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(57)【要約】
【課題】新たなエンターテイメント性を備えたスロット
マシンを提供する。
【解決手段】ベーシックゲームのコントロールを行うコ
ントローラを備え、ベーシックゲームにおいて「ＢＯＮ
ＵＳ」のシンボルのコンビネーションがウィニングライ
ンに停止したときに、セカンドゲーム開始信号を送信す
るスロットマシンと、スロットマシンとは別体に構成さ
れ、ルーレットゲームを行うセカンドゲーム装置と、所
定の撮影信号の受信によりセカンドゲーム装置を撮影し
、画像データを送信する撮影装置と、を備える。更に、
スロットマシン、セカンドゲーム装置及び撮影装置と通
信可能に接続され、セカンドゲーム開始信号を受信する
ことに応じて撮影装置に対して撮影信号を送信し、撮影
された画像データの受信によりセカンドゲームを行うプ
レーヤに面するスロットマシンに送信するセンターコン
トローラを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記構成を備えるゲームシステムであり、
　画像を表示する表示部を有し、ベーシックゲームを行い、所定の条件でセカンドゲーム
に移行する信号を送信するスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成され、前記セカンドゲームを行うセカンドゲーム装
置と、
　所定の撮影信号を受信することで前記セカンドゲーム装置を撮影し、撮影した画像デー
タを送信する機能を有する撮影装置と、
　前記スロットマシン、前記セカンドゲーム装置、及び前記撮影装置と通信可能に接続さ
れ、前記移行する信号を受信したことに応じて前記撮影装置に対して撮影信号を送信し、
前記撮影された画像データを前記撮影装置より受信し、前記画像データを前記セカンドゲ
ームを行うプレーヤに面するスロットマシンに送信するセンターコントローラと、を備え
る。
【請求項２】
　請求項１のゲームシステムにおいて、
　前記セカンドゲームは、ルーレットゲームを示し、
　前記センターコントローラは、前記セカンドゲーム装置にボールを投入する制御を行う
ことに応じて前記撮影装置に対して撮影信号を送信し、前記撮影された前記セカンドゲー
ム装置の画像データを前記撮影装置より受信し、前記画像データを前記セカンドゲームを
行うプレーヤに面するスロットマシンに送信する。
【請求項３】
　請求項１のゲームシステムにおいて、
　前記スロットマシンは、当該スロットマシンのプレーヤを撮影するプレーヤ撮影装置を
有し、
　前記センターコントローラは、前記セカンドゲームのゲームステータスに応じて前記プ
レーヤ撮影装置により撮影された前記プレーヤの画像データを、前記セカンドゲームを行
うプレーヤに面するスロットマシンに送信する。
【請求項４】
　請求項１のゲームシステムにおいて、
　前記センターコントローラと通信可能に接続され、前記センターコントローラから送信
された画像データを受信することに応じて画像を表示し、かつ、前記セカンドゲームを行
うプレーヤから視認可能なディスプレイと、
　前記センターコントローラと通信可能に接続され、画像を表示する表示部を有し、前記
センターコントローラから送信された画像データを受信することに応じて画像を表示する
前記セカンドゲームに専用に用いられるセカンドゲーム用端末と、を備える。
【請求項５】
　請求項１のゲームシステムにおいて、
　前記センターコントローラは、前記スロットマシンが前記セカンドゲームに移行する所
定の条件を満たすことに応じて前記ベーシックゲームにより付与されるクレジットデータ
を使用して、前記セカンドゲームを行う。
【請求項６】
　下記構成を備えるゲームシステムであり、
　プレーヤを撮影するプレーヤ撮影装置と画像を表示する表示部とを有し、ベーシックゲ
ームを行い、所定の条件でセカンドゲームに移行する信号を送信するスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成され、前記セカンドゲームとしてルーレットゲーム
を行うセカンドゲーム装置と、
　所定の撮影信号を受信することで前記セカンドゲーム装置を撮影し、撮影した画像デー
タを送信する機能を有する撮影装置と、
　前記スロットマシン、前記セカンドゲーム装置、及び前記撮影装置と通信可能に接続さ
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れ、前記移行する信号を受信し、前記セカンドゲーム装置にボールを投入する制御を行う
ことに応じて前記撮影装置に対して撮影信号を送信し、前記撮影された前記セカンドゲー
ム装置の画像データを前記撮影装置より受信し、前記画像データを前記セカンドゲームを
行うプレーヤに面するスロットマシンに送信し、かつ、前記セカンドゲームのゲームステ
ータスに応じて前記プレーヤ撮影装置により撮影された前記プレーヤの画像データを、前
記セカンドゲームを行うプレーヤに面するスロットマシンに送信するセンターコントロー
ラと、を備える。
【請求項７】
　下記構成を備えるゲームシステムであり、
　画像を表示する表示部を有し、ベーシックゲームを行い、所定の条件でセカンドゲーム
に移行する信号を送信するスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成され、前記セカンドゲームとしてルーレットゲーム
を行うセカンドゲーム装置と、
　所定の撮影信号を受信することで前記セカンドゲーム装置を撮影し、撮影した画像デー
タを送信する機能を有する撮影装置と、
　画像を表示し、かつ、前記セカンドゲームを行うプレーヤから視認可能なディスプレイ
と、
　画像を表示する表示部を有し、前記セカンドゲームに専用に用いられるセカンドゲーム
用端末と、
　前記スロットマシン、前記セカンドゲーム装置、前記撮影装置、前記ディスプレイ、及
び前記セカンドゲーム用端末と通信可能に接続され、前記移行する信号を受信し、前記セ
カンドゲーム装置にボールを投入する制御を行うことに応じて前記撮影装置に対して撮影
信号を送信し、前記撮影された前記セカンドゲーム装置の画像データを前記撮影装置より
受信し、前記画像データを前記セカンドゲームを行うプレーヤに面するスロットマシン、
前記ディスプレイ、及び前記セカンドゲーム用端末、に送信するセンターコントローラと
、を備える。
【請求項８】
　下記構成を備えるゲームシステムであり、
　画像を表示する表示部を有し、ベーシックゲームを行い、所定の条件でセカンドゲーム
に移行する信号を送信するスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成され、前記セカンドゲームとしてルーレットゲーム
を行うセカンドゲーム装置と、
　所定の撮影信号を受信することで前記セカンドゲーム装置を撮影し、撮影した画像デー
タを送信する機能を有する撮影装置と、
　前記スロットマシン、前記セカンドゲーム装置、及び前記撮影装置と通信可能に接続さ
れ、前記移行する信号を受信したことに応じて、前記ベーシックゲームにより付与される
クレジットデータを使用して前記セカンドゲームを行い、前記セカンドゲーム装置にボー
ルを投入する制御を行うことに応じて前記撮影装置に対して撮影信号を送信し、前記撮影
された前記セカンドゲーム装置の画像データを前記撮影装置より受信し、前記画像データ
を前記セカンドゲームを行うプレーヤに面するスロットマシンに送信するセンターコント
ローラと、を備える。
【請求項９】
　下記構成を備えるゲームシステムであり、
　プレーヤを撮影するプレーヤ撮影装置と画像を表示する表示部とを有し、ベーシックゲ
ームを行い、所定の条件でセカンドゲームに移行する信号を送信するスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成され、前記セカンドゲームとしてルーレットゲーム
を行うセカンドゲーム装置と、
　所定の撮影信号を受信することで前記セカンドゲーム装置を撮影し、撮影した画像デー
タを送信する機能を有する撮影装置と、
　画像を表示し、かつ、前記セカンドゲームを行うプレーヤから視認可能なディスプレイ
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と、
　画像を表示する表示部を有し、他のプレーヤが前記表示部の所定領域面のタッチスイッ
チ部を操作して前記セカンドゲームに関する選択を行うことに応じて前記選択したデータ
を送信する前記セカンドゲームに専用に用いられるセカンドゲーム用端末と、
　前記スロットマシン、前記セカンドゲーム装置、前記撮影装置、前記ディスプレイ、及
び前記セカンドゲーム用端末と通信可能に接続され、前記移行する信号を受信したことに
応じて、前記ベーシックゲームにより付与されるクレジットデータを使用して前記セカン
ドゲームを行い、前記セカンドゲーム装置にボールを投入する制御を行うことに応じて前
記撮影装置に対して撮影信号を送信し、前記撮影された前記セカンドゲーム装置の画像デ
ータを前記撮影装置より受信し、前記画像データを前記セカンドゲームを行うプレーヤに
面するスロットマシン、前記ディスプレイ、及び前記セカンドゲーム用端末に送信し、か
つ、前記セカンドゲームのゲームステータスに応じて前記プレーヤ撮影装置により撮影さ
れた前記プレーヤの画像データを、前記セカンドゲームを行うプレーヤに面するスロット
マシン、前記ディスプレイ及び前記セカンドゲーム用端末に送信するセンターコントロー
ラと、を備える。
【請求項１０】
　下記構成を備えるゲーム制御方法であり、
　画像を表示する表示部を有し、ベーシックゲームを行うスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成されるセカンドゲーム装置と、
　撮影装置と、を備えておき、
　前記スロットマシンのコントローラが、所定の条件で前記セカンドゲーム装置で行われ
るセカンドゲームに移行する信号を送信する段階と、
　センターコントローラが、前記セカンドゲームに移行する信号を受信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置を撮影する機能を有する前記撮
影装置に対して撮影信号を送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記撮影された前記セカンドゲーム装置の画像データを
前記撮影装置より受信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記画像データを前記セカンドゲームを行うプレーヤに
面するスロットマシンに送信する段階と、を含む。
【請求項１１】
　請求項１０のゲーム制御方法において、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置にボールを投入する制御を行う
段階と、
　前記センターコントローラが、前記撮影装置に対して撮影信号を送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記撮影された前記セカンドゲーム装置の画像データを
前記撮影装置より受信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記画像データを、ルーレットゲームを示す前記セカン
ドゲームを行うプレーヤに面するスロットマシンに送信する段階と、を含む。
【請求項１２】
　請求項１０のゲーム制御方法において、
　前記スロットマシンは、プレーヤ撮影装置を有しておき、
　前記スロットマシンのコントローラが、前記セカンドゲームのゲームステータスに応じ
て前記スロットマシンのプレーヤを撮影し、画像データを送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記プレーヤの画像データを受信し、前記セカンドゲー
ムを行うプレーヤに面するスロットマシンに送信する段階を含む。
【請求項１３】
　請求項１０のゲーム制御方法において、
　前記セカンドゲームを行うプレーヤから視認可能なディスプレイと、
　表示部を有し、前記セカンドゲームに専用に用いられるセカンドゲーム用端末と、を備
えておき、
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　前記センターコントローラが、セカンドゲーム用端末に、前記セカンドゲームのスター
ト信号を送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置の画像データを送信する段階と
、
　前記ディスプレイが、前記画像データによる画像を表示する段階と、
　前記セカンドゲーム用端末のコントローラが、前記画像データによる画像を前記表示部
に表示する段階と、を含む。
【請求項１４】
　請求項１０のゲーム制御方法において、
　前記スロットマシンのコントローラが、クレジットデータを付与する段階と、
　前記スロットマシンのコントローラが、所定の条件で前記セカンドゲームに移行する信
号を送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲームに移行する信号を受信する段階と、
　前記スロットマシンのコントローラが、前記クレジットデータを送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記クレジットデータを受信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記クレジットデータを使用して前記セカンドゲームを
行う段階と、を含む。
【請求項１５】
　下記構成を備えるゲーム制御方法であり、
　プレーヤ撮影装置と表示部とを有し、ベーシックゲームを行うスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成されるセカンドゲーム装置と、
　撮影装置と、を備えておき、
　前記スロットマシンのコントローラが、所定の条件で前記セカンドゲーム装置で行われ
るルーレットゲームを示すセカンドゲームに移行する信号を送信する段階と、
　センターコントローラが、前記セカンドゲームに移行する信号を受信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置にボールを投入する制御を行う
段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置を撮影する機能を有する前記撮
影装置に対して撮影信号を送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記撮影された前記セカンドゲーム装置の画像データを
前記撮影装置より受信する段階と、
　前記スロットマシンのコントローラが、前記セカンドゲームのゲームステータスに応じ
て前記スロットマシンのプレーヤを撮影し、画像データを送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置の画像データ及び前記プレーヤ
の画像データを、前記セカンドゲームを行うプレーヤに面するスロットマシンに送信する
段階と、を含む。
【請求項１６】
　下記構成を備えるゲーム制御方法であり、
　表示部を有し、ベーシックゲームを行うスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成されるセカンドゲーム装置と、
　撮影装置と、
　前記ベーシックゲームとは別のセカンドゲームを行うプレーヤから視認可能なディスプ
レイと、
　表示部を有し、前記セカンドゲームに専用に用いられるセカンドゲーム用端末と、を備
えておき、
　前記スロットマシンのコントローラが、所定の条件で前記セカンドゲーム装置で行われ
るルーレットゲームを示すセカンドゲームに移行する信号を送信する段階と、
　センターコントローラが、前記セカンドゲームに移行する信号を受信する段階と、
　前記センターコントローラが、セカンドゲーム用端末に、前記セカンドゲームのスター
ト信号を送信する段階と、
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　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置にボールを投入する制御を行う
段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置を撮影する機能を有する前記撮
影装置に対して撮影信号を送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記撮影された画像データを前記撮影装置より受信する
段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置の画像データを前記セカンドゲ
ームを行うプレーヤに面するスロットマシン、前記ディスプレイ、及び前記セカンドゲー
ム用端末、に送信する段階と、
　前記セカンドゲーム用端末のコントローラが、前記画像データによる画像を前記表示部
に表示する段階と、を含む。
【請求項１７】
　下記構成を備えるゲーム制御方法であり、
　表示部を有し、ベーシックゲームを行うスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成されるセカンドゲーム装置と、
　撮影装置と、を備えておき、
　前記スロットマシンのコントローラが、クレジットデータを付与する段階と、
　前記スロットマシンのコントローラが、所定の条件で前記セカンドゲーム装置で行われ
るルーレットゲームを示すセカンドゲームに移行する信号を送信する段階と、
　センターコントローラが、前記セカンドゲームに移行する信号を受信する段階と、
　前記スロットマシンのコントローラが、前記クレジットデータを送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記クレジットデータを受信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記クレジットデータを使用して前記セカンドゲームを
行う段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置にボールを投入する制御を行う
段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置を撮影する機能を有する前記撮
影装置に対して撮影信号を送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記撮影された画像データを前記撮影装置より受信する
段階と、
　前記センターコントローラが、前記画像データを、前記セカンドゲームを行うプレーヤ
に面するスロットマシンに送信する段階と、を含む。
【請求項１８】
　下記構成を備えるゲーム制御方法であり、
　プレーヤ撮影装置と表示部とを有し、ベーシックゲームを行うスロットマシンと、
　前記スロットマシンとは別体に構成されるセカンドゲーム装置と、
　撮影装置と、
　前記ベーシックゲームとは別のセカンドゲームを行うプレーヤから視認可能なディスプ
レイと、
　表示部を有し、前記セカンドゲームに専用に用いられるセカンドゲーム用端末と、を備
えておき、
　前記スロットマシンのコントローラが、クレジットデータを付与する段階と、
　前記スロットマシンのコントローラが、所定の条件で前記セカンドゲーム装置で行われ
るルーレットゲームを示すセカンドゲームに移行する信号を送信する段階と、
　センターコントローラが、前記セカンドゲームに移行する信号を受信する段階と、
　前記センターコントローラが、セカンドゲーム用端末に、前記セカンドゲームのスター
ト信号を送信する段階と、
　前記スロットマシンのコントローラが、前記クレジットデータを送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記クレジットデータを受信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記クレジットデータを使用して前記セカンドゲームを
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行う段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置にボールを投入する制御を行う
段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置を撮影する機能を有する前記撮
影装置に対して撮影信号を送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記撮影された画像データを前記撮影装置より受信する
段階と、
　前記スロットマシンのコントローラが、前記セカンドゲームのゲームステータスに応じ
て前記スロットマシンのプレーヤを撮影し、画像データを送信する段階と、
　前記センターコントローラが、前記セカンドゲーム装置の画像データ及び前記プレーヤ
の画像データを、前記セカンドゲームを行うプレーヤに面するスロットマシン、前記ディ
スプレイ、及び前記セカンドゲーム用端末、に送信する段階と、
　前記セカンドゲーム用端末のコントローラが、前記ゲームステータスに応じた画像を前
記表示部に表示する段階と、
　前記セカンドゲーム用端末のコントローラが、他のプレーヤが前記表示部の所定領域面
のタッチスイッチ部を操作して前記セカンドゲームに関する選択を行うことに応じて前記
選択したデータを送信する段階と、を含む。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシンを含むゲームシステム及びゲーム制御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、米国特許第６６３４９４１号明細書や、米国特許出願公開第
２００４／１１０５５８号明細書に開示されているように、ベーシックゲームの他に、ベ
ーシックゲームよりもプレーヤに有利となる可能性が高いフリーゲームやボーナスゲーム
を行うスロットマシンが知られている。フリーゲームやボーナスゲームは、セカンドゲー
ムの１つを示すものである。セカンドゲームでは、例えば、この開示されているスロット
マシンにおいては、特別なシンボルが表示されて賞を付与する特定のコンビネーションの
確率が高くなったり、賞を付与する特定のコンビネーションとなった場合の払い出しが大
きくなったりする。
【特許文献１】米国特許第６６３４９４１号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／１１０５５８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　また、他の開示されているスロットマシンにおいては、セカンドゲームにおいてプレー
ヤが獲得し得る配当値をセカンドゲーム前にプレーヤに表示する。
【０００４】
　このような従来のスロットマシンは、セカンドゲームを同一のスロットマシンの筐体で
行うものである。本発明は、更な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
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１のアスペクトは、下記構成を備えるゲームシステムであり、スロットマシ
ンと、セカンドゲームを行うセカンドゲーム装置と、撮影装置と、はセンターコントロー
ラと通信可能である。スロットマシンは、画像を表示する表示部を有し、ベーシックゲー
ムを行い、所定の条件でセカンドゲームに移行する信号を送信する。また、セカンドゲー
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ム装置は、スロットマシンとは別体で構成される。また、撮影装置は、所定の撮影信号を
受信することでセカンドゲーム装置を撮影し、撮影した画像データを送信する。また、セ
ンターコントローラは、移行する信号を受信したことに応じて撮影装置に対して撮影信号
を送信し、撮影された画像データを撮影装置より受信し、画像データをセカンドゲームを
行うプレーヤに面するスロットマシンに送信する。
【０００６】
　本発明の第１のアスペクトのゲームシステムでは、スロットマシンがベーシックゲーム
から所定の条件によりセカンドゲームに移行する信号をセンターコントローラに送信した
ことに応じて、センターコントローラは、撮影装置に対して撮影信号を送信することによ
り、撮影装置を作動させ、撮影されたセカンドゲーム装置の画像データ受信し、セカンド
ゲームを行うプレーヤに面するスロットマシンに送信する。
【０００７】
　本発明の第２のアスペクトは、下記構成を備えるゲームシステムであり、セカンドゲー
ムは、ルーレットゲームを示し、センターコントローラは、セカンドゲーム装置にボール
を投入する制御を行うことに応じて撮影装置に対して撮影信号を送信し、撮影されたセカ
ンドゲーム装置の画像データを撮影装置より受信し、撮影されたセカンドゲーム装置の画
像データをセカンドゲームを行うプレーヤに面するスロットマシンに送信する。
【０００８】
　本発明の第２のアスペクトのゲームシステムでは、セカンドゲームがルーレットゲーム
である場合において、センターコントローラは、セカンドゲーム装置にボールを投入し、
撮影装置により、セカンドゲーム装置を撮影する。そして、センターコントローラは、こ
の撮影された画像データを、セカンドゲームを行うプレーヤに面するスロットマシンに送
信する。
【０００９】
　本発明の第３のアスペクトは、下記構成を備えるゲームシステムであり、スロットマシ
ンは、プレーヤ撮影装置を有する。また、センターコントローラは、セカンドゲームのゲ
ームステータスに応じてプレーヤ撮影装置により撮影されたプレーヤの画像データを、セ
カンドゲームを行うプレーヤに面するスロットマシンに送信する。
【００１０】
　本発明の第４のアスペクトは、下記構成を備えるゲームシステムであり、画像を表示し
、セカンドゲームを行うプレーヤから視認可能なディスプレイと、画像を表示する表示部
を有するセカンドゲーム専用のセカンドゲーム用端末と、を備える。これらは、センター
コントローラと通信可能に接続されており、センターコントローラから画像データを受信
することに応じて画像を表示する。更に、セカンドゲーム用端末は、撮影装置により撮影
された画像及び前記ゲームステータスに応じた画像を表示面に表示し、他のプレーヤが表
示面の所定領域面のタッチスイッチ部を操作してセカンドゲームに関する選択を行うこと
に応じて選択したデータを送信する。
【００１１】
　本発明の第４のアスペクトのゲームシステムでは、画像を表示するディスプレイを備え
る。ディスプレイは、画像を表示し、セカンドゲームのプレーヤから視認可能なものであ
る。スロットマシンとは別体で行われるセカンドゲームは、ディスプレイにゲームステー
タスが画像として表示される。また、タッチパネル部を操作してセカンドゲームに関する
選択を行うセカンドゲーム専用のセカンドゲーム用端末を備える。
【００１２】
　本発明の第５のアスペクトは、下記構成を備えるゲームシステムであり、センターコン
トローラは、スロットマシンがセカンドゲームに移行する所定の条件を満たすことに応じ
てベーシックゲームにより付与されるクレジットデータを使用して、セカンドゲームを行
う。
【００１３】
　本発明の第５のアスペクトのゲームシステムでは、セカンドゲームを行うために必要な
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クレジットデータは、ベーシックゲームにおいてセカンドゲームに移行する条件を満たす
ことにより付与されたクレジットデータを使用する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、スロットマシンのセカンドゲームを別体のゲーム機で行う際に、スロ
ットマシンを操作するプレーヤは、セカンドゲームの状況を撮像画像に基づいて把握する
ことが可能であるため、更な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を提
供することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本実施形態に係るゲームシステム１０の概略構成について図２に基づき説明する。図２
は、本実施形態に係るゲームシステム１０の外観構成を示す斜視図である。この図２に示
されるように、ゲームシステム１０は、主にスロットマシン１３、セカンドゲーム装置１
１及びセカンドゲーム用端末１５により構成される。セカンドゲーム装置１１は、例えば
、ルーレットゲームのゲーム装置を指す。スロットマシン１３は、後述の図１７で説明す
るベーシックゲームの他に、所定の条件で、後述の図１８Ａ乃至図１８Ｄで説明するセカ
ンドゲームでルーレットゲームのベット操作を行うことができる。また、スロットマシン
にはＣＣＤカメラ４０（図３参照）が設けられており、このＣＣＤカメラ４０でプレーヤ
の表情を適宜撮影する。
【００１６】
　また、ゲームシステム１０には、大型のモニタ１６が設けられており、このモニタ１６
にセカンドゲーム（以下、ルーレットゲームともいう）の進行状況として、プレーヤのベ
ットした状態を示すベッティングボード７１（後述の図１０参照）、ベット可能な残り時
間を示すＢＥＴタイム、及び当選番号等を表示するディスプレイ６９の内容を表示すると
共に、後述する視点可動カメラ１７によって撮影されたルーレットが回転している映像、
又はＣＣＤカメラ４０や視点可動カメラ１７によって撮影されたプレーヤの画像等が必要
に応じて表示されるようになっている。
【００１７】
　複数個（本実施形態では８個）のスロットマシン１３は、セカンドゲーム装置１１の周
囲を囲むように、かつ、スロットマシン１３のプレーヤが大型のモニタ１６を見ることが
できるような方向に設けられている。また、各スロットマシン１３と、プレーヤが座る椅
子５７とが可動式床面１８の上に設置されており、セカンドゲームが開始されると、セカ
ンドゲームに移行したスロットマシン１３が、可動式床面１８の上昇に伴って、椅子５７
と一体となって上昇するように構成されている。
【００１８】
　また、ゲームシステム１０には、ルーレットゲームに参加可能な複数個（本実施形態で
は４個）のセカンドゲーム用端末１５が、大型のモニタ１６を前面に見ることができる位
置に設けられている。このセカンドゲーム用端末１５は、ルーレットゲーム専用端末であ
り、スロットマシン１３でセカンドゲームが開始された場合に、他のプレーヤが当該セカ
ンドゲームに参加することができるための端末である。
【００１９】
　また、ゲームシステム１０には、複数台（本実施形態では４台）の視点可動カメラ１７
が設置されている。視点可動カメラ１７のうち１台は、後述の図１０に示すルーレット装
置６０を撮影するためのものであり、ルーレットの回転中にボール６５（図１０参照）が
投入されてからのボール６５の動きや、ルーレットが停止したときのボール６５の位置を
撮影する。そして、撮影された画像をモニタ１６に表示する。ルーレット装置６０を撮影
する視点可動カメラ１７は、ルーレット装置６０の上方から垂直に下方向に向けて撮影で
きるように配置されている。このルーレット装置６０を撮影する視点可動カメラ１７は、
ルーレットが回転する前には、プレーヤや、後述するベッティングボード７１を含むＢＥ
Ｔ画面７０を表示するディスプレイ６９などの他の撮影を行うようにしてもよい。その他
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の視点可動カメラ１７は、プレーヤの表情を捉えるためにモニタ１６の上面に設置されて
いる。視点可動カメラ１７によって撮影された映像は、大型のモニタ１６の他、スロット
マシン１３の液晶ディスプレイ３０（図３参照）及びセカンドゲーム用端末１５のディス
プレイ９３（図１２参照）に表示される。これらのゲームシステム１０は、カジノなどの
遊技施設内に設置される。
【００２０】
　続いて、図１は、本発明に係るゲームシステム１０の構成を示すブロック図を示すもの
である。この図１に示すゲームシステム１０において、ネットワーク１２には、スロット
マシン１３、セカンドゲーム装置１１、センターコントローラ１４及びセカンドゲーム用
端末１５が接続されている。センターコントローラ１４は、当該ネットワーク１２を介し
てスロットマシン１３、セカンドゲーム装置１１、セカンドゲーム用端末１５をコントロ
ールすることができる。
【００２１】
　各スロットマシン１３は、プレーヤがベーシックゲームを行うことが可能なスロットマ
シンである。また、スロットマシン１３は、所定の条件でベーシックゲームからセカンド
ゲームに移行する信号を送信する。セカンドゲームは、センターコントローラ１４のコン
トロールの元、セカンドゲーム装置１１で行われるゲームであり、プレーヤの使用してい
るスロットマシン１３がセカンドゲーム用の端末として機能することにより、プレーヤは
、ルーレットゲームのベット操作を行うことが可能となる。このような構成により、プレ
ーヤは、スロットマシン１３とは別体のセカンドゲーム装置１１を用いたセカンドゲーム
を楽しむことができる。
【００２２】
　また、セカンドゲーム用端末１５は、ネットワーク１２を介してセンターコントローラ
１４と接続されている。セカンドゲーム装置１１でルーレットゲームが開始された際には
、スロットマシン１３とは別に、当該セカンドゲーム用端末１５を用いてセカンドゲーム
を行うことができるように構成されている。そのため、遊技施設にいる第三者が、ルーレ
ットゲームが開始されたことに応じて、セカンドゲーム用端末１５を用いて当該ルーレッ
トゲームのプレーヤとなることができる。このように、ルーレットゲームに参加する機会
をベーシックゲームを行っていない他のプレーヤにも与えることにより、ルーレットゲー
ムの興趣性を向上させる契機となる。
【００２３】
　図３は、本発明の実施の形態に係るスロットマシン１３を示す斜視図である。スロット
マシン１３は、キャビネット２０及びメインドア４２を備えている。キャビネット２０は
、プレーヤに臨む面が開放されている。このキャビネット２０内には、本スロットマシン
１３を電気的にコントロールするためのコントローラ１００（図５及び図８参照）、並び
にコイン（ゲーム媒体）の投入、貯留及び払出をコントロールするためのホッパー４４（
図５及び図８参照）等を含む各種の構成部材が設けられている。ゲーム媒体としては、コ
インに限るものではなく、例えば、メダル、トークン、電子マネー又はこれらに相当する
電子的な有価情報（クレジット）を挙げることができる。
【００２４】
　メインドア４２は、キャビネット２０の内部が外側に露呈しないように覆うための部材
であり、このメインドア４２の略中央には、液晶ディスプレイ３０が設けられている。
【００２５】
　液晶ディスプレイ３０は、演出画像等を含むゲームに関する各種の画像を表示させるた
めのものである。プレーヤは、当該液晶ディスプレイ３０に表示された各種の画像を視認
しながらゲームを進めていく。特に、ルーレットゲームにおいては、液晶ディスプレイ３
０に後述の図２２に示すＢＥＴ画面７０を表示する。この液晶ディスプレイ３０は、透明
液晶パネル３４（図６及び図７参照）を備えている。この透明液晶パネル３４は、その一
部又は全部を透明／非透明の状態に切り替えることが可能であると共に、各種の画像を表
示することが可能である。なお、液晶ディスプレイ３０の詳細な構成については後述する
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。
【００２６】
　スロットマシン１３がビデオリールにより構成されている場合には、液晶ディスプレイ
３０に５個の仮想リールを表示させる。なお、ビデオリールとは、メカニカルリールの代
わりに、液晶ディスプレイ３０上に画像のリールを表示させるものである。ベーシックゲ
ームに必要な複数種類のシンボルとして、「ＢＯＮＵＳ」、「ＷＩＬＤ」、「ＴＲＥＡＳ
ＵＲＥ　ＢＯＸ」、「ＧＯＬＤＥＮ　ＭＡＳＫ」、「ＨＯＬＹ　ＣＵＰ」、「ＣＯＭＰＡ
ＳＳ＆ＭＡＰ」、「ＳＮＡＫＥ」、「Ａ」、「Ｋ」、「Ｑ」、「Ｊ」、「１０」の各シン
ボルをリールが回転しているかのような画像と共に表示する。
【００２７】
　一方、スロットマシン１３がメカニカルリールにより構成されている場合、液晶ディス
プレイ３０の背面側には、各々の外周面に複数種類のシンボルが描かれた５個のメカニカ
ルリール３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ、３Ｅ（図４及び図６参照）が回転可能に横一列に設け
られている。メカニカルリール３Ａ～３Ｅは、後述するステッピングモータ４５Ａ、４５
Ｂ、４５Ｃ、４５Ｄ、４５Ｅ（図８参照）等と共に複数のシンボルを表示するものとして
構成するものである。その外周面には、前述のようなベーシックゲームに必要な複数種類
のシンボルが描かれている。これらの各メカニカルリール３Ａ～３Ｅの各種のシンボルは
、透明液晶パネル３４が透明状態となった際に視認可能となる。
【００２８】
　液晶ディスプレイの右方には、ＣＣＤカメラ４０が設けられている。このＣＣＤカメラ
４０により、プレーヤの表情を撮影することができる。
【００２９】
　液晶ディスプレイ３０の下方には、略水平の操作部２１が設けられている。この操作部
２１の右側には、スロットマシン１３内にコインを投入するためのコイン投入口２２が設
けられている。他方、操作部２１の左側には、後述する９本の賞を付与するためのライン
Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６、Ｌ７、Ｌ８、Ｌ９のいずれを有効化するかを決定
し当該有効化された賞を付与するためのライン（以下、単に「ウィニングライン」という
）に対して賭けるゲーム媒体としてのコインの枚数を選択するためのＢＥＴスイッチ２３
、及び１つ前のゲームにおいて上記ウィニングラインに対して賭けたコインの枚数を変更
せずに再びゲームを行うためのスピン・リピート・ベットスイッチ２４が設けられている
。これらのＢＥＴスイッチ２３又はスピン・リピート・ベットスイッチ２４を押圧操作す
ることで、当該操作に応じて上記ウィニングラインに対する賭けコインの枚数が決定され
る。
【００３０】
　上記操作部２１において、ＢＥＴスイッチ２３の左側には、１ゲーム毎にプレーヤのベ
ーシックゲームの開始操作を受け付けるスタートスイッチ２５が設けられている。このス
タートスイッチ２５及びスピン・リピート・ベットスイッチ２４のうちのいずれか一方に
対する押圧操作がゲームの開始のトリガーとなり、上記の５個のメカニカルリール３Ａ～
３Ｅの回転が開始される。
【００３１】
　他方、上記操作部２１において、コイン投入口２２の近傍には、キャッシュアウトスイ
ッチ２６が設けられている。プレーヤがキャッシュアウトスイッチ２６を押圧操作したと
きには、投入されているコインがメインドア４２の正面下部に開口されたコイン払出口２
７から払出され、この払出されたコインは、コイントレイ２８に溜められる。このコイン
トレイ２８の上方であって、コイン払出口２７を挟んだ左右両側には、キャビネット２０
の内部に収納されたスピーカ４１（図５及び図８参照）から発せられた効果音をキャビネ
ット２０の外部へ伝播するための透音口２９が設けられている。
【００３２】
　図４は、スロットマシン１３の表示領域を拡大して示すものである。スロットマシン１
３の液晶ディスプレイ３０は、正面パネル３１及びこの正面パネル３１の裏面に設けられ
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た透明液晶パネル３４（図６及び図７参照）を備えている。正面パネル３１は、透明な表
示面３１ａ及び絵柄が形成された絵柄形成領域３１ｂを含んで構成される。正面パネル３
１の裏面に設けられた透明液晶パネル３４に表示された画像情報は、当該正面パネル３１
の表示面３１ａを介して視認することができる。他方、上記透明液晶パネル３４の領域が
透明状態であるときには、透明液晶パネル３４の後方に配設される５個のメカニカルリー
ル３Ａ～３Ｅ各々のシンボルを、表示面３１ａを介して、視認することができる。なお、
スロットマシン１３がビデオリールで構成される場合には、透明液晶パネル３４を非透明
状態にして画像のリールを表示させてもよいし、透明液晶パネル３４ではなく、単なる液
晶パネルを使用してもよい。
【００３３】
　液晶ディスプレイ３０の左側の背面側には、ペイアウト数表示部４８、クレジット数表
示部４９及びＢＥＴ数表示部５０の各種の表示部が設けられている。なお、正面パネル３
１の絵柄形成領域３１ｂは、上記各種表示部４８～５０の前方を覆う部分が透明であり、
当該各種表示部４８～５０の表示内容が視認可能である。
【００３４】
　本スロットマシン１３は、図４に示すように９本の賞を付与するためのラインＬ１～Ｌ
９を有している。これらの各賞を付与するためのラインＬ１～Ｌ９は、全てのメカニカル
リール３Ａ～３Ｅの回転が停止したときに、又は、５個のビデオリールが停止したときに
、各メカニカルリール３Ａ～３Ｅの１つのシンボルを通過するように延びている。
【００３５】
　上記のＢＥＴスイッチ２３を１回押すと、例えば、第３の賞を付与するためのラインＬ
３、第５の賞を付与するためのラインＬ５及び第７の賞を付与するためのラインＬ７が有
効化されると共に１枚のコインがクレジットメダルとして取り込まれる。
【００３６】
　上記のＢＥＴスイッチ２３を２回押すと、上記の３ラインに加えて、例えば、第１の賞
を付与するためのラインＬ１、第４の賞を付与するためのラインＬ４及び第８の賞を付与
するためのラインＬ８が有効化されると共に２枚のコインがクレジットメダルとして取り
込まれる。
【００３７】
　上記のＢＥＴスイッチ２３を３回押すと、上記の６ラインに加えて、例えば、第２の賞
を付与するためのラインＬ２、第６の賞を付与するためのラインＬ６及び第９の賞を付与
するためのラインＬ９が有効化されると共に３枚のコインがクレジットメダルとして取り
込まれる。
【００３８】
　本実施の形態で実行可能なゲームは、ウィニングラインに沿ってシンボルを揃えるベー
シックゲームである。このベーシックゲームで所定の条件により、所定の条件により与え
られるベーシックゲームでのコインを用いてセカンドゲームに移行する。
【００３９】
　ペイアウト数表示部４８は、ウィニングラインに沿って賞を付与するためのコンビネー
ションが成立した時のコインのペイアウト数を表示するためのものである。クレジット数
表示部４９は、本スロットマシン１３にストアーされているコインのクレジット数を表示
するためのものである。ＢＥＴ数表示部５０は、上記ウィニングラインに対する賭けコイ
ンの枚数であるＢＥＴ数を表示するためのものである。当該各種表示部４８～５０は、７
セグメント表示器を含んで構成される。代替的に、各種表示部４８～５０を透明液晶パネ
ル３４上に画像表示するようにしても構わない。
【００４０】
　図５は、ビデオリールを有するスロットマシン１３のコントローラ１００の電気的構成
を示すブロック図である。なお、メカニカルリールを有するスロットマシン１３について
は後述の図８に示す。図５に示すように、スロットマシン１３のコントローラ１００は、
マイクロコンピュータであって、インターフェイス回路群１０２、入出力バス１０４、Ｃ
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ＰＵ１０６、ＲＯＭ１０８、ＲＡＭ１１０、通信用インターフェイス回路１１１、乱数発
生器１１２、スピーカ駆動回路１２２、ホッパー駆動回路１２４、表示部駆動回路１２８
及び表示／入力コントローラ１４０を備えている。
【００４１】
　インターフェイス回路群１０２は、入出力バス１０４に接続されており、この入出力バ
ス１０４は、ＣＰＵ１０６に対するデータ信号又はアドレス信号の入出力を行う。
【００４２】
　インターフェイス回路群１０２には、スタートスイッチ２５が接続されている。このス
タートスイッチ２５から出力された始動信号は、インターフェイス回路群１０２において
所定の信号に変換された後、入出力バス１０４に供給される。
【００４３】
　インターフェイス回路群１０２には、ＢＥＴスイッチ２３、スピン・リピート・ベット
スイッチ２４及びキャッシュアウトスイッチ２６も接続されている。これらのスイッチ２
３、２４、２６から出力された各スイッチング信号も、インターフェイス回路群１０２に
供給され、当該インターフェイス回路群１０２によって所定の信号に変換された後、入出
力バス１０４に供給される。
【００４４】
　インターフェイス回路群１０２には、コインセンサ４３も接続されている。コインセン
サ４３は、コイン投入口２２に投入されたコインを検出するためのセンサであって、コイ
ン投入口２２に関連して設けられている。このコインセンサ４３から出力されたセンシン
グ信号も、インターフェイス回路群１０２に供給され、当該インターフェイス回路群１０
２によって所定の信号に変換された後、入出力バス１０４に供給される。
【００４５】
　入出力バス１０４には、ＲＯＭ１０８及びＲＡＭ１１０が接続されている。
【００４６】
　ＣＰＵ１０６は、スタートスイッチ２５によりベーシックゲームのスタート操作が受け
付けられたことを契機として、ベーシックゲームプログラムを読み出してベーシックゲー
ムを実行する。ベーシックゲームプログラムは、表示／入力コントローラ１４０を介して
液晶ディスプレイ３０に５個のビデオリールのシンボルのスクロールを開始させる表示を
行い、その後５個のビデオリールを停止させる表示を行うことによって５個のビデオリー
ルのシンボルの再配置をさせ、そのときの停止したシンボルのコンビネーションがウィニ
ングラインに示されており、かつ、賞を付与する特定のコンビネーションを示す場合には
、その賞を付与する特定のコンビネーションに応じたコインを払い出すようにプログラミ
ングされている。
【００４７】
　また、ＣＰＵ１０６は、セカンドゲームのコントロールも行う。それゆえ、このＣＰＵ
１０６は、５個のビデオリールのシンボルが停止表示された際に所定の条件を満たすと、
セカンドゲームを実行するための信号を送信する。
【００４８】
　ＲＯＭ１０８には、本スロットマシン１３を統括してコントロールするコントロールプ
ログラム、図１７及び図１８Ａ乃至図１８Ｄに示すルーチンを実行するためのプログラム
（以下、「ルーチン実行プログラム」とする）、コントロールプログラムを実行するため
の初期データ、及び決定処理において使用される種々のデータテーブルが格納されている
。なお、ルーチン実行プログラムには、上記ベーシックゲームプログラム等が含まれてい
る。また、データテーブルとしては、図１４及び図１５に示すテーブル等を挙げることが
できる。ＲＡＭ１１０は、上記コントロールプログラムで使用するフラグや変数の値等を
一時的に記憶する。
【００４９】
　入出力バス１０４には、通信用インターフェイス回路１１１も接続されている。この通
信用インターフェイス回路１１１は、ＬＡＮの各種のネットワーク網を含むネットワーク
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１２を介して、センターコントローラ１４等との通信をするための回路である。本実施形
態では、ＣＰＵ１０６は、ベーシックゲームを行っているときに所定の条件でセカンドゲ
ームに移行するが、この通信用インターフェイス回路１１１を経由して、センターコント
ローラ１４にセカンドゲーム開始信号の送信等がなされる。また、センターコントローラ
１４から受信したＢＥＴ画面７０を表示するために必要なデータを、通信用インターフェ
イス回路１１１を経由して受信し、ＣＰＵ１０６は、当該ＢＥＴ画面７０の画像として液
晶ディスプレイ３０に表示する。その後、液晶ディスプレイ３０は、スロットマシン１３
がセカンドゲームでのベット操作を行うための端末として機能する。
【００５０】
　入出力バス１０４には、乱数を発生するための乱数発生器１１２も接続されている。こ
の乱数発生器１１２は、一定の範囲の数値、例えば、「０」～「６５５３５（２の１６乗
－１）」に含まれる乱数を発生する。代替的に、ＣＰＵ１０６の演算処理により乱数を発
するように構成しても構わない。
【００５１】
　入出力バス１０４には、上記各種表示部４８～５０を駆動するための表示部駆動回路１
２８も接続されている。ＣＰＵ１０６は、所定の事象が発生することに応じて、表示部駆
動回路１２８を介して、上記各種表示部４８～５０の動作をコントロールする。
【００５２】
　入出力バス１０４には、ＣＣＤカメラ４０も接続されている。ＣＰＵ１０６は、ＲＯＭ
１０８、及びＲＡＭ１１０に記憶されたデータやプログラム、並びにセンターコントロー
ラ１４から送信されるゲーム状態に応じて撮影指令を生成し、入出力バス１０４を介して
当該生成した撮影指令に基づきＣＣＤカメラ４０をコントロールし、画像を撮影する。
【００５３】
　入出力バス１０４には、スピーカ４１を駆動するためのスピーカ駆動回路１２２も接続
されている。ＣＰＵ１０６は、ＲＯＭ１０８に記憶されている音データを読み出し、入出
力バス１０４を介して、当該読み出した音データをスピーカ駆動回路１２２に送信する。
これにより、スピーカ４１から所定の効果音が発せられる。
【００５４】
　入出力バス１０４には、ホッパー４４を駆動するためのホッパー駆動回路１２４も接続
されている。ＣＰＵ１０６は、キャッシュアウトスイッチ２６からのキャッシュアウト信
号が入力されると、入出力バス１０４を介して、駆動信号をホッパー駆動回路１２４に出
力する。これにより、ホッパー４４は、ＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶されたそ
の時点におけるクレジットの残数分に相当するコインを払い出す。
【００５５】
　入出力バス１０４には、表示／入力コントローラ１４０も接続されている。ＣＰＵ１０
６は、ゲームの状態及びゲームの結果に応じた画像表示命令を生成し、入出力バス１０４
を介して、当該生成した画像表示命令を表示／入力コントローラ１４０に出力する。ＣＰ
Ｕ１０６からの画像表示命令が入力されると、表示／入力コントローラ１４０は、当該入
力された画像表示命令に基づき液晶ディスプレイ３０を駆動するための駆動信号を生成し
、この生成した駆動信号を液晶ディスプレイ３０に出力する。これにより、液晶ディスプ
レイ３０の透明液晶パネル３４上には、所定の画像が表示される。表示／入力コントロー
ラ１４０は、液晶ディスプレイ３０上のタッチパネル３２が入力を受けた信号を入力信号
として、入出力バス１０４を介してＣＰＵ１０６に送信する。
【００５６】
　図６及び図７は、スロットマシン１３の液晶ディスプレイ３０の構成を示すための図で
ある。液晶ディスプレイ３０は、ベーシックゲーム及びセカンドゲームに関するゲーム画
像を表示する。それゆえ、この液晶ディスプレイ３０は、タッチパネル３２及び表示板３
３を備えた正面パネル３１、透明液晶パネル３４、導光板３５、反射フィルム３６、いわ
ゆる白色光源である蛍光ランプ３７ａ、３７ｂ及び３８ａ、３８ｂ、ランプホルダ３９ａ
、３９ｂ、３９ｃ、３９ｄ、３９ｅ、３９ｆ、３９ｇ、３９ｈ並びに透明液晶パネル駆動
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用のＩＣを搭載したテーブルキャリアパッケージ（ＴＣＰ）から成る。なお、ＴＣＰは、
図６及び図７において特に図示していないが、透明液晶パネル３４の端子部に接続したフ
レキシブル基板（図示せず）等により構成される。
【００５７】
　液晶ディスプレイ３０は、メカニカルリール３Ａ～３Ｅの表示領域より手前側（表示面
３１ａより手前側）に、当該メカニカルリール３Ａ～３Ｅを跨いで設けられている。これ
らメカニカルリール３Ａ～３Ｅ及び液晶ディスプレイ３０同士は、所定の間隔を空けて設
けられている。なお、ビデオリールの場合には、メカニカルリール３Ａ～３Ｅの代わりに
、液晶ディスプレイ３０上に画像のリールを表示する。
【００５８】
　タッチパネル３２は、透明な部材で構成されている。表示板３３は、透明な部材で構成
され、この表示板３３には、上記の各種表示部４８～５０との間の領域に対応する位置等
に絵柄等が形成されている。すなわち、表示板３３の絵柄等が形成されている領域が、正
面パネル３１における絵柄形成領域３１ｂであり、他方、表示板３３の絵柄等が形成され
ていない領域が、正面パネル３１における表示面３１ａである（図４参照）。代替的に、
正面パネル３１に絵柄形成領域３１ｂを形成せず、正面パネル３１の全面を表示面３１ａ
としても構わない。この場合、表示板３３に絵柄を形成しないか或いは表示板３３を省略
すればよい。
【００５９】
　なお、図６及び図７においては、表示板３３の裏面側に配置された各種表示部４８～５
０を動作させる電気回路等は、図示していない旨を念のため言及しておく。
【００６０】
　透明液晶パネル３４は、薄膜トランジスタ層が形成されたガラス板等の透明な基板と、
これに対向する透明な基板との間隙部に液晶が封入されることによって形成されている。
この透明液晶パネル３４の表示モードは、ノーマリーホワイトに設定されている。ノーマ
リーホワイトとは、液晶を駆動していない状態で白表示（表示面側に透過した光が外部よ
り視認可能である）となることをいう。このように、ノーマリーホワイトに設定された透
明液晶パネル３４を採用することにより、液晶を駆動することができない事態が生じた場
合であっても、メカニカルリール３Ａ～３Ｅ各々のシンボルの変動表示及び停止表示を視
認することができるので、プレーヤは、ゲームを継続することができる。すなわち、上記
のような事態が発生した場合でも、各メカニカルリール３Ａ～３Ｅのシンボルの再配置を
中心としたゲームを行うことができる。
【００６１】
　導光板３５は、蛍光ランプ３７ａ、３７ｂからの光を透明液晶パネル３４へ導き出す（
換言すると、透明液晶パネル３４を照明する）ためのものであり、透明液晶パネル３４の
裏側に設けられ、例えば、２ｃｍ程度の厚さを有するアクリル系樹脂等の透明部材（導光
機能を有する）で構成されている。
【００６２】
　反射フィルム３６は、例えば、白色のポリエステルフィルムやアルミニウム薄膜に銀蒸
着膜を形成したものが用いられ、導光板３５に導入された光を導光板３５の正面側へ向け
て反射させる。この反射フィルム３６は、反射領域３６Ａ及び非反射領域（透過領域）３
６Ｂにより構成されている。非反射領域３６Ｂは、透明な材料で形成され、正面パネル３
１のメカニカルリール３Ａ～３Ｅの前方を覆う部分を含む領域に設けられている。
【００６３】
　蛍光ランプ３７ａ及び３７ｂは、導光板３５の上端部及び下端部に沿って配置され、そ
の両端は、ランプホルダ３９ａ、３９ｂ及び３９ｇ、３９ｈにより支持されている。これ
らの蛍光ランプ３７ａ、３７ｂから照射される光は、反射フィルム３６の反射領域３６Ａ
で反射して透明液晶パネル３４を照明する。他方、蛍光ランプ３８ａ及び３８ｂは、反射
フィルム３６の裏側の上方位置及び下方位置においてメカニカルリール３Ａ～３Ｅに向か
って配置され、その両端は、ランプホルダ３９ｃ、３９ｄ及び３９ｅ、３９ｆにより支持
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されている。これらの蛍光ランプ３８ａ、３８ｂから出てメカニカルリール３Ａ～３Ｅの
表面で反射して非反射領域３６Ｂへ入射した光は、透明液晶パネル３４を照明する。この
ように、液晶ディスプレイ３０においては、蛍光ランプ３７ａ、３７ｂから照射され、か
つ、更に反射フィルム３６の反射領域３６Ａで反射した光、並びに蛍光ランプ３８ａ、３
８ｂから照射され、かつ、更にメカニカルリール３Ａ～３Ｅの表面で反射して非反射領域
３６Ｂへ入射した光が、透明液晶パネル３４を照明する。従って、反射フィルム３６の非
反射領域３６Ｂに対応する液晶ディスプレイ３０の領域は、液晶を駆動しているか否かに
よって、透明／非透明の状態に切り替わる領域であり、他方、反射フィルム３６の反射領
域３６Ａに対応する液晶ディスプレイ３０の領域は、液晶を駆動しているか否かに拘わら
ず非透明状態となる。
【００６４】
　本スロットマシン１３では、液晶ディスプレイ３０の表示面の一部領域のみを透明／非
透明の状態に切り替わる領域としているが、液晶ディスプレイ３０の表示画面の全領域が
透明／非透明の状態に切り替わる領域としても構わない。このように、液晶ディスプレイ
３０の全領域を透過状態又は非透過状態に切り替わる領域とする場合には、反射フィルム
３６を全て非反射領域３６Ｂとするか或いは反射フィルム３６を省略すればよい。
【００６５】
　図８は、メカニカルリールのスロットマシン１３のコントローラ１００の電気的構成を
示すブロック図である。図８に示すように、スロットマシン１３のコントローラ１００は
、マイクロコンピュータであって、インターフェイス回路群１０２、入出力バス１０４、
ＣＰＵ１０６、ＲＯＭ１０８、ＲＡＭ１１０、通信用インターフェイス回路１１１、乱数
発生器１１２、モータ駆動回路１２０、スピーカ駆動回路１２２、ホッパー駆動回路１２
４、表示部駆動回路１２８及び表示／入力コントローラ１４０を備えている。なお、図５
で説明したビデオリールの場合との構成は一部を除き同じであるため、ここでは、図５で
説明したビデオリールの場合と異なる部分のみを説明することとする。
【００６６】
　インターフェイス回路群１０２には、リール位置検出回路４６が接続されている。リー
ル位置検出回路４６は、リール回転位置センサ（図示せず）からのパルス信号に基づいて
、各メカニカルリール３Ａ～３Ｅの回転位置を検出するための回路であって、このリール
位置検出回路４６からの検出信号も、インターフェイス回路群１０２に供給され、当該イ
ンターフェイス回路群１０２によって所定の信号に変換された後、入出力バス１０４に供
給される。
【００６７】
　ＣＰＵ１０６は、スタートスイッチ２５によりベーシックゲームのスタート操作が受け
付けられたことを契機として、ベーシックゲームプログラムを読み出してベーシックゲー
ムを実行する。ベーシックゲームプログラムは、ステッピングモータ４５Ａ～４５Ｅ各々
を駆動させて全てのメカニカルリール３Ａ～３Ｅを回転させることによって当該リール３
Ａ～３Ｅのシンボルのスクロールを開始させ、その後にステッピングモータ４５Ａ～４５
Ｅ各々の駆動を停止させて全てのメカニカルリール３Ａ～３Ｅの回転を停止させることに
よって当該リール３Ａ～３Ｅのシンボルの再配置をさせ、そのときの停止したシンボルの
コンビネーションがウィニングラインに示されており、かつ、賞を付与する特定のコンビ
ネーションを示す場合には、その賞を付与する特定のコンビネーションに応じたコインを
払い出すようにプログラミングされている。
【００６８】
　また、ＣＰＵ１０６は、セカンドゲームのコントロールも行う。それゆえ、このＣＰＵ
１０６は、全てのメカニカルリール３Ａ～３Ｅのシンボルが停止表示された際に所定の条
件を満たすと、セカンドゲームを実行するための信号を送信する。
【００６９】
　入出力バス１０４には、ステッピングモータ４５Ａ～４５Ｅを駆動するためのモータ駆
動回路１２０も接続されている。ＣＰＵ１０６は、所定の事象が発生することに応じて、
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モータ駆動回路１２０を介して、ステッピングモータ４５Ａ～４５Ｅの動作をコントロー
ルする。
【００７０】
　図９は、スロットマシン１３の表示／入力コントローラ１４０の電気的構成を示すブロ
ック図である。スロットマシン１３の表示／入力コントローラ１４０は、画像表示処理及
びタッチパネル３２からの入力コントロールを行うサブマイクロコンピュータであって、
インターフェイス回路１４２、入出力バス１４４、ＣＰＵ１４６、ＲＯＭ１４８、ＲＡＭ
１５０、ＶＤＰ１５２、ビデオＲＡＭ１５４、画像データ用ＲＯＭ１５６、駆動回路１５
８及びタッチパネルコントロール回路１６０を備えている。
【００７１】
　インターフェイス回路１４２は、入出力バス１４４に接続されている。上記コントロー
ラ１００側のＣＰＵ１０６から出力された画像表示命令は、インターフェイス回路１４２
を介して入出力バス１４４に供給される。この入出力バス１４４は、ＣＰＵ１４６に対す
るデータ信号又はアドレス信号の入出力を行う。
【００７２】
　入出力バス１４４には、ＲＯＭ１４８及びＲＡＭ１５０が接続されている。ＲＯＭ１４
８には、上記コントローラ１００側のＣＰＵ１０６からの画像表示命令に基づいて、液晶
ディスプレイ３０に供給する駆動信号を生成するための表示コントロールプログラムが格
納されている。他方、ＲＡＭ１５０には、上記表示コントロールプログラムで使用するフ
ラグや変数の値が格納されている。
【００７３】
　入出力バス１４４には、ＶＤＰ１５２も接続されている。このＶＤＰ１５２は、いわゆ
るスプライト回路、スクリーン回路及びパレット回路等を含み、液晶ディスプレイ３０に
画像を表示させるための種々の処理を行うことができる処理装置である。ＶＤＰ１５２に
は、上記コントローラ１００側のＣＰＵ１０６からの画像表示命令に応じた画像データを
記憶するためのビデオＲＡＭ１５４、及び上記の演出画像データ等を含む各種の画像デー
タを記憶している画像データ用ＲＯＭ１５６が接続されている。更に、ＶＤＰ１５２には
、液晶ディスプレイ３０を駆動するための駆動信号を出力する駆動回路１５８も接続され
ている。
【００７４】
　上記ＣＰＵ１４６は、ＲＯＭ１４８に記憶されている表示コントロールプログラムを読
み出して実行することにより、上記コントローラ１００側のＣＰＵ１０６からの画像表示
命令に応じて液晶ディスプレイ３０に表示する画像データをビデオＲＡＭ１５４に記憶さ
せる。この画像表示命令には、上記演出画像の表示命令等を含む各種の画像表示命令が含
まれている。
【００７５】
　画像データ用ＲＯＭ１５６は、上記演出画像のデータ等を含む各種の画像データを記憶
している。
【００７６】
　タッチパネルコントロール回路１６０は、液晶ディスプレイ３０上のタッチパネル３２
が入力を受けた信号を入力信号として、入出力バス１４４を介してＣＰＵ１０６に送信す
る。
【００７７】
　図１０は、セカンドゲーム装置１１の平面図である。図２に示すように、セカンドゲー
ム装置１１は、主にルーレット装置６０と、ベッティングボード７１等からなるＢＥＴ画
面７０を表示するディスプレイ６９とからなる。
【００７８】
　ルーレット装置６０は、セカンドゲーム装置１１に固定される枠体６１と、枠体６１の
内側に回転可能に収納支持されたウィル６２とから基本的に構成されている。そして、ウ
ィル６２上面には凹状のナンバーポケット６３が多数（実施形態では計３８個）形成され
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ている。更に、各ナンバーポケット６３の外方向におけるウィル６２の上面には、各ナン
バーポケット６３と対応するように図形文字としての「０」、「００」、「１」～「３６
」の各数字が表示された番号表示板６４が形成されている。すなわち、言い換えれば、「
０」、「００」、「１」～「３６」の内、いずれか一の数字が付与されたナンバーポケッ
ト６３がウィル６２に対して計３８個形成されている。
【００７９】
　また、前記枠体６１内部にはボール投入口６８が形成されている。ボール投入口６８に
はボール投入装置（図示せず）が連結され、ボール投入装置の駆動に伴い、ボール投入口
６８からウィル６２上にボール６５が投入されるようになっている。また、ルーレット盤
の上方全体は、半球状の透明アクリル製のカバー部材６７により覆われている（図２参照
）。
【００８０】
　また、ウィル６２の下方には当たり判定装置（図示せず）が設置されている。当たり判
定装置はボール６５がどのナンバーポケット６３に収容されたかを判定するための装置で
ある。更に、ウィル６２の下方にはボール回収装置（図示せず）が設置されている。この
ボール回収装置はゲーム終了後にウィル６２上のボール６５を回収する装置である。なお
、前記ボール投入装置、当たり判定装置、ボール回収装置については既に公知であること
から、ここでの詳細な説明は省略する。
【００８１】
　ここで、枠体６１は、緩やかに内側に向け傾斜されており、その中間部にはガイド壁６
６が形成されている。ガイド壁６６は、投入されたボール６５を遠心力に抗してガイドし
てボール６５を転動させるものである。そして、ボール６５は回転速度が弱まり遠心力を
失っていくと、枠体６１の斜面を転がり落ちて内側へと向かい、回転するウィル６２に至
る。
【００８２】
　そして、ウィル６２に転がってきたボール６５は、更に回転するウィル６２の外側の番
号表示板６４上を通っていずれかのナンバーポケット６３に収納される。その結果、ボー
ル６５がナンバーポケット６３に収納され、収納されたナンバーポケット６３に対応する
番号表示板６４に記載された数字が当たり判定装置によって判定され、当選番号となる。
【００８３】
　一方、ベッティングボード７１を有するＢＥＴ画面７０を表示するディスプレイ６９は
、例えば、液晶ディスプレイである。プレーヤが、後述するスロットマシン１３及びセカ
ンドゲーム用端末１５を操作することにより手持ちのクレジットを使用してチップをベッ
トすることによって、ベットされたチップが表示される。なお、スロットマシン１３及び
セカンドゲーム用端末１５でのコインなどのゲーム媒体が、ルーレットゲームではチップ
としてクレジットをすることとなる。なお、本実施例では、ディスプレイ６９によりＢＥ
Ｔ画面７０を表示しているが、ディスプレイ６９をスクリーンにして、天井から下方向に
垂直に設けたプロジェクタ等により表示してもよい。この場合、既存の公知技術を用いて
、ベットされたチップが立体的に表示できるなど、よりリアルな表示をすることが期待で
きる。
【００８４】
　ディスプレイ６９のＢＥＴ画面７０に表示されるベッティングボード７１には、「０」
、「００」、「１」～「３６」の３８種の数字と同じ数字がマス目状に配列表示されてい
る。また、「奇数の数字」、「偶数の数字」、「番号表示板６４の色の種類（赤又は黒）
」、「一定の数字範囲（例えば「１」～「１２」等）」を指定してチップをベットする為
の特殊なＢＥＴエリア７３も同様にマス目状に配列されている。
【００８５】
　そして、ベッティングボード７１の右方には結果履歴表示部７２が表示されている。結
果履歴表示部７２は、前回までのゲーム（ここで、１ゲームは、スロットマシン１３及び
セカンドゲーム用端末１５においてプレーヤがベットを行い、ボール６５がナンバーポケ
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ット６３に落下し、当選番号に基づいてクレジットの払い出しが行われるまでの一連の動
作をいう。）における当選番号の結果が一覧に表示される。その際、１ゲームが終了する
と、新たな当選番号が上から追加して表示されていき、最大１６ゲームの当選番号の履歴
を確認することが可能となっている。
【００８６】
　また、ＢＥＴエリア７３（番号及びマークのマス目上、若しくはマス目を形成するライ
ン上）は、プレーヤが、スロットマシン１３、及びセカンドゲーム用端末１５を用いてチ
ップをベットした際に、チップがベットされる。
【００８７】
　そして、ベッティングボード７１の上部には、ＢＥＴタイム表示部７４が設けられてい
る。ＢＥＴタイム表示部７４はプレーヤがベットすることが可能な残り時間を表示するも
のであり、例えば、ベット操作の受付開始時には「３０」が表示され、１秒毎に数字が１
ずつ減少し、数字が「０」となったときにベット操作の受付を終了する。また、スロット
マシン１３及びセカンドゲーム用端末１５においてプレーヤのベット期間が残り５秒とな
った場合にボール投入装置を駆動させ、ボール６５をルーレット盤上に投入する。
【００８８】
　更に、ＢＥＴタイム表示部７４の右側には、ＪＰの現在までに蓄積されたクレジット数
を表示するＪＰ表示部７５が設けられている。ここで、ＪＰ表示部７５は全１２箇所のス
ロットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５から当該ゲームに参加している端末にお
いてベットされたクレジットの内、０．５％のクレジットが累積して加算されるものであ
る。そして、所定のタイミングで発生するＪＰボーナスゲームによって所定の条件を満た
した場合にＪＰの当たりとなり、ＪＰのクレジット数が払い出され、払い出されたＪＰの
表示部には初期値の数値（例えば５００００クレジット）が表示される。
【００８９】
　また、ベッティングボード７１上には、現時点までにおいてベットしたチップの枚数と
ＢＥＴエリア７３を示すチップマーク７６が表示され、チップマーク７６上に表示された
数字が、チップのベット枚数を示す。例えば、図１０に示すように「５」、「６」、「８
」、「９」のマス目の交点に置かれた「１」のチップマーク７６は、番号「５」、「６」
、「８」、「９」の４つの番号をカバーして１枚のチップをベットしていることを示して
いる。なお、このように４つ番号をカバーしてベットする方法は「コーナー・ベット」と
呼ばれるベット方法である。
【００９０】
　また、「２ｔｏ１」のマスに置かれた「２０」のチップマーク７６は、番号「１」、「
４」、「７」、・・・の列の１２個の番号をカバーして２０枚のチップをベットしている
ことを示している。なお、このように「２ｔｏ１」と書かれたマス目上で１２個の番号を
カバーしてベットする方法は「コラム・ベット」と呼ばれるベット方法である。
【００９１】
　他にベット方法としては、１つ番号のみにベットする「ストレート・ベット」、２つの
番号の間のライン上に２つの番号をカバーしてベットする「スプリット・ベット」、番号
の横一列（図１０中、縦方向の一列）の端に３つの番号（例えば、「１３」、「１４」、
「１５」）をカバーしてベットする「ストリート・ベット」、番号「００」と「３」の間
のライン上に「０」、「００」、「１」、「２」、「３」の５つの番号をカバーしてベッ
トする「ファイブ・ベット」、番号の横二列（図１０中、縦方向の二列）の番号の間に６
つの番号（例えば、「１３」、「１４」、「１５」、「１６」、「１７」、「１８」）を
カバーしてベットする「ライン・ベット」、「１ｓｔ１２」、「２ｎｄ１２」、「３ｒｄ
１２」と書かれたマス目上でそれぞれ１２個の番号をカバーしてベットする「ダズン・ベ
ット」がある。更に、ベッティングボード７１の最下段に設けられた６つのマス目を用い
て、番号表示板６４の色（「赤」又は「黒」）をカバーしてベットする「レッド／ブラッ
ク」、番号の奇数偶数をカバーしてベットする「イーブン／オッド」、番号が１８以下か
１９以上かによって１８個の番号をカバーしてベットする「ロー／ハイ」がある。ここで
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、これら複数のベット方法は、ベットしたチップが当たった際のチップ１枚あたりのクレ
ジットの配当（配当倍率）がそれぞれ異なっている。
【００９２】
　図１１は、センターコントローラ１４のコントローラ２００の電気的構成を示すブロッ
ク図である。図１１に示すように、センターコントローラ１４は、センターコントローラ
１４のコントローラ２００、及びいくつかの周辺装置機器により構成されている。また、
センターコントローラ１４の通信用インターフェイス回路２１２を介して、複数（実施形
態では８台）のスロットマシン１３、及び複数（実施形態では４台）のセカンドゲーム用
端末１５が接続されている。
【００９３】
　また、センターコントローラ１４のコントローラ２００は、入出力バス２０４、ＣＰＵ
２０６、ＲＯＭ２０８、ＲＡＭ２１０、通信用インターフェイス回路２１２、タイマ２１
４、床面駆動回路２１６、ゲームコントローラ２１８、及び表示コントローラ２２０を備
えている。
【００９４】
　入出力バス２０４には、ＲＯＭ２０８及びＲＡＭ２１０が接続されている。
【００９５】
　ＣＰＵ２０６は、各スロットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５から供給される
入力信号等、並びにＲＯＭ２０８、及びＲＡＭ２１０に記憶されたデータやプログラムに
基づいて、各種の処理を行い、その結果に基づいてスロットマシン１３及びセカンドゲー
ム用端末１５に命令信号を送信する。このことにより、各スロットマシン１３及びセカン
ドゲーム用端末１５を主導的にコントロールし、ゲームを進行させる。更に、入出力バス
２０４は、ゲームコントローラ２１８を介してセカンドゲーム装置１１と接続されている
。ＣＰＵ２０６は、セカンドゲーム装置１１のルーレット装置６０に備えられた図示しな
い駆動モータを駆動させることにより、ボール６５の発射やウィル６２の回転を行うと共
に、ボール６５の落下位置を特定する当たり判定装置をコントロールする。このことによ
り、ボール６５が落下した当選番号の判定を行う。そして、得られた当選番号と、各スロ
ットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５から送信されたベット情報とに基づいて、
ベットされたチップの当たり判定を行い、各スロットマシン１３及びセカンドゲーム用端
末１５において払い出されるクレジット数を計算する。
【００９６】
　ＲＯＭ２０８は、例えば、半導体メモリ等により構成され、セカンドゲーム装置１１の
基本的な機能を実現させるためのプログラムや、視点可動カメラ１７の機能を実現させる
ためのプログラム、各スロットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５とを主導的にコ
ントロールするためのプログラム等を記憶する。プログラムには、図１８Ａ乃至図１８Ｄ
に示すプログラムを挙げることができる。また、ルーレットゲームに対する配当倍率（チ
ップ一枚あたりの当たりに対するクレジットの払い出し数）を記憶する。
【００９７】
　具体的には、ＲＯＭ２０８にはＢＥＴ画面７０を用いたルーレットゲームに関する配当
倍率が記憶された配当クレジット記憶エリア（図示せず）が設けられており、後述の図１
６に示すようなセカンドゲーム用配当テーブルが格納されている。なお、配当クレジット
記憶エリアに記憶されたＢＥＴ画面７０の各ＢＥＴエリア７３に対する配当倍率は、その
ベット方法の種類（「ストレート・ベット」、「コーナー・ベット」、「スプリット・ベ
ット」等）によって倍率が予め決定され記憶されている。
【００９８】
　一方、ＲＡＭ２１０は、スロットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５から供給さ
れるチップのベット情報、センサにより判定されたルーレット装置６０の当選番号、現在
までに累積されたＪＰの額、及びＣＰＵ２０６により実行された処理の結果に関するデー
タ等を一時的に記憶する。
【００９９】
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　具体的には、ＲＡＭ２１０には、現在プレイ中のプレーヤのベット情報が記憶されるベ
ット情報記憶エリア、並びに、当たり判定装置により判定されたルーレット装置６０の当
選番号を記憶した当選番号記憶エリア、ＢＥＴ画面７０（図１０参照）でベットされたク
レジット数の０．５％が累積加算されたクレジット数が記憶されるＪＰ累積記憶エリア（
図示せず）が設けられている。なお、ベット情報とは、より具体的には、ＢＥＴ画面７０
において指定したＢＥＴエリア７３、並びにベットしたチップの枚数（ベット数）、ベッ
ト方法の種類等のスロットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５を用いて行ったベッ
トに関する情報である。
【０１００】
　入出力バス２０４には、時間計測を行うタイマ２１４が接続されている。タイマ２１４
の時間情報は入出力バス２０４を経由してＣＰＵ２０６に送信され、ＣＰＵ２０６はタイ
マ２１４の時間情報に基づいて後述のようにウィル６２の回転動作やボール６５の投入を
行う。
【０１０１】
　入出力バス２０４には、床面駆動回路２１６も接続されている。ＣＰＵ２０６は、スロ
ットマシン１３からセカンドゲームを開始するための信号を受信することに応じて、床面
駆動回路２１６を介して、可動式床面１８を上昇させるコントロールを行う。また、ＣＰ
Ｕ２０６は、スロットマシン１３からセカンドゲームを終了するための信号を受信するこ
とに応じて、床面駆動回路２１６を介して、可動式床面１８を下降させるコントロールを
行う。
【０１０２】
　入出力バス２０４には、表示コントローラ２２０も接続されている。ＣＰＵ２０６は、
ＲＯＭ２０８、及びＲＡＭ２１０に記憶されたデータやプログラムに基づいて、各種の処
理を行い、その結果に基づいてモニタ１６をコントロールし、画像を表示する。
【０１０３】
　入出力バス２０４には、視点可動カメラ１７も接続されている。ＣＰＵ２０６は、ＲＯ
Ｍ２０８、及びＲＡＭ２１０に記憶されたデータやプログラムに基づいて、各種の処理を
行い、その結果に基づいて視点可動カメラ１７をコントロールし、画像を撮影する。
【０１０４】
　図１２は、セカンドゲーム用端末１５を示す斜視図である。図１２に示すように、セカ
ンドゲーム用端末１５は、少なくとも、コインなどのゲーム媒体を投入するコイン投入口
９１と、プレーヤにより所定の指示が入力される複数のコントロールボタン等からなるコ
ントロール部９２と、ゲームに係る画像を表示させるディスプレイ９３とを有し、このデ
ィスプレイ９３は、プレーヤのベット操作を受け付ける役割をも担う。そして、プレーヤ
がディスプレイ９３に表示される画像を見ながら、タッチパネル９９やコントロール部９
２等を操作することにより、展開されるゲームを進行させることができる。なお、セカン
ドゲーム用端末１５で用いるゲーム媒体においても、コインに限るものではない。
【０１０５】
　また、各セカンドゲーム用端末１５が備えるキャビネット９０の側面には、コイントレ
イ９４が設けられている。更に、各セカンドゲーム用端末１５のディスプレイ９３の右上
方には音楽、効果音等を流すスピーカ９５が設けられている。
【０１０６】
　また、コイン投入口９１の内部にはコインセンサ３１４（図１３参照）が設けられてお
り、コイン投入口９１より投入されたコイン等のゲーム媒体の識別を行うと共に、投入さ
れたコインをカウントする。また、コイントレイ９４の内部にはホッパー３１９（図１３
参照）が設けられており、所定枚数のコインをコイントレイ９４から払い出す。
【０１０７】
　このように、セカンドゲーム用端末１５のタッチパネル９９を使用することにより、プ
レーヤの操作性を容易にしている。結果として、遊技施設の第三者は、気軽にセカンドゲ
ーム用端末１５を使用してルーレットゲームに参加することが可能となる。
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【０１０８】
　図１３は、セカンドゲーム用端末１５のコントローラ３００の電気的構成を示すブロッ
ク図である。図１３に示すように、セカンドゲーム用端末１５は、セカンドゲーム用端末
１５のコントローラ３００、及びいくつかの周辺装置機器により構成されている。
【０１０９】
　コントローラ３００は、インターフェイス回路群３０２、入出力バス３０４、ＣＰＵ３
０６、ＲＯＭ３０８、ＲＡＭ３１０、液晶駆動回路３１６、ホッパー駆動回路３１８、及
び音出力回路３２０を備えている。
【０１１０】
　インターフェイス回路群３０２は、入出力バス３０４に接続されており、この入出力バ
ス３０４は、ＣＰＵ３０６に対するデータ信号又はアドレス信号の入出力を行う。
【０１１１】
　インターフェイス回路群３０２には、コントロール部９２（図１２参照）に設けられた
ＢＥＴ確定ボタン９６、キャッシュアウトボタン９７、及びヘルプボタン９８がそれぞれ
接続されている。これらの各ボタンから出力される操作信号は、インターフェイス回路群
３０２において所定の信号に変換された後、入出力バス３０４に供給される。そして、Ｃ
ＰＵ３０６は各ボタンの押下等により出力され、入出力バス３０４から供給される操作信
号に基づき、対応する各種の動作を実行すべくコントロールを行う。
【０１１２】
　また、入出力バス３０４を介して接続されるインターフェイス回路群３０２にはコイン
センサ３１４が接続されている。コインセンサ３１４はコイン投入口９１（図１２参照）
から投入されたコインを検出すると共に、投入されたコインを演算し、その結果をＣＰＵ
３０６に対して送信する。そして、ＣＰＵ３０６では、送信された信号に基づいてＲＡＭ
３１０に記憶されたプレーヤの所有するクレジット数を増加させる。
【０１１３】
　入出力バス３０４には、ＲＯＭ３０８及びＲＡＭ３１０が接続されている。
【０１１４】
　ＣＰＵ３０６は、センターコントローラ１４のコントローラ２００内のＣＰＵ２０６か
らの命令信号を、入出力バス３０４に接続された通信用インターフェイス回路３１２を介
して受信する。この命令信号に基づいてセカンドゲーム用端末１５を構成する周辺機器を
コントロールし、セカンドゲーム用端末１５においてルーレットゲームを進行させる。ま
た、ＣＰＵ３０６は、処理の内容によっては、プレーヤの操作が入力されたことを受けて
コントロール部９２から供給される入力信号、及びＲＯＭ３０８とＲＡＭ３１０とに記憶
されたデータやプログラムに基づいて、各種の処理を実行する。そして、その結果に基づ
いて、通信用インターフェイス回路３１２を経由して前述のセンターコントローラ１４の
コントローラ２００内のＣＰＵ２０６に送信し、及びセカンドゲーム用端末１５を構成す
る周辺機器をコントロールし、セカンドゲーム用端末１５においてルーレットゲームを進
行させる。
【０１１５】
　ＲＯＭ３０８は、例えば、半導体メモリ等により構成され、セカンドゲーム用端末１５
の基本的な機能を実現させるためのプログラム、その他セカンドゲーム用端末１５のコン
トロール上必要な各種のプログラム、データテーブル等が格納されている。プログラムに
は、図１８Ａ乃至図１８Ｄに示すプログラムを挙げることができる。また、ＲＡＭ３１０
は、ＣＰＵ３０６で演算された各種データ、プレーヤの現在所有する（セカンドゲーム用
端末１５に貯留された）クレジット数、プレーヤによるチップのベット状況等を一時的に
記憶しておくメモリである。
【０１１６】
　また、入出力バス３０４には、ホッパー駆動回路３１８が接続されている。ＣＰＵ３０
６からの命令信号により、ホッパー駆動回路３１８を介して接続されたホッパー３１９は
、所定枚数のコインをコイントレイ９４（図１２参照）から払い出す。
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【０１１７】
　更に、入出力バス３０４には、液晶駆動回路３１６を介してディスプレイ９３が接続さ
れている。液晶駆動回路３１６は、図示していないが、プログラムＲＯＭ、画像ＲＯＭ、
画像コントロールＣＰＵ、ワークＲＡＭ、ＶＤＰ（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサ）
及びビデオＲＡＭなどで構成されている。そして、プログラムＲＯＭには、ディスプレイ
９３での表示に関する画像コントロール用プログラムや各種選択テーブルが格納されてい
る。また、画像ＲＯＭには、例えば、ディスプレイ９３で表示される画像を形成するため
のドットデータが格納されている。また、画像コントロールＣＰＵは、ＣＰＵ３０６で設
定されたパラメータに基づき、プログラムＲＯＭ内に予め記憶された画像コントロールプ
ログラムに従い、画像ＲＯＭ内に予め記憶されたドットデータの中からディスプレイ９３
に表示する画像の決定を行うものである。また、ワークＲＡＭは、前記画像コントロール
プログラムを画像コントロールＣＰＵで実行するときの一時記憶手段として構成される。
また、ＶＤＰは、画像コントロールＣＰＵで決定された表示内容に応じた画像を形成し、
ディスプレイ９３に出力するものである。なお、ビデオＲＡＭは、ＶＤＰで画像を形成す
るときの一時記憶手段として構成される。
【０１１８】
　また、ディスプレイ９３の前面には、前述のようにタッチパネル９９が取り付けられて
おり、タッチパネル９９の操作情報は入出力バス３０４を介してＣＰＵ３０６に対して送
信される。タッチパネル９９では、ディスプレイ９３に表示される後述の図２２に示すよ
うなＢＥＴ画面７０においてプレーヤのチップのベット操作が行われる。具体的には、後
述するＢＥＴエリア７３の選択、単位ＢＥＴボタン７７の操作等においてタッチパネル９
９の操作が行われ、その情報がＣＰＵ３０６に送信される。そして、その情報に基づいて
ＲＡＭ３１０に現在のプレーヤのベット情報（ＢＥＴ画面７０において指定したＢＥＴエ
リア７３、並びにベットしたチップの枚数）が随時記憶される。更に、そのベット情報は
センターコントローラ１４のＣＰＵ２０６に対して送信され、ＲＡＭ２１０のベット情報
記憶エリアに記憶される。
【０１１９】
　また、入出力バス３０４には、音出力回路３２０及びスピーカ９５が入出力バス３０４
と接続されており、スピーカ９５は、音出力回路３２０からの出力信号に基づき各種演出
を行う際に各種の効果音を発生するものである。
【０１２０】
　図１４は、後述の図１７で説明するスロットマシン１３のベーシックゲームで使用され
るベーシックゲーム用乱数テーブルを示したものである。このベーシックゲーム用乱数テ
ーブルでは、賞を付与する特定のコンビネーション毎に乱数の範囲及び当たりの確率が対
応付けられて登録されている。それゆえ、後述のコンビネーション決定処理（図１７のス
テップＳ５）において、例えば、「０」～「６５５３５」の乱数のうち「０」～「９９９
」の範囲内での乱数が抽出された場合に、最終的なベーシックゲームの結果として「ＢＯ
ＮＵＳ」の賞を付与する特定のコンビネーションを発生させることがスロットマシン１３
内部で決定される。言い換えると、停止シンボルのコンビネーションが「ＢＯＮＵＳ」の
賞を付与する特定のコンビネーションとして決定される確率は、「１０００／６５５３６
」となる。また、例えば、「０」～「６５５３５」の乱数のうち「２０００」～「３４９
９」の範囲内での乱数が抽出された場合に、最終的なベーシックゲームの結果として「Ｋ
」の賞を付与する特定のコンビネーションを発生させることがスロットマシン１３内部で
決定される。言い換えると、停止シンボルのコンビネーションが「Ｋ」の賞を付与する特
定のコンビネーションとして決定される確率は、「１５００／６５５３６」となる。他方
、「０」～「６５５３５」の乱数のうち「１００００」～「６５５３５」の範囲内での乱
数が抽出された場合に、最終的なベーシックゲームの結果としてその他であるハズレを発
生させることがスロットマシン１３内部で決定される。言い換えると、停止シンボルのコ
ンビネーションがハズレを示すコンビネーションとして決定される確率は、「５５５３６
／６５５３６」となる。
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【０１２１】
　図１５は、後述の図１７にて説明するベーシックゲームで使用されるベーシックゲーム
用ペイアウトテーブルを示したものである。このベーシックゲーム用ペイアウトテーブル
では、賞を付与する特定のコンビネーションに、１ゲームでＢＥＴされたクレジット数毎
に払い出すべきコインの枚数が対応付けられて登録されている。それゆえ、賞を付与する
特定のコンビネーションか否かを判定する時に、例えば、コンビネーションとして「Ｋ」
が発生した場合には、ＢＥＴされたクレジット数が「１」であると１０枚のコインが払い
出され、ＢＥＴされたクレジット数が「２」であると２０枚のコインが払い出され、ＢＥ
Ｔされたクレジット数が「３」であると３０枚のコインが払い出される。なお、例えば、
コンビネーションとして「ＢＯＮＵＳ」が発生した場合には、ＢＥＴされたクレジット数
が「１」であると１００枚のコインが、ＢＥＴされたクレジット数が「２」であると２０
０枚のコインが、ＢＥＴされたクレジット数が「３」であると３００枚のコインが、クレ
ジットデータとしてセンターコントローラ１４に送信され、後述のセカンドゲームでクレ
ジットとして使用可能となる。
【０１２２】
　図１６は、後述の図１８Ａ乃至図１８Ｄで説明するルーレットゲームで使用されるセカ
ンドゲーム用配当テーブルの一例を示したものである。このセカンドゲーム用配当テーブ
ルでは、各端末毎にベット方法に対する配当倍率について登録されている。各端末とは、
「ＢＯＮＵＳ」の賞を付与するコンビネーションがウィニングライン上に停止表示したこ
とによりルーレットゲームに移行したスロットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５
を指す。
【０１２３】
　例えば、スロットマシン１３で「スプリット・ベット」に賭けた場合に、賭けた２つの
数字のうちいずれかの数字と同じ数字のルーレット装置６０のナンバーポケット６３にボ
ール６５に収まったときには、元のベットしたクレジットに「×１８」を乗じた数のクレ
ジットが払い出される。一方、セカンドゲーム端末１５で同様に「スプリット・ベット」
によりに賭けた場合に、賭けた２つの数字のうちいずれかの数字と同じ数字のルーレット
装置６０のナンバーポケット６３にボール６５が収まったときには、元のベットしたクレ
ジットに「×９」を乗じた数のクレジットが払い出される。このように、セカンドゲーム
に移行したスロットマシン１３の倍率は、他のセカンドゲーム用端末１５の倍率よりも高
い倍率となっている。
【０１２４】
　なお、この図１６は、本実施例においての一例を示したにすぎず、この配当クレジット
記憶エリアに記憶されたＢＥＴ画面７０の各ＢＥＴエリア７３に対する配当倍率は、スロ
ットマシン１３と、セカンドゲーム用端末１５とで、同じであってもよいし、スロットマ
シン１３のベーシックゲームでベットしたクレジット数に応じて、ベット方法に制限をか
ける構成としてもよい。また、他には、スロットマシン１３のベーシックゲームでベット
したクレジット数に応じて倍率を定めてもよい。更にまた、ルーレットゲームを行うとき
にスロットマシン１３のコインを追加のクレジットとして使用することを許容し、追加の
クレジット数に応じて倍率を変更するようにしてもよいし、トータルの賭け金額に応じて
倍率を変更するようにしてもよい。
【０１２５】
　図１６に示すセカンドゲーム用配当テーブルのように、ルーレットゲームの配当倍率は
比較的高く構成されるため、プレーヤのベットの方法によっては高配当が期待できる。
【０１２６】
　図１７は、スロットマシン１３のコントローラ１００によって実行される、スロットマ
シン１３のベーシックゲームにおける処理動作の流れを示すフローチャートである。これ
は、予め実行されている、スロットマシン１３のメインプログラムから所定のタイミング
で呼び出されて実行される。
【０１２７】
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　以下においては、スロットマシン１３は予め起動されており、他方、上記コントローラ
１００側のＣＰＵ１０６において用いられる変数は所定の値に初期化されており、それに
よってスロットマシン１３が定常動作しているものとする。
【０１２８】
　まず、上記のコントローラ１００側のＣＰＵ１０６は、プレーヤが投入したコインの残
数であるクレジットが残っているか否かを判断する（ステップＳ１）。具体的には、ＣＰ
Ｕ１０６は、ＲＡＭ１１０に記憶されたクレジット数Ｃを読み出し、この読み出したクレ
ジット数Ｃに基づいて処理を行う。クレジット数Ｃが「０」である場合（ステップＳ１の
処理でＮＯと判断される場合）には、ＣＰＵ１０６は、ゲームを開始することができない
ので、何ら処理を行うことなく本ルーチンを終了させる。他方、クレジット数Ｃが「１」
以上である場合（ステップＳ１の処理でＹＥＳと判断される場合）には、ＣＰＵ１０６は
、クレジットが残っていると判断し、処理をステップＳ２に移す。
【０１２９】
　ステップＳ２に移行すると、ＣＰＵ１０６は、スピン・リピート・ベットスイッチ２４
の押圧操作が行われたか否かを判断する。スピン・リピート・ベットスイッチ２４が押さ
れ、これに伴って当該スピン・リピート・ベットスイッチ２４からの操作信号が入力され
た場合（ステップＳ２の処理でＹＥＳと判断される場合）には、ＣＰＵ１０６は、処理を
ステップＳ１２に移す。他方、所定時間が経過してもスピン・リピート・ベットスイッチ
２４からの操作信号が入力されない場合（ステップＳ２の処理でＮＯと判断される場合）
には、ＣＰＵ１０６は、スピン・リピート・ベットスイッチ２４が押されていないと判断
し、処理をステップＳ３に移す。
【０１３０】
　ステップＳ３に移行すると、ゲーム条件を設定する。具体的には、ＣＰＵ１０６は、Ｂ
ＥＴスイッチ２３の操作に基づいて、本ゲームでのウィニングラインに対して賭けるコイ
ンの枚数を決定する。このとき、ＣＰＵ１０６は、ＢＥＴスイッチ２３の操作が行われた
ことによって発せられた操作信号を受信し、この受信した操作信号を受信した回数に基づ
いて、ウィニングラインに関するＢＥＴ数をＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶させ
る。ＣＰＵ１０６は、ＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に書き込まれたクレジット数Ｃを
読み出し、この読み出したクレジット数Ｃから上記ＢＥＴ数を加えた総ＢＥＴ数を減算し
、この減算した値をＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶させる。その後、ＣＰＵ１０
６は、処理をステップＳ４に移す。
【０１３１】
　ステップＳ４に移行すると、ＣＰＵ１０６は、スタートスイッチ２５がＯＮであるか否
かを判断することにより、スタートスイッチ２５が操作されるのを待つ。スタートスイッ
チ２５が操作され、これに伴って当該スタートスイッチ２５からの操作信号が入力された
場合（ステップＳ４の処理でＹＥＳと判断される場合）には、ＣＰＵ１０６は、スタート
スイッチ２５が操作されたと判断し、処理をステップＳ５に移す。
【０１３２】
　他方、ステップＳ１２に移行すると、ＣＰＵ１０６は、クレジット数Ｃの値が前回のゲ
ームにおける総賭け数の値以上であるか否かを判断する。換言すると、ＣＰＵ１０６は、
スピン・リピート・ベットスイッチ２４が押圧操作されたことによりゲームを開始できる
か否かを判断する。具体的には、スピン・リピート・ベットスイッチ２４が押され、これ
に伴って当該スイッチ２４から操作信号が入力されると、ＣＰＵ１０６は、上記ＲＡＭ１
１０に所定のメモリ領域に書き込まれたクレジット数Ｃ及び前回のゲームでのウィニング
ラインＬ１～Ｌ９に関するＢＥＴ数を読み出し、この読み出したクレジット数Ｃ及びＢＥ
Ｔ数の双方の関係に基づいて、当該クレジット数Ｃの値が前回のゲームでの総賭け数の値
以上であるか否かに基づいて処理を行う。上記クレジット数Ｃの値が前回のゲームにおけ
る総賭け数の値未満であると判断した場合（ステップＳ１２の処理でＮＯと判断される場
合）には、ＣＰＵ１０６は、ゲームを開始できないので、何ら処理を行うことなく本ルー
チンを終了させる。他方、上記クレジット数Ｃの値が前回のゲームにおける総賭け数以上
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であると判断した場合（ステップＳ１２の処理でＹＥＳと判断される場合）には、ＣＰＵ
１０６は、当該クレジット数Ｃの値から前回のゲームにおける総賭け数の値を減算し、こ
の減算した値をＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶させる。その後、ＣＰＵ１０６は
、処理をステップＳ５に移す。
【０１３３】
　ステップＳ５に移行すると、ＣＰＵ１０６は、コンビネーション決定処理を行う。この
コンビネーション決定処理の具体的な処理内容は、以下のとおりである。
【０１３４】
　上記コンビネーション決定処理では、まず、ＣＰＵ１０６は、上記ウィニングラインに
沿った停止シンボルのコンビネーションを決定する。具体的には、ＣＰＵ１０６は、乱数
発生器１１２に対して乱数を発生させる旨の命令を発し、乱数発生器１１２により発生さ
れた所定の範囲の乱数（本実施の形態では「０」～「６５５３５」）を抽出する。ＣＰＵ
１０６は、この抽出した乱数をＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶させる。なお、本
実施の形態においては、乱数は、上記ＣＰＵ１０６の外部に設けられた乱数発生器１１２
において発生されるが、この乱数発生器１１２を設けることなく、ＣＰＵ１０６の演算処
理により発生されるようにしても構わない。ＣＰＵ１０６は、ＲＯＭ１０８に記憶された
ベーシックゲーム用乱数テーブル（図１４参照）、及び賞を付与する特定のコンビネーシ
ョンテーブル（図示せず）を読み出し、この読み出したベーシックゲーム用乱数テーブル
、及び賞を付与する特定のコンビネーションテーブルをＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域
に格納する。なお、ＣＰＵ１０６は、上記ベーシックゲーム用乱数テーブルに基づいてリ
ール毎に停止表示をコントロールする。ＣＰＵ１０６は、上記ＲＡＭ１１０の所定のメモ
リ領域に格納されたベーシックゲーム用乱数テーブル及び賞を付与する特定のコンビネー
ションテーブルを読み出し、上記ＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に書き込まれた乱数値
をパラメータとして当該ベーシックゲーム用乱数テーブルを参照し、それによって上記ウ
ィニングラインに関する停止シンボルのコンビネーションを決定する。このように、賞を
付与する特定のコンビネーションを決定すると、ＣＰＵ１０６は、この決定した賞を付与
する特定のコンビネーションデータをＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶させる。Ｃ
ＰＵ１０６は、ＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に書き込まれた乱数値、及び賞を付与す
る特定のコンビネーションデータを読み出し、この読み出した乱数値、及び賞を付与する
特定のコンビネーションデータに基づいて、停止表示すべき停止シンボルコンビネーショ
ンを決定する。このとき、ＲＯＭ１０８に記憶されたシンボル配置テーブル（図示せず）
は、ＣＰＵ１０６によって読み出されてＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に格納されると
共に参照される。ＣＰＵ１０６は、上記決定した停止シンボルデータをＲＡＭ１１０の所
定のメモリ領域に記憶させる。なお、代替的に、上記のベーシックゲーム用乱数テーブル
を用いてリール毎に停止シンボルを決定するようにしても構わない。
【０１３５】
　上記ウィニングラインに関する停止シンボルのコンビネーションを決定すると、ＣＰＵ
１０６は、当該ウィニングラインに関する停止シンボルのコンビネーションが賞を付与す
る特定のコンビネーションか否かを判別する。ウィニングラインに関する停止シンボルの
コンビネーションが賞を付与する特定のコンビネーションである場合には、ＣＰＵ１０６
は、当該ウィニングラインに上記決定した賞を付与する特定のコンビネーションであるシ
ンボルのコンビネーションに対応する賞を発生させるために、その賞を付与する特定のコ
ンビネーションの種類を示す賞を付与することを示すフラグを有効化する。この有効化さ
れた賞を付与することを示すフラグは、ＣＰＵ１０６によってＲＡＭ１１０所定のメモリ
領域に記憶される。他方、ウィニングラインに関する停止シンボルのコンビネーションが
その他のコンビネーション、すなわちハズレのコンビネーションである場合には、ＣＰＵ
１０６は、上記賞を付与することを示すフラグを有効化しない。その後、ＣＰＵ１０６は
、処理をステップＳ６に移す。
【０１３６】
　続くステップＳ６では、ＣＰＵ１０６は、メカニカルリール３Ａ～３Ｅの回転を開始さ
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せる。具体的には、ＣＰＵ１０６は、上記ＲＡＭ１１０に格納されたシンボル配置テーブ
ルに基づいて、各メカニカルリール３Ａ～３Ｅを順に又は同時に回転させる。なお、ビデ
オリールを用いたスロットマシン１３の場合には、５個のビデオリールの回転を開始させ
る画像の表示を行う。
【０１３７】
　メカニカルリールのスロットマシン１３の場合、メカニカルリール３Ａ～３Ｅの回転を
開始させた後、ＣＰＵ１０６は、ステッピングモータ４５Ａ～４５Ｅ各々に送信される駆
動パルスの数を計数し、この計数値をＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶させる。各
メカニカルリール３Ａ～３Ｅが回転する度にリセットパルスが取得され、これらの各メカ
ニカルリール３Ａ～３Ｅのリセットパルスは、リール位置検出回路４６を介して、ＣＰＵ
１０６に入力される。こうして得られたリセットパルスにより、上記ＲＡＭ１１０に書き
込まれた駆動パルス計数値が「０」にクリアされる。これにより、ＲＡＭ１１０の所定の
メモリ領域には、各メカニカルリール３Ａ～３Ｅについての１回転の範囲内における回転
位置に対応した計数値が記憶される。上記ＲＡＭ１１０に格納されたシンボル配置テーブ
ルでは、メカニカルリール３Ａ～３Ｅ各々の回転位置及びメカニカルリール３Ａ～３Ｅ各
々のシンボル同士が対応付けられている。ＣＰＵ１０６は、シンボル配置テーブルを参照
する際に、上記リセットパルスが発生する回転位置を基準として、各メカニカルリール３
Ａ～３Ｅの一定の回転ピッチ毎に順次付与されるコード番号、及びそれぞれのコード番号
毎に対応して設けられたシンボルを示すシンボルコード同士を対応付ける。
【０１３８】
　メカニカルリール３Ａ～３Ｅの回転を開始させると、ＣＰＵ１０６は、所定時間が経過
するのを待つ（ステップＳ７）。所定時間が経過した時点（ステップＳ７の処理でＹＥＳ
と判断した時点）で、ＣＰＵ１０６は、各メカニカルリール３Ａ～３Ｅの回転を自動的に
停止させる（ステップＳ８）。具体的には、ＣＰＵ１０６は、上記ＲＡＭ１１０の所定の
メモリ領域に書き込まれた賞を付与する特定のコンビネーションに基づいて、上記ステッ
プＳ５で決定した賞を付与する特定のコンビネーションに対応する停止シンボルがプレー
ヤと視覚的にインタラクティブな関係を有する表示領域内に表示されるように、各メカニ
カルリール３Ａ～３Ｅの回転を順に又は同時に停止させる。その後、ＣＰＵ１０６は、処
理をステップＳ９に移す。なお、ビデオリールのスロットマシン１３の場合、ＣＰＵ１０
６は、所定時間が経過するのを待ち（ステップＳ７）、所定時間が経過した時点（ステッ
プＳ７の処理でＹＥＳと判断した時点）で、ＣＰＵ１０６は、５個のビデオリールの回転
を停止させる画像の表示を行う（ステップＳ８）。
【０１３９】
　ステップＳ９に移行すると、ＣＰＵ１０６は、ステップＳ５でのコンビネーション決定
処理によって、所定のシンボルコンビネーションが成立するか否かを判断する。具体的に
は、ＣＰＵ１０６は、上記ＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶されたウィニングライ
ンに関する賞を付与することを示すフラグの状態に基づいて判断する。賞を付与すること
を示すフラグが有効化されていない場合、つまり、賞を付与する特定のコンビネーション
が「その他」である場合（ステップＳ９でＮＯと判断される場合）には、ＣＰＵ１０６は
、賞を付与する特定のコンビネーションが成立していないと判断し、本ルーチンを終了さ
せる。他方、賞を付与することを示すフラグが有効化されている場合、つまり、賞を付与
する特定のコンビネーションが上記の「その他」以外の場合（ステップＳ９の処理でＹＥ
Ｓと判断される場合）には、ＣＰＵ１０６は、処理をステップＳ１０に移す。
【０１４０】
　ステップＳ１０に移行すると、ＣＰＵ１０６は、賞を付与する特定のコンビネーション
が「ＢＯＮＵＳ」か否かを判断する。「ＢＯＮＵＳ」とは、具体的には、後述の図１９で
示すように、ウィニングラインに沿って「ＢＯＮＵＳ」の図柄が成立することである。本
実施例では、「ＢＯＮＵＳ」が成立すると、セカンドゲームが開始される。ＣＰＵ１０６
は、上記ＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶された賞を付与する特定のコンビネーシ
ョンデータに基づいて判断する。賞を付与する特定のコンビネーションデータが「ＢＯＮ
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ＵＳ」でない場合（ステップＳ１０の処理でＮＯと判断される場合）には、ＣＰＵ１０６
は、賞を付与する特定のコンビネーションとして、「ＢＯＮＵＳ」が成立していないと判
断し、処理をステップＳ１３に移す。他方、賞を付与する特定のコンビネーションが「Ｂ
ＯＮＵＳ」である場合（ステップＳ１０の処理でＹＥＳと判断される場合）には、ＣＰＵ
１０６は、賞を付与する特定のコンビネーションとして「ＢＯＮＵＳ」が成立したと判断
し、処理をステップＳ１１に移す。
【０１４１】
　ステップＳ１１に移行すると、ＣＰＵ１０６は、後述の図１８Ａ乃至図１８Ｄで示すセ
カンドゲーム処理を行う。具体的には、ＣＰＵ１０６は、セカンドゲーム開始信号をセン
ターコントローラ１４に送信する。セカンドゲーム処理を行った後、ＣＰＵ１０６は、本
ルーチンを終了させる。
【０１４２】
　他方、ステップＳ１３に移行すると、ＣＰＵ１０６は、上記賞を付与する特定のコンビ
ネーションに応じた枚数のコインを払い出す。具体的には、ＣＰＵ１０６は、ベーシック
ゲーム用ペイアウトテーブルを参照して、上記賞を付与する特定のコンビネーションに対
応するコインのペイアウト数を算出する。ＣＰＵ１０６は、上記ＲＡＭ１１０の所定のメ
モリ領域に格納されたクレジット数を読み出し、この読み出したクレジット数に上記算出
したペイアウト数を加算し、この加算値をＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記憶させる
。ＣＰＵ１０６は、当該記憶値をクレジット数表示部４９に表示させる。その後、ＣＰＵ
１０６は、本ルーチンを終了させる。
【０１４３】
　続いて、図１８Ａ乃至図１８Ｄは、ゲームシステム１０のセカンドゲームにおける処理
動作の流れを示すフローチャートである。この図１８Ａ乃至図１８Ｄに基づき、スロット
マシン１３のＣＰＵ１０６が実行するスロットマシン１３のセカンドゲーム処理プログラ
ム、センターコントローラ１４におけるＣＰＵ２０６が実行するセンターコントローラ１
４のセカンドゲーム処理プログラム、及びセカンドゲーム用端末１５のＣＰＵ３０６が実
行するセカンドゲーム用端末１５のセカンドゲーム処理プログラムについて順番に説明す
る。なお、この図１８Ａ乃至図１８Ｄのフローチャートに示される各プログラムは、スロ
ットマシン１３が備えているＲＯＭ１０８やＲＡＭ１１０、センターコントローラ１４が
備えているＲＯＭ２０８やＲＡＭ２１０、又はセカンドゲーム用端末１５が備えているＲ
ＯＭ３０８やＲＡＭ３１０に記憶されており、スロットマシン１３のＣＰＵ１０６、セン
ターコントローラ１４のＣＰＵ２０６、又はセカンドゲーム用端末１５のＣＰＵ３０６に
より実行される。
【０１４４】
　先ず、図１８Ａ乃至図１８Ｄに基づいてスロットマシン１３のセカンドゲーム処理プロ
グラムについて説明する。図１８ＡのステップＳ１０１において、ＣＰＵ１０６は、セカ
ンドゲーム開始信号をセンターコントローラ１４に送信する。その後、ＣＰＵ１０６は、
処理をステップＳ１０２に移す。セカンドゲーム開始信号には、少なくとも、当該スロッ
トマシン１３を特定するデータ、ベーシックゲームで「ＢＯＮＵＳ」コンビネーションが
成立したときのベットしたクレジット数、及びウィニングラインの情報を含む。
【０１４５】
　ステップＳ１０２では、ＣＰＵ１０６は、スロットマシン１３の液晶ディスプレイ３０
に、後述の図２２に示すＢＥＴ画面７０を表示し（ステップＳ１０２）、プレーヤがチッ
プをベットすることが可能なベット期間として、ベット操作受付期間を開始する（ステッ
プＳ１０３）。そして、プレーヤは、このベットの受付が可能となったベット期間中に、
タッチパネル３２を操作して、自分が予想する番号に関連したＢＥＴエリア７３に自分の
チップをベットすることができる。なお、ＢＥＴ画面７０を用いた具体的なベット方法に
関しては後述の図２２で説明する。
【０１４６】
　その後、ベット期間が終了した旨を示すベット期間終了信号をセンターコントローラ１
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４のＣＰＵ２０６から受信すると（図１８ＢのステップＳ１０４）、ＣＰＵ１０６は、ス
ロットマシン１３の液晶ディスプレイ３０にベット期間が終了した旨の画像を表示し、タ
ッチパネル３２でのベット操作の受付を終了する（ステップＳ１０５）。その後、ＣＰＵ
１０６は、処理を図１８ＣのステップＳ１０６に移す。
【０１４７】
　図１８ＣのステップＳ１０６では、ＣＰＵ１０６は、プレーヤによってベット操作期間
にベット操作がされたか否かを判断する。ベット操作がされている場合（ステップＳ１０
６の処理でＹＥＳと判断される場合）には、ＣＰＵ１０６は、処理をステップＳ１０８に
移す。他方、ベット操作がされていない場合（ステップＳ１０６の処理でＮＯと判断され
る場合）には、ＣＰＵ１０６は、処理をステップＳ１０７に移す。
【０１４８】
　ステップＳ１０７では、ＣＰＵ１０６は、「ＢＯＮＵＳ」コンビネーションに応じた払
出処理を行い、ベットがされなかった旨のベット情報信号をセンターコントローラ１４に
送信する。具体的には、ＣＰＵ１０６は、ベーシックゲーム用ペイアウトテーブル（図１
５参照）に基づき、コインのペイアウト数を算出する。ＣＰＵ１０６は、ＲＡＭ１１０の
所定のメモリ領域に格納されたクレジット数を読み出し、この読み出したクレジット数に
上記算出したペイアウト数を加算し、この加算値をＲＡＭ１１０の所定のメモリ領域に記
憶させる。ＣＰＵ１０６は、当該記憶値をクレジット数表示部４９に表示させる。その後
、ＣＰＵ１０６は、本ルーチンを終了させる。
【０１４９】
　なお、ルーレットゲームを行う条件が整っており、本来ではクレジットゲームを行う必
要があるにも拘わらず、ルーレットゲームを放棄した場合には、クレジットの払出を行わ
ないとすることも可能である。
【０１５０】
　他方、ステップＳ１０８では、ＣＰＵ１０６は、スロットマシン１３においてプレーヤ
が行ったベット情報（指定したＢＥＴエリア７３、並びに指定したＢＥＴエリア７３にベ
ットしたチップの枚数（ベット数））を送信する。この時に、ＣＣＤカメラ４０により撮
影したプレーヤの表情を、センターコントローラ１４に送信してもよい。この場合、液晶
ディスプレイ３０には、後述するルーレット装置６０の画像の他に、他のプレーヤの表情
を表示することとなる。ボール６５がどのナンバーポケット６３に入るか、を見ながら、
他のプレーヤの表情を見ることで、興趣性が向上しうる。
【０１５１】
　その後、ＣＰＵ１０６は、センターコントローラ１４のＣＰＵ２０６から送信されたク
レジットの払出結果を受信する（図１８ＤのステップＳ１０９）。なお、クレジットの払
出結果は、ＢＥＴ画面７０を用いて行ったルーレットゲームの勝敗に応じた払出結果であ
る。その後、ＣＰＵ１０６は、処理をステップＳ１１０に移す。
【０１５２】
　ステップＳ１１０では、ＣＰＵ１０６は、ステップＳ１０９で受信した払出結果に基づ
いて、クレジットの払い出しを行う。具体的には、ルーレットゲームの配当に応じた額の
クレジットデータがＲＡＭ１１０に記録される。その後、ＣＰＵ１０６は、処理をステッ
プＳ１１１に移す。
【０１５３】
　ステップＳ１１１では、ＣＰＵ１０６は、セカンドゲームを終了するか否かを判断する
。具体的には、ルーレットゲームにおけるクレジットが残っている場合には、プレーヤが
ゲームを続行するか、それともセカンドゲームを終了してベーシックゲームを再度開始す
るか、のいずれかを選択することにより判断する。そして、ルーレットゲームにおけるク
レジットが残っていない場合には、プレーヤの選択の余地はなく、ＣＰＵ１０６は、セカ
ンドゲームを終了する。ルーレットゲームにおけるクレジットが残っていない場合、又は
プレーヤがルーレットゲームを終了する旨の選択をした場合（ステップＳ１１１の処理で
ＹＥＳが判断される場合）には、ＣＰＵ１０６は、処理をステップＳ１１２に移す。他方
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、ルーレットゲームにおけるクレジットが残っており、かつ、プレーヤがルーレットゲー
ムを続ける旨を選択した場合（ステップＳ１１１の処理でＮＯが判断される場合）には、
ＣＰＵ１０６は、処理を図１８ＡのステップＳ１０１に移す。そして、ＣＰＵ１０６は、
再度セカンドゲーム開始信号をセンターコントローラ１４に送信することにより、ベット
期間が開始され、次のゲームへと移行する。
【０１５４】
　ステップＳ１１２では、ＣＰＵ１０６は、センターコントローラ１４にセカンドゲーム
終了信号を送信する。そして、ルーレットゲームでのクレジットが残っている場合には、
ＣＰＵ１０６は、ベーシックゲームで使用する所定のメモリ領域に格納されたクレジット
数を読み出し、この読み出したクレジット数に、ＲＡＭ１１０に記憶されたルーレットゲ
ームの配当に応じたクレジットデータを加算する。そして、この加算値をＲＡＭ１１０の
所定のメモリ領域に記憶させ、スロットマシン１３のクレジット数表示部４９に表示させ
る。その後、ＣＰＵ１０６は、本ルーチンを終了させる。スロットマシン１３において、
セカンドゲームが終了される場合には、当該ルーレットゲーム処理を終了する。
【０１５５】
　このように、ルーレットゲームで配当を得た場合には、ルーレットゲーム終了時にその
配当により増加したクレジットをスロットマシン１３のコインに移行する。このことによ
り、セカンドゲーム後のベーシックゲームにおいて、当該ルーレットゲームの配当を、コ
インとして使用することができる。このため、ベーシックゲームと、セカンドゲームとの
両ゲームにおいての関連性が高まり、トータルでのゲームシステム１０を使用するゲーム
の興趣性が向上する。
【０１５６】
　次に、図１８Ａ乃至図１８Ｄに基づいてセンターコントローラ１４のセカンドゲーム処
理プログラムについて説明する。
【０１５７】
　図１８ＡのステップＳ２０１において、ＣＰＵ２０６は、前記ステップＳ１０１でスロ
ットマシン１３のＣＰＵ１０６から送信されたセカンドゲーム開始信号を受信する。セカ
ンドゲーム開始信号を受信すると、ＣＰＵ２０６は、受信したセカンドゲーム開始信号を
ＲＡＭ２１０に記憶する。また、ＣＰＵ２０６は、セカンドゲーム開始信号を送信したス
ロットマシン１３と椅子５７とが固設された可動式床面１８を上昇させる。更に、大型の
モニタ１６に、セカンドゲームが開始される旨の表示を行う。このようなスロットマシン
１３の可動式床面１８の上昇の演出や、大型のモニタ１６へのセカンドゲーム開始メッセ
ージにより、他のスロットマシン１３でのプレーヤのみならず、遊技施設の第三者も、セ
カンドゲームが開始することを知ることができる。その後、ＣＰＵ２０６は、処理をステ
ップＳ２０２に移す。
【０１５８】
　ステップＳ２０２では、ＣＰＵ２０６は、ルーレット参加画面をモニタ１６に表示する
。例えば、後述の図２１に示すような画面を表示させる。このような演出により、スロッ
トマシン１３でプレイを行い、ルーレットゲームに移行したプレーヤのみならず、他のプ
レーヤにもルーレットゲームの参加を促す効果を期待できる。また、他のプレーヤが参加
することにより、ルーレットゲームが盛り上がる可能性がある。その後、ＣＰＵ２０６は
、処理をステップＳ２０３に移す。
【０１５９】
　ステップＳ２０３では、ＣＰＵ２０６は、セカンドゲーム開始信号を、セカンドゲーム
用端末１５に送信する。ＣＰＵ２０６は、このセカンドゲーム開始信号を、セカンドゲー
ム用端末１５に送信することにより、セカンドゲーム用端末１５を用いてルーレットゲー
ムに参加することが可能となる。その後、ＣＰＵ２０６は、処理をステップＳ２０４に移
す。
【０１６０】
　ステップＳ２０４では、ＣＰＵ２０６は、スロットマシン１３によってセカンドゲーム
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開始信号が送信された時点より、プレーヤがベット可能な受入期間であるベット期間の計
測を開始する。このベット期間に、ゲームに参加するスロットマシン１３のプレーヤは、
このベット期間中に、液晶ディスプレイ３０のタッチパネル３２を操作して、自分が予想
する番号に関連したＢＥＴエリア７３に自分のチップをベットすることができるのである
。そして、後述のセカンドゲーム用端末１５のプレーヤもベットすることができる。
【０１６１】
　また、プレーヤが操作するスロットマシン１３の液晶ディスプレイ３０及び後述するセ
カンドゲーム用端末１５のディスプレイ９３により、ベットが確定したことに応じて、ベ
ットした場所及び金額を含むデータをＣＰＵ２０６が受信し、モニタ１６に表示させるよ
うにしてもよい。モニタ１６に表示させることにより、他のプレーヤのベットの様子を見
た後に、その結果を踏まえてベットすることが可能となる。その結果、他のプレーヤとの
駆け引きを楽しむことができる。その後、ＣＰＵ２０６は、処理をステップＳ２０５に移
す。
【０１６２】
　ステップＳ２０５では、ＣＰＵ２０６は、ベット期間が残り５秒となったか否かを判断
する。なお、残りのベット期間は、ＢＥＴタイム表示部７４によってセカンドゲーム装置
１１のＢＥＴ画面７０にも表示される（図１０参照）。そして、ベット期間が残り５秒に
到達していないと判定された場合（ステップＳ２０５の処理でＮＯと判断された場合）に
は、ＣＰＵ２０６は、ステップＳ２０５の処理を繰り返し、残りのベット期間が５秒とな
るまで継続して待機する。他方、残り５秒であると判定された場合（ステップＳ２０５の
処理でＹＥＳと判断された場合）には、ＣＰＵ２０６は、処理を図１８ＢのステップＳ２
０６に移す。
【０１６３】
　図１８ＢのステップＳ２０６では、ＣＰＵ２０６は、ルーレット盤内部にボール６５を
投入する。具体的には、先ずボール投入装置を駆動させ、ルーレット盤内部にボール６５
を投入することにより、ゲーム実行プログラムに従ってルーレット装置６０による番号決
定処理を実行する。より具体的には、ＣＰＵ２０６は、ボール６５を投入した後、更に駆
動モータを駆動させてボール投入方向と逆方向に所定回転速度でウィル６２を回転させる
。投入されたボール６５は、ガイド壁６６に沿ってルーレット盤上を転動し、その後、回
転速度が弱まり遠心力を失っていくと、枠体６１の斜面を転がり落ちて内側へと向かい、
回転するウィル６２に至る（図１０参照）。
【０１６４】
　そして、ウィル６２に転がって来たボール６５は、更に回転するウィル６２の外側の番
号表示板６４上を通っていずれかのナンバーポケット６３に収まり、ボール６５が収まっ
たナンバーポケット６３に対応する番号表示板６４に記載された数字（図１０に示す「０
」、「００」、「１」～「３６」のいずれか）が当選番号となる。
【０１６５】
　更に、ＣＰＵ２０６は、ルーレット盤内部にボール６５を投入することに応じて、視点
可動カメラ１７によりルーレット装置６０を撮影する（ステップＳ２０７）。具体的には
、ＣＰＵ２０６は、視点可動カメラ１７に撮影信号を送信することにより、視点可動カメ
ラ１７がルーレット装置６０を撮影する。そして、視点可動カメラ１７から撮影した画像
データが送信される。この視点可動カメラ１７によって撮影されたルーレット装置６０の
画像データは、モニタ１６に画像として表示される。このことにより、プレーヤは、セカ
ンドゲーム装置１１のルーレット装置６０を覗き込むことなく、モニタ１６を見ることで
、ボール６５が投入されてから、ルーレット装置６０の回転が停止され、ルーレットゲー
ムでの当選番号が決まる様子を見ることができる。なお、モニタ１６には、必要に応じて
画面を分割し、ルーレット装置６０と、ＢＥＴ画面７０との両方を表示するようにしても
よい。
【０１６６】
　その後、ＣＰＵ２０６は、ベット期間が終了したか否かを判断する（ステップＳ２０８
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）。そして、ベット期間が終了していないと判定された場合（ステップＳ２０８の処理で
ＮＯが判断された場合）には、ＣＰＵ２０６は、ステップＳ２０８の処理を繰り返し、ベ
ット期間が終了するまで継続して待機する。他方、ベット期間が終了したと判定された場
合（ステップＳ２０８の処理でＹＥＳが判断された場合）には、ＣＰＵ２０６は、ベット
期間が終了したことを指示するベット期間終了信号をスロットマシン１３のＣＰＵ１０６
及びセカンドゲーム用端末１５のＣＰＵ３０６に対して送信する（ステップＳ２０９）。
【０１６７】
　その後、ＣＰＵ２０６は、スロットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５において
プレーヤが行ったベット情報（ベットの有無、ベットした場合には指定したＢＥＴエリア
７３、並びに指定したＢＥＴエリア７３にベットしたチップの枚数（ベット数）とベット
方法）を受信し、ＲＡＭ２１０のベット情報記憶エリアに記憶する（図１８Ｃのステップ
Ｓ２１０）。このＲＡＭ２１０のベット情報記憶エリアに記憶されたベット情報を、ＣＰ
Ｕ２０６は、モニタ１６に表示させるようにしてもよい。なお、ステップＳ２１０で、ベ
ットがされなかった旨の情報を受信した場合には、ＣＰＵ２０６は、スロットマシン１３
と椅子５７とが固設された可動式床面１８を下降させる。その後、ＣＰＵ２０６は、処理
をステップＳ２１１に移す。
【０１６８】
　ステップＳ２１１では、ＣＰＵ２０６は、ステップＳ２１０で受信したスロットマシン
１３及びセカンドゲーム用端末１５でベットされた合計クレジットの０．５％に相当する
クレジットをＲＡＭ２１０のＪＰ累積記憶エリアに記録されたＪＰの額に累積して加算す
る。そして、それに伴ってＪＰ表示部７５の表示が更新される。なお、ステップＳ２１０
で受信した情報がベットがされなかった旨のベット情報である場合には、本処理は行わな
い。その後、ＣＰＵ２０６は、処理をステップＳ２１２に移す。
【０１６９】
　ステップＳ２１２では、ＣＰＵ２０６は、ボール６５がナンバーポケット６３に収納さ
れたことを判定し、その後、当たり判定装置を駆動させ、ボール６５がどの番号に対応付
けられたナンバーポケット６３に収納されたかを判定する。その後、ＣＰＵ２０６は、処
理をステップＳ２１３に移す。
【０１７０】
　ステップＳ２１３では、ＣＰＵ２０６は、前記ステップＳ２１２で判定されたボール６
５が収納されたポケットの番号と、前記ステップＳ２１０で受信したスロットマシン１３
及びセカンドゲーム用端末１５のベット情報とから、スロットマシン１３及びセカンドゲ
ーム用端末１５においてベットしたチップが当たりとなっているか否かの判定を行う。そ
の後、ＣＰＵ２０６は、処理をステップＳ２１４に移す。
【０１７１】
　ステップＳ２１４では、ＣＰＵ２０６は、配当計算処理を実行する。配当計算処理では
、ＣＰＵ２０６は、当選番号にベットされた当たりチップをスロットマシン１３及びセカ
ンドゲーム用端末１５毎に認識し、ＲＯＭ２０８の配当クレジット記憶エリアに記憶され
た各ＢＥＴエリア７３に対する配当倍率（チップ一枚（１ベット）あたりに払い出される
クレジット数）を用いて、スロットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５に払い出さ
れるクレジットの配当額の合計を計算する。その後、ＣＰＵ２０６は、処理を図１８Ｄの
ステップＳ２１５に移す。この場合、モニタ１６には、当選番号及び当選者数などの情報
を表示する。
【０１７２】
　図１８ＤのステップＳ２１５では、ＣＰＵ２０６は、前記ステップＳ２１５の配当計算
処理に基づくルーレットゲームのクレジットの払出結果の送信処理を実行する。具体的に
は、ＣＰＵ２０６は、当たりとなったスロットマシン１３及びセカンドゲーム用端末１５
に、配当額に相当するクレジットデータを出力する。その後、ＣＰＵ２０６は、処理をス
テップＳ２１６に移す。
【０１７３】



(33) JP 2008-43727 A 2008.2.28

10

20

30

40

50

　ステップＳ２１６では、ＣＰＵ２０６は、ウィル６２の下方に設けられたボール回収装
置を駆動し、ウィル６２上のボール６５を回収する。回収されたボール６５は次回以降の
ゲームにおいて再度ルーレット装置６０のウィル６２内に投入されることとなる。
【０１７４】
　その後、スロットマシン１３からのセカンドゲーム終了信号を受信する（ステップＳ２
１７）。このセカンドゲーム終了信号を受信すると、当該スロットマシン１３と椅子５７
とが固設される可動式床面１８を下降させ、本ルーチンを終了する。
【０１７５】
　なお、モニタ１６には、全てのスロットマシン１３にてベーシックゲームのみが行われ
ており、セカンドゲームが行われていない間は、ＲＯＭ２０８に記憶されているセカンド
ゲームのデモンストレーションなどの映像を表示するようにしてもよい。
【０１７６】
　最後に、図１８Ａ乃至図１８Ｄに基づいてセカンドゲーム用端末１５のセカンドゲーム
処理プログラムについて説明する。
【０１７７】
　図１８ＡのステップＳ３０１において、セカンドゲーム用端末１５のＣＰＵ３０６は、
前記ステップＳ２０３によりセンターコントローラ１４から送信されたセカンドゲーム開
始信号を受信する。この信号を受信することにより、セカンドゲーム用端末１５では、ル
ーレットゲームの端末での操作が可能となる。その後、ＣＰＵ３０６は、処理をステップ
Ｓ３０２に移す。
【０１７８】
　ステップＳ３０２では、ＣＰＵ３０６は、プレーヤによりコインが投入されたか否かを
、コインセンサ３１４の検出信号に基づいて判定する。そして、コインの投入がない場合
（ステップＳ３０２の処理でＮＯと判断された場合）には、ＣＰＵ３０６は、処理をステ
ップＳ３０３に移す。他方、コインの投入があった場合（ステップＳ３０２の処理でＹＥ
Ｓと判断された場合）には、ＣＰＵ３０６は、処理を図１８ＢのステップＳ３０４に移す
。
【０１７９】
　図１８ＡのステップＳ３０３では、ＣＰＵ３０６は、ベット期間終了信号を受信したか
否かを判定する。ベット期間終了信号は、ベットする期間が経過した際にセンターコント
ローラ１４から送信される。この信号を受信していない場合（ステップＳ３０３の処理で
ＮＯと判断された場合）には、ＣＰＵ３０６は、処理をステップＳ３０２に移す。他方、
ベット期間終了信号を受信している場合（ステップＳ３０３の処理でＹＥＳと判断された
場合）には、センターコントローラ１４にベットがされなかった旨のベット情報信号を送
信した上で、本ルーチンを終了させる。
【０１８０】
　図１８ＢのステップＳ３０４では、ＣＰＵ３０６は、投入枚数に応じた額のクレジット
データをＲＡＭ３１０に記録する。その後、ＣＰＵ３０６は、処理をステップＳ３０５に
移す。
【０１８１】
　ステップＳ３０５では、ＣＰＵ３０６は、セカンドゲーム用端末１５のディスプレイ９
３に、後述の図２２に示すＢＥＴ画面７０を表示し（ステップＳ３０５）、プレーヤがチ
ップをベットすることが可能なベット期間を開始する（ステップＳ３０６）。ゲームに参
加したプレーヤは、このベットの受付が可能となったベット期間中に、タッチパネル９９
を操作して、自分が予想する番号に関連したＢＥＴエリア７３に自分のチップをベットす
ることができる。なお、ＢＥＴ画面７０を用いた具体的なベット方法に関しては後述する
。
【０１８２】
　また、プレーヤは、ベット期間が開始されたゲームに途中から参加することも可能であ
り、実施形態に係るゲームシステム１０では、最大４人がセカンドゲーム用端末１５を用
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いてセカンドゲームを行うことができる。
【０１８３】
　その後、ベット期間が終了した旨を示すベット期間終了信号をセンターコントローラ１
４のＣＰＵ２０６から受信すると（ステップＳ３０７）、ＣＰＵ３０６は、セカンドゲー
ム用端末１５のディスプレイ９３に、ベット期間が終了した旨の画像を表示し、タッチパ
ネル９９でのベット操作の受付を終了する（ステップＳ３０８）。その後、ＣＰＵ３０６
は、処理を図１８ＣのステップＳ３０９に移す。
【０１８４】
　図１８ＣのステップＳ３０９では、ＣＰＵ３０６は、プレーヤによってベット操作期間
にベット操作がされたか否かを判断する。ベット操作がされている場合（ステップＳ３０
９の処理でＹＥＳと判断される場合）には、ＣＰＵ３０６は、処理をステップＳ３１１に
移す。他方、ベット操作がされていない場合（ステップＳ３０９の処理でＮＯと判断され
る場合）には、ＣＰＵ３０６は、処理をステップＳ３１０に移す。
【０１８５】
　ステップＳ３１０では、ＣＰＵ３０６は、プレーヤにより投入されたコインに応じた払
出処理を行い、ベットがされなかった旨のベット情報信号をセンターコントローラ１４に
送信する。その後、ＣＰＵ３０６は、本ルーチンを終了させる。
【０１８６】
　ステップＳ３１１では、ＣＰＵ３０６は、セカンドゲーム用端末１５においてプレーヤ
が行ったベット情報（指定したＢＥＴエリア７３、並びに指定したＢＥＴエリア７３にベ
ットしたチップの枚数（ベット数））を送信する。
【０１８７】
　その後、ＣＰＵ３０６は、センターコントローラ１４のＣＰＵ２０６から送信されたク
レジットの払出結果を受信する（図１８ＤのステップＳ３１２）。なお、クレジットの払
出結果は、ＢＥＴ画面７０を用いて行ったルーレットゲームの払出結果である。その後、
ＣＰＵ３０６は、処理をステップＳ３１３に移す。
【０１８８】
　ステップＳ３１３では、ＣＰＵ３０６は、ステップＳ３１２で受信した払出結果に基づ
いて、クレジットの払い出しを行う。具体的には、ルーレットゲームの配当に応じた額の
クレジットデータがＲＡＭ３１０に記録され、キャッシュアウトボタン９７が押下される
と、ＣＰＵ３０６は、ＲＡＭ３１０に記憶されたクレジット数に応じたコインをコイント
レイ９４から払い出す。その後、本ルーチンを終了する。なお、スロットマシン１３で再
度ゲームが継続する場合には、再度センターコントローラ１４からセカンドゲーム開始信
号が送信され、次回のゲームへと移行する。
【０１８９】
　図１９及び図２０は、本発明の実施形態におけるスロットマシン１３でのベーシックゲ
ームの表示例を示したものである。スロットマシン１３の液晶ディスプレイ３０には、シ
ンボルが停止表示されている。この実施例の場合、「ＢＯＮＵＳ」が中央部に横一線に並
んでおり、ウィニングラインＬ５により「ＢＯＮＵＳ」が成立している。前述のとおり、
「ＢＯＮＵＳ」が成立した場合には、セカンドゲームに移行する。そのため、図２０に示
すように「おめでとう！！ルーレットゲームを始めよう」という文字を含む小ウィンドウ
８５が液晶ディスプレイ３０上に表示される。このような演出により、プレーヤは、「Ｂ
ＯＮＵＳ」が揃い、これからルーレットゲームが開始されることを認識することができる
。
【０１９０】
　図２１は、本発明の実施形態におけるモニタ１６に表示される表示例を示したものであ
る。スロットマシン１３のうちの一のスロットマシン１３において、セカンドゲームに移
行すると、セカンドゲーム端末１５でプレイする参加者を募るため、例えば、図２１に示
すように、「ルーレットゲームに参加しよう！」という文言と共に、セカンドゲームに移
行したスロットマシン１３のプレーヤの表情を表示する。このプレーヤの表情は、スロッ
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トマシン１３のＣＣＤカメラ４０で撮影されたものである。このような、セカンドゲーム
を行うプレーヤに面するスロットマシン１３のプレーヤの表情をモニタ１６に表示するこ
とで、当該プレーヤの注目度が高まり、他のプレーヤに「セカンドゲームを行いたい」と
思わせる動機付けが期待できる。このことにより、ゲームに対する興趣性が高まる。また
、遊技施設の第三者にも「このプレーヤと一緒にセカンドゲームを行いたい」と思わせる
ことができ、セカンドゲームの盛り上がりが期待できる。
【０１９１】
　図２２は、スロットマシン１３におけるセカンドゲームの表示例として、ルーレットゲ
ームのベット操作をするときに液晶ディスプレイ３０に表示される表示例を示したもので
ある。なお、セカンドゲーム用端末１５のディスプレイ９３においても、同様の表示がさ
れる。前述の図１０で説明したものを除き、図２２に基づいて説明する。
【０１９２】
　先ず、このＢＥＴ画面７０は、スロットマシン１３の液晶ディスプレイ３０及びセカン
ドゲーム用端末１５のディスプレイ９３に表示される。以下、ここでは、スロットマシン
１３の液晶ディスプレイ３０に表示されているものとして説明する。ＢＥＴ画面７０に表
示されるベッティングボード７１の下方には画面左上から順に、結果履歴表示部７２、単
位ＢＥＴボタン７７、ペイアウト数表示部７８、クレジット数表示部７９が表示されてい
る。このペイアウト数表示部７８、及びクレジット数表示部７９は、スロットマシン１３
のペイアウト数表示部４８、及びクレジット数表示部４９とは異なり、ルーレットゲーム
におけるものを示している。
【０１９３】
　単位ＢＥＴボタン７７は、プレーヤが指定したＢＥＴエリア７３（番号及びマークのマ
ス目上、若しくはマス目を形成するライン上）にチップをベットする為のボタンである。
単位ＢＥＴボタン７７は１ＢＥＴボタン７７Ａ、５ＢＥＴボタン７７Ｂ、１０ＢＥＴボタ
ン７７Ｃ、１００ＢＥＴボタン７７Ｄの４種類からなる。
【０１９４】
　プレーヤは、先ず、ベットするＢＥＴエリア７３を指等で画面を直接押すことにより、
後述のカーソル８０で指定する。その状態で、１ＢＥＴボタン７７Ａを押下すると、プレ
ーヤはチップを１枚毎（１ＢＥＴボタン７７Ａを指等で押す毎に「１」→「２」→「３」
→・・・の順にベット枚数が増加）にベットする。また、５ＢＥＴボタン７７Ｂを押下す
ると、チップを５枚単位（５ＢＥＴボタン７７Ｂを指等で押す毎に「５」→「１０」→「
１５」→・・・の順にベット枚数が増加）でベットする。また、１０ＢＥＴボタン７７Ｃ
を押下すると、チップを１０枚単位（１０ＢＥＴボタン７７Ｃを指等で押す毎に「１０」
→「２０」→「３０」→・・・の順にベット枚数が増加）でベットする。更に、１００Ｂ
ＥＴボタン７７Ｄを押下すると、チップを１００枚単位（１００ＢＥＴボタン７７Ｄを指
等で押す毎に「１００」→「２００」→「３００」→・・・の順にベット枚数が増加）で
ベットすることが可能である。
【０１９５】
　従って、多量のチップをベットする際にも、その操作を簡略化することができる。なお
、スロットマシン１３のベーシックゲームで使用するコイン１枚は、セカンドゲームで使
用するチップ１枚に相当する。
【０１９６】
　また、チップをベットする場所は１箇所に限られない。単位ＢＥＴボタンを押下後、再
びＢＥＴエリア７３をプレーヤが指定することにより、複数箇所のベット操作が可能とな
る。
【０１９７】
　また、ペイアウト数表示部７８は、前回のゲームにおけるプレーヤのチップのベット枚
数、及び払い戻しのクレジット数が表示される。ここで、払い戻しクレジット数よりベッ
ト枚数を引いた数が、前回のゲームによりプレーヤが新たに獲得したクレジット数である
。この表示例では、スロットマシン１３でセカンドゲームに移行してから最初のゲームで
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あるため、ベット枚数、及び払い戻しのクレジット数は、どちらも「０」となっている。
【０１９８】
　更に、クレジット数表示部７９は、現在のプレーヤが所有するクレジット数が表示され
る。このクレジット数は、チップをベットした際にはそのベット数（１ベットに対して１
クレジット）に応じて減少する。また、ベットしたチップが当たり、クレジットの払い戻
しがなされた場合には、払い戻し枚数分のクレジット数が増加する。なお、プレーヤが所
有するクレジット数が「０」となった場合には、遊技終了となる。この表示例では、スロ
ットマシン１３でクレジット数が「１」である場合にセカンドゲームに移行した場合を示
しており、「１」、「４」、「７」、「１０」・・・と続く「２ｔｏ１」に「２０」のチ
ップを、「５」、「６」、「８」、「９」の４つの番号に「１」のチップをベットしてい
るため、移行時のチップ数である「１００」から「２１（２０＋１）」を引いた「７９」
がクレジット数として表示されている。
【０１９９】
　また、ベッティングボード７１上には、現在プレーヤが選択しているＢＥＴエリア７３
を示すカーソル８０が表示される。
【０２００】
　前述のように構成されたＢＥＴ画面７０でプレーヤがベットする際には、先ず、ベット
を行うＢＥＴエリア７３（番号及びマークのマス目上、若しくはマス目を形成するライン
上）を画面上で指定して直接指により押圧する。その結果、カーソル８０が指定したＢＥ
Ｔエリア７３に移動する。
【０２０１】
　その後、単位ＢＥＴボタン７７の各単位ボタン（１ＢＥＴボタン７７Ａ、５ＢＥＴボタ
ン７７Ｂ、１０ＢＥＴボタン７７Ｃ、１００ＢＥＴボタン７７Ｄ）を押下することにより
、その単位数分のチップが指定されたＢＥＴエリア７３にベットされる。例えば、１０Ｂ
ＥＴボタン７７Ｃを４回、５ＢＥＴボタン７７Ｂを１回、１ＢＥＴボタン７７Ａを３回押
下すれば、合計４８枚のチップをベットすることができる。プレーヤは、このような機能
により、手元の端末操作によってベット操作を行うことができる。
【０２０２】
　図２３は、本発明の実施形態におけるモニタ１６に表示される表示例を示したものであ
る。これは、セカンドゲームに参加したプレーヤの一覧を表情として表示されたものであ
り、例えば、ベットした後にモニタ１６に表示する。プレーヤの表情は、スロットマシン
１３のＣＣＤカメラ４０や視点可動カメラ１７により撮影されたものであり、参加者画像
表示部８７に参加人数分のプレーヤの画像が表示される。プレーヤの画像の左上には、端
末番号８６が表示される。どの端末で行っているプレーヤが、セカンドゲームを行ってい
るのか、が明確になる。このようにモニタ１６に表示させることで、同じセカンドゲーム
を行うプレーヤを他のプレーヤが認識でき、一体感が生まれる。プレーヤの表情が表示さ
れることにより、ゲームを盛り上げるきっかけとなる。
【０２０３】
　図２４は、ルーレット装置６０にボール６５が投入された際に、スロットマシン１３の
液晶ディスプレイ３０に表示される表示例である。この表示例と同様の画像を、セカンド
ゲーム用端末１５のディスプレイ９３に表示させてもよい。また、モニタ１６に表示させ
てもよい。このように、ボール６５が投入されてからのルーレット装置６０の画像を表示
させることにより、当選する番号が選ばれる過程を間近に見ることができる。なお、図２
４に示すように、画面を分割することによりルーレット装置６０と共にＢＥＴ画面７０の
画像を表示するようにしてもよい。
【０２０４】
　このようにして、本実施形態に係るゲームシステム及びプレイ方法では、スロットマシ
ン１３でベーシックゲームを行っている場合であって、例えば「ＢＯＮＵＳ」等の所定の
シンボルのコンビネーションがウィニングラインＬ５上に停止したときに、スロットマシ
ン１３とは別体のセカンドゲーム装置１１で行うルーレットゲームが開始される。この場
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合、視点可動カメラ１７によってゲームステータスが撮影される。視点可動カメラ１７が
撮影した画像は、スロットマシン１３に送信され、スロットマシン１３の液晶ディスプレ
イ３０に表示されるため、例えば、セカンドゲーム装置１１の当選番号等の視認が容易に
なる。
【０２０５】
　また、視点可動カメラ１７は、特に、ルーレット装置６０にボール６５が投入されたこ
とを条件に、ルーレット装置６０を撮影し、この撮影データである画像データの画面表示
を開始する。よって、ルーレットゲームを楽しむプレーヤにとって、ルーレット装置６０
の当選番号の視認が容易になる。
【０２０６】
　また、大型のモニタ１６と、ルーレットゲームに参加可能な複数個のセカンドゲーム用
端末１５とが設けられている。大型モニタ１６には、プレーヤの表情や、ルーレット装置
６０やＢＥＴ画面７０など、撮影された画像データや、その他の画像データを表示するこ
とができる。よって、セカンドゲームを行うプレーヤのみならず、遊技施設の第三者もモ
ニタ１６を見ることができる。
【０２０７】
　また、スロットマシン１３に設けられたＣＣＤカメラ４０によりプレーヤの表情を撮影
し、スロットマシン１３の液晶ディスプレイ３０や、モニタ１６に画像として表示される
。この撮影するタイミングは、センターコントローラ１４によりゲームステータスに応じ
て制御されており、当選番号が決定する時などの表情が変化するタイミングで撮影し、画
像として表示することができる。
【０２０８】
　以上、本発明に係るゲームシステムの実施形態を説明したが、具体例を例示したにすぎ
ず、特に本発明を限定するものではなく、各手段等の具体的構成は、適宜設計変更可能で
ある。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を
列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたものに限定され
るものではない。
【０２０９】
　例えば、スロットマシン１３のセカンドゲーム移行を果たしたプレーヤだけでなく、自
らのスロットマシン１３ではセカンドゲームに移行できないプレーヤであっても、セカン
ドゲーム用端末１５のプレーヤと同様にルーレットゲームに参加することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２１０】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るゲームシステムのシステム構成図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係るゲームシステムの外観を示す略線図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態に係るスロットマシンを示す斜視図である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態に係るスロットマシンの表示領域を拡大して示す拡
大正面図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態に係るビデオリールスロットマシンのコントローラ
の電気的構成を示すブロック図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態に係るスロットマシンの液晶ディスプレイの概略構
成を背面側から観た状態で示す斜視図である。
【図７】図７は、図６に示した液晶ディスプレイの一部の構成を示す分解斜視図である。
【図８】図８は、本発明の一実施形態に係るメカニカルリールスロットマシンのコントロ
ーラの電気的構成を示すブロック図である。
【図９】図９は、本発明の一実施形態に係るスロットマシンの表示／入力コントローラの
電気的構成を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態に係るセカンドゲーム装置の平面図である。
【図１１】図１１は、本発明の一実施形態に係るセンターコントローラの電気的構成を示
すブロック図である。
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【図１２】図１２は、本発明の一実施形態に係るセカンドゲーム用端末を示す斜視図であ
る。
【図１３】図１３は、本発明の一実施形態に係るセカンドゲーム用端末のコントローラの
電気的構成を示すブロック図である。
【図１４】図１４は、ベーシックゲーム用乱数テーブルの構成を示す図である。
【図１５】図１５は、ベーシックゲーム用ペイアウトテーブルの構成を示す図である。
【図１６】図１６は、セカンドゲーム用配当テーブルの構成を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の一実施形態に係るスロットマシンのベーシックゲームにお
ける処理動作の流れを示すフローチャートである。
【図１８Ａ】図１８Ａ乃至図１８Ｄは、本発明の一実施形態に係るゲームシステムのセカ
ンドゲームにおける処理動作の流れを示すフローチャートである。
【図１８Ｂ】図１８Ａ乃至図１８Ｄは、本発明の一実施形態に係るゲームシステムのセカ
ンドゲームにおける処理動作の流れを示すフローチャートである。
【図１８Ｃ】図１８Ａ乃至図１８Ｄは、本発明の一実施形態に係るゲームシステムのセカ
ンドゲームにおける処理動作の流れを示すフローチャートである。
【図１８Ｄ】図１８Ａ乃至図１８Ｄは、本発明の一実施形態に係るゲームシステムのセカ
ンドゲームにおける処理動作の流れを示すフローチャートである。
【図１９】図１９は、本発明の一実施形態に係るスロットマシンのベーシックゲームで、
表示領域のウィニングラインＬ５上に「ＢＯＮＵＳ」のシンボルコンビネーションが停止
したときの表示例である。
【図２０】図２０は、本発明の一実施形態に係るスロットマシンのベーシックゲームで、
図１９の図が表示された後に表示される表示例である。
【図２１】図２１は、本発明の一実施形態に係るゲームシステムのセカンドゲーム開始時
にモニタに表示される表示例である。
【図２２】図２２は、本発明の一実施形態に係るゲームシステムのセカンドゲームにおい
て、ベット操作時にスロットマシン及びセカンドゲーム用端末に表示される表示例である
。
【図２３】図２３は、本発明の一実施形態に係るゲームシステムのセカンドゲームにおい
て、プレーヤが決定された際にモニタに表示される表示例である。
【図２４】図２４は、本発明の一実施形態に係るゲームシステムのセカンドゲームにおい
て、ルーレットにボールが投入された際にスロットマシン及びセカンドゲーム用端末に表
示される表示例である。
【符号の説明】
【０２１１】
　１１　セカンドゲーム装置
　１３　スロットマシン
　１４　センターコントローラ
　１５　セカンドゲーム用端末
　１６　モニタ
　６０　ルーレット装置
　６９　ディスプレイ
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