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(57)【要約】
【課題】偶発的に配当が付与されるような演出が実現さ
れるようにする。
【解決手段】複数のシンボル１８０を再配置するベーシ
ックゲームにおいて、所定のシンボル１８０がペイライ
ンＬ上に並んだ場合に、演出画面４０において、ボール
４１が複数のピン４６に衝突しながら落下する様子と収
容器４２及び阻害物４３が水平移動する様子とが表示さ
れるボーナスゲームが行われる。ボール４１は、複数の
ピン４６に衝突して落下方向を変えながら落下していく
ように表示され、このボール４１が収容器４２に収容さ
れた場合に、ボーナスゲームにおける配当が付与される
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複数のピンとを表示する表示領域とを
有するディスプレイと、
　以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うようにプログラムされたコントローラと、
を有することを特徴とするスロットマシン。
（ａ）前記配置領域において前記複数のシンボルを再配置し、
（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの関係により賞を決定し、
（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記表示領域において前記ボールが前記複数のピン
に衝突しながら落下する様子を表示させ、
（ｄ）落下した前記ボールが特定の場所に到達した場合に配当を付与する。
【請求項２】
　複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複数のピンとを表示する表示領域とを
有するディスプレイと、
　前記ボールと前記複数のピンとが表示される演出画面を複数記憶する記憶装置と、
　以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うようにプログラムされたコントローラと、
を有することを特徴とするスロットマシン。
（ａ）前記配置領域において前記複数のシンボルを再配置し、
（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの関係により賞を決定し、
（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記記憶装置が記憶する複数の前記演出画面のいず
れかを選択して前記表示領域に表示させるとともに、前記表示領域において前記ボールが
前記複数のピンに衝突しながら落下する様子を表示させ、
（ｄ）落下した前記ボールが特定の場所に到達した場合に配当を付与する。
【請求項３】
　複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複数のピンと前記ボールを収容可能な
収容器とを表示する表示領域とを有するディスプレイと、
　以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うようにプログラムされたコントローラと、
を有することを特徴とするスロットマシン。
（ａ）前記配置領域において前記複数のシンボルを再配置し、
（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの関係により賞を決定し、
（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記表示領域において前記ボールが前記複数のピン
に衝突しながら落下する様子と前記収容器が水平移動する様子とを表示させ、
（ｄ）落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与する。
【請求項４】
　複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複数のピンと前記ボールを収容可能な
収容器とを表示する表示領域とを有するディスプレイと、
　前記ボールと前記複数のピンと前記収容器とが表示される演出画面を複数記憶する記憶
装置と、
　以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うようにプログラムされたコントローラと、
を有することを特徴とするスロットマシン。
（ａ）前記配置領域において前記複数のシンボルを再配置し、
（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの関係により賞を決定し、
（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記記憶装置が記憶する複数の前記演出画面のいず
れかを選択して前記表示領域に表示させるとともに、前記表示領域において前記ボールが
前記複数のピンに衝突しながら落下する様子と前記収容器が水平移動する様子とを表示さ
せ、
（ｄ）落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与する。
【請求項５】
　複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複数のピンと前記ボールを収容可能な
収容器と前記ボールの前記収容器への収容を阻害する阻害物とを表示する表示領域とを有
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するディスプレイと、
　以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うようにプログラムされたコントローラと、
を有することを特徴とするスロットマシン。
（ａ）前記配置領域において前記複数のシンボルを再配置し、
（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの関係により賞を決定し、
（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記表示領域において前記ボールが前記複数のピン
に衝突しながら落下する様子と前記収容器及び前記阻害物が水平移動する様子とを表示さ
せ、
（ｄ）落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与する。
【請求項６】
　複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複数のピンと前記ボールを収容可能な
収容器と前記ボールの前記収容器への収容を阻害する阻害物とを表示する表示領域とを有
するディスプレイと、
　前記ボールと前記複数のピンと前記収容器と前記阻害物とが表示される演出画面を複数
記憶する記憶装置と、
　以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うようにプログラムされたコントローラと、
を有することを特徴とするスロットマシン。
（ａ）前記配置領域において前記複数のシンボルを再配置し、
（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの関係により賞を決定し、
（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記記憶装置が記憶する複数の前記演出画面のいず
れかを選択して前記表示領域に表示させるとともに、前記表示領域において前記ボールが
前記複数のピンに衝突しながら落下する様子と前記収容器及び前記阻害物が水平移動する
様子とを表示させ、
（ｄ）落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与する。
【請求項７】
　複数のシンボルを再配置させる単位ゲームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法
であり、
　所定の条件が成立した場合に、ボールが複数のピンに衝突しながら落下する様子をディ
スプレイに表示させるステップと、
　落下した前記ボールが特定の場所に到達した場合に配当を付与するステップと、
を含むことを特徴とするスロットマシンのプレイ方法。
【請求項８】
　複数のシンボルを再配置させる単位ゲームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法
であり、
　所定の条件が成立した場合に、ボールと複数のピンとが表示される複数の演出画面のい
ずれかを選択してディスプレイに表示させるとともに、当該ディスプレイにおいて前記ボ
ールが前記複数のピンに衝突しながら落下する様子を表示させるステップと、
　落下した前記ボールが特定の場所に到達した場合に配当を付与するステップと、
を含むことを特徴とするスロットマシンのプレイ方法。
【請求項９】
　複数のシンボルを再配置させる単位ゲームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法
であり、
　所定の条件が成立した場合に、ボールが複数のピンに衝突しながら落下する様子と前記
ボールを収容可能な収容器が水平移動する様子とをディスプレイに表示させるステップと
、
　落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与するステップと、
を含むことを特徴とするスロットマシンのプレイ方法。
【請求項１０】
　複数のシンボルを再配置させる単位ゲームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法
であり、
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　所定の条件が成立した場合に、ボールと複数のピンと前記ボールを収容可能な収容器と
が表示される複数の演出画面のいずれかを選択してディスプレイに表示させるとともに、
当該ディスプレイにおいて前記ボールが前記複数のピンに衝突しながら落下する様子と前
記収容器が水平移動する様子とを表示させるステップと、
　落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与するステップと、
を含むことを特徴とするスロットマシンのプレイ方法。
【請求項１１】
　複数のシンボルを再配置させる単位ゲームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法
であり、
　所定の条件が成立した場合に、ボールが複数のピンに衝突しながら落下する様子と前記
ボールを収容可能な収容器及び前記ボールの前記収容器への収容を阻害する阻害物が水平
移動する様子とをディスプレイに表示させるステップと、
　落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与するステップと、
を含むことを特徴とするスロットマシンのプレイ方法。
【請求項１２】
　複数のシンボルを再配置させる単位ゲームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法
であり、
　所定の条件が成立した場合に、ボールと複数のピンと前記ボールを収容可能な収容器と
前記ボールの前記収容器への収容を阻害する阻害物とが表示される複数の演出画面のいず
れかを選択してディスプレイに表示させるとともに、当該ディスプレイにおいて前記ボー
ルが前記複数のピンに衝突しながら落下する様子と前記収容器及び前記阻害物が水平移動
する様子とを表示させるステップと、
　落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与するステップと、
を含むことを特徴とするスロットマシンのプレイ方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシン、及びそのプレイ方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のスロットマシンは、プレーヤがコインや紙幣等の遊技媒体をスロットマシンの投
入口に投入し、スピンボタンを入力すると、筐体の正面に設けられたディスプレイにて複
数のシンボルがスクロール表示され、その後、各シンボルは自動的に停止する。
【０００３】
　このようなスロットマシンでは、例えば、特許文献１或いは特許文献２に開示されてい
るように、ウイニングライン上に停止表示されたシンボルが所定の組み合わせである場合
に、賞としての所定数の遊技媒体が払い出される。さらに、ウイニングラインとは関係な
く、スキャッタシンボルと呼ばれるシンボルがディスプレイに表示された数に応じて、所
定数の遊技媒体が払い出される。
【０００４】
【特許文献１】米国特許ＵＳ６６０４９９９Ｂ２号明細書
【特許文献２】米国特許ＵＳ２００２０６５１２４Ａ１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のスロットマシンには、ボーナスゲームにおける演出として、複数のボールがバス
ケットに向かって連射される様子がディスプレイに表示され、所定数のボールがバスケッ
トに入ると配当が付与されるものが存在するが、ボーナスゲームの開始時に、予めバスケ
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ットに入るボールの数が決定され、決定された結果となるように演出が進行されるために
、ボールが不自然な動きをしていた。そして、ボールに不自然な動きをさせているために
、偶発的に配当が付与されるような演出が実現されていなかった。
【０００６】
　本発明は、上述した従来技術にないエンターテイメント性を備えたスロットマシン及び
そのプレイ方法を提供することを目的とする。
【０００７】
　また、本発明は、偶発的に配当が付与されるような演出が実現される新たなエンターテ
イメント性を備えたスロットマシン及びそのプレイ方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段及び効果】
【０００８】
　本発明のスロットマシンは、複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複数のピ
ンとを表示する表示領域とを有するディスプレイと、以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うよ
うにプログラムされたコントローラと、を有することを特徴とする。（ａ）前記配置領域
において前記複数のシンボルを再配置し、（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの関係
により賞を決定し、（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記表示領域において前記ボー
ルが前記複数のピンに衝突しながら落下する様子を表示させ、（ｄ）落下した前記ボール
が特定の場所に到達した場合に配当を付与する。
【０００９】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、表示領域においてボールが複数の
ピンに衝突しながら落下する様子が表示され、ボールが特定の場所に到達した場合に配当
が付与される。このように、ボールを複数のピンに衝突させて、ボールの動きを複雑にし
ているから、予めボールの到達する場所が決まっていても、ボールは自然な動きで落下し
ていくように表示される。これにより、偶発的に配当が付与されるような演出が実現され
る。
【００１０】
　また、本発明のスロットマシンは、複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複
数のピンとを表示する表示領域とを有するディスプレイと、前記ボールと前記複数のピン
とが表示される演出画面を複数記憶する記憶装置と、以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うよ
うにプログラムされたコントローラと、を有することを特徴とする。（ａ）前記配置領域
において前記複数のシンボルを再配置し、（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの関係
により賞を決定し、（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記記憶装置が記憶する複数の
前記演出画面のいずれかを選択して前記表示領域に表示させるとともに、前記表示領域に
おいて前記ボールが前記複数のピンに衝突しながら落下する様子を表示させ、（ｄ）落下
した前記ボールが特定の場所に到達した場合に配当を付与する。
【００１１】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、選択された演出画面においてボー
ルが複数のピンに衝突しながら落下する様子が表示され、ボールが特定の場所に到達した
場合に配当が付与される。このように、ボールを複数のピンに衝突させて、ボールの動き
を複雑にしているから、予めボールの到達する場所が決まっていても、ボールは自然な動
きで落下していくように表示される。これにより、偶発的に配当が付与されるような演出
が実現される。
【００１２】
　また、本発明のスロットマシンは、複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複
数のピンと前記ボールを収容可能な収容器とを表示する表示領域とを有するディスプレイ
と、以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うようにプログラムされたコントローラと、を有する
ことを特徴とする。（ａ）前記配置領域において前記複数のシンボルを再配置し、（ｂ）
再配置された前記複数のシンボルの関係により賞を決定し、（ｃ）所定の条件が成立した
場合に、前記表示領域において前記ボールが前記複数のピンに衝突しながら落下する様子
と前記収容器が水平移動する様子とを表示させ、（ｄ）落下した前記ボールが前記収容器
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に収容された場合に配当を付与する。
【００１３】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、表示領域においてボールが複数の
ピンに衝突しながら落下する様子と収容器が水平移動する様子とが表示され、ボールが収
容器に収容された場合に配当が付与される。このように、ボールを複数のピンに衝突させ
るとともに、収容器を水平移動させて、ボールと収容器との相対関係を複雑にしているか
ら、予めボールの収容器への収容の成否が決まっていても、ボールは自然な動きで落下し
ていくように表示される。これにより、偶発的に配当が付与されるような演出が実現され
る。
【００１４】
　また、本発明のスロットマシンは、複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複
数のピンと前記ボールを収容可能な収容器とを表示する表示領域とを有するディスプレイ
と、前記ボールと前記複数のピンと前記収容器とが表示される演出画面を複数記憶する記
憶装置と、以下（ａ）～（ｄ）の操作を行うようにプログラムされたコントローラと、を
有することを特徴とする。（ａ）前記配置領域において前記複数のシンボルを再配置し、
（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの関係により賞を決定し、（ｃ）所定の条件が成
立した場合に、前記記憶装置が記憶する複数の前記演出画面のいずれかを選択して前記表
示領域に表示させるとともに、前記表示領域において前記ボールが前記複数のピンに衝突
しながら落下する様子と前記収容器が水平移動する様子とを表示させ、（ｄ）落下した前
記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与する。
【００１５】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、選択された演出画面においてボー
ルが複数のピンに衝突しながら落下する様子と収容器が水平移動する様子とが表示され、
ボールが収容器に収容された場合に配当が付与される。このように、ボールを複数のピン
に衝突させるとともに、収容器を水平移動させて、ボールと収容器との相対関係を複雑に
しているから、予めボールの収容器への収容の成否が決まっていても、ボールは自然な動
きで落下していくように表示される。これにより、偶発的に配当が付与されるような演出
が実現される。
【００１６】
　また、本発明のスロットマシンは、複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複
数のピンと前記ボールを収容可能な収容器と前記ボールの前記収容器への収容を阻害する
阻害物とを表示する表示領域とを有するディスプレイと、以下（ａ）～（ｄ）の操作を行
うようにプログラムされたコントローラと、を有することを特徴とする。（ａ）前記配置
領域において前記複数のシンボルを再配置し、（ｂ）再配置された前記複数のシンボルの
関係により賞を決定し、（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記表示領域において前記
ボールが前記複数のピンに衝突しながら落下する様子と前記収容器及び前記阻害物が水平
移動する様子とを表示させ、（ｄ）落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に
配当を付与する。
【００１７】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、表示領域においてボールが複数の
ピンに衝突しながら落下する様子と収容器及び阻害物が水平移動する様子とが表示され、
ボールが収容器に収容された場合に配当が付与される。このように、ボールを複数のピン
や阻害物に衝突させるとともに、収容器及び阻害物を水平移動させて、ボールと収容器と
の相対関係を複雑にしているから、予めボールの収容器への収容の成否が決まっていても
、ボールは自然な動きで落下していくように表示される。これにより、偶発的に配当が付
与されるような演出が実現される。
【００１８】
　また、本発明のスロットマシンは、複数のシンボルを配置する配置領域と、ボールと複
数のピンと前記ボールを収容可能な収容器と前記ボールの前記収容器への収容を阻害する
阻害物とを表示する表示領域とを有するディスプレイと、前記ボールと前記複数のピンと
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前記収容器と前記阻害物とが表示される演出画面を複数記憶する記憶装置と、以下（ａ）
～（ｄ）の操作を行うようにプログラムされたコントローラと、を有することを特徴とす
る。（ａ）前記配置領域において前記複数のシンボルを再配置し、（ｂ）再配置された前
記複数のシンボルの関係により賞を決定し、（ｃ）所定の条件が成立した場合に、前記記
憶装置が記憶する複数の前記演出画面のいずれかを選択して前記表示領域に表示させると
ともに、前記表示領域において前記ボールが前記複数のピンに衝突しながら落下する様子
と前記収容器及び前記阻害物が水平移動する様子とを表示させ、（ｄ）落下した前記ボー
ルが前記収容器に収容された場合に配当を付与する。
【００１９】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、選択された演出画面においてボー
ルが複数のピンに衝突しながら落下する様子と収容器及び阻害物が水平移動する様子とが
表示され、ボールが収容器に収容された場合に配当が付与される。このように、ボールを
複数のピンや阻害物に衝突させるとともに、収容器及び阻害物を水平移動させて、ボール
と収容器との相対関係を複雑にしているから、予めボールの収容器への収容の成否が決ま
っていても、ボールは自然な動きで落下していくように表示される。これにより、偶発的
に配当が付与されるような演出が実現される。
【００２０】
　本発明のスロットマシンのプレイ方法は、複数のシンボルを再配置させる単位ゲームを
繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法であり、所定の条件が成立した場合に、ボール
が複数のピンに衝突しながら落下する様子をディスプレイに表示させるステップと、落下
した前記ボールが特定の場所に到達した場合に配当を付与するステップと、を含むことを
特徴とする。
【００２１】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、ディスプレイにおいてボールが複
数のピンに衝突しながら落下する様子が表示され、ボールが特定の場所に到達した場合に
配当が付与される。このように、ボールを複数のピンに衝突させて、ボールの動きを複雑
にしているから、予めボールの到達する場所が決まっていても、ボールは自然な動きで落
下していくように表示される。これにより、偶発的に配当が付与されるような演出が実現
される。
【００２２】
　また、本発明のスロットマシンのプレイ方法は、複数のシンボルを再配置させる単位ゲ
ームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法であり、所定の条件が成立した場合に、
ボールと複数のピンとが表示される複数の演出画面のいずれかを選択してディスプレイに
表示させるとともに、当該ディスプレイにおいて前記ボールが前記複数のピンに衝突しな
がら落下する様子を表示させるステップと、落下した前記ボールが特定の場所に到達した
場合に配当を付与するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２３】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、選択された演出画面においてボー
ルが複数のピンに衝突しながら落下する様子が表示され、ボールが特定の場所に到達した
場合に配当が付与される。このように、ボールを複数のピンに衝突させて、ボールの動き
を複雑にしているから、予めボールの到達する場所が決まっていても、ボールは自然な動
きで落下していくように表示される。これにより、偶発的に配当が付与されるような演出
が実現される。
【００２４】
　また、本発明のスロットマシンのプレイ方法は、複数のシンボルを再配置させる単位ゲ
ームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法であり、所定の条件が成立した場合に、
ボールが複数のピンに衝突しながら落下する様子と前記ボールを収容可能な収容器が水平
移動する様子とをディスプレイに表示させるステップと、落下した前記ボールが前記収容
器に収容された場合に配当を付与するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２５】
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　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、ディスプレイにおいてボールが複
数のピンに衝突しながら落下する様子と収容器が水平移動する様子とが表示され、ボール
が収容器に収容された場合に配当が付与される。このように、ボールを複数のピンに衝突
させるとともに、収容器を水平移動させて、ボールと収容器との相対関係を複雑にしてい
るから、予めボールの収容器への収容の成否が決まっていても、ボールは自然な動きで落
下していくように表示される。これにより、偶発的に配当が付与されるような演出が実現
される。
【００２６】
　また、本発明のスロットマシンのプレイ方法は、複数のシンボルを再配置させる単位ゲ
ームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法であり、所定の条件が成立した場合に、
ボールと複数のピンと前記ボールを収容可能な収容器とが表示される複数の演出画面のい
ずれかを選択してディスプレイに表示させるとともに、当該ディスプレイにおいて前記ボ
ールが前記複数のピンに衝突しながら落下する様子と前記収容器が水平移動する様子とを
表示させるステップと、落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与
するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２７】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、選択された演出画面においてボー
ルが複数のピンに衝突しながら落下する様子と収容器が水平移動する様子とが表示され、
ボールが収容器に収容された場合に配当が付与される。このように、ボールを複数のピン
に衝突させるとともに、収容器を水平移動させて、ボールと収容器との相対関係を複雑に
しているから、予めボールの収容器への収容の成否が決まっていても、ボールは自然な動
きで落下していくように表示される。これにより、偶発的に配当が付与されるような演出
が実現される。
【００２８】
　また、本発明のスロットマシンのプレイ方法は、複数のシンボルを再配置させる単位ゲ
ームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法であり、所定の条件が成立した場合に、
ボールが複数のピンに衝突しながら落下する様子と前記ボールを収容可能な収容器及び前
記ボールの前記収容器への収容を阻害する阻害物が水平移動する様子とをディスプレイに
表示させるステップと、落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与
するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２９】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、ディスプレイにおいてボールが複
数のピンに衝突しながら落下する様子と収容器及び阻害物が水平移動する様子とが表示さ
れ、ボールが収容器に収容された場合に配当が付与される。このように、ボールを複数の
ピンや阻害物に衝突させるとともに、収容器及び阻害物を水平移動させて、ボールと収容
器との相対関係を複雑にしているから、予めボールの収容器への収容の成否が決まってい
ても、ボールは自然な動きで落下していくように表示される。これにより、偶発的に配当
が付与されるような演出が実現される。
【００３０】
　また、本発明のスロットマシンのプレイ方法は、複数のシンボルを再配置させる単位ゲ
ームを繰り返し行うスロットマシンのプレイ方法であり、所定の条件が成立した場合に、
ボールと複数のピンと前記ボールを収容可能な収容器と前記ボールの前記収容器への収容
を阻害する阻害物とが表示される複数の演出画面のいずれかを選択してディスプレイに表
示させるとともに、当該ディスプレイにおいて前記ボールが前記複数のピンに衝突しなが
ら落下する様子と前記収容器及び前記阻害物が水平移動する様子とを表示させるステップ
と、落下した前記ボールが前記収容器に収容された場合に配当を付与するステップと、を
含むことを特徴とする。
【００３１】
　上記の構成によれば、所定の条件が成立した場合に、選択された演出画面においてボー
ルが複数のピンに衝突しながら落下する様子と収容器及び阻害物が水平移動する様子とが
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表示され、ボールが収容器に収容された場合に配当が付与される。このように、ボールを
複数のピンや阻害物に衝突させるとともに、収容器及び阻害物を水平移動させて、ボール
と収容器との相対関係を複雑にしているから、予めボールの収容器への収容の成否が決ま
っていても、ボールは自然な動きで落下していくように表示される。これにより、偶発的
に配当が付与されるような演出が実現される。
【００３２】
　そして、以上の構成によれば、従来技術にないエンターテイメント性を備えたスロット
マシン及びそのプレイ方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明に係るスロットマシン及びそのプレイ方法の実施形態を説明する。
【００３４】
　図１に示すように、スロットマシンは、所定の条件が成立した場合に、ボール４１と複
数のピン４６とボール４１を収容可能な収容器４２とボール４１の収容器４２への収容を
阻害する阻害物４３とが表示される複数の演出画面４０のいずれかを選択してディスプレ
イに表示させるとともに、ディスプレイにおいてボール４１が複数のピン４６に衝突しな
がら落下する様子と収容器４２及び阻害物４３が水平移動する様子とを表示させる段階と
、落下したボール４１が収容器４２に収容された場合に配当を付与する段階とを備えたプ
レイ方法を実行する。
【００３５】
　ここで、『所定の条件』とは、本実施形態では、ボーナスゲームを意味する。即ち、ベ
ーシックゲームとは異なるボーナスゲームにおいて、ボール４１が複数のピン４６に衝突
することで落下方向を変えながら落下していく様子と、収容器４２及び阻害物４３が水平
移動する様子とがディスプレイに表示され、落下したボール４１が収容器４２に収容され
た場合に、ボーナスゲームにおける配当が付与されることとなる。
【００３６】
（表示部１０１）
　上記のプレイ方法を実行するスロットマシンは、図２に示すように、配置領域１０１ａ
及び表示領域１０１ｂを有する表示部１０１（ディスプレイ）と、記憶装置１０２と、コ
ントローラ１００とを有している。表示部１０１は、配置領域１０１ａにおいて複数のシ
ンボルを配置するように構成されている。
【００３７】
　ここで、『配置』とは、シンボルが外部のプレーヤに対して目視により確認可能な状態
であることを意味する。即ち、図３に示すように、シンボル１８０が表示窓７Ｌ・７Ｃ・
７Ｒに表示された状態である。尚、シンボル１８０の配置を解除した後、再び配置するこ
とを『再配置』と称する。
【００３８】
　表示部１０１は、シンボルをリールの回転により配置するリール装置で機械的に構成さ
れていても良いし、画像表示されたビデオリールによりシンボルを配置する電気的な構成
にされていても良い。さらに、表示部１０１は、機械的な構成（リール）と電気的な構成
（ビデオリール）とを組み合わせた構成にされていてもよい。電気的な構成としては、液
晶表示装置やＣＲＴ（cathode-ray tube）装置、プラズマディスプレイ装置等を挙げるこ
とができる。表示部１０１の具体的な構成は、後述する。
【００３９】
（コントローラ１００）
　コントローラ１００は、配置領域１０１ａにおいて複数のシンボル１８０を再配置する
第１処理と、再配置された複数のシンボル１８０の関係により賞を決定する第２処理とを
実行するように構成されている。換言すれば、コントローラ１００は、第１処理部と、第
２処理部とを有している。また、コントローラ１００は、所定の条件が成立した場合に、
記憶装置１０２が記憶する複数の演出画面４０のいずれかを選択して表示領域１０１ｂに
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表示させるとともに、表示領域１０１ｂにおいてボール４１が複数のピン４６に衝突しな
がら落下する様子と収容器４２及び阻害物４３が水平移動する様子とを表示させる第３処
理と、落下したボール４１が収容器４２に収容された場合に配当を付与する第４処理とを
実行するように構成されている。換言すれば、コントローラ１００は、第３処理部と、第
４処理部とを有している。なお、第１処理と第２処理とにより実行されるゲームをベーシ
ックゲームといい、第３処理と第４処理とにより実行されるゲームをボーナスゲームとい
う。
【００４０】
　上記のコントローラ１００は、全てのシンボル１８０を記憶するシンボル記憶部１０８
と、シンボル記憶部１０８におけるシンボル１８０を表示用のシンボルとして記憶する表
示シンボル記憶部１０７とを有している。表示シンボル記憶部１０７は、表示制御部１０
３によりアクセス可能にされている。表示制御部１０３は、ゲーム実行部１１０の制御に
基づいて表示シンボル記憶部１０７のシンボルを読み出し、表示部１０１の配置領域１０
１ａにおいて複数のシンボル１８０を表示させる。具体的な表示状態については、後述す
る。
【００４１】
　また、コントローラ１００は、シンボル記憶部１０８が記憶するシンボル１８０に基づ
いて、単位ゲーム毎に再配置時のシンボルを決定する再配置シンボル決定部１０６を有し
ている。再配置シンボル決定部１０６が決定した再配置時のシンボルは、再配置シンボル
記憶部１０５に記憶され、表示シンボル記憶部１０７に出力された後、表示制御部１０３
における画像処理に使用されることによって、表示部１０１の配置領域１０１ａに表示さ
れる。即ち、コントローラ１００は、配置領域１０１ａにおいて単位ゲーム毎に複数のシ
ンボル１８０を再配置する第１処理を実行する。
【００４２】
　さらに、コントローラ１００は、ゲーム開始部１０９に接続されている。ゲーム開始部
１０９は、プレーヤの操作によりゲーム開始信号を出力する機能を有している。コントロ
ーラ１００は、ゲーム開始部１０９からのゲーム開始信号をトリガーとして、シンボル１
８０を再配置する単位ゲームを実行するゲーム実行部１１０と、単位ゲームにおいて再配
置されたシンボル１８０のコンビネーションにより決定される配当を判定するコンビネー
ション配当判定部１１１と、コンビネーション配当判定部１１１において判定された各配
当を付与する配当付与部１１３とを有している。即ち、コントローラ１００は、再配置さ
れた複数のシンボル１８０の関係により賞を決定する第２処理を実行する。
【００４３】
　また、コントローラ１００は、演出画面選択部１１４と、ボーナスゲーム配当判定部１
１２とを有している。演出画面選択部１１４は、所定の条件が成立した場合、即ち、ボー
ナスゲームが行われる場合、記憶装置１０２が記憶する複数の演出画面４０のいずれかを
選択して、表示制御部１０３に出力する。表示制御部１０３は、演出画面選択部１１４に
より選択された演出画面４０を表示部１０１の表示領域１０１ｂに表示させる。そして、
表示制御部１０３は、表示領域１０１ｂにおいてボール４１が複数のピン４６に衝突しな
がら落下する様子と収容器４２及び阻害物４３が水平移動する様子とを表示させる。即ち
、コントローラ１００は、所定の条件が成立した場合に、記憶装置１０２が記憶する複数
の演出画面４０のいずれかを選択して表示領域１０１ｂに表示させるとともに、表示領域
１０１ｂにおいてボール４１が複数のピン４６に衝突しながら落下する様子と収容器４２
及び阻害物４３が水平移動する様子とを表示させる第３処理を実行する。ボーナスゲーム
配当判定部１１２は、ボーナスゲームにおいて配当が付与される場合に、プレーヤに付与
する配当を判定する。ボーナスゲーム配当判定部１１２が判定した配当は、配当付与部１
１３によって付与される。即ち、コントローラ１００は、落下したボール４１が収容器４
２に収容された場合に配当を付与する第４処理を実行する。
【００４４】
　尚、コントローラ１００の各ブロックは、ハードウエアにより形成されていてもよいし
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、必要に応じてソフトウエアにより形成されていてもよい。
【００４５】
（記憶装置１０２）
　記憶装置１０２は、図５、図６に示すように、ボール４１と複数のピン４６と収容器４
２と阻害物４３とが表示される演出画面４０を複数記憶している。具体的には、図１０の
演出画面管理テーブルによって管理される８つの演出画面を記憶している。
【００４６】
（コントローラ１００の動作）
　上記の構成において、コントローラ１００の動作を説明する。先ず、再配置時のシンボ
ルが再配置シンボル決定部１０６により決定され、決定された再配置時のシンボルが再配
置シンボル記憶部１０５に記憶される。そして、再配置シンボル記憶部１０５が記憶する
再配置時のシンボルは、表示シンボル記憶部１０７に記憶される。表示シンボル記憶部１
０７における再配置時のシンボルは、表示制御部１０３により表示部１０１において表示
可能にされる。そして、ゲーム実行部１１０により単位ゲームが実行されると、表示シン
ボル記憶部１０７における再配置時のシンボルが表示部１０１に表示されることによって
、シンボル１８０が再配置される。これにより、コントローラ１００は、配置領域１０１
ａにおいて複数のシンボル１８０を再配置する第１処理を実行することになる。
【００４７】
　そして、再配置された複数のシンボル１８０の関係により賞が決定され、賞に基づいた
配当が、コンビネーション配当判定部１１１及び配当付与部１１３により付与される。こ
れにより、コントローラ１００は、再配置された複数のシンボル１８０の関係により賞を
決定する第２処理を実行することになる。
【００４８】
　さらに、ボーナスゲームが行われる場合、演出画面選択部１１４によって、ボーナスゲ
ーム用の演出画面４０を複数記憶する記憶装置１０２から、いずれかの演出画面４０が選
択され、表示制御部１０３に出力される。演出画面選択部１１４により選択された演出画
面４０は、表示制御部１０３によって表示部１０１の表示領域１０１ｂに表示される。そ
して、表示制御部１０３によって、表示領域１０１ｂにおいてボール４１が複数のピン４
６に衝突しながら落下する様子と収容器４２及び阻害物４３が水平移動する様子とが表示
される。これにより、コントローラ１００は、所定の条件が成立した場合に、記憶装置１
０２が記憶する複数の演出画面４０のいずれかを選択して表示領域１０１ｂに表示させる
とともに、表示領域１０１ｂにおいてボール４１が複数のピン４６に衝突しながら落下す
る様子と収容器４２及び阻害物４３が水平移動する様子とを表示させる第３処理を実行す
ることになる。
【００４９】
　そして、落下表示されたボール４１が収容器４２に収容された場合、ボーナスゲームに
おける配当が、ボーナスゲーム配当判定部１１２及び配当付与部１１３により付与される
。これにより、コントローラ１００は、落下したボール４１が収容器４２に収容された場
合に配当を付与する第４処理を実行することになる。
【００５０】
　以上の動作から明らかなように、スロットマシン１は、図１にも示すように、所定の条
件が成立した場合に、ボール４１と複数のピン４６とボール４１を収容可能な収容器４２
とボール４１の収容器４２への収容を阻害する阻害物４３とが表示される複数の演出画面
４０のいずれかを選択してディスプレイ（表示部１０１）に表示させるとともに、ディス
プレイにおいてボール４１が複数のピン４６に衝突しながら落下する様子と収容器４２及
び阻害物４３が水平移動する様子とを表示させ、落下したボール４１が収容器４２に収容
された場合に配当を付与するプレイ方法を実現している。
【００５１】
　上記のプレイ方法によれば、選択された演出画面４０において、ボール４１が複数のピ
ン４６に衝突しながら落下する様子と収容器４２及び阻害物４３が水平移動する様子とが
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表示されるボーナスゲームが行われ、落下したボール４１が収容器４２に収容された場合
に配当が付与される。このように、ボール４１を複数のピン４６や阻害物４３に衝突させ
るとともに、収容器４２及び阻害物４３を水平移動させて、ボール４１と収容器４２との
相対関係を複雑にしているから、予めボール４１の収容器４２への収容の成否が決まって
いても、ボール４１は自然な動きで落下していくように表示される。これにより、偶発的
に配当が付与されるような演出が実現される。なお、ボーナスゲームの開始時に、ボール
４１の収容器４２への収容の成否が決まっており、その結果に基づいてボーナスゲーム中
にボール４１、収容器４２、阻害物４３の各々を移動表示させる構成であっても、ボーナ
スゲーム中にボール４１、収容器４２、阻害物４３の各々をランダムに移動させて、偶発
的にボール４１と収容器４２とが重なった場合に、ボール４１の収容器４２への収容が成
立する構成であってもよい。
【００５２】
（表示状態）
　上記のスロットマシン１及びプレイ方法の動作過程における配置領域１０１ａの表示状
態の一例を具体的に説明する。尚、表示状態の説明は、図３に示すように、配置領域１０
１ａが機械的なリール方式によりシンボルを配置する構成に基づいて行う。
【００５３】
　配置領域１０１ａは、複数のシンボル１８０を配置する表示窓７Ｌ・７Ｃ・７Ｒを有し
ている。表示窓７Ｌ・７Ｃ・７Ｒは、配置領域１０１ａの中央部に配置されている。表示
窓７Ｌ・７Ｃ・７Ｒにおいては、複数のシンボル１８０からなるシンボル列が描かれたリ
ールＲ１・Ｒ２・Ｒ３が回転表示される（図１参照）。また、各表示窓７Ｌ・７Ｃ・７Ｒ
は、上段７ａ、中段７ｂ、下段７ｃに区分されている。各段７ａ・７ｂ・７ｃには、シン
ボル１８０がそれぞれ停止（配置）される。例えば、図３においては、表示窓７Ｌの上段
７ａに『ＰＬＵＭ』が停止され、表示窓７Ｌの中段７ｂに『ＯＲＡＮＧＥ』が停止され、
表示窓７Ｌの下段７ｃに『ＰＬＵＭ』が停止される。これにより、表示窓７Ｌ・７Ｃ・７
Ｒは、３列のカラムと３行のロウとで構成されるシンボルマトリクスを表示する。尚、シ
ンボルマトリクスは、３列３行に限定されない。
【００５４】
　また、各表示窓７Ｌ・７Ｃ・７Ｒの中段７ｂを水平に横切るように、ペイラインＬが設
けられている。ペイラインＬは、シンボル１８０のコンビネーションを判定するためのも
のである。即ち、シンボル１８０がペイラインＬ上とペイラインＬ外とに再配置されたと
きに、ペイライン上に再配置されたシンボル１８０についてだけ、コンビネーションが判
定される。そして、コンビネーションの判定の結果、ウイニングコンビネーションが成立
していれば、このウイニングコンビネーションに基づいてコインが払い出される等の処理
が行われる。
【００５５】
　なお、本実施形態においては、ペイラインＬを設け、ペイラインＬ上に停止表示された
シンボルが所定の組み合わせである場合に、コインが払い出される等の処理が行われる構
成を採用しているが、ペイラインＬとは無関係に、スキャッタシンボルと呼ばれるシンボ
ルが、配置領域１０１ａに所定数表示された場合に、コインが払い出される等の処理が行
われる構成を採用してもよい。
【００５６】
（シンボル、コンビネーション等）
　左リールＲ１、中リールＲ２及び右リールＲ３の各々の外周面には、図４に示すように
、シンボル列を構成する２２個のシンボルが描かれている。各シンボル列を構成するシン
ボルには、０～２１の何れかのコード番号が付与される。各シンボル列は、『ＪＡＣＫＰ
ＯＴ　７』、『ＢＬＵＥ　７』、『ＢＥＬＬ』、『ＣＨＥＲＲＹ』、『ＳＴＲＡＷＢＥＲ
ＲＹ』、『ＰＬＵＭ』、『ＯＲＡＮＧＥ』、及び『ＡＰＰＬＥ』のシンボルが組み合わさ
れて構成されている。
【００５７】
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　シンボル列の内の３個の連続したシンボルは、各表示窓７Ｌ・７Ｃ・７Ｒの上段７ａ、
中段７ｂ、下段７ｃのそれぞれに表示（配置）されることによって、表示窓７Ｌ・７Ｃ・
７Ｒにおいて３列３行のシンボルマトリクスを構成している。各リールＲ１，Ｒ２，Ｒ３
に描かれたシンボルの列は、ＢＥＴボタンが押下された後にスタートボタンが押下されて
ゲームが開始されると、リールＲ（Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３）の回転に伴って、表示窓７（７Ｌ
，７Ｃ，７Ｒ）において上方向から下方向へとスクロール表示され、所定時間経過後に、
リールＲの回転の停止に伴って、表示窓７において停止表示される（再配置）。
【００５８】
　また、各シンボルについて、各種のウイニングコンビネーションが予め定められている
。ウイニングコンビネーションは、ペイラインＬ上で停止したシンボルのコンビネーショ
ンがプレーヤにとって有利な状態になるコンビネーションのことである。有利な状態とは
、ウイニングコンビネーションに応じたコインが払い出される状態、コインの払出数がク
レジットに加算される状態、ボーナスゲームが開始される状態等のことである。
【００５９】
　具体的には、ペイラインＬ上に『ＡＰＰＬＥ』のシンボルのコンビネーションが停止し
たときにボーナストリガーとなり、ボーナスゲームが実行される。また、ペイラインＬ上
に『ＣＨＥＲＲＹ』のシンボルのコンビネーションが停止した場合には、１ＢＥＴ当たり
２０枚のコイン（遊技媒体）の払い出しが行われる。ペイラインＬ上に『ＰＬＵＭ』のシ
ンボルのコンビネーションが停止した場合には、１ＢＥＴ当たり５枚のコインの払い出し
が行われる。
【００６０】
　尚、ボーナスゲームにおける配当は、ジャックポット用の配当の全部又は一部により賄
われるものであってよい。即ち、単位ゲームで消費された金額のうちの所定パーセントの
金額がジャックポット用の配当として単位ゲーム毎に蓄積されるようにされており、ペイ
ラインＬ上に『ＪＡＣＫＰＯＴ　７』のシンボルのコンビネーションが停止した場合には
、蓄積されていたジャックポット用の配当の全部が払い出されるとともに、ボーナスゲー
ムにおける配当が付与される場合には、ジャックポット用の配当の全部又は一部が、ボー
ナスゲームにおける配当として付与されるようにされていてよい。なお、ジャックポット
用の配当は、ネットワークに接続された複数台のスロットマシン１の各々において単位ゲ
ーム毎に蓄積されたジャックポット用の配当を合計した金額であってよい。
【００６１】
（演出画面４０）
　次に、表示領域１０１ｂに表示される演出画面４０の一例を具体的に説明する。演出画
面４０においては、図５、図６に示すように、落下するボール４１と、ボール４１が衝突
する複数のピン４６と、ボール４１を収容可能な収容器４２と、ボール４１の収容器４２
への収容を阻害する阻害物４３とが表示される。
【００６２】
　図５、図６に示すように、表示領域１０１ｂの上部には、サッカー選手の画像を有する
演出画像４７が表示され、この演出画像４７の側方から、サッカーボールを模したボール
４１の落下表示が開始される。表示領域１０１ｂの中央には、複数のピン４６が所定の配
列で表示されており、落下されたボール４１は、これらピン４６に衝突して落下方向を変
えながら落下していく。表示領域１０１ｂの下部には、サッカーゴールに相当する収容器
４２が表示されて、水平移動している。また、ピン４６と収容器４２との間には、ゴール
キーパーの画像を有する阻害物４３が表示されて、ボール４１の収容器４２への収容を阻
害するように水平移動している。
【００６３】
　表示領域１０１ｂにおいてボーナスゲームが行われると、演出画像４７の側方から落下
が開始されたボール４１は、複数のピン４６に衝突することで、落下方向を変えながら落
下して行く。一方、表示領域１０１ｂの下部においては、収容器４２及び阻害物４３が水
平移動しており、ボール４１は、阻害物４３に衝突して弾かれたり、収容器４２に収容さ
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れたりする場合がある。そして、ボール４１が収容器４２に収容されるか、表示領域１０
１ｂの下端まで到達した場合には、演出画面４０の表示が終了される。
【００６４】
　なお、本実施形態における演出画面４０は、全部で８つあり、ピン４６の数、収容器４
２の大きさ、阻害物４３の大きさの組合せがそれぞれ異なっている。図５に示す演出画面
のピン４６の数は多く、図６に示す演出画面のピン４６の数は少ない。また、図５に示す
演出画面の収容器４２ａの大きさは小さく、図６に示す演出画面の収容器４２ｂの大きさ
は大きい。また、図５に示す演出画面の阻害物４３ａの大きさは小さく、図６に示す演出
画面の阻害物４３ｂの大きさは大きい。
【００６５】
（スロットマシン１の機械的構成）
　次に、以上のように構成されたスロットマシン１について、機械的及び電気的に具体的
に構成した場合の一形態について説明する。
【００６６】
　図７に示すように、スロットマシン１は、カジノなどの遊技場に設置されるアップライ
ト型のスロットマシンであり、所定の遊技態様を実行するための電気的又は機械的部品を
収容するための筐体３を有している。遊技者の遊技操作に基づいた遊技情報を表示するた
めの表示部４として、例えば、上段側の可変表示部４Ａと中段側の可変表示部４Ｂと下段
側の可変表示部４Ｃとがあり、縦長の筐体３の前面には、各表示部４Ａ～４Ｃが取り付け
られている。
【００６７】
　上段側の可変表示部４Ａは、ボーナスゲーム時に遊技者が注視する表示部であり、筐体
３の前面扉に固定された透明な上側液晶パネル５Ａを有している。この上側液晶パネル５
Ａには、ボーナスゲーム時に演出画面４０が表示され、演出画面４０においてボーナスゲ
ームが実行される。
【００６８】
　中段側の可変表示部４Ｂは、遊技者が常時注視している回転図柄表示パネルであり、筐
体３の前面扉に固定された透明な中央液晶パネル５Ｂを有している。この中央液晶パネル
５Ｂには、３つの透明な表示窓７Ｌ，７Ｃ，７Ｒが設けられ、筐体３の内部に配置された
３つのリールＲ１,Ｒ２,Ｒ３の図柄は、各表示窓７Ｌ，７Ｃ，７Ｒを介して外から見通す
ことができる。また、中央液晶パネル５Ｂには、３つの表示窓７Ｌ，７Ｃ，７Ｒを水平に
横切る１本のペイラインが表示されている。そして、この中央液晶パネル５Ｂでは、入賞
時などに動画の演出が行われる。さらに、中央液晶パネル５Ｂの上部には、ペイアウト数
表示部８やクレジット数表示部９が表示される。
【００６９】
　下段側の可変表示部４Ｃは、カードに記録されているポイント数やゲームのポイント数
を表示する下側液晶パネル５Ｃを有している。この下側液晶パネル５Ｃに表示される数値
は、中段側の可変表示部４Ｂの表示結果に基づくものであり、中段側の可変表示部４Ｂに
おいてウイニングコンビネーションが成立すると、下側液晶パネル５Ｃに表示されるゲー
ムポイント数が、成立したウイニングコンビネーションに基づいて加算される。この下側
液晶パネル５Ｃの左側には、チケットプリンタ１４が設置され、下側液晶パネル５Ｃの右
側には、カードリーダ１５が設置されている。
【００７０】
　この下段側の可変表示部４Ｃの下方には、筐体３の前面から前方に張り出した操作テー
ブル１０が配置され、この操作テーブル１０には、遊技者が遊技の操作を行うための操作
部としての操作ボタン１１（例えば、ＢＥＴボタン、コレクトボタン、スタートボタン、
ストップボタンなど）が配列されている。さらに、操作テーブル１０には、コイン投入口
１２や紙幣投入口１３が設けられている。
【００７１】
　この操作テーブル１０の下方には、腰パネル１７が配置されている。この腰パネル１７
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は、遊技に関する画像が印刷されたプラスチックパネルである。この腰パネル１７は、下
側前面扉１８に固定されていると共に、冷陰極管により照らし出されている。さらに、腰
パネル１７の下方には、ゲーム結果に基づいて払い出されたコインを溜めておくためのコ
イン用受皿１９が配置されている。
【００７２】
　また、スロットマシン１の筐体３には、上段側の可変表示部４Ａ、中段側の可変表示部
４Ｂ、下段側の可変表示部４Ｃ及び操作テーブル１０を含んだ遊技領域を囲むように、発
光部２０が配置されている。発光部２０は、筐体３の前面側左右両端端部で且つ上段側の
可変表示部４Ａ、中段側の可変表示部４Ｂ及び下段側の可変表示部４Ｃに渡って側部で弓
形に突出した傾斜部２１に設けられたサイドランプ２２と、筐体３の左右両端部で且つ操
作テーブル１０の近傍で側方に突出した円弧状のスピーカ２３に設けられると共に、スピ
ーカ２３の縁に沿って配列されたスピーカランプ２４と、下側前面扉１８に設けられると
共に、腰パネル１７の下縁に沿って配列されたアンダーランプ２５と、上段側の可変表示
部４Ａの上方に設けられ、両側に配置されたパワーランプ２６ａと中央で水平方向に配列
された帯状ランプ２６ｂとを有するトップランプ２６とを有している。
【００７３】
（スロットマシン１の電気的構成）
　図８は、スロットマシン１全体の電気的構成を示したブロック図である。図８に示すよ
うに、スロットマシン１は、マイクロコンピュータ３１を含む主制御基板７１を中心に複
数の構成要素を有している。その主制御基板７１は、マイクロコンピュータ３１と、乱数
発生器３５、サンプリング回路３６、クロックパルス発生回路３７および分周器３８を有
し、照明演出駆動回路６１、ホッパー駆動回路６３、払出完了信号回路６５、表示部駆動
回路６７および画像制御回路６８を有している。
【００７４】
　マイクロコンピュータ３１は、メインＣＰＵ３２と、ＲＡＭ３３と、ＲＯＭ３４とを有
している。メインＣＰＵ３２は、ＲＯＭ３４に記憶されているプログラムに従って作動し
、Ｉ／Ｏポート３９を介して他の構成要素との信号の入出力を行って、スロットマシン１
全体の動作制御を行う。ＲＡＭ３３には、メインＣＰＵ３２が作動する際に用いるデータ
やプログラムが記憶され、例えば、後述するサンプリング回路３６によりサンプリングさ
れる乱数値が、ゲーム開始後、一時的に保持されるとともに、リールＲ１,Ｒ２,Ｒ３のコ
ード番号が記憶されている。また、ＲＡＭ３３には、図１０の演出画面管理テーブルが記
憶されている。ＲＯＭ３４には、メインＣＰＵ３２が実行するプログラムと、恒久的なデ
ータが記憶されている。
【００７５】
　乱数発生器３５は、メインＣＰＵ３２の指示に従って作動し、一定範囲の乱数を発生さ
せる。サンプリング回路３６は、メインＣＰＵ３２の指示に従い、乱数発生器３５が発生
させた乱数の中から任意の乱数を抽出すると共に、その抽出した乱数をメインＣＰＵ３２
に入力する。クロックパルス発生回路３７は、メインＣＰＵ３２を作動させるための基準
クロックを発生させ、分周器３８はその基準クロックを一定周期で分周した信号をメイン
ＣＰＵ３２に入力する。
【００７６】
　また、主制御基板７１には、リール駆動ユニット５０が接続されている。このリール駆
動ユニット５０は、リールＲ１,Ｒ２,Ｒ３のそれぞれの位置を検出するリール位置検出回
路５１と、各リールＲ１,Ｒ２,Ｒ３を回転させるためのモータＭ１,Ｍ２,Ｍ３に駆動信号
を入力するモータ駆動回路５２とを有している。モータ駆動回路５２から駆動信号が入力
されることによって、モータＭ１,Ｍ２,Ｍ３が作動し、各リールＲ１,Ｒ２,Ｒ３が回転さ
れる。
【００７７】
　さらに、主制御基板７１には、上記リールＲ１,Ｒ２,Ｒ３の停止指示を入力するための
ストップボタン、スタートボタン、コレクトボタン、ＢＥＴボタン等を含む操作ボタン１
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１が接続されており、それらのボタン押下に応じた信号が、Ｉ／Ｏポート３９を介してメ
インＣＰＵ３２に入力されるようになっている。
【００７８】
　さらに、主制御基板７１には、紙幣識別器５８、コインカウンタ５９、チケットプリン
タ１４、カードリーダ１５および通信インターフェイス６９が接続されている。
【００７９】
　紙幣識別器５８は、紙幣投入口１３に投入された紙幣の画像を読み取り、正規の紙幣を
筐体３内に受け入れる。また、紙幣識別器５８は、正規の紙幣を受け入れたとき、その紙
幣の額に基づいてメインＣＰＵ３２に対して入力信号を出力する。メインＣＰＵ３２は、
この入力信号により伝達された紙幣の額に応じたクレジット数をＲＡＭ３３に記憶する。
【００８０】
　コインカウンタ５９は、コイン投入口１２の内部に設けられていて、プレーヤによって
コイン投入口１２に投入されたコインが正規のものであるか否かを識別する。正規のコイ
ン以外のものは、コイン用受皿１９に排出される。また、コインカウンタ５９は、正規の
コインを検出したときにメインＣＰＵ３２に対して入力信号を出力する。
【００８１】
　チケットプリンタ１４は、メインＣＰＵ３２から出力される制御信号に基づいて、ＲＡ
Ｍ３３に記憶されたクレジット数、日時やスロットマシン１の識別番号等のデータがコー
ド化されたバーコードをチケットに印刷し、バーコード付チケットとして出力する。
【００８２】
　カードリーダ１５は、スマートカードからのデータを読み取ってメインＣＰＵ３２へ送
信したり、メインＣＰＵ３２からの制御信号に基づいてスマートカードへのデータの書き
込みを行ったりする。
【００８３】
　通信インターフェイス６９は、通信回線を介して遊技場内に設けられるホストコンピュ
ータ等との間での通信を行うためのものである。
【００８４】
　照明演出駆動回路６１は、上述した発光部２０に照明演出を行わせるための演出信号を
出力する。発光部２０は、上述したサイドランプ２２、スピーカランプ２４、アンダーラ
ンプ２５、トップランプ２６を含む複数のランプやＬＥＤによって構成されている。
【００８５】
　ホッパー駆動回路６３はメインＣＰＵ３２の制御に従ってホッパー６４を駆動させる。
ホッパー６４はコインの払出を行うための動作を行い、コイン用受皿１９にコインを払い
出させる。払出完了信号回路６５は、接続されているコイン検出部６６からコインの枚数
値データを入力し、その枚数値が設定された枚数の値に達したときにコインの払出完了を
通知する信号をメインＣＰＵ３２に入力する。コイン検出部６６は、ホッパー６４により
払出されたコインの枚数を計測し、その計測した枚数値のデータを払出完了信号回路６５
に入力する。表示部駆動回路６７は、ペイアウト数表示部８、クレジット数表示部９、下
側液晶パネル５Ｃ等の各種表示部の表示動作を制御する。
【００８６】
　画像制御回路６８は、後述する副制御基板７２の画像制御回路８１と同様の構成であり
、ボーナスゲームの実行時に、演出画面４０を上側液晶パネル５Ａに表示させ、演出画面
４０においてボール４１が複数のピン４６に衝突しながら落下する様子と、収容器４２及
び阻害物４３が水平移動する様子とを表示させる。
【００８７】
　さらに、主制御基板７１には副制御基板７２が接続されている。副制御基板７２は、図
９に示すように、主制御基板７１からコマンドを入力して、可変表示部４Ｂの中央液晶パ
ネル５Ｂの表示制御、スピーカ２３による音声の出力制御を行う。この副制御基板７２は
、主制御基板７１を構成する回路基板とは別の回路基板上に構成され、マイクロコンピュ
ータ（以下「サブマイクロコンピュータ」という）７３を主たる構成要素とし、スピーカ
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２３から出力される音声を制御する音源ＩＣ７８、増幅器としてのパワーアンプ７９およ
び中央液晶パネル５Ｂの表示制御手段として作動する画像制御回路８１を有している。
【００８８】
　サブマイクロコンピュータ７３は、主制御基板７１から送信された制御命令に従って制
御動作を行うサブＣＰＵ７４と、記憶手段としてのプログラムＲＯＭ７５と、ワークＲＡ
Ｍ７６と、ＩＮポート７７と、ＯＵＴポート８０とを有している。副制御基板７２はクロ
ックパルス発生回路、分周器、乱数発生器及びサンプリング回路を備えていないが、サブ
ＣＰＵ７４の動作プログラム上で乱数サンプリングを実行するように構成されている。プ
ログラムＲＯＭ７５は、サブＣＰＵ７４で実行する制御プログラムを記憶している。ワー
クＲＡＭ７６は、上記制御プログラムをサブＣＰＵ７４で実行するときの一時記憶手段と
して構成されている。
【００８９】
　画像制御回路８１は、画像制御ＣＰＵ８２、画像制御ワークＲＡＭ８３、画像制御プロ
グラムＲＯＭ８４、ＩＮポート８５、画像ＲＯＭ８６、ビデオＲＡＭ８７及び画像制御Ｉ
Ｃ８８を有している。画像制御ＣＰＵ８２は、サブマイクロコンピュータ７３で設定され
たパラメータに基づき、画像制御プログラムＲＯＭ８４に記憶されている画像制御プログ
ラムに従い、中央液晶パネル５Ｂで表示される画像を決定する。
【００９０】
　画像制御プログラムＲＯＭ８４は、中央液晶パネル５Ｂにおける表示に関する画像制御
プログラムや各種選択テーブルが記憶されている。画像制御ワークＲＡＭ８３は、画像制
御プログラムを画像制御ＣＰＵ８２で実行するときの一時記憶手段として構成されている
。画像制御ＩＣ８８は、画像制御ＣＰＵ８２で決定された内容に応じた画像を形成し、中
央液晶パネル５Ｂに出力する。
【００９１】
　画像ＲＯＭ８６は、画像を形成するためのドットデータを格納している。ビデオＲＡＭ
８７は、画像制御ＩＣ８８で画像を形成するときの一時記憶手段として作動する。
【００９２】
（演出画面管理テーブル）
　次に、上側液晶パネル５Ａに表示される演出画面４０を管理する演出画面管理テーブル
について、図１０を用いて説明する。この演出画面管理テーブルは、主制御基板７１のＲ
ＡＭ３３に記憶されており、ピン４６の数、収容器４２の大きさ、阻害物４３の大きさに
係る情報が、８つの演出画面の各々について対応付けられている。例えば、演出画面Ｎｏ
．４の演出画面４０のピン４６の数は多く、収容器４２の大きさは小さく、阻害物４３の
大きさは小さい。即ち、図５に示す演出画面４０が、演出画面Ｎｏ．４の演出画面４０で
ある。また、演出画面Ｎｏ．５の演出画面４０のピン４６の数は少なく、収容器４２の大
きさは大きく、阻害物４３の大きさは大きい。即ち、図６に示す演出画面４０が、演出画
面Ｎｏ．５の演出画面４０である。
【００９３】
（スロットマシン１の処理動作）
　次に、スロットマシン１において行われる処理について説明する。メインＣＰＵ３２が
ゲームプログラムを読み出して実行することによって、遊技が進行される。
【００９４】
（遊技実行処理）
　スロットマシン１のメインＣＰＵ３２は、図１１に示す遊技実行処理ルーチンを実行す
る。まず、遊技実行処理においては、コインがＢＥＴされたか否かがメインＣＰＵ３２に
より判定される（Ｓ１０）。この処理において、ＢＥＴボタンが押されることによる入力
信号を受信したか否かが判定される。コインがＢＥＴされていない場合には（Ｓ１０，Ｎ
Ｏ）、Ｓ１０が再実行されることによって、ＢＥＴされるまで待機状態となる。
【００９５】
　一方、コインがＢＥＴされた場合には（Ｓ１０，ＹＥＳ）、ＢＥＴされたコインの枚数
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に応じて、ＲＡＭ３３に記憶されたクレジット数が減算される（Ｓ１１）。なお、ＢＥＴ
されるコインの枚数がＲＡＭ３３に記憶されたクレジット数より多い場合には、クレジッ
ト数を減算する処理が行われることなく、Ｓ１１が再実行される。また、ＢＥＴされるコ
インの枚数が、１回の遊技にＢＥＴすることが可能な上限値（本実施形態では５０枚）を
超える場合には、クレジット数を減算する処理が行われることなく、Ｓ１２が実行される
。
【００９６】
　次に、スタートボタンがＯＮされたか否かが判定される（Ｓ１２）。スタートボタンが
ＯＮされない場合には（Ｓ１２，ＮＯ）、Ｓ１０に処理が戻される。尚、スタートボタン
がＯＮされなかった場合（例えば、スタートボタンがＯＮされずに遊技を終了する旨の指
示が入力された場合）には、Ｓ１１における減算結果がキャンセルされる。
【００９７】
　一方、スタートボタンがＯＮされた場合には（Ｓ１２，ＹＥＳ）、シンボル決定処理が
行われる（Ｓ１３）。即ち、ＲＡＭ３３に記憶された停止シンボル決定プログラムが実行
されることによって、ペイラインＬ上に停止する３個のシンボル１８０を含むシンボルマ
トリクスが決定される。
【００９８】
　次に、表示窓７Ｌ・７Ｃ・７Ｒのシンボル１８０がスクロール表示される（Ｓ１４）。
シンボル１８０がスクロールされた後、Ｓ１３において決定されたシンボルマトリクスが
表示窓７Ｌ・７Ｃ・７Ｒに停止（再配置）される。
【００９９】
　次に、役が成立したか否か、即ち、ペイラインＬ上に停止したシンボル１８０のコンビ
ネーションがウイニングコンビネーションであるか否かが判定される（Ｓ１５）。ウイニ
ングコンビネーションでない場合には（Ｓ１５，ＮＯ）、本ルーチンが終了される。一方
、ウイニングコンビネーションである場合には（Ｓ１５，ＹＥＳ）、払出処理が実行され
る（Ｓ１６）。即ち、ウイニングコンビネーションの成立に基づくコインの払出枚数が算
出される。払い出されるコインを貯留する場合には、所定数のクレジットが、ＲＡＭ３３
に記憶されているクレジット数に加算される。一方、コインを払い出す場合には、ホッパ
ー６４に制御信号が送信されることによって、所定数のコインがコイン用受皿１９に払い
出される。
【０１００】
　次に、ウイニングコンビネーションとしてボーナストリガーが成立しているか否かが判
定される（Ｓ１７）。即ち、ペイラインＬ上に『ＡＰＰＬＥ』のコンビネーションが配置
されているか否かが判定される。ボーナストリガーが成立していないと判断された場合に
は（Ｓ１７，ＮＯ）、本ルーチンが終了される。ボーナストリガーが成立していると判断
された場合には（Ｓ１７，ＹＥＳ）、ボーナスゲーム処理が実行される（Ｓ１８）。ボー
ナスゲーム処理については後述する。そして、本ルーチンが終了される。
【０１０１】
（ボーナスゲーム処理）
　スロットマシン１のメインＣＰＵ３２は、図１１のステップＳ１７において、ボーナス
トリガーが成立した場合に、図１２に示すボーナスゲーム処理ルーチンを実行する。まず
、図１０の演出画面管理テーブルが参照されて、上側液晶パネル５Ａに表示させる演出画
面４０が選択され（Ａ１）、選択された演出画面４０が上側液晶パネル５Ａに表示される
（Ａ２）。そして、ボール４１が落下表示され（Ａ３）、落下されたボール４１は、複数
のピン４６に衝突することで、落下方向を変えながら落下して行く。そして、収容器４２
が水平移動するように移動表示されるとともに（Ａ４）、阻害物４３が水平移動するよう
に移動表示される（Ａ５）。
【０１０２】
　その後、ボール４１が収容器４２に収容されたか否かが判定され（Ａ６）、ボール４１
が収容器４２に収容された場合には（Ａ６，ＹＥＳ）、ボーナスゲームにおける配当が付
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与される（Ａ７）。即ち、ボーナスゲームにおける配当に応じたコインの払出枚数が算出
され、算出された払出枚数のクレジットがＲＡＭ３３に記憶されているクレジット数に加
算されるか、算出された払出枚数のコインがコイン用受皿１９に払い出される。
【０１０３】
　このように、選択された演出画面４０において、ボール４１が複数のピン４６に衝突し
ながら落下する様子と収容器４２及び阻害物４３が水平移動する様子とが表示されるボー
ナスゲームが行われ、落下したボール４１が収容器４２に収容された場合に配当が付与さ
れる。つまり、ボール４１を複数のピン４６や阻害物４３に衝突させるとともに、収容器
４２及び阻害物４３を水平移動させて、ボール４１と収容器４２との相対関係を複雑にし
ているから、予めボール４１の収容器４２への収容の成否が決まっていても、ボール４１
は自然な動きで落下していくように表示される。これにより、偶発的に配当が付与される
ような演出が実現される。
【０１０４】
　Ａ６において、ボール４１が収容器４２に収容されなかった場合（Ａ６，ＮＯ）、また
は、Ａ７の後に、演出画面４０が消去されて（Ａ８）、本サブルーチンが終了される。
【０１０５】
　以上の詳細な説明では、本発明をより容易に理解できるように、特徴的部分を中心に説
明したが、本発明は、以上の詳細な説明に記載する実施形態に限定されず、その他の実施
形態にも適用することができ、その適用範囲は可能な限り広く解釈されるべきである。ま
た、本明細書において用いた用語及び語法は、本発明を的確に説明するために用いたもの
であり、本発明の解釈を制限するために用いたものではない。また、当業者であれば、本
明細書に記載された発明の概念から、本発明の概念に含まれる他の構成、システム、方法
等を推考することは容易であると思われる。従って、請求の範囲の記載は、本発明の技術
的思想を逸脱しない範囲で均等な構成を含むものであるとみなされるべきである。また、
要約書の目的は、特許庁及び一般的な公共機関や、特許、法律用語又は専門用語に精通し
ていない本技術分野に属する技術者等が本出願の技術的な内容及びその本質を簡易な調査
で速やかに判断し得るようにするものである。従って、要約書は、請求の範囲の記載によ
り評価されるべき発明の範囲を限定することを意図したものではない。また、本発明の目
的及び本発明の効果を充分に理解するために、すでに開示されている文献等を充分に参酌
することが望まれる。
【０１０６】
　以上の詳細な説明は、コンピュータ又はコンピュータネットワーク上で実行される処理
を含むものである。以上の説明及び表現は、当業者が最も効率的に理解することを目的と
して記載している。本明細書では、１の結果を導き出すために用いられる各ステップや、
所定の処理機能を備えたブロックは、自己矛盾がない処理として理解されるべきである。
また、各ステップや各ブロックでは、電気的又は磁気的な信号の送受信、記録等が行われ
る。各ステップや各ブロックにおける処理では、このような信号を、ビット、値、シンボ
ル、文字、用語、数字等で表現しているが、これらは単に説明上便利であるために用いた
ものであることに留意する必要がある。また、各ステップや各ブロックにおける処理は、
人間の行動と共通する表現で記載される場合があるが、本明細書で説明する処理は、原則
的に各種の装置により実行されるものである。また、各ステップや各ブロックのために要
求されるその他の構成は、以上の説明から自明になるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】スロットマシンのプレイ方法を示す説明図である。
【図２】スロットマシンのブロック図である。
【図３】表示画面の説明図である。
【図４】シンボル及び各シンボルのコード番号を示す図である。
【図５】演出画面の説明図である。
【図６】演出画面の説明図である。
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【図７】スロットマシンの外観を示す斜視図である。
【図８】スロットマシンの主制御基板を示すブロック図である。
【図９】スロットマシンの副制御基板を示すブロック図である。
【図１０】演出画面管理テーブルを示す図である。
【図１１】遊技実行処理のフローチャートである。
【図１２】ボーナスゲーム処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０８】
　　１　　スロットマシン
　４０　　演出画面
　４１　　ボール
　４２　　収容器
　４３　　阻害物
　４６　　ピン
１８０　　シンボル
 
 

【図１】 【図２】
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