中であることを報知するリプレイ
中ＬＥＤ２０が設けられている。
【００５１】
　スロットマシン１においてゲームを行う場合には、まず、メダルをメダル投入部４に投
入するかＭＡＸＢＥＴスイッチ６操作などにより規定数の賭数（たとえば３）を設定する
。これにより、入賞ラインＬＮが有効となり、スタートスイッチ７への操作が有効となり
、ゲームが開始可能な状態となる。賭数設定済の状態でメダルが投入された場合には、そ
の分はクレジットに加算される。
【００５２】
　入賞ラインとは、リール２Ｌ～２Ｒの透視窓３に表示された図柄の組合せが入賞図柄の
組合せであるかを判定するためのラインである。本実施形態では、１本の入賞ラインＬＮ
のみ設けられている例について説明するが、複数の入賞ラインが設けられているものであ
ってもよい。本実施の形態では、入賞ラインＬＮが左下から右斜め上に上がるように形成
されている。また、入賞を構成する図柄の組合せが入賞ラインＬＮに揃ったことを認識し
やすくする無効ラインＬＭ１～ＬＭ４が設けられている。無効ラインＬＭ１～ＬＭ４は、
入賞判定されるラインではなく、入賞ラインＬＮに特定の入賞図柄の組合せが揃った際に
、無効ラインＬＭ１～ＬＭ４のいずれかに所定の図柄の組合せ（たとえば、ベル－ベル－
ベル）を揃えることで、入賞ラインＬＮに特定の入賞を構成する図柄の組合せが揃ったこ
とを認識しやすくするものである。
【００５３】
　ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ７が操作されると、リール２Ｌ～２Ｒを回
転させて図柄を変動表示し、ストップスイッチ８Ｌ～８Ｒが操作されると対応するリール
の回転を停止させることで、透視窓３の上中下段に３つの図柄を表示結果として導出表示
する。導出表示される図柄（表示結果）として、選択可能なものは、ストップスイッチ８
Ｌ、８Ｃ、８Ｒが操作されたときに入賞ラインＬＮ上に表示されている図柄と、そこから
４コマ先までにある図柄、合計５コマ分の図柄である。規定数の賭数（たとえば、３）が
設定されると、各入賞ラインが有効化されて、ゲームが開始可能な状態となる。入賞ライ
ンＬＮ上に入賞図柄の組合せが停止し入賞が発生したときには、入賞に応じて、所定枚数
のメダルが遊技者に対して付与されて、クレジット加算か、クレジットが上限数（５０）
に達した場合にはメダル払出口９からメダルが払い出される。
【００５４】
　また、図５の各リールの図柄配列については、右リール２Ｒにおいてチェリー図柄が５
コマ以内に必ず配置されている。また、中リール２Ｃにおいてスイカ図柄が５コマ以内に
必ず配置されている。各リールにおいて、所定時間内で引き込み可能な範囲内は、５コマ
以内であるので、後述するチェリーリプ当選時には、必ず右リール２Ｒにチェリー図柄を
導出することが可能であり、スイカ当選時には、必ず中リール２Ｃにスイカ図柄を導出す
ることが可能である。
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【００５５】
　図６は、スロットマシン１の内部構造を示す図である。図７は、スロットマシン１の機
能構成例を示す図である。図７の例では、遊技の進行を制御するとともに、遊技の進行に
応じて各種コマンドを出力する遊技制御基板４０、コマンドに応じて所定の演出を制御す
る演出制御基板９０、電気部品の駆動電源を生成する電源基板１０１、遊技の進行に応じ
た信号を外部に出力する外部出力基板１０００などが設けられている。
【００５６】
　遊技制御基板４０は、各種の操作手段や検出手段（図７の遊技制御基板４０の左側に例
示）などのスイッチ類からの検出信号に基づいて遊技を進行させ、報知手段（図７の遊技
制御基板４０の左側に例示）などの表示機器類を駆動制御する。また、遊技制御基板４０
は、リールセンサ３３Ｌ～３３Ｒからの信号に基づき、リールモータ３２Ｌ～３２Ｒを駆
動制御する。
【００５７】
　遊技制御基板４０には、メイン制御部４１などの回路構成（図７の遊技制御基板４０内
に例示）が搭載されている。メイン制御部４１は、遊技の進行に関する処理を行うととも
に、遊技制御基板４０に搭載あるいは接続された構成を直接的または間接的に制御する。
メイン制御部４１は、１チップマイクロコンピュータであり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
Ｉ／Ｏポートなどを備えている。
【００５８】
　演出制御基板９０は、演出用スイッチ５６が接続され、また液晶表示器５１などの演出
装置（図７の演出制御基板９０の左側に例示）を駆動制御する。演出制御基板９０には、
サブ制御部９１などの回路構成（図７の演出制御基板９０内に例示）が搭載されている。
サブ制御部９１は、遊技制御基板４０から送信されるコマンドを受けて、演出を行う処理
を行うとともに、演出制御基板９０に搭載あるいは接続された構成を直接的または間接的
に制御する。サブ制御部９１は、１チップマイクロコンピュータであり、ＣＰＵ、ＲＯＭ
、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏポートなどを備えている。サブ制御部９１の回路構成には、たとえば、
日および時刻のうちの少なくともいずれか一方を計時するための時計装置９７（以下では
、ＲＴＣともいう）を含む。サブ制御部９１は、たとえば、ＲＴＣ９７により計時された
日および時刻のうちの少なくともいずれか一方の値や、演出用スイッチ５６からの検出信
号などに応じて演出制御を実行可能である。電源基板１０１には、ホッパーモータ３４ｂ
、各種の操作手段や検出手段（図７の電源基板１０１の右側に例示）などが接続されてい
る。
【００５９】
　図８～図１２は、各種の入賞役を説明するための図である。また、図１１などの備考欄
には、入賞役のその他の呼び方と対応する指標図柄等が示されている。指標図柄とは、入
賞を発生させる図柄の組合せが入賞ラインＬＮ上に停止したときに、無効ラインＬＭ１～
ＬＭ４のいずれかに揃う図柄および揃う可能性がある図柄をいう。たとえば、ベル１、ベ
ル２、ＡＴ１～ＡＴ３２の指標図柄は「ベル」であり、スイカの指標図柄は「スイカ」で
ある。本実施の形態では、後述する抽選対象役に当選したときに対応する指標図柄を報知
する告知演出（以下、入賞示唆演出とも称する）を実行する。図１３は、出目の種類、出
目の図柄組合せ、及び出目に関連する技術事項について説明するための図である。図１３
の出目は、後述する９枚ベル左１～８、９枚ベル中１～８、９枚ベル右１～８のいずれか
に当選しているときであって、当選している９枚ベルの種類に応じた対応手順で操作せず
に当選している入賞役を取りこぼしたときにのみ導出される特定の出目である。このよう
な特定の出目は、メダルが払出されない。
【００６０】
　また、入賞役のうちスイカについては、無効ラインＬＭ１～ＬＭ４のいずれかに揃う図
柄および揃う可能性がある図柄ではないが、右下がりベル、中段ベル、上段ベルの指標図
柄と同じ「ベル」が特定入賞図柄として定められている。特定入賞図柄とは、右下がりス
イカの入賞図柄の組合せのうち、右リール２Ｒに対応する図柄であり、右下がりスイカに
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当選・入賞するときに入賞ラインＬＮ上に停止され得る図柄である。スイカに当選してい
るときには、指標図柄を用いた演出と、特定入賞図柄を用いた演出とを実行可能である。
告知演出では、指標図柄および特定入賞図柄に相当する図柄のキャラクタ画像が表示され
る。
【００６１】
　図１４は、メイン制御部４１により制御される遊技状態の遷移を説明するための図であ
る。本実施形態におけるスロットマシン１は、リプレイが所定の当選確率で当選するＲＴ
０～ＲＴ４と、小役の当選確率がＲＴ０～ＲＴ４中であるときよりも向上するボーナスと
を含む複数種類の遊技状態のうち、開始条件が成立してから終了条件が成立するまで対応
するいずれかの遊技状態に制御される（図１４の矢印に沿って示した入賞役あるいは出目
参照）。具体的には、通常（遊技の大半）は、ＲＴ１で制御される。そして、ＲＴ１にお
いて準備リプ（リプ４）に入賞したときは、ＲＴ１よりも再遊技役の当選確率が高いＲＴ
２へ移行する。さらに、ＲＴ２において突入リプ（リプ５）に入賞したときは、ＲＴ２よ
りも再遊技役の当選確率の高いＲＴ３へ移行する。また、ＲＴ２において、転落リプ（リ
プ２，リプ３）入賞またはベルこぼし（右取りこぼし，中取りこぼし，左取りこぼし）し
たときにはＲＴ１へ移行する。また、ＲＴ２において、リプ１が入賞したときには、該Ｒ
Ｔ２への制御が維持される。また、ＲＴ３において、転落リプ（リプ２，リプ３）入賞ま
たはベルこぼし（右取りこぼし，中取りこぼし，左取りこぼし）したときにはＲＴ１へ移
行する。ＲＴ２やＲＴ３は、再遊技役の当選確率がＲＴ１よりも高く遊技者にとって有利
な遊技状態である。
【００６２】
　ＢＢ１～ＢＢ５のいずれかに当選したときには、ＲＴ４に制御される。ＢＢ１～ＢＢ５
のいずれかが当選したときに設定される当選フラグは、当選しているＢＢの入賞が発生す
るまで持ち越される。また、ＲＴ４についても、ＢＢ当選からＢＢ入賞発生まで継続して
制御される。ＲＴ４中においてＢＢ入賞が発生すると、ボーナスに制御されて、図８で説
明したメダル枚数以上払出されることによりボーナス終了となり、ＲＴ０へ制御される。
内部抽選されるリプレイの種類は、ＲＴの種類毎に定められている（図１５参照）。ボー
ナス中においては、操作タイミングおよび操作手順にかかわらず、極めて高い確率でベル
入賞を発生させることができ、メダル枚数を効率的に増加させることができる。このため
、ボーナスは、遊技者にとって有利な状態である。
【００６３】
　図１５および図１６は、遊技状態毎に抽選対象役（以下、当選した抽選対象役を当選役
ともいう）として読み出される抽選対象役の組合せを示す図である。抽選対象役欄には、
その名称を示し、入賞役の組合せ欄には、抽選対象役に含まれる入賞役の組合せを示し、
遊技状態欄には、ＲＴの種類毎に、丸印でその抽選対象役が抽選対象であることを示して
いる。たとえば、図１５に示すリーチ目リプは、ＲＴ０～ＲＴ３のいずれの状態において
も抽選対象となるがＲＴ４では抽選されない。また、ＲＴ４では、はずれ、通リプ、中段
チェリーリプ、強チェリーリプ、および、弱チェリーリプ以外のリプレイは、当選しない
ように設定されている。その代わりに中段チェリーリプ、強チェリーリプ、および、弱チ
ェリーリプの当選確率は、他のＲＴ状態よりＲＴ４の状態となっているときの方が高く設
定されている。
【００６４】
　以下では、対応手順（押し順）が対応付けられている役を「押し順役」という。また、
押し順が対応付けられているベルを「押し順ベル」といい、押し順が対応付けられている
リプレイを「押し順リプ」という。本実施形態では、図１６に示すように、押し順ベルは
、９枚ベル左１～左８、９枚ベル中１～中８、９枚ベル右１～右８である。押し順リプは
、図１５に示すように、準備リプ１～６、維持リプ１～３、突入リプ１～６である。以下
では、「９枚ベル左１～左８」をまとめて「９枚ベル左」といい、「９枚ベル中１～中８
」をまとめて「９枚ベル中」といい、「９枚ベル右１～右８」をまとめて「９枚ベル右」
という。
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【００６５】
　図１７は、対応手順を説明するための図である。たとえば、９枚ベル左の対応手順（対
応づけられている押し順）は、左第１停止である。したがって、たとえば、９枚ベル左が
当選したときにおいて、左第１停止されたときには、ベル１を入賞させるようにリール制
御が行われ、左第１停止以外の操作がされたときには、引き込み可能な場合には、その他
の役（ＡＴ１，ＡＴ１２，ＡＴ２３，ＡＴ３０のいずれか）を入賞させ、引き込み不可能
な場合に左取りこぼしの出目を導出させるようにリール制御が行われる。
【００６６】
　また、図１６に示すように、ＲＴ４以外の遊技状態では、ボーナスが他の入賞役と同時
当選することがある。たとえば、ＢＢ１は、ＢＢ１のみが単独当選する場合と、ＢＢ１と
リーチ目リプ、ＢＢ１と中段チェリーリプ、ＢＢ１と強チェリーリプ、ＢＢ１と弱チェリ
ーリプ、ＢＢ１とチャンス１、ＢＢ１とチャンス２、および、ＢＢ１とスイカとのうちい
ずれかの組合せで当選する場合とがある。また、ボーナス中においては、たとえば、共通
ベルが抽選対象役に設定されており、極めて高い確率で当選するように定められている。
共通ベルは、操作タイミングにかかわらず入賞を発生し得る役である。このため、ボーナ
ス中においては、操作タイミングおよび操作手順にかかわらず、極めて高い確率で共通ベ
ル入賞を発生させることができ、メダル枚数を効率的に増加させることができる。このた
め、ボーナスは、遊技者にとって有利な状態である。
【００６７】
　また、ボーナスと同時当選する入賞役の割合は、リーチ目＞中段チェリーリプ＞強チェ
リーリプ＞弱チェリーリプ＞スイカ＞チャンス１＞チャンス２となっている。そして、ボ
ーナスに単独当選する割合は、同時当選する割合よりも低く設定されてある。よって、遊
技者は、何らかの抽選対象役に当選されることが示唆される後述する告知演出が実行され
た場合には、ボーナス当選に期待を持つことができる。
【００６８】
　また、図１５および図１６に示す抽選対象役については、内部抽選において当該抽選対
象役に当選する当選確率にかかわる判定値数が定められている。たとえば、共通ベルは、
ＲＴ０～ＲＴ４のいずれの状態においても判定値数としてたとえば「３６０」が定められ
ており、３６０／６５５３６で当選する。抽選対象役のうち、ボーナスや小役に相当する
抽選対象役各々の判定値数は、いずれのＲＴであっても当選確率が同じとなるように定め
られている。一方、抽選対象役のうち、再遊技役に相当する抽選対象役各々の判定値数は
、ＲＴの種類に応じて当選確率が異なるように定められている。
【００６９】
　ここで、スロットマシン１における“ゲーム”とは、狭義には、スタートスイッチ７が
操作されてからリール２Ｌ～２Ｒが停止するまでをいうが、ゲームを行う際にスタートス
イッチ７の操作前の賭数設定や、リール２Ｌ～２Ｒの停止後にメダルの払い出しや遊技状
態の移行も行われるので、これらの付随的な処理も広義には“ゲーム”に含まれる。
【００７０】
　［ゲーム処理］
　メイン制御部４１は、ゲーム制御処理を行って１回のゲームを制御する。ゲーム制御処
理では、まず、賭数設定やクレジット精算・賭数精算するためのＢＥＴ処理が行われる。
【００７１】
　賭数設定後、スタートスイッチ７が操作されると、所定の乱数回路から乱数値を抽出し
、当該抽出した乱数値に基づいて入賞の発生を許容するか否かを決定（内部抽選）するた
めの内部抽選処理（図１５，図１６など参照）が行われる。乱数回路は、所定の数値範囲
（０～６５５３５）内の数値を所定の更新規則にしたがって更新する。メイン制御部４１
は、スタートスイッチ７が操作されたときに乱数回路が更新している数値を乱数値として
抽出する。内部抽選において抽選対象役に当選したときには、当該抽選対象役に含まれる
入賞役の当選フラグがＲＡＭの所定領域に設定される。たとえば、ＢＢ１に当選したとき
には、ＢＢ１当選フラグが設定され、スイカに当選したときには、スイカの当選フラグが
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設定される。ＢＢ１～ＢＢ５の当選フラグについては、当選したＢＢに入賞するまで持ち
越される一方、ＢＢ１～ＢＢ５以外の入賞役に対応する当選フラグは、入賞の発生の有無
にかかわらず、当選したゲームが終了したときに消去される。
【００７２】
　内部抽選処理が終了すると、リール回転処理が行われる。リール回転処理では、前回ゲ
ームのリール回転開始から所定時間（たとえば、４．１秒）経過していることを条件に、
リール２Ｌ～２Ｒの回転を開始させた後、ストップスイッチ８Ｌ～８Ｒを有効化し、停止
操作に応じてリールの回転を停止させる。なお、リール回転処理では、所定のフリーズ条
件が成立しているときに、ゲームの進行を所定期間に亘って遅延（ストップスイッチ８Ｌ
～８Ｒ各々の停止操作の有効化を遅延）させるフリーズ演出を実行するためのフリーズ演
出処理を実行した後に、ストップスイッチ８Ｌ～８Ｒを有効化して通常ゲームに移行させ
るようにしてもよい。
【００７３】
　リール２Ｌ～２Ｒが停止してリール回転処理が終了すると、入賞ライン上の図柄組合せ
に基づいて入賞などが発生したか否かを判定する入賞判定処理（図９～図１２など参照）
が行われる。また、入賞ライン上の図柄組合せに応じて、図１４で示した状態に制御する
。
【００７４】
　入賞判定処理が終了すると、払出処理が行われる。払出処理では、入賞の発生に応じて
メダルの払出しまたはクレジット加算や、入賞に関わらない各種の処理（たとえば、ボー
ナス中のメダル払出枚数を計数してボーナスの終了制御に関する処理や、持ち越しのない
当選フラグ（小役・再遊技役等の当選フラグ）の消去など）が行われる。また、ＢＢ１～
ＢＢ５のいずれかに入賞したと判定されたときには、入賞したＢＢの当選フラグを消去す
る。ゲーム終了時処理では、次のゲームに備えて遊技状態を設定する処理（図１４など参
照）を実行する。これにより、１ゲーム分のゲーム制御処理が終了し、次の１ゲーム分の
ゲーム制御処理が開始する。
【００７５】
　［ＡＴに関する処理について］
　メイン制御部４１は、ボーナスやＲＴ２，ＲＴ３などの有利な状態に加えて、ＡＴ（ア
シストタイム）に制御可能である。メイン制御部４１は、ＡＴに制御するか否かのＡＴ抽
選を実行する。また、メイン制御部４１は、ＡＴ抽選でＡＴに制御すると決定した場合に
ＡＴに制御し、遊技者にとって有利な図柄組合せを入賞ラインＬＮ上に停止させるための
対応手順（押し順）を特定可能なナビ演出を実行するための処理を実行する。本実施形態
では、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２を用いてナビ報知を行い（図２９参照）
、サブ制御部９１は、液晶表示器５１に対応手順を表示することによりナビ演出を行う（
特に図示せず）。
【００７６】
　メイン制御部４１は、非ＡＴ中においては、特定のＡＴ抽選対象役（本実施形態では、
図１５，図１６に示す、中段チェリーリプ、強チェリーリプ、弱チェリーリプ、スイカ、
ＢＢ１～ＢＢ５、共通ベル）が当選した場合に、ＡＴに制御するか否かを決定するＡＴ抽
選処理を行う。また、ＡＴ中に、該特定の抽選対象役が当選したときには、ＡＴ上乗せ抽
選が実行される。ＡＴ抽選処理は、たとえば内部抽選処理において内部抽選が行われた後
に実行されるようにしてもよく、１ゲームの進行において予め定められたタイミングで実
行されるものであればよい。
【００７７】
　ＡＴ抽選処理では、ＡＴに制御するか否かを決定するとともに、ＡＴに制御すると決定
したときには、複数種類のゲーム数（５０、１００、１５０、２００、２５０、３００）
からＡＴゲーム数を決定する。ＡＴゲーム数は、メイン制御部４１のＲＡＭの所定領域に
おいて記憶する。また、メイン制御部４１は、ＡＴを開始するタイミングを抽選する。メ
イン制御部４１は、たとえば、ＡＴ当選ゲームから０～３２ゲーム経過でＡＴを開始する
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ことを乱数値の抽選により決定する。
【００７８】
　遊技者にとっての有利度である、ＡＴ抽選においてＡＴに制御すると決定される信頼度
やＡＴに制御するときに決定されるＡＴゲーム数の期待値（獲得する平均ゲーム数）は、
特定の抽選対象役の種類に応じて異なるように定められており、たとえば、中段チェリー
リプ、強チェリーリプ、弱チェリーリプ、スイカ、共通ベルの順となり、共通ベルが最も
低くなるようにＡＴ抽選が行われる。また、ＡＴ抽選においてＡＴに制御すると決定され
る信頼度、および、ＡＴに制御するときに決定されるＡＴゲーム数の期待値は、同じ特定
の抽選対象役に当選しているときであっても、当該特定の抽選対象役がＢＢ１～ＢＢ５と
同時当選していないとき（たとえば、強チェリーリプ当選時）よりも、ＢＢ１～ＢＢ５と
同時当選しているとき（たとえば、ＢＢ１＋強チェリーリプ当選時）の方が高くなるよう
にＡＴ抽選が行われる。
【００７９】
　また、サブ制御部９１は、いずれかの抽選対象役に当選したときおよびいずれかの入賞
役の入賞が発生したときに対応する指標図柄を報知する告知演出を実行する。たとえば、
図１１に示すように、右下ベル、中段ベル、上段ベルの指標図柄は、ベルである。また、
スイカについては、無効ラインＬＭ４に揃図柄および揃う可能性がある図柄ではないが、
ベルの指標図柄と同じ「ベル」が特定入賞図柄として定められている。特定入賞図柄とは
、スイカに含まれる右下スイカの入賞図柄の組合せのうち、右リール２Ｒに対応する図柄
であり、右下スイカに入賞するときに入賞ラインＬＮ上に停止され得る図柄である。スイ
カに当選しているときには、指標図柄を用いた演出と、特定入賞図柄を用いた演出とを実
行可能である。告知演出では、指標図柄および特定入賞図柄に相当する図柄のキャラクタ
画像が表示される。また、チェリーリプに当選しているときは、チェリーに当選したこと
を示す告知演出が実行される。たとえば、チェリーリプに当選したとき（強チェリーリプ
、弱チェリーリプ、中段チェリーリプのいずれかに当選したとき）には、チェリー図柄に
対応するキャラクタ画像が表示される。
【００８０】
　メイン制御部４１は、ＡＴに制御している場合には、押し順役に当選することにより、
ナビ報知を実行するとともに、サブ制御部９１に対して第１の内部当選コマンド、第２の
内部当選コマンド、押し順コマンドを送信することで、サブ制御部９１によるナビ演出を
実行させる。また、本実施形態においてメイン制御部４１は、ＡＴにしていない通常状態
であっても、一定の条件を満たすことにより、ナビ報知を実行し、ナビ演出を実行させる
ことが可能である。
【００８１】
　［内部当選コマンド設定処理について］
　次に、メイン制御部４１が行う内部当選コマンド設定処理の制御内容について、図１８
～図２３に基づいて説明する。本実施形態では、抽選対象役の種類毎に当選番号が予め割
り当てられており、持ち越されることがある抽選対象役、すなわち特別役の種類毎の当選
番号が設定された特別役当選番号テーブルと、持ち越されることがない抽選対象役、すな
わち一般役の種類毎の当選番号が設定された一般役当選番号テーブルとがＲＯＭ４１ｂの
所定領域に格納されている。
【００８２】
　図１８に示すように、特別役当選番号テーブルでは、いずれの特別役も当選していない
場合、すなわちはずれの当選番号は、「０」が、ＢＢ１～５の当選番号として「１」～「
５」が割り当てられている。また、図１９に示すように、一般役当選番号テーブルでは、
いずれの一般役も当選していない場合、すなわちはずれの場合の当選番号として「０」が
、再遊技役の当選番号として「１」～「２５」が、小役の当選番号として「３０」～「６
０」が割り当てられている。このように、特別役当選番号テーブル及び一般役当選番号テ
ーブルでは、内部抽選の抽選対象役と当選番号とが対応して設定されている。
【００８３】
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　本実施形態では、メイン制御部４１は、スタート操作が行われたときに、内部抽選処理
を実行し、内部抽選にて特別役及び一般役のうちいずれかの役が当選している場合には、
当選が判定された抽選対象役に対応する当選番号をＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定し、い
ずれの役も当選していない場合には、はずれに対応する当選番号をＲＡＭ４１ｃの所定領
域に設定する。一般役の当選を示す当選番号は１ゲーム終了毎にクリアされる一方で、特
別役の当選を示す当選番号は当選した特別役が入賞されるまで維持され、当選した特別役
が入賞することでクリアされる。
【００８４】
　メイン制御部４１は、当選番号を設定した後、内部当選コマンド設定処理を実行して、
ＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定されている内部当選番号に基づいて第１の内部当選コマン
ド及び第２の内部当選コマンドをコマンドキューに設定し、その後のタイマ割込処理（メ
イン）により、第１の内部当選コマンド及び第２の内部当選コマンドをサブ制御部９１に
対して送信する。
【００８５】
　具体的には、図２０に示すように、内部当選コマンド設定処理では、まず、内部抽選処
理においてＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定された特別役の当選番号を取得し（Ｓｆ１）、
取得した当選番号を、サブ制御部９１に対して送信する送信用当選番号としてＲＡＭ４１
ｃの所定領域に設定し（Ｓｆ２）、当該送信用当選番号に基づいて第１の内部当選コマン
ドをコマンドキューに格納する。メイン制御部４１が送信するコマンドは、２バイトで構
成され、１バイト目はＭＯＤＥ（コマンドの分類）を表し、２バイト目はＥＸＴ（コマン
ドの内容）を表すようになっており、メイン制御部４１は、第１の内部当選コマンドをコ
マンドキューに格納する際に、１バイト目に第１の内部当選コマンドである旨を示すＭＯ
ＤＥを格納し、２バイト目のＥＸＴに特別役の送信用当選番号を格納する。
【００８６】
　Ｓｆ３のステップにおいて、第１の内部当選コマンドを格納した後には、内部抽選処理
においてＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定された一般役の当選番号を取得し（Ｓｆ４）、取
得した当選番号が、２未満であるか否か（Ｓｆ５）、１７未満であるか否か（Ｓｆ６）、
３１未満であるか否か（Ｓｆ７）、５８未満であるか否か（Ｓｆ８）、を順次判定して、
取得した当選番号が予め定められた複数の所定範囲のいずれの範囲にあるかを判定する。
【００８７】
　そして、Ｓｆ５のステップにおいて当選番号が２未満であると判定した場合、すなわち
当選番号が０または１である場合には、当該取得した当選番号を、サブ制御部９１に対し
て送信する送信用当選番号としてＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定する（Ｓｆ１２）。また
、Ｓｆ５のステップにおいて当選番号が２未満でないと判定し、Ｓｆ６のステップにおい
て１７未満であると判定した場合、すなわち当選番号が２～１６のいずれかである場合に
は、送信用当選番号としてＲＡＭ４１ｃの所定領域に２を設定する（Ｓｆ１１）。また、
Ｓｆ６のステップにおいて当選番号が１７未満でないと判定し、Ｓｆ７のステップにおい
て３１未満であると判定した場合、すなわち当選番号が１７～３０のいずれかである場合
には、当該当選番号を、送信用当選番号としてＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定する（Ｓｆ
１２）。また、Ｓｆ７のステップにおいて当選番号が３１未満でないと判定し、Ｓｆ８の
ステップにおいて５８未満であると判定した場合、すなわち当選番号が３１～５７のいず
れかである場合には、送信用当選番号としてＲＡＭ４１ｃの所定領域に３１を設定する（
Ｓｆ９）。また、Ｓｆ８のステップにおいて当選番号が５８未満でないと判定した場合、
すなわち当選番号が５８～６０である場合には、当該当選番号を、送信用当選番号として
ＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定する（Ｓｆ１２）。
【００８８】
　そして、Ｓｆ９、Ｓｆ１１、Ｓｆ１２のステップにおいて一般役の送信用当選番号をＲ
ＡＭ４１ｃの所定領域に設定した後は、当該送信用当選番号に基づいて第２の内部当選コ
マンドをコマンドキューに格納する（Ｓｆ１０）。メイン制御部４１は、第２の内部当選
コマンドをコマンドキューに格納する際に、１バイト目に第２の内部当選コマンドである
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旨を示すＭＯＤＥを格納し、２バイト目のＥＸＴに一般役の送信用当選番号を格納する。
Ｓｆ１０のステップにおいて第２の内部当選コマンドをコマンドキューに格納した後は、
内部当選コマンド設定処理を終了してメイン処理（メイン）に戻る。
【００８９】
　このように、本実施形態の内部当選コマンド設定処理では、内部抽選処理においてＲＡ
Ｍ４１ｃの所定領域に設定された特別役の当選番号を送信用当選番号として設定し、当該
送信用当選番号を含む第１の内部当選コマンドをコマンドキューに設定する。
【００９０】
　また、本実施形態の内部当選コマンド設定処理では、内部抽選処理においてＲＡＭ４１
ｃの所定領域に設定された一般役の当選番号が第１の所定範囲（０～１、１７～２５、３
０、５８～６０、押し順ベルおよび押し順リプのいずれとも異なる役に対応）内にある場
合には、当該当選番号を送信用当選番号として設定し、当該送信用当選番号を含む第２の
内部当選コマンドをコマンドキューに設定する。これにより、内部当選において第１の所
定範囲内にある当選番号が設定された場合に送信されることとなる第２の内部当選コマン
ドでは、当該コマンドに含まれる送信用当選番号に基づいて内部抽選による当選番号を特
定できるようになっている。
【００９１】
　一方、当選番号が第２の所定範囲（２～１６、押し順リプに対応）内にある場合には、
第２の所定範囲に含まれる一の当選番号（２）を送信用当選番号として設定し、当該送信
用当選番号を含む第２の内部当選コマンドをコマンドキューに設定する。これにより、内
部当選において第２の所定範囲内にある当選番号が設定された場合に送信されることとな
る第２の内部当選コマンドでは、当該コマンドに含まれる送信用当選番号に基づいて、当
選番号が第２の所定範囲の番号のいずれであるかは特定できないようになっている一方で
、当選番号が第２の所定範囲内にあることを特定できるようになっている。
【００９２】
　また、当選番号が第３の所定範囲（３１～５７、押し順ベルに対応）内にある場合には
、第３の所定範囲に含まれる一の当選番号（３１）を送信用当選番号として設定し、当該
送信用当選番号を含む第２の内部当選コマンドをコマンドキューに設定する。これにより
、内部当選において第３の所定範囲内にある当選番号が設定された場合に送信されること
となる第２の内部当選コマンドでは、当該コマンドに含まれる送信用当選番号に基づいて
、当選番号が第３の所定範囲の番号のいずれであるかは特定できないようになっている一
方で、当選番号が第３の所定範囲内にあることを特定できるようになっている。
【００９３】
　本実施形態の内部当選コマンド設定処理において設定された第１の内部当選コマンド、
第２の内部当選コマンドは、その後、タイマ割込処理（メイン）が実行されることで、サ
ブ制御部９１に対して順次送信されることとなる。
【００９４】
　なお、本実施形態のメイン制御部４１は、２バイトで構成されるコマンドをサブ制御部
９１に対して送信する構成であるが、本実施形態で示すコマンドの形態は一例であって他
のデータ形態を用いても良い。また、本実施形態では、コマンドを２バイトの信号で構成
しているが、これらコマンドを１バイトの信号または３バイト以上の信号で構成しても良
い。
【００９５】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、２バイトで構成される第１の内部当選コマン
ド、第２の内部当選コマンドをサブ制御部９１に対して送信する構成であり、当該各コマ
ンドの２バイト目に送信用当選番号を含む構成であるが、本実施形態で示すコマンドの形
態は一例であって他のデータ形態を用いても良く、例えば、第１の内部当選コマンド、第
２の内部当選コマンドをそれぞれ３バイトの信号で構成し、３バイト目に特別役の送信用
当選番号または一般役の送信用当選番号を含める構成や、第１の内部当選コマンド、第２
の内部当選コマンドを３バイトからなる一の信号で構成し、２バイト目に特別役の送信用



(26) JP 6554450 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

当選番号を含み、３バイト目に一般役の送信用当選番号を含める構成としても良い。
【００９６】
　また、本実施形態では、特別役及び一般役の当選番号を別々に分けて割り当てる構成、
すなわち特別役当選番号テーブルにおいて特別役（ＢＢ１～５）の種類及びはずれに対応
する特別役の当選番号を設定し、一般役当選番号テーブルにおいて一般役の種類及びはず
れに応じた一般役の当選番号を設定する構成であり、メイン制御部４１は、内部抽選の結
果に応じて特別役の当選番号及び一般役の当選番号をＲＡＭ４１ｃの所定領域に各々設定
する構成であるが、特別役と一般役とに分けずに当選番号を割り当てる構成、例えば、「
ＢＢ１」、「小役」、「ＢＢ１＋同時に当選する小役」を夫々一の抽選対象役として当選
番号を割り当てる構成であっても良い。このような構成では、メイン制御部４１は、内部
抽選の結果に応じて一の当選番号をＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定することで、当該一の
当選番号のみに基づいて特別役及び小役が当選しているか否かを判定して、所定制御（内
部当選フラグの設定、ナビ報知、コマンド作成、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの停止制御等）
を行うことができる。
【００９７】
　次に、メイン制御部４１が行う押し順コマンド送信処理の制御内容について、図１９、
図２１及び図２２に基づいて説明する。本実施形態では、ナビ報知によるリールの停止順
を識別可能なナビ番号（０～９）、及びナビ報知により示唆する所定の図柄を識別可能な
ナビ番号（１０～１４）が予め割り当てられ、抽選対象役のうち押し順役は、その種類毎
にナビ番号が予め割り当てられており、抽選対象役の種類毎のナビ番号が設定されたナビ
番号テーブルがＲＯＭ４１ｂの所定領域に格納されている。
【００９８】
　図２１の例では、たとえば、標準押し順（本実施形態では、左リール２Ｌを第１停止と
する停止順）については、ナビ番号として０が対応付けられている。また、左中右につい
ては、ナビ番号として１が対応付けられている（図１８、図１９のナビ番号も参照）。な
お、本実施形態では、ナビ番号０により特定される標準押し順として、左リール２Ｌを第
１停止とする停止順を適用しているが、標準押し順は、遊技者にとって不利にも有利にも
ならない標準的な押し順であれば、他の停止順であっても良い。
【００９９】
　本実施形態では、メイン制御部４１は、スタート操作が行われたとき、及び各リール２
Ｌ、２Ｃ、２Ｒの停止操作が行われたときに、ＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定されている
一般役の当選番号に応じた押し順コマンドをコマンドキューに設定する押し順コマンド設
定処理を実行し、その後のタイマ割込処理（メイン）により、押し順コマンドをサブ制御
部９１に対して送信する。
【０１００】
　具体的には、図２２に示すように、押し順コマンド設定処理では、まず、内部抽選処理
においてＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定された特別役及び一般役の当選番号を取得した後
（Ｓｇ１）、ＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定されているナビ報知中であるか否かを示す所
定のフラグを参照して、ナビ報知が行われる状態（ＡＴ中、または非ＡＴ中でナビ報知が
行われる場合、後述の特別役のナビ報知の実施条件が成立した以降から特別役が入賞する
までの状態）であるか否かを判定する（Ｓｇ２）。Ｓｇ２のステップにおいて、ナビ報知
が行われる状態でないと判定した場合は、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの停止状況及び内部抽
選の結果に基づいて、入賞ラインＬＮに停止する役が確定しているか否かを判定し（Ｓｇ
５）、入賞ラインＬＮに停止する役が確定していない場合は、標準ナビ番号（本実施形態
では、０）を送信用ナビ番号としてＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定する（Ｓｇ６）。
【０１０１】
　一方、Ｓｇ２のステップにおいてナビ報知が行われる状態であると判定した場合、Ｓｇ
５のステップで入賞ラインＬＮに停止する役が確定していると判定した場合は、ＲＯＭ４
１ｂの所定領域に記憶されているナビ番号テーブル（図１８、図１９参照）を参照して、
Ｓｇ１のステップで取得した特別役及び一般役の当選番号に対応するナビ番号を送信用ナ
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ビ番号としてＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定する。
【０１０２】
　この際、内部当選番号に基づいて押し順リプが当選していることが特定される場合には
、その当選役の種類に応じてＲＴ状態を昇格させる有利リプレイ（図１４に示すリプ４、
リプ５、ＲＴ２を維持させるリプ１）の組合せが入賞ラインＬＮに停止される停止順を示
すナビ番号を送信用ナビ番号として設定する。また、内部当選番号に基づいて押し順ベル
が当選していることが特定される場合には、その当選役の種類に応じてベル１またはベル
２の組合せが入賞ラインＬＮに停止される停止順を示すナビ番号を送信用ナビ番号として
設定する。
【０１０３】
　また、内部当選番号に基づいて特別役（ＢＢ１～ＢＢ５）のいずれかが当選しており、
特別役のナビ報知の実施条件（本実施形態では、特別役の当選後、所定ゲーム数（例えば
、５ゲーム）が経過すること）が成立した以降であり、かついずれの小役も当選していな
いこと（はずれ）が特定される場合には、当選している特別役の種類に応じて、当該特別
役を構成する図柄を示唆するナビ番号（１０～１４）を送信用ナビ番号として設定する。
【０１０４】
　Ｓｇ３のステップまたはＳｇ６のステップにおいて送信用ナビ番号をＲＡＭ４１ｃの所
定領域に設定した後は、当該送信用ナビ番号に基づいて押し順コマンドをコマンドキュー
に格納する（Ｓｇ４）。メイン制御部４１は、押し順コマンドをコマンドキューに格納す
る際に、１バイト目に押し順コマンドである旨を示すＭＯＤＥを格納し、２バイト目のＥ
ＸＴに送信用ナビ番号を格納する。Ｓｇ４のステップにおいて押し順コマンドをコマンド
キューに格納した後は、押し順コマンド設定処理を終了してメイン処理（メイン）に戻る
。
【０１０５】
　このように、本実施形態のメイン制御部４１は、スタート操作が行われたときに、押し
順コマンド設定処理を実行することで、ナビ報知の実行中である場合には、遊技者にとっ
て有利な停止順を特定可能な押し順コマンドをコマンドキューに設定し、ナビ報知の実行
中でない場合には、遊技者にとって有利な停止順を特定不可能であり、遊技者にとって不
利にも有利にも標準的な押し順を特定可能な押し順コマンドをコマンドキューに設定する
。
【０１０６】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、停止操作が行われる毎に、押し順コマンド設
定処理を実行することで、ナビ報知の実行中でない場合であっても、入賞ラインＬＮに停
止する役が確定している場合には、遊技者にとって有利な停止順を特定可能な押し順コマ
ンドをコマンドキューに設定する。
【０１０７】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、押し順コマンド設定処理が実行されることに
より、例えば、遊技状態がＲＴ１であり、ナビ報知が行われない状態で、準備リプ１（対
応手順は、左中右）が当選した場合であり、いずれのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒも停止して
いないときには、有利リプレイが停止可能であるが、いずれの役が停止するかは確定して
いないので、標準ナビ番号（「０」）が送信用ナビ番号として設定され、当該送信用ナビ
番号を含む押し順コマンドが設定されることとなる。また、第１停止として左リール２Ｌ
が停止されたときには、未だ有利リプレイが停止可能であり、いずれの役が停止するか確
定していないので、送信用ナビ番号として標準ナビ番号（「０」）を含む押し順コマンド
が設定される。そして、第１停止として左リール２Ｌが停止された後、第２停止として中
リール２Ｃが停止されたときには、その後の右リール２Ｒの停止により有利リプレイのみ
が停止可能であり、停止する役が確定するので、ナビ報知が行われない状態であっても、
遊技者にとって有利な停止順（有利リプレイを入賞させる停止順）を特定することができ
るナビ番号が送信用ナビ番号として設定される。また、第１停止において左リール２Ｌ以
外のリールが停止されたとき、第１停止として左リール２Ｌが停止された後、第２停止と
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して中リール２Ｃ以外のリールが停止されたときには、その後の停止順に関わらず、有利
リプレイ以外のリプレイが停止可能であり、停止する役が確定するので、ナビ報知が行わ
れない状態であっても、遊技者にとって有利な停止順を特定することができるナビ番号が
送信用ナビ番号として設定される。
【０１０８】
　このように、本実施形態では、メイン制御部４１は、ＡＴの制御を行っていない状態で
、押し順役が当選した場合に、遊技者にとって有利な停止順が確定するタイミングで、遊
技者にとって有利な停止順を特定可能なナビ番号を含む押し順コマンドを設定してサブ制
御部９１に対して送信するようになっている。有利な停止順が確定するタイミングとは、
３択の役（押し順ベル、維持リプ、突入リプ）では、第１停止操作が行われたタイミング
であり、６択の役（準備リプ）では、第１停止操作が行われて、遊技者にとって有利な役
が停止しないことが確定したタイミング、または第２停止操作が行われたタイミングであ
る。
【０１０９】
　また、特別役の当選が持ち越されている状態で、特別役が当選して所定のナビ報知の実
施条件が成立した以降のゲームでは、内部抽選結果がいずれの小役も当選していないはず
れとなった場合には、当選している一の特別役を構成する図柄を示唆するナビ番号（「１
０」～「１４」）を含む押し順コマンドが設定されるようになっている。
【０１１０】
　本実施形態の押し順コマンド設定処理において設定された押し順コマンドは、その後、
タイマ割込処理（メイン）が実行されることで、サブ制御部９１に対して順次送信される
こととなる。
【０１１１】
　そして、サブ制御部９１は、押し順コマンド、上述の第１の内部当選コマンド及び第２
の内部当選コマンドに基づいて、メイン制御部４１側でナビ報知が行われていることが特
定される場合に、ナビ演出を行う。サブ制御部９１は、ナビ演出を行う際には、第２の内
部当選コマンドに基づいて押し順役の当選が特定されるとともに、押し順コマンドに基づ
いてナビ番号が「０」以外であること、すなわち遊技者にとって有利な押し順が標準押し
順以外であることが特定される場合に、押し順コマンドに基づいて特定されるナビ番号に
応じた停止順を示す停止順画像を液晶表示器５１に表示させる。また、ナビ演出では、第
２の内部当選コマンドに基づいて入賞する可能性がある役を示唆する画像を液晶表示器５
１に表示させる。このとき、例えば、押し順役として押し順ベルが当選している場合は、
「ベル」の画像を表示することで、押し順ベルの入賞の可能性を示唆し、押し順リプレイ
が当選している場合には、遊技状態コマンド等に基づいて特定されるメイン制御部４１側
での遊技状態に基づいて、入賞する可能性がある押し順リプの種類を特定し、特定した押
し順リプに含まれる役（例えば、維持リプでは、リプ１）に応じた演出を行うことで、遊
技者にとって有利な役の入賞の可能性を示唆することができるようになっている。
【０１１２】
　また、ナビ演出において押し順リプに含まれる役に応じた演出として、例えば、内部抽
選において押し順リプが当選した場合でも、メイン制御部４１側での内部当選コマンド設
定処理において、第２の内部当選コマンドの送信用当選番号として押し順リプのいずれか
の当選を示す「２」が一律に設定されることとなるが、サブ制御部９１は、第２の内部当
選コマンドに基づいて送信用当選番号が「２」であること、及び遊技状態コマンド等に基
づいて遊技状態がＲＴ１であることが特定されることで、押し順リプが当選していること
を特定して、押し順コマンドに基づいて特定されるナビ番号に応じた停止順を示す画像と
ともに、当該停止順による操作によって有利リプレイが入賞する可能性を示唆する画像（
本実施形態では、有利リプレイを構成する図柄の組合せを示す画像）を表示することで、
押し順リプに含まれる役のうち遊技者にとって有利な役に応じた演出を行うことができる
ようになっている。
【０１１３】
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　また、サブ制御部９１は、ナビ演出において特別役の当選を示唆する演出として、第１
の内部当選コマンドに基づいて特別役が当選したことが特定される場合には、その後、上
述の特別役のナビ報知の実施条件が成立する所定ゲーム数（本実施形態では、５ゲーム）
が経過したときに、内部抽選にて特別役が当選した旨を報知する確定報知（液晶表示器５
１に特別役が当選した旨を示すメッセージ及び画像等を表示させる）を行う。そして、確
定報知を行った後、すなわち特別役のナビ報知の実施条件が成立した後は、押し順コマン
ドに基づいて特定されるナビ番号が、特別役の所定の図柄を示唆するものである場合に、
当該ナビ番号に応じて所定の図柄を入賞ラインＬＮに停止させえるタイミングでの停止操
作を行うことで、特別役の入賞を促す特別役入賞促進演出（例えば、ナビ番号に基づいて
特定される所定の図柄の画像を表示させる液晶表示器５１に表示させる等）を行うように
なっている。このように、サブ制御部９１は、第１の内部当選コマンドに基づいて特別役
が当選した後所定のゲーム数が行われて、メイン制御部４１側で特別役のナビ報知の実施
条件が成立したと判定されるときに確定報知を行うので、メイン制御部４１は、特別役の
ナビ報知の実施条件が成立した以降に、特別役を入賞させることが可能な図柄を示唆する
ナビ番号を含む押し順コマンドを送信することで、確定報知が行われた以降に当該ナビ番
号に基づく特別役入賞促進演出をサブ制御部９１に行わせることができるようになってい
る。
【０１１４】
　次に、メイン制御部４１が行う入賞判定コマンド設定処理の制御内容について、図２３
に基づいて説明する。また、本実施形態では、図８～図１１に示す各入賞役の種類毎に入
賞番号が予め割り当てられており（特に図示せず）、入賞役の種類毎に入賞番号が設定さ
れた入賞番号テーブルがＲＯＭ４１ｂの所定領域に格納されている。
【０１１５】
　メイン制御部４１は、スタート操作が行われた後、全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停
止したときに、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒに停止された図柄の組合せに応じて入賞が発生
したか否かを判定する入賞判定処理を実行する。入賞判定処理では、各リール２Ｌ、２Ｃ
、２Ｒについて、入賞ラインＬＮに入賞役を構成する図柄の組合せが停止しているか否か
を判定し、入賞役を構成する図柄の組合せが停止していると判定した場合には、入賞番号
テーブルを参照して、停止している入賞役を構成する図柄の組合せに対応する入賞番号を
ＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定する一方、入賞役を構成する図柄の組合せが停止していな
いと判定した場合には、はずれを示す「０」を入賞番号としてＲＡＭ４１ｃの所定領域に
設定して、入賞判定処理を終了する。
【０１１６】
　そして、メイン制御部４１は、入賞判定処理を実行した後、入賞番号を特定可能な入賞
判定コマンドをコマンドキューに設定する入賞判定コマンド設定処理を実行する。
【０１１７】
　図２３に示すように、入賞判定コマンド設定処理では、入賞判定処理における入賞判定
結果に基づいてＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定された入賞番号を取得し（Ｓｈ１）、当該
入賞番号に基づいて入賞判定コマンドをコマンドキューに格納して（Ｓｈ２）、入賞判定
コマンド設定処理を終了する。メイン制御部４１は、入賞判定コマンドをコマンドキュー
に格納する際に、１バイト目に入賞判定コマンドである旨を示すＭＯＤＥを格納し、２バ
イト目のＥＸＴに入賞番号を格納する。
【０１１８】
　入賞判定コマンド設定処理において設定された入賞判定コマンドは、その後、タイマ割
込処理（メイン）が実行されることで、サブ制御部９１に対して順次送信されることとな
る。
【０１１９】
　このように、本実施形態のメイン制御部４１は、全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止
されたときに、入賞判定コマンド設定処理を実行して、入賞番号を含む入賞判定コマンド
を設定し、入賞判定コマンドをサブ制御部９１に対して送信する。



(30) JP 6554450 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

【０１２０】
　また、本実施形態の入賞判定コマンド設定処理では、入賞判定処理においてＲＡＭ４１
ｃに設定された入賞番号を、そのまま含む入賞判定コマンドをコマンドキューに設定する
ので、入賞番号を特定可能な特殊なコマンド等に変換する処理を行うことなく、処理負荷
を削減することができる。
【０１２１】
　また、本実施形態では、入賞役の種類毎に入賞番号が割り当てられてＲＯＭ４１ｂの所
定領域に格納されているので、入賞番号を含む入賞判定コマンドを受信したサブ制御部９
１では、入賞番号に基づいて各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒに停止している図柄の組合せを特
定して、演出を実行することが可能となっている。
【０１２２】
　従来のスロットマシンは、遊技の制御を行う遊技制御部と、演出の制御を行う演出制御
部とを含む構成であり、遊技制御部は、所定の押し順役が当選した場合に内部抽選結果に
応じて遊技者にとって有利となるストップスイッチの操作手順を報知するナビ報知が実行
されるＡＴに制御するか否かを決定し、ＡＴに制御する場合に、ナビ報知を実行するとと
もに、内部抽選結果を特定可能な内部当選コマンドを、ＡＴに制御しているか否かに関わ
らず、演出制御部に対して送信し、演出制御部は、内部当選コマンドに基づいて内部抽選
結果を特定し、遊技制御部においてＡＴに制御されている場合には、特定した内部抽選結
果に基づいて遊技者にとって有利な操作手順を報知するナビ演出を実行する構成である。
【０１２３】
　このような構成では、演出制御部は、ＡＴに制御しているか否かに関わらず、内部当選
コマンドに基づいて遊技者にとって有利となる操作手順を特定可能であるので、演出制御
部側に不正がなされることで、遊技制御部においてＡＴに制御する旨が決定されていない
にも関わらず、内部当選コマンドから内部抽選結果に応じた遊技者にとって有利な操作手
順が特定され、当該操作手順が演出制御部により報知されてしまう可能性がある。
【０１２４】
　これに対して、本実施形態のメイン制御部４１は、内部抽選結果を特定可能な内部当選
コマンドとして、内部抽選結果として特別役の当選状況を特定可能な第１の内部当選コマ
ンド及び一般役の当選状況を特定可能な第２の内部当選コマンドを内部当選コマンド設定
処理において設定し、設定された当該コマンドをサブ制御部９１に対して送信可能であり
、内部当選コマンド設定処理では、ＡＴに制御されているか否かに関わらず、内部抽選結
果が押し順役となったときに、押し順役が当選した旨は特定できるが、遊技者にとって有
利な停止順を特定することができないように一般役に係る第２の内部当選コマンドを設定
するので、メイン制御部４１側でＡＴに制御しているか否かに関わらず、第２の内部当選
コマンドから内部抽選結果に応じた遊技者にとって有利な停止順が特定されることなく、
ＡＴに制御されているか否かに関わらず、共通の第２の内部当選コマンドを送信するので
、第２の内部当選コマンドの送信に係る処理を簡素化できるとともに、サブ制御部９１側
に不正がなされてもＡＴに制御されていない状態で遊技者にとって有利な停止順がナビ演
出により報知されてしまうことを防止できる。
【０１２５】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１は、内部当選により当選した押し順役に応じ
て遊技者にとって有利なリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの停止順をナビ報知により報知する構成
であるが、メイン制御部４１は、ナビ報知により、複数の異なる操作タイミングのうちい
ずれかの操作タイミングで操作する操作態様、複数の操作順のうちいずれかの操作順で操
作する操作態様、これらの組合せによる操作態様を報知する構成であっても良く、このよ
うな構成においても、メイン制御部４１は、メイン制御部４１側でＡＴに制御しているか
否かに関わらず、押し順役が当選した旨は特定できるが、遊技者にとって有利な操作態様
を特定することができないように第２の内部当選コマンドを設定することで、サブ制御部
９１側で、第２の内部当選コマンドから内部抽選結果に応じた遊技者にとって有利な操作
態様が特定されることがない。
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【０１２６】
　また、本実施形態では、メイン制御部４１がナビ報知を実行する押し順役として、押し
順リプレイと、押し順ベルとを含み、メイン制御部４１は、内部当選コマンド設定処理に
おいて、内部抽選結果が押し順役となったときに、当該押し順役が押し順リプレイである
か押し順ベルであるかを特定できるように第２の内部当選コマンドを設定して、サブ制御
部９１に対して送信するので、内部抽選結果が押し順役となったときに、サブ制御部９１
側で押し順役が押し順リプレイであるか押し順ベルであるかを特定でき、サブ制御部９１
は、押し順役の種類に応じて異なる演出を行うことも可能となる。
【０１２７】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、ＡＴに制御しており、ナビ報知が実行される
状態において、内部抽選結果が押し順役となったときに、遊技者にとって有利な停止順を
特定できる押し順コマンドを設定する押し順コマンド設定処理を実行し、設定した押し順
コマンドをサブ制御部９１に対して送信するので、ナビ報知が実行される状態においてサ
ブ制御部９１側で遊技者にとって有利な停止順を報知するナビ演出を行うことができる。
【０１２８】
　また、本実施形態では、メイン制御部４１がナビ報知を実行する押し順役として、押し
順リプレイと押し順ベルとを含み、メイン制御部４１は、押し順コマンド設定処理におい
て、ナビ報知が実行される状態で内部抽選結果が押し順リプレイとなったときと、押し順
ベルとなったときと、すなわちナビ報知が実行される状態において内部抽選にて当選した
押し順役が異なる種類であっても、遊技者にとって有利な停止順が共通の場合に、該遊技
者にとって有利な停止順を特定できる共通のナビ番号を含む押し順コマンドを設定するの
で、押し順コマンドの種類を削減することができる。
【０１２９】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、押し順コマンド設定処理において、ナビ報知
が実行される状態では、内部抽選結果が押し順役となったときに、遊技者にとって有利な
停止順を特定できるナビ番号を含む押し順コマンドを設定する一方で、ナビ報知が実行さ
れる状態以外の状態では、内部抽選結果が押し順役となったときに、遊技者にとって有利
な停止順を特定できないが標準押し順（左第１停止）を特定できるナビ番号を含む押し順
コマンドを設定するので、ナビ報知が実行される状態であるか否かに関わらず、内部抽選
結果が押し順役となったときに、ナビ番号を含む押し順コマンドを設定する処理を共通化
することができる。
【０１３０】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が
行われる毎に該当するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを段階的に停止させる構成であり、遊技者
にとって有利な停止順は、全てのストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作、すなわち第
３停止の操作が完了するよりも前に確定するようになっている。３択の押し順ベルの当選
時には、第１停止操作が行われることで、有利リプが入賞させられるか否かが確定し、６
択の押し順リプの当選時には、第２停止操作が行われることで、有利リプレイが入賞させ
られるか否かが確定するようになっている。メイン制御部４１は、押し順コマンド設定処
理では、ナビ報知が実行される状態以外の状態において内部抽選結果が押し順役となった
ときに、遊技者にとって有利な停止順が確定した段階、すなわち第１停止、第２停止の操
作が行われたとき以降に、内部当選結果に応じた遊技者にとって有利な停止順を特定でき
るナビ番号を含む押し順コマンドを設定して送信するので、サブ制御部９１に不正が施さ
れても遊技者にとって有利な停止順が特定されることを防止しつつ、内部抽選結果が押し
順役となったときにサブ制御部９１側で遊技者にとって有利な停止順で操作されたか否か
に応じた演出を行うことができる。
【０１３１】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１は、押し順コマンド設定処理において、ナビ
報知が実行される状態以外の状態において、押し順役が当選した場合に、リール２Ｌ、２
Ｃ、２Ｒの停止操作が行われて停止する役が確定したと判定されたときに、遊技者にとっ
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て有利な停止順を特定可能なナビ番号を含む押し順コマンドを設定し、当該押し順コマン
ドをサブ制御部９１に対して送信する構成であるが、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの停止操作
が行われて停止する役が確定した後に、遊技者にとって有利な停止順を特定可能なコマン
ドは、押し順コマンドとは別のコマンドでもあっても良く、例えば、内部抽選にて当選し
た押し順役の当選番号を含む別のコマンドを送信することで、当選した押し順役の種類に
基づいて遊技者にとって有利な停止順を特定可能とする構成であっても良いし、遊技者に
とって有利な停止順を特定可能なナビ番号を含む別途コマンドを設ける構成であっても良
い。このような構成においては、メイン制御部４１は、内部抽選が行われたときにのみ、
押し順コマンド設定処理を実行し、その後、停止する役が確定したときに、遊技者にとっ
て有利な停止順を特定可能なコマンドを設定する処理を行う構成とすることで、メイン制
御部４１による押し順コマンドの送信に係る負荷を削減することができる。
【０１３２】
　また、本実施形態では、メイン制御部４１は、内部抽選が行われたとき、各リール２Ｌ
、２Ｃ、２Ｒの停止操作が行われたときに、押し順コマンド設定処理を実行する構成であ
り、停止する役が確定した後には、押し順コマンド設定処理が行われる毎に、遊技者にと
って有利な停止順を特定可能な押し順コマンドをサブ制御部９１に対して送信する構成で
あるが、停止する役が確定した後に遊技者にとって有利な停止順を特定可能な押し順コマ
ンドは、少なくとも停止する役が確定したときに一度送信される構成であれば良く、停止
する役が確定して、遊技者にとって有利な停止順を特定可能な押し順コマンドを送信した
後には、押し順コマンド設定処理を実行しない構成であっても良い。このような構成とす
ることで、メイン制御部４１による押し順コマンドの送信に係る負荷を削減することがで
きる。
【０１３３】
　また、本実施形態では、メイン制御部４１は、ナビ報知を行う状態において、内部抽選
が行われたとき、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの停止操作が行われたときに、押し順コマン
ド設定処理を実行する構成であるが、ナビ報知を行う状態である場合には、内部抽選が行
われたときにのみ、押し順コマンド設定処理を実行する構成であっても良い。このような
構成とすることで、ナビ報知を行う状態である場合に、メイン制御部４１による押し順コ
マンドの送信に係る負荷を削減することができる。
【０１３４】
　本実施形態のメイン制御部４１は、スタート操作が行われたときに、内部抽選を行い、
内部抽選結果に応じて内部抽選結果毎に各々異なる当選番号をＲＡＭ４１ｃに設定し、設
定された当選番号に応じて内部当選フラグの設定、ナビ報知、コマンド作成、リール２Ｌ
、２Ｃ、２Ｒの停止制御等を行う構成であるとともに、内部抽選結果を特定可能な内部当
選コマンドとして、特別役の当選状況を特定可能な第１の内部当選コマンド及び一般役の
当選状況を特定可能な第２の内部当選コマンドを内部当選コマンド設定処理において設定
し、設定された当該コマンドをサブ制御部９１に対して送信する構成であり、内部当選結
果として押し順役が当選したときの当選番号は、所定の数値範囲からなる連続する数値が
割り当てられており、内部当選コマンド設定処理では、ＡＴに制御されていてナビ報知が
実行される状態以外の状態において、ＲＡＭ４１ｃに設定された当選番号が、当該所定の
数値範囲であるときに、押し順役となった旨は特定できるが遊技者にとって有利な停止順
を特定できない第２の内部当選コマンドを設定し、設定された第２の内部当選コマンドを
サブ制御部９１に対して送信するので、メイン制御部４１側でＡＴに制御しているか否か
に関わらず、第２の内部当選コマンドから内部抽選結果に応じた遊技者にとって有利な停
止順が特定されることはないため、サブ制御部９１側に不正がなされてもＡＴに制御され
ていない状態で遊技者にとって有利な停止順がナビ演出により報知されてしまうことを防
止できる。
【０１３５】
　また、内部抽選結果が押し順役となったときに設定される当選番号として、所定の数値
範囲からなる連続する数値が割り当てられているとともに、メイン制御部４１は、内部抽
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選結果が押し順役であるか否かを、所定制御を行う際に用いられる当選番号が押し順役に
対して割り当てられた所定の数値範囲内にあるか否かにより判定できるため、第２の内部
当選コマンドを送信する際の処理を簡素化できる。
【０１３６】
　また、本実施形態では、メイン制御部４１がナビ報知を実行する押し順役として、押し
順リプレイと、押し順ベルと、を含み、内部抽選結果が押し順リプレイとなったときの当
選番号として、第２の所定範囲の連続する数値が割り当てられ、内部抽選結果が押し順ベ
ルとなったときの当選番号として、第３の所定範囲の連続する数値が割り当てられている
ので、メイン制御部４１は、内部抽選結果が押し順役となったときに、当選番号が第２の
所定範囲であるか、第３の所定範囲であるかに応じて、内部抽選結果が押し順リプレイで
あるか、押し順ベルであるかを判定できるため、内部当選コマンド設定処理において第２
の内部当選コマンドを設定する処理を簡素化できる。
【０１３７】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、複数のＲＴ状態に制御することが可能であり
、各遊技状態では、内部抽選において決定される押し順役としての押し順リプレイの種類
が異なる（本実施形態では、例えば、ＲＴ１では、準備リプが抽選対象役である一方で、
維持リプ、突入リプが抽選対象役でなく、ＲＴ２では、維持リプ、突入リプが抽選対象役
である一方で、準備リプが抽選対象役でない）構成であり、ＲＴ１において内部抽選結果
が押し順リプレイとなったときの当選番号、及びＲＴ２において内部抽選結果が押し順リ
プレイとなったときの当選番号は、いずれも第２の所定範囲（２～１６）に割り当てられ
ているため、内部当選コマンド設定処理において、ＲＴ１においてもＲＴ２においても内
部抽選結果が押し順リプレイであるか否かを判定するための処理を共通化できる。
【０１３８】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、内部当選コマンド設定処理において、ＡＴに
制御していない状態において内部抽選結果が、押し順役以外の役またははずれであるとき
には、該内部抽選結果に応じた当選番号を含む第２の内部当選コマンドを設定し、内部抽
選結果が押し順役である押し順リプレイであるときには、第２の所定範囲（２～１６）に
含まれる一の当選番号（本実施形態では、２）を含み、内部抽選結果が押し順役である押
し順ベルであるときには、第３の所定範囲（３１～５７）に含まれる一の当選番号（本実
施形態では、３１）を含む第２の内部当選コマンドを設定することで、ＡＴに制御してい
ない状態において、内部抽選結果が、押し順役であっても押し順役以外の役またははずれ
であっても、内部抽選結果に対応する当選番号を含む第２の内部当選コマンドを送信する
ので、内部抽選結果が押し順役であるか否かかかわらず、第２の内部当選コマンドを作成
して送信する処理を共通化することができる。
【０１３９】
　なお、本実施形態のメイン制御部４１は、内部当選コマンド設定処理において、ＡＴに
制御されている状態か否かに関わらず、内部抽選結果が押し順役となったときに、押し順
役が当選した旨は特定できるが、遊技者にとって有利な停止順を特定することができない
ように一般役に係る第２の内部当選コマンドを設定する構成であるが、ＡＴに制御されて
いる状態でないときには、内部抽選結果が押し順役となったときに、押し順役が当選した
旨は特定できるが、遊技者にとって有利な停止順を特定することができないように一般役
に係る第２の内部当選コマンドを設定する一方で、ＡＴに制御されている状態であるとき
には、内部抽選結果が押し順役となったときに、当選した押し順役の種類に応じた当選番
号を設定することで、ＡＴに制御されている状態であるときには、当選した押し順役の種
類を特定可能な第２の内部当選コマンドをサブ制御部９１に対して送信する構成であって
も良い。このような構成では、ＡＴに制御されている状態においては、第２の内部当選コ
マンドに含まれる当選番号から、押し順役の種類に応じた遊技者にとって有利な停止順を
特定できるので、サブ制御部９１側で遊技者にとって有利な停止順をナビ演出により報知
することができる。また、このような構成では、ＡＴに制御されている状態においては、
第２の内部当選コマンドに含まれる当選番号から内部抽選における抽選対象役の当選番号
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を特定できるので、内部当選した抽選対象役に含まれる入賞役の種類に応じた演出、例え
ば、維持リプ１が当選している場合に、維持リプ１に含まれるリプレイ１が入賞する可能
性を示唆する演出を行うことができる。
【０１４０】
　また、このような構成では、メイン制御部４１は、押し順コマンド設定処理を実行せず
、押し順コマンドを送信しない構成としても良く、このような構成とすることで、ＡＴに
制御されている状態においては、第２の内部当選コマンドに含まれる当選番号から、押し
順役の種類に応じた遊技者にとって有利な停止順を特定でき、サブ制御部９１側で遊技者
にとって有利な停止順をナビ演出により報知することができるとともに、メイン制御部４
１による押し順コマンドの送信に係る負荷を削減することができる。
【０１４１】
　なお、押し順リプレイの当選番号と押し順ベルの当選番号とは、それぞれが連続する数
値範囲に設定されていれば良く、押し順リプレイの当選番号が設定される第２の所定範囲
と押し順ベルの当選番号が設定される第３の所定範囲とが連続する構成であっても良い。
このような構成であっても、本実施形態と同様に、メイン制御部４１は、内部抽選結果が
押し順役であるか否かを、所定制御を行う際に用いられる当選番号が押し順役に対して割
り当てられた所定の数値範囲内にあるか否かにより判定できるため、第２の内部当選コマ
ンドを送信する際の処理を簡素化できる。
【０１４２】
　また、本実施形態では、一般役の当選番号として１～６０が割り当てられており、第１
の第２の所定範囲に押し順役である押し順リプレイの当選番号が連続して設定され、第３
の所定範囲に押し順役である押し順ベルの当選番号が連続して設定され、非押し順役の当
選番号が、第２の所定範囲、第３の所定範囲の前後の数値範囲に分散されて設定される構
成であるが、第４の所定範囲に全ての非押し順役の当選番号が連続して設定される構成で
あっても良い。このような構成とすることで、内部抽選結果が押し順役であるか否かを、
所定制御を行う際に用いられる当選番号が押し順役に対して割り当てられた所定の数値範
囲内にあるか否かにより判定できるため、第２の内部当選コマンドを送信する際の処理を
簡素化できるとともに、非押し順役に対して割り当てられた当選番号が所定の数値範囲に
あるか否かを判定する処理を簡素化することができる。
【０１４３】
　また、本実施形態では、メイン制御部４１は、内部当選コマンド設定処理において、遊
技状態に関わらず、同じ種類の押し順役のグループ（本実施形態では、押し順リプレイの
グループ、押し順ベルのグループ）毎に一律に同じ送信用当選番号（本実施形態では、押
し順リプレイのグループに対して「２」、押し順ベルのグループに対して一律に「３１」
）を設定して、当該送信用当選番号を含む第２の内部当選コマンドをサブ制御部９１に対
して送信する構成であるが、内部当選コマンド設定処理において、同じ送信用当選番号が
設定される押し順役のグループは、少なくとも、ＡＴに制御されているか否かに関わらず
、内部抽選結果が押し順役となったときに、押し順役が当選した旨は特定できるが、遊技
者にとって有利な停止順を特定することができないようにすれば良く、一の遊技状態にお
いて抽選対象となる同じ種類の押し順役のグループについては、一のグループ毎に遊技者
にとって有利な役が一ずつ含まれるように複数のグループに分けて、分けられたグループ
毎に異なる送信用当選番号を設定する構成としても良い。これにより、サブ制御部９１側
で複数のグループのうちいずれかのグループに属する押し順役が当選したかを特定し、特
定したグループに応じた演出を実行することが可能となる。
【０１４４】
　［リールの回転制御について］
　次に、本実施形態のメイン制御部４１が行うリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転制御に関し
て、図２４～図２７に基づいて説明する。本実施形態の各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒは、各
々対応して設けられたリールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒによって回転されるようにな
っている。リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒは、３３６ステップ（０～３３５）の周
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期で１周するハイブリッド型ステッピングモータにより構成され、メイン制御部４１によ
る制御に基づいてモータ駆動回路４５から出力される位相信号によって、ステッピングモ
ータ内の各励磁相（本実施形態では、φ１～φ４の４相）の励磁状態が所定順序で励磁及
び非励磁に切り替えられることにより回転するようになっている。
【０１４５】
　メイン制御部４１は、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒに設けられたリールセンサ３３Ｌ、３
３Ｃ、３３Ｒによりリール基準位置が検出されるときのステップ数を０として、各リール
モータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒの回転を制御する。また、上述のメイン処理において、リ
ールを所定の態様で回転させるための励磁パターンを設定し、上述のタイマ割込処理（メ
イン）において、励磁パターン及びリール基準位置からのステップ数に基づき特定される
ステッピングモータの各励磁相の励磁状態を指示する制御信号をモータ駆動回路４５に対
して出力して、モータ駆動回路４５により制御信号に基づく励磁状態を示す位相信号を各
リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒに対して出力させる。これにより、各リールモータ
３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒでは、位相信号よりリールモータの励磁相の励磁状態が切り替え
られて、所定の回転態様に制御されることとなり、リールモータに対応する各リール２Ｌ
、２Ｃ、２Ｒが回転を制御するようになっている。
【０１４６】
　メイン制御部４１がメイン処理により設定するリールモータの励磁パターンには、ゲー
ムの進行状況に応じてリールの回転を制御するためのゲーム用励磁パターン群と、ゲーム
の進行状況とは直接関係なく、例えばリールを用いた演出を行うための非ゲーム用励磁パ
ターン群とが含まれており、これらの励磁パターンは、ＲＯＭ４１ｂの所定領域に予め定
められている。そして、リールモータの励磁パターンのうちゲーム用励磁パターン群には
、停止している状態のリールの回転を開始させて、所定の定速状態まで加速させるための
始動パターンと、所定の定速状態まで加速されたリールを当該定速状態で回転させ続ける
ための定速パターンと、所定の定速状態で回転しているリールを所定のステップ数で停止
させるための停止パターンとが含まれる。
【０１４７】
　各励磁パターンでは、リールモータの各励磁相の励磁状態（励磁、非励磁）が、リール
の基準位置からのステップ数毎に定められており、リールモータの励磁状態の励磁、非励
磁を、ステップ数の順に定められている励磁状態に切り替えることで、リールの回転を所
定の回転態様に制御することができるようになっており、メイン制御部４１は、各リール
２Ｌ、２Ｃ、２Ｒについてリールモータの励磁パターンとして始動パターンを設定した後
、励磁パターンを定速パターンに切り替えることで、停止している状態のリールの回転を
始動させ、所定の定速回転まで加速させる始動制御を行うことが可能であり、リールモー
タの励磁パターンとして定速パターンを繰り返し設定することで、リールの回転を定速回
転に維持する定速回転制御を行うことが可能であり、ストップスイッチが操作されたリー
ルについて、リールモータの励磁パターンを所定のタイミングで停止パターンに切り替え
ることで、ストップスイッチが操作されたタイミングに応じた所定の停止位置でリールを
停止させる回転停止制御を行うことが可能である。
【０１４８】
　また、メイン制御部４１のＲＡＭ４１ｃの所定領域には、リールモータを励磁するステ
ップ数に対応して更新され、リール基準位置が検出される毎に初期化されることで、各リ
ール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒについてリール基準位置が検出されてからのステップ数を計数する
ためのステップ数カウンタが設けられており、回転中のリールについてステップ数カウン
タの値が、所定のステップ数（少なくともリールが１周するために要する３３６ステップ
よりも多く設定されるステップ数であり、例えば、４００ステップ）以上となることで、
メイン制御部４１は、当該リールについて回転異常が生じていると判定し、該当するリー
ルについてリールモータの励磁パターンを、始動パターンに再設定して、当該始動パター
ンの最初からリールモータの励磁状態を変化させて、リールの回転を再始動させることが
可能である。
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【０１４９】
　具体的には、図２４（ａ）に示すように、メイン制御部４１は、ゲームのスタート操作
が行われることに伴い、各リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒの励磁パターンとして始
動パターンを設定して、停止状態にある各リールモータの各励磁相の励磁状態を始動パタ
ーンに基づいて変化させることで、各リールの回転を開始させる。また、励磁パターンと
して始動パターンを設定する際に、ステップ数カウンタを初期化して、ステップ数の計数
を開始する。そして、励磁パターンを始動パターンから定速パターンに切り替えることで
、リールの回転を所定の定速回転に制御する。その後、リールが正常に回転している場合
には、ステップ数カウンタが上述の所定のステップ数（例えば、４００ステップ）に達す
る前に、リールが少なくとも１周することでリール基準位置が検出されることとなる。そ
して、回転中の全てのリールについて、リールモータの励磁パターンを定速パターンに切
り替え、かつリール基準位置が検出されることにより、回転中のリールの停止操作の受付
けを有効化する有効化条件が成立したと判定する。この有効化条件の成立に伴って、メイ
ン制御部４１は、回転中のリールの停止操作の受付けを有効化して、この状態でストップ
スイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが操作されることで、該当するリールについての停止操作を有
効に受け付けて、当該リールの回転を停止させる停止制御を開始する。
【０１５０】
　一方、図２４（ｂ）に示すように、メイン制御部４１は、停止状態にある各リールモー
タ３２Ｌ、３２Ｃ、３２の回転を開始させた後、少なくともいずれか１つのリールについ
て、リール基準位置が検出されることなく、ステップ数カウンタが所定のステップ数（例
えば、４００ステップ）に達した場合、すなわち回転開始または前回リール基準位置が検
出されてからのステップ数がリールが１周するために要するステップ数分を超えた場合に
は、当該リールの回転状態に異常が生じていると判断して再始動制御を行い、該当リール
について、再度、リールモータの励磁パターンを始動パターンに設定して、当該始動パタ
ーンの最初からリールモータの励磁状態を変化させて回転を再始動させる。また、再始動
制御を行う際には、ステップ数カウンタを初期化する。その後、当該リールが正常に回転
される場合には、ステップ数カウンタが所定のステップ数（例えば、４００ステップ）に
達する前に、リール基準位置が検出されることとなる。そして、回転中の全てのリールに
ついて、励磁パターンを定速パターンに切り替え、かつリール基準位置が検出されること
で、リールの停止操作の受付けの有効化条件が成立することとなり、メイン制御部４１は
、有効化条件が成立したことにより、回転中のリールの停止操作の受付けを有効化する。
【０１５１】
　また、図２５に示すように、少なくともいずれか１つのリールを定速回転に制御してお
り、停止操作の受け付けが有効化されている状態において、例えば、瞬停が発生して極短
時間にわたりリールの回転制御が停止されたり、リールの引っ掛かりや空転が生じてしま
って、リールが正常に回転しなくなり、リール基準位置が検出されることなく、ステップ
数カウンタが所定のステップ数（例えば、４００ステップ）を超えた場合、すなわち前回
リール基準位置が検出されてからのステップ数が所定のステップ数を超えた場合には、メ
イン制御部４１は、当該リールの回転状態に異常が生じていると判断して、全てのリール
について停止操作の受付けを無効とする。そして、リール基準位置が検出されず、回転状
態に異常が生じていると判断したリールについては、ステップ数カウンタを初期化すると
ともに再始動制御を行い、再度、始動パターンの最初からリールモータの励磁状態を変化
させることで、当該リールの回転を再始動させる。その後、当該リールが正常に回転され
る場合には、再度、始動パターンによりリールモータの励磁状態の変化を開始させた後、
ステップ数カウンタが所定ステップ数に達する前にリール基準位置が検出されることとな
る。そして、回転中の全てのリールについて、励磁パターンが定速パターンに切り替えら
れ、かつリール基準位置が検出されることで、リールの停止操作の受付けの有効化条件が
成立することとなり、メイン制御部４１は、有効化条件が成立したことにより、回転中の
リールの停止操作の受付けを有効化する。
【０１５２】
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　また、図２６に示すように、少なくともいずれか１つのリールを定速回転に制御してお
り、停止操作の受け付けが有効化されている状態において、例えば、瞬停が発生して極短
時間にわたりリールの回転制御が停止されたり、リールの引っ掛かりや空転が生じてしま
って、リールが正常に回転しなくなり、リール基準位置が検出されることなく、ステップ
数カウンタが所定のステップ数（例えば、４００ステップ）を超えた場合には、メイン制
御部４１は、当該リールの回転状態に異常が生じていると判断して、全てのリールについ
て停止操作の受け付けを無効化し、リール基準位置が検出されないリールについて、ステ
ップ数カウンタを初期化するとともに再始動制御を行う。そして、再始動制御を行ったリ
ールが正常に回転せずに、ステップ数カウンタが所定のステップ数を超える場合には、再
度、ステップ数カウンタを初期化して再始動制御を繰り返し行う。その後、当該リールに
ついて連続して最大３回、再始動制御を行ったにもかかわらず、ステップ数カウンタが所
定のステップ数となる前にリール基準位置が検出されることがなかった場合には、回転中
の全てのリールを停止させるとともに、エラー状態に制御するエラー制御を開始して、ゲ
ームの進行を不能化させる。
【０１５３】
　本実施形態のメイン制御部４１は、バックアップ電源により電力が供給されることで記
憶内容を保持することが可能なバックアップ記憶領域を備えており、電断検出回路４８の
出力に基づいて電断が検出される場合には、メイン制御部４１での制御状態をバックアッ
プ記憶領域に記憶させ、スロットマシン１への電力供給が開始されたときには、電断が検
出されたときの制御状態に復帰させることができるようになっている。そして、少なくと
もいずれか１つのリールを定速回転に制御しており、当該リールについて停止操作の受付
けが有効化している状態で、電断が検出された場合には、制御状態として、各リールの回
転状態、各リールモータの励磁パターン等を含むデータをバックアップ記憶領域に記憶さ
せるようになっている。
【０１５４】
　そして、メイン制御部４１は、スロットマシン１への電力供給が再開されることで電断
から復帰する際には、バックアップ記憶領域に記憶されている制御状態に基づいて、電断
が検出された時点で回転状態であったリールについて、リールモータの励磁パターンとし
て電断が検出された時点での励磁パターンを設定する一方で、各リールについて停止操作
の受付けの有効状態または無効状態については、電断前の状態にかかわらず、無効状態と
して復帰する。その後は、復帰時に再設定された制御状態に基づいて各種制御が行われる
こととなる。
【０１５５】
　具体的には、図２７（ａ）に示すように、メイン制御部４１は、少なくともいずれか１
つのリールを定速回転に制御しており、停止操作の受付けが有効化されている状態で電断
が発生し、当該電断から復帰する際には、電断時の励磁パターンとして定速パターンが設
定されているが、停止操作の受付けが無効な状態で復帰することとなる。その後、リール
の回転制御を開始することで、復帰時に設定されている励磁パターンである定速パターン
に基づいて該当するリールモータの励磁状態を変化させる。これにより、リールが正常に
回転される場合には、回転中のリールについてステップ数カウンタが所定のステップ数（
例えば、４００ステップ）となる前にリール基準位置が検出されることで、当該リールの
停止操作の受付けの有効化条件が成立することとなる。そして、回転中の全てのリールに
ついて、停止操作の受付けの有効化条件が成立することにより、回転中の全てのリールに
ついて停止操作の受付けを有効化する。この状態でストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが
操作されることで、停止操作を有効に受け付けて、該当するリールの停止制御を行う。
【０１５６】
　一方、図２７（ｂ）に示すように、電断からの復帰時に設定されている定速パターンに
よりリールの回転制御を開始させたが、リールモータのトルクが足りず、リールが正常に
回転しない場合には、当該リールについてリール基準位置が検出されることなく、ステッ
プ数カウンタが所定のステップ数を超えることとなる。このような場合には、当該リール
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の回転状態に異常が生じていると判断して、該当リールについて、ステップ数カウンタを
初期化するとともに再始動制御を行って、リールモータの励磁パターンを始動パターンに
再度設定して、始動パターンの最初からリールモータの励磁状態を変化させることで、リ
ールの回転を再始動させる。その後、再始動制御を行ったことで、当該リールが正常に回
転され、回転中の全てのリールについて、励磁パターンが定速パターンに切り替えられ、
かつリール基準位置が検出されることにより、停止操作の有効化条件が成立することで、
回転中の全てのリールの停止操作の受付けを有効化する。一方、リールが正常に回転され
ない場合に、再始動制御を連続して最大３回行ったにもかかわらず、リールが正常に回転
されない場合には、回転中の全てのリールを停止させるとともに、エラー状態に制御する
エラー制御を開始して、ゲームの進行を不能化させる。
【０１５７】
　また、メイン制御部４１は、複数のリールが回転中である状態において、いずれかのリ
ールについてステップ数カウンタが所定のステップ数を超えた場合には、他のリールにつ
いてリール基準位置が検出されることなくステップ数カウンタが所定のステップ数を超え
たか否かに関わらず、当該リールから順次リールを再始動させる制御を行うようになって
おり、例えば、複数のリールについて、異なるタイミングでリールの回転状態に異常が生
じたような場合でも、後に回転状態の異常が判断されるリールの再始動を待たずに、先に
回転状態の異常が判断されたリールから順次再始動されることとなる。
【０１５８】
　本実施形態のメイン制御部４１は、リールの回転を開始させた後、回転中の全てのリー
ルについてリール基準位置及び定速回転が検出されることで停止操作の有効化条件が成立
したときに、回転中の全てのリールについてストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒによる停
止操作の受付けを有効な状態とする一方で、リールの回転が開始された後、少なくともい
ずれか１つのリールについてリール基準位置が検出されることなく、ステップ数カウンタ
に基づいて特定される回転開始または前回リール基準位置が検出されてからのステップ数
が、リールの１周分を超える所定のステップ数を超えた場合には、リールの回転状態に異
常が発生していると判断するようになっている。
【０１５９】
　このような構成において、リールの回転状態に異常が１度でも生じた場合に、リールの
回転異常と判断して、エラー状態に制御して遊技の進行を不能化してしまうと、一時的に
リールの回転が滞ったのみで、その後、当該リールを正常に回転させることが可能となる
状況でも、遊技の進行が不能化されてしまうこととなり、遊技を円滑に進行させることに
支障をきたすという問題がある。
【０１６０】
　これに対して、本実施形態では、リールの回転が開始された後、回転中の全てのリール
についてリール基準位置が検出され、かつ定速回転に移行しており、停止操作の有効化条
件が成立した状況において、リールの回転異常が判断されたときに、リール始動時の励磁
パターンである始動パターンによりリールモータの励磁状態を再度変化させることでリー
ルを再始動させる再始動制御を行うので、回転異常と判定される度に、遊技の進行が不能
化されることがなく、遊技を円滑に進行させることができる。
【０１６１】
　また、回転異常と判断されてから、再始動制御を行った後に停止操作の有効化条件が成
立するまでの期間においては停止操作の受付けを無効化するので、リールの回転が正常で
ない状況でリールの停止制御が実行されてしまうことを防止できる。
【０１６２】
　また、本実施形態では、停止操作の有効化条件が成立した状態で電断が生じて電力供給
が停止された後、電力供給が再開されて電断から復帰したときには、電断前の制御状態か
らリールモータの励磁状態を変化させる制御を再開することとなるが、その後、リール基
準位置が検出されることで正常回転が特定された場合には、そのときから停止操作の受付
けを有効化するため、瞬停などが発生しても、回転中のリールについて正常回転が維持さ
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れていれば、電力供給が再開されて直ぐに遊技を進行させることが可能となる。
【０１６３】
　また、停止操作の有効化条件が成立した状態で電力供給が停止された後、電力供給が再
開されたときに、リールを回転させるためのトルクが足りず、リールが回転されないため
に回転異常と判定されても、当該リールについて再始動制御が行われ、すぐに遊技の進行
が不能化されることがないため、遊技を円滑に進行させることができる。
【０１６４】
　また、このような場合には、電力供給が再開されたときから、リールの回転異常と判定
されて再始動制御が行われた後に、回転中の全てのリールについてリール基準位置が検出
され、かつ定速回転に移行することで有効化条件が成立するまでの期間においては、停止
操作の受付けを無効化するので、電力供給が再開した後、リールが正常回転であるかが不
明な状況においてリールの停止制御が実行されてしまうことを防止できる。
【０１６５】
　また、本実施形態では、リール基準位置が検出され、かつリールの回転が定速回転に移
行することで、停止操作の有効化条件が成立したと判断するようになっており、リールが
定速回転に到達していないにも関わらず、停止操作により回転中のリールの停止制御が実
行されてしまうことを防止できる。
【０１６６】
　また、本実施形態では、始動時の励磁パターンでリールモータの励磁状態を変化させる
再始動制御の後、リール基準位置が検出されず、停止操作の有効化条件が成立しない場合
に、再始動制御を繰り返し実施し、再始動制御を所定回数（本実施形態では３回）行って
も停止操作の有効化条件が成立しない場合に、エラー状態に制御して遊技を不能化するよ
うになっており、再始動制御によってもリールが正常回転とならない場合、すなわち再始
動制御では、問題を解決できない状況であれば、遊技を不能化させることができる。
【０１６７】
　また、本実施形態では、停止操作の有効化条件が成立した状態で複数のリールにおいて
異なるタイミングで回転異常が判定された場合に、回転異常が判定されたリールから順次
再始動制御を行うようになっており、複数のリールにおいて異なるタイミングで回転異常
が判定された場合でも、各リールを極力早い段階で正常回転とすることができる。
【０１６８】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１が、停止操作の有効化条件が成立した状態で
複数のリールにおいて異なるタイミングで回転異常が判定された場合に、回転異常が判定
されたリールから順次再始動制御を行う構成であるが、例えば、いずれかのリールの回転
異常が判定された場合に、残りのリールの回転異常が判定され得る期間（所定ステップ数
分の期間）が経過するまで、再始動制御を遅延させる構成、すなわち停止操作の有効化条
件が成立した状態で複数のリールにおいて異なるタイミングで回転異常が判定された場合
に、最も早く回転異常が判定されたリールの再始動制御を、最も遅く回転異常が判定され
たリールの再始動制御まで遅延させる構成としても良く、このような構成とすることで、
複数のリールにおいて異なるタイミングで回転異常が判定された場合にも、回転異常が判
定された複数のリールを同じタイミングで再始動させることができるので、再始動時の見
栄えが良くなる。
【０１６９】
　また、本実施形態では、リール基準位置が検出されることなく、回転開始または前回リ
ール基準位置が検出されてからのステップ数がリール１周を超える所定ステップ数（４０
０ステップ）を超えた場合に、リールの回転異常を特定する構成であるが、当該所定ステ
ップ数は、リールが１周するために要するステップ数よりも大きな値、すなわち、リール
が正常回転している場合にリール基準位置が検出されるまでに要するステップ数よりも大
きな値であれば良い。
【０１７０】
　また、本実施形態では、リール基準位置が検出されることなく、回転開始または前回リ



(40) JP 6554450 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

ール基準位置が検出されてからのステップ数が所定ステップ数を超えた場合に、当該リー
ルを再始動させる制御を所定回数（本実施形態では３回）行っても停止操作の有効化条件
が成立しない場合に、リール回転異常と判定して遊技を不能化する構成であるが、停止操
作の有効化条件が成立しない場合に、リールを再始動させる制御を少なくとも１回以上行
う構成であれば、頻繁に遊技が不能化されることを防止することができる。
【０１７１】
　また、本実施形態では、回転開始後、リール基準位置が検出され、かつ定速回転に移行
することで停止操作の受付けが有効化される構成であるが、少なくともリール基準位置が
検出されることで停止操作の受付けが有効化される構成であれば良い。
【０１７２】
　また、本実施形態では、リール回転開始時からのステップ数が、定速回転へ移行するの
に必要なステップ数以上であるか否かにより定速回転に移行したか否かを判定する構成で
あるが、リール基準位置が検出され、次回リール基準位置が検出されるまでのステップ数
または時間に基づいて一定速度を満たすか否かを判定することにより、定速回転に移行し
たか否かを判定する構成としても良い。
【０１７３】
　次に、本実施形態のメイン制御部４１が遊技補助表示器１２を用いて行うナビ報知に関
する制御について、図２８～図３１に基づいて説明する。
【０１７４】
　図２８に示すように、遊技補助表示器１２は、第１～第８セグメントをそれぞれ点灯／
消灯可能な２つの表示器１２Ｌ、１２Ｒからなり、それぞれのセグメントを赤色に点灯さ
せることが可能な表示器である。遊技補助表示器１２の各セグメントは、遊技制御基板４
０上に設けられた所定の出力バッファに格納されている点灯態様データに基づいて、ＬＥ
Ｄ駆動回路４７により駆動されることで、所定の点灯態様での点灯状態または消灯状態に
制御されるようになっている。なお、遊技補助表示器１２として、それぞれのセグメント
を白色、桃色、黄色、橙色、赤色、緑色、青色等のいずれかの色または複数色に点灯させ
ることが可能な表示器や液晶表示器等を用いても良い。
【０１７５】
　メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２の出力バッファに点灯態様データとしてナビ
報知表示データを設定することで、遊技補助表示器１２にナビ番号を表示させ、ナビ報知
を行うことが可能である。また、出力バッファに点灯態様データとして払出枚数表示デー
タを設定することで、遊技補助表示器１２に入賞の発生により付与されるメダルの枚数を
表示させる払出枚数報知を行うことが可能であり、出力バッファに点灯態様データとして
エラー表示データを設定することで、遊技補助表示器１２にエラー発生時にその内容を示
すエラーコードを表示させるエラー報知を行うことが可能である。
【０１７６】
　メイン制御部４１は、ゲームの開始時に内部抽選が行われたときに、ＲＡＭ４１ｃの所
定領域に設定される内部抽選の結果を参照し、特別役（ＢＢ１～５）のいずれかが当選し
ており、かつ所定の特別役のナビ報知の実施条件（本実施形態では、特別役の当選後、所
定数（例えば、５ゲーム）が行われることで成立する）が成立しているか否かを判定し、
特別役のナビ報知の実施条件が成立している場合には、特別役のナビ報知の実施条件が成
立したことに伴いナビ報知を行う旨を示すフラグをＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定し、上
述の押し順コマンド設定処理を行う。当該フラグは、押し順コマンド設定処理にて参照さ
れることで、特別役のナビ報知の実施条件が成立した以降であり、かつ当選している特別
役を入賞させることが可能なタイミング、すなわち内部抽選の結果がはずれとなったとき
には、当選している特別役を構成する図柄を示唆するナビ番号（１０～１４）が送信用ナ
ビ番号として設定されることとなる。
【０１７７】
　そして、押し順コマンド設定処理が終了した後に、遊技補助表示器１２の点灯態様デー
タの設定処理を行う。遊技補助表示器１２の点灯態様データの設定処理では、特別役が当



(41) JP 6554450 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

選していない、または実施条件が成立していない場合には、前述の押し順コマンド送信処
理によりＲＡＭ４１ｃの所定領域に設定されており、ナビ報知によるリールの停止順を識
別可能な送信用ナビ番号（「０」～「９」）を参照し、当該送信用ナビ番号に対応するナ
ビ報知表示データを出力バッファに設定する。一方、特別役が当選しており、かつ実施条
件が成立している場合には、押し順コマンド送信処理により設定されており、ナビ報知に
より示唆する所定の図柄（本実施形態では、「青７」「赤７」の図柄）を識別可能な送信
用ナビ番号（「１０」～「１４」）を参照し、当該送信用ナビ番号に対応するナビ報知表
示データを選択して出力バッファに設定する。
【０１７８】
　図２９（ａ）に示すように、メイン制御部４１は、ナビ報知表示データを設定する際に
、ナビ番号が標準押し順の番号「０」であり、ナビ報知を行わないときには、ナビ報知表
示データとして出力バッファの初期値を設定する、すなわち遊技補助表示器１２の出力バ
ッファを初期化して、各表示器１２Ｌ、１２Ｒの第１～第８セグメントを全て消灯状態に
設定することで、遊技補助表示器１２を非表示に制御する。また、ナビ番号が標準押し順
以外のナビ番号「１」～「９」のいずれかであり、ナビ報知を行うときには、ナビ番号の
数字を表示させるように遊技補助表示器１２の各セグメントを点灯状態とするとともに、
表示器１２Ｒの第８セグメントを点灯状態とし、その他のセグメントを消灯状態とするナ
ビ報知表示データを出力バッファに設定することで、遊技補助表示器１２にナビ番号を表
示するように制御する。また、特別役が当選しており、かつ実施条件が成立している場合
に、特別役に応じた図柄を示唆するナビ番号を含むナビ報知表示データを選択した場合に
は、当該ナビ番号の数字を表示させるように遊技補助表示器１２の各セグメントを点灯状
態とするとともに、表示器１２Ｒの第８セグメントを点灯状態とし、その他のセグメント
を消灯状態とするナビ報知表示データを出力バッファに設定することで、遊技補助表示器
１２にナビ番号を表示するように制御する。
【０１７９】
　これにより、報知される停止順（左中右、左右中、中左右、中右左、右左中、右中左、
左第１停止、中第１停止、右第１停止）毎に、点灯するセグメントの組合せが異なること
で、点灯中のセグメントの組合せからナビ番号を識別可能に表示するようになっており、
ナビ報知として、内部抽選結果に応じた遊技者にとって有利となる停止順を、遊技補助表
示器１２を用いて報知することができるようになっている。また、特別役が当選しており
、かつ実施条件が成立している場合には、当選している特別役に応じた図柄（青７、赤７
）が示唆されるナビ番号（「１０」～「１４」）を認識可能に表示することで、遊技者に
とって有利な停止操作のタイミングとして所定の図柄を示唆するになっており、ナビ報知
として、特別役を入賞させることが可能な停止操作のタイミングを、遊技補助表示器１２
を用いて報知することができるようになっている。また、メイン制御部４１は、ナビ報知
を行うときには、ナビ番号とともに表示器１２Ｒの第８セグメインを点灯状態に制御する
一方で、ナビ報知を行わないときには、表示器１２Ｒの第８セグメインを消灯状態に制御
することで、ナビ報知が実行されているか否かが遊技補助表示器１２の点灯態様により認
識できるようになっている。
【０１８０】
　なお、本実施形態のナビ報知では、遊技補助表示器１２の表示態様がナビ番号となるよ
うに、ナビ番号に応じたセグメントの組合せを点灯させる構成であるが、ナビ報知として
遊技補助表示器１２の表示態様は、停止順を直接的に示すような表示態様であっても良い
し、停止順を直接的に想起するようなものではなく、点灯するセグメントの組合せから即
座に停止順を識別することが困難なものであり、対応表等がなければ容易に識別できない
表示態様であっても良い。
【０１８１】
　具体的には、図３０において変形例１として示すように、例えば、左リール２Ｌのリー
ル番号を「１」、中リール２Ｃのリール番号を「２」、右リール２Ｒのリール番号を「３
」として、２つの遊技補助表示器１２のうちの一方の表示器１２Ｌに第１停止のリール番



(42) JP 6554450 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

号を表示し、他方の表示器１２Ｒに第２停止のリール番号を表示することで（遊技補助表
示器１２に、例えば、「２１」を表示させることで、中左右の停止順であることを示す）
、ナビ報知として停止順を直接的に示唆することができる。なお、図示しないが、青７の
図柄を「ｂ７」、赤７の図柄を「ｒ７」として、これら「ｂ７」「ｒ７」を遊技補助表示
器１２に表示することで、青７、赤７の図柄を示唆するようにしてもよい。
【０１８２】
　また、図３０において変形例２として示すように、予め停止順に、即座に停止順を識別
することが困難なセグメントの組合せ（例えば、左中右の停止順を示唆するセグメントの
組合せとして、表示器１２Ｌの第２セグメント、表示器１２Ｒの第４及び第６セグメント
組合せ等）を割り当て、該当するセグメントを点灯させることで、即座に停止順を識別す
ることは困難であるが、対応表等を用いることで識別することが可能な表示態様により、
停止順を示唆することができる。
【０１８３】
　本実施形態のメイン制御部４１は、ゲームが進行されて、全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２
Ｒが停止されたときに、いずれかの役の入賞が発生しているか否かを判定し、払い出しを
伴ういずれかの役（小役）の入賞が発生している場合には、当該入賞の発生により払い出
されるメダルの枚数を払出枚数表示データとして出力バッファに設定して、遊技補助表示
器１２に払い出されるメダル枚数を表示させる。
【０１８４】
　図２９（ｂ）に示すように、払出枚数表示データを出力バッファに設定する際には、メ
ダルの払出枚数を表示させるように遊技補助表示器１２の各セグメントを点灯状態とする
し、第８セグメントを含む他のセグメントを消灯状態とする払出枚数表示データを出力バ
ッファに設定することで、遊技補助表示器１２にメダルの払出枚数を表示するように制御
する。例えば、８枚のメダルが払い出されるときには、表示器１２Ｒの第１～第７セグメ
ントを点灯させる一方で、表示器１２Ｌの第１～第８セグメント及び表示器１２Ｒの第８
セグメントを消灯させる。これにより、遊技補助表示器１２に払い出されるメダルの枚数
を表示させる際には、表示器１２Ｒの第８セグメントを消灯状態に制御するので、上述の
ようにナビ報知での点灯態様と払い出しメダル枚数の報知での点灯態様とが異なる点灯態
様となり、遊技補助表示器１２でナビ報知が行われているか、払い出されるメダルの枚数
の報知が行われているかが誤認されることのないようになっている。
【０１８５】
　本実施形態のメイン制御部４１は、ゲームの進行中にエラーを検出したときには、当該
エラーの種類に応じて予め定められているエラーコード（Ｅ１～Ｅ８、図３１参照）をＲ
ＡＭ４１ｃの所定領域に設定し、後述する所定のエラー表示条件が成立したとき（本実施
形態では、リールの回転制御中にエラーを検出した場合には、全てのリールが停止された
ときであり、リールの回転制御中以外のときにエラーを検出した場合には、エラーを検出
したときである）に、ＲＡＭ４１ｃに設定されているエラーコードを含むエラー表示デー
タを、遊技補助表示器１２の出力バッファに設定する。
【０１８６】
　図３１に示すように、メイン制御部４１は、エラー表示データを設定する際には、エラ
ーコードの英字及び数字を表示させるように遊技補助表示器１２の各セグメントを点灯状
態とし、その他のセグメントを消灯状態とするエラー表示データを出力バッファに設定す
ることで、遊技補助表示器１２に検出されたエラーの種類を特定可能なエラーコードを表
示させるように制御する。そして、予め定められている所定のエラー解除条件（図３１参
照）が成立したときに、出力バッファを初期化して、遊技補助表示器１２でのエラーコー
ドの表示を終了させる。エラー表示データでは、表示器１２Ｌの第１、２、４、５、７セ
グメントを点灯させることで、「Ｅ」の文字を表示するとともに、表示器１２Ｒのセグメ
ントのうちエラーコードの数字に対応するセグメントを点灯させる一方で、表示器１２Ｌ
、１２Ｒの他のセグメントを消灯させる。これにより、遊技補助表示器１２にエラーコー
ドを表示させる際には、ナビ報知や払出枚数表示では、表示されることがない英字「Ｅ」
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を表示器１２Ｌに表示させるように点灯態様を制御するので、エラーコードを報知する際
の点灯態様は、ナビ報知での点灯態様、払い出しメダル枚数の報知での点灯態様と異なる
点灯態様となり、遊技補助表示器１２によりエラーコードの報知が行われているか、ナビ
報知、払い出されるメダルの枚数の報知が行われているかが誤認されることのないように
なっている。
【０１８７】
　次に、メイン制御部４１がゲームの進行状況等に応じて遊技補助表示器１２の点灯態様
を切り替えるタイミングについて、図３２～図３５に基づいて説明する。
【０１８８】
　図３２（ａ）に示すように、メイン制御部４１は、ゲームを開始させるために１以上の
賭数が設定されるときに、遊技補助表示器１２の出力バッファを初期化して、遊技補助表
示器１２の全てのセグメントを消灯させて非表示に制御する。そして、規定数の賭数が設
定された状態でスタート操作が行われることで、ゲームに関するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ
の回転制御を開始させる。この際、ＲＡＭ４１ｃの所定領域を参照して標準押し順のナビ
番号「０」が設定されており、ナビ報知を行わない場合には、遊技補助表示器１２の全て
のセグメントを消灯させた状態で維持する。そして、第３停止の操作が行われた後、全て
リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止されたときに、いずれかの小役の入賞が発生している場合
には、入賞により払い出されるメダルの枚数を払出枚数表示データとして遊技補助表示器
１２の出力バッファに設定し、遊技補助表示器１２に払い出されるメダルの枚数を表示さ
せる。そして、次のゲームを開始させるために１以上の賭数が設定されることで、遊技補
助表示器１２の出力バッファを再び初期化して、遊技補助表示器１２を非表示に制御する
。これにより、ナビ報知を行わないゲームにおいては、１以上の賭数が設定されるときか
ら、入賞によりメダルの払い出しが開始されるときまでの期間にわたり、遊技補助表示器
１２が非表示に制御され、全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止されてメダルの払い出し
が開始されたときから、１以上の賭数が設定されるか、または待機条件（一定時間操作が
ないこと、精算操作がされること）が成立して待機状態に移行するまでの期間にわたり、
遊技補助表示器１２に払出枚数表示としてメダルの枚数を表示させるように制御されるこ
ととなる。なお、第３停止の操作が行われて、全てリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止された
ときに、再遊技役が入賞している場合及びいずれの入賞も発生していない場合には、遊技
補助表示器１２の出力バッファに払出枚数表示データを設定しないことで、遊技補助表示
器１２の点灯態様を非表示で維持して、一のゲームを開始させるために１以上の賭数が設
定されるときから、次のゲームを開始させるために賭数が設定されるときまでの期間にわ
たり、すなわち一のゲーム中の全ての期間にわたって、遊技補助表示器１２の点灯態様を
非表示に制御する。
【０１８９】
　一方で、図３２（ｂ）に示すように、メイン制御部４１は、ナビ報知を行う場合には、
規定数の賭数が設定された状態でスタート操作が行われた後に、ゲームに関するリール２
Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転制御を開始させるときに、ＲＡＭ４１ｃの所定領域を参照して、前
述の押し順コマンド送信処理によりナビ番号「１」～「９」のいずれかが送信用ナビ番号
として設定されている場合、または特別役のナビ報知の実施条件が成立しており、ナビ番
号「１０」～「１３」のいずれかが送信用ナビ番号として設定されている場合には、該当
するナビ番号を表示させるナビ報知表示データを遊技補助表示器１２の出力バッファに設
定して、遊技補助表示器１２にナビ番号を表示させる。その後、第３停止のストップスイ
ッチの操作が行われ、当該ストップスイッチが離されたときに、遊技補助表示器１２の出
力バッファを初期化して、遊技補助表示器１２の点灯態様を非表示に制御し、その後、所
定の待機期間にわたり待機する。そして、所定の待機期間が経過した後に、いずれかの小
役の入賞が発生しているか否かを判定し、小役の入賞が発生している場合には、入賞によ
り払い出されるメダルの枚数を払出枚数表示データとして遊技補助表示器１２の出力バッ
ファに設定し、遊技補助表示器１２に払い出されるメダルの枚数を表示させる。これによ
り、ナビ報知を行うゲームにおいては、ゲームの開始に伴ってリールの回転が開始された
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ときから、第３停止操作のストップスイッチが離されたときまでの期間にわたり、遊技補
助表示器１２にナビ報知としてナビ番号が継続して表示されるように制御される。そして
、出力バッファが初期化されることで、遊技補助表示器１２の点灯態様が一旦非表示に制
御された後、全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止されてメダルの払い出しが開始された
ときから、１以上の賭数が設定されるときまでの期間にわたり、遊技補助表示器１２に払
出枚数表示としてメダルの枚数が表示させるように制御される。
【０１９０】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、上述のように（図２５参照）、少なくともい
ずれか１つのリールについて定速回転に制御しており、停止操作の受付けを有効化してい
る状態において、回転中のリールに回転状態に異常が生じていると判断した場合には、全
てのリールについて停止操作の受付けを無効として、異常が生じていると判断したリール
について、回転を再始動させるために再始動制御を行う。その後、回転中の全てのリール
が正常に回転される場合に、停止操作の受付けを再び有効化するようになっている。一方
で、図３２（ｂ）に示したように、ナビ報知を行う場合には、ゲームに関するリール２Ｌ
、２Ｃ、２Ｒの回転制御を開始させるときに、遊技補助表示器１２の出力バッファにナビ
報知表示データを設定し、その後、第３停止のストップスイッが離されたときに、出力バ
ッファを初期化するようになっている。これにより、ナビ報知を行う場合には、ゲームに
関するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転制御を開始させるときから、第３停止のストップス
イッが離されたときまでの期間において、停止操作の受付けが有効化されているか無効化
されているかにかかわらず、遊技補助表示器１２でのナビ番号の表示を継続させるように
なっている。
【０１９１】
　また、図３２（ｂ）に示すように、メイン制御部４１は、ゲームのスタート操作が行わ
れた際には、上述の押し順コマンドをサブ制御部９１に対して送信する。これに対して、
サブ制御部９１は、押し順コマンドに基づきナビ番号を特定し、当該ナビ番号に基づいて
ナビ報知が行われることが特定される場合には、当該ナビ番号に基づいて特定される有利
操作態様を示唆するナビ演出を実行する。ナビ演出では、例えば、ナビ番号に基づく停止
順を示す数字を、液晶表示器５１の表示領域上のストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒに対
応する位置に表示させたり、ナビ番号に基づく停止操作のタイミングを示唆する画像（例
えば、「赤７」の画像等）を、液晶表示器５１の表示領域に表示させることで、有利操作
態様を示唆する。
【０１９２】
　なお、本実施形態では、サブ制御部９１は、ナビ演出を行う場合には、押し順コマンド
を受信したときに、ナビ演出を開始させる構成であるが、ナビ演出が開始されるタイミン
グは、メイン制御部４１側にてストップスイッチの停止操作が有効化される以前であれば
良く、例えば、ゲームの開始に伴いリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を開始させる旨を示す
リール加速情報コマンドを受信したタイミングや、押し順コマンド受信した以降から遊技
の開始に伴いリールを所定の定速回転まで加速させる制御が完了した旨を示す加速完了コ
マンドを受信する以前までの期間内のタイミング等であっても良い。特に、停止操作が有
効化されるときに、メイン制御部４１側でのナビ報知が開始されるとともにサブ制御部９
１側でのナビ演出を開始される構成とすることで、ナビ報知が行われる状態であっても、
スタート操作を行ったときから停止操作が有効化されるときまでの期間において、ナビ報
知及びナビ演出により押し順役の当選が示唆されることがないので、当該期間にわたり内
部抽選にて当選した役への期待感を維持することができる。また、特に、ゲームに関する
リールの回転を開始したとき以降に、メイン制御部４１側でのナビ報知が開始されるとと
もにサブ制御部９１側でのナビ演出を開始される構成とすることで、例えば、メイン制御
部４１が、スタート操作が行われた後からゲームに関するリールの回転制御を開始するま
での期間において、遊技の進行を遅延させるフリーズ状態に制御し、フリーズ状態におい
てリールを用いたリール演出を実行可能な構成である場合に、スタート操作が行われた後
からゲームに関するリールの回転制御を開始するまでの期間、すなわちフリーズ状態に制
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御されている期間において、ナビ報知及びナビ演出により押し順役の当選が示唆されるこ
とがないので、当該期間にわたり内部抽選にて当選した役への期待感を維持することがで
きる。
【０１９３】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、ナビ報知を開始した後、第３停止操作のスト
ップスイッチが離され際に、当該ナビ報知を終了させ、遊技終了コマンドをサブ制御部９
１に対して送信する構成であり、サブ制御部９１は、遊技終了コマンドを受信したことに
基づいて、メイン制御部４１側でのナビ報知が終了される際に、ナビ演出を終了させるこ
とが可能であるが、ナビ演出は、少なくとも停止順によってゲームの結果が変化する場合
に行われる構成であれば良く、例えば、ナビ報知及びナビ演出により示唆される停止順以
外の停止順でのストップスイッチが操作されることで押し順役が入賞しないことが確定し
た場合、第１停止操作または第２停止操作が行われることで一の役のみが入賞することが
確定した場合などにおいては、メイン制御部４１側にてナビ報知が終了されるより前に、
ナビ演出が終了される構成としても良い。このような構成とすることで、ゲームの結果が
確定した以降にもナビ演出が継続されないようにすることができる。
【０１９４】
　本実施形態のメイン制御部４１のＲＡＭ４１ｃは、スロットマシン１への電力供給が停
止された場合であっても、バックアップ電源により電力が供給されることで記憶内容を保
持することが可能であり、スロットマシン１への電力供給が停止されて、電断検出回路４
８の出力に基づいて電断が検出される場合には、ＲＡＭ４１ｃに設定されているメイン制
御部４１での制御状態を、電断から復帰する際に復帰させることができるように電断処理
を行って、その後、スロットマシン１への電力供給が開始されたときには、電断が検出さ
れたときの制御状態で制御を開始することができるようになっている。
【０１９５】
　図３３に示すように、メイン制御部４１は、ゲームの進行に伴い少なくとも１つ以上の
リールを回転制御しており、かつ遊技補助表示器１２にナビ報知を行っている場合に、電
断が検出されたときには、電断に関連する制御を行って、遊技補助表示器１２の出力バッ
ファを初期化して、遊技補助表示器１２の点灯態様を非表示に制御するとともに、回転制
御を行っているリールのリールモータの励磁パターン、励磁制御のステップ数やナビ番号
等を含む制御状態をスロットマシン１への電力供給が再開された際に、電断が検出された
ときの内容で復帰させることができるように電断処理を行う。
【０１９６】
　その後、スロットマシン１への電力供給が再開されることで、メイン制御部４１での制
御状態を電断前の制御状態に復帰させる際には、電断が検出されたときにＲＡＭ４１ｃに
記憶されていた制御状態に基づいて電断前の制御状態に復帰させるが、制御状態のうち全
てのストップスイッチによる停止操作の受付け状態については、無効に変更して設定する
。これにより、メイン制御部４１は、全てのストップスイッチによる停止操作の受付けが
無効化されている状態で復帰することになる。
【０１９７】
　また、メイン制御部４１は、制御状態を電断前の状態に復帰させる際に、ナビ番号、各
リールのリールモータの励磁パターン及びステップ数については、電断が検出されたとき
にＲＡＭ４１ｃに記憶されていたままの内容で復帰させる。そして、復帰した際には、メ
イン制御部４１が電断前の制御状態に復帰した旨を示す復帰コマンド、及びナビ番号を特
定可能な押し順コマンドを含むメイン制御部４１側での制御状態を特定可能な各種コマン
ドをサブ制御部９１に対して送信する。その後は、上述のゲーム開始時と共通の制御を実
行して、ＲＡＭ４１ｃに設定されている制御状態に基づいてゲームを進行させるための制
御を行うことで、ＲＡＭ４１ｃに設定されているナビ番号に基づいてナビ報知表示データ
を遊技補助表示器１２の出力バッファに設定して、遊技補助表示器１２におけるナビ番号
の表示を再開させるように制御した後、ＲＡＭ４１ｃに設定されているリールモータの励
磁パターンすなわち定速パターンに基づいて、電断前に回転制御していたリールのリール
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モータを電断が検出された時の励磁パターンのステップ数から励磁して、該当するリール
を再び所定の定速回転で回転させるように制御し、当該リールが所定の定速回転となった
場合に、該当するリールのストップスイッチによる停止操作の受付けを有効化する制御を
行う。
【０１９８】
　この際、該当するリールを再び所定の定速回転で回転させる制御においては、電断が検
出された時点で設定されている励磁パターンとして定速パターンに基づいて、該当するリ
ールモータの回転制御を開始させることとなり、このような場合には、上述のように（図
２７（ａ）（ｂ）参照）、該当するリールの状態（回転状態または停止状態）によって、
該当するリールが正常に回転される場合もあれば、正常に回転されない場合もあり、正常
に回転されない場合には、該当するリールについて正常に回転さるために再始動制御が行
われることとなる。
【０１９９】
　そして、正常に回転される場合及び正常に回転されない場合であって再始動制御により
正常に回転されるようになった場合に、当該リールが所定の定速回転となったときに、該
当するリールのストップスイッチによる停止操作の受付けを有効化する。その後、受付け
が有効化されたストップスイッチが操作されるまで待機し、ストップスイッチの操作が行
われるときに、該当するリールを停止させる制御を行う。
【０２００】
　これに対して、サブ制御部９１は、電断から復帰した後、復帰コマンドを受信した後、
押し順コマンドを受信することで、押し順コマンドにより特定されるナビ番号に基づいて
、メイン制御部４１側においてナビ報知が行われることが特定さえる場合には、ナビ番号
に基づく遊技者にとって有利な有利操作態様を特定可能なナビ演出を再開させる。その後
、ゲームの進行に応じて受信される各種コマンドに基づいて演出の制御を行うこととなる
。これにより、メイン制御部４１では、電断から復帰し、押し順コマンド等を送信した後
、リールの回転制御を再開して、該当するリールが定速回転となることで、ストップスイ
ッチによる停止操作の受付けを有効化するのに対して、サブ制御部９１では、電断からの
復帰後、押し順コマンドを受信したときに、ナビ演出を再開させるので、サブ制御部９１
は、メイン制御部４１側において停止操作が有効化されるときには、既にナビ演出を行っ
ている状態とすることとができるようになっている。
【０２０１】
　このように、本実施形態のメイン制御部４１は、電断が検出されたときには、遊技補助
表示器１２の出力バッファを初期化して、遊技補助表示器１２を非表示に制御するので、
電断が検出されたときから、スロットマシン１への電力供給が完全に停止するまでの期間
において、遊技補助表示器１２にナビ報知によるナビ番号が表示されることがないように
なっている。また、電断が検出されたときには、遊技補助表示器１２の出力バッファを初
期化し、スロットマシン１への電力供給が再開されて、メイン制御部４１が復帰したとき
に、出力バッファにナビ報知表示データを再設定するように制御するので、電力供給が再
開されたときからメイン制御部４１が復帰するときまでの期間にわたり、遊技補助表示器
１２にナビ報知によるナビ番号が表示されることがないようになっている。
【０２０２】
　また、メイン制御部４１は、スロットマシン１への電力供給が再開されて、メイン制御
部４１が復帰したときに、遊技補助表示器１２の出力バッファにナビ報知表示データを再
設定し、その後、電断が検出された時に回転制御を行っていたリールを再び所定の定速回
転で回転させる制御を行って、該当するリールが定速回転となった場合に、当該リールの
ストップスイッチによる停止操作の受付けを有効化するように制御するので、スロットマ
シン１への電力供給が再開された際には、遊技補助表示器１２にナビ報知によるナビ番号
の表示を開始させた後に、ストップスイッチによる停止操作の受付けが有効化されるよう
になっており、ナビ番号の表示が既に行われている状態で、停止操作の受付けが有効化さ
れるようになっている。
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【０２０３】
　また、メイン制御部４１は、リールの回転制御を行っているときに電断が検出され、そ
の後、電断から復帰したときには、ゲーム開始時と共通の処理を実行して、復帰時に設定
された制御状態に基づいてゲームの進行を制御するようになっている。
【０２０４】
　従来のスロットマシンとして、遊技の制御を行う遊技制御手段と、演出の制御を行う演
出制御手段と、を備え、遊技者にとって有利な操作態様の報知を遊技制御手段側が制御す
る報知手段にて行うようにしたものが開示された文献（たとえば、特許第５７７０９２２
号公報）があった。この文献に記載のスロットマシンでは、遊技制御手段が有利な操作態
様の報知を行っている状態で電断が発生した場合に、電断復帰後も有利な操作態様の報知
が行われることとなるが、電断復帰後に、有利な操作態様の報知が復帰する前に、停止操
作が有効化されると、報知された有利な操作態様とは異なる操作態様にて停止操作がされ
てしまう虞がある。本実施形態では、このような問題点に着目してなされたものであり、
遊技者が報知された操作態様とは異なる操作態様にて操作してしまうことを防止できるス
ロットマシンを提供することを目的とする。
【０２０５】
　具体的には、本実施形態のスロットマシン１は、遊技の制御を行うメイン制御部４１と
、演出の制御を行うサブ制御部９１と、を備え、メイン制御部４１は、メイン制御部４１
側が制御する遊技補助表示器１２にて、遊技者にとって有利な操作態様を報知するナビ報
知を行うことが可能な構成である。このような構成では、遊技補助表示器１２にてナビ報
知を行っている状態で、電断が発生した場合に、電断復帰後もナビ報知が行われることと
なるが、電断復帰後に、ナビ報知が復帰する前に停止操作を有効化する構成とすると、報
知される有利な操作態様とは異なる操作態様にて停止操作がされてしまう虞がある。
【０２０６】
　これに対して、本実施形態のメイン制御部４１は、メイン制御部４１側が制御する遊技
補助表示器１２にて、遊技者にとって有利な操作態様を報知するナビ報知を行うことが可
能な構成であり、ゲームの開始に伴いリールの回転制御を開始した後、所定の有効化条件
が成立した状態でストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒによる停止操作を受け付ける一方で
、所定の有効化条件が成立した状態かつナビ報知を行っている状態で、スロットマシン１
への電力供給が停止された後、電力供給が再開されたときには、電力供給が再開されてか
ら所定の有効化条件が成立するまでの期間において、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ
による停止操作を受け付けず、遊技補助表示器１２にてナビ報知を再開し、所定の有効化
条件が成立した後に、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒによる停止操作を受け付けるの
で、所定の有効化条件が成立した状態で電力供給が停止された後、電力供給が再開された
ときに、電力供給が再開されてから有効化条件が成立するまでの期間においてストップス
イッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒによる停止操作が受け付けられないこととなり、電力供給が再開
した後、正常回転であるかが不明な状況においてリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止されてし
まうことを防止できる。また、所定の有効化条件が成立した状態、かつナビ報知を行って
いる状態で電力供給が停止された後、電力供給が再開されたときに、所定の有効化条件が
成立するよりも早いタイミングでナビ報知が再開されることとなるので、ナビ報知が行わ
れることで遊技者が有利操作態様が報知されることを知らずに、誤って有利操作態様以外
の操作態様にてストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒを操作してしまうことを防止できる。
【０２０７】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、メイン制御部４１が制御する遊技補助表示器
１２に、所定内容として、小役の入賞に伴い払い出されるメダルの払出枚数と、発生して
いるエラーの内容を示すエラーコードとを表示させることが可能であり、また、遊技補助
表示器１２に、所定内容とは異なる表示内容として、遊技者にとって有利な有利操作態様
を識別可能なナビ番号を表示させることが可能であるので、メイン制御部４１側が直接制
御する遊技補助表示器１２でナビ番号を表示させる場合に、所定内容を表示させる表示手
段を利用してナビ番号を表示させることにより新たな表示手段を設けることなく、所定内
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容もナビ番号も表示することができる。
【０２０８】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、所定の有効化条件が成立した状態、かつナビ
報知を行っている状態で、スロットマシン１への電力供給が停止された後、電力供給が再
開されて、メイン制御部４１が電断前の状態に復帰したときに、ナビ報知を再開した後、
スロットマシン１への電力供給が停止された際に回転制御を行っていたリールについて、
リールの回転制御を再開する構成であり、電力供給が再開された後には、リールの停止状
態に関わらず、電力供給が停止されたときと共通の表示態様にて遊技補助表示器１２にナ
ビ番号を表示させて、有利操作態様を報知するので、ナビ報知により有利操作態様を報知
させる制御の再開に係る制御を簡素化することができる。
【０２０９】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１は、遊技者にとって有利な有利操作態様とし
て、複数の異なる操作タイミング（「青７」、「赤７」、「白７」、「ＢＡＲ」を入賞ラ
インＬＮに停止させるタイミング）のうちいずれかの操作タイミングで操作する操作態様
、複数の操作順（例えば、左中右、左右中の操作順等）のうちいずれかの操作順で操作す
る操作態様を、ナビ報知により報知する構成であるが、これらの組合せによる操作態様等
を報知する構成であっても良い。
【０２１０】
　本実施形態のメイン制御部４１は、ゲームの開始に伴いリールの回転制御を開始したと
きに、遊技者にとって有利な有利操作態様を報知するナビ報知を開始した後、所定の有効
化条件が成立した状態でストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒによる停止操作を受け付ける
ので、ゲームの開始後、所定の有効化条件が成立するよりも早いタイミングでナビ報知が
開始されることとなり、遊技者にとって有利な有利操作態様が報知されていることを知ら
ずに誤って有利操作態様以外の操作態様にてストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒを操作し
てしまうことを防止できる。
【０２１１】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１は、ゲームの開始に伴いリールの回転制御を
開始したときに、遊技者にとって有利な有利操作態様を報知するナビ報知を開始した後、
所定の有効化条件が成立した状態でストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒによる停止操作を
受け付ける構成であるが、ゲームの開始後、所定の有効化条件が成立するまでに、ナビ報
知を開始する構成であれば良く、例えば、ゲームを開始させるためにスタートスイッチ７
が操作されたときに、ナビ報知を開始する構成であっても良いし、ゲームを開始させるた
めにスタートスイッチ７が操作されたときから、所定の有効化条件が成立するときまでの
期間内のいずれかのタイミングでナビ報知を開始する構成であっても良い。このような構
成においても、ゲームの開始後、所定の有効化条件が成立するよりも早いタイミングでナ
ビ報知が開始されることで、遊技者にとって有利な有利操作態様が報知されていることを
知らずに誤って有利操作態様以外の操作態様にてストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒを操
作してしまうことを防止できる。
【０２１２】
　本実施形態のメイン制御部４１は、所定の有効化条件が成立した後、リールの回転状態
に異常が検出されたときに、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作の受付けを無効化
し、再び所定の有効化条件が成立することで、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作
の受付けを有効化する一方で、ナビ報知を開始した後は、リールの回転状態に異常が検出
されたときでも、ナビ報知による有利操作態様の報知を継続するので、遊技者にとって有
利な有利操作態様が報知されていることを知らずに誤って有利操作態様以外の操作態様に
てストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒを操作してしまうことを防止できる。
【０２１３】
　本実施形態のメイン制御部４１は、遊技者にとって有利な有利操作態様を特定可能な押
し順コマンドをサブ制御部９１に対して送信可能であるのに対して、サブ制御部９１は、
押し順コマンドに基づいて有利操作態様を特定可能なナビ演出を実行可能であり、メイン
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制御部４１側にてナビ報知が行われる場合に、サブ制御部９１側にて制御する液晶表示器
５１を用いて有利操作態様を報知することが可能であるので、有利操作態様を報知する際
の演出効果を高めることができる。
【０２１４】
　本実施形態のメイン制御部４１は、有効化条件が成立した状態、かつナビ報知を行って
いる状態で、スロットマシン１への電力供給が停止された後、電力供給が再開されて、メ
イン制御部４１が電断前の状態に復帰したときに、ナビ報知を再開させるとともに、押し
順コマンドをサブ制御部９１に対して送信し、その後、リールの回転制御を開始して、所
定の有効化条件が成立することで、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作の受付けを
有効化するので、有効化条件が成立するよりも早いタイミングで有利操作態様を特定可能
な押し順コマンドがサブ制御部９１に対して送信されることとなり、サブ制御部９１側に
おいて、スロットマシン１への電力供給が再開されたときにストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ
、８Ｒによる停止操作が有効となる前にナビ演出を開始させることが可能となり、遊技者
が有利操作態様が報知されていることを知らずに誤って有利操作態様以外の操作態様にて
ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒを操作してしまうことを防止できる。
【０２１５】
　なお、本実施形態では、スロットマシン１への電力供給が再び開始されたことで、メイ
ン制御部４１での制御状態を電断前の制御状態に復帰させる際には、電断が検出されたと
きにＲＡＭ４１ｃに記憶されていた制御状態に基づいて電断前の制御状態に復帰させる構
成であり、特に、電断前に回転制御を行っていたリールについては、電断時点でのリール
モータの励磁パターン及びステップ数が設定されている状態で復帰させるようになってお
り、電断からの復帰時には、電断時点での励磁パターンすなわち定速パターン及びステッ
プ数からリールモータの励磁状態を変化させて、リールの回転を再開させるように制御し
た後、リールが正常に回転されない場合に、該当するリールの励磁パターンを始動パター
ンに再設定して回転を再始動させる再始動制御を行う構成であるが、メイン制御部４１は
、電断前にいずれかのリールを回転制御している状態で、電力供給が停止され、電力供給
が再開された際に、電断前の制御状態に復帰させる場合には、該当するリールについてリ
ールモータの励磁パターンを始動パターンに設定する構成であっても良い。
【０２１６】
　具体的には、メイン制御部４１は、通常のゲームの制御を行う場合には、リールモータ
の励磁パターンを始動パターン、定速パターン、停止パターンの順序で選択するようにな
っており、図３４（ａ）に示すように、有効なスタートスイッチ７の操作が行われたこと
を条件として始動パターンを選択して、停止している状態のリールを始動させて所定の定
速回転まで加速させた後、定速パターンを選択してリールを所定の定速で回転させる。そ
して、この状態で待機して、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが操作されたことを条件
として操作されたストップスイッチに対応するリールについて滑りコマ数に応じて停止パ
ターンを選択し、ストップスイッチの操作から最大停止遅延時間（本実施形態では１９０
ｍｓ）内にストップスイッチの操作に応じた停止位置でリールを停止させる。その後は、
メイン制御部４１は、次のゲームが開始されるまで励磁パターンを選択せず、リールを停
止状態で維持する構成において、図３４（ｂ）に示すように、電断前に始動パターンによ
りリールの回転を制御しており、電断により始動の途中でリールが停止状態となった場合
には、電断から復帰する際に、電断時に選択されていた始動パターンを用いて、当該始動
パターンの最初のステップから励磁状態を変化させることで、一旦リールが正常に回転さ
れない状態とすることなく、リールを始動させることができる。
【０２１７】
　また、図３４（ｃ）に示すように、電断前に定速パターンによりリールの回転を制御し
ており、電断により始動の途中でリールが停止状態となった場合には、電断から復帰する
際に、励磁パターンを電断時に選択されていた定速パターンから始動パターンに変更して
、当該始動パターンの最初のステップから励磁状態を変化させることで、一旦リールが正
常に回転されない状態とすることなく、リールを始動させることができる。
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【０２１８】
　また、図３４（ｄ）に示すように、電断前に停止パターンによりリールの回転を停止さ
せる制御しており、電断により停止させる制御の途中でリールが停止状態となった場合に
は、電断から復帰する際に、電断時に選択されていた停止パターンを用いて、当該停止パ
ターンにおける電断時のステップ数から励磁状態を変化させることで、電断時に実行して
いた停止パターンを続けて実行することで、電断時に実行していた停止パターンを、電断
前に開始してから電断中の時間を除いて特定時間（本実施形態では１９０ｍｓ）内に最後
まで実行することができる。
【０２１９】
　本実施形態のメイン制御部４１は、メイン処理やタイマ割込処理（メイン）において、
メダルの払い出しに関するエラーやメダルの投入に関するエラー、リールの回転に関する
エラーなどゲームに関する各種エラーの発生を検出可能になっており、上述のように各種
エラーを検出した後に所定のエラー表示条件が成立したときに、エラーの内容を示すエラ
ーコードを遊技補助表示器１２に表示させる。所定のエラー表示条件は、ゲームに伴いリ
ールが回転制御されていない状態で各種エラーを検出した場合は、当該エラーを検出した
ときであり、リールが回転制御されている状態で各種エラーを検出した場合は、全てのリ
ールが停止されたときである。
【０２２０】
　図３５に示すように、本実施形態のメイン制御部４１は、上述のようにゲームの開始時
に遊技補助表示器１２の出力バッファにナビ報知表示データを設定してナビ報知を行い、
その後、第３停止の操作が行われたストップスイッチが離されたときから所定の待機期間
が経過したときに、入賞状況に応じて払い出されるメダルの枚数を払出枚数表示データと
して遊技補助表示器１２の出力バッファに設定し、メダルの払い出し枚数を表示させる構
成である。このような構成において、遊技補助表示器１２の出力バッファにナビ報知表示
データを設定してナビ報知を開始したときから、第３停止の操作が行われたストップスイ
ッチが離されてさらに所定の待機期間が経過するときまでの制限期間において、ゲームに
関する各種エラー、特にメダルの投入に関するエラー、リールの回転に関するエラーを検
出した場合には、上述の制限期間が経過するまでゲームに関する制御を継続して行い、制
限期間が経過したときに、検出されたエラーの内容を示すエラーコードをエラー表示デー
タとして遊技補助表示器１２の出力バッファに設定して、遊技補助表示器１２にエラーコ
ードを表示させる制御を開始した後、エラー状態に制御する。
【０２２１】
　その後、検出された異常の種類に応じた解除条件（例えば、リセットスイッチ２３の所
定手順での操作等）が成立することで、ゲームの制御をエラー状態の制御を開始する前の
時点から再開する。ゲームの制御を再開することで、第３停止の操作が行われて所定の定
期期間が経過した後の制御、すなわち、いずれかの小役の入賞が発生しているか否かを判
定し、小役の入賞が発生している場合には、入賞により払い出されるメダルの枚数を払出
枚数表示データとして遊技補助表示器１２の出力バッファに設定し、遊技補助表示器１２
に払い出されるメダルの枚数を表示させる。
【０２２２】
　このように、本実施形態のメイン制御部４１は、遊技補助表示器１２の出力バッファに
ナビ報知表示データを設定してナビ報知を行っている状態で、各種エラーが検出された場
合には、ナビ報知が終了されて所定の待機期間が経過したときに、遊技補助表示器１２の
出力バッファにエラー表示データを設定することで、ナビ報知が開始されてから終了され
るまでの期間においてエラー報知が行われることを制限するようになっている。
【０２２３】
　従来のスロットマシンは、遊技の進行に関する制御を行うメイン制御部と、演出に関す
る制御を行うサブ制御部とを備え、メイン制御部は、遊技者に払い出されるメダル枚数や
、遊技に関するエラーの発生時にその内容を示すエラーコードを表示させることが可能な
遊技補助表示器を備え、また、内部抽選結果を特定可能なコマンドをサブ制御部に対して
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送信することが可能であり、サブ制御部は、当該コマンドに基づいて特定される内部抽選
結果に応じて遊技者にとって有利な操作態様を、サブ制御部が備える液晶表示器等に表示
させて報知する構成であった。
【０２２４】
　このような構成では、サブ制御部や液晶表示器に不具合が生じることで有利な操作態様
が特定できず、遊技者に不利益が生じる虞があるため、本実施形態では、メイン制御部４
１側で有利な操作態様を表示させる制御を行うとともに、遊技者に払い出されるメダル数
が表示される遊技補助表示器１２を利用して有利な操作態様を表示させるようになってい
るが、遊技者に払い出されるメダル数と遊技者にとって有利な操作態様とを、メイン制御
部４１が備える遊技補助表示器１２に表示させる構成とすると、一の表示器において遊技
者に払い出されるメダル数と、遊技者にとって有利な操作態様と、がいずれも表示される
こととなるため、その際の表示が切り替わったときに表示内容を誤認させてしまう虞があ
る。
【０２２５】
　これに対して、本実施形態のメイン制御部４１は、所定内容として遊技者に払い出され
るメダルの払出枚数や、遊技に関するエラーの発生時にその内容を示すエラーコードを表
示させることが可能な遊技補助表示器１２を備え、遊技補助表示器１２に、所定内容とは
異なる表示内容として遊技者にとって有利なストップスイッチの有利操作態様（停止順及
び停止タイミング）を識別可能なナビ番号を表示させることが可能であり、遊技補助表示
器１２にナビ番号を表示させた後、所定内容としてメダルの払出枚数を表示させる場合に
、遊技補助表示器１２の表示内容を一旦初期化して非表示の状態としてから所定内容を表
示させるので、メイン制御部４１側が直接制御する表示器にナビ番号を表示させる場合に
、新たな表示手段を設けることなく、所定内容としてメダルの払出枚数等を表示させる遊
技補助表示器１２を利用してナビ番号を表示させることにより、所定内容もナビ番号も表
示することができるとともに、遊技補助表示器１２にナビ番号を表示させた後、所定内容
を表示させる場合に、遊技補助表示器１２の表示内容を一旦初期化して非表示としてから
所定内容を表示させるので、遊技補助表示器１２に表示された表示内容がナビ番号である
か、所定内容であるか、が誤認されてしまうことを防止できる。
【０２２６】
　なお、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２にナビ番号を表示させた後、所定内容
としてメダルの払出枚数を表示させる場合に、遊技補助表示器１２の表示内容を一旦初期
化して非表示の状態としてから所定内容を表示させる構成であれば良く、遊技補助表示器
１２が非表示の状態をされる期間は、少なくとも消灯したことを遊技者等が認識可能な期
間であれば良い。本実施形態では、メイン制御部４１が遊技補助表示器１２の出力バッフ
ァを初期化した後に待機する所定の待機期間を設けており、遊技補助表示器１２にナビ番
号を表示させた後、所定内容としてメダルの払出枚数を表示させる場合に、確実に遊技補
助表示器１２が非表示に制御するようになっている。
【０２２７】
　また、メイン制御部４１が遊技補助表示器１２にナビ番号を表示させた後、所定内容と
してメダルの払出枚数を表示させる場合に、待機する当該所定の待機期間は、遊技補助表
示器１２の表示態様が、ナビ報知から払出枚数の報知に切り替わる間において、少なくと
も消灯したことを遊技者等が認識可能な期間であれば良く、例えば、タイマ割込処理（メ
イン）が少なくとも１回行われるまで待機することで、タイマ割込処理（メイン）が行わ
れて遊技補助表示器１２の表示態様が切り替えられることとなるため、ナビ報知から払出
枚数の報知に切り替わる間に、遊技補助表示器１２を一旦消灯状態に制御することができ
る。また、例えば、第３停止のストップスイッチの操作が行われ、ストップスイッチが離
されたときに、タイマを作動させて、タイマにより所定の待機時間の経過が計時されるこ
とに基づいて、所定の待機期間にわたり待機することで、ナビ報知から払出枚数の報知に
切り替わる間に、遊技補助表示器１２を一旦消灯状態に制御する構成であっても良い。
【０２２８】
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　また、本実施形態のメイン制御部４１は、遊技補助表示器１２によりナビ報知を行って
いる場合に、第３停止のストップスイッチの操作が行われた際に、遊技補助表示器１２の
出力バッファを一旦初期化した後、払出枚数表示データを出力バッファに設定することで
、遊技補助表示器１２の表示態様を、ナビ報知から払出枚数の報知に切り替わる間に、一
旦消灯状態に制御する構成であるが、ナビ報知から払出枚数の報知に切り替わる間に、ゲ
ームに関連しない表示（例えば、「‐」や「＿」等）を表示させることで、ナビ報知の表
示内容と払出枚数の報知の表示内容とが誤認されることを防止できる。
【０２２９】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、遊技補助表示器１２にナビ番号を表示させた
後、所定内容としてメダルの払出枚数を表示させる場合に、遊技補助表示器１２の表示内
容を一旦初期化して非表示の状態としてから、遊技補助表示器１２の出力バッファに払出
枚数表示データを設定することで、メダルの払出枚数を表示させる構成であり、遊技補助
表示器１２の表示内容を一旦初期化して非表示の状態としてから、払出枚数表示データを
設定する際に、小役の入賞に伴い払い出されるメダルの総枚数を表示させるデータを設定
することで、メダルの払い出しが開始されてから完了するまでの期間にわたり、払い出さ
れるメダルの総枚数が表示される構成であるが、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１
２にメダルの払出枚数を表示させる際に、払出枚数表示データの初期データとして０枚を
表示させるデータを設定した後、払出センサ３４ｃによりメダルの払い出しが検出される
毎に、当該払出枚数表示データを、払い出されたメダルの枚数の合計数に更新して、払い
出しが完了したメダルの枚数の合計数を順次表示させ、最終的に、小役の入賞に伴い払い
出されたメダルの総枚数を表示させるように制御する構成であっても良い。このような構
成においても、本実施形態の構成と同様に、遊技補助表示器１２にナビ番号を表示させた
後、所定内容としてメダルの払出枚数を表示させる場合に、遊技補助表示器１２の表示内
容を一旦初期化して、遊技補助表示器１２の出力バッファに払出枚数表示データを設定す
ることで、遊技補助表示器１２に表示された表示内容がナビ番号であるか、所定内容であ
るか、が誤認されてしまうことを防止できる。
【０２３０】
　また、遊技補助表示器１２にメダルの払出枚数を表示させる際に、払出枚数表示データ
の初期データを設定した後、払出センサ３４ｃによりメダルの払い出しが検出される毎に
、払出枚数表示データを更新して、遊技補助表示器１２の表示を更新するように制御する
構成においては、払出枚数表示データの初期データとして０枚を示すとともに遊技補助表
示器１２での表示を非表示とするデータを設定し、その後、払出センサ３４ｃによりメダ
ルの払い出しが検出される毎に払出枚数表示データを１ずつ加算するように更新するよう
に制御する構成であっても良い。このような構成とすることで、小役の入賞に伴いメダル
の払出が開始されてから１枚目のメダルの払い出しが検出されるまでの期間、すなわち払
い出されたメダルの枚数が０枚である期間は、遊技補助表示器１２が非表示に制御され、
その後、１枚目のメダルの払い出しが検出された時点から、遊技補助表示器１２が表示さ
れ、払い出しが完了したメダルの枚数の合計数が順次表示されることとなる、すなわち遊
技補助表示器１２にナビ番号を表示させた後、所定内容としてメダルの払出枚数を表示さ
せる場合に、遊技補助表示器１２の表示内容としてナビ番号が表示させた後、一旦非表示
の状態となってから、メダルの払出枚数が表示されることとなり、本実施形態の構成と同
様の効果を奏し、遊技補助表示器１２に表示された表示内容がナビ番号であるか、所定内
容であるか、が誤認されてしまうことを防止できる。
【０２３１】
　また、遊技補助表示器１２にメダルの払出枚数を表示させる際に、払出枚数表示データ
の初期データを設定した後、払出センサ３４ｃによりメダルの払い出しが検出される毎に
、払出枚数表示データを更新して、遊技補助表示器１２の表示を更新するように制御する
構成においては、ナビ報知が終了されて所定の待機期間が経過したときに、払出枚数表示
データの初期データとして０枚を示すとともに遊技補助表示器１２での表示を非表示とす
るデータを設定し、その後、払出センサ３４ｃによりメダルの払い出しが検出される毎に
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払出枚数表示データを１ずつ加算するように更新するように制御する構成としても良い。
このような構成とすることで、ナビ報知が終了された後から所定の待機時間が経過するま
での期間及び払出枚数表示データの初期データを設定したときから払出センサ３４ｃによ
り１枚目のメダルの払い出しが検出されて払出枚数表示データが更新されるまでの期間に
わたり、遊技補助表示器１２の表示を非表示の状態とすることができ、本実施形態の構成
と同様の効果を奏し、遊技補助表示器１２に表示された表示内容がナビ番号であるか、所
定内容であるか、が誤認されてしまうことを防止できる。
【０２３２】
　また、遊技補助表示器１２にメダルの払出枚数を表示させる際に、払出枚数表示データ
の初期データを設定した後、払出センサ３４ｃによりメダルの払い出しが検出される毎に
、払出枚数表示データを更新して、遊技補助表示器１２の表示を更新するように制御する
構成においては、第３停止操作が行われたときにナビ報知表示データを初期化することで
、遊技補助表示器１２の表示内容を一旦非表示とし、ナビ報知表示データを初期化した後
から所定の待機期間が経過したときに、払出枚数表示データの初期データとして０枚を示
すとともに遊技補助表示器１２での表示を非表示とするデータを設定し、その後、払出セ
ンサ３４ｃによりメダルの払い出しが検出される毎に払出枚数表示データを１ずつ加算す
るように更新するように制御する構成としても良い。このような構成とすることで、ナビ
報知が終了された後にナビ報知表示データが初期化されている状態の期間と、ナビ報知表
示データを初期化した後から所定の待機時間が経過するまでの期間と、払出枚数表示デー
タの初期データを設定したときから払出センサ３４ｃにより１枚目のメダルの払い出しが
検出されて払出枚数表示データが更新されるまでの期間とにわたり、遊技補助表示器１２
の表示を非表示の状態とすることができ、本実施形態の構成と同様の効果を奏し、遊技補
助表示器１２に表示された表示内容がナビ番号であるか、所定内容であるか、が誤認され
てしまうことを防止できる。なお、これらの期間、すなわちナビ報知が終了された後にナ
ビ報知表示データが初期化されている状態の期間、ナビ報知表示データを初期化した後か
ら所定の待機時間が経過するまでの期間、払出枚数表示データの初期データを設定したと
きから払出センサ３４ｃにより１枚目のメダルの払い出しが検出されて払出枚数表示デー
タが更新されるまでの期間のうちいずれか一の期間のみを適用することで、遊技補助表示
器１２にてナビ報知を表示させた後、一旦非表示の状態とし、メダルの払出枚数を表示さ
る構成であっても良いし、これの期間のうちのいずれか２つの期間を適用する構成であっ
ても良い。
【０２３３】
　また、遊技補助表示器１２にメダルの払出枚数を表示させる際に、払出枚数表示データ
の初期データを設定した後、払出センサ３４ｃによりメダルの払い出しが検出される毎に
、払出枚数表示データを更新して、遊技補助表示器１２の表示を更新するように制御する
構成においては、遊技補助表示器１２での払出枚数の表示態様として、「１」～「９」が
表示され得ることとなり、ナビ報知での表示態様（ナビ番号「１」～「１３」と「．」）
の一部が払出枚数の表示態様に含まれることとなるが、ナビ報知での表示態様と払出枚数
の表示態様とが、２つの表示器１２Ｌ、１２Ｒでの表示を一体としたときに異なる表示態
様とすること、例えば、ナビ報知では、表示器１２Ｒの第８セグメントと、ナビ番号に対
応する表示器１２Ｌ、１２Ｒの第１～第７セグメントを点灯させる一方で、払出枚数表示
では、払出枚数に対応する表示器１２Ｌ、１２Ｒの第１～第７セグメントのみを点灯させ
る構成とすることで、ナビ報知の表示内容と払出枚数の報知の表示内容とが誤認されるこ
とを防止できる。
【０２３４】
　本実施形態のメイン制御部４１は、ゲームの開始後、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを所定の
定速で回転させる制御を開始させるときにから、第３停止操作のストップスイッチが離さ
れたときまでの期間にわたり、遊技者にとって有利なストップスイッチの有利操作態様（
停止順及び停止タイミング）を識別可能なナビ番号を遊技補助表示器１２に継続して表示
させるので、ゲームの開始から終了までの期間にわたり継続して遊技者にとって有利な有
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利操作態様を遊技者に対して認識させることができる。
【０２３５】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１は、ゲームの開始時として、リール２Ｌ、２
Ｃ、２Ｒを所定の定速で回転させる制御を開始させるときから、ゲームの終了時として、
第３停止操作のストップスイッチが離されたときまでの期間にわたり、ナビ番号を遊技補
助表示器１２に継続して表示させる構成であるが、ゲームの開始時として、ゲームの進行
に伴いストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が有効となるまでの一の開始タイミング
から、ゲーム終了時として、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが操作された以降の一の
終了タイミングまでの期間にわたりナビ番号を遊技補助表示器１２に継続して表示させる
構成であれば良く、ゲームの開始時として、例えば、規定数の賭数が設定された状態でス
タートスイッチ７が操作されたとき、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを所定の定速で回転させる
制御を開始させるとき、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が有効となったときの
いずれかの一の開始タイミングから、ゲームの終了時として、例えば、第３停止操作のス
トップスイッチが押下されたとき、全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止されたとき、入
賞に伴いメダルの払出が開始または終了されたとき、次のゲームのために賭数の設定操作
が行われたときのいずれか一の終了タイミングまでの期間わたり、ナビ番号を遊技補助表
示器１２に継続して表示させる構成であっても良い。
【０２３６】
　このような構成のうち、特に、一の開始タイミングを、規定数の賭数が設定された状態
でスタートスイッチ７が操作されたとき、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを所定の定速で回転さ
せる制御を開始させるときのいずれかとすることで、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ
の操作が有効となる前に、遊技補助表示器１２でのナビ番号の表示を開始させることがで
きる。また、一の開始タイミングを、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを所定の定速で回転させる
制御を開始させるとき、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が有効となったときの
いずれかとすることで、例えば、スタートスイッチ７が操作された後からリール２Ｌ、２
Ｃ、２Ｒを所定の定速で回転させる制御が開始されるまでの期間において、リールを通常
のゲームと異なる態様で回転させるリール演出等を行う構成としたり、遊技の進行を所定
時間遅延させるフリーズ状態に制御しても、当該リール演出やフリーズ状態等の終了後に
、遊技補助表示器１２でのナビ番号の表示を開始させることができ、リール演出等を行っ
ている期間に、ナビ番号が表示されてしまうことを制限することができる。また、一の開
始タイミングを、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が有効となったときとするこ
とで、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が有効となるまでの期間において生じる
事象、例えば、上述のリール演出や電断からの復帰に伴うリールの再加速などが生じるか
否かに関わらず、ゲーム開始の際の所定のタイミングで、遊技補助表示器１２でのナビ番
号の表示を開始させることができる。
【０２３７】
　また、特に、一の終了タイミングを、第３停止操作のストップスイッチが押下されたと
きとすることで、第３停止操作のストップスイッチが押下されたときから、その後、全て
のリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止して入賞判定が行われるまでの期間において、遊技補助
表示器１２での表示内容を非表示とすることができるので、入賞に伴い払い出されるメダ
ルの払出枚数を表示させる場合に、ナビ番号と払出枚数とが誤認されてしまうことを防止
できる。
【０２３８】
　本実施形態のメイン制御部４１は、所定内容としてゲームの結果に関する情報であり、
ゲームの終了時に入賞の発生により遊技者に払い出されるメダルの払出枚数を表示するた
めに用いる遊技補助表示器１２に、所定内容とは異なる表示内容として遊技者にとって有
利なストップスイッチの有利操作態様（停止順及び停止タイミング）を識別可能なナビ番
号を表示させるようになっており、遊技者にとって有利なストップスイッチの有利操作態
様をゲーム中に表示させるのに対して、所定内容としての払出枚数をゲームの終了後に表
示させるので、遊技補助表示器１２においてナビ番号の表示期間と、払出枚数の表示期間
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とが重複せずに済む。
【０２３９】
　本実施形態のメイン制御部４１は、遊技者にとって有利となる停止態様を特定可能なナ
ビ番号と、小役の入賞に伴い払い出されるメダルの払出枚数とを、遊技補助表示器１２に
表示させることが可能な構成であり、遊技補助表示器１２に表示させるナビ番号の表示態
様と、メダルの払出枚数の表示態様とは、共通の態様を含まないので、ナビ番号が表示さ
れているのか、所定内容として払出枚数が表示されているのか、が誤認されることを防止
できる。
【０２４０】
　なお、遊技補助表示器１２に表示させるナビ番号の表示態様と、メダルの払出枚数の表
示態様とは、遊技補助表示器１２の２つの表示器１２Ｌ、１２Ｒでの表示を一体の表示と
したときに、共通の態様を含まない構成であれば良く、例えば、ナビ番号の表示態様が、
払出枚数の表示態様の一部を含む構成やその逆の関係を含む構成であっても良い。
【０２４１】
　また、本実施形態では、メイン制御部４１は、ナビ報知での遊技補助表示器１２の表示
態様（ナビ番号「１」～「１３」と「．」）の一部には、払い出されるメダル枚数を報知
する表示態様（例えば、８枚払い出し時の「８」）を含む構成であるが、ナビ報知による
表示態様に、払い出されるメダル枚数の表示態様（例えば、８枚払出時の「８」）を含ま
ない構成としても良い。このような構成とすることで、ナビ報知とメダル枚数の報知とで
、遊技補助表示器１２の表示態様を同じ態様に制御されることがなく、ナビ報知による表
示態様と払い出されるメダル枚数の報知による表示態様とが誤認されることを防止できる
。
【０２４２】
　また、本実施形態では、メイン制御部４１は、ナビ報知での遊技補助表示器１２の表示
態様では、表示器１２Ｌの第８セグメントを点灯させる一方で、払い出されるメダル枚数
を報知する表示態様では、当該表示器１２の第８セグメントを消灯させることで、２つの
表示器１２Ｌ、１２Ｒのうちの１つの表示器の表示態様により、ナビ報知での表示態様で
あるか払い出されるメダル枚数を報知する表示態様であるかを識別可能な構成であるが、
少なくとも２つの表示器１２Ｌ、１２Ｒの表示態様を一体としてみたときに、ナビ報知に
よる表示態様と払い出されるメダル枚数の報知による表示態様とを識別可能な構成として
も良い。このような構成として、例えば、ナビ報知においてナビ番号「８」を報知する際
には、表示器１２Ｌに「８」、表示器１２Ｒに「‐」を表示さることで一体表示として「
‐８」を表示させる一方で、払い出されるメダル枚数の報知では、表示器１２Ｌに「　」
（表示無し）、表示器１２Ｒに「８」を表示させることで一体表示として「　８」を表示
させるようにすることで、ナビ報知による表示態様と払い出されるメダル枚数の報知によ
る表示態様とが誤認されることを防止できる。
【０２４３】
　本実施形態のメイン制御部４１は、遊技補助表示器１２に、遊技者にとって有利な有利
操作態様としてナビ番号を表示させている状態で、スロットマシン１への電力供給が停止
されて、電断が検出されたときに、遊技補助表示器１２の出力バッファを初期化すること
で、遊技補助表示器１２の表示内容を非表示にするので、スロットマシン１への電力供給
が停止されて、メイン制御部４１等の作動が不安定となる電断時において、遊技補助表示
器１２で意図しない表示が行われてしまうことを防止できる。
【０２４４】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２にナビ番号を表示さ
せている状態で、電断が検出されたときには、遊技補助表示器１２の出力バッファを初期
化して、遊技補助表示器１２の表示態様を非表示に制御する構成であるが、電断が検出さ
れたときに、遊技補助表示器１２を非表示に制御する構成であれば良く、例えば、出力バ
ッファに設定されているデータに基づいて、遊技補助表示器１２の表示態様を制御するＬ
ＥＤ駆動回路４７に対して制御信号を出力する出力ポートをクリアすることで、遊技補助
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表示器１２を非表示に制御する構成、遊技補助表示器１２の表示態様を制御するＬＥＤ駆
動回路４７から遊技補助表示器１２に対して出力される駆動信号の出力を制限することで
、遊技補助表示器１２を非表示に制御する構成等であっても良い。このような構成におい
ても、本実施形態の構成と同様に、電断時において、遊技補助表示器１２で意図しない表
示が行われてしまうことを防止できる。
【０２４５】
　本実施形態のメイン制御部４１は、ゲームの進行に伴いリールが所定の定速回転に制御
されて、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が有効な状態で、かつ遊技補助表示器
１２に遊技者にとって有利な有利操作態様を示すナビ番号を表示させている状態で、スロ
ットマシン１への電力供給が停止された後、スロットマシン１への電力供給が再開されて
、電断前の状態に復帰する場合に、遊技補助表示器１２にナビ番号を再表示させた後、電
断前に回転制御されていたリールが定速回転となったときに、該当するリールのストップ
スイッチの操作受付けを有効化するように制御することで、電断からの復帰する時におい
て、ストップスイッチの操作受付けが有効となる前に、遊技補助表示器１２におけるナビ
番号の表示を再開あせるので、誤ってナビ番号により示唆される有利操作態様以外の操作
態様でストップスイッチが操作されてしまうことを防止できる。
【０２４６】
　本実施形態のメイン制御部４１は、制御状態を電断前の状態に復帰させる際に、ストッ
プスイッチの操作受付けの状態及びリールの励磁パターンについて、電断前の状態で復帰
させることで、メイン制御部４１の復帰時に、ストップスイッチの操作受付けを有効化す
るとともに、電断前の励磁パターンでリールの回転制御を開始させる構成であり、電断に
より停止しているリールを、電断前の励磁パターンすなわち定速回転で回転させるための
定速パターンにより回転制御を開始することとなるが、停止しているリールの回転を開始
させるためには、トルクが不足して回転が開始されないので、リールの回転制御を開始し
た後、リールセンサにより基準位置が検出されることなく所定の期間（リールが回転され
る場合にリールセンサにより基準位置が検出されるまでに要する時間以上の期間）が経過
したときに、リールの回転エラーと判定して、ストップスイッチの操作受付けを無効化し
、励磁パターンを停止状態から加速させるための始動パターンに変更して、再度リールの
回転制御を開始させるので、リールを所定の定速回転まで加速させることができる。そし
て、リールの回転エラーと判定したことに伴い無効化したストップスイッチの操作受付け
を、リールが所定の定速回転まで加速したときに再び有効化することができる。このよう
な構成では、スロットマシン１への電力供給が再開されて、メイン制御部４１が復帰した
ときに、遊技補助表示器１２の出力バッファにナビ報知表示データを再設定することで、
スロットマシン１への電力供給が再開された際には、遊技補助表示器１２にナビ報知によ
るナビ番号の表示が開始させた後に、ストップスイッチによる停止操作の受付けを有効に
することができ、遊技者がストップスイッチによる停止操作を行うことができるときには
、遊技補助表示器１２に確実にナビ番号を表示させてナビ報知を行うことができる。また
、このような構成では、メイン制御部４１が復帰したときに、一旦ストップスイッチによ
る停止操作が有効化された後、無効化されることとなり、さらにその後、再度リールの回
転制御が行われてリールが定速回転となることで、ストップスイッチによる停止操作が再
度有効化されることとなるが、メイン制御部４１が復帰したときに、遊技補助表示器１２
の出力バッファにナビ報知表示データを再設定することで、遊技補助表示器１２によるナ
ビ報知は、メイン制御部４１が復帰した以降、トップスイッチによる停止操作が再度有効
化されるまでの期間においても継続して表示させることができるので、遊技者がストップ
スイッチによる停止操作を行うことができるときには、遊技補助表示器１２に確実にナビ
番号を表示させてナビ報知を行うことができる。
【０２４７】
　本実施形態のメイン制御部４１は、規定数の賭数が設定された状態で、スタートスイッ
チ７が操作されて、ゲームが開始された後から、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが操
作されて全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止してゲームが終了する前の状態であり、か
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つ遊技補助表示器１２に遊技者にとって有利な有利操作態様を示すナビ番号を表示させて
いる状態で、所定内容としてエラーコードを表示することとなるエラーが検出された場合
には、ゲームが終了するときに、遊技補助表示器１２におけるエラーコードの表示を開始
させることで、ゲーム中においてエラーが検出されたときから、ゲームが終了するまので
期間において、遊技補助表示器１２に所定内容としてエラーコードを表示させることを制
限するので、遊技補助表示器１２に表示された表示内容が有利操作態様を示すナビ番号で
あるか、所定内容としてのエラーコードであるか、が誤認されてしまうことを防止できる
。
【０２４８】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２に遊技者にとって有
利な有利操作態様を示すナビ番号を表示させている状態で、ナビ番号以外の所定内容とし
てエラーコードを表示する条件が成立した場合には、ゲームが終了するときまで遊技補助
表示器１２に所定内容を表示させない構成であるが、遊技補助表示器１２にナビ番号を表
示させている状態で、ナビ番号以外の表示内容を表示させない構成であれば良く、所定内
容としてエラーコード以外の表示内容を適用する構成であっても、遊技補助表示器１２に
表示された表示内容がナビ番号であるか、所定内容であるか、が誤認されてしまうことを
防止できる。
【０２４９】
　次に、メイン制御部４１が行う遊技補助表示器１２の出力バッファの設定に関する制御
について、図３６に基づいて説明する。
【０２５０】
　本実施形態のメイン制御部４１は、上述のように、遊技補助表示器１２の出力バッファ
に払出枚数表示データを設定することで、第１の表示内容として小役の入賞により付与さ
れるメダルの払出枚数を表示させることが可能であり、当該出力バッファにナビ報知表示
データを設定することで、第２の表示内容として遊技者にとって有利な停止操作態様を示
唆するナビ番号を表示させることが可能であり、さらに、当該出力バッファにエラー表示
データを設定することで、特別表示内容としてエラー発生時にその内容を示すエラーコー
ドを表示させることが可能である。
【０２５１】
　図３６（ａ）に示すように、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２の出力バッファ
に払出枚数表示データが設定されており、第１の表示内容として払出枚数を表示させてい
る期間中にエラーを検出した場合には、その後、遊技補助表示器１２の表示内容を特別表
示内容に切り替える所定の表示切替条件としてエラー表示条件が成立したときに、エラー
状態に制御するとともに、出力バッファのデータをＲＡＭ４１ｃの所定領域に退避させる
退避処理を行って、出力バッファに設定されている払出枚数表示データをＲＡＭ４１ｃの
所定領域に退避させる。そして、出力バッファを一旦初期化することで、遊技補助表示器
１２の表示内容を非表示に制御した後、特別表示内容を表示させるためのデータとしてエ
ラー表示データを出力バッファに設定することで、遊技補助表示器１２に特別表示内容と
してエラーコードを表示させるように制御しつつ、エラー状態に制御して待機する。
【０２５２】
　そして、リセットスイッチ２３が所定の操作手順で操作さることで、エラー状態が解除
されることで復帰条件が成立したときに、ＲＡＭ４１ｃに退避されているデータを出力バ
ッファに復帰させる復帰処理を行って、第１の表示内容としての払出枚数を表示させるた
めの払出枚数表示データをＲＡＭ４１ｃの所定領域から出力バッファに復帰させることで
、遊技補助表示器１２に第１の表示内容として払出枚数を表示させる。
【０２５３】
　このように、本実施形態のメイン制御部４１は、エラーを検出した後、エラー表示条件
が成立したときに、遊技補助表示器１２の出力バッファにエラー表示データを設定するの
で、エラーを検出したときからエラー表示条件が成立するまでの期間において、遊技補助
表示器１２の表示内容が変更されることを制限して、当該期間の経過したときに、遊技補
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助表示器１２にエラーコードを表示させることができるようになっている。
【０２５４】
　また、本実施形態のメイン制御部４１は、ゲームが開始され少なくとも１つのリールを
回転制御しているときに、エラーを検出した場合には、全てのリールの停止操作が行われ
て、全てのリールが停止することで、当該ゲームが終了したときに、当該エラーを報知す
る構成であるが、ゲームが開始されリールを回転制御している場合に、エラーを検出した
場合には、エラーを検出したときに当該エラーを報知する構成としても良く、このような
構成では、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２によりナビ報知としてナビ番号を表
示させているときに、エラーを検出したことにより、遊技補助表示器１２にエラーの内容
を示すエラーコードを表示させる場合がある。
【０２５５】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２の出力バッファに、
払出枚数表示データとして、小役の入賞に伴い払い出されるメダルの総枚数（本実施形態
では、８枚）を表示させるデータを設定することで、第１の表示内容として遊技補助表示
器１２に払い出されるメダルの総枚数を表示させている期間中にエラーを検出した場合に
は、その後、エラー表示条件が成立したときに、遊技補助表示器１２の表示内容を特別表
示内容として検出されたエラーの内容を示すエラーコードを表示させるように切り替える
構成（図３１参照）であるが、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２にメダルの払出
枚数を表示させる際に、払出枚数表示データの初期データを設定した後、払出センサ３４
ｃによりメダルの払い出しが検出される毎に、払出枚数表示データを更新して、遊技補助
表示器１２の表示を更新するように制御する構成としても良く、このような構成において
、払出センサ３４ｃによりメダルの払い出しが検出される毎に、払出枚数表示データを更
新しつつ、小役の入賞に伴い所定枚数のメダルを払い出す制御を行っている途中で、例え
ば、ホッパーユニット３４内のメダルが不足して払出エラー（Ｅ１）が検出されて、エラ
ー表示条件が成立するような場合には、払出センサ３４ｃにより最後に検出されたメダル
の枚数（例えば、４枚目等）を表示させるための払出枚数表示データを退避領域に退避さ
せることとなる。その後、出力バッファを一旦初期化することで、遊技補助表示器１２の
表示内容を非表示に制御し、払出エラーを示すエラー表示データを出力バッファに設定し
て、エラーコードを表示させる。そして、復帰条件が成立したときには、払出枚数表示デ
ータとして、払出センサ３４ｃにより最後に検出されたメダルの枚数（例えば、４枚目等
）を表示させるための払出枚数表示データを、遊技補助表示器１２の出力バッファに復帰
させることで、遊技補助表示器１２での払出枚数の表示を、エラーが検出されたときの表
示内容に復帰させることができる。
【０２５６】
　図３６（ｂ）に示すように、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２の出力バッファ
にナビ報知表示データが設定されており、第２の表示内容としてナビ番号を表示させてい
る期間中にエラーを検出した場合には、その後、エラー表示条件が成立したときに、エラ
ー状態に制御するとともに、上述の第１の表示内容を特別表示内容に切り替える際と共通
の退避処理を行うことで、出力バッファに設定されているナビ報知表示データをＲＡＭ４
１ｃの所定領域に退避させることができる。
【０２５７】
　そして、遊技補助表示器１２の出力バッファにエラー表示データを設定して、特別表示
内容としてエラーコードを表示させつつ、エラー状態で待機して、復帰条件が成立したと
きには、上述のＲＡＭ４１ｃに退避されている第１の表示内容のデータを出力バッファに
復帰させる際と共通の復帰処理を行うことで、ＲＡＭ４１ｃのナビ報知表示データを出力
バッファに復帰させて、遊技補助表示器１２にエラー検出前と同様のナビ番号を表示させ
ることができる。
【０２５８】
　このように、本実施形態のメイン制御部４１は、遊技補助表示器１２の出力バッファに
、払出枚数表示データが設定されている場合にも、ナビ報知表示データが設定されている
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場合にも、共通の退避処理を行うことで、払出枚数表示データ、ナビ報知表示データをＲ
ＡＭ４１ｃの所定領域に退避させることができるようになっている。
【０２５９】
　また、メイン制御部４１は、ＲＡＭ４１ｃの所定領域に退避されている払出枚数表示デ
ータを遊技補助表示器１２の出力バッファに復帰させる場合にも、ＲＡＭ４１ｃの所定領
域に退避されているナビ報知表示データを当該出力バッファに復帰させる場合にも、共通
の復帰処理を行うことで、ＲＡＭ４１ｃの所定領域に退避されている払出枚数表示データ
、ナビ報知表示データを出力バッファに復帰させることができるようになっている。
【０２６０】
　本実施形態のように、一の表示器において遊技者に払い出されるメダル数と、遊技者に
とって有利な有利操作態様と、がいずれも表示される構成では、払い出されるメダル数を
表示させるための表示処理と、有利操作態様を表示させるための表示処理とが互いに干渉
して、遊技補助表示器に意図しない表示が行われる虞がある。
【０２６１】
　これに対して、本実施形態のメイン制御部４１が備える遊技補助表示器１２は、出力バ
ッファに所定のデータが設定されることで、当該所定のデータに基づく表示内容を表示さ
せることが可能な構成であり、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２の出力バッファ
に所定のデータとして払出枚数表示データを設定することで、第１の表示内容として小役
の入賞により付与されるメダルの払出枚数を表示させることが可能であり、当該出力バッ
ファにナビ報知表示データを設定することで、第２の表示内容として遊技者にとって有利
な停止操作態様を示唆するナビ番号を表示させることが可能であり、さらに、当該出力バ
ッファにエラー表示データを設定することで、特別表示内容としてエラー発生時にその内
容を示すエラーコードを表示させることが可能な構成であって、遊技補助表示器１２に、
第１の表示内容としてメダルの払出枚数を表示させている状態で、特別表示内容を表示さ
せる条件としてエラー表示条件が成立したときには、退避処理を実行して、出力バッファ
に設定されている払出枚数表示データをＲＡＭ４１ｃの所定領域に退避させた後、特別表
示内容としてエラーコードを表示させるためのエラー表示データを出力バッファに設定す
ることで、遊技補助表示器１２にエラーコードを表示させ、エラー状態が解除されること
で復帰条件が成立したときに、復帰処理を実行して、ＲＡＭ４１ｃに退避させていた払出
枚数表示データを出力バッファに復帰させることで、遊技補助表示器１２に再び第１の表
示内容としてメダルの払出枚数を表示させることが可能であり、遊技補助表示器１２に、
第２の表示内容として遊技者にとって有利な停止操作態様を示唆するナビ番号を表示させ
ている状態で、エラー表示条件が成立する場合に、上述の退避処理を実行することで、出
力バッファに設定されているナビ報知表示データをＲＡＭ４１ｃの所定領域に退避させた
後、特別表示内容としてエラーコードを表示させるためのエラー表示データを出力バッフ
ァに設定することで、遊技補助表示器１２にエラーコードを表示させ、エラー状態が解除
されることで復帰条件が成立したときに、上述の復帰処理を実行することで、ＲＡＭ４１
ｃの所定領域に退避させたナビ報知表示データを出力バッファに復帰させることで、遊技
補助表示器１２に再び第２の表示内容としてナビ番号を表示させることが可能な構成であ
り、第１の表示内容または第２の表示内容の表示中に特別表示内容の表示に切り替える条
件が成立したときに、出力バッファに設定されている第１の表示内容させるためのデータ
または第２の表内容させるためのデータを退避し、特別表示内容を出力バッファに設定す
ることで特別表示内容を表示させ、復帰条件が成立したときに退避した第１の表示内容を
表示させるためのデータまたは第２の表示内容を表示させるためのデータを、出力バッフ
ァに復帰させて、第１の表示内容または第２の表示内容を再び表示させるので、異なる種
類の情報をそれぞれ正しく表示させることができる。
【０２６２】
　また、共通の退避処理を実行することで、出力バッファに設定されている払出枚数表示
データをＲＡＭ４１ｃの所定領域に退避させること、出力バッファに設定されているナビ
報知表示データをＲＡＭ４１ｃの所定領域に退避させることが可能であるので、これらの
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表示内容を退避する退避処理の容量を軽減することができる。
【０２６３】
　また、メイン制御部４１は、遊技補助表示器１２の表示内容が非表示の状態であっても
、特別表示内容を表示させる切り替え条件が成立したときに、共通の退避処理を実行する
ことで、出力バッファに設定されている非表示のデータを、ＲＡＭ４１ｃの所定領域に退
避させる構成としても良く、このような構成とすることで、遊技補助表示器１２に表示さ
れている表示内容に関わらず、特別表示内容を表示させる切り替え条件が成立したときの
処理を共通化できるため、特別表示内容の表示させる切り替え条件が成立したときに行う
処理の容量を軽減することができる。
【０２６４】
　本実施形態のメイン制御部４１は、共通の復帰処理を実行することで、ＲＡＭ４１ｃの
所定領域に退避されている払出枚数表示データを出力バッファに復帰させること、ＲＡＭ
４１ｃの所定領域に退避されているナビ報知表示データを出力バッファに復帰させること
が可能であるので、これらの表示内容を復帰させる復帰処理の容量を軽減することができ
る。
【０２６５】
　本実施形態のメイン制御部４１は、遊技補助表示器１２に遊技者にとって有利な有利操
作態様を示すナビ番号を表示させている状態で、スロットマシン１への電力供給が停止さ
れることで、電断が検出されたときには、遊技補助表示器１２の出力バッファを初期化す
ることで、遊技補助表示器１２の表示内容を非表示とする構成であるが、遊技補助表示器
１２に表示させている表示内容に関わらず、電断が検出されたときには、遊技補助表示器
１２の出力バッファを初期化する構成としても良い。このような構成とすることで、遊技
補助表示器１２における表示状態に関わらず、電断時において、遊技補助表示器１２に意
図しない表示が行われてしまうことを防止できる。
【０２６６】
　なお、本実施形態のメイン制御部４１は、遊技補助表示器１２の出力バッファに所定の
データを設定することで、遊技補助表示器１２に所定の表示内容を表示させることが可能
であり、表示内容を切り替える際には、出力バッファに設定されているデータをＲＡＭ４
１ｃに退避させて、新たなデータを設定することで、遊技補助表示器１２の表示内容を新
たなデータに基づく表示内容に切り替えることが可能な構成であるが、第１の出力バッフ
ァと第２の出力バッファとを切り替え可能に設けて、遊技補助表示器１２の出力バッファ
として第１の出力バッファが設定されているときには、第１の出力バッファに設定されて
いるデータに基づく表示内容が遊技補助表示器１２に表示される一方で、遊技補助表示器
１２の出力バッファとして第２の出力バッファが設定されているときには、第２の出力バ
ッファに設定されているデータに基づく表示内容が遊技補助表示器１２に表示される構成
として、出力バッファを第１の出力バッファと第２の出力バッファとで切り替えることで
、遊技補助表示器１２の表示内容を切り替え可能な構成としても良い。
【０２６７】
　具体的には、図３７に示すように、遊技補助表示器１２の出力バッファとして第１の出
力バッファと第２の出力バッファとが設けられている構成において、メイン制御部４１は
、遊技補助表示器１２の出力バッファとして設定されている第１の出力バッファに払出枚
数表示データを設定することで、遊技補助表示器１２に払出枚数を表示させている場合に
、エラーを検出したときには、発生しているエラーの内容を示すエラーコードを含むエラ
ー表示データを第２の出力バッファに設定する一方で、第１の出力バッファに設定されて
いる払出枚数表示データをそのまま保持させる。その後、エラー表示条件が成立したとき
に、エラー状態に制御するとともに、遊技補助表示器１２の出力バッファを第１の出力バ
ッファから第２の出力バッファに切り替えることで、遊技補助表示器１２に第２の出力バ
ッファに設定されているエラー表示データに基づいてエラーコードを表示させるように制
御しつつ、エラー状態に制御して待機する。
【０２６８】
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　そして、リセットスイッチ２３が所定の操作手順で操作さることで、エラー状態が解除
されることで復帰条件が成立したときに、遊技補助表示器１２の出力バッファを第２の出
力バッファから第１の出力バッファに切り替えることで、遊技補助表示器１２に第１の出
力バッファに保持されている払出枚数表示データに基づいて払出枚数を表示させる。また
、復帰条件が成立したときに遊技補助表示器１２の出力バッファを切り替える際には、エ
ラー状態が解除されたことに基づいて、第２の出力バッファを初期化する。
【０２６９】
　また、図示しないが、遊技補助表示器１２の出力バッファを第１の出力バッファとして
、当該第１の出力バッファにナビ報知表示データを設定することで、遊技補助表示器１２
にナビ番号を表示させているときに、エラーを検出し、発生しているエラーの内容を示す
エラーコードを遊技補助表示器１２に表示させる場合には、エラーを検出したときに、第
２の出力バッファにエラー表示データを設定し、その後、エラー表示条件が成立したとき
に、遊技補助表示器１２の出力バッファを第２の出力バッファに切り替えることで、遊技
補助表示器１２にエラーコードを表示させることができ、その後、復帰条件が成立したと
きに、遊技補助表示器１２の出力バッファを第１の出力バッファに切り替えることで、遊
技補助表示器１２の表示内容をナビ番号に復帰させることができる。
【０２７０】
　このような構成とすることで、本実施形態の構成と同様に、第１の表示内容として小役
の入賞により付与されるメダルの払出枚数、第２の表示内容として遊技者にとって有利な
停止操作態様を示唆するナビ番号、特別表示内容としてエラー発生時にその内容を示すエ
ラーコードを、共通の遊技補助表示器１２に表示させることが可能である。
【０２７１】
　また、メイン制御部４１は、エラーを検出したときに、発生しているエラーの内容示す
エラーコードを含むエラー表示データを第２の出力バッファに設定し、エラー状態が解除
されて復帰条件が成立するときに、第２の出力バッファを初期化してエラー表示データを
消去するので、エラーを検出したときから復帰条件が成立するまでの期間、すなわちエラ
ーが発生している期間にわたり、第２の出力バッファにエラー表示データが保持されるの
で、当該第２の出力バッファに設定されているデータを利用して所定の判定処理、例えば
、エラーの発生状況の判定等を行うことができるようになっている。
【０２７２】
　また、メイン制御部４１は、エラーを検出したときにエラー表示データを第２の出力バ
ッファに設定する一方で、第１の出力バッファに設定されているデータをそのまま保持さ
せるので、当該第１の出力バッファに設定されているデータを利用して所定の判定処理、
例えば、ナビ報知中であるか、払い出し中であるか等の制御状況の判定等を行うことがで
きるようになっている。
【０２７３】
　また、メイン制御部４１は、エラー表示データを第２の出力バッファに設定した後、エ
ラー表示条件が成立したときに、遊技補助表示器１２の出力バッファを第２の出力バッフ
ァに切り替えるので、出力バッファを第２の出力バッファに切り替えた後に遅延なく、遊
技補助表示器１２に第２の出力バッファに設定されているデータに基づく表示内容を表示
させることができるようになっている。
【０２７４】
　また、このような構成においても、遊技補助表示器１２にメダルの払出枚数を表示させ
る際に、払出枚数表示データの初期データを設定した後、払出センサ３４ｃによりメダル
の払い出しが検出される毎に、払出枚数表示データを更新して、遊技補助表示器１２の表
示を更新するように制御する構成としても良く、このような構成においても、払出枚数表
示データが更新されている途中でエラーが発生し、エラー表示条件が成立した場合に、第
２の出力バッファに基づいて遊技補助表示器１２においてエラーコードを表示させている
期間においては、更新の途中である払出枚数表示データが第１の出力バッファに保持され
るので、復帰条件が成立したときに、第１の出力バッファに基づいて遊技補助表示器１２
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の表示を行わせることで、遊技補助表示器１２での払出枚数の表示を、エラーが検出され
たときの表示内容に復帰させることができる。
【０２７５】
　このように、メイン制御部４１が、遊技補助表示器１２と、遊技補助表示器１２に所定
の表示内容を表示させるためのデータを設定するための出力バッファとして第１の出力バ
ッファ及び第２の出力バッファを備える構成において、メイン制御部４１は、通常表示内
容として遊技者にとって有利な有利操作態様を示すナビ番号及び特別表示内容として発生
しているエラーの内容を示すエラーコードを遊技補助表示器１２に表示させることが可能
な構成であり、遊技補助表示器１２の出力バッファとして第１の出力バッファを設定し、
当該第１の出力バッファにナビ報知表示データを設定することで、通常表示内容としてナ
ビ番号を表示させることが可能であり、通常表示内容を表示させている状態で、特別表示
内容を表示させる切り替え条件としてエラー表示条件が成立したときに、遊技補助表示器
１２の出力バッファを第１の出力バッファから第２の出力バッファに切り替えることによ
り、第２の出力バッファに設定されているデータに基づいて、遊技補助表示器１２に特別
表示内容を表示させ、エラー状態が解除されることで復帰条件が成立したときに、遊技補
助表示器１２の出力バッファを第２の出力バッファから第１の出力バッファに切り替える
ことにより、再び、遊技補助表示器１２に第１の表示内容としてナビ番号を表示させる構
成とすることでも、本実施形態の構成と同様に、遊技補助表示器１２において異なる種類
の情報をそれぞれ正しく表示させることができる。
【０２７６】
　また、メイン制御部４１が、遊技補助表示器１２と、遊技補助表示器１２に所定の表示
内容を表示させるためのデータを設定するための出力バッファとして第１の出力バッファ
及び第２の出力バッファを備える構成では、メイン制御部４１は、特別表示内容としてエ
ラーコードを表示させる切り替え条件としてエラー表示条件が成立する前であって、エラ
ーが検出されたとき以降に、発生しているエラーの内容を示すエラーコードを含むエラー
表示データを設定する構成とすることで、エラー表示条件が成立するタイミングを意識す
ることなく、特別表示内容としてエラーコードを表示させるためのエラー表示データを第
２の出力バッファに設定するタイミングを比較的自由に設計することができる。
【０２７７】
　また、メイン制御部４１が、遊技補助表示器１２と、遊技補助表示器１２に所定の表示
内容を表示させるためのデータを設定するための出力バッファとして第１の出力バッファ
及び第２の出力バッファを備える構成では、所定の判定処理（例えば、エラー判定）にお
いて、第１の出力バッファまたは第２の出力バッファに設定されているデータを参照する
ことが可能な構成とすることで、第１の出力バッファまたは第２の出力バッファに設定さ
れているデータ（例えば、エラー判定の場合は、第２の出力バッファに設定されているデ
ータ）を利用して所定の判定処理が行えるため、所定の判定処理に用いるデータを表示内
容のデータと別個に持たずに済む。
【０２７８】
　また、メイン制御部４１が、遊技補助表示器１２と、遊技補助表示器１２に所定の表示
内容を表示させるためのデータを設定するための出力バッファとして第１の出力バッファ
及び第２の出力バッファを備える構成において、通常表示内容として、入賞に伴い遊技者
に払い出されるメダルの払出枚数（第１の表示内容）、及び第１の表示内容と表示期間が
重複しない、遊技者にとって有利な有利操作態様を示すナビ番号（第２の表示内容）を含
み、メイン制御部４１は、第１の表示内容も第２の表示内容も第１の出力バッファに設定
することで、遊技補助表示器１２にメダルの払出枚数及びナビ番号を表示させる構成とす
ることで、表示期間の重複しない異なる表示内容についてはともに、第１の出力バッファ
に設定することで遊技補助表示器１２に表示させることができ、余分に出力バッファを備
える必要がない。
【０２７９】
　また、メイン制御部４１が、遊技補助表示器１２と、遊技補助表示器１２に所定の表示
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内容を表示させるためのデータを設定するための出力バッファとして第１の出力バッファ
及び第２の出力バッファを備える構成において、遊技補助表示器１２にいずれの表示を行
っている状態であるかに関わらず、電断が検出されたときに、第１の出力バッファ及び第
２の出力バッファに設定されているデータを初期化する構成とすることで、電断時におい
て、遊技補助表示器１２に意図しない表示が行われてしまうことを防止できる。
【０２８０】
　本実施形態では、図３８に示すように、遊技制御基板４０は、第１インターフェイス基
板（ＩＦ１）１１００及び第２インターフェイス基板（ＩＦ２）１２００を介して試験装
置１３００と接続可能とされており、スロットマシン１における遊技の結果に関連して発
生する試験信号が遊技制御基板４０から試験装置１３００に対して出力されるとともに、
試験装置１３００から遊技制御基板４０に対して試験用信号が入力されるようになってお
り、遊技制御基板４０と試験装置１３００を接続することにより自動的にシミュレーショ
ン試験を行うことが可能とされている。
【０２８１】
　遊技制御基板４０には、ＩＦ１基板１１０５に接続され、第１の試験信号を出力する第
１情報出力回路４０ａ及び試験用信号を入力する入力回路４０ｄ、ＩＦ２基板１２０５に
接続され、第２の試験信号を出力する第２情報出力回路４０ｂが搭載されている。
【０２８２】
　第１の試験信号は、制御状態及び遊技の結果を示すものであり、投入要求ランプ信号、
スタート可能ランプ信号、ＢＢ中信号、ゲーム中信号、リプレイゲーム中信号、第１～３
リールストップ可能ランプ信号、第１～３リールインデックス信号、払出要求信号、払出
カウント信号、打止信号、設定値表示用７セグメント表示ａ～ｇ信号、内部当選フラグ１
～８信号、信号遅延中信号、第１リールモータ励磁信号、第２リールモータ励磁信号、第
３リールモータ励磁信号を含む。これら第１の試験信号は、メイン制御部４１の制御によ
って出力されるようになっている。
【０２８３】
　投入要求ランプ信号は、投入要求ＬＥＤ１７の駆動信号、すなわち投入要求ＬＥＤ１７
が点灯しているか否かを示す信号であり、メダルの投入が要求されている状態か否かを特
定可能とされている。
【０２８４】
　スタート可能ランプ信号は、スタート有効ＬＥＤ１８の駆動信号、すなわちスタート有
効ＬＥＤ１８が点灯しているか否かを示す信号であり、ゲームの開始操作が要求されてい
る状態か否かを特定可能とされている。
【０２８５】
　ＢＢ中信号、ゲーム中信号、リプレイゲーム中信号は、各々遊技状態がＢＢ中、中、リ
プレイゲーム中を示す信号であり、その時点の遊技状態を特定可能とされている。
【０２８６】
　第１～３リールストップ可能ランプ信号は、左、中、右停止有効ＬＥＤ２２Ｌ、２２Ｃ
、２２Ｒの駆動信号、すなわち左、中、右停止有効ＬＥＤ２２Ｌ、２２Ｃ、２２Ｒが点灯
しているか否かを示す信号であり、左リール、中リール、右リールの停止操作が可能か否
かを特定可能とされている。
【０２８７】
　第１～３リールインデックス信号は、リールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒの検出信号
であり、左リール、中リール、右リールの基準位置の通過を特定可能とされている。
【０２８８】
　払出要求信号は、ホッパーモータ３４ｂの駆動信号、すなわちホッパーモータ３４ｂが
駆動しているか否かを示す信号であり、メダルの払出動作が行われている旨を特定可能と
されている。
【０２８９】
　払出カウント信号は、入賞に伴うメダルの払出を検出する毎に出力される信号であり、
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試験装置１３００側でメダルの払出をカウントさせるための信号である。
【０２９０】
　打止信号は、打止状態に制御されている旨を示す信号である。　設定値表示用７セグメ
ント表示ａ～ｇ信号は、設定値表示器２４の各セグメントを構成するＬＥＤの駆動信号で
あり、設定値表示器２４に表示されている設定値を特定可能とされている。
【０２９１】
　内部当選フラグ１～８信号は、役の当選状況を示す信号である。また、信号遅延中信号
は、ゲーム中の演出等の実行に伴い信号を遅延させている状態である旨を示す信号である
。
【０２９２】
　第１～３リールモータ励磁信号は、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒ、すなわち左
リール、中リール、右リールを駆動するリールモータの駆動信号であり、各リールの駆動
状況を特定可能とされている。
【０２９３】
　試験用信号は、投入スイッチ信号、リールスタートスイッチ信号、第１～３リールスト
ップスイッチ信号、払出スイッチ信号、打止解除スイッチ信号、設定キースイッチ信号、
設定スイッチ信号を含み、試験装置１３００から遊技制御基板４０に対して入力される。
これら試験用信号は、スロットマシン１が備える各種スイッチやセンサの検出信号と同様
に機能する信号であり、遊技制御基板４０が備えるスイッチ検出回路４４により検出され
、メイン制御部４１により各試験用信号に対応したスイッチやセンサの検出が判定される
ようになっている。
【０２９４】
　投入スイッチ信号は、投入メダルセンサ３１に対応する信号であり、リールスタートス
イッチ信号は、スタートスイッチ７に対応する信号である。第１～３リールストップスイ
ッチ信号は、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒに各々対応する信号である。払出スイッ
チ信号は、払出センサ３４ｃに対応する信号である。打止解除スイッチ信号は、リセット
スイッチ２３に対応する信号である。設定キースイッチ信号は、設定キースイッチ３７に
対応する信号である。設定スイッチ信号は、リセット／設定スイッチ３８に対応する信号
である。
【０２９５】
　第１情報出力回路４０ａは、第１の試験信号をＩＦ１基板１１０５に対して出力するた
めの回路であり、第１情報出力回路４０ａから出力された第１の試験信号は、ＩＦ１基板
１１０５を介して試験装置１３００に対して出力される。
【０２９６】
　入力回路４０ｄは、試験装置１３００から出力された試験用信号をＩＦ１基板１１０５
を介して入力するための回路であり、入力回路４０ｄに入力された試験用信号は、スイッ
チ検出回路４４により検出される。
【０２９７】
　ＩＦ１基板１１０５は、第１情報出力回路４０ａから出力される第１の試験信号が入力
される入力端子と、入力された第１の試験信号を試験装置１３００に対して出力する出力
端子とを備えている。入力端子と出力端子とは、フォトカプラを介して接続されており、
第１情報出力回路４０ａから出力された第１の試験信号に含まれる情報は、電気的に絶縁
された状態で試験装置１３００側に伝達されるようになっている。また、ＩＦ１基板１１
０５は、試験装置１３００から出力される試験用信号が入力される入力端子と、入力され
た試験用信号を入力回路４０ｄに対して出力する出力端子とを備えている。入力端子と出
力端子とは、フォトカプラを介して接続されており、試験装置１３００から出力された試
験用信号に含まれる情報は、電気的に絶縁された状態で入力回路４０ｄに伝達されるよう
になっている。なお、入力端子と出力端子とが電気的に絶縁された状態で、第１の試験信
号や試験用信号が伝達される構成であれば良く、例えば、フォトインタラプタやアイソレ
ータを介して入力端子と出力端子とを接続する構成であっても良い。
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【０２９８】
　第２の試験信号は、ナビ報知により報知される操作態様を示すものであり、ゲーム開始
信号、ナビ報知信号を含む。第２の試験信号は、メイン制御部４１の制御によって出力さ
れるようになっている。
【０２９９】
　ゲーム開始信号は、ゲームの開始を示す信号である。また、ナビ中信号は、上述の遊技
補助表示器１２を用いて行うナビ報知に関する制御において、ナビ番号を遊技補助表示器
１２に表示させるためのナビ報知表示データが遊技補助表示器１２の出力バッファに設定
されたことに基づいて、遊技補助表示器１２のうちの表示器１２Ｒの第８セグメントを点
灯させるための駆動信号であり、ナビ報知が実行されて、当選した押し順役の種類や遊技
者にとって有利な停止操作態様を示すナビ番号が表示器１２Ｌ、１２Ｒに表示されている
ときにｏｎ状態となり、ナビ報知が実行されておらず、ナビ番号が表示器１２Ｌ、１２Ｒ
に表示されていないときにｏｆｆ状態となることで、ナビ報知が実行中であるか否かを示
す信号である。
【０３００】
　表示信号は、上述の遊技補助表示器１２を用いて行うナビ報知に関する制御において、
ナビ報知表示データ、払出枚数表示データ、エラー表示データが遊技補助表示器１２の出
力バッファに設定されたことに基づいて、遊技補助表示器１２の表示器１２Ｌ、１２Ｒの
第１～７セグメントをナビ番号、払出枚数、エラーコードのいずれかを表示する点灯態様
で点灯させるための駆動信号であり、ナビ報知に係る情報、入賞の発生により払い出され
たメダル枚数に係る情報、エラー発生時にその内容を示すエラーコードに係る情報等の複
数の情報を含む。
【０３０１】
　ナビ報知信号は、第２情報出力回路に搭載されている変換回路４０ｃにより、表示信号
からナビ報知に係る情報のみが抽出されることで生成される信号であって、ナビ報知中に
ナビ番号を表示させる点灯態様で表示器１２Ｌ、１２Ｒの第１～７セグメントを点灯させ
るための駆動信号であり、ナビ報知により報知される停止操作態様を示すナビ番号を特定
可能な信号である。
【０３０２】
　第２情報出力回路４０ｂは、第２の試験信号をＩＦ２基板１２０５に対して出力するた
めの回路であり、第２情報出力回路４０ｂから出力された第２の試験信号は、ＩＦ２基板
１２０５を介して試験装置１３００に対して出力される。
【０３０３】
　また、第２情報出力回路４０ｂには、遊技制御基板４０に設けられた遊技補助表示器１
２に入力されるナビ中信号及び表示信号が遊技制御基板４０上で分岐されて入力されるよ
うになっているとともに、ナビ中信号に基づいて表示信号を有効化または無効化すること
で表示信号をナビ報知信号に変換して出力する変換回路４０ｃが設けられており、ナビ中
信号出力時における遊技補助表示器１２の表示信号をナビ報知信号としてＩＦ２基板１２
０５に対して出力可能になっている。
【０３０４】
　ＩＦ２基板１２０５は、第２情報出力回路４０ｂから出力される第２の試験信号が入力
される入力端子と、入力された第２の試験信号（ゲーム開始信号、ナビ報知信号）に基づ
いて試験装置１３００側で認識可能な第２の試験信号に変換するＩＦ２制御部１２０３と
、ＩＦ２制御部１２０３により生成された第２の試験信号を試験装置１３００に対して出
力する出力端子と、を備えている。
【０３０５】
　ＩＦ２制御部１２０３は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＣＰＵをリセットするためのリセ
ット回路等により構成されており、第２情報出力回路４０ｂから出力されたナビ報知信号
を、停止実行位置信号、停止リール指定信号、停止ストローブ信号に変換して出力する。
ＩＦ２制御部１２０３から出力される停止実行位置信号、停止リール指定信号、停止スト
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ローブ信号は、フォトカプラを介して出力端子から出力されるようになっており、ＩＦ２
制御部１２０３側と試験装置１３００側とが電気的に絶縁された状態で信号が伝達される
ようになっている。なお、ＩＦ２制御部１２０３と出力端子とが電気的に絶縁された状態
で、停止実行位置信号、停止リール指定信号、停止ストローブ信号が伝達される構成であ
れば良く、例えば、フォトインタラプタやアイソレータを介してＩＦ２制御部１２０３と
出力端子とを接続する構成であっても良い。
【０３０６】
　停止実行位置信号は、後述する停止リール指定信号が示すリールについて現在の遊技状
態、演出態様に応じて最も推奨する停止操作位置を示す信号であり、最も推奨する停止操
作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数（０～３３６）を特定可能
とされている。
【０３０７】
　停止リール指定信号は、停止実行位置信号が示す停止操作位置での停止操作を推奨する
リールが左リールであるか、中リールであるか、右リールであるか、を指定する信号であ
り、停止実行位置信号が示す停止操作位置での停止操作を適用するリールを特定可能とさ
れている。
【０３０８】
　停止ストローブ信号は、停止実行位置信号及び停止リール指定信号の取得を要求する信
号である。
【０３０９】
　また、遊技制御基板４０とＩＦ１基板１１０５とは電源線を介して接続され、遊技制御
基板４０から電源線を介してＩＦ１基板１１０５に搭載されたフォトカプラ等のデバイス
が用いる電力が供給される。一方、遊技制御基板４０とＩＦ２基板１２０５とは、電源線
により接続されることはなく、ＩＦ１基板１１０５とＩＦ２基板１２０５とが電源線を介
して接続され、遊技制御基板４０からＩＦ１基板１１０５に供給された電力の一部がＩＦ
１基板１１０５を介して、ＩＦ２基板１２０５に搭載されたＩＦ２制御部１２０３やフォ
トカプラ等のデバイスが用いる電力として供給される。このため、遊技制御基板４０から
電源線を介してＩＦ１基板１１０５に対して供給される電力として、ＩＦ１基板１１０５
に搭載されたデバイスが用いる電力と、ＩＦ２基板１２０５に搭載されたデバイスが用い
る電力と、の双方が確保される電力が供給されるようになっている。
【０３１０】
　また、本実施形態において遊技制御基板４０には、ＩＦ１基板１１０５及びＩＦ２基板
１２０５からの配線を接続可能な接続端子、及び第１情報出力回路４０ａ、第２情報出力
回路４０ｂ、入力回路４０ｄを搭載可能なソケットが設けられているともに、メイン制御
部４１及び各種駆動回路から出力された第１の試験信号を第１情報出力回路４０ａのソケ
ットに伝達するための配線パターン、第２の試験信号を第２情報出力回路４０ｂのソケッ
トに伝達するための配線パターン及び接続端子から入力回路４０ｄを介してスイッチ検出
回路４４へ試験用信号を伝達するための配線パターンが形成されており、メイン制御部４
１及び各種駆動回路から出力された第１の試験信号及び第２の試験信号がこれら配線パタ
ーン、第１情報出力回路４０ａ、第２情報出力回路４０ｂ及び接続端子を介して出力され
るとともに、接続端子、入力回路４０ｄ及び配線パターンを介して入力された試験用信号
がスイッチ検出回路４４に入力されるようになっている。
【０３１１】
　また、接続端子は、例えば、ＩＦ１基板１１０５からのプローブを接続可能な信号ピン
やＩＦ１基板１１０５からのケーブルを接続可能なコネクタにて構成されているため、こ
れら接続端子を介してＩＦ１基板１１０５からの配線を簡単に接続することが可能となる
。
【０３１２】
　また、接続端子は、ＩＦ１基板１１０５、ＩＦ２基板１２０５を接続するために便宜的
に設けられたものであり、これらの試験信号及び試験用信号の入出力が行われる接続端子
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は、遊技店に出荷されるスロットマシンの遊技制御基板４０には必要のないものである。
このため、本実施形態の遊技制御基板４０には、接続端子が設けられた部分を切断するた
めの複数の切断孔が形成され、これら切断孔に沿って切断できるようになっており、遊技
店への出荷時には、接続端子が設けられた部分を切断して不要な信号の入出力ができない
状態とすることができる。これにより、例えば、ホール機器にて内部当選フラグ１～８信
号を検出し、内部当選フラグ１～８信号から内部当選フラグの当選状況を特定してその旨
を報知する等、試験信号が試験以外の目的で容易に利用できてしまうことを防止できる。
また、遊技制御基板４０に対して不要な信号が容易に入力されてしまうことを防止できる
。
【０３１３】
　また、第１情報出力回路４０ａ、第２情報出力回路４０ｂは、ＩＦ１基板１１０５、Ｉ
Ｆ２基板１２０５に対して第１の試験信号、第２の試験信号を出力するために便宜的に設
けられたものであり、入力回路４０ｄは、ＩＦ１基板１１０５から試験用信号を入力する
ために便宜的に設けられたものであり、遊技店に出荷されるスロットマシンの遊技制御基
板４０には必要のないものである。このため、本実施形態の遊技制御基板４０には、第１
情報出力回路４０ａ、第２情報出力回路４０ｂ、入力回路４０ｄを搭載可能なソケットが
設けられており、第１情報出力回路４０ａ、第２情報出力回路４０ｂ、入力回路４０ｄを
容易に取り外すことができるようになっており、遊技店への出荷時には、第１情報出力回
路４０ａ、第２情報出力回路４０ｂ、入力回路４０ｄを取り外して不要な信号の入出力が
できない状態とすることができる。これにより、例えば、ホール機器にて内部当選フラグ
１～８信号を検出し、内部当選フラグ１～８信号から内部当選フラグの当選状況を特定し
てその旨を報知する等、試験信号が試験以外の目的で容易に利用できてしまうことを防止
できる。また、遊技制御基板４０に対して不要な信号が容易に入力されてしまうことを防
止できる。
【０３１４】
　なお、第３者機関が試験を行うために提供するスロットマシンは、通常、数台程度であ
り、その他、遊技店に出荷される量産用のスロットマシンは、これら試験信号や試験用信
号の入出力を行う必要性が低いことから、これら量産用のスロットマシンには、配線パタ
ーンは形成されているものの前述した接続端子を設けない遊技制御基板４０を搭載するよ
うにしても良く、これにより量産用のスロットマシンの製造コストを軽減することができ
る。更にこの場合には、遊技制御基板４０に試験信号や試験用信号を伝達するための配線
パターンは形成されているため、接続端子を実装するのみでＩＦ１基板１１０５、ＩＦ２
基板１２０５や試験装置１３００を簡単に接続することが可能となる。また、試験用のス
ロットマシンのみ試験信号や試験用信号を伝達するための配線パターン及びＩＦ１基板１
１０５、ＩＦ２基板１２０５や試験装置１３００と接続するための接続端子を設け、量産
用のスロットマシンには、これら配線パターンや接続端子を設けない構成としても良い。
すなわちメイン制御部４１が試験信号の出力制御を行うが、実際に試験信号が出力されな
い構成としても良い。これにより量産用のスロットマシンの製造コストを更に軽減できる
。
【０３１５】
　また、量産用のスロットマシンには、配線パターンは形成されているものの前述した第
１情報出力回路４０ａ、第２情報出力回路４０ｂ、入力回路４０ｄのソケットを設けない
遊技制御基板４０を搭載するようにしても良く、これにより量産用のスロットマシンの製
造コストを軽減することができる。更にこの場合には、遊技制御基板４０に試験信号や試
験用信号を伝達するための配線パターンは形成されているため、ソケットを実装して、第
１情報出力回路４０ａ、第２情報出力回路４０ｂ、入力回路４０ｄを取り付けるのみでＩ
Ｆ１基板、ＩＦ２基板や試験装置１３００を簡単に接続することが可能となる。また、試
験用のスロットマシンのみ試験信号や試験用信号を伝達するための配線パターン及び第１
情報出力回路４０ａ、第２情報出力回路４０ｂ、入力回路４０ｄを取り付けるためのソケ
ットを設け、量産用のスロットマシンには、これら配線パターンやソケットを設けない構
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成としても良い。すなわちメイン制御部４１が試験信号の出力制御を行うが、実際に試験
信号が出力されない構成としても良い。これにより量産用のスロットマシンの製造コスト
を更に軽減できる。
【０３１６】
　本実施形態では、このような試験用信号、試験信号のやりとりをスロットマシン１と試
験装置１３００との間で行うことにより、自動的にシミュレーション試験が行われるよう
になっており、試験装置１３００では、これらの試験結果としてスロットマシン１の払出
率を出力することが可能とされている。詳しくは、試験対象となる期間に投入スイッチ信
号を出力した回数（メダルの消費枚数）に対する、試験対象となる期間に払出カウント信
号を検出した回数（メダルの払出枚数）の割合を算出し、その結果（消費枚数／払出枚数
）が払出率として出力されることとなる。
【０３１７】
　ＩＦ２制御部１２０３は、ゲーム開始信号をメイン制御部４１が出力した時点から最大
２秒の間に、ナビ報知の有無に応じて、まず停止リール指定信号を第１停止リールとして
推奨するリールを示す出力状態に更新するとともに、停止実行位置信号を当該リールに対
して推奨する停止操作位置を示す出力状態に更新し、これら停止リール指定信号及び停止
実行位置信号の更新完了後、一定時間（５０ｍｓ）にわたり停止ストローブ信号を出力し
、推奨する第１停止リール及びその停止操作位置を試験装置１３００に対して通知し、停
止ストローブ信号の停止後、一定時間（５０ｍｓ）待機する。次いで、同様の手順で、順
次推奨する第２停止リール及びその停止操作位置を試験装置１３００に対して通知し、第
３停止リール及びその停止操作位置を試験装置１３００に対して通知する。第３停止リー
ル及びその停止操作位置の通知後、一定時間（５０ｍｓ）経過した時点で停止実行位置信
号及び停止リール指定信号をクリアする。
【０３１８】
　このようにＩＦ２制御部１２０３が、推奨する操作態様に従って、第１停止リール及び
その停止操作位置、第２停止リール及びその停止操作位置、第３停止リール及びその停止
操作位置を順次試験装置１３００に対して通知することで、試験装置１３００が推奨する
操作手順を特定できるようになっている。
【０３１９】
　なお、本実施形態では、第１停止リール及びその停止操作位置、第２停止リール及びそ
の停止操作位置、第３停止リール及びその停止操作位置を試験装置１３００に対して最大
２秒の間に連続して通知する構成であるが、これらを連続して送信することなく、ゲーム
開始時、リール停止時に順次送信する構成としても良い。
【０３２０】
　ＩＦ２制御部１２０３のＲＯＭには、ナビ報知の有無に応じて推奨する操作態様が予め
登録された推奨操作態様テーブルが格納されており、ＩＦ２制御部１２０３は、ナビ報知
の有無に応じて推奨する操作態様を推奨操作手順テーブルから取得し、取得した操作態様
に基づいて停止実行位置信号及び停止リール指定信号の出力を行う。なお、予め登録され
た推奨操作態様テーブルを持たず、ナビ報知の有無に応じてＩＦ２制御部１２０３が推奨
操作態様を判断するプログラムを用いて推奨する操作態様を取得するようにしても良い。
【０３２１】
　本実施形態では、ナビ報知信号が、ナビ報知が行われていない旨を示し、ＢＢの当選を
示唆するナビ番号（１０～１３）が出力されていない場合には、左中右の停止順となる順
番で停止リール指定信号を出力し、かつ対応する停止リールについて、取りこぼしの生じ
得る角チェリー１、２、中段スイカ、右下がりスイカの構成図柄をいずれも引込可能とな
る停止操作位置を示す停止実行位置信号を出力する。なお、このような操作態様は、ナビ
報知が行われていない状況において最もメダルの払出率が高くなる操作態様に該当する。
【０３２２】
　また、ナビ報知信号が、ナビ報知が行われている旨を示し、ＢＢの当選を示唆するナビ
番号（１０～１３）が出力されている場合には、左中右の停止順となる順番で停止リール
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指定信号を出力し、かつ対応する停止リールについて、ナビ番号に応じた特別役を構成す
る図柄を引込可能となる停止操作位置を示す停止実行位置信号を出力する。例えば、特別
役としてＢＢ１が当選しており、ナビ番号として１１が出力されている場合には、回転中
の各リールについて、「青７」の図柄を引込可能となる停止操作位置を示す停止実行位置
信号を出力し、特別役として他のＢＢ２、３が当選しており、ナビ番号として１０、１２
、１３が出力されている場合には、出力されているナビ番号に応じて「赤７」「白７」「
ＢＡＲ」の図柄を引込可能となる停止操作位置を示す停止実行位置信号を出力する。
【０３２３】
　また、ナビ報知信号が、ナビ報知が行われている旨を示す場合には、ナビ報知信号から
特定される停止順となる順番で停止リール指定信号を出力し、かつ対応する停止リールに
ついて任意の停止操作位置を示す停止実行位置信号を出力する。
【０３２４】
　このように本実施形態では、ナビ報知の有無に応じて推奨する操作態様を取得し、取得
した操作態様を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号を試験装置１３００に対し
て出力するので、試験装置１３００側でナビ報知の有無に応じて推奨する操作態様にてリ
ールストップスイッチ信号を出力することが可能となり、試験装置１３００による試験に
よって市場の払出率に近い払出率を得ることができる。
【０３２５】
　また、本実施形態では、内部抽選の結果として特別役（ＢＢ）が当選した後、メイン制
御部４１側にて決定された特別役のナビ報知の実施条件が成立した以降において、当選し
ている特別役を構成する図柄を示唆するナビ番号（１０～１３）を設定して、当該ナビ番
号に対応する図柄を停止させる操作態様を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号
を試験装置１３００に対して出力するので、市場のスロットマシンにおいて内部抽選での
特別役の当選後、サブ制御部９１による確定報知により特別役の当選が報知された後に、
特別役を入賞させる停止操作態様で操作が行われて、特別役が入賞されるのと同様に、特
別役のナビ報知の実施条件が成立して、確定報知が行われる以降のゲームにおいて、ナビ
番号を出力し、特別役を入賞させる操作態様にてリールストップスイッチ信号を出力する
ことが可能となり、試験装置１３００による試験によって市場の払出率に近い払出率を得
ることができる。
【０３２６】
　また、本実施形態では、停止実行位置信号として推奨するストップスイッチ信号の出力
タイミングに対応するリールモータのステップ数を特定可能な信号が試験装置１３００に
対して出力されるので、リールに配置された図柄数や１図柄に割り当てられたステップ数
がスロットマシンの機種によって異なる場合であっても、試験装置１３００側で停止実行
位置信号に対するストップスイッチ信号の出力制御を共通化することができる。
【０３２７】
　本実施形態のスロットマシン１と、スロットマシンによる遊技の試験を行うことが可能
な試験装置１３００と、を含む試験システムは、遊技制御基板４０から出力される試験信
号のうち第１の試験信号は、ＩＦ１基板１１０５を介して試験装置に出力され、第２の試
験信号は、ＩＦ２基板１２０５を介して試験装置１３００に出力される構成である。
【０３２８】
　このような構成において、ＩＦ１基板１１０５及びＩＦ２基板１２０５に対して電源を
供給するために、電力線を遊技制御基板４０からＩＦ１基板１１０５及びＩＦ２基板１２
０５に対してそれぞれ接続すると、遊技制御基板４０と１のインターフェイス基板（ＩＦ
１）及びＩＦ２基板１２０５と間の配線が多くなってしまう。
【０３２９】
　これに対して、本実施形態では、遊技制御基板４０と、ＩＦ１基板１１０５とは電源線
を介して接続可能とされ、遊技制御基板４０から、ＩＦ１基板１１０５に対して直接電源
が供給される一方で、遊技制御基板４０からＩＦ２基板１２０５には直接電源が供給され
ず、ＩＦ１基板１１０５に対して供給された電源が該ＩＦ１基板１１０５からＩＦ２基板
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１２０５に対して供給されるようになっているので、遊技制御基板４０と、ＩＦ１基板１
１０５及びＩＦ２基板１２０５と、の間の配線を少なくできる。
【０３３０】
　また、本実施形態のスロットマシン１は、遊技制御基板４０が、ＩＦ１基板１１０５を
介して試験装置１３００に対して第１の試験信号を出力可能であり、ＩＦ２基板１２０５
を介して試験装置１３００に対して第２の試験信号を出力可能な構成であり、遊技制御基
板４０は、ＩＦ１基板１１０５と電源線を介して接続可能であって、遊技制御基板４０か
らＩＦ１基板１１０５に対して直接電源を供給可能である一方で、ＩＦ２基板１２０５と
電源線を介して接続されず、遊技制御基板４０からＩＦ２基板１２０５には直接電源が供
給されることがなく、ＩＦ１基板１１０５を介してＩＦ２基板１２０５に対して電源を供
給可能であるので、遊技制御基板４０と、ＩＦ１基板１１０５及びＩＦ２基板１２０５と
、の間の配線を少なくできる。
【０３３１】
　また、本実施形態では、遊技制御基板４０は、第２の試験信号として、ナビ報知に係る
情報を含むナビ報知信号をＩＦ２基板１２０５に対して出力可能であり、ＩＦ２基板１２
０５は、ナビ報知信号に基づいて試験装置１３００にて入力可能な態様の信号（停止実行
位置信号、停止リール指定信号、停止ストローブ信号）を生成するＩＦ２制御部１２０３
を備えており、ＩＦ２制御部１２０３は、遊技制御基板４０からＩＦ１基板１１０５を介
して供給される電源により動作するようになっているので、遊技制御基板４０からＩＦ２
基板１２０５に対して電源を出力する必要がなく、第２の試験信号を出力するのみでＩＦ
２制御部１２０３により試験装置１３００にて入力可能な態様の信号が生成されて、試験
装置１３００に対して出力されることとなり、遊技制御基板４０から出力される試験信号
を簡素化することができる。
【０３３２】
　なお、遊技制御基板４０側で、試験装置１３００にて入力可能な態様の第２の試験信号
を生成し、当該第２の試験信号をＩＦ２基板１２０５を介して試験装置１３００に出力す
る構成としても良い。
【０３３３】
　また、ＩＦ１基板１１０５は、遊技制御基板４０から出力された第１の試験信号を中継
するのみであるが、ＩＦ１基板１１０５においてもＣＰＵ等が搭載された制御部を搭載し
、遊技制御基板４０から出力された第１の試験信号を試験装置１３００にて入力可能な態
様に変化する構成としても良く、このような構成とすることで、遊技制御基板４０から出
力される試験信号を簡素化することができる。
【０３３４】
　また、本実施形態では、ＩＦ１基板１１０５及びＩＦ２基板１２０５には、フォトカプ
ラが搭載され、各基板における入力端子と出力端子とは、フォトカプラを介して接続され
ており、遊技制御基板４０から出力された第１の試験信号及び第２の試験信号は、ＩＦ１
基板１１０５及びＩＦ２基板１２０５に搭載されたフォトカプラを介して試験装置に出力
されることで、スロットマシン１と試験装置１３００とが電気的に接続されないので、一
方の機器の異常により他方の機器が破損してしまうことを防止できる。
【０３３５】
　また、本実施形態では、遊技制御基板４０は、ナビ報知により報知されるリール２Ｌ、
２Ｃ、２Ｒの停止順を表示する表示器１２Ｌ、１２Ｒが搭載されており、ナビ報知により
表示器１２Ｌ、１２Ｒを点灯させるための駆動信号である表示信号が分岐されて、第２情
報出力回路４０ｂを介してナビ報知信号としてＩＦ２基板に対して出力されるようになっ
ていることで、表示器１２Ｌ、１２Ｒの駆動信号をナビ報知信号として利用することがで
きる。
【０３３６】
　なお、本実施形態では、メイン制御部４１は、ＡＴに制御する場合にナビ報知を実行可
能であり、遊技制御基板４０は、遊技の結果を示す第１の試験信号をＩＦ１基板１１０５
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に対して出力する第１情報出力回路４０ａと、ナビ報知に係る情報を含むナビ報知信号を
第２の試験信号をＩＦ２基板１２０５に対して出力する第２情報出力回路４０ｂとを備え
る構成であるが、メイン制御部４１がナビ報知を実行せず、遊技制御基板４０がＩＦ２基
板１２０５に対してナビ報知信号を出力しない構成としても良く、このような構成におい
ては、本実施形態の第１情報出力回路４０ａと共通の回路を用いて、遊技の結果を示す試
験信号をＩＦ１基板１１０５に対して出力するようにすることで、ナビ報知を実行する手
段及びナビ報知信号を出力する手段を備えるか否かに関わらず、遊技制御基板４０におい
て遊技の結果を示す試験信号をＩＦ１基板１１０５に対して出力するための回路を共通化
することができる。
【０３３７】
　また、本実施形態では、表示信号及びナビ中信号が第２情報出力回路４０ｂに入力され
、第２情報出力回路４０ｂ内の変換回路により表示信号からナビ報知に係る情報のみが抽
出されてナビ報知信号が生成され、ナビ報知信号が第２情報出力回路４０ｂからＩＦ２基
板１２０５に対して送信される構成であるが、ナビ報知に係る情報のみが含まれる信号を
メイン制御部４１が直接生成して、当該信号を第２情報出力回路４０ｂに入力することで
第２情報出力回路４０ｂからＩＦ２基板１２０５に対して送信する構成としても良い。
【０３３８】
　また、サブ制御部９１に対して送信される第１の内部当選コマンド、第２の内部当選コ
マンド、押し順コマンドの全部または一部のデータを利用してナビ報知信号として出力す
る構成としても良く、このような構成とすることで、ナビ報知信号を出力するためだけの
信号を生成せずに済む。このような構成として、例えば、メイン制御部４１が、ＩＦ２制
御部１２０３に対して押し順コマンドを送信可能な構成とし、ＩＦ２制御部１２０３は、
押し順コマンドに基づいてナビ番号を特定し、当該ナビ番号に応じたリールの停止順とな
る順番で停止リール指定信号を出力し、かつ対応する停止リールについてナビ番号に応じ
た構成図柄を引込可能となる停止操作位置を示す停止実行位置信号を出力する構成として
も良い。
【０３３９】
　また、本実施形態では、ナビ報知により表示器１２Ｌ、１２Ｒを点灯させる点灯態様は
、押し順役の当選時において一の点灯態様により表示器１２Ｌ、１２Ｒが点灯されること
で、第１停止から第３停止までのすべての停止順を特定でき、当該点灯態様で表示器１２
Ｌ、１２Ｒを点灯させる駆動信号が分岐され、ＩＦ２基板１２０５を介して試験装置１３
００に対して送信される構成であるが、ナビ報知により表示器１２Ｌ、１２Ｒを点灯させ
る点灯態様は、次に停止操作すべきリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを示した後、停止操作が行わ
れる毎に点灯態様を切り替えることで停止順を順次特定できるように報知する構成であっ
ても良く、このような構成においては、押し順役の当選時に第１停止から第３停止までの
すべての停止順を特定可能な信号をメイン制御部４１が生成して、ＩＦ２基板１２０５を
介して試験装置１３００に対して送信するように構成することが好ましく、これにより、
試験装置１３００側でより早い段階でナビ報知により報知された停止順を特定することが
可能となる。
【０３４０】
　また、本実施形態では、ナビ報知として、遊技者にとって有利となる停止操作態様（停
止順や停止操作タイミング）を報知する構成であるが、演出として遊技者にとっての有利
度が変化することがないが所定の停止操作態様でリールの停止操作を行われるためのナビ
報知を行う構成であっても良い。このような構成として、例えば、停止順によらず入賞し
て再遊技が付与される一の再遊技役として、一の停止順（例えば、右中左の停止順）で操
作が行われることで第１の図柄の組合せ（例えば、「赤７‐赤７‐赤７」）が停止し、他
の停止順（例えば、左中右の停止順）で停止操作が行われることで、第１の図柄の組合せ
とは異なる図柄の組合せ（例えば、「リプレイ‐リプレイ‐リプレイ」）が停止する構成
において、メイン制御部４１側にて演出として第１の図柄の組合せを停止させることを決
定した場合には、一の停止順を示すナビ番号を出力し、第１の図柄の組合せを停止させな
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いことを決定した場合には、他の停止順を示すナビ番号を出力する構成とすることで、演
出として第１の図柄の組合せを停止させる場合に、ＩＦ２制御部１２０３は、押し順コマ
ンドに基づいてナビ番号を特定し、当該ナビ番号に応じたリールの停止順となる順番で停
止リール指定信号を出力し、かつ対応する停止リールについてナビ番号に応じた構成図柄
を引込可能となる停止操作位置を示す停止実行位置信号を出力することで、試験装置１３
００による試験によっても市場のスロットマシンに近い停止操作を行わせることができる
。
【０３４１】
　また、このような構成とすることで、例えば、第１の図柄の組合せが停止されることを
条件として、次ゲーム以降の有利度が変化させる構成（第１の図柄の組合せが停止するこ
とで所定の遊技状態に移行される構成や、第１の図柄の組合せが停止することで、ＡＴに
制御されるゲーム数が上乗せされる構成等）であって、ナビ番号により第１の図柄の組合
せを停止させる停止操作態様が遊技者に示唆される構成においても、ナビ番号に応じたリ
ールの停止順となる順番で停止リール指定信号を出力し、かつ対応する停止リールについ
てナビ番号に応じた構成図柄を引込可能となる停止操作位置を示す停止実行位置信号を出
力することで、試験装置１３００による試験によって市場の払出率に近い払出率を得るこ
とができる。
【０３４２】
　また、このような構成とすることで、例えば、同じ有利度合の役（例えば、リプレイ）
であり、第１の図柄の組合せにより構成される役及び第２の図柄の組合せにより構成され
る役が、内部抽選にて当選している場合に、単に演出として第１の図柄の組合せをリール
に停止させるために、当該第１の図柄の組合せの役を入賞させることが可能な停止操作態
様を示すナビ番号を出力する場合に、ナビ番号に応じたリールの停止順となる順番で停止
リール指定信号を出力し、かつ対応する停止リールについてナビ番号に応じた構成図柄を
引込可能となる停止操作位置を示す停止実行位置信号を出力することで、試験装置１３０
０による試験によって市場のスロットマシンにおいて停止されるリールの停止態様の内容
に近い内容でリールを停止させることができる。
【０３４３】
　［ＲＡＭ９１ｃ内のデータベースについて］
　次に、スロットマシン１のＲＡＭ９１ｃ内の遊技履歴データベースについて説明する。
以下では、データベースを「ＤＢ」という場合もある。図３９（Ａ）を用いて、ＲＡＭ９
１ｃ内の遊技履歴データベースについて説明する。図３９（Ａ）は遊技履歴データベース
の一例を示したものである。遊技履歴データベースは、遊技履歴更新期間での、消化ゲー
ム数、所定役（ボーナス、小役、再遊技役の少なくとも１つなど）の入賞回数、およびＡ
Ｔ回数（ＡＴに制御された回数）、経験値、キャラレベルなどから構成される。遊技履歴
更新期間とは、パスワードが入力されたときから、二次元コードが出力されるときまでの
期間である。パスワードは、管理サーバ１２００により発行されるものであり、遊技者が
携帯端末１１００により管理サーバ１２００にアクセスすることにより、取得できる（携
帯端末１１００の表示部に表示される）ものである。なお、遊技者は、パスワードを入力
せずとも、遊技することもできる。
【０３４４】
　遊技履歴更新期間内で、１ゲーム消化するごとに、遊技履歴データベースのゲーム数は
１ずつ増加更新される。遊技履歴更新期間内で、ＡＴに制御される毎に、遊技履歴データ
ベースのＡＴ回数は増加更新される。
【０３４５】
　次に、経験値について説明する。図４８に示す所定のミッションを達成すると、サブ制
御部９１により、ミッション達成報知が実行されるとともに、該ミッションに対応付けら
れている経験値が付与される。経験値が付与される度に、該付与された経験値だけ加算更
新される。加算更新された経験値が所定数（本実施形態では、３０）に到達する度に、キ
ャラのレベルが１加算更新される。スロットマシン１のサブ制御部９１は、キャラのレベ
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ルに応じた演出を実行することなどが可能である。したがって、遊技の興趣を向上させる
ことができる。
【０３４６】
　また、２二次元コードは、パスワードモード中において、遊技者により、２次元コード
出力操作が行われることにより表示されるものである。遊技者の携帯端末１１００により
該２次元コードが撮像されると、遊技履歴更新期間で蓄積されたゲーム数、入賞回数、Ａ
Ｔ回数、キャラレベル、経験値など（つまり、ＲＡＭ９１ｃに格納されている各種の情報
であり、以下、「蓄積情報」という。）が、該携帯端末１１００経由で、管理サーバ１２
００に送信される。また、本実施形態のＲＡＭ９１ｃでは、端末識別情報ごとに、遊技履
歴情報が記憶されるものではない。したがって、ＲＡＭ９１ｃの記憶容量を削減できる。
【０３４７】
　［遊技履歴データベースについて］
　次に、管理サーバ１２００の記憶部２２０が記憶する遊技履歴データベースについて説
明する。図３９は、遊技履歴データベースの一例を示したものである。図３９に示すよう
に、遊技履歴データベースには、遊技者の所有する携帯端末１１００を識別可能な端末識
別情報（ＳＩＭデータ）、遊技日時、パスワード（最後に発行されたもの）、消化ゲーム
数、所定役（ボーナス、小役、再遊技役の少なくとも１つなど）の入賞回数、ＡＴ回数、
キャラの現在のレベル、遊技者が獲得した経験値などが、遊技者別（端末識別情報別）に
登録されている。遊技者の携帯端末１１００経由で送信された蓄積情報は記憶部２２０の
遊技履歴データベースに記憶される。
【０３４８】
　［メイン制御部４１により実行される起動処理について］
　メイン制御部４１は、スロットマシン１への電力供給が停止された（電断された）後に
おいて、スロットマシン１への電力供給が再開されたときに、起動処理を実行する。ここ
で、スロットマシン１への電力供給が停止される要因として、店員などにより、スロット
マシン１の電源スイッチ３９がオフにされるというものと、たとえば停電のような突発的
な電断されるというものとを含む。
【０３４９】
　図４０は、メイン制御部４１による起動処理を示すフローチャートである。図４０では
、主要な処理について示す。メイン制御部４１は、設定キースイッチ３７がＯＮの状態で
あるか否かを判定する（Ｓ２２）。メイン制御部４１は、設定キースイッチ３７がＯＮの
状態である場合には（Ｓ２２でＹ）、設定変更状態に移行する（Ｓ２４）。設定変更状態
とは、前面扉１ｂを開放した後に、スロットマシン１の内部に設けられたリセット／設定
スイッチ３８（図６参照）への操作により設定値を変更できる状態である。また、設定値
とは、内部抽選における当選確率を特定する値であり、設定値ワークに保存される値であ
る。設定値は１～６の６段階からなり、６が最も遊技者にとっての有利度合いが高く（メ
ダル払出率が高く）、５、４、３、２、１の順に値が小さくなるほど有利度合いは低くな
る（メダル払出率が低くなる）。すなわち、設定値として６が設定されている場合には、
遊技者にとって最も有利度が高く、５、４、３、２、１の順に値が小さくなるほど有利度
が段階的に低くなる。
【０３５０】
　また、Ｓ２４では、メイン制御部４１は、設定開始コマンドをサブ制御部９１に対して
送信し（Ｓ２４）、Ｓ２６の処理へ移行する。設定開始コマンドとは、設定変更状態が開
始されたことを特定可能なコマンドである。サブ制御部９１は、設定開始コマンドを受信
することにより、設定変更状態への移行が開始されたことを認識する。
【０３５１】
　一方、メイン制御部４１は、設定キースイッチ３７がＯＦＦの状態である場合には（Ｓ
２２でＮ）、Ｓ２４の処理を行わずに、Ｓ２６の処理へ移行する。Ｓ２６では、所定の報
知部の報知状態を電断前の状態に制御する。ここで、スロットマシン１は、バックアップ
電源を有している。よって、突然の電断（たとえば、停電）が発生した場合であっても、
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バックアップ電源がメイン制御部４１およびサブ制御部９１に供給されることにより、所
定期間、バックアップ領域に記憶されている情報（以下、電断前情報ともいう。）を保持
できる。メイン制御部４１およびサブ制御部９１は、電断から復帰したときには、バック
アップ領域に退避された情報およびフラグに基づいて、各種の報知部の表示状態を電断前
の表示状態に戻すことができる。ここで、所定の報知部とは、図５４にも示すように、「
１ＢＥＴＬＥＤ１４、２ＢＥＴＬＥＤ１５、３ＢＥＴＬＥＤ１６（以下、ＢＥＴ表示部と
もいう。）」と、「払出数表示部（遊技補助表示器）１２」と、「小役が入賞しときにリ
ールＬＥＤ５５を点灯させ小役が入賞したことを報知する透視窓３に対応する透過領域５
１ｂ（以下、入賞表示部ともいう。）」とがある。Ｓ２６の処理の後に、Ｓ３２の処理へ
移行する。
【０３５２】
　Ｓ３２では、メイン制御部４１は、設定開始コマンドを送信したか否か（つまり、Ｓ２
４での処理を実行したか否か）を判定する。この判定の手法について説明すると、たとえ
ば、Ｓ２４の処理が実行された場合には、設定開始コマンド送信済みフラグが、メイン制
御部４１のＲＡＭに格納される。Ｓ３２において、設定開始コマンド送信済みフラグが格
納されているか否かを判定し、設定開始コマンド送信済みフラグが格納されていると判定
された場合には、Ｓ３２でＹＥＳと判断される。一方、Ｓ３２において、設定開始コマン
ド送信済みフラグが格納されていないと判定された場合には、Ｓ３２でＮＯと判断される
。また、Ｓ３２でＹＥＳと判断された場合には、設定開始コマンド送信済みフラグは消去
される。
【０３５３】
　Ｓ３４において、設定値確定操作が実行されたか否かを判定する。ここで設定値確定操
作とは、設定変更状態で変更された設定値を確定させる操作である。本実施形態の設定値
確定操作は、「スタートスイッチ７への操作、および該スタートスイッチ７への操作後に
おいて設定キースイッチ３７をオフにする操作、該設定キースイッチ３７をオフにする操
作後において前面扉１ｂを閉める操作」である。Ｓ３４では、設定値確定操作が実行され
るまで待機する（Ｓ３４でＮＯ）。また、Ｓ３４において、設定値確定操作が実行された
と判定されたときには、Ｓ３６の処理へ移行する。
【０３５４】
　Ｓ３６においては、設定変更状態を終了させるとともに、設定終了コマンドをサブ制御
部９１に対して送信する。設定終了コマンドとは、設定変更状態が終了されたことを特定
可能なコマンドである。サブ制御部９１は、設定終了コマンドを受信することにより、設
定変更状態が終了されたことを認識する。
【０３５５】
　一方、メイン制御部４１は、設定コマンド（開始コマンド）を送信しなかった場合には
（Ｓ３２でＮ）、Ｓ３４の処理を行わずに、処理を終了する。
【０３５６】
　また、起動処理では、図４０の処理の他に、メイン制御部４１の各部においてエラーの
有無を検出するエラー検出処理などが実行される。
【０３５７】
　［サブ制御部９１により実行される起動処理について］
　サブ制御部９１は、スロットマシン１への電力供給が停止された（電断された）後にお
いて、スロットマシン１への電力供給が再開されたときに、起動処理を実行する。図４１
は、サブ制御部９１における起動処理を示すフローチャートである。サブ制御部９１は、
キャラクタ役物２００や回転役物２０１を初期動作させる役物初期化処理を実行する（Ｓ
５２）。ここで、キャラクタ役物２００の初期動作とは、キャラクタ役物２００を初期位
置（原点位置）に位置させるとともに、初期位置（図４に示す位置）に存在するキャラク
タ役物２００を駆動位置（図５６に示す位置）まで変位させて動作確認を行うことや、腕
部材３００、指部材３１１、を動作させて原点位置に位置させるとともに実際の演出と同
じ動作をさせて動作確認を行うことや、回転体２０１’を回転させて動作確認を行うこと
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である。このように、初期動作を実行させることにより、電断復帰時において、各役物が
正常に動作するか否かを店員などが確認することができる。
【０３５８】
　図４２は、本実施形態の役物初期化処理（Ｓ５２）を示すフローチャートである。役物
初期化処理においてサブＣＰＵ９１ａは、先ず、設定データに基づいて最初に動作させる
可動体を特定する（Ｓ１０１）。設定データには、可動体の順序データが含まれており、
本実施形態では、該順序としてキャラクタ役物２００（本体）→腕部材３００→指部材３
１１→回転役物２０１の順が予め設定されている。よって、最初にＳ１０１が実行される
ときには、キャラクタ役物２００が対象の可動体として特定されることになる。尚、実動
作確認動作における順序としては、キャラクタ役物２００（腕部材３００と指部材３１１
を含む）→回転役物２０１の順が予め設定されている。
【０３５９】
　次いで、Ｓ１０１で特定した可動体が原点検出を行うことが必要な原点検出対象可動体
であるか否かを判定する（Ｓ１０２）。
【０３６０】
　本実施形態において、これら原点検出を行うことが必要な原点検出対象可動体としては
、前述したように、回転役物２０１以外の可動体が設定されている。よって、Ｓ１０１で
特定した可動体がキャラクタ役物２００や腕部材３００や指部材３１１である場合には、
該判定において「Ｙ」と判定される一方、Ｓ１０１で特定した可動体が回転役物２０１で
ある場合には、「Ｎ」と判定されることになる。
【０３６１】
　Ｓ１０２において「Ｎ」と判定された場合にはＳ１３０に進む。一方、Ｓ１０２におい
て「Ｙ」と判定された場合には、Ｓ１０３に進んで、動作対象可動体に対応する原点検出
センサの検出状態を特定し（Ｓ１０３）、原点検出センサが検出状態であるか否か、つま
り、対象の可動体が原点位置（初期位置）に位置しているか否かを判定する（Ｓ１０４）
。
【０３６２】
　原点位置（初期位置）に位置していない場合（Ｓ１０４；Ｎ）には、Ｓ１０５に進んで
、非検出時動作の実行回数を計数するための非検出時動作回数カウンタに０をセットした
後（Ｓ１０５）、動作対象役物を動作させるための制御速度として、後述する実動作確認
用動作制御（ロング初期化動作制御）における最低速度（図４４、図４５参照）と同じ動
作速度で動作対象役物を動作させるための最低制御速度を設定し（Ｓ１０６）、動作対象
可動体の駆動装置（動作対象可動体がキャラクタ役物２００の場合は第１駆動装置９９ａ
、動作対象可動体が腕部材３００の場合は第２駆動装置９９ｂ、動作対象可動体が腕部材
３００の場合は第３駆動装置９９ｃ、動作対象可動体が腕部材３００の場合は第３駆動装
置９９ｃ、回転役物２０１の場合は第４駆動装置９９ｄ）を原点位置方向に駆動開始する
とともに（Ｓ１０７）、非検出時動作期間タイマのタイマカウントを開始する（Ｓ１０８
）。尚、非検出時動作期間タイマのタイマカウントは、例えば、該起動処理において既に
初期化されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）から一定期間毎に出力される信号の数をカ
ウントすること等により行うようにすればよい。
【０３６３】
　そして、原点検出センサが検出状態となるかとともに、非検出時動作期間タイマが上限
時間に対応する値となったか否かを監視する監視状態に移行する（Ｓ１０９、Ｓ１１０）
。
【０３６４】
　動作対象可動体の駆動装置（例えば、第１駆動装置９９ａ）を原点位置方向に駆動させ
ることで動作対象可動体が原点位置（初期位置）に位置して原点検出センサが検出状態と
なった場合には可動役物駆動モータの駆動を停止してＳ１３０に進む。一方、非検出時動
作期間タイマが上限時間に対応する値となった場合、つまり、上限時間が経過しても動作
対象可動体が原点位置（初期位置）に位置しなかった場合には、Ｓ１１２に進んで、当該
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動作対象可動体の原点復帰エラーを記憶するとともに、非検出時動作回数カウンタに１を
加算して（Ｓ１１２）、該加算後の非検出時動作回数カウンタの値が、動作エラー判定回
数（例えば３）に達したか否かを判定する（Ｓ１１３）。
【０３６５】
　Ｓ１１３において非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定回数に達している場
合には、可動役物駆動モータの駆動を停止し、当該動作対象役物の原点復帰エラーを記憶
し（Ｓ１１４）、Ｓ１３０に進む。つまり、非検出時動作制御において動作対象役物が原
点位置（初期位置）に位置しなかった場合には、当該動作対象役物について後述する実動
作確認用動作制御を実行しないようにする（当該動作対象役物をデッドエンド状態する）
ために原点復帰エラーを記憶し、Ｓ１３０に進む。
【０３６６】
　尚、本実施形態では、Ｓ１１３において非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判
定回数に達している場合には、当該動作対象役物をデッドエンド状態する形態を例示した
が、本発明はこれに限定されるものではなく、Ｓ１１３において非検出時動作回数カウン
タの値が動作エラー判定回数に達している場合に、エラー処理を開始し、該エラー処理を
実行することにより、役物初期化処理が中断されることで、演出制御メイン処理がＳ５２
に進むことなく中断され、演出制御基板１２（演出制御用ＣＰＵ１２０など）は起動しな
い状態（デットエンド状態）にするようにしてもよい。
【０３６７】
　また、動作対象役物をデッドエンド状態とした場合、演出制御基板９０（演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０など）は起動するが、例えば、サブＣＰＵ９１ａは、可動役物を動作させるこ
とを示す入力信号（例えば、演出用スイッチ５６等の検出信号）の受付けを無効としたり
、該入力信号が入力されても可動役物を動作させないようにするといった処理を実行する
ことが好ましい。
【０３６８】
　一方、非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定回数に達していない場合には、
Ｓ１０６に戻り、再度、Ｓ１０６～Ｓ１０８の処理を行うことにより、動作対象可動体を
、実動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）における最低速度にて原点位置に移動
させる動作制御（非検出時動作制御）を開始して、前述したＳ１０９、Ｓ１１０の監視状
態に移行する。
【０３６９】
　よって、Ｓ１１０にてエラー判定時間が経過したと判定されたとしても、非起動エラー
判定回数に達するまで繰り返し動作対象可動体を原点位置（初期位置）に移動させる動作
（非検出時動作）を実行している間に動作対象可動体が原点位置（初期位置）にて検出し
た場合には、Ｓ１１４に進むことなく、Ｓ１３０に進むことになる。
【０３７０】
　一方、上記したＳ１０４において「Ｙ」と判定されてＳ１２０に進んだ場合には、検出
時動作回数カウンタに０をセットした後、検出時動作プロセスデータをセットし（Ｓ１２
１ａ）、検出時動作プロセスタイマのタイマカウントを開始する（Ｓ１２１ｂ）。尚、検
出時動作プロセスタイマのタイマカウントとしては、前述した非検出時動作期間タイマの
タイマカウントと同様に、起動処理において既に初期化されたＣＴＣから一定期間毎に出
力される信号の数をカウントすること等により行うようにすればよい。また、本実施形態
の検出時動作プロセスデータには、動作対象可動体を動作させるための制御速度として、
後述する実動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）における最低速度（図４４、図
４５参照）と同じ動作速度で動作対象役物を動作させるための最低制御速度が記述（設定
）されている。
【０３７１】
　次いで、セットされた検出時動作プロセスデータに設定されている最低制御速度に基づ
いて動作対象可動体を動作させるとともに（Ｓ１２２）、プロセスデータが完了したか否
かを判定し（Ｓ１２３）、プロセスデータが完了していない場合には、Ｓ１２２に戻り、
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動作対象可動体を検出時動作プロセスデータに設定されている最低制御速度に基づいて動
作させる。
【０３７２】
　このように、検出時動作制御においては、検出時動作プロセスデータが完了するまで、
検出時動作プロセスデータに設定されている最低制御速度に基づく最低速度、つまり、実
動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）における最低速度にて、原点位置（初期位
置）から一旦離れ、該原点位置（初期位置）から離れた位置から原点位置（初期位置）に
戻るという動作を行う（図４４参照）。尚、原点位置から離れた位置とは、原点位置の近
傍位置、つまり、各原点検出センサにより各可動役物の被検出部を検出できない位置であ
って各演出位置よりも原点位置に近い所定位置（検出時動作位置）として設定されている
。
【０３７３】
　Ｓ１２３の判定において、セットされている検出時動作プロセスデータが完了したと判
定した場合には、可動役物駆動モータの駆動を停止してＳ１２４に進んで、原点検出セン
サが検出状態になっているか否か、つまり、動作対象可動体が原点位置（初期位置）に位
置しているか否かを判定（確認）する。
【０３７４】
　原点検出センサが検出状態になっている場合、つまり、動作対象可動体が原点位置（初
期位置）に位置している場合にはＳ１３０に進む。
【０３７５】
　一方、原点検出センサが検出状態になっていない場合、つまり、動作対象役物が原点位
置（初期位置）に位置していない場合には、検出時動作回数カウンタに１を加算して（Ｓ
１２６）、該加算後の検出時動作回数カウンタの値が、動作エラー判定回数（例えば３）
に達したか否かを判定する（Ｓ１２７）。検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定
回数に達している場合には、Ｓ１２８に進んで当該動作対象役物の原点復帰エラーを記憶
し（Ｓ１２８）、Ｓ１３０に進む。つまり、検出時動作制御において動作対象役物が原点
位置（初期位置）に位置しなかった場合には、当該動作対象役物について後述する実動作
確認用動作制御を実行しないようにする（当該動作対象役物をデッドエンド状態する）た
めに原点復帰エラーを記憶し、Ｓ１３０に進む。
【０３７６】
　尚、本実施形態では、Ｓ１２７において検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定
回数に達している場合には、当該動作対象役物をデッドエンド状態する形態を例示したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、Ｓ１１３において検出時動作回数カウンタの
値が動作エラー判定回数に達している場合に、エラー処理を開始し、該エラー処理を実行
することにより、第２初期化処理が中断されることで、演出制御メイン処理がＳ５２に進
むことなく中断され、演出制御基板１２は起動しない状態（デットエンド状態）にするよ
うにしてもよい。
【０３７７】
　また、動作対象役物をデッドエンド状態とした場合、演出制御基板１２（演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０など）は起動するが、例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、可動役物を動作さ
せる入力信号（例えば、演出ボタン等の検出信号）の受付けを無効としたり、該入力信号
が入力されても可動役物を動作させないようにするといった処理を実行することが好まし
い。
【０３７８】
　Ｓ１０２で「Ｎ］と判定された場合、Ｓ１０９で「Ｙ」と判定された場合、もしくはＳ
１２４で「Ｙ」と判定された場合に実行するＳ１３０においては、可動体のうちで未だ動
作対象としていない残りの可動体が存在するか否かを判定し、残りの可動体が存在しない
場合（具体的には、動作対象可動体が回転役物２０１である場合）には、図４３に示す実
動作確認動作制御を行う処理に移行する。一方、残りの可動体が存在する場合には、Ｓ１
３１に進んで、次に動作させる可動体を特定した後、Ｓ１０２に戻って、該特定した動作
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対象可動体について、Ｓ１０２以降の上記した処理を同様に実行する。
【０３７９】
　尚、動作対象可動体がキャラクタ役物２００である場合にＳ１３１が実行される場合に
は、設定データに基づいて腕部材３００が動作対象可動体として特定され、動作対象可動
体が腕部材３００である場合にＳ１３１が実行される場合には、設定データに基づいて指
部材３１１が動作対象可動体として特定され、動作対象可動体が指部材３１１である場合
にＳ１３１が実行される場合には、設定データに基づいて回転役物２０１が動作対象可動
体として特定される。
【０３８０】
　次に図４３に示す処理について説明すると、図４３に示すＳ２００においてサブＣＰＵ
９１ａは、先ず、実動作確認動作用の設定データに基づいて最初に動作確認する可動体（
確認対象役物）を特定する（Ｓ２００)。次いで、当該確認対象役物または確認対象役物
に搭載されている可動体の原点復帰エラーの記憶が有るか否かを判定する（Ｓ２０１)。
【０３８１】
　確認対象役物または確認対象役物に搭載されている可動体の原点復帰エラーの記憶が有
る場合は、Ｓ２０２～Ｓ２１０までの処理を実行することなくＳ２２０に進む。このよう
にすることで、本実施形態では、これら非検出時動作制御や検出時動作制御において原点
復帰エラーと判定された可動体を有する役物については実動作確認動作制御を行わないよ
うになっている。
【０３８２】
　一方、確認対象役物の原点復帰エラーの記憶が無い場合は、Ｓ２０２ａに進んで、確認
対象役物に対応する実動作確認用プロセスデータをセットする。つまり、確認対象役物が
キャラクタ役物２００であれば、キャラクタ役物２００の実動作確認用プロセスデータを
セットし、確認対象役物が回転役物２０１であれば、回転役物２０１の実動作確認用プロ
セスデータをセットする。尚、これら各実動作確認用プロセスデータには、演出において
当該役物が後述するじゃんけん演出（可動体演出）において実際に行う動作と同一の動作
を行うように制御速度等が記述（設定）されている。よって、キャラクタ役物２００の実
動作確認用プロセスデータには、キャラクタ役物２００の動作だけではなく、キャラクタ
役物２００が駆動位置において行う腕部材３００を進出させて揺動させる動作や、指部材
３１１をグーやチョキやパーにする動作についても記述（設定）されている。
【０３８３】
　次いで、実動作確認用プロセスタイマのタイマカウントを開始する（Ｓ２０２ｂ）。尚
、実動作確認用プロセスタイマのタイマカウントとしては、前述した非検出時動作期間タ
イマのタイマカウントと同様に、起動処理により既に初期化されたＣＴＣから一定期間毎
に出力される信号の数をカウントすること等により行うようにすればよい。
【０３８４】
　そして、セットされた実動作確認用プロセスデータにおいて実動作確認用プロセスタイ
マのタイマカウント値に対応して設定されている制御速度にて確認対象役物の各可動体を
動作させるとともに（Ｓ２０３）、プロセスデータが完了したか否かを判定し（Ｓ２０４
）、プロセスデータが完了していない場合には、Ｓ２０３に戻り、確認対象役物の各可動
体を、その時点の実動作確認用プロセスタイマのタイマカウント値に対応して設定されて
いる制御速度に基づいて動作させる。
【０３８５】
　このように、実動作確認用プロセスデータが完了するまで、実動作確認用プロセスデー
タに実動作確認用プロセスタイマのタイマカウント値に対応して設定されている制御速度
にて確認対象役物を動作させることにより、確認対象役物の制御速度を、時系列的に順次
変更して、じゃんけん演出などの可動体演出において当該可動役物を実際に動作させる際
に設定する制御速度と同一の加速または減速を行うことができる。
【０３８６】
　そして、Ｓ２０４の判定において、セットされている実動作確認用プロセスデータが完
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了したと判定した場合には、可動役物駆動モータの駆動を停止し、当該対象役物は原点対
象役物であるか否かを判定する（Ｓ２０４ａ）。当該対象役物が原点検出対象役物でなけ
れば、つまり、回転役物２０１であればＳ２２０に進み、当該対象役物が原点検出対象役
物であれば、つまり、キャラクタ役物２００であればＳ２０５に進む。当該キャラクタ役
物２００の全ての可動体の原点検出センサ（第１原点検出センサ１０５ａ、第２原点検出
センサ１０５ｂ、第３原点検出センサ１０５ｃ）が全て検出状態になっているか否か、つ
まり、動作対象役物における可動体が全て原点位置（初期位置）に位置しているか否かを
判定（確認）する（Ｓ２０５）。
【０３８７】
　原点検出センサが全て検出状態になっている場合、つまり、確認対象役物の可動体が全
て原点位置（初期位置）に位置している場合にはＳ２２０に進む。一方、原点検出センサ
が全て検出状態になっていない場合、つまり、確認対象役物におけるいずれかの可動体が
原点位置（初期位置）に位置していない場合には、原点位置（初期位置）に位置していな
い可動体を特定し、該可動体を動作対象とする前述した非検出時動作制御を（図４２参照
）を行って対象役物を原点位置（初期位置）に位置させるためにＳ２０６～Ｓ２１３の処
理を行う。
【０３８８】
　具体的には、非検出時動作制御の実行回数を計数するための非検出時動作回数カウンタ
に０をセットした後（Ｓ２０６）、制御速度として実動作確認用動作制御（ロング初期化
動作制御）における最低速度と同じ動作速度で動作対象役物を動作させるための最低制御
速度を設定し（Ｓ２０７）、確認対象役物の駆動装置、例えば、確認対象役物がキャラク
タ役物２００であって、対象可動体がキャラクタ役物２００（本体）であれば、第１駆動
装置９９ａを原点位置（初期位置）方向に駆動開始するとともに（Ｓ２０８）、非検出時
動作期間タイマのタイマカウントを開始する（Ｓ２０９）。
【０３８９】
　そして、対象可動体に対応する原点検出センサが検出状態となるかとともに、非検出時
動作期間タイマが上限時間に対応する値となったか否かを監視する監視状態に移行する（
Ｓ２１０、Ｓ２１１）。
【０３９０】
　対象可動体の駆動装置（例えば、第１駆動装置９９ａ）を原点位置（初期位置）方向に
駆動させることで対象可動体が原点位置（初期位置）に位置して対応する原点検出センサ
が検出状態となった場合には、Ｓ２１０にて「Ｙ」と判定されてＳ２２０に進む。一方、
非検出時動作期間タイマが上限時間に対応する値となった場合、つまり、上限時間が経過
しても対象可動体が原点位置（初期位置）に位置しなかった場合には、Ｓ２１２に進んで
、非検出時動作回数カウンタに１を加算して（Ｓ２１２）、該加算後の非検出時動作回数
カウンタの値が、動作エラー判定回数（例えば３）に達したか否かを判定する（Ｓ２１３
）。
【０３９１】
　非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定回数に達している場合には、Ｓ２２０
に進む。尚、本実施形態では、Ｓ２１３において非検出時動作回数カウンタの値が動作エ
ラー判定回数に達している場合には、そのままＳ２２０に進む形態を例示したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、当該確認対象役物の原点復帰エラーを記憶するととも
に、後述するＳ２２２においても原点復帰エラーの記憶をクリアせずに、当該確認対象役
物について以後は実動作を実行しないようにするようにしてもよい。あるいは、エラー処
理（例えば、エラー報知等も含む）を開始し、該エラー処理を実行することにより、役物
初期化処理が中断されることで、演出制御メイン処理がＳ５２に進むことなく中断され、
演出制御基板１２は起動しない状態（デットエンド状態）にするようにしてもよい。
【０３９２】
　また、動作対象役物をデッドエンド状態とした場合、演出制御基板１２（演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０など）は起動するが、例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、可動役物を動作さ
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せる入力信号（例えば、演出ボタン等の検出信号）の受付けを無効としたり、該入力信号
が入力されても可動役物を動作させないようにするといった処理を実行することが好まし
い。
【０３９３】
　一方、非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定回数に達していない場合には、
Ｓ２０７に戻り、再度、Ｓ２０７、Ｓ２０８、Ｓ２０９の処理を行うことにより、対象可
動体を、実動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）における最低速度にて原点位置
（初期位置）に移動させる動作（非検出時動作）を開始して、前述したＳ２１０、Ｓ２１
１の監視状態に移行する。
【０３９４】
　よって、Ｓ２１１にてエラー判定時間が経過したと判定されたとしても、動作エラー判
定回数に達するまで繰り返し対象可動体を原点位置（初期位置）に移動させる動作（非検
出時動作）を実行している間に該対象可動体が原点位置（初期位置）にて検出された場合
には、Ｓ２２０に進むことになる。
【０３９５】
　Ｓ２０１で「Ｙ」と判定された場合、Ｓ２０４ａで「Ｎ」と判定された場合、Ｓ２０５
で「Ｙ」と判定された場合、もしくはＳ２１０で「Ｙ」と判定された場合に実行するＳ２
２０においては、可動役物のうちで未だ動作確認の確認対象としていない残りの可動役物
が存在するか否かを判定し、残りの可動役物が存在しない場合（具体的には、動作確認の
対象役物が回転役物２０１である場合）には、Ｓ１１４やＳ１２８で記憶した原点復帰エ
ラーの記録をクリア（Ｓ２２２）して、当該処理を終了する一方、残りの可動役物が存在
する場合には、Ｓ２２１に進んで、次に動作確認する可動役物を特定した後、Ｓ２０１に
戻って、該特定した対象役物について、Ｓ２０１以降の上記した処理を同様に実行する。
よって、Ｓ２２１において回転役物２０１が特定された場合には、Ｓ２０２ａ～Ｓ２０４
の処理が実行されることで、実際の演出時において回転役物２０１が回転する動作が、実
動作確認動作として行われることになる。
【０３９６】
　ここで、これら図４２、図４３に示す役物初期化処理が実行されることによる可動役物
の動作態様及び制御内容について、図４４、図４５を用いて説明する。図４４は、サブＣ
ＰＵ９１ａが行う非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用動作制御の動作態
様を示す概略説明図である。図４５は、（Ａ）は実動作確認用動作制御における制御速度
を示す説明図、（Ｂ）は検出時動作制御における制御速度を示す説明図、（Ｃ）は非検出
時動作制御における制御速度を示す説明図である。
【０３９７】
　尚、図４４及び図４５においては、原点検出対象役物であるキャラクタ役物２００にお
ける非検出時動作制御（ショート初期化動作制御）、検出時動作制御（ショート初期化動
作制御）及び実動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）についてのみ説明し、原点
検出対象役物でない回転役物２０１についての説明は省略することとする。また、説明を
理解しやすくするために、水平方向に動作（変位）するキャラクタ役物２００（本体）を
例に説明するが、腕部材３００や指部材３１１についても同様である。
【０３９８】
　図４４に示すように、キャラクタ役物２００（本体）は、原点位置（初期位置）と駆動
位置（演出位置）との間で往復動作可能に設けられており、原点位置から駆動位置への往
動作や駆動位置から原点位置への復動作は、前述した可動体演出等において実際に行う実
動作とされている。
【０３９９】
　サブＣＰＵ９１ａは、役物初期化処理を実行したときに、対象可動体の被検出部が、対
象可動体に対応する原点検出センサにより検出されない場合、つまり、対象可動体が何ら
かの理由（例えば、搬送や遊技島への設置時に原点位置から動いてしまっている場合、前
回の動作時に原点復帰できなかった場合（例えば、演出の実行時において、モータの脱調
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、故障、引っ掛かりなどにより可動役物の原点復帰が確認できなかったり動作できなくな
るといった役物エラー（動作異常）が発生した場合など）、遊技機の振動により原点位置
から動いてしまった場合など）により原点位置以外の位置（例えば、図４４における非検
出時動作制御に対応する黒丸で示す位置など、原点位置と演出位置との間の所定位置）に
ある場合、原点復帰させるための非検出時動作制御を実行する。この非検出時動作制御を
実行する場合、対象可動体は原点位置から離れた位置にあるため、動作としては対象可動
体を原点位置方向に移動させる動作のみとされている。
【０４００】
　また、サブＣＰＵ９１ａは、役物初期化処理を実行したときに、対象可動体の被検出部
が、対象可動体に対応する原点検出センサにより検出された場合、検出時動作制御を実行
する。
【０４０１】
　例えば、被検出部が原点検出センサにより確実に検出されるように、被検出部が原点検
出センサにより検出されたときから可動役物の原点位置方向への動作が規制されるまでの
間に所定の動作可能範囲（例えば、遊び）が設定されている場合などにおいては、原点復
帰して原点検出センサにより検出された位置よりもさらに奥側にずれた位置に停止するこ
とがある。よって、被検出部が原点検出センサにより検出されていても、可動役物をより
正確な原点位置に復帰させるための検出時動作制御を行う。
【０４０２】
　この検出時動作制御は、原点検出センサによる対象可動体の被検出部の検出状態を一旦
解除するために対象可動体を原点位置から離れた位置へ移動させた後に原点位置に復帰さ
せる必要があるが、演出位置まで移動させる必要はないので、対象可動体を原点位置から
該原点位置の近傍である検出時動作位置まで移動させた後、原点位置に復帰させる。つま
り、実動作よりも短い距離で往復動作させる。
【０４０３】
　また、サブＣＰＵ９１ａは、役物初期化処理において非検出時動作制御または検出時動
作制御を実行した後、実動作確認用動作制御を実行する。実動作確認用動作制御は、確認
対象役物が各種演出等において実際に行う実動作と同一の動作とされている。
【０４０４】
　次に、サブＣＰＵ９１ａが非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用動作制
御を実行する際に設定する制御速度について比較する。尚、図４５（Ａ）、図４５（Ｂ）
、図４５（Ｃ）にて示す速度は、サブＣＰＵ９１ａが各役物（可動体）を動作させるため
に設定する制御速度であって、役物（可動体）の実際の動作速度とは異なる。つまり、例
えば、所定の可動役物を動作させる場合において、原点位置と演出位置との間における一
の移動区間と他の移動区間に同一の制御速度を設定した場合でも、一の移動区間と他の移
動区間とで態様が異なる場合（例えば、バネがある区間とない区間、直線区間と曲線区間
）や、同一の移動区間でも上昇する場合と下降する場合においては、可動役物を実際に動
作させた場合の動作速度は制御速度とは異なることがある。また、可動役物に対し同一の
制御速度を設定しても、各可動役物の大きさ、重量、動作態様、動作距離、駆動機構等の
違いがある場合、各可動役物の実際の動作速度は必ずしも同一にはならない。複数の可動
役物を同一性能のステッピングモータにて動作させる場合において、各可動役物に対し同
一の制御速度を設定しても、各可動役物の大きさ、重量、動作態様、動作距離、駆動機構
等の違いがある場合、各可動役物の実際の動作速度（実速度）は必ずしも同一にはならな
い。
【０４０５】
　図４５（Ａ）に示すように、サブＣＰＵ９１ａは、実動作確認用動作制御を実行する場
合、セットした実動作確認用プロセスデータにおいて実動作確認用プロセスタイマのタイ
マカウント値に対応して設定されている制御速度に基づいて確認対象役物を動作させる。
具体的には、原点位置から加速した後に減速して演出位置に停止させるとともに、演出位
置から加速した後に減速して原点位置に停止させる制御を行う。すなわち、各可動役物が
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正常に動作可能であることを確認するための実動作確認用動作制御では、原点位置と駆動
位置との間において、可動役物の制御速度を低速→高速→低速の順に変化させる。つまり
、サブＣＰＵ９１ａは、各可動役物の可動体演出を実行する場合、第１速度である最低速
度（低速）と該最低速度よりも速い第２速度としての最高速度（高速）との範囲内の速度
で各可動役物が動作するように制御するため、実動作確認用動作制御を実行する場合にお
いても、第１速度である最低速度（低速）と該最低速度よりも速い第２速度としての最高
速度（高速）との範囲内の速度で各可動役物が動作するように制御する。
【０４０６】
　すなわち、上記第１速度としての最低速度や第２速度としての最高速度は、可動役物の
実際の動作速度であって、該動作速度としての最低速度や最高速度となるように制御速度
が設定されることになる。尚、以下においては、最低制御速度に基づいて可動役物を動作
させた場合は最低速度にて動作し、最高制御速度に基づいて可動役物を動作させた場合は
最高速度にて動作するものとして説明する。
【０４０７】
　ここで、役物の加速時及び減速時における動作速度が、実動作確認用動作制御における
最低速度となるように制御速度が設定されている。また、演出位置（駆動位置）に移動（
動作）した後に原点位置に復帰させる際においては、演出位置に停止させるときよりも長
い時間にわたり実動作確認用動作制御における最低速度となるように制御することで、可
動役物を確実に減速させてから原点検出センサにより被検出部が検出されるようにしてい
る。
【０４０８】
　また、図４５（Ｂ）に示すように、サブＣＰＵ９１ａは、検出時動作制御を実行する場
合、原点位置から演出位置（駆動位置）まで移動（動作）させる期間及び演出位置（駆動
位置）から原点位置まで移動させる期間において、常に実動作確認用動作制御における最
低速度（第１速度）にて可動役物が動作するように制御する。つまり、サブＣＰＵ９１ａ
は、第１動作制御としての検出時動作制御における最高速度が、第２動作制御としての実
動作確認用動作制御における最低速度以下の速度（本実施形態では、実動作確認用動作制
御における最低速度と同じ速度）となるように、常に実動作確認用動作制御において設定
されている制御速度のうち最も低い最低制御速度に基づいて可動役物を動作させる制御を
行う。
【０４０９】
　また、検出時動作制御の場合、実動作確認用動作制御に比べて可動役物の動作距離が短
いため、実動作確認用動作制御において加速したときの制御速度、つまり高速で動作させ
ると、原点検出センサにて被検出部を確実に検出できなかったり、近距離から可動役物が
原点位置に復帰して移動規制されたときの衝撃により可動役物等が破損したりする虞があ
るため、実動作確認用動作制御における最低速度にて動作するように制御する。
【０４１０】
　また、図４５（Ｃ）に示すように、サブＣＰＵ９１ａは、非検出時動作制御を実行する
場合、原点位置と演出位置との間の任意の位置から原点位置まで移動させる期間において
、常に実動作確認用動作制御における最低速度（第１速度）にて動作するように制御する
。つまり、サブＣＰＵ９１ａは、第１動作制御としての非検出時動作制御における最高速
度（最大動作速度）が、第２動作制御としての実動作確認用動作制御における最低速度以
下の速度（本実施形態では、実動作確認用動作制御における最低速度と同じ速度）となる
ように、常に実動作確認用動作制御において設定されている制御速度のうち最も低い最低
制御速度に基づいて可動役物を動作させる制御を行う。
【０４１１】
　この場合、対象可動体は原点位置からどの程度離れた位置にあるかが不明であるため、
対象可動体が原点位置の近傍に位置していた場合、実動作確認用動作制御において加速し
たときの制御速度、つまり高速で動作させると、可動役物が原点位置に復帰したときに原
点検出センサにて被検出部を確実に検出できなかったり、近距離から可動役物が原点位置
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に復帰して移動規制されたときの衝撃により可動役物等が破損したりする虞があるため、
実動作確認用動作制御における最低速度にて動作するように制御する。
【０４１２】
　このように本実施形態では、サブＣＰＵ９１ａは、第１動作制御としての非検出時動作
制御や検出時動作制御を実行する場合、実動作確認用動作制御において設定されている最
低制御速度に基づいて常に単一（一定）の動作速度で可動役物が動作するように制御を行
う。そしてこれら最低速度は、各可動役物に対応する実動作確認用動作制御における最低
速度であり、各可動役物に共通する動作速度ではないので、各可動役物における最低速度
は異なる場合がある。
【０４１３】
　具体的には、例えば、可動体である腕部材３００と指部材３１１とは、図５６に示すよ
うに、大きさ、重量、動作態様、動作距離、駆動モータを含む駆動機構が各々異なるため
、同一の制御速度を設定した場合でも可動体の実際の動作速度は異なる。また、各可動役
物に対し異なる制御速度を設定した場合においても可動役物の実際の動作速度は異なる。
このように、最低速度は各可動役物に応じて設定された制御速度に基づく動作速度であり
、可動役物に最適な最低速度にて動作するように制御するため、態様が異なる複数の可動
役物を原点位置にて確実に検出させることが可能となる。
【０４１４】
　以上のように、本実施形態では上記した役物初期化処理を実行することで、第１動作制
御において、可動役物はいかなるタイミングでも停止可能な速度で動作するため、安全に
原点位置に位置させることができる。具体的には、非検出時動作制御や検出時動作制御で
は、実動作確認用動作制御に比べて可動役物を原点位置まで移動させる距離が短い場合が
あるため、非検出時動作制御や検出時動作制御における最高速度を、実動作確認用動作制
御における最低速度とすることで、被検出部を検出手段により確実に検出させることがで
きるとともに、可動役物を高速で移動させたまま移動規制された衝撃で破損することを回
避できる。
【０４１５】
　尚、非検出時動作制御や検出時動作制御を実行する際に、実動作確認用動作制御におけ
る最低速度以下の速度で可動役物が動作するように制御する場合、非検出時動作制御や検
出時動作制御を実行する際に設定する制御速度と、実動作確認用動作制御において設定す
る最低制御速度とは同一の制御速度でもよいし異なる制御速度でもよい。
【０４１６】
　また、サブＣＰＵ９１ａは、非検出時動作制御及び検出時動作制御を実行する場合、常
に予め設定された単一（一定）の動作速度、つまり、常に実動作確認用動作制御における
最低速度にて各可動体を動作させるので、各可動体を原点位置に位置させる際の動作速度
を一定とすることができ、各可動体の破損等を防ぐことができる。
【０４１７】
　また、サブＣＰＵ９１ａは、非検出時動作制御及び検出時動作制御を実行する場合、常
に実動作確認用動作制御における最低速度（第１速度）にて各可動体を動作させるので、
各可動体の安全動作を確保しつつ、過度に速度を下げる（例えば、実動作確認用動作制御
における最低速度よりも遅い速度とするなど）ことなく安全に動作できる最高速度（第１
速度）を選択することで、非検出時動作制御や検出時動作制御の期間を短縮することがで
きる。
【０４１８】
　また、非検出時動作制御における最高速度が、検出時動作制御における最低速度以下の
速度となるように、つまり、非検出時動作制御を実行する場合、常に検出時動作制御にお
ける最低速度にて各可動体が動作するように制御されるので、各可動体に対応する原点検
出センサの不具合の有無も把握することができる。尚、非検出時動作制御を実行する場合
は、可動役物が原点位置の近くにあるか否かが不明であるのに対し、検出時動作制御を実
行する場合は、可動役物は原点位置にあるため、検出時動作制御においては、非検出時動
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作制御よりも速い速度であって、実動作確認用動作制御における最低速度よりも低い速度
とするようにしてもよい。
【０４１９】
　また、サブＣＰＵ９１ａは、役物初期化処理におけるステップＳ２０１にて当該対象役
物の原点復帰エラーの記憶が有る場合、Ｓ２２０に進んで実動作確認動作制御を行わない
ので、異常によって各可動体が実動作確認動作制御の実行中に原点位置以外で停止してし
まうことを防ぐことができる。具体的には、例えば、演出の実行時に動作異常が発生した
場合、役物初期化処理においても当該可動体は動作しないことが考えられるため、その場
合は実動作確認用動作制御を実行しても駆動手段に負荷がかかるだけで無駄となるため、
実動作確認用動作制御は実行しないことが好ましい。
【０４２０】
　また、サブＣＰＵ９１ａは、役物初期化処理において可動役物が原点検出を行うことが
必要な原点検出対象役物ではないと判定した場合には、非検出時動作制御と検出時動作制
御とを行わないので、必要な可動役物だけ実動作確認用動作制御をさせることができ、実
動作確認用動作制御による動作確認時間を短縮することができる。
【０４２１】
　また、第１動作制御としての非検出時動作制御や検出時動作制御を実行する場合、各々
の実動作確認用動作制御における最低速度にて各可動体が動作するように制御し、実動作
確認用動作制御の実際の動作速度（実速度）は、各可動体で異なる。つまり、各可動体に
対応する第１動作制御において同一の制御速度を設定しても、各可動体の大きさ、重量、
動作態様、動作距離、駆動機構等の違いがある場合、各可動体の実際の動作速度は必ずし
も同一にはならないので、各々の可動役物に応じた動作速度によって各可動体の安全動作
を確保しつつ、非検出時動作制御及び検出時動作制御の期間を短縮することができる。例
えば、腕部材３００と指部材３１１とにおいて、実動作確認用動作制御において同一の制
御速度を設定しても、腕部材３００と指部材３１１とでは、大きさ、重量、動作態様、動
作距離、駆動機構に違いがあるため、非検出時動作制御及び検出時動作制御を実行した場
合の各可動役物の実際の動作速度は異なることになる。
【０４２２】
　具体的には、非検出時動作制御及び検出時動作制御において、同一の制御速度（実動作
確認用動作制御において設定されている最低制御速度）を設定した場合でも、複数の可動
体のうち重量が大きい可動体の実際の動作速度は、重量が小さい可動体の実際の動作速度
よりも遅くなる。また、可動体を上昇させる場合、下降させる場合に比べて実際の動作速
度は遅くなる。また、駆動機構として可動体を演出方向に付勢するバネ等が設けられてい
る場合、バネが縮んでいる状態で付勢力に抗する方向に移動させる場合、バネが伸びてい
る状態で付勢力に抗する方向に移動させる場合に比べて実際の動作速度は遅くなる。この
ように、非検出時動作制御及び検出時動作制御において、可動役物を実動作確認用動作制
御における最低速度以下の速度で可動役物が動作するように制御する場合、各可動役物の
大きさ、重量、動作態様、動作距離、駆動機構等を考慮して、各々の実動作確認用動作制
御において個別の最低制御速度を設定することが好ましい。
【０４２３】
　例えば、第１可動部と第２可動部とが、原点位置に向けて移動する際に遊技者から見た
ときに第１可動部の手前側に第２可動部が重なるように前後に配置されるものにおいて、
非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用動作制御のいずれかを実行する際に
、第１可動部及び第２可動部双方の動作制御を一緒に行う場合、第１可動部と第２可動部
の動作速度（最低速度）が異なるように制御することが好ましい。このようにすることで
、仮に、第１可動部と第２可動部とが何らかの理由でそれぞれ原点位置から離れた位置ま
で移動した状態で電源がオン状態とされ、Ｓ５２の役物初期化処理において第１可動部及
び第２可動部双方の非検出時動作制御が一緒に実行される場合において、第１可動部及び
第２可動部双方の動作速度（最低速度）が同一になるように制御されると、第２可動部に
より第１可動部が隠れて原点位置へ移動する状況が見え難くなるが、第１可動部と第２可
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動部の最低速度が異なるように制御することで、第１可動部と第２可動部とが移動する際
にずれていくので、第１可動部及び第２可動部各々の原点復帰動作を確認しやすくなる。
【０４２４】
　また、第１可動部と、該第１可動部よりも大きい（あるいは長い）第２可動部とを有す
る場合においても、第１可動部と第２可動部の動作速度（最低速度）が異なるように制御
することが好ましい。このようにすることで、例えば、第２可動部よりも小さい（あるい
は短い）ので目立たない第１可動部の非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認
用動作制御のいずれかにおける最低速度が、第１可動部よりも大きい（あるいは長い）の
で目立つ第２可動部の非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用動作制御のい
ずれかにおける最低速度よりも遅くすることで、第１可動部及び第２可動部それぞれの動
作を確認しやすくなる。
【０４２５】
　このように、第１可動部と該第１可動部とは異なる第２可動部とを有する場合において
、第１可動部と第２可動部それぞれの非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認
用動作制御における動作速度（最低速度）が異なるように制御することが好ましい。尚、
このように第１可動部と第２可動部の動作速度（最低速度）が異なるように制御する場合
、第１可動部と第２可動部それぞれの非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認
用動作制御において設定する最低制御速度は異なっていてもよいし、同一でもよい。
【０４２６】
　次に、サブ制御部９１は、設定開始コマンドを受信したか否かを判定する（Ｓ５４）。
ここで、設定開始コマンドは、図４０のＳ２４で送信されるものである。サブ制御部９１
は、設定開始コマンドを受信した場合には（Ｓ５４でＹ）、「設定変更中」という文字を
表示する（Ｓ５６、図５７（Ｂ－１）、（Ｂ－２）参照）。次いで、サブ制御部９１は、
設定終了コマンドを受信したか否かを判定する（Ｓ５８）。サブ制御部９１は、設定終了
コマンドを受信しなかった場合には（Ｓ５８でＮ）、設定終了コマンドを受信するまで待
機し、設定終了コマンドを受信した場合には、（Ｓ５８でＹ）、「設定変更中」という文
字の表示を終了し（Ｓ６０）、処理を終了する。一方、サブ制御部９１は、設定開始コマ
ンドを受信しなかった場合には（Ｓ５４でＮ）、処理を終了する。また、起動処理では、
図４１の処理の他に、サブ制御部９１の各部においてエラーの有無を検出するエラー検出
処理などが実行される。尚、本実施形態では、所定情報である「設定変更中」の情報を役
物初期化処理が終了した時点で表示する形態を例示しているが、本発明はこれに限定され
るものではなく、例えば、これら所定情報として、「役物初期化処理中」の表示を役物初
期化処理の開始時に液晶表示器５１に表示を開始して、役物初期化処理中において該表示
を継続するようにして、役物初期化処理中であることを確認できるようにしてもよいし、
これらＳ５４～Ｓ６０の処理をＳ５２の役物初期化処理の前に実行することで、役物初期
化処理が実行されて各役物が初期動作をしている際に、液晶表示器５１に「設定変更中」
の表示をするようにしても良い。
【０４２７】
　［サブ制御部９１により実行される遊技中処理について］
　次に、サブ制御部９１により遊技中に実行される遊技中処理について説明する。遊技中
とは、起動処理が終了した後の状態をいう。図４６は、遊技中処理を示すフローチャート
である。サブ制御部９１は、ＡＴ抽選が実行されたか否かを判定する（Ｓ８２）。サブ制
御部９１は、ＡＴ抽選が実行された場合において（Ｓ８２でＹ）、演出抽選が実行される
。演出抽選は、図４９～図５３で説明する告知演出、図５６で説明するじゃんけん演出、
および演出無しのうちいずれかが乱数抽選により決定される。演出抽選により、じゃんけ
ん演出の実行が決定されたときには、図４７に示す演出テーブルを用いてじゃんけん演出
の種別を決定する（Ｓ８４）。じゃんけん演出は、煽り演出と、ＡＴ結果演出とを含む演
出である。煽り演出とは、ＡＴ当選したか否かを煽る演出（ＡＴ当選した可能性を示唆す
る演出）である。また、ＡＴ結果演出とは、煽り演出の実行後に実行される演出であって
、ＡＴ抽選の結果を示す演出である。
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【０４２８】
　本実施形態では、煽り演出は、図５６（Ｂ）に示すように、キャラクタ役物２００と、
敵キャラ画像４００とがお互いに手を振る演出である。該煽り演出は所定時間（たとえば
、５秒間）実行される。煽り演出の後、Ｓ８２で実行されたＡＴ抽選により、ＡＴ当選し
たときには、キャラクタ役物２００がじゃんけんに勝つ勝利演出がＡＴ結果演出として実
行される。一方、Ｓ８２で実行されたＡＴ抽選により、ＡＴ非当選したときには、キャラ
クタ役物２００がじゃんけんに負ける敗北演出がＡＴ結果演出として実行される。なお、
図５６（Ｃ）は、勝利演出を示すものである。
【０４２９】
　さらに、煽り演出には、炎なし演出と、小炎演出と、大炎演出とがある。小炎演出は、
敵キャラ画像４００が手を振る箇所に小炎画像を表示させる演出である。大炎演出は、敵
キャラ画像４００が手を振る箇所に大炎画像を表示させる演出である。炎なし演出は、炎
画像を表示することなく、キャラクタ役物２００と、敵キャラ画像４００とがお互いに手
を振る演出である。なお、図５６（Ｂ）は、大炎である炎画像３１０が表示された大炎演
出を示したものである。小炎演出は、大炎よりも小さい炎画像が表示される演出である（
特に図示せず）。
【０４３０】
　図４７は、じゃんけん演出テーブルを説明するための図である。図４７（Ａ）は、ＡＴ
非当選時のじゃんけん演出決定用テーブルである。図４７（Ｂ）は、ＡＴ当選時のじゃん
けん演出決定用テーブルである。
【０４３１】
　図４７（Ａ）、（Ｂ）の例では、炎なし負け、小炎負け、大炎負け、炎なし勝ち、小炎
勝ち、および大炎勝ち、が規定されている。炎なし負けは、煽り演出として炎なし演出が
実行され、ＡＴ結果演出として敗北演出が実行される演出をいう。小炎負けは、煽り演出
として小炎演出が実行され、ＡＴ結果演出として敗北演出が実行される演出をいう。大炎
負けは、煽り演出として大炎演出が実行され、ＡＴ結果演出として敗北演出が実行される
演出をいう。炎なし勝ちは、煽り演出として炎なし演出が実行され、ＡＴ結果演出として
勝利演出が実行される演出をいう。小炎勝ちは、煽り演出として小炎演出が実行され、Ａ
Ｔ結果演出として勝利演出が実行される演出をいう。大炎勝ちは、煽り演出として大炎演
出が実行され、ＡＴ結果演出として勝利演出が実行される演出をいう。
【０４３２】
　図４７（Ａ）では、炎なし負け、小炎負け、および大炎負けの実行確率は、９８％、１
％、１％であると規定されている。図４７（Ｂ）では、付与ＡＴゲーム数が１～１５０で
ある場合における炎なし勝ち、小炎勝ち、および大炎勝ちの実行確率は、５０％、２５％
、２５％であると規定されている。また、付与ＡＴゲーム数が１５１～３００である場合
における炎なし勝ち、小炎勝ち、および大炎勝ちの実行確率は、１０％、２０％、７０％
であると規定されている。
【０４３３】
　説明を図４６に戻す。Ｓ８４の処理が終了すると、Ｓ８６に移行する。一方、ＡＴ抽選
が実行されなかった場合には（Ｓ８２でＮ）、Ｓ８４の処理を行わずに、Ｓ８６の処理へ
移行する。
【０４３４】
　Ｓ８６では、サブ制御部９１は、ミッション達成条件が成立したか否かを判定する。図
４８は、ミッションデータベースの一例を示したものである。このミッションデータベー
スは、ＲＯＭ９１ｂに格納されている。図４８の例では、各ミッション毎に、ミッション
達成条件と、ミッションが達成されたときのミッション達成報知の開始タイミングが規定
されている。また、ミッション達成条件が成立したときには、該ミッション達成条件に対
応するミッションに応じた経験値がサブ制御部９１により付与される。
【０４３５】
　本実施形態では、１００種類のミッションが存在する。以下では、ミッション識別情報
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をミッションの参照符号として説明する。たとえば、ミッション識別情報Ｍ１のミッショ
ンは、ミッションＭ１とする。たとえば、ミッションＭ１のミッション達成条件は、遊技
履歴更新期間に制御されてから、ベルが５回入賞することにより成立する条件である。
【０４３６】
　また、ミッションＭ３のミッション達成条件は、じゃんけん演出（図５６参照）が実行
されることにより成立する条件である。また、ミッションＭ５のミッション達成条件は、
遊技履歴更新期間に制御されてからの５００ゲーム消化することにより成立する条件であ
る。また、ミッションＭ３のミッション達成条件またはミッションＭ５のミッション達成
条件が成立したときには、キャラクタ役物２００が動作する。このように、ミッションの
中には、ミッションＭ３、ミッションＭ５のように、達成することによりキャラクタ役物
２００が動作することミッション（以下、「役物関連ミッション」という。）が存在する
。
【０４３７】
　Ｓ８６において、ミッションＭ１～Ｍ１００のうちのいずれかのミッション達成条件が
成立したと判定された場合には（Ｓ８６でＹ）、役物関連ミッション（ミッションＭ３、
Ｍ５など）のミッション達成条件が成立したか否かを判定する（Ｓ８８）。サブ制御部９
１は、役物関連ミッションのミッション達成条件が成立したと判定した場合には（Ｓ８８
でＹ）、駆動位置センサ１０６によりキャラクタ役物２００を検出したか否かを判定する
（Ｓ９０）。Ｓ９０でＹＥＳと判定されるとき、つまり、キャラクタ役物２００が正常に
駆動位置に変位したと判定された場合には、Ｓ９６に進む。Ｓ９６では、サブ制御部９１
は、達成したミッションの報知（以下、ミッション達成報知という。）を実行する。たと
えば、ミッションＭ１のミッション達成条件が成立したときには、液晶表示器５１に「ミ
ッションＭ１達成！おめでとう！」といった文字を表示する。これとともに、サブ制御部
９１は、ミッションＭ１に対応した経験値を付与する（図３９（Ａ）に示す遊技履歴デー
タベースに記憶されている経験値を加算更新する）。
【０４３８】
　一方で、サブ制御部９１は、役物関連ミッションのミッション達成条件が成立しなかっ
た場合には（Ｓ８８でＮ）、Ｓ９０の処理を行わずに、Ｓ９６の処理を実行し、処理を終
了する。
【０４３９】
　サブ制御部９１は、駆動位置センサ１０６によりキャラクタ役物２００を検出しなかっ
た場合には（Ｓ９０でＮ）、役物関連ミッション達成時から所定時間経過したか否かを判
定する（Ｓ９２）。サブ制御部９１は、役物関連ミッション達成条件時から所定時間経過
したと判定した場合には（Ｓ９２でＹ）、役物エラー処理を行い（Ｓ９４）、ミッション
達成報知を実行し（Ｓ９６）、処理を終了する。
【０４４０】
　ここで、Ｓ９２の処理について説明すると、役物関連ミッションのミッション達成条件
が成立したときにおいて（Ｓ８８でＹ）、第１駆動装置９９ａが正常である場合には、キ
ャラクタ役物２００を正常に変位させることができることから、Ｓ９０でＹＥＳと判定さ
れる筈である。ところが、Ｓ８８でＹＥＳと判定されたときにおいて、所定時間の間（Ｓ
９２）、駆動位置センサ１０６によりキャラクタ役物２００が検出されない場合には、第
１駆動装置９９ａが故障している、または故障の可能性が高い、ということである。この
ような場合には、役物エラー処理（Ｓ９４）を実行する。
【０４４１】
　役物エラー処理は、たとえば、液晶表示器５１に、役物がエラーである旨を表示するよ
うにしてもよい。また、遊技店に設置されているホールコンピュータ（図示せず）に対し
て、役物がエラーである旨を示すエラー信号を出力するようにしてもよい。これにより、
店員などに、第１駆動装置９９ａが故障していることを報知できる。
【０４４２】
　また、Ｓ９４の処理終了後には、Ｓ９６のミッション達成報知が実行されるとともに経
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験値が付与される。つまり、駆動位置センサ１０６によりキャラクタ役物２００が検出さ
れなかったときにも、ミッション達成報知が実行されるとともに経験値が付与される。こ
れは、役物関連ミッションのミッション達成条件が成立したにもかかわらず、第１駆動装
置９９ａが故障しているという理由で、ミッション達成報知が実行されないとなると、遊
技者にとって酷となり、遊技の興趣を低下させる虞がある。そこで、本実施形態では、役
物関連ミッションのミッション達成条件が成立したときには、駆動位置センサ１０６によ
りキャラクタ役物２００が検出されたか否かに関わらず、ミッション達成報知および経験
値付与を行う。これにより、遊技の興趣を低下させることを防止できる。なお、所定時間
は、第１駆動装置９９ａが故障していると判断可能な時間であって、予め計測される時間
であるとする。本実施形態の所定時間は、たとえば、１０秒間とする。
【０４４３】
　Ｓ８８において、また、ミッションＭ１～Ｍ１００のミッション達成条件のうちの少な
くとも一部のミッション（以下では、「特定ミッション」という。）について、遊技履歴
更新期間に制御されてから一度達成したミッションは２回以上達成したとしても該成立し
たミッション達成条件は達成していないと判断するようにしてもよい。たとえば、特定ミ
ッションがミッション１であるとした場合について説明する。遊技履歴更新期間に制御さ
れてから、最初に、ベルが５回入賞したときには、Ｓ８６においては、ＹＥＳと判断され
る。さらに、ベルが５回入賞したとき（つまり、遊技履歴更新期間に制御されてからベル
が１０回入賞したとき）には、Ｓ８６においては、ＮＯと判断される。これにより、重複
して、ミッション達成報知、および経験値の付与が実行されることを防止できる。
【０４４４】
　また、キャラクタ役物２００は、役物関連ミッションのミッション達成条件が成立した
とき以外でも、動作するようにしてもよい。たとえば、所定の役物動作条件が成立したと
きに、所定確率（１００％も含む）でキャラクタ役物２００は動作するようにしてもよい
。役物動作条件は、遊技者にとって有利となるような条件とすることが好ましい。たとえ
ば、役物動作条件は、ボーナス当選することにより成立する条件としてもよい。
【０４４５】
　［小役当選時のリール制御について］
　図４９～図５３は、小役当選時のリール制御について説明するための図である。図４９
～図５３では、ＡＴ抽選対象役が当選したときに実行される演出抽選で告知演出の実行が
決定されたときについて説明する。告知演出が実行されることにより、いずれの抽選対象
役に当選したかを示唆することが可能となる。これらの演出が実行されているにも関わら
ず、告知演出で表示されるキャラクタ画像（たとえば、チェリーを示す図柄やスイカを示
す図柄）が入賞ライン上ではなく、無効ライン上の表示結果を示すものである場合、無効
ライン上の表示結果を遊技の結果であると誤認させてしまう虞がある。
【０４４６】
　本実施の形態では、このような告知演出で表示される画像に対する遊技者の誤認を防止
するために、入賞ラインＬＮ上に実際に表示される図柄との関係において、以下のような
リール制御を実行している。図４９は、強チェリーリプまたは弱チェリーリプに当選した
ときのリール制御を示している。図４９では、左、中、右の停止順で停止操作が実行され
ている。左、中、右の停止順で停止操作する場合は、左リール２Ｌにおいて図５に示す３
番の赤７図柄を透視窓３の枠内（枠の上段の位置）に狙いストップスイッチ８Ｌを停止さ
せる。このような位置でストップスイッチを押せば、チェリーやスイカの取りこぼしを抑
えることができる。強チェリーリプに当選した場合には、チェリーのキャラクタ画像を液
晶表示器５１の表示領域に表示する告知演出が実行される。
【０４４７】
　図４９（ａ）～（ｃ）は、目押し成功となるタイミングで操作された場合を示し、図４
９（ｄ）～（ｆ）は、目押し失敗となるタイミングで操作された場合を示す。目押し成功
となるタイミング、目押し失敗となるタイミングについて、図５を用いて具体的に説明す
る。たとえば、強チェリーリプ当選時に左リール２Ｌを第１停止させるとき、図５の２番
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のチェリー図柄を左リール２Ｌの下段に停止できたときが目押し成功となるタイミングで
ある。２番のチェリー図柄から４コマ先にある図柄までが引き込み可能な範囲であるため
、１８番のブランク図柄、１９番のリプレイ図柄、２０番のベル図柄、１番のスイカ図柄
が左リール２Ｌの下段の位置にある場合および、２番のチェリー図柄が左リール２Ｌの下
段の位置にある場合にストップスイッチ８Ｌの停止操作が実行されるとチェリー図柄を左
リール２Ｌの下段の位置に停止させることが可能となる。このような場合が目押し成功と
なるタイミングである。また、３番の赤７図柄～１７番のバー図柄を左リール２Ｌの下段
の位置にある場合にストップスイッチ８Ｌの停止操作が実行されるとチェリー図柄は、左
リール２Ｌの下段の位置に停止させることが不可能となる。このような場合が目押し失敗
となるタイミングである。
【０４４８】
　強チェリーリプ当選時に目押し成功となるタイミングでストップスイッチ８Ｌが停止操
作された場合には、図４９（ａ）に示すように左リール２Ｌの下段にチェリー図柄が停止
する。次いで、中リール２Ｃにおいて図５に示す３番の赤７図柄を透視窓３の枠内に狙い
ストップスイッチ８Ｃを停止させる。目押し成功となるタイミングでストップスイッチ８
Ｃが停止操作された場合には、図４９（ｂ）に示すように中リールの中段にチェリー図柄
が停止する。また、右リール２Ｒは、５コマ以内に必ずチェリー図柄が配列されているた
め、強チェリーリプ当選時は、図４９（ｃ）に示すように上段に必ずチェリー図柄が停止
する。図４９（ｃ）に示すように、入賞ラインＬＮ上には、チェリー図柄が３つ停止し、
再遊技役が入賞する。これは、図１５に示す強チェリーリプ当選時のリプ１５の入賞を示
す図柄組合せが導出された場合を示している。
【０４４９】
　また、強チェリーリプ当選時に目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ８Ｌが
停止操作された場合には、図４９（ｄ）に示すように左リール２Ｌの下段にリプレイ図柄
が停止する。次いで、中リール２Ｃにおいて、目押し成功となるタイミングでストップス
イッチ８Ｃが停止操作された場合には、図４９（ｅ）に示すように中リールの中段にリプ
レイ図柄が停止する。しかし、右リール２Ｒは、５コマ以内に必ずチェリー図柄が配列さ
れているため、目押し失敗のタイミングであるか否かに関わらず、強チェリーリプ当選時
に右リール２Ｒには、図４９（ｆ）に示すように上段に必ずチェリー図柄が停止する。図
４９（ｆ）に示すように、入賞ラインＬＮ上には、リプレイ－リプレイ－チェリーとなる
図柄組合せで図柄が停止し、再遊技役が入賞する。これは、図１５に示す強チェリーリプ
当選時のリプ１６の入賞を示す図柄組合せが導出された場合を示している。
【０４５０】
　なお、左リール２Ｌについては目押しが成功し、中リール２Ｃは目押しが失敗した場合
には、チェリー－リプレイ－チェリー図柄組合せが入賞ラインＬＮ上に表示される。また
、左リール２Ｌについては目押しが失敗し、中リール２Ｃは目押しが成功した場合には、
リプレイ－チェリー－チェリー図柄組合せが入賞ラインＬＮ上に表示される。いずれにし
ても入賞ラインＬＮ上（右リール２Ｒの上段）には、チェリー図柄が表示されることとな
る。
【０４５１】
　サブ制御部９１によりチェリーリプ当選を示唆する演出が実行され、図４９（ａ）～（
ｃ）に示すように、目押し成功となるタイミングでストップスイッチ８Ｌ～８Ｒが操作さ
れたときは、左リール２Ｌと中リール２Ｃとを含む入賞ラインＬＮ上にチェリー図柄が揃
う。また、サブ制御部９１によりチェリーリプ当選を示唆する演出が実行され、図４９（
ｄ）～（ｆ）に示すように、目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ８Ｌ～８Ｒ
が操作されたときは、入賞ラインＬＮ上の左リール２Ｌと中リール２Ｃとにリプレイ図柄
が揃う一方、入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー図柄が導出される。このように
、成功タイミングとは異なるタイミングでストップスイッチ８Ｌ～８Ｒが操作されたとき
であっても、入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒには、チェリーリプ当選を示す表示結果が
導出される。つまり、告知演出で表示される図柄が、入賞ラインＬＮ上に必ず表示される
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ことになる。よって、目押し成功となるタイミングでも、目押し失敗となるタイミングで
も入賞ラインＬＮ上に表示された表示結果がチェリーリプ当選であることを示すことがで
き、入賞ラインＬＮ上に表示された表示結果が遊技の結果ではないという誤認を防止する
ことができる。
【０４５２】
　また、図４９（ｃ）に示すように、強チェリーリプ当選時に、目押し成功となるタイミ
ングでストップスイッチ８Ｌ～８Ｒが操作されたときには、入賞ラインＬＮ上の左リール
２Ｌ、中リール２Ｃのみならず右リール２Ｒにもチェリー図柄が揃う。よって、左リール
２Ｌ、中リール２Ｃにチェリー図柄が導出されているか否かに関わらず、右リール２Ｒに
もチェリー図柄を導出することができるので、図４９（ｃ），（ｆ）に示すように、右リ
ール２Ｒに対する制御内容を共通化することができる。
【０４５３】
　また、図４９（ｃ），（ｆ）に示すように、目押しを成功し全てのリールにチェリー図
柄が導出された場合であっても、目押しを失敗し左リール２Ｌ、中リール２Ｃにチェリー
図柄が導出されず、入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー図柄が導出された場合で
あっても、強チェリーリプの入賞として再遊技役が入賞する。よって、左リール２Ｌ、中
リール２Ｃにチェリー図柄が導出されなくても入賞が発生するので、遊技の興趣が向上す
る。
【０４５４】
　また、図４９（ｇ）に示すように、弱チェリーリプ当選時に目押し成功となるタイミン
グでストップスイッチ８Ｌ～８Ｒが停止操作された場合には、入賞ラインＬＮ上の左リー
ル２Ｌと中リール２Ｃとにチェリー図柄が導出され、入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒに
は、チェリー図柄が導出されない。その代わり、右リールにおいては、無効ラインＬＭ４
上（右リール２Ｒ下段）にチェリー図柄が導出される。よって、チェリーリプ当選を示唆
する入賞示唆演出が実行され、目押し成功となるタイミングで停止操作が実行された場合
には、右リール２Ｒにおけるチェリー図柄の位置により、強チェリーリプ当選であるのか
弱チェリーリプ当選であるのかを確認することができる。なお、図４９（ｇ）は、弱チェ
リーリプ当選時のリプ１５の入賞を示す図柄組合せが導出された場合を示している。
【０４５５】
　また、図４９（ｈ）に示すように、弱チェリーリプ当選時に目押し失敗となるタイミン
グでストップスイッチ８Ｌ～８Ｒが停止操作された場合には、入賞ラインＬＮ上の左リー
ル２Ｌと中リール２Ｃとにリプレイ図柄が導出され、入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒに
、チェリー図柄が導出される。この入賞ラインＬＮ上の図柄組合せ（リプレイ－リプレイ
－チェリー）は、強チェリーリプ当選時に目押し失敗となるタイミングでストップスイッ
チ８Ｌ～８Ｒが停止操作された場合の入賞ラインＬＮ上の図柄組合せと同じである。よっ
て、入賞ラインＬＮ上に表示された表示結果がチェリーリプ当選であることを示すことが
でき、入賞ラインＬＮ上に表示された表示結果の誤認を防止することができる。なお、図
４９（ｆ）と図４９（ｈ）とは同じ表示結果が導出されることから、チェリーリプ当選し
たことは判断できるが、チェリーリプの強弱までは、判断できない。
【０４５６】
　なお、弱チェリーリプ当選時に、左リール２Ｌまたは、中リール２Ｃのいずれか一方の
み目押しが成功した場合には、目押しが成功したリールの入賞ラインＬＮ上にチェリー図
柄を導出させ、失敗したリールにはリプレイ図柄を導出させるリール制御が行われる。そ
して、右リール２Ｒについては、入賞ラインＬＮ上（右リール２Ｒ上段）にチェリー図柄
を導出させる制御が行われる。
【０４５７】
　図５０は、中段チェリーリプに当選したときを示している。図５０では、中、左、右の
停止順で停止操作が実行されている。中リール２Ｃを第１停止する際には、図５に示す３
番の赤７図柄を透視窓３の枠内に狙いストップスイッチ８Ｌを停止させる。赤７図柄は、
チェリー図柄と赤色の態様という点で共通する図柄である。
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【０４５８】
　中段チェリーリプ当選時に中リール２Ｃを目押し成功となるタイミングで操作した場合
、図５０（ａ）に示すように、中リール２Ｃの中段に赤７図柄が停止する。さらに、左リ
ール２Ｌを目押し成功となるタイミングで操作した場合、図５０（ｂ）に示すように、左
リール２Ｌの中段にチェリー図柄が停止する。さらに、右リール２Ｒを目押し成功となる
タイミングで操作した場合、図５０（ｃ）に示すように、右リール２Ｒの上段にチェリー
図柄が停止するとともに右リール２Ｒの下段に赤７図柄が停止する。なお、図５０（ｃ）
は、中段チェリー入賞とともにＢＢ５が同時当選している場合の図柄組合せである。この
ように、右リール２Ｒのチェリー図柄の配列のみではなく、中リール２Ｃの赤７図柄によ
ってもチェリーリプ当選を示唆することができ、チェリー当選となる遊技の結果が入賞ラ
インＬＮ上にないことの誤認を防止することができる。
【０４５９】
　なお、左リール２Ｌおよび中リール２Ｃのいずれも目押し失敗となるタイミングでスト
ップスイッチを操作したときは、左リール２Ｌおよび中リール２Ｃには、入賞ラインＬＮ
上にリプレイ図柄が導出され、右リール２Ｒの上段にチェリー図柄が導出される。つまり
、図４９（ｆ）や図４９（ｈ）と同じ制御が実行される。このように、弱チェリーリプ、
強チェリーリプ、中段チェリーリプのいずれに当選していても目押し失敗となるタイミン
グで実行されたときの制御を共通化することができる。また、左リール２Ｌまたは、中リ
ール２Ｃのいずれか一方のみ目押しが成功した場合には、目押しが成功したリールの入賞
ラインＬＮ上にチェリー図柄を導出させ、失敗したリールにはリプレイ図柄を導出させる
リール制御が行われる。そして、右リール２Ｒについては、入賞ラインＬＮ上（右リール
２Ｒ上段）にチェリー図柄を導出させる制御が行われる。
【０４６０】
　図５１は、スイカに当選したときを示している。図５１では、左、中、右の停止順で停
止操作が実行されている。図５１（ａ）～（ｃ）は、目押し失敗となるタイミングで操作
された場合を示す。目押し失敗となるタイミングについて、図５を用いて具体的に説明す
る。たとえば、スイカ当選時に左リール２Ｌを第１停止させるとき、図５の１番のスイカ
図柄、６番のスイカ図柄、１１番のスイカ図柄を左リール２Ｌの上段に停止できたときが
目押し成功となるタイミングである。そして、１２番のベル図柄～１６番のバー図柄まで
を左リール２Ｌの上段に停止させるタイミングで停止させたときが、目押し失敗となるタ
イミングである。
【０４６１】
　スイカ当選時に目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ８Ｌが停止操作された
場合には、図５１（ａ）に示すように左リール２Ｌの上段にＢＡＲ図柄が停止する。なお
、ＢＡＲ図柄は、スイカを構成する図柄として使用される図柄である。次いで、中リール
２Ｃにおいては、５コマ以内に必ずスイカ図柄が配置されているため、目押しのタイミン
グに関わらず、スイカ当選時に中リール２Ｃには、図５１（ｂ）に示すように中段に必ず
スイカ図柄が停止する。また、スイカ当選時に目押し失敗となるタイミングでストップス
イッチ８Ｒが停止操作された場合には、図５１（ｃ）に示すように右リール２Ｒの下段に
ブランク図柄ａ（ブラａ）が停止する。
【０４６２】
　中リール２Ｃにおいては、５コマ以内に必ずスイカ図柄が配置されているため、図５１
に示すように、スイカ当選時には、中リール２Ｃにおいて必ずスイカ図柄が中段に表示さ
れるようにリール制御を実行することができる。このようにすれば、入賞ライン上にスイ
カ図柄が表示されることで、告知演出で表示される図柄が、入賞ラインＬＮ上に必ず表示
されることになる。よって、スイカ当選となる遊技の結果が入賞ラインＬＮ上にないこと
の誤認を防止することができる。
【０４６３】
　図５２は、強チェリーリプ、弱チェリーリプ、あるいは中段チェリーリプに当選したと
きを示している。図５２では、右、中、左の停止順で停止操作が実行されている。図５２
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（ａ）に示すようにリールが回転しているときから右リール２Ｒを第１停止させる。図５
２（ｂ）に示すように、右リール２Ｒを第１停止させた場合、チェリーリプに当選したと
きには、入賞ライン上にある右リール２Ｒの上段に必ずチェリー図柄が出現する。よって
、第１停止の段階でチェリーリプ当選を示唆することができる。しかし、この時点では、
左リール２Ｌと中リール２Ｃとには、どのような図柄が停止されるかが不明であるので、
チェリーリプが強、弱、中段のいずれであるかまでは分からない。
【０４６４】
　目押し成功となるタイミングでストップスイッチ８Ｌ，８Ｃが停止操作された場合に、
強チェリーリプ当選時は、図５２（ｃ）に示すように、入賞ライン上にチェリー図柄が揃
う。また、目押し成功となるタイミングでストップスイッチ８Ｌ，８Ｃが停止操作された
場合に、弱チェリーリプ当選時は、図５２（ｄ）に示すように、入賞ライン上にリプレイ
－チェリー－チェリーとなる図柄が揃う。また、目押し成功となるタイミングでストップ
スイッチ８Ｌ，８Ｃが停止操作された場合に、中段チェリーリプ当選時は、図５２（ｅ）
に示すように、無効ラインＬＭ２上（左リール２Ｌの中段）にチェリー図柄が導出される
。なお、図５２（ｅ）は、ボーナスと中段チェリーリプとが同時当選しているときを示し
ている。中段チェリーリプ当選単独の場合は、右下がりに赤７図柄が揃うことはない。
【０４６５】
　このように、チェリーリプ当選時に右リール２Ｒが最初に停止された場合には、入賞ラ
インＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー図柄が導出される。よって、左リール２Ｌおよび中
リール２Ｃの操作前に入賞ラインＬＮ上に表示される表示結果がチェリー当選であること
を示唆することができる。つまり、告知演出で表示される図柄が、入賞ラインＬＮ上に表
示されることが第１停止の時点で示唆されることになる。よって、チェリー当選となる遊
技の結果が入賞ラインＬＮ上にないことの誤認を防止することができる。
【０４６６】
　図５３は、スイカに当選したときを示している。図５３では、中、右、左の停止順で停
止操作が実行されている。図５３（ａ）に示すようにリールが回転しているときから中リ
ール２Ｃを第１停止させる。図５３（ｂ）に示すように、中リール２Ｃを第１停止させた
場合、スイカに当選しているときには、入賞ライン上にある中リール２Ｃの中段に必ずス
イカ図柄が出現する。よって、第１停止の段階でスイカ当選を示唆することができる。
【０４６７】
　このように、スイカ当選時に中リール２Ｃが最初に停止された場合には、入賞ラインＬ
Ｎ上の中リール２Ｃにスイカ図柄が導出される。よって、左リール２Ｌおよび右リール２
Ｒの操作前に入賞ライン上に表示される表示結果の誤認を防止することができる。
【０４６８】
　［各種報知部の報知態様について］
　次に、所定の報知部（１ＢＥＴＬＥＤ１４、２ＢＥＴＬＥＤ１５、３ＢＥＴＬＥＤ１６
（ＢＥＴ表示部）、払出数表示部１２（遊技補助表示器）、透過領域５１ｂ（入賞表示部
））の報知態様について説明する。図５４は、各種報知部の報知態様を説明するための図
である。
【０４６９】
　図５４（ａ）～（ｃ）は、遊技（ゲーム）がされた結果、小役入賞として中段ベルの入
賞が発生したときの各種報知部の報知状態を示している。また、図５４（ｄ）～（ｆ）は
、各種の条件の成立により、初期状態となったときの各種報知部の報知状態を示している
。たとえば、中段ベルの入賞が発生した際には、図１１に示すように９枚のメダルの払出
しがある。中段ベルの入賞が発生した場合には、図５４（ａ）に示すように、ＢＥＴ表示
部が点灯状態に維持される。また、中段ベルの入賞が発生した場合には、図５４（ｂ）に
示すように、払出数表示部１２が９枚を示す値で表示される。払出数表示部１２は、セグ
メント表示により表示される。また、中段ベルの入賞が発生した場合には、図５４（ｃ）
に示すように、中段ベルが入賞したことがリールＬＥＤ５５の点灯により示される。リー
ル２Ｌ～２Ｒの中段に示されるベル図柄（図１１に示す指標図柄）に対応する部分が発光
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することが、入賞表示部により確認できる。
【０４７０】
　また、図５４（ａ）～（ｃ）のように、中段ベルの小役入賞が発生してからＢＥＴ操作
されることなく所定時間として３０秒が経過すると、各種報知部は、図５４（ｄ）～（ｆ
）のような初期状態へと表示態様が変化する。たとえば、ＢＥＴ表示部は、図５４（ａ）
の状態から３０秒が経過すると、図５４（ｄ）に示すＬＥＤの消灯状態へとＢＥＴ表示部
の表示態様が変化する。また、払出数表示部１２は、図５４（ｂ）に示す「０９」の表示
から図５４（ｅ）に示す「００」の状態へと変化する。また、入賞表示部は、図５４（ｃ
）に示すリールＬＥＤ５５の点灯状態から図５４（ｆ）に示すリールＬＥＤ５５の消灯状
態へと変化する。
【０４７１】
　ここで、３０秒の経過時間は、遊技制御基板４０側に設けた小役の払出しによる表示が
実行されてから計時が開始されるタイマ（図示省略）により、計時されるようにすればよ
い。また、リールＬＥＤ５５の点灯時間に関しては、メイン制御部４１からサブ制御部９
１に送信されるタイマの計時に関する情報に基づいて消灯の制御が実行されるようにすれ
ばよい。なお、小役入賞時の計時の開始時点は、３つのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止し
た時点からでもよく、メダルの払出しが完了した時点からでもよい。
【０４７２】
　ここで、所定時間として示した３０秒は、特定モードへの移行時間と同じ時間である。
特定モードとは、デモ演出（デモンストレーション演出）を実行するモードのことである
。デモ演出では、たとえば、液晶表示器５１の表示領域にスロットマシン１の演出で登場
するキャラクタやストーリーの内容、実行される演出を説明する映像等が流れる。特定モ
ードとしてのデモ演出を解除するには、メダルを投入したり、ＢＥＴ操作があればよい。
【０４７３】
　なお、特定モードでは、所定時間として３０秒経過することにより節電モードに移行す
るようにしてもよい。節電モードとは、遊技者が遊技をしていないときのスロットマシン
１における消費電力を抑えるために、光量や音量を遊技中よりも減少させるモードのこと
である。たとえば、節電モードでは、液晶表示器５１の表示領域の光量が減少されるとと
もに、音量が無しに設定される。また、表示領域には、現在節電モードであることを示す
「節電モード」の文字が表示される。特定モードとしての節電モードを解除するには、メ
ダルを投入したり、ＢＥＴ操作があればよい。
【０４７４】
　このように、前回のゲーム終了から３０秒経過によりデモ演出が実行される状態となる
。よって、小役入賞から３０秒を計時するためのタイマと前回のゲーム終了から３０秒経
過によりデモ演出が実行される状態となることを計時するためのタイマとを共通化するこ
とができる。また、前回のゲーム終了から３０秒経過により節電モードとしてもよい。こ
のようにすれば、小役入賞から３０秒を計時するためのタイマと前回のゲーム終了から３
０秒経過により節電モードとなることを計時するためのタイマとを共通化することができ
る。
【０４７５】
　また、本実施の形態のスロットマシン１では、設定変更状態となることにより、各種報
知部の表示状態が図５４（ａ）～（ｃ）で示す表示状態から図５４（ｄ）～（ｆ）で示す
初期状態の表示状態へと変化する。設定変更状態とは、リセット／設定スイッチ３８によ
り設定値を変更できる状態である。筐体１ａの内部には、電源ボックス１００が設けられ
ている。電源ボックス１００には、電源投入時（起動時）に設定変更状態に切り替えるた
めに、店員が設定キーを挿入する鍵穴が設けられている。店員が所有する設定キーを鍵穴
に挿入したまま右に回す鍵操作をしたときには、設定キースイッチ３７がＯＮ状態になる
。設定キースイッチ３７がＯＮ状態となった状態が設定変更状態である。一方、設定キー
を鍵穴に挿入したまま左に回す鍵操作をしたときには、設定キースイッチ３７がＯＦＦ状
態になる。
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【０４７６】
　設定キースイッチ３７は、前面扉１ｂを解錠して開放しなければ操作できないため、ド
アキーを所有する店員以外の者は、外部から設定キースイッチ３７を操作不可能である。
さらに、設定キースイッチ３７は、設定キーを鍵穴に挿入しなければ操作できないため、
設定キーを所有する店員以外の者は、設定キースイッチ３７を操作不可能である。
【０４７７】
　また、電源ボックス１００には、設定変更状態において内部抽選の当選確率（払出率）
の設定値を変更するための設定スイッチ３８と、電源をＯＮ／ＯＦＦする際に操作される
電源スイッチ３９とが設けられている。ここで、設定値表示器２４にＲＡＭから読み出さ
れた設定値が設定値表示器２４に表示されることで設定値を確認可能な状態のことを設定
確認状態という。
【０４７８】
　小役入賞時の図５４（ａ）～（ｃ）に示す各種報知部の表示状態は、設定変更状態とな
ることにより、初期状態としての図５４（ｄ）～（ｆ）の表示状態へと変化する。
【０４７９】
　また、精算スイッチ１０を押すことにより、クレジットおよび設定済の賭数を精算して
返却させる精算操作があった場合、図５４（ａ）～（ｃ）に示す各種報知部の表示状態が
、図５４（ｄ）～（ｆ）の初期状態の表示状態へと変化する。また、ＭＡＸＢＥＴスイッ
チ６操作などにより賭数を設定するＢＥＴ操作により、ＢＥＴ表示部は、図５４（ａ）の
点灯状態から図５４（ｄ）の消灯状態となった後、すぐに図５４（ａ）の点灯状態となる
。また、払出数表示部１２および入賞表示部は、ＢＥＴ操作により、図５４（ｂ），（ｃ
）のような表示状態から図５４（ｅ），（ｆ）のような初期状態となる。
【０４８０】
　また、スロットマシン１は、バックアップ電源を有している。よって、突然の電断（た
とえば、停電）が発生した場合であっても、バックアップ電源がメイン制御部４１および
サブ制御部９１に供給されることにより、所定期間、バックアップ領域に記憶されている
情報を保持できる。メイン制御部４１およびサブ制御部９１は、電断から復帰したときに
は、バックアップ領域に退避された情報およびフラグに基づいて、電断前の図５４（ａ）
～（ｃ）に各種報知部の表示状態から、電源再投入による電断復帰後に、再度図５４（ａ
）～図５４（ｃ）の状態へと制御する。そして、各種報知部は、電断から復帰する電断復
帰処理が終了してゲームを開始するためのゲーム処理が開始されてから３０秒の時間経過
により、図５４（ｄ）～（ｆ）の表示状態となる。また、リールの回転中に電断が発生し
た場合には、復帰後にリールを初期位置に戻し、各種報知部は、電断から復帰する電断復
帰処理が終了してゲームを開始するためのゲーム処理が開始されてから３０秒の時間経過
により、図５４（ｄ）～（ｆ）の表示状態となる。
【０４８１】
　ここで、設定値が前日のホール（遊技場）の閉店から変更されていたか否かを翌日の営
業開始時に知るために従来実行されていた仕込みについて説明する。仕込みとは、前日の
閉店時に払出しのある役を入賞させ、払出数表示部１２に「１」以上の数が表示された状
態（図５４（ｂ）の状態）で遊技を終了する行為である。このような行為により、翌日の
営業開始時にその値が維持されていれば（図５４（ｂ）の状態）、設定変更が行われてお
らず、表示内容が「０」となっていれば（図５４（ｅ）の状態）設定変更が行われたこと
が判明する。また、ＢＥＴ表示部や入賞表示部が翌日の営業開始時に点灯状態が維持され
ていれば、設定変更されていないことが容易に理解されてしまっていた。
【０４８２】
　このような仕込みの対策として、ホールの店員は、払出数表示部１２の表示を「０」に
するために閉店後に複数回ゲームを実行しなければならなかった。また、精算操作やＢＥ
Ｔ操作により、払出数表示部１２の表示を「０」にできるような場合であっても、閉店後
に精算操作やＢＥＴ操作を実行しなければならず、手間が掛かっていた。
【０４８３】
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　本実施の形態では、このようなホールの店員の作業負担を減らしつつ、仕込みを防止す
るために、小役入賞が発生し、払出数表示部１２にメダルの払出し枚数が表示された状態
から３０秒が経過することにより、払出数表示部１２の表示を初期状態である「０」へと
変化する制御を実行している。また、ＢＥＴ操作部や入賞表示部についても同様に、小役
入賞から３０秒が経過することにより点灯状態から初期状態の消灯状態へ変化するように
制御している。
【０４８４】
　［払出数表示部の表示パターンについて］
　図５５は、払出数表示部（遊技補助表示器）１２の表示パターンを説明するための図で
ある。払出数表示部１２の表示パターンとして、図５５のようなパターンにより表示する
ことができる。図５５の表において、左側のリプレイ入賞時等の欄は、スロットマシン１
における状態を示している。また、払出数表示部１２の表示パターンであるＡ～Ｃのパタ
ーンにおいて、「初期」は、払出数表示部１２の表示の初期状態（たとえば、図５４（ｅ
））を示しており、「維持」は、払出数表示部１２の表示が維持される状態（たとえば、
図５４（ｂ））を示している。払出数表示部１２は、スロットマシン１の状態において、
表中の「○」で示される「初期」または「維持」の状態に制御される。表中の「×」は、
制御されない状態を示している。また、表中の「－」は、ＢＥＴ操作からレバー操作への
一連のゲームを開始する操作においてＢＥＴ操作時に払出数表示部１２が初期状態へと変
化したので、レバー操作時には、初期状態であることが示されている。なお、初期状態と
して払出数表示部１２に「０」表示される場合を示したが、初期状態は、０以外の記号で
示すようにしてもよいし、０と記号との組合せ（たとえば、「０．」）でもよいし、表示
が消灯されるようにしてもよい。
【０４８５】
　図５５に示すように、Ａ～Ｃパターンのいずれのパターンでも、再遊技役としてのリプ
レイ入賞時には、払出数表示部１２が初期状態となる。また、精算操作時には、Ａパター
ンおよびＢパターンは、払出数表示部１２が初期状態となるが、Ｃパターンでは、払出数
表示部１２の表示が維持される。また、ＢＥＴ操作からレバー操作にかけての一連の操作
において、Ａパターンでは、ＢＥＴ操作時には、払出数表示部１２の表示が維持されるが
、レバー操作時に払出数表示部１２が初期状態となる。また、ＢパターンおよびＣパター
ンでは、ＢＥＴ操作時に払出数表示部１２が初期状態となり、レバー操作時には、初期状
態のままである。
【０４８６】
　また、遊技を停止してから３０秒が経過するとＡパターンでは、払出数表示部１２が初
期状態となり、ＢパターンおよびＣパターンでは、払出数表示部１２の表示が維持される
。また、設定変更状態後（デフォルト後）には、Ａ～Ｃパターンのいずれのパターンでも
、払出数表示部１２が初期状態（デフォルト状態）となる。また、電断復帰後には、Ａ～
Ｃパターンのいずれのパターンでも払出数表示部１２の表示が電断前の状態で維持される
。なお、払出数表示部１２の表示状態は、Ａ～Ｃのパターンに限らず、各状態で初期状態
または表示が維持される状態のいずれかになるものの組合せであればよい。
【０４８７】
　［じゃんけん演出について］
　次に、図５６を用いて、じゃんけん演出の詳細について説明する。演出抽選によりじゃ
んけん演出が決定されたときにおいて、じゃんけん演出が開始されるときには、キャラク
タ役物２００は、初期位置（図４参照）から駆動位置（図５６（Ａ）の位置）に変位する
。さらに、キャラクタ役物２００に隠蔽されていた腕部材３００が突出される。じゃんけ
ん演出では、キャラクタ役物２００は、味方キャラクタとして機能する。
【０４８８】
　図５６（Ａ）に示すように、「じゃんけんチャンス」といった、じゃんけん演出が開始
されることを報知する報知画像を、液晶表示器５１に表示させることにより、じゃんけん
演出は開始される。また、サブ制御部９１は、液晶表示器５１の表示領域における向かっ
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て左側の領域に、敵キャラとして、敵キャラ画像４００が電子的に表示される。このよう
に、敵キャラ画像４００と、キャラクタ役物２００（味方キャラクタ）とが左右方向で対
峙することになる。
【０４８９】
　その後、サブ制御部９１は、煽り演出として、じゃんけんの「じゃん」、「けん」とい
う拍子に合わせて、たとえば、「じゃん」、「けん」といった音声をスピーカ５３、５４
から出力させる。また、サブ制御部９１は、煽り演出として、「じゃん」、「けん」の拍
子に合わせて、キャラクタ役物２００の腕部材３００を上下方向に振らせる。これととも
に、サブ制御部９１は、煽り演出として、決定された煽り演出（炎なし演出、小炎演出、
大炎演出のうちのいずれか）を実行する。また、煽り演出として、敵キャラ画像４００に
ついても、腕を振っている態様で表示される。
【０４９０】
　この煽り演出が終了した後に、図５６（Ｃ）に示すようなＡＴ結果演出が実行される。
サブ制御部９１は、じゃんけんの「ぽん」という拍子に合わせて、たとえば、「ぽん」と
いった音声をスピーカ５３、５４から出力させる。また、サブ制御部９１は、「ぽん」の
拍子に合わせて、図５６（Ｃ）に示すように、キャラクタ役物２００の腕部材３００の指
部材３１１をグー、チョキ、パーのいずれかに変化させる。このように、腕部材３００の
指部材３１１は、決まり手として、グー、チョキ、パーのいずれかに、サブ制御部９１の
制御により変化可能となるような構造となっている。図５６（Ｃ）では、指部材３１１が
、決まり手として、チョキを出している例が示されている。さらに、サブ制御部９１は、
キャラクタ役物２００の腕部材３００と重畳する位置に、指部材３１１の変化後の形状に
応じたエフェクト画像３２０を表示する。本実施形態では、エフェクト画像３２０として
、腕部材３００の影を示す影画像が表示される。これにより、決まり手を立体的に見せる
ことができる。図５６（Ｃ）の例では、チョキの決まり手を模したエフェクト画像３２０
が表示されている。
【０４９１】
　一方、敵キャラ画像４００についても、決まり手として、グー、チョキ、パーのいずれ
かを出している画像に変化される。サブ制御部９１は、キャラクタ役物２００の指部材３
１１の変化後の形状を、所定時間（たとえば、５秒間）維持するとともに、決まり手を出
している敵キャラ画像４００の表示も該所定時間、継続させる。また、図５６（Ｃ）には
示さないが、ＡＴ当選したときには、「じゃんけん勝ち！ＡＴゲーム３００ゲームＧＥＴ
！」といった画像が表示される。一方、ＡＴ非当選しているときには、「じゃんけん負け
！残念！」といった画像が表示される。
【０４９２】
　［煽り演出実行中と起動処理実行中とにおける液晶表示器５１の表示の違いについて］
　次に、図５７を用いて、煽り演出実行中と起動処理実行中とにおける液晶表示器５１の
表示の違いについて説明する。図５７（Ａ）は、煽り演出実行中について示したものであ
り、図５７（Ｂ）は、起動処理実行中（図４１参照）におけるキャラクタ役物２００の初
期動作（Ｓ５２）について示したものである。
【０４９３】
　図５７（Ａ－１）は、煽り演出実行中における、キャラクタ役物２００と液晶表示器５
１の表示とを示したものである。図５７（Ａ－２）は、図５７（Ａ－１）のキャラクタ役
物２００を省略したものである。図５７（Ａ－１）、（Ａ－２）に示すように、煽り演出
実行中は、装飾表示として、炎画像３１０と、敵キャラ画像４００と、じゃんけんという
文字とを表示する。
【０４９４】
　図５７（Ｂ－１）は、起動処理実行中における、キャラクタ役物２００と液晶表示器５
１の表示とを示したものである。図５７（Ｂ－２）は、図５７（Ｂ－１）のキャラクタ役
物２００を省略したものである。図４１のＳ５２でも説明したように、サブ制御部９１に
よる起動処理では、キャラクタ役物２００の初期動作（非検出時動作制御や検出時動作制
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御）として、該キャラクタ役物２００を駆動位置に変位させる処理が実行される。図５７
（Ｂ－１）、（Ｂ－２）に示すように、起動処理実行中は、図５７（Ａ－２）に示す装飾
表示は実行されずに、「設定変更中」という文字（図４１のＳ５６参照）が表示される。
なお、この文字は、設定変更状態に制御されていないとき（つまり、図４０のＳ２４にお
いて、設定開始コマンドが送信されていないとき）には、画像は何ら表示されない。
【０４９５】
　また、特に図示しないが、起動処理実行中のキャラクタ役物２００の初期動作として、
図５７（Ｂ－１）のようにキャラクタ役物２００が手を振る動作を５秒間行った後は、所
定の決まり手（本実施形態では、グー）を出す。キャラクタ役物２００が、該所定の決ま
り手を出したときには、じゃんけん演出中には表示されたエフェクト画像３２０を表示し
ない。
【０４９６】
　［第１実施形態により得られる主な効果について］
　次に、第１実施形態により得られる主な効果を説明する。
　（１）　第１実施形態によれば、図５７（Ａ）に示すように、遊技中（たとえば、煽り
演出実行中）では、キャラクタ役物２００が駆動位置に変位したときに、装飾表示（図５
６（Ｂ）の炎画像３１０と、敵キャラ画像４００と、じゃんけんという文字の表示、図５
６（Ｃ）のエフェクト画像３２０などの表示）を実行することから遊技の興趣を向上させ
ることができる。仮に、遊技機の初期動作中（起動処理中）において、煽り演出が実行さ
れたときと同様の装飾表示が実行された場合には、キャラクタ役物２００の初期動作を店
員などが確認する際に、キャラクタ役物２００の初期動作への確認を該装飾表示が阻害す
る虞がある。これに対し、本実施形態では、図５７（Ｂ）に示すように、遊技機の初期動
作中（起動処理中）では、装飾表示を実行しない。したがって、装飾表示によって、キャ
ラクタ役物２００への確認を阻害することを防止できることから、キャラクタ役物２００
の確認処理をさせ易くすることができる。
【０４９７】
　また、サブ制御部９１のサブＣＰＵ９１ａは、初期動作制御としての非検出時動作制御
や検出時動作制御を実行する場合、実動作確認用動作制御における最低速度でキャラクタ
役物２００、腕部材３００、指部材３１１が動作するように制御する。つまり、非検出時
動作制御や検出時動作制御では、実動作確認用動作制御と同じ動作は行わないので、実動
作確認用動作制御にて使用する装飾表示とは別個に非検出時動作制御や検出時動作制御に
対応する装飾表示を予め用意する必要はないので、制御負荷を軽減できる。
【０４９８】
　（２）　また、図５７（Ｂ）に示すように、初期動作中（起動処理中）において設定変
更状態に制御されているときには、遊技中では表示されることがない「設定変更中」とい
う文字を表示する。したがって、店員などに、設定変更状態に制御されていることを認識
させることができる。また、起動処理中には、装飾表示は実行されないことから、「設定
変更中」という文字への視認が該装飾表示により阻害されることを防止できる。
【０４９９】
　（３）　ところで、従来から、キャラクタ役物２００などの可動部材を動作させるとき
に、液晶表示器５１などの表示手段において、可動部材の動作に合せてエフェクト画像等
の演出効果表示を表示可能なものが開示されている文献（たとえば、特開２０１３－２０
８３０８号公報）があった。しかし、この文献に記載の遊技機においては、可動部材が動
作するときの状況に合せた演出効果表示が表示可能ではなく、可動部材の動作と表示手段
の演出効果表示とを連携させた演出の効果が不十分であるという問題があった。本実施形
態ではかかる事情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、可動体の動作と表示手段
の演出効果表示とを連携させた演出効果を高めることが可能な遊技機を提供することであ
る。具体的には、図４７に示すように、煽り演出として、炎なし演出と、小炎演出と、大
炎演出とのうちのいずれかを実行可能である。さらに、これらの演出に応じて、炎画像を
表示させないようにしたり、炎画像の大きさを異ならせるようにすることができる（異な
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る装飾表示ができる）。したがって、キャラクタ役物２００の変位と装飾表示とを連携さ
せた演出の効果を向上させることができる。
【０５００】
　（４）　ところで、従来から、液晶表示器５１などの表示手段と、キャラクタ役物２０
０などの可動部材とを備えた遊技機がある。こうした遊技機では、可動部材が表示手段と
重なる位置まで変位したときに、表示手段に所定画像が表示され、可動部材の動作を強調
するようにしたものが開示されている文献（たとえば、特開２０１３－０９９５７２号公
報）があった。この文献に記載の遊技機においては、可動部材の動作を強調するために大
まかな所定画像を表示しているに過ぎず、可動部材を用いた演出による遊技の興趣を十分
に高めることができない。本実施形態ではかかる事情に鑑み考え出されたものであり、そ
の目的は、可動部材を用いた演出による遊技興趣をより高めることができる遊技機を提供
することである。
【０５０１】
　具体的には、図５６（Ｃ）に示すように、キャラクタ役物２００の指部材３１１は、グ
ー、チョキ、パーに変化可能であり、該変化後の形状に応じたエフェクト画像３２０を表
示可能である。したがって、指部材３１１の変化と、エフェクト画像３２０の表示とを連
携させた演出の効果を向上させることができる。
【０５０２】
　（５）　ところで、従来から、遊技者に遊技中における何らかの指令（ミッション）を
与えて、そのミッションが遊技中に達成されると、遊技者に対してミッションの達成を報
知する遊技機が開示された文献（たとえば、特開２０１４－１５８８５４号公報）があっ
た。この文献に記載の遊技機においては、ミッションとして予め定められた演出条件に、
可動部材の動作が含まれている場合、演出動作以外の原因で可動部材が動作したときにミ
ッションを達成してしまう場合があった。本実施形態は、かかる事情に鑑み考え出された
ものであり、その目的は、演出動作以外の原因で可動役物が動作したときにはミッション
の達成を防止する遊技機を提供することである。
【０５０３】
　本実施形態では、図４８に示す１００種類のミッション達成条件のうち、キャラクタ役
物２００を動作させるミッションが存在する（たとえば、ミッションＭ３およびＭ５）。
ミッションＭ３またはミッションＭ５のミッション達成条件が成立したときにおいて、キ
ャラクタ役物２００が動作するとともに、ミッション達成報知が実行される。しかしなが
ら、キャラクタ役物２００が演出動作とは異なる動作をしたときに、ミッション達成報知
の実行を制限する（ミッション達成報知は実行されない）。本実施形態では、図４１に示
すように、サブ制御部９１の起動処理においては、Ｓ５２で、役物の初期動作を実行する
が、この初期動作に基づいて、ミッション達成報知は実行されない。仮に、遊技機の初期
動作中（起動処理中）において、ミッション達成報知が実行された場合には、キャラクタ
役物２００の初期動作を店員などが確認する際に、キャラクタ役物２００の初期動作への
確認を該ミッション達成報知が阻害する虞がある。これに対し、本実施形態では、遊技機
の初期動作中（起動処理中）では、ミッション達成報知を実行しない。したがって、ミッ
ション達成報知によって、キャラクタ役物２００への確認を阻害することを防止できるこ
とから、キャラクタ役物２００の確認処理をさせ易くすることができる。
【０５０４】
　（６）　また、キャラクタ役物２００が動作するタイミングは、複数存在する。本実施
形態では、図４８に示す役物関連ミッション（ミッションＭ３、Ｍ５）のミッション達成
条件が成立したとき、または、所定の役物動作条件が成立したときに、キャラクタ役物２
００は動作する。したがって、キャラクタ役物２００を動作させる機会を増加させること
ができることから、遊技の興趣を向上させることができる。
【０５０５】
　（７）　また、役物関連ミッションのミッション達成条件が成立したときにおいて、（
図４６のＳ８８のＹＥＳ）、第１駆動装置９９ａの故障などにより、キャラクタ役物２０
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０が動作しなかった場合でも（Ｓ９２のＹＥＳ）、ミッション達成報知を実行する（Ｓ９
６）。したがって、「役物関連ミッションのミッション達成条件が成立したとしても、故
障などによりキャラクタ役物２００の動作が不能であることから、ミッション達成報知が
実行されないといった不合理」を解消することができることから、興趣の低下を防止でき
る。
【０５０６】
　（８）　ところで、従来のスロットマシンとして、入賞の発生（遊技の結果）にかかわ
る入賞ラインと、入賞の発生にかかわらない無効ラインとが設定され、入賞役に当選した
ときに所定の報知演出を行い、入賞役に対応する入賞図柄組合せが入賞ライン上に停止す
ると入賞発生となるものが開示されている文献（たとえば、特開２０１４－０８３３０２
号公報）があった。また、入賞役として、入賞図柄組合せがばらけ目に設定され、入賞ラ
イン上に当該入賞図柄組合せが停止されたときに、無効ライン上に所定図柄の揃い目が停
止され、入賞発生となる所定役（たとえば上段ベル）が設けられていた。しかしながら、
この文献に記載のスロットマシンにおいて実行される報知演出は、入賞ライン上に停止す
る入賞図柄組合せを構成する図柄ではなく、無効ライン上に停止する所定図柄を示唆する
ものであった。その結果、無効ライン上に停止された所定図柄が遊技の結果であるかのよ
うに遊技者を誤認させてしまう虞があった。本実施形態は、かかる実情に鑑み考え出され
たものであり、その目的は、遊技の結果を誤認させることを防止するスロットマシンを提
供することである。
【０５０７】
　具体的には、サブ制御部９１によりチェリーリプ当選を示唆する演出が実行され、図４
９（ａ）～（ｃ）に示すように、目押し成功となるタイミングでストップスイッチが操作
されたときは、左リール２Ｌと中リール２Ｃとを含む入賞ラインＬＮ上にチェリー図柄が
揃う。また、サブ制御部９１によりチェリーリプ当選を示唆する演出が実行され、図４９
（ｄ）～（ｆ）に示すように、目押し失敗となるタイミングでストップスイッチが操作さ
れたときは、入賞ラインＬＮ上の左リール２Ｌと中リール２Ｃとにリプレイ図柄が揃う一
方、入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー図柄が導出される。このように、成功タ
イミングとは異なるタイミングでストップスイッチが操作されたときであっても、入賞ラ
インＬＮ上の右リール２Ｒには、チェリーリプ当選を示す表示結果が導出される。よって
、入賞ラインＬＮ上に表示された表示結果がチェリーリプ当選であることを示すことがで
き、入賞ラインＬＮ上に表示された表示結果が無効ライン上に表示された表示結果として
誤認されることを防止することができる。
【０５０８】
　（９）　また、図４９（ｃ）に示すように、強チェリーリプ当選時に、目押し成功とな
るタイミングでストップスイッチ８Ｌ～８Ｒが操作されたときには、入賞ラインＬＮ上の
左リール２Ｌ、中リール２Ｃのみならず右リール２Ｒにもチェリー図柄が揃う。よって、
左リール２Ｌ、中リール２Ｃにチェリー図柄が導出されているか否かに関わらず、右リー
ル２Ｒにもチェリー図柄を導出することができるので、図４９（ｃ），（ｆ）に示すよう
に、右リール２Ｒに対する制御内容を共通化することができる。
【０５０９】
　（１０）　また、図５２（ｂ）に示すように、チェリーリプ当選時に右リール２Ｒが最
初に停止された場合には、入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー図柄が導出される
。よって、左リール２Ｌおよび中リール２Ｃの操作前に入賞ラインＬＮ上に表示された表
示結果が無効ライン上に表示された表示結果として誤認されることを防止することができ
る。
【０５１０】
　（１１）　また、図４９（ｃ），（ｆ）に示すように、目押しを失敗し左リール２Ｌ、
中リール２Ｃにチェリー図柄が導出されず、入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー
図柄が導出された場合にも強チェリーリプの入賞として再遊技役が入賞する。よって、左
リール２Ｌ、中リール２Ｃにチェリー図柄が導出されなくても入賞が発生するので、遊技
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の興趣が向上する。
【０５１１】
　（１２）　ところで、従来のスロットマシンとして、遊技者の有利不利に関わる設定変
更がホール（遊技場）の閉店から翌日の営業開始の間に実行されたか否かを把握する仕込
みを防止する措置を取ったスロットマシンが開示されている文献（たとえば、特許第５７
５７４８９号公報）があった。ここで、仕込みとは、前日の閉店時に払出しのある役を入
賞させ、表示装置に「１」以上の数が表示された状態で遊技を終了する行為である。この
ような行為により、翌日の営業開始時にその値が維持されていれば、設定変更が行われて
おらず、表示内容が「０」となっていれば設定変更が行われたことが判明する。この文献
では、このような仕込みを防止するために、従来よりも簡易なメダルの精算操作やＢＥＴ
操作により表示内容を「０」とすることができる技術が開示されていた。しかしながら、
この文献に記載のスロットマシンにおいても仕込みを防止するためには、店員による操作
が必要であり、作業による手間が掛かっていた。本実施形態は、かかる実情に鑑み考え出
されたものであり、その目的は、店員の作業負担を減らしつつ、仕込みを防止するスロッ
トマシンを提供することである。
【０５１２】
　具体的には、図５４に示すように、小役入賞が発生し、払出数表示部１２にメダルの払
出し枚数が表示された状態から３０秒が経過することにより、払出数表示部１２の表示を
初期状態である「０」へと変化する制御を実行している。ＢＥＴ表示部、入賞表示部につ
いても同様に、小役入賞から３０秒が経過することにより点灯状態を初期状態の消灯状態
へ変化するように制御している。このようにすれば、ホールの店員の作業負担を減らしつ
つ、仕込みを防止することができる。
【０５１３】
　（１３）　また、図５４（ｂ），（ｅ）に示すように、払出数表示部１２においてメダ
ルの払出し枚数に関する情報が報知される。このようにすれば、遊技者が容易に仕込みを
実行可能な払出数表示部１２に対して仕込みに対する対策を実行することができる。
【０５１４】
　（１４）　また、図５４に示すように、払出数表示部１２に払出し枚数が表示された状
態で、スロットマシン１の電源が切られ、再度電源が投入された場合には、３０秒が経過
することにより、払出数表示部１２の表示態様が「０」を表示した状態に制御される。こ
のようにすれば、閉店時に時間経過を待つことなく開店時の電源投入動作により、払出数
表示部１２の報知状態を「０」を表示した状態に制御することができる。
【０５１５】
　（１５）　また、前回のゲーム終了から３０秒経過によりデモ演出が実行される状態と
なる。よって、小役入賞から３０秒を計時するためのタイマと前回のゲーム終了から３０
秒経過によりデモ演出が実行される状態となることを計時するためのタイマとを共通化す
ることができる。
【０５１６】
　（１６）　また、前回のゲーム終了から３０秒経過により節電モードとしてもよい。こ
のようにすれば、小役入賞から３０秒を計時するためのタイマと前回のゲーム終了から３
０秒経過により節電モードとなることを計時するためのタイマとを共通化することができ
る。
【０５１７】
　（１７）　また、図５４（ｂ），（ｅ）に示すように、払出数表示部１２に払出し枚数
を表示した状態で３０秒が経過すると、払出数表示部１２に「０」を表示した状態に制御
される。このようにすれば、３０秒が経過することを待つことで、店員の操作なしに払出
数表示部１２の表示状態を設定変更状態の終了後の表示態様の同一の状態とすることがで
きる。
【０５１８】
　［第２実施形態］
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　第２実施形態は、第１実施形態で説明した思想を可能な限りパチンコ遊技機に適用した
ものである。本実施形態のパチンコ遊技機は、遊技媒体（遊技玉）が所定の始動領域を通
過したときに、大当り抽選が実行される。大当り抽選は、「大当りに制御させない」、「
確変なし大当りに制御させる」、「確変付き大当りに制御させる」のうちのいずれかに決
定する抽選である。大当たり状態は、可変入賞装置が開放状態となるラウンド遊技を所定
回数実行する有利状態である。確変付き大当りは、大当り状態の終了後に、確変状態に制
御させるものをいう。確変状態とは、所定の状態（確変状態に制御されていない状態）よ
りも、大当りの当選確率が高い状態である。
【０５１９】
　また、遊技領域の中央付近には、様々な画像を表示可能な演出表示装置が設けられてい
る。また、パチンコ遊技機は、キャラクタ役物２００を備え、じゃんけん演出も実行可能
である。じゃんけん演出の実行契機は、本実施形態では大当り抽選である。また、パチン
コ遊技機の起動処理においては、キャラクタ役物２００の初期動作が実行されるとともに
、（図４１のＳ５２に相当する処理）。メイン制御部の各部およびサブ制御部の各部にお
いて、エラーの有無を検出するエラー検出処理が実行される。また、第１実施形態では、
図５７の例では、初期動作中においては、「設定変更中」という文字が表示されていた。
第２実施形態では、初期動作中において、エラー検出処理が実行されることにより、エラ
ーがないことが検出されたときには、「エラー無し」という文字が表示される。また、図
４７のテーブルにおいて、図４７（Ａ）は、大当り抽選で大当り当選しなかったときに用
いられるテーブルであり、図４７（Ｂ）は、大当り抽選で大当り当選したときに用いられ
るテーブルである。また、図４７（Ｂ）においては、「付与ＡＴゲーム数が１～１５０」
というのが、「確変無し大当りが当選したとき」に代替され、「付与ＡＴゲーム数が１５
１～３００」というのが、「確変付き大当りが当選したとき」に代替される。このような
構成パチンコ遊技機であっても、第１実施形態で説明した効果などを奏することができる
。
【０５２０】
　［変形例］
　以上、本発明における主な実施の形態を説明してきたが、本発明は、上記の実施の形態
に限られず、種々の変形、応用が可能である。以下、本発明に適用可能な上記の実施の形
態の変形例について説明する。尚、各変形例は、支障がない限りにおいて、相互に組み合
わせることができる。
【０５２１】
　例えば、前記実施形態１では、複数の可動体を備えるキャラクタ役物２００を例示して
いるが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、図５８に示す、中央に設けら
れた演出表示装置の前方に下方側から進出可能な１の可動体を備える役物Ｙ１と、演出表
示装置の前方に上方側から落下可能な１の可動体を備える役物Ｙ２と、一部が演出表示装
置の表示領域を覆うように設けられ、回転する１の可動体を備える役物Ｙ３を備えるパチ
ンコ遊技機Ｐのように、１の可動体のみを有する役物を複数備えるものであってもよく、
これら各役物Ｙ１～Ｙ３が動作するときに、各役物Ｙ１～Ｙ３に対応した演出画像（例え
ば、エフェクト画像等）を演出表示装置に表示するものであればよい。尚、これら役物の
動作態様（例えば、移動方向や回動方向）や設置数は、上記のものに限らず種々に変更可
能である。また、上記以外の動作態様にて動作する可動役物を適用してもよい。
【０５２２】
　また、前記実施形態等では、回転役物２０１を原点検出対象役物とはしない形態を例示
しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら原点位置と演出位置との間
で移動（動作）しない役物についても、特定の回転位置を原点位置として、該原点位置を
検出するようにしてもよい。
【０５２３】
　また、前記実施形態では、役物初期化処理において、一の可動体に対し第１動作制御と
しての非検出時動作制御または検出時動作制御を実行する形態を例示したが、本発明はこ
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れに限定されるものではなく、少なくとも非検出時動作制御のみを実行するようにしても
よい。尚、非検出時動作制御のみを実行可能とする場合、役物初期化処理において原点検
出センサにより可動体が検出されている場合は非検出時動作制御を実行しなくてもよい。
【０５２４】
　また、前記実施形態では、サブＣＰＵ９１ａが、第１動作制御としての非検出時動作制
御や検出時動作制御を実行する場合、実動作確認用動作制御における最低速度と同じ速度
で可動役物が動作するように制御する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、非検出時動作制御や検出時動作制御において、第２動作制御としての実動作確
認用動作制御における最低速度以下の速度で可動役物が動作するように制御すればよく、
例えば、実動作確認用動作制御における最低速度よりも遅い第１動作制御専用の動作速度
にて各可動役物が動作するように制御してもよい。尚、この場合、第１動作制御専用の動
作速度を各可動体の特定や物性に応じて、個々の可動体に対応した異なる第１動作制御専
用の動作速度とすることが好ましい。
【０５２５】
　また、前記実施形態では、第１動作制御である非検出時動作制御または検出時動作制御
においては、常に予め設定された単一の動作速度（実動作確認用動作制御における最低速
度）にて可動役物が動作する、つまり、可動役物が常に一定の速度にて動作するように制
御する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、原点位置に
復帰する際に、実動作確認用動作制御における最低速度から漸次減速させて最低速度より
も低い速度にて動作するように制御してもよい。つまり、第１動作制御である非検出時動
作制御または検出時動作制御においては、実動作確認用動作制御における最低速度よりも
低い速度であれば、所定の移動期間において速度が可変するようにしてもよい。
【０５２６】
　また、前記実施形態では、第１動作制御である非検出時動作制御または検出時動作制御
においては、それぞれ同一の動作速度（実動作確認用動作制御における最低速度）にて可
動役物の動作を制御する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、非
検出時動作制御における最高速度が、検出時動作制御における最低速度以下の速度となる
ように制御するようになっていれば、例えば、非検出時動作制御と検出時動作制御とで異
なる動作速度にて可動役物を動作させるようにしてもよい。
【０５２７】
　また、前記実施形態では、エラーなど特定の異常が発生している場合に可動役物が検出
手段にて検出されていないとき、つまり、第２初期化処理におけるステップＳ１０９にて
原点検出センサが検出状態でない場合、動作エラー判定回数が「３」に達するまで、実動
作確認用動作制御における最低速度にて各可動役物を原点位置方向へ向けて移動させる制
御を繰返し行う形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、検出時動作
制御における最低速度よりも低い速度、例えば、エラー用に設定され、比較的大きなトル
クが得られる低速である特別速度で可動役物が動作するように制御するようにしてもよい
。
【０５２８】
　また、前記実施形態では、役物初期化処理におけるステップＳ１２４にて原点検出セン
サが検出状態になっていない場合、つまり、動作対象役物が原点位置（初期位置）に位置
していない場合には、原点検出センサが検出状態になるまで、Ｓ１２２～Ｓ１２７の処理
を繰返し行う、つまり、設定されたプロセスデータに基づき、実動作確認用動作制御にお
いて設定されている最低制御速度に基づいて可動役物を検出時動作制御させる形態を例示
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、役物初期化処理におけるステップＳ１
２４にて原点検出センサが検出状態になっていない場合には、その時点から可動役物を実
動作確認用動作制御において設定されている最低制御速度に基づいて原点位置方向へ移動
させる非検出時動作制御を実行するようにしてもよい。
【０５２９】
　また、前記実施形態では、役物初期化処理における実動作確認用動作制御において、サ



(103) JP 6554450 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

ブＣＰＵ９１ａは、可動体を往動作及び復動作それぞれにおいて加速及び減速して、低速
→高速→低速→停止となるように制御する形態を例示したが、可動体演出時の動作制御や
実動作確認用動作制御における動作速度は上記した形態に制御するものに限らず、例えば
、低速→高速→低速→高速→低速→停止といったように低速と高速とを複数回繰り返すよ
うに制御してもよいし、動作速度が低速→中速→高速の順に変化するように制御してもよ
い。
【０５３０】
　また、往動作と復動作とで動作速度の変化態様や最低速度が異なるように制御してもよ
い。尚、往動作と復動作とで最低速度が異なる場合、非検出時動作制御や検出時動作制御
における最高速度を、実動作確認用動作制御における往動作と復動作とのうち速度が低い
方の最低速度以下の速度となるように設定すればよい。
【０５３１】
　また、前記実施形態では、役物初期化処理における実動作確認用動作制御において、サ
ブＣＰＵ９１ａは、可動体を加速及び減速して動作速度を変化させる制御を行う形態を例
示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、単一の動作速度にて可動体が動作す
るように制御するようにしてもよい。このように単一の動作速度にて可動体が動作するよ
うに制御する場合、該単一の動作速度が、実動作確認用動作制御における最低速度となる
ため、非検出時動作制御や検出時動作制御における最高速度を、該最低速度以下の速度と
なるように設定すればよい。
【０５３２】
　また、前記実施形態では、第１動作制御としての非検出時動作制御や検出時動作制御を
、スロットマシン１の起動時である役物初期化処理において実行する形態を例示したが、
本発明はこれに限定されるものではなく、起動時以外のタイミング（例えば、役物エラー
や他の各種エラーを含むエラー処理の実行後や、図柄の変動開始時や、役物演出の実行後
など）にて実行するようにしてもよい。
【０５３３】
　また、前記実施形態における役物初期化処理における可動体の順序は一例に過ぎず、こ
れら順序は任意であり、上記以外の順序で各動作を実行するようにしてもよい。また、全
ての可動体について非検出時動作制御または検出時動作制御を実行した後に実動作確認用
動作制御を実行する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、一の可
動体の非検出時動制御または検出時動作と実動作確認用動作制御とを実行した後に、他の
可動体の非検出時動作制御または検出時動作制御と実動作確認用動作制御とを実行するよ
うにしてもよい。また、複数のうち２以上の可動役物についての非検出時動作制御、検出
時動作制御及び実動作確認用動作制御のうちいずれかを並行して一緒に実行するようにし
てもよい。
【０５３４】
　また、全ての可動役物について非検出時動作制御または検出時動作制御を実行した後に
実動作確認用動作制御が実行される形態を例示したが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、一の可動役物の非検出時動作制御または検出時動作制御と実動作確認用動作制御
とを実行した後、他の非検出時動作制御または検出時動作制御と実動作確認用動作制御と
を実行するようにしてもよい。
【０５３５】
　また、前記実施形態では、実動作確認用プロセスデータを、実際の演出時の動作と同一
の動作内容が記述されたものとした形態を例示したが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、これら実動作確認用動作制御としては、実際の演出における動作速度の各動作を
全て含むものであれば、完全に同一の動作でなくともよく、例えば、動作の一部が異なる
複数の演出動作がある場合には、異なる複数の演出動作を全て組み込んだ確認専用の動作
を記述した実動作確認用プロセスデータとしてもよい。
【０５３６】
　また、前記実施形態では、Ｓ１１３、Ｓ１２７、Ｓ２１３の動作エラー判定回数を「３
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」とした形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら動作エラー
判定回数は、「３」以外の回数に適宜に設定してもよく、Ｓ１１３、Ｓ１２７、Ｓ２１３
各々の動作エラー判定回数を異なる回数としてもよい。
【０５３７】
　また、前記実施形態では、非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用動作制
御を第２初期化処理にて実行する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、例えば、非検出時動作制御や検出時動作制御の実行タイミングは任意に設定可能で
あり、例えば、可動体演出の終了後や、図柄の変動表示が開始されるときや、デモ演出を
実行したときなどに実行するようにしてもよい。
【０５３８】
　また、前記実施形態では、遊技機の一例としてスロットマシン１やパチンコ遊技機を例
示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、予め定められた球数の
遊技球が遊技機内部に循環可能に内封され、遊技者による貸出要求に応じて貸し出された
貸出球や、入賞に応じて付与された賞球数が加算される一方、遊技に使用された遊技球数
が減算されて記憶される、所謂、封入式遊技機にも本発明を適用可能である。尚、これら
封入式遊技機においては遊技球ではなく得点やポイントが遊技者に付与されるので、これ
ら付与される得点やポイントが遊技価値に該当する。
【０５３９】
　［初期動作中に表示される情報について］
　第１実施形態では、起動処理実行中において、液晶表示器に表示される特定情報は、第
１実施形態では、「設定変更中」という文字であり、第２実施形態では、「エラー無し」
という文字であるとして説明した。しかしながら、この特定情報は、遊技中には表示され
ない情報であれば如何なる情報であってもよい。たとえば、第１実施形態の起動処理にお
いて、エラーの有無を検出するエラー検出処理が実行されることにより、エラーが存在し
ないことが検出されたときには、「エラー無し」という文字を表示するようにしてもよい
。また、該エラー検出処理において、チェックサムを用いて、エラー検出処理が実行され
る場合には、特定情報として、「チェックサムＯＫ」などといった文字を表示するように
してもよい。
【０５４０】
　また、第１実施形態および第２実施形態のうちの少なくとも一方の特定情報は、他の情
報であってもよい。たとえば、特定情報として、「初期動作実行中」といった文字を表示
するようにしてもよい。また、初期動作中において、特定情報を表示しないようにしても
よい。
【０５４１】
　［特典について］
　前述した例では、特典として、ＡＴ当選、ＡＴに制御可能にするＡＴゲーム数など、メ
ダルやパチンコ玉の払出率に直接影響を及ぼす価値を例示した。しかし、特典としては、
遊技者にとっての有利度合いを向上させる価値であればよく、たとえば、メダルの払出率
に直接影響を及ぼすものではない価値であってもよい。具体的に、ＡＴ抽選において通常
時よりも高確率でＡＴ当選する高確率状態が設けられている場合において、現在の状態が
高確率状態であるか否かを示唆するための確率示唆演出の実行、液晶表示器５１に音声と
ともにプレミア演出の実行（特別キャラクタ出現、次回発生したボーナス中において特別
なボーナス中演出実行など）、設定されている設定値を示唆するための設定値示唆演出の
実行、一定数を集めることでスロットマシン１が設置された遊技店において定めたサービ
スと交換可能なポイント付与、特典映像や特典情報を所定のＷｅｂサイトにてダウンロー
ドすることが可能な２次元コードを液晶表示器５１において表示などであってもよい。
【０５４２】
　また、特典の一例としてＡＴゲーム数を例示したが、ＡＴに関する特典としては、これ
に限らず、たとえば、ＡＴに所定ゲーム数（たとえば５０ゲーム）制御可能にする権利（
ナビストック）を特典としてもよい。また、ナビ演出を実行可能なナビ演出実行可能回数
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を決定し、当該決定されたナビ演出実行可能回数分、ナビ演出が実行されるまでＡＴに制
御する場合、ナビ演出実行可能回数を特典としてもよい。また、たとえば、上限付与量を
決定し、付与された遊技用価値（メダル払出枚数）が決定された上限付与量に到達するま
でＡＴに制御する場合、上限付与量を特典としてもよい。また、所定のＡＴ開始条件が成
立してから所定のＡＴ終了条件が成立するまでＡＴに制御され、ＡＴ終了条件が成立した
ときに当該ＡＴを継続するか否かの継続抽選を行う場合、継続抽選において継続すると決
定される継続確率を特典としてもよい。
【０５４３】
　［役物の態様について］
　本実施形態では、キャラクタ役物２００（指部材３１１が）が変化可能な態様として、
図５６（Ｃ）などに示すように、グー、チョキ、パーのいずれかであるとして説明した。
しかしながら、キャラクタ役物２００が変化可能な態様は、他の概念としてもよい。キャ
ラクタ役物２００が変化可能な態様は、たとえば、キャラクタ役物２００の駆動位置とし
てもよい。たとえば、第１特典が付与されているときにおけるキャラクタ役物２００の駆
動距離（移動距離）をＬ１とし、第１特典よりも有利な（特典の量が多い）第２特典が付
与されているときにおけるキャラクタ役物２００の駆動距離（移動距離）をＬ２とする。
このような構成によれば、キャラクタ役物２００の移動距離により、付与されている特典
の有利度を遊技者に認識させることができることから、該移動距離に対して注目を集める
ことができる。
【０５４４】
　また、キャラクタ役物２００のエフェクト画像は、キャラクタ役物２００の移動距離に
応じて異なる装飾表示が実行可能である。たとえば、キャラクタ役物２００の駆動位置が
、駆動距離がＬ１である駆動位置であるときには、該駆動位置にエフェクト画像を表示す
る。また、キャラクタ役物２００の駆動位置が、駆動距離がＬ２である駆動位置であると
きには、該駆動位置にエフェクト画像を表示する。
【０５４５】
　このような構成によれば、キャラクタ役物２００の移動距離を多様にすることができる
とともに、キャラクタ役物２００の変化後の態様に応じた装飾表示を実行可能であること
から、キャラクタ役物２００の変化と、装飾表示とを連携させた演出の効果を向上させる
ことができる。
【０５４６】
　また、役物が動作するとは、役物が変位するものに限られず、役物は変位しないが役物
の少なくとも一部が変化するものも含む。
【０５４７】
　［キャラクタ役物２００の演出動作とは異なる動作について］
　本実施形態では、キャラクタ役物２００の演出動作とは異なる動作として、起動処理に
おける初期動作（図４１のＳ５２参照）を例示した。しかしながら、キャラクタ役物２０
０の演出動作とは異なる動作は他の動作としてもよい。
【０５４８】
　たとえば、ＡＴ抽選が実行されて、該ＡＴ抽選でＡＴ当選しなかった場合には、初期位
置に位置するキャラクタ役物２００が駆動位置方向に移動するが、該駆動位置までは移動
せずに、途中で初期位置に戻ってしまう特定制御を実行するようにしてもよい。該特定制
御は、つまり、ガセの制御である。キャラクタ役物２００の演出動作とは異なる動作は他
の動作は、この特定制御により、キャラクタ役物２００を途中まで移動させる動作として
もよい。
【０５４９】
　また、第１駆動装置９９ａの故障などにより、キャラクタ役物２００を移動させるため
の条件が成立していないにもかかわらず、キャラクタ役物２００が動作してしまう場合が
ある。キャラクタ役物２００の演出動作とは異なる動作は他の動作は、このような第１駆
動装置９９ａの故障時などにおけるキャラクタ役物２００の動作としてもよい。
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【０５５０】
　また、遊技機に対して、遊技者などにより外部から振動が加えられたときに、キャラク
タ役物２００を動作させるための条件が成立していないにもかかわらず、キャラクタ役物
２００が動作してしまう場合がある。キャラクタ役物２００の演出動作とは異なる動作は
他の動作は、このような振動が加えられたときなどにおけるキャラクタ役物２００の動作
としてもよい。
【０５５１】
　［ミッション達成報知について］
　第１実施形態のスロットマシンでは、物理的なリール（以下、メインリールという。）
のみで構成されるとして説明した。しかしながら、該メインリールの他にサブリールを備
えるようにしてもよい。サブリールは、メインリールの数と対応して設けられ、たとえば
、サブリールは３つ設けられる。また、サブリールの変動制御および停止制御は、メイン
リールの変動制御および停止制御に対応して実行される。また、サブリールは、液晶表示
器５１に電子的に表示されるリールとしてもよく、物理的なリールとしてもよい。また、
メインリールの各識別情報は、遊技者から特定され難い図形（たとえば、全て類似してい
る図形）である一方、サブリールの各識別情報は、遊技者により特定され易い図形（たと
えば、図５に示すような図形）としてもよい。このような構成によれば、遊技者は、サブ
リールの変動および停止を見ながら、遊技を進行させることになる。また、ミッション達
成報知は、ミッションＭ１を達成したときには、「ミッションＭ１達成！おめでとう！」
といったミッション達成文字を表示することである。
【０５５２】
　このような構成の場合において、サブリールが変動しているときには、ミッション達成
報知をサブリールの変動表示よりも優先して実行し、サブリールが停止することで表示結
果を導出しているときには、該表示結果を優先してミッション達成報知を実行する。
【０５５３】
　たとえば、「サブリールが変動しているときには、該サブリールの前面のレイヤーにミ
ッション達成文字を表示する一方、サブリールが停止することにより表示結果が導出され
ているときには、該表示結果が表示されている領域とは異なる領域に、該ミッション達成
文字を所定態様で（たとえば、小さく）表示する」という特定表示制御を実行するように
してもよい。
【０５５４】
　このような構成によれば、遊技者にとってあまり重要でないサブリールの変動中には、
見易い態様でミッション達成文字を表示することから、該ミッション達成文字を遊技者に
認識させることができる。一方、遊技者にとって重要なサブリールの表示結果が導出され
ているときには、該表示結果を見易い態様で、ミッション達成文字を表示することから、
導出されたサブリールの表示結果の視認を妨げないようにすることができる。
【０５５５】
　また、第１実施形態において、サブリールを備えずに、メインリールを備えた上で、特
定表示制御を実行するようにしてもよい。この場合には、メインリールの変動中において
、遊技者の目押しを阻害しないような態様で、特定表示制御を実行することが好ましい。
たとえば、メインリールの前面に、薄い濃度でミッション達成文字を表示するようにして
もよい。また、メインリールが停止することにより、表示結果が導出されたときには、ミ
ッション達成文字を所定態様で（たとえば、小さく）表示するようにしてもよい。
【０５５６】
　また、第２実施形態のパチンコ遊技機においても、特定表示制御を実行するようにして
もよい。
【０５５７】
　［装飾表示について］
　（１）　本実施形態の装飾表示は、キャラクタ役物２００の一部が液晶表示器５１と重
複したときに実行されるとして説明した。しかしながら、装飾表示は、キャラクタ役物２
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００の全てが液晶表示器５１と重複したときに実行されるようにしてもよい。また、装飾
表示は、キャラクタ役物２００が液晶表示器５１と重複していないときに実行されるよう
にしてもよい。
【０５５８】
　（２）　本実施形態の装飾表示は、液晶表示器５１に、特定画像（図５７の例では、炎
画像３１０および敵キャラ画像４００の画像など）を表示する処理であるとして説明した
。しかしながら、装飾表示は、画像を表示する処理でなくてもよい。たとえば、所定の情
報（たとえば、「チャンス」という文字）が、発光されることにより表示される発光ボー
ドを用いる構成としてもよい。このような構成を採用している場合には、装飾表示は、該
発光ボードを発光させる処理としてもよい。
【０５５９】
　（３）　本実施形態では、キャラクタ役物２００の駆動に伴って、実行される処理は、
装飾表示であるとして説明した。しかしながら、キャラクタ役物２００の駆動に伴って、
実行される処理は、役物演出の実行としてもよい。役物演出は、所定の画像を表示する演
出、所定の演出音を出力する演出、所定の態様で、発光手段を発光させる演出のうちの少
なくとも１つを含む演出としてもよい。
【０５６０】
　たとえば、役物演出が、所定の音を出力する演出である場合には、図５７で説明した制
御は、以下のような構成となる。煽り演出中は、キャラクタ役物２００が駆動すると共に
、演出音が出力される。また、起動処理実行（初期動作）中は、キャラクタ役物２００が
駆動する一方、演出音は出力されない。このような構成によれば、「役物演出により出力
される演出音によりキャラクタ役物２００への確認を阻害されること」を防止できること
から、キャラクタ役物２００の確認処理をさせ易くすることができる。
【０５６１】
　［リール配列について］
　第１実施形態では、図５に示すように、右リール２Ｒにおいてチェリー図柄が引き込み
可能な範囲内である５コマ以内に必ず配置されていた。よって、チェリーリプ当選時は、
入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒに必ずチェリー図柄を導出させることが可能であった。
しかしながら、右リール２Ｒに加え、左リール２Ｌまたは中リール２Ｃのうち少なくとも
いずれか一方のリールにおいて、チェリー図柄を必ず引き込み可能な範囲内に配置するよ
うにしてもよい。このようなリール配列にすることで、様々な制御に対応することができ
る。
【０５６２】
　たとえば、中リール２Ｃと右リール２Ｒとにおいて、チェリー図柄を必ず引き込み可能
な範囲内に配置するようにしてもよい。このようなリール配列にすれば、強チェリーリプ
当選時に左図柄を取りこぼした場合、リプレイ－チェリー－チェリーの図柄組合せを導出
させることができる。このようにすれば、チェリーリプ当選をより明確に示すことができ
る。また、弱チェリーリプ当選時に左図柄を取りこぼした場合、リプレイ－リプレイ－チ
ェリーの図柄組合せを導出させることで、強チェリーリプを取りこぼしたことを示すこと
ができる。また、たとえば、無効ラインＬＭ４にリプレイ図柄が揃いそうな場合に、中リ
ール２Ｃ中段にチェリー図柄を導出させることで、チェリーリプ入賞していることを分か
りやすくすることができる。このように、図柄配列を変更することで、様々な導出表示に
対応させることができ、臨機応変に機械にあった制御を実行することができる。
【０５６３】
　［告知演出について］
　第１実施形態では、告知演出として、キャラクタ画像を用いた演出を実行することを説
明した。しかし、告知演出は、演出効果ＬＥＤ５２やリールＬＥＤ５５などを点灯させる
制御を行い、その点灯色によって示されるようにしてもよい。また、告知演出は、スター
トスイッチ７の操作時に実行されるものではなく、１ゲームにおけるどのタイミングで実
行されるようにしてもよい。たとえば、全てのリールが停止後にチェリーリプに当選した
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ことをＬＥＤを赤色に発光させることで示唆するようにしてもよい。
【０５６４】
　［押し順について］
　第１実施形態では、図４９に示すように、目押し成功となるタイミングと目押し失敗と
なるタイミングとのいずれかのタイミングにより、同じ抽選対象役が当選したときであっ
ても、導出される図柄組合せが異なっていた。しかしながら、同じ抽選対象役が当選した
ときに、押し順（操作手順）により導出される図柄組合せが異なるようにしてもよい。
【０５６５】
　たとえば、強チェリーリプ当選時の図柄組合せとしてリプレイ－リプレイ－チェリーと
チェリー－チェリー－チェリーとを入賞役として設定する。そして、押し順として左第１
停止を正解手順として、中および右第１停止を不正解手順とする。このような場合におい
て、強チェリーリプ当選時に左第１停止が実行された場合には、チェリー－チェリー－チ
ェリーを優先的に引き込み、中または右第１停止が実行された場合には、リプレイ－リプ
レイ－チェリーを優先的に引込むようにしてもよい。なお、全てのリールにおいてチェリ
ー図柄を必ず引き込み可能な範囲内に配置すれば、正解手順で操作された場合に、必ずチ
ェリー－チェリー－チェリーを導出させることができる。また、左リール２Ｌのチェリー
図柄の位置においてチェリーリプ入賞が確定するとともに、強チェリーリプ、弱チェリー
リプ、中段チェリーリプのいずれの入賞役であるかが確定するようにしてもよい。
【０５６６】
　また、図柄の変動表示を特定の押し順で停止させる操作であって、かつ、当該操作が特
定のタイミングで操作されたときにのみ正解手順となる表示結果が導出されるようにして
もよい。
【０５６７】
　［払出し枚数について］
　第１実施形態では、図４９に示すように、目押し成功となるタイミングと目押し失敗と
なるタイミングとのいずれのタイミングであっても、入賞が発生することを示した。しか
し、目押し成功となるタイミングと目押し失敗となるタイミングとで、メダルの払出し枚
数が異なるようにしてもよい。たとえば、目押し成功となるタイミングで図柄が導出され
た場合には、目押し失敗となるタイミングで図柄が導出された場合よりも払出し枚数を多
くしてもよい。また、押し順についても正解手順では不正解手順よりも払出し枚数を多く
してもよい。また、目押し成功となるタイミングと目押し失敗となるタイミングとで、メ
ダルの払出し枚数が同じになるようにしてもよい。
【０５６８】
　［所定入賞について］
　第１実施形態では、所定入賞として、チェリーリプなどの再遊技役を例示したが、これ
に限らず、メダルの付与を伴う小役であってもよい。この場合、所定入賞としての小役は
、第１実施形態において示したチェリーリプやスイカと同じ図柄組合せで構成されるもの
であってもよい。このような場合、タイミングや押し順に関わらず、複数の可変表示部の
うちの特定可変表示部である右リール２Ｒの表示結果として入賞ラインＬＮ上の識別情報
が特定識別情報（チェリー図柄）となる表示結果を導出するようにしてもよい。たとえば
、所定入賞としての小役であるチェリーに当選したときに、チェリーの入賞示唆演出を実
行する。そして、目押し成功となるタイミングで左リール２Ｌが停止された場合には、左
リール２Ｌの入賞ラインＬＮ上にチェリー図柄を導出し、３枚のメダルを払出せばよい。
また、目押し失敗となるタイミングで左リール２Ｌが停止された場合（左リール２Ｌの入
賞ラインＬＮ上にチェリー図柄を取りこぼした場合）には、メダルの払出しが無いように
すればよい。しかしながら、左リール２Ｌの入賞ラインＬＮ上にチェリー図柄を取りこぼ
した場合であっても、右リール２Ｒの入賞ラインＬＮ上にはタイミングに関係なくチェリ
ー図柄を停止させることができる（たとえば、リプレイ－リプレイ－チェリーが入賞ライ
ンＬＮに揃う）ので、チェリー当選の入賞示唆演出と表示結果との誤認が生じることを防
止することができる。なお、小役を取りこぼした場合であっても、小役を取りこぼしてい
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ない場合に比べ少なからずメダルの払出しがあるようにしてもよい。また、小役を取りこ
ぼした場合であっても、小役を取りこぼしていない場合であっても、同じ枚数のメダルの
払出しがあるようにしてもよい。
【０５６９】
　［所定可変表示部の表示結果として所定ライン上に導出可能な特定識別情報について］
　第１実施形態では、所定可変表示部の表示結果として所定ライン上に導出可能な特定識
別情報として、チェリーリプを発生させる図柄組合せのうちの右リールの図柄である例に
ついて説明した。しかし、所定可変表示部の表示結果として所定ライン上に導出可能な特
定識別情報は、所定入賞の発生に関わらない図柄であってもよい。すなわち、所定入賞は
、一部のリールに特定識別情報が停止することにより、他のリールに停止した識別情報に
関わらず発生するものであってもよく、この場合に所定可変表示部の表示結果として所定
ライン上に導出可能な特定識別情報は他のリールに停止する図柄であってもよい。より具
体的に、たとえば、所定入賞は、チェリー－ＡＮＹ－ＡＮＹと、リプ－ＡＮＹ－ＡＮＹと
のいずれでも入賞が発生するものであってもよい。この場合でも、当該所定入賞に当選し
ている場合には、右リール２Ｒのチェリー図柄を必ず入賞ラインＬＮ上に引き込むような
リール制御を行うようにして、入賞ラインＬＮ上に表示された表示結果が無効ライン上に
表示された表示結果として誤認されることを防止することができる。
【０５７０】
　［所定ラインについて］
　第１実施形態では、目押し成功となるタイミングで停止操作が実行された場合には、所
定ラインとしての入賞ラインＬＮ上に特定の図柄（チェリー図柄）が表示され、目押し失
敗となるタイミングで停止操作が実行された場合には、右リールのみ入賞ラインＬＮ上に
特定の図柄（チェリー図柄）が表示されていた。しかし、所定ラインは、入賞ラインでは
なく無効ラインであってもよい。そして、目押し成功となるタイミングで停止操作が実行
された場合には、無効ライン上に特定の図柄が表示され、目押し失敗となるタイミングで
停止操作が実行された場合には、無効ライン上に特定の図柄が表示されるようにしてもよ
い。
【０５７１】
　［リール停止タイミングについて］
　第１実施形態では、チェリーリプ当選時に右リール２Ｒが最初に停止された場合に、入
賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー図柄が導出されていた。しかし、右リール２Ｒ
が最初に停止されない場合であっても入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー図柄が
導出されるようにしてもよい。たとえば、第１停止で目押しを失敗し、右リール２Ｒが第
２停止された場合であっても入賞ラインＬＮ上の右リール２Ｒにチェリー図柄を導出する
ようにしてもよい。
【０５７２】
　［当選示唆演出について］
　第１実施形態では、サブ制御部９１が当選示唆演出を決定するのではなく、メイン制御
部４１が当選示唆演出を決定するようにしてもよい。たとえば、メイン制御部４１は、内
部抽選において同時当選役に当選してＡＴ抽選が行われたときには、ＢＢ当選およびＡＴ
当選したか否かを示唆する当選示唆演出を所定タイミングで実行するための処理を行うよ
うにしてもよい。当選示唆演出としては、たとえば、スタートスイッチ７を操作したとき
にゲームの進行を所定期間に亘って遅延させるフリーズ演出が設けられていてもよい。フ
リーズ演出中においては、リール２Ｌ～２Ｒを所定態様で回転させて、特定の図柄組合せ
を仮停止させる擬似遊技を実行する。擬似遊技は、フリーズ演出中において複数回実行可
能である。なお、フリーズ演出は、スタートスイッチ７を操作したときに実行されるもの
に限らず、第１停止操作されたときや、第３停止操作されたとき、表示結果が導出されて
１ゲームが終了したときなどに実行されるものであってもよい。
【０５７３】
　また、ＢＢ当選あるいはＡＴ当選している信頼度は、フリーズ演出が最も高く、続いて
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、連打演出、ボタン演出、キャラクタＢ演出の順となり、キャラクタＡ演出が最も低くな
るように、当選示唆演出の種別が決定されるように割合が定められていてもよい。なお、
実行する演出としては、一の当選示唆演出が決定されるものに限らず、複数の当選示唆演
出が決定され得るようにしてもよい。また、当選示唆演出を実行する所定タイミングは、
これに限らず、複数タイミングからメイン制御部４１により決定されるもの（より具体的
に、メイン制御部４１は、ＡＴ当選示唆演出による結果報知を行うタイミングを、特定の
抽選対象役が当選したゲームから何ゲーム目（たとえば、０～３２ゲームのうちいずれか
）とするかを乱数抽選などにより決定するもの）であってもよい。メイン制御部４１は、
当選示唆演出を実行する所定タイミングで、当選示唆演出の種別を特定するためのコマン
ドをサブ制御部９１へ出力するとともに、当該当選示唆演出がフリーズ演出である場合に
は当該フリーズ演出用の処理を実行するようにしてもよい。なお、フリーズ演出以外の当
選示唆演出については、第１実施形態で説明したように、サブ制御部９１により決定され
るように構成してもよい。
【０５７４】
　［赤７図柄について］
　第１実施形態では、いずれかのチェリーリプ当選時は、入賞ラインＬＮのいずれかにチ
ェリー図柄が停止する場合を説明した。しかし、チェリーリプ当選時に、入賞ラインＬＮ
のいずれかにチェリー図柄が導出させなくてもよい。たとえば、中段チェリーリプ当選時
の図５０（ｃ）において有効ライン上にチェリー図柄が停止しない場合（右リールの上段
にチェリー図柄が導出されない場合）を設けてもよい。このような場合、赤７図柄は、チ
ェリー図柄と赤色の態様という点で共通する図柄である。よって、赤７図柄が入賞ライン
ＬＮ上に停止した場合には、チェリー図柄が導出されていない場合であっても、チェリー
リプ当選時にチェリーリプ当選を示唆する入賞示唆演出（たとえば、赤色のキャラクタ画
像や赤色のＬＥＤでの報知）を実行することができる。このように、入賞ラインＬＮ上に
関連する図柄（色が共通する図柄）があることで、入賞示唆演出を実行しても遊技者の誤
認を防止することができる。
【０５７５】
　［ＲＴ３での状態について］
　第１実施形態では、ＲＴ３中においては、さらに維持リプ１～３を抽選対象役として読
み出して内部抽選されるようにしてもよい。これにより、たとえば非ＡＴであるにもかか
わらずＲＴ３に制御された場合などにおいて、維持リプ１～３に当選したときに操作手順
によって転落リプに入賞させてＲＴ１へ転落させやすくすることができる。
【０５７６】
　［報知部について］
　第１実施形態では、報知部としてＢＥＴ表示部、払出数表示部１２、入賞表示部を示し
た。しかしながら、報知部は、スロットマシン１における別の部分で示されるようにして
もよい。たとえば、演出効果ＬＥＤ５２を用いて、その点灯色により小役入賞を報知し、
所定時間経過により、当該点灯が消去されるようにしてもよい。
【０５７７】
　また、第１実施形態をいずれか１つの報知部のみに適用するようにしてもよい。たとえ
ば、報知部として払出数表示部１２のみにおいて、第１実施形態を適用するようにしても
よい。
【０５７８】
　［初期状態について］
　第１実施形態では、報知部の初期状態として、表示が「０」を示す表示ものや、点灯が
消去されるものを示した。しかしながら、報知部の表示状態の初期状態は、「０」を示す
ものではなく、通常状態では表示されない表示でもよい。また、完全に消灯させるのでは
なく、表示の輝度を低下させ、薄暗く表示するものでもよい。
【０５７９】
　［電断について］
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　第１実施形態では、スロットマシン１に電断が発生した場合、電断復帰後に電断が発生
する前の報知部の表示態様で表示され、３０秒の経過で表示態様が初期状態となる場合を
示した。しかし、電断が発生する前の時間をカウントし、カウントしたタイマ値と電断復
帰後のタイマ値を合計した値が３０秒となったことに基づいて、報知部の表示態様が初期
状態となるようにしてもよい。
【０５８０】
　［特定モードについて］
　第１実施形態では、特定モードに移行する時間と、小役入賞時から報知部の表示態様が
初期状態となる時間とが同じであった。しかし、これらの２つの期間は、同じでなくても
よい。
【０５８１】
　［設定確認状態について］
　第１実施形態では、リセット／設定スイッチ３８により設定値を変更できる状態である
設定変更状態となったときに、各種報知部の表示状態が初期状態に変化する場合を示した
。しかし、設定変更状態後の設定値を確認可能な設定確認状態となったときに、各種報知
部の表示状態を初期状態に変化させるようにしてもよい。
【０５８２】
　［はずれについて］
　第１実施形態では、はずれとなった場合に以下のような制御を実行してもよい。はずれ
の場合には、図５４のうち払出数表示部１２および入賞表示部は初期状態のままであるが
、ＢＥＴ操作部は、点灯表示状態が維持されるようにしてもよい。そして、はずれとなっ
てから３０秒経過によりＢＥＴ操作部の表示態様が消灯されるようにしてもよい。なお、
ＢＥＴ操作部が点灯状態であるときに、電断発生時は、復帰後に点灯状態が維持され、設
定変更状態後、精算操作後、ＢＥＴ操作後は、消灯状態となるようにすればよい。
【０５８３】
　［再遊技役について］
　第１実施形態では、再遊技役に入賞した場合に以下のような制御を実行してもよい。た
とえば、再遊技役であるリプレイ入賞が発生した場合には、払出数表示部１２は初期状態
のままであるが、ＢＥＴ操作部は、一旦消灯した後、すぐに点灯状態に制御される。また
、入賞表示部は点灯状態に制御される。このような状態のとき、３０秒経過により入賞表
示部を消灯状態とするようにしてもよい。なお、ＢＥＴ操作部は３０秒経過の際にも点灯
状態に制御するのが好ましい。また、設定変更状態では、ＢＥＴ操作部および入賞表示部
を初期状態に制御すればよい。また、リプレイ入賞時は、ＢＥＴ操作および精算操作は受
付けないように制御されるようにすればよい。なお、リプレイ入賞時に、ＢＥＴ操作およ
び精算操作を受付けることができるように制御してもよい。また、リプレイ入賞時に電断
が発生した場合には、電断前の点灯状態が維持されるようにすればよい。なお、リプレイ
入賞時に電断が発生した場合には、消灯状態で復帰するようにしてもよい。このような場
合には、遊技者がメダルを投入した際（１枚検知した際）またはＢＥＴ操作を実行した際
に１ＢＥＴＬＥＤ１４、２ＢＥＴＬＥＤ１５、３ＢＥＴＬＥＤ１６のＬＥＤを点灯状態に
制御するようにしてもよい。このようにすれば、閉店時にリプレイ入賞をさせて遊技を終
了したとしても、開店時には消灯状態に制御されるので、仕込みを防止することができる
。
【０５８４】
　［有利状態について］
　前述した例では、有利状態として、スロットマシンについては小役の当選確率が所定状
態であるときよりも高確率となるビッグボーナス（ＢＢ）やＡＴを例示したが、遊技者に
とって有利な状態であればこれに限るものではなく、以下においてスロットマシンの例を
説明する。
【０５８５】
　有利状態は、たとえば、所定の入賞役の当選確率が高確率となるレギュラーボーナス（
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）やリプレイタイム（ＲＴ）、小役の集中状態や、少なくとも１のリールの引き込み可能
範囲が通常よりも狭くなるとともに毎ゲームにおいてすべての小役の発生が許容された状
態となるチャレンジタイム（ＣＴ）、入賞役の当選確率などを変化させるものではなく当
選した小役を入賞させるための操作手順を所定期間（たとえば５０ゲーム消化するまでの
間）に亘って報知する擬似ボーナスなどであってもよい。また、これらの有利な状態に制
御される確率が高確率となる状態であってもよく、また、フリーズ状態に制御される確率
が高確率の状態、ＡＴゲーム数などのゲーム数が高確率で上乗せされる状態、ＡＴの上乗
せゲーム数が増加されやすくなる状態など、上記実施形態と異なる態様の有利状態を設定
してもよい。また、通信回線網上で特典を得るための条件や、プレミアム感のある演出（
フリーズ演出、プレミアム演出など）を実行する条件の成立確率が高確率となる状態等、
遊技者にとって間接的に有利な特典や、遊技の興趣を向上させる状態などであってもよい
。また、有利状態への移行を許容するか否かを決定する許容決定手段は、内部抽選処理に
限らず、入賞役とは無関係に決定する手段であってもよい。
【０５８６】
　［演出や報知について］
　前述した例では、液晶表示器５１を用いて演出や報知を行う例を挙げたが、たとえば、
スピーカ５３，５４、リールの背面側（内側）に配置されたバックランプ（上記実施形態
のリールＬＥＤ５５）、リールの前面側に配置された透過液晶表示器（リールを目視でき
るように構成された液晶表示器）、前面扉１ｂなどに取り付けられたランプやＬＥＤ、ス
トップスイッチの振動、ストップスイッチの周囲からの送風、ストップスイッチの温度の
変化など、上記の実施形態と異なる手段で演出を実行してもよい。
【０５８７】
　［ＡＴについて］
　上記スロットマシンの例では、ＡＴに係る制御をメイン制御部４１が実行する例につい
て説明したが、メイン制御部４１が実行するＡＴに係る制御としては、ＡＴ抽選の実行が
挙げられる。ＡＴ抽選には、ＡＴ抽選の当選または非当選の決定、ＡＴゲーム数をストッ
クするか否かの決定、ＡＴゲーム数の決定、ＡＴゲーム数の上乗せ抽選などが含まれるも
のであってもよい。また、ＡＴに係る制御としてＡＴ抽選の高確率状態の制御が挙げられ
る。ＡＴ抽選の高確率状態の制御には、ＡＴ抽選の当選確率が高確率になる制御、内部抽
選の結果に応じてＡＴに制御されるまでの期間を短縮する制御、上乗せ抽選の当選確率や
ゲーム数を優遇する制御などが含まれる。また、ＡＴに係る制御として、規定ゲーム数の
ゲームが消化されたときにＡＴに制御することが挙げられる。規定ゲーム数のゲームが消
化されたときとして、天井ゲーム数に到達したとき、抽選で決定されたゲーム数に到達し
たときが含まれる。また、ＡＴに係る制御として、前兆期間を設定する制御が挙げられる
。前兆期間を設定する制御には、ＡＴの開始前の前兆期間にたとえば０～３２ゲームの演
出を実行する制御が含まれる。また、ＡＴに係る制御として、ペナルティを付与する制御
が挙げられる。ペナルティを付与する制御には、ペナルティ内容の決定、ペナルティ期間
の決定または設定が含まれる。また、ＡＴに係る制御として、ＡＴ中である旨のランプや
ＬＥＤの点灯制御をメイン制御部４１が行うことが挙げられる。
【０５８８】
　また、ＡＴに係る制御として、ナビ演出を実行するためのランプやＬＥＤの点灯制御を
メイン制御部４１が行うことが挙げられる。さらに、メイン制御部４１がナビ演出を実行
することに連動してサブ制御部９１がナビ演出を実行するようにしてもよい。
【０５８９】
　なお、ＡＴに係る制御をメイン制御部４１が実行する場合には、メイン制御部４１の処
理を、メイン制御部４１に従属し、メイン制御部４１の下位となる制御部に実行させるこ
とが好ましい。たとえば、リールの停止制御を遊技制御基板以外の基板に設けた制御部が
実行するようにし、メイン制御部４１はストップスイッチの操作信号を当該制御部に転送
することが挙げられる。このように、メイン制御部４１の制御を下位となる制御部に行わ
せることにより、ＡＴに係る制御を行うときのＲＯＭ４１ｂやＲＡＭ４１ｃの容量不足や
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【０５９０】
　また、第１実施形態では、前述したＡＴに係る制御をメイン制御部４１が実行するよう
にしたが、サブ制御部９１が実行するようにしてもよい。サブ制御部９１は、たとえば、
メイン制御部４１からのコマンドに基づいてＡＴ抽選処理や上乗せ抽選処理を行い、その
結果に応じてＡＴに制御するための処理やナビ演出を実行するための処理などを行うよう
にしてもよい。
【０５９１】
　［設定変更状態および設定確認状態について］
　設定変更状態に関して、「電源ＯＮ」＋「設定キースイッチＯＮ」＋「前面扉開放検出
」を条件として、設定変更状態に移行させるようにしてもよい。これにより、前面扉が開
放されていない状態での不正な設定変更を防ぐことができる。また、一旦設定変更状態に
移行された後は、設定変更状態を終了させる終了条件(設定値確定後に設定キースイッチ
がＯＦＦ操作)が成立するまで前面扉の開閉状態に関わらず設定変更状態を維持するよう
にしてもよい。これにより、設定変更状態中に前面扉が閉まっても設定変更状態を終了さ
せないため、再度設定変更状態へ移行させる手間を生じさせてしまうことを防ぐことがで
きる。
【０５９２】
　また、設定確認状態に関して、「設定キースイッチＯＮ」＋「前面扉開放検出」を条件
として、設定確認状態に移行させるようにしてもよい。これにより、前面扉が開放されて
いない状態での不正な設定確認を防ぐことができる。また、一旦設定確認状態に移行され
た後は、設定確認状態を終了させる終了条件(設定キースイッチがＯＦＦ操作)が成立する
まで前面扉の開閉状態に関わらず設定確認状態を維持するようにしてもよい。これにより
、設定確認状態中に前面扉が閉まっても設定確認状態を終了させないため、再度設定確認
状態へ移行させる手間を生じさせてしまうことを防ぐことができる。
【０５９３】
　［スロットマシンの変形例について］
　上記実施形態として、入賞の発生に応じて遊技媒体を遊技者の手元に払い出すスロット
マシンを説明したが、遊技媒体が封入され、入賞の発生に応じて遊技媒体を遊技者の手元
に払い出すことなく遊技点（得点）を加算する封入式のスロットマシンを採用してもよい
。基盤とドラムとが流通可能で、筐体が共通なもので基盤のみあるいは基盤とドラムとを
遊技機と称する。また、遊技玉を発射して遊技を行うことが可能な遊技領域を備え、遊技
領域に設けられた所定領域を遊技玉が通過することに応じて賭数の設定が可能となるスロ
ットマシンであってもよい。
【０５９４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０５９５】
１　スロットマシン、２Ｌ，２Ｃ，２Ｒ　リール、８Ｌ，８Ｃ，８Ｒ　ストップスイッチ
、１２　払出数表示部、４０　遊技制御基板、４１　メイン制御部、５１　液晶表示器、
９０　演出制御基板、９１　サブ制御部、キャラクタ役物２００、回転役物２０１。
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