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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常の遊技である通常遊技と、遊技者にとって通常遊技よりも有利な遊技である有利遊
技とを実行可能に形成され、
　周囲に複数の図柄が付されているｎ個（ｎ≧２）の回転リールと、
　各回転リールにそれぞれ対応して設けられている表示部と、
　少なくとも有利遊技へ移行させるか否かを抽選で決定するための有利遊技抽選手段と、
　各回転リールの回転が開始する順序を抽選で決定するための駆動順序抽選手段と、
　駆動順序抽選手段による抽選でｍ番目（ｎ≧ｍ≧１）に回転を開始すると決定された回
転リールに対応する表示部に、有利遊技抽選手段による抽選結果に対応した情報を表示し
、それ以外の回転リールに対応する表示部に、有利遊技抽選手段による抽選結果に対応し
ない情報を表示するための表示制御手段と、
　表示制御手段により表示部への情報の表示が行われた後の所定時に、駆動順序抽選手段
による抽選で決定された順序に従って、各回転リールの回転を順次開始させるための時間
差駆動制御手段と、
　有利遊技抽選手段による抽選結果に基づいて、有利遊技を制御するための有利遊技制御
手段と、
　を備えていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、遊技機に関し、更に詳しくは、複数の回転リールを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スロットマシンやパロットなどの遊技機では、スタートスイッチを操作すると、複数の
役のいずれかに当選か又はハズレかの抽選（役抽選）が行われるとともに、すべての回転
リールの回転が開始する。一般的なスロットマシンでは、すべての回転リールの回転が同
時に開始する。その後、いずれかのストップスイッチを操作すると、当該ストップスイッ
チに対応した回転リールの回転が停止する。そして、すべてのストップスイッチの操作を
終えると、すべての回転リールの回転が停止する。このとき、いずれかの有効な入賞ライ
ン上に、役抽選で当選した役に対応する図柄の組み合わせが揃うと、当該役に入賞となり
、入賞態様に応じた利益が遊技者に対して付与される。
【０００３】
　なお、下記の特許文献１には、通常時と内部当り当選時とでドラムの回転開始の態様を
異ならせて、内部当りを遊技者に報知する遊技機が開示されている。
　具体的には、下記の特許文献１の段落番号「００４０」には、「内部当り抽選部１１で
の抽選の結果内部当りとならなかった場合には、ドラム回転制御部１２がドラム２０に回
転開始信号を出力し、三つのドラム２０，２０ｂ，２０ｃを一斉に回転開始させる。一方
、内部当り抽選部１１での抽選の結果内部当りとなった場合には、ドラム回転制御部１２
が通常の場合と異なる回転開始信号を出力し、三つのドラム２０，２０ｂ，２０ｃをそれ
ぞれ異なる時期に回転開始させるようになっている。」との記載がある。
【０００４】
　また、下記の特許文献２には、各リールの回転動作の順序や方向の組合せによって、特
別入賞用の「大当たり」の当選確率を報知する遊技機が開示されている。
　具体的には、下記の特許文献２の段落番号「００５７」には、「各リール８ａ，８ｂ，
８ｃの回転動作の順序、もしくは回転方向の組合せによって、特別入賞用の『大当たり』
に当選している確率が報知されるので、遊技者は、リールの始動操作を行った時点から各
リール８ａ，８ｂ，８ｃがどのような順序で始動するか、もしくはどのような方向に回転
するかに注視するようになる。」との記載がある。
　また、下記の特許文献３には、ＢＢ内部当たり状態が発生したにもかかわらず、ＢＢゲ
ーム入賞のシンボル組み合わせが停止表示されない場合に、各リールを逆回転させたり、
ゆっくりしたスピードで回転させて、ＢＢゲーム入賞のシンボル組み合わせを揃えること
により、ＢＢ内部当たり状態の発生を遊技者に報知する遊技機が開示されている。
【０００５】
　具体的には、下記の特許文献３の段落番号「００６４」には、「本実施形態では、特定
の入賞態様に対応するシンボル組合せが停止表示されて直接的な内部当たり報知が液晶表
示部２４で行われる前に、各リール３ａ～５ａがナッジやリスピンといった所定の演出表
示を行うため、内部当たり状態の報知はより高い興趣をもって行われるようになる。この
所定の演出表示は、上記の実施形態ではナッジやリスピンを例に挙げて説明したが、これ
ら演出に限られるものではない。例えば、各リール３ａ～５ａが、『リーチ目』の状態か
ら逆回転をした後に特定の入賞態様に対応するシンボル組合せを停止表示したり、また、
『リーチ目』の状態からゆっくりしたスピードで特定の入賞態様に対応するシンボル組合
せを停止表示したりするようにしてもよい。」との記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１９７７２７号公報
【特許文献２】特開２０００－２５４２７３号公報
【特許文献３】特開２００６－１１６３５１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上述した従来の各遊技機では、各回転リールの回転順序や回転方向だけで内部
当たりの報知を行っていたため、報知態様が単調であり、遊技者に飽きられやすかった。
　そこで、本発明は、各回転リールの回転順序と、各回転リールにそれぞれ対応して設け
た表示部への表示との組み合わせで、有利遊技への移行の有無を報知することにより、遊
技者に対して強烈なインパクトを与えるとともに、回転リールを利用した演出のバリエー
ションを広げることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（第１の発明）
　第１の発明は、遊技機に係るものであって、通常の遊技である通常遊技と、遊技者にと
って通常遊技よりも有利な遊技である有利遊技とを実行可能に形成され、周囲に複数の図
柄が付されているｎ個（ｎ≧２）の回転リール45と、各回転リール45にそれぞれ対応して
設けられている表示部55と、有利遊技へ移行させるか否かを抽選で決定するための有利遊
技抽選手段と、各回転リール45の回転が開始する順序を抽選で決定するための駆動順序抽
選手段150と、有利遊技抽選手段による抽選で有利遊技へ移行させる旨が決定されたとき
には、駆動順序抽選手段150による抽選でｍ番目（ｎ≧ｍ≧１）に回転を開始すると決定
された回転リール45に対応する表示部55に、有利遊技へ移行することを示唆する情報を表
示し、有利遊技抽選手段による抽選で有利遊技へは移行させない旨が決定されたときには
、駆動順序抽選手段150による抽選でｍ番目に回転を開始すると決定された回転リール45
に対応する表示部55に、有利遊技へは移行しないことを示唆する情報を表示するための表
示制御手段160と、表示制御手段160により表示部55への情報の表示が行われた後の所定時
に、駆動順序抽選手段150による抽選で決定された順序に従って、各回転リール45の回転
を順次開始させるための時間差駆動制御手段170と、有利遊技抽選手段による抽選で有利
遊技へ移行させる旨が決定されたことを条件に、時間差駆動制御手段170により各回転リ
ール45の回転が開始された後の所定時に、有利遊技を開始するための有利遊技制御手段と
、を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　（第２の発明）
　第２の発明は、上記に加え、有利さの度合いが異なる複数態様の有利遊技を実行可能に
形成され、有利遊技抽選手段は、いずれの態様の有利遊技へ移行させるか又はいずれの態
様の有利遊技へも移行させないかを抽選で決定するように形成され、表示制御手段160は
、有利遊技抽選手段による抽選でいずれかの態様の有利遊技へ移行させる旨が決定された
ときには、駆動順序抽選手段150による抽選でｍ番目に回転を開始すると決定された回転
リール45に対応する表示部55に、有利遊技抽選手段による抽選で決定された態様の有利遊
技へ移行することを示唆する情報を表示し、有利遊技抽選手段による抽選でいずれの態様
の有利遊技へも移行させない旨が決定されたときには、駆動順序抽選手段150による抽選
でｍ番目に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、有利遊技へ
は移行しないことを示唆する情報を表示するように形成されていることを特徴とする。
【００１０】
　（第３の発明）
　第３の発明は、上記に加え、有利さの度合いが異なる複数態様の有利遊技を実行可能に
形成され、有利遊技抽選手段は、いずれの態様の有利遊技へ移行させるか又はいずれの態
様の有利遊技へも移行させないかを抽選で決定するように形成され、表示制御手段160は
、有利遊技抽選手段による抽選でいずれかの態様の有利遊技へ移行させる旨が決定された
ときには、駆動順序抽選手段150による抽選でｍ番目に回転を開始すると決定された回転
リール45以外の回転リール45に対応する表示部55に、有利遊技抽選手段による抽選で決定
された態様以外の態様の有利遊技へ移行することを示唆する情報又は有利遊技へは移行し
ないことを示唆する情報を表示し、有利遊技抽選手段による抽選でいずれの態様の有利遊
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技へも移行させない旨が決定されたときには、駆動順序抽選手段150による抽選でｍ番目
に回転を開始すると決定された回転リール45以外の回転リール45に対応する表示部55に、
いずれかの態様の有利遊技へ移行することを示唆する情報を表示するように形成されてい
ることを特徴とする。
【００１１】
　ここで、「有利遊技」とは、遊技者にとって通常遊技よりも有利な遊技をいう。有利遊
技としては、例えば、「特別遊技」や「特殊遊技」を実行することができ、また、「特別
遊技」としては、例えば、「特定導入遊技（ビッグボーナスゲーム／ＢＢゲーム）」や「
特定遊技（レギュラーボーナスゲーム／ＲＢゲーム）」を実行することができ、また、特
殊遊技としては、例えば、成立した小役を遊技者に対して告知する「アシストタイム（Ａ
Ｔ）」を実行することができる。
　また、「有利遊技抽選手段」とは、有利遊技へ移行させるか否かを抽選で決定するため
のものをいう。特別遊技を有利遊技とする場合にあっては、複数の役のいずれかに当選か
又はハズレかの抽選を行うための「役抽選手段110」や、持ち越されている（ストックさ
れている）特別遊技当選を放出するか否かの抽選を行うための「放出抽選手段」が、有利
遊技抽選手段となり、また、特殊遊技を有利遊技とする場合にあっては、特殊遊技へ移行
させるか否かを抽選で決定するための「特殊遊技抽選手段140」が、有利遊技抽選手段と
なる。
【００１２】
　また、「有利遊技制御手段」とは、有利遊技を制御するためのものをいう。特別遊技を
有利遊技とする場合にあっては、特別遊技を制御するための「特別遊技制御手段80」が、
有利遊技制御手段となり、また、特殊遊技を有利遊技とする場合にあっては、特殊遊技を
制御するための「特殊遊技制御手段180」が、有利遊技制御手段となる。
　また、「ｎ」は、２以上の正整数を意味する。つまり、本発明では、２個以上の回転リ
ール45が備えられる。
　また、「表示部55」は、各回転リール45にそれぞれ対応して設けられる。つまり、本発
明では、ｎ個の各回転リール45にそれぞれ対応して、ｎ個の表示部55が設けられる。
【００１３】
　また、表示部55としては、例えば、７セグメントＬＥＤや、ドットマトリクスや、液晶
ディスプレイなどを用いることができる。
　また、例えば、ｎ個の各回転リール45にそれぞれ対応してｎ個の液晶ディスプレイを設
け、各液晶ディスプレイの画面をそれぞれ「表示部55」とすることができるし、また、１
個の液晶ディスプレイを設け、この１個の液晶ディスプレイの画面をｎ個の各回転リール
45にそれぞれ対応してｎ個の部分に分割し、分割した各部分をそれぞれ「表示部55」とす
ることもできる。
　また、「ｍ」は、１以上ｎ以下の正整数を意味する。例えば、ｎ＝３の場合、ｍは、「
１」としてもよく、また、「２」としてもよく、また、「３」としてもよい。つまり、ｎ
＝３の場合、１番目（最初）に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示
部55に、所定の情報（有利遊技へ移行することを示唆する情報や、有利遊技へは移行しな
いことを示唆する情報）を表示するようにしてもよく、また、２番目に回転を開始すると
決定された回転リール45に対応する表示部55に、所定の情報を表示するようにしてもよく
、また、３番目（最後）に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55
に、所定の情報に表示するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　（第１の発明）
　第１の発明によれば、ｍ番目に回転を開始すると決定された回転リールに対応する表示
部に、有利遊技への移行の有無を示唆する情報が表示され、その後、決定された順序に従
って、各回転リールの回転が開始することから、遊技者から見れば、ｍ番目に回転を開始
した回転リールに対応する表示部に表示された情報が、有利遊技への移行の有無を示唆す
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る情報となるので、遊技者に対して強烈なインパクトを与えることができるとともに、回
転リールを利用した演出のバリエーションを広げることができる。
　（第２の発明）
　第２の発明によれば、ｍ番目に回転を開始すると決定された回転リールに対応する表示
部に、有利遊技への移行の有無を示唆するとともに、移行する有利遊技の有利さの度合い
をも示唆する情報が表示され、その後、決定された順序に従って、各回転リールの回転が
開始することから、遊技者から見れば、ｍ番目に回転を開始した回転リールに対応する表
示部に表示された情報が、有利遊技への移行の有無を示唆するとともに、移行する有利遊
技の有利さの度合いをも示唆する情報となるので、遊技者に対してより強烈なインパクト
を与えることができるとともに、回転リールを利用した演出のバリエーションをより広げ
ることができる。
【００１５】
　（第３の発明）
　第３の発明によれば、ｍ番目に回転を開始すると決定された回転リールに対応する表示
部に、正しい情報が表示されるとともに、それ以外の回転リールに対応した表示部に、ガ
セの情報が表示され、その後、決定された順序に従って、各回転リールの回転が開始する
ことから、遊技者から見れば、各回転リールの回転開始前は、いずれの表示部に表示され
た情報が正しい情報なのかわからず、その後、ｍ番目に回転を開始した回転リールに対応
する表示部に表示された情報が、正しい情報であり、それ以外の表示部に表示された情報
は、ガセの情報であるとわかるので、回転リールを利用した演出が単調にならないように
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機のブロック図
【図２】本発明の実施の形態に係る遊技機の正面図
【図３】本発明の実施の形態に係る遊技機の動作の概略を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施の形態を、図１～図３に基づいて説明する。
　以下、「前面」とは、遊技機において遊技を行う際に遊技者が向き合う面をいい、「右
側」とは、遊技機の前面に向き合って遊技を行う遊技者から見て右側をいい、「左側」と
は、遊技機の前面に向き合って遊技を行う遊技者から見て左側をいう。
　（遊技機）
　図２に示すように、遊技機としてのスロットマシン10は、前面に開口部を有する箱型の
筐体11を備え、筐体11の前面には、開口部を塞ぐ前扉12を備え、筐体11の内部には、３個
の回転リール45を横並びに配置したリールユニット40や、スロットマシン10を制御するた
めの制御装置20や、メダルを払い出すためのホッパーユニットや、スロットマシン10が備
える各装置に電力を供給するための電源ユニットなどを備えている。
【００１８】
　また、３個の回転リール45のうち、左側に位置するのが左リール46であり、中央に位置
するのが中リール47であり、右側に位置するのが右リール48である。
　また、前扉12の上部には、上パネル13を備え、前扉12の下部には、下パネル14を備え、
前扉12の前面における、上パネル13と下パネル14との間には、前方へ向けて突出する操作
部16を備えている。
　また、上パネル13のほぼ中央には、各回転リール45の周囲に付されている図柄を遊技者
に見せるための図柄表示窓15が設けられている。この図柄表示窓15は、３個すべての回転
リール45の回転が停止した際には、縦３列横３行に配置した合計９個の図柄を遊技者に見
せるように形成されている。
【００１９】
　また、入賞ラインとして、上段の３個の図柄を通る上入賞ラインと、中段の３個の図柄
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を通る中入賞ラインと、下段の３個の図柄を通る下入賞ラインと、左下・中央・右上の３
個の図柄を通る右上り入賞ラインと、左上・中央・右下の３個の図柄を通る右下り入賞ラ
インとが設けられている。
　また、図２に示すように、本実施の形態では、上パネル13における、図柄表示窓15の上
方に相当する位置に、表示装置50としての１個の液晶ディスプレイが設けられている。こ
の液晶ディスプレイは、図柄表示窓15の右端から左端まで至る横長の矩形に形成され、ま
た、この液晶ディスプレイの画面は、３個の部分に分割されている。そして、分割された
画面の各部分が、それぞれ表示部55とされている。具体的には、画面の左側の部分は、左
リール46に対応する、表示部55としての左表示部56とされ、また、画面の中央の部分は、
中リール47に対応する、表示部55としての中表示部57とされ、また、画面の右側の部分は
、右リール48に対応する、表示部55としての右表示部58とされている。このようにして、
本実施の形態では、左、中、右の３個の各回転リール45（46,47,48）にそれぞれ対応して
、左、中、右の３個の各表示部55（56,57,58）が設けられている。
【００２０】
　また、操作部16の上面右側には、メダルを投入するためのメダル投入口36が設けられ、
操作部16の上面左側には、クレジットされているメダルをベットするためのベットスイッ
チ32が設けられ、操作部16の上面左端付近には、クレジットされているメダルを返却する
ための精算スイッチ35が設けられ、操作部16の前面左側には、各回転リール45の回転を開
始させるためのスタートスイッチ33が設けられ、操作部16の前面中央には、各回転リール
45の回転を停止させるためのものであって各回転リール45にそれぞれ対応している３個の
ストップスイッチ34が横並びに設けられている。
　また、前扉12の下部中央には、メダルを払い出すためのメダル払出口37が設けられ、メ
ダル払出口37の下方には、メダル払出口37から払い出されたメダルを受け止めて貯留する
ためのメダル受け皿38が設けられている。
【００２１】
　（リールユニット40）
　リールユニット40は、横並びに設けた３個の回転リール45と、各回転リール45を回転さ
せるためのものであって各回転リール45にそれぞれ対応しているステッピングモータと、
これらを支持するためのフレームとを備えている。
　また、各回転リール45の周囲には、複数種類の図柄が所定の配列で合計２１個付されて
いる。
　また、各ステッピングモータの出力軸には、対応する回転リール45の回転軸がそれぞれ
固定されている。具体的には、左側のステッピングモータの出力軸には、左リール46の回
転軸が固定され、中央のステッピングモータの出力軸には、中リール47の回転軸が固定さ
れ、右側のステッピングモータの出力軸には、右リール48の回転軸が固定されている。
【００２２】
　また、ステッピングモータは、パルス信号によって駆動するものであって、入力される
パルス信号のパターンによって、加速・定速・減速のパターンが決まる。そして、ステッ
ピングモータが駆動すると、対応する回転リール45が回転軸を中心に回転する。
　（制御装置20）
　図１に示すように、制御装置20は、遊技の制御を行う遊技制御装置21と、遊技制御装置
21からの信号を受信して演出の制御を行う演出制御装置22とを備えている。
　また、遊技制御装置21は、メイン基板などとも呼ばれるものであって、ＣＰＵ、ＲＡＭ
、ＲＯＭ、およびＩ／Ｏなどを備えたマイクロコンピュータを用いて構成されている。Ｃ
ＰＵがＲＯＭに記憶された所定のプログラムを実行することにより、遊技制御装置21を構
成するマイクロコンピュータが、遊技制御手段60、役抽選手段110、入賞判定手段120、停
止制御手段130、駆動順序抽選手段150、および時間差駆動制御手段170などとして機能す
る。遊技制御装置21の入力手段としては、ベットスイッチ32や、スタートスイッチ33や、
ストップスイッチ34や、精算スイッチ35や、リールユニット40の左センサー51、中センサ
ー52および右センサー53などが接続され、遊技制御装置21の出力手段としては、リールユ
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ニット40のステッピングモータや、ホッパーユニットなどが接続されている。
【００２３】
　また、演出制御装置22は、サブ基板などとも呼ばれるものであって、遊技制御装置21と
同様に、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、およびＩ／Ｏなどを備えたマイクロコンピュータを用
いて構成されている。ＣＰＵがＲＯＭに記憶された所定のプログラムを実行することによ
り、演出制御装置22を構成するマイクロコンピュータが、液晶ディスプレイに表示する画
像を制御する画像制御手段、演出用ランプの点灯・点滅・消灯を制御するランプ制御手段
、およびスピーカから発する音を制御する音響制御手段などとして機能し、さらに、本実
施の形態では、特殊遊技抽選手段140、表示制御手段160、および特殊遊技制御手段180な
どとしても機能する。演出制御装置22の入力手段としては、遊技制御装置21が接続され、
演出制御装置22の出力手段としては、３個の表示部55を構成する表示装置50としての液晶
ディスプレイや、演出用ランプや、スピーカなどが接続されている。
【００２４】
　（遊技制御手段60）
　遊技制御手段60は、通常遊技制御手段70と、特別遊技制御手段80とを備えている。通常
遊技制御手段70は、通常遊技を制御するためのものであり、特別遊技制御手段80は、特別
遊技を制御するためのものである。
　（通常遊技制御手段70）
　通常遊技制御手段70は、通常遊技を制御するためのものである。
　以下、スロットマシン10における通常遊技について説明する。
　１回の遊技につき、最小で１枚、最大で３枚のメダルのベットが可能である。メダルを
ベットすると、メダルのベット枚数に応じた本数の入賞ラインが有効になる。また、メダ
ルのベットには、メダル投入口36からメダルを投入することによるベットと、ベットスイ
ッチ32を操作することによるクレジットされているメダルのベットとがある。また、再遊
技のときには、前回の遊技でベットした枚数と同数のメダルが自動的にベットされる。ま
た、メダルのベットを条件に、スタートスイッチ33を操作すると、複数の役のいずれかに
当選か又はハズレかの抽選（役抽選）が行われるとともに、３個すべての回転リール45の
回転が開始する。その後、３個のストップスイッチ34のうちの１個を操作すると、当該ス
トップスイッチ34に対応した回転リール45の回転が停止する。そして、３個すべてのスト
ップスイッチ34の操作を終えると、３個すべての回転リール45の回転が停止する。このと
き、いずれかの有効な入賞ライン上に、役抽選で当選した役に対応する図柄の組み合わせ
が揃うと、当該役に入賞となり、入賞態様に応じた枚数のメダルを獲得できる。また、獲
得したメダルは、クレジットされ、クレジット数が上限値に達したときには、ホッパーユ
ニットが駆動して、上限値を超えた分がメダル払出口37から払い出される。また、メダル
の獲得に代えて、あるいはメダルの獲得とともに、遊技者に対して所定の利益が付与され
ることもある。
【００２５】
　なお、当選とは、役抽選で当たることを意味し、入賞とは、いずれかの有効な入賞ライ
ン上に所定の図柄の組み合わせが揃うことを意味する。
　また、役抽選でいずれかの役に当選すると、その役に対応したフラグが成立し、その役
に対応した図柄の組み合わせがいずれかの有効な入賞ライン上に揃い得るようになるとと
もに、その役以外の役に対応した図柄の組み合わせについてはいずれの有効な入賞ライン
上にも揃わないようになる。そして、すべての回転リール45の回転が停止したときに、当
選した役に対応する図柄の組み合わせがいずれかの有効な入賞ライン上に揃うと、その役
に入賞となり、入賞した役に応じた利益が遊技者に付与される。
【００２６】
　例えば、役抽選で小役当選となると、小役フラグが成立して、いずれかの有効な入賞ラ
イン上に「ベル」の図柄の組み合わせが揃い得るようになり、「ベル」の図柄の組み合わ
せが揃うと、小役入賞となり、所定枚数（例えば１５枚）のメダルが獲得できる。
　また、役抽選で再遊技当選となると、再遊技フラグが成立して、いずれかの有効な入賞
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ライン上に「Ｒｅｐｌａｙ」の図柄の組み合わせが揃い得るようになり、「Ｒｅｐｌａｙ
」の図柄の組み合わせが揃うと、再遊技入賞となり、新たにメダルを投入することなく前
回の遊技と同じ条件で再度遊技を行える。
　また、役抽選でハズレとなると、いずれの有効な入賞ライン上にも、いずれの役に対応
した図柄の組み合わせも揃わなくなる。
【００２７】
　また、役抽選の結果の如何にかかわらず、いずれの有効な入賞ライン上にも、いずれの
役に対応した図柄の組み合わせも揃わないと、入賞なしとなる。
　なお、小役フラグおよび再遊技フラグは、成立した遊技で入賞しないとクリアされ、次
回以降の遊技に持ち越されることはない。
　（特別遊技制御手段80）
　特別遊技とは、遊技者にとって通常遊技よりも有利な遊技をいい、特別遊技制御手段80
は、特別遊技を制御するためのものである。
　特別遊技としては、特定導入遊技（ビッグボーナスゲーム／ＢＢゲーム）と、特定遊技
（レギュラーボーナスゲーム／ＲＢゲーム）とがある。ＢＢゲームとは、所定の役の入賞
確率が通常遊技よりも高い遊技を複数回実行可能な遊技であって、メダルの最大獲得枚数
が所定枚数（例えば３００枚）の遊技をいい、ＲＢゲームとは、ＢＢゲームと同じく、所
定の役の入賞確率が通常遊技よりも高い遊技を複数回実行可能な遊技であるものの、メダ
ルの最大獲得枚数がＢＢゲームよりも少ない所定枚数（例えば１００枚）の遊技をいう。
【００２８】
　通常遊技において、役抽選の結果が特定導入遊技当選（ビッグボーナス当選／ＢＢ当選
）となると、ビッグボーナスフラグ（ＢＢフラグ）が成立して、いずれかの有効な入賞ラ
イン上に、ビッグボーナスに対応する「７」の図柄の組み合わせが揃い得るようになり、
「７」の図柄の組み合わせが揃うと、特定導入遊技入賞（ビッグボーナス入賞／ＢＢ入賞
）となり、所定枚数（例えば１５枚）のメダルが払い出され、その後、ＢＢゲームへ移行
する。
　ＢＢゲームへ移行すると、役抽選で所定の役に当選する確率が通常遊技中よりも高くな
り、そして、いずれかの有効な入賞ライン上に、当選した役に対応する図柄の組み合わせ
が揃うと、その役に入賞となり、入賞態様に応じた所定枚数のメダルが払い出される。
【００２９】
　そして、ＢＢゲーム中のメダルの獲得枚数が所定枚数（例えば３００枚）に達すると、
ＢＢゲームは終了して、通常遊技へ戻る。
　また、通常遊技において、役抽選の結果が特定遊技当選（レギュラーボーナス当選／Ｒ
Ｂ当選）となると、レギュラーボーナスフラグ（ＲＢフラグ）が成立して、いずれかの有
効な入賞ライン上に、レギュラーボーナスに対応する「ＢＡＲ」の図柄の組み合わせが揃
い得るようになり、「ＢＡＲ」の図柄の組み合わせが揃うと、特定遊技入賞（レギュラー
ボーナス入賞／ＲＢ入賞）となり、所定枚数（例えば１５枚）のメダルが払い出され、そ
の後、ＲＢゲームへ移行する。
【００３０】
　ＲＢゲームへ移行すると、ＢＢゲームと同様の遊技が行われるが、ＢＢゲームとはメダ
ルの最大獲得枚数が異なり、ＲＢゲーム中のメダルの獲得枚数が所定枚数（例えば１００
枚）に達すると、ＲＢゲームは終了して、通常遊技へ戻る。
　なお、ＢＢゲームおよびＲＢゲームを総称してボーナスゲームとし、また、ＢＢ入賞お
よびＲＢ入賞を総称してボーナス入賞とし、また、ＢＢフラグおよびＲＢフラグを総称し
てボーナスフラグとする。
　また、ボーナスフラグは、成立した遊技でボーナス入賞が引き当てられなかったとして
も、クリアされることなく次回以降の遊技に持ち越され、この持ち越しは、ボーナス入賞
が引き当てられるまで継続する。
【００３１】
　（役抽選手段110）



(9) JP 5358307 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

　役抽選手段110は、スタートスイッチ33の操作を契機に、複数の役のいずれかに当選か
又はハズレかの抽選（役抽選）を行うためのものである。
　役抽選手段110は、乱数発生手段と、乱数抽出手段と、役抽選テーブルと、判定手段と
を備えている。
　また、乱数発生手段は、役抽選用の乱数を、所定の範囲内（例えば、１０進数で０～６
５５３５）で発生させるためのものである。
　また、乱数抽出手段は、乱数発生手段が発生させた乱数を、所定の契機（例えば、スタ
ートスイッチ33の操作）で抽出するためのものである。
【００３２】
　なお、乱数発生手段は、カウンタ回路などによって構成されるため、乱数発生手段が発
生させる数値は、厳密には乱数ではない。ただ、スタートスイッチ33が操作されるタイミ
ングは、ランダムであると考えられるため、乱数抽出手段が抽出する数値は、実質的には
乱数として取り扱うことができる。
　また、役抽選テーブルは、乱数発生手段が発生させる範囲内の各乱数について、複数の
役のいずれかに当選か又はハズレかをあらかじめ定めたものである。
　また、判定手段は、乱数抽出手段が抽出した乱数と、役抽選テーブルとを照合して、複
数の役のいずれかに当選か又はハズレかの判定を行うためのものである。
【００３３】
　そして、役抽選手段110による役抽選で、いずれかの役に当選すると、当選した役に対
応するフラグが成立する。そして、このフラグの成立中に、いずれかの有効な入賞ライン
上に、役抽選で当選した役に対応する図柄の組み合わせが揃うと、その役に入賞となり、
遊技者に対して、メダルの払い出しや、特別遊技等の利益が付与される。
　（入賞判定手段120）
　入賞判定手段120は、すべての回転リール45の回転が停止した際における入賞ライン上
の図柄の組み合わせに基づいて、複数の役のいずれかに入賞か又は入賞なしかの判定を行
うためのものである。
【００３４】
　具体的には、入賞判定手段120は、３個すべての回転リール45の回転が停止した際に、
いずれかの有効な入賞ライン上に、役抽選で当選した役に対応する図柄の組み合わせが揃
うと、その役に入賞と判定し、一方、いずれの有効な入賞ライン上にも、いずれの役に対
応する図柄の組み合わせも揃わないと、入賞なしと判定する。
　（停止制御手段130）
　停止制御手段130は、役抽選手段110の抽選結果と、各ストップスイッチ34が操作された
際における対応する回転リール45の回転位置とに基づいて、各回転リール45の回転を停止
させるためのものである。
【００３５】
　具体的には、停止制御手段130は、各ストップスイッチ34が操作された際における対応
する回転リール45の回転位置を、対応するインデックスが検知されてから対応するストッ
プスイッチ34が操作されるまでの間における対応するステッピングモータのステップ数で
特定しつつ、役抽選手段110の抽選結果がいずれかの役に当選の場合には、各回転リール4
5の回転を停止させるに際し、当選した役に対応する図柄の組み合わせが、いずれかの有
効な入賞ライン上に極力揃うように、かつ、当選した役以外の役に対応する図柄の組み合
わせについては、いずれの有効な入賞ライン上にも揃わないように、引き込み制御及び蹴
飛ばし制御を行い、一方、役抽選手段110の抽選結果がハズレの場合には、各回転リール4
5の回転を停止させるに際し、いずれの有効な入賞ライン上にも、いずれの役に対応する
図柄の組み合わせも揃わないように、蹴飛ばし制御を行う。
【００３６】
　（特殊遊技抽選手段140）
　特殊遊技とは、遊技者にとって通常遊技よりも有利な遊技であって、特別遊技とは異な
る遊技をいう。
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　また、特殊遊技抽選手段140は、特殊遊技へ移行させるか否かを抽選で決定するための
ものである。
　本実施の形態では、特殊遊技を、有利遊技とするとともに、特殊遊技抽選手段140を、
有利遊技抽選手段としている。
　また、本実施の形態では、有利さの度合いが異なる複数態様の特殊遊技を実行可能とさ
れ、また、特殊遊技としては、成立した小役を遊技者に対して告知するアシストタイム（
ＡＴ）が実行される。
【００３７】
　具体的には、本実施の形態では、特殊遊技として、成立した小役を遊技者に対して５０
回の遊技にわたって告知するノーマルアシストタイム（ノーマルＡＴ）と、成立した小役
を遊技者に対して１００回の遊技にわたって告知するスーパーアシストタイム（スーパー
ＡＴ）とが実行可能とされる。つまり、本実施の形態では、成立した小役を遊技者に対し
て告知する遊技の回数によって、有利さの度合いを異ならせている。
　そして、本実施の形態では、特殊遊技抽選手段140は、いずれの態様の特殊遊技へ移行
させるか、又はいずれの態様の特殊遊技へも移行させないかを抽選で決定するように形成
されている。
【００３８】
　具体的には、本実施の形態では、特殊遊技抽選手段140は、役抽選手段110の抽選結果が
ボーナス当選（ＢＢ当選又はＲＢ当選）となると、それを契機に、スーパーＡＴへ移行さ
せるか、ノーマルＡＴへ移行させるか、又はいずれのＡＴへも移行させないか、を抽選で
決定するように形成されている。
　なお、本実施の形態では、特殊遊技抽選手段140による抽選でスーパーＡＴ又はノーマ
ルＡＴへ移行させる旨が決定されると、ボーナスゲーム（ＢＢゲーム又はＲＢゲーム）の
終了後に、後述する特殊遊技制御手段180によりスーパーＡＴ又はノーマルＡＴが実行さ
れる。
【００３９】
　（駆動順序抽選手段150）
　駆動順序抽選手段150は、各回転リール45の回転が開始する順序を抽選で決定するため
のものである。
　具体的には、本実施の形態では、左、中、右の３個の回転リール45（46,47,48）を備え
ている。このため、各回転リール45の回転が開始する順序としては、「左→中→右」「左
→右→中」「中→左→右」「中→右→左」「右→左→中」「右→中→左」の６通りある。
　そして、本実施の形態では、駆動順序抽選手段150は、役抽選手段110の抽選結果がボー
ナス当選（ＢＢ当選又はＲＢ当選）となった後の１回目（最初）の遊技で、スタートスイ
ッチ33の操作を契機に、３個の回転リール45の回転が開始する順序を、「左→中→右」「
左→右→中」「中→左→右」「中→右→左」「右→左→中」「右→中→左」の６通りのう
ちのいずれにするか、抽選で決定するように形成されている。
【００４０】
　（表示制御手段160）
　表示制御手段160は、表示部55に情報を表示させるためのものである。
　本実施の形態では、表示制御手段160は、入賞判定手段120によりボーナス入賞（ＢＢ入
賞又はＲＢ入賞）と判定されたことを契機に、左、中、右の３個の各表示部55にそれぞれ
所定の情報を表示させるように形成されている。つまり、本実施の形態では、表示制御手
段160による表示部55への情報の表示は、入賞判定手段120によるボーナス入賞との判定時
に行われる。
　具体的には、本実施の形態では、表示制御手段160は、特殊遊技抽選手段140による抽選
でいずれかの態様の特殊遊技へ移行させる旨が決定されたときには、駆動順序抽選手段15
0による抽選で１番目（最初）に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表
示部55に、特殊遊技抽選手段140による抽選で決定された態様の特殊遊技へ移行すること
を示唆する情報を表示させるとともに、同１番目（最初）に回転を開始すると決定された
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回転リール45以外の回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技抽選手段140による抽
選で決定された態様以外の態様の特殊遊技へ移行することを示唆する情報、又は特殊遊技
へは移行しないことを示唆する情報を表示させ、また、特殊遊技抽選手段140による抽選
でいずれの態様の特殊遊技へも移行させない旨が決定されたときには、駆動順序抽選手段
150による抽選で１番目（最初）に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する
表示部55に、特殊遊技へは移行しないことを示唆する情報を表示させるとともに、同１番
目（最初）に回転を開始すると決定された回転リール45以外の回転リール45に対応する表
示部55に、いずれかの態様の特殊遊技へ移行することを示唆する情報を表示させるように
形成されている。
【００４１】
　より具体的には、本実施の形態では、表示制御手段160は、特殊遊技抽選手段140による
抽選で特殊遊技としての「スーパーＡＴ」へ移行させる旨が決定されたときには、入賞判
定手段120によりボーナス入賞と判定されたことを契機に、駆動順序抽選手段150による抽
選で１番目（最初）に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、
特殊遊技抽選手段140による抽選で決定された態様の特殊遊技であるスーパーＡＴへ移行
することを示唆する情報である「ＳＵＰＥＲ　ＷＩＮ」の文字を表示させるとともに、同
２番目に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55、および同３番目
（最後）に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55のうち、一方に
、特殊遊技抽選手段140による抽選で決定された態様以外の態様の特殊遊技であるノーマ
ルＡＴへ移行することを示唆する情報である「ＷＩＮ」の文字を、他方に、特殊遊技へは
移行しないことを示唆する情報である「ＬＯＳＥ」の文字を、それぞれ表示させる。
【００４２】
　また、表示制御手段160は、特殊遊技抽選手段140による抽選で特殊遊技としての「ノー
マルＡＴ」へ移行させる旨が決定されたときには、入賞判定手段120によりボーナス入賞
と判定されたことを契機に、駆動順序抽選手段150による抽選で１番目（最初）に回転を
開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技抽選手段140による
抽選で決定された態様の特殊遊技であるノーマルＡＴへ移行することを示唆する情報であ
る「ＷＩＮ」の文字を表示させるとともに、同２番目に回転を開始すると決定された回転
リール45に対応する表示部55、および同３番目（最後）に回転を開始すると決定された回
転リール45に対応する表示部55のうち、一方に、特殊遊技抽選手段140による抽選で決定
された態様以外の態様の特殊遊技であるスーパーＡＴへ移行することを示唆する情報であ
る「ＳＵＰＥＲ　ＷＩＮ」の文字を、他方に、特殊遊技へは移行しないことを示唆する情
報である「ＬＯＳＥ」の文字を、それぞれ表示させる。
【００４３】
　また、表示制御手段160は、特殊遊技抽選手段140による抽選でいずれの態様の特殊遊技
へも移行させない旨が決定されたときには、入賞判定手段120によりボーナス入賞と判定
されたことを契機に、駆動順序抽選手段150による抽選で１番目（最初）に回転を開始す
ると決定された回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技へは移行しないことを示唆
する情報である「ＬＯＳＥ」の文字を表示させるとともに、同２番目に回転を開始すると
決定された回転リール45に対応する表示部55、および同３番目（最後）に回転を開始する
と決定された回転リール45に対応する表示部55のうち、一方に、特殊遊技としてのスーパ
ーＡＴへ移行することを示唆する情報である「ＳＵＰＥＲ　ＷＩＮ」の文字を、他方に、
特殊遊技としてのノーマルＡＴへ移行することを示唆する情報である「ＷＩＮ」の文字を
、それぞれ表示させる。
【００４４】
　例えば、特殊遊技抽選手段140による抽選で、「スーパーＡＴ」へ移行させる旨が決定
され、かつ、駆動順序抽選手段150による抽選で、各回転リール45の回転開始順序が「左
→中→右」と決定されたとする。この場合、表示制御手段160は、入賞判定手段120により
ボーナス入賞と判定されたことを契機に、１番目（最初）に回転を開始すると決定された
回転リール45である左リール46に対応する左表示部56に、決定された態様の特殊遊技であ
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るスーパーＡＴへ移行することを示唆する情報である「ＳＵＰＥＲ　ＷＩＮ」の文字を表
示させるとともに、２番目に回転を開始すると決定された回転リール45である中リール47
に対応する中表示部57には、決定とは異なる態様の特殊遊技であるノーマルＡＴへ移行す
ることを示唆する情報である「ＷＩＮ」の文字を、３番目（最後）に回転を開始すると決
定された回転リール45である右リール48に対応する右表示部58には、特殊遊技へは移行し
ないことを示唆する情報である「ＬＯＳＥ」の文字を、それぞれ表示させる。なお、中表
示部57に「ＬＯＳＥ」の文字を表示させるとともに、右表示部58に「ＷＩＮ」の文字を表
示させることもある。
【００４５】
　（時間差駆動制御手段170）
　時間差駆動制御手段170は、表示制御手段160により表示部55への情報の表示が行われた
後の所定時に、駆動順序抽選手段150による抽選で決定された順序に従って、各回転リー
ル45の回転を順次開始させるためのものである。
　上述したように、本実施の形態では、表示制御手段160による表示部55への情報の表示
は、入賞判定手段120によるボーナス入賞との判定時に行われる。そして、本実施の形態
では、ボーナス入賞後の１回目（最初）の遊技を、表示制御手段160により表示部55への
情報の表示が行われた後の所定時としている。
【００４６】
　具体的には、本実施の形態では、時間差駆動制御手段170は、ボーナス入賞後の１回目
（最初）の遊技において、スタートスイッチ33の操作を契機に、駆動順序抽選手段150に
よる抽選で決定された順序に従って、各回転リール45の回転を順次開始させる。
　例えば、駆動順序抽選手段150による抽選で、各回転リール45の回転開始順序が「左→
中→右」と決定されたとする。この場合に、時間差駆動制御手段170は、ボーナス入賞後
の１回目（最初）の遊技において、スタートスイッチ33の操作を契機に、左リール46、中
リール47、右リール48の順に、これらの回転を順次開始させる。
　（特殊遊技制御手段180）
　特殊遊技制御手段180は、特殊遊技を制御するためのものである。
【００４７】
　本実施の形態では、特殊遊技制御手段180を、有利遊技制御手段としている。
　また、本実施の形態では、特殊遊技制御手段180は、特殊遊技抽選手段140による抽選で
特殊遊技へ移行させる旨が決定されたことを条件に、時間差駆動制御手段170により各回
転リール45の回転が開始された後の所定時に、特殊遊技を開始する。
　また、本実施の形態では、特殊遊技制御手段180は、特殊遊技として、表示装置50とし
ての液晶ディスプレイに、役抽選手段110の抽選結果を示唆する情報を表示させることに
より、成立した小役を遊技者に対して告知する、という態様の遊技を行う。このような態
様の特殊遊技は、アシストタイム（ＡＴ）などと呼ばれるものである。また、遊技者は、
液晶ディスプレイに表示された情報を見て、成立した小役に対応する図柄をいずれかの入
賞ライン上に停止させるようタイミングを図ってストップスイッチ33を操作することによ
り、告知がない場合と比較してより多くの小役入賞を引き当てることができ、ひいてはよ
り多くの枚数のメダルを獲得することができる。これにより、特殊遊技としてのアシスト
タイム（ＡＴ）は、遊技者にとって通常遊技よりも有利な遊技となっている。
【００４８】
　また、本実施の形態では、特殊遊技制御手段180は、特殊遊技として、成立した小役を
遊技者に対して５０回の遊技にわたって告知するノーマルアシストタイム（ノーマルＡＴ
）と、成立した小役を遊技者に対して１００回の遊技にわたって告知するスーパーアシス
トタイム（スーパーＡＴ）とを実行する。このように、成立した小役を遊技者に対して告
知する遊技の回数を異ならせることにより、有利さの度合いが異なる複数態様の特殊遊技
を実行可能とされている。
　また、本実施の形態では、特殊遊技抽選手段140による抽選で特殊遊技としての「スー
パーＡＴ」へ移行させる旨が決定されると、特殊遊技制御手段180は、特殊遊技としての
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「スーパーＡＴ」を実行し、また、特殊遊技抽選手段140による抽選で特殊遊技としての
「ノーマルＡＴ」へ移行させる旨が決定されると、特殊遊技制御手段180は、特殊遊技と
しての「ノーマルＡＴ」を実行する。
【００４９】
　また、本実施の形態では、時間差駆動制御手段170による各回転リール45の時間差をも
っての回転開始は、ボーナス入賞後の１回目（最初）の遊技に行われる。そして、本実施
の形態では、ボーナスゲーム終了後を、時間差駆動制御手段170により各回転リール45の
回転が開始された後の所定時としている。
　また、本実施の形態では、スーパーＡＴの終了条件は、成立した小役を遊技者に対して
告知する遊技が１００回実行されたことであり、また、ノーマルＡＴの終了条件は、成立
した小役を遊技者に対して告知する遊技が５０回実行されたことである。
　例えば、特殊遊技抽選手段140による抽選でスーパーＡＴへ移行させる旨が決定され、
その後、ボーナス入賞が引き当てられてボーナスゲームへ移行し、その後、所定の終了条
件が満たされることによりボーナスゲームが終了すると、特殊遊技制御手段180は、その
後の１回目（最初）の遊技から、特殊遊技としてのスーパーＡＴを開始し、その後、所定
の終了条件が満たされると、特殊遊技としてのスーパーＡＴを終了する。
【００５０】
　（スロットマシン10の動作）
　以下、図３に示すフローチャートに基づいて、本実施の形態に係るスロットマシン10の
動作の概略を説明する。
　ステップ１０１において、遊技制御手段60により、スタートスイッチ33が操作されたか
否かの判断が行われる。ここで、操作されたと判断されると、次のステップ１０２に進む
。一方、操作されていないと判断されると、再度ステップ１０１となる。
　ステップ１０２において、役抽選手段110により、役抽選が行われる。そして、次のス
テップ１０３に進む。
【００５１】
　ステップ１０３において、特殊遊技抽選手段140により、役抽選手段110の抽選結果がボ
ーナス当選（ＢＢ当選又はＲＢ当選）となったか否か、およびボーナスフラグが持ち越さ
れているか否かの判断が行われる。ここで、ボーナス当選となったと判断されると、ある
いはボーナスフラグが持ち越されていると判断されると、次のステップ１０４に進む。一
方、ボーナス当選とはならず、ボーナスフラグも持ち越されていないと判断されると、ス
テップ１０４をスキップして、ステップ１０５に進む。
　ステップ１０４において、特殊遊技抽選手段140により、いずれの態様の特殊遊技へ移
行させるか又はいずれの態様の特殊遊技へも移行させないかが抽選で決定される。そして
、次のステップ１０５に進む。
【００５２】
　ステップ１０５において、駆動順序抽選手段150により、ボーナス当選後の１回目（最
初）の遊技か否かの判断が行われる。ここで、ボーナス当選後の１回目の遊技であると判
断されると、次のステップ１０６に進む。一方、ボーナス当選後の１回目の遊技ではない
と判断されると、ステップ１０６をスキップして、ステップ１０７に進む。
　ステップ１０６において、駆動順序抽選手段150により、各回転リール45の回転を開始
させる順序が抽選で決定される。そして、次のステップ１０７に進む。
　ステップ１０７において、時間差駆動制御手段170により、ボーナス入賞（ＢＢ入賞又
はＲＢ入賞）後の１回目（最初）の遊技か否かの判断が行われる。ここで、ボーナス入賞
後の１回目の遊技であると判断されると、次のステップ１０８に進む。一方、ボーナス入
賞後の１回目の遊技ではないと判断されると、ステップ１０８をスキップして、ステップ
１０９に進む。
【００５３】
　ステップ１０８において、時間差駆動制御手段170により、駆動順序抽選手段150による
抽選で決定された順序に従って、各回転リール45の回転が順次開始される。そして、ステ
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ップ１１０に進む。
　ステップ１０９において、遊技制御手段60により、各回転リール45の回転が同時に開始
される。そして、ステップ１１０に進む。
　ステップ１１０において、遊技制御手段60により、ストップスイッチ34が操作されたか
否かの判断が行われる。ここで、ストップスイッチ34が操作されたと判断されると、次の
ステップ１１１に進む。一方、ストップスイッチ34が操作されていないと判断されると、
再度ステップ１１０となる。
【００５４】
　ステップ１１１において、停止制御手段130により、操作されたストップスイッチ34に
対応する回転リール45の停止制御が行われる。そして、次のステップ１１２に進む。
　ステップ１１２において、遊技制御手段60により、３個すべての回転リール45の回転が
停止したか否かの判断が行われる。ここで、３個すべての回転リール45の回転が停止した
と判断されると、次のステップ１１３に進む。一方、まだ回転中の回転リール45があると
判断されると、ステップ１１０に戻る。
　ステップ１１３において、表示制御手段160により、ボーナス入賞（ＢＢ入賞又はＲＢ
入賞）が引き当てられたか否かの判断が行われる。ここで、ボーナス入賞が引き当てられ
たと判断されると、次のステップ１１４に進む。一方、ボーナス入賞が引き当てられなか
ったと判断されると、ステップ１１４からステップ１１６をスキップして、ステップ１１
７に進む。
【００５５】
　ステップ１１４において、表示制御手段160により、特殊遊技抽選手段140による抽選で
いずれかの特殊遊技へ移行させる旨が決定されたか否かの判断が行われる。ここで、いず
れかの特殊遊技へ移行させる旨が決定されたと判断されると、次のステップ１１５に進む
。一方、いずれの態様の特殊遊技へも移行させない旨が決定されたと判断されると、ステ
ップ１１５をスキップして、ステップ１１６に進む。
　ステップ１１５において、表示制御手段160により、駆動順序抽選手段150による抽選で
１番目に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技抽選
手段140による抽選で決定された態様の特殊遊技への移行を示唆する情報が表示される。
そして、ステップ１１７に進む。
【００５６】
　ステップ１１６において、表示制御手段160により、駆動順序抽選手段150による抽選で
１番目に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技へは
移行しない旨を示唆する情報が表示される。そして、ステップ１１７に進む。
　ステップ１１７において、入賞判定手段120により、いずれかの役に入賞したか否かの
判断が行われる。ここで、いずれかの役に入賞したと判断されると、次のステップ１１８
に進む。一方、いずれの役にも入賞していないと判断されると、つまり、入賞なしと判断
されると、ステップ１１８をスキップして、１回の遊技に係る処理は終了する。
　ステップ１１８において、遊技制御手段60により、入賞した役に対応する枚数のメダル
の払い出しが行われる。そして、１回の遊技に係る処理は終了する。
【００５７】
　（作用・効果）
　以上説明したように、本実施の形態では、各回転リール45にそれぞれ対応して表示部55
が設けられている。
　また、役抽選手段110の抽選結果がボーナス当選（ＢＢ当選又はＲＢ当選）となると、
特殊遊技抽選手段140により、いずれの態様の特殊遊技へ移行させるか、又はいずれの態
様の特殊遊技へも移行させないかの抽選が行われる。
　また、ボーナス当選後の１回目の遊技で、駆動順序抽選手段150により、各回転リール4
5の回転開始順序が抽選で決定される。
【００５８】
　また、いずれかの態様の特殊遊技へ移行させる旨が決定されたときには、ボーナス入賞
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（ＢＢ入賞又はＲＢ入賞）時に、１番目に回転開始すると決定された回転リール45に対応
する表示部55に、決定された態様の特殊遊技へ移行することを示唆する情報が表示される
とともに、２番目に回転開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55、および
３番目に回転開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55のうち、一方には、
決定された態様とは異なる態様の特殊遊技へ移行することを示唆する情報が、他方には、
特殊遊技へは移行しない旨を示唆する情報が、それぞれ表示される。
　また、いずれの特殊遊技へも移行しない旨が決定されたときには、ボーナス入賞時に、
１番目に回転開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技へは移
行しない旨を示唆する情報が表示されるとともに、２番目に回転開始すると決定された回
転リール45に対応する表示部55、および３番目に回転開始すると決定された回転リール45
に対応する表示部55のうち、一方には、一の特殊遊技へ移行することを示唆する情報が、
他方には、他の特殊遊技へ移行することを示唆する情報が、それぞれ表示される。
【００５９】
　また、ボーナス入賞後の１回目の遊技で、決定された順序に従って、各回転リール45が
順次回転開始する。
　そして、いずれかの態様の特殊遊技へ移行させる旨が決定されたときには、ボーナスゲ
ーム（ＢＢゲーム又はＲＢゲーム）が終了すると、決定された態様の特殊遊技が開始され
る。
　このように、本実施の形態では、１番目に回転を開始すると決定された回転リール45に
対応する表示部55には、特殊遊技への移行の有無を示唆するとともに、移行する特殊遊技
の有利さの度合いをも示唆する、正しい情報が表示され、それ以外の回転リール45に対応
する表示部55には、ガセの情報が表示され、その後、決定された順序に従って、各回転リ
ール45の回転が開始することから、遊技者から見れば、各回転リール45の回転開始前は、
いずれの表示部55に表示された情報が正しい情報なのかわからず、その後、１番目に回転
を開始した回転リール45に対応する表示部55に表示された情報が、特殊遊技への移行の有
無を示唆するとともに、移行する特殊遊技の有利さの度合いをも示唆する、正しい情報で
あり、それ以外の表示部55に表示された情報は、ガセの情報であるとわかるので、遊技者
に対してより強烈なインパクトを与えることができるとともに、回転リール45を利用した
演出のバリエーションをより広げることができ、その上、回転リール45を利用した演出が
単調にならないようにすることができる。
【００６０】
　（変形例）
　なお、上記実施の形態では、特殊遊技を有利遊技としたが、これに限られるものではな
く、例えば、特別遊技を有利遊技としてもよい。また、特別遊技を有利遊技とする場合に
あっては、例えば、複数の役のいずれかに当選か又はハズレかの抽選を行うための「役抽
選手段110」や、持ち越されている（ストックされている）特別遊技当選を放出するか否
かの抽選を行うための「放出抽選手段」が、有利遊技抽選手段となるとともに、特別遊技
を制御するための「特別遊技制御手段80」が、有利遊技制御手段となる。
　また、上記実施の形態では、役抽選手段110の抽選結果がボーナス当選（ＢＢ当選又は
ＲＢ当選）となった後の１回目（最初）の遊技で、スタートスイッチ33の操作を契機に、
駆動順序抽選手段150により、各回転リール45の回転開始順序が抽選で決定され、その後
、入賞判定手段120によりボーナス入賞（ＢＢ入賞又はＲＢ入賞）と判定されたことを契
機に、表示制御手段160により、左、中、右の３個の各表示部55にそれぞれ所定の情報が
表示され、その後、ボーナス入賞後の１回目（最初）の遊技で、スタートスイッチ33の操
作を契機に、駆動順序抽選手段150による抽選で決定された順序に従って、時間差駆動制
御手段170により、各回転リール45の回転が順次開始されるとしたが、これに限られるも
のではない。
【００６１】
　駆動順序抽選手段150が各回転リール45の回転開始順序の抽選を行うタイミングは、役
抽選手段110の抽選結果がボーナス当選（ＢＢ当選又はＲＢ当選）となった後、各回転リ
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ール45の回転が順次開始する前の間であれば、いつでもよく、また、表示制御手段160が
各表示部55にそれぞれ所定の情報を表示するタイミングは、駆動順序抽選手段150により
各回転リール45の回転開始順序が抽選で決定された後、各回転リール45の回転が順次開始
する前の間であれば、いつでもよい。
　具体的には、例えば、入賞判定手段120によりボーナス入賞（ＢＢ入賞又はＲＢ入賞）
と判定されたことを契機に、駆動順序抽選手段150により、各回転リール45の回転開始順
序が抽選で決定され、その後、表示制御手段160により、左、中、右の３個の各表示部55
にそれぞれ所定の情報が表示され、その後、ボーナス入賞後の１回目（最初）の遊技で、
スタートスイッチ33の操作を契機に、駆動順序抽選手段150による抽選で決定された順序
に従って、時間差駆動制御手段170により、各回転リール45の回転が順次開始されるよう
にしてもよい。
【００６２】
　ところで、上記実施の形態では、役抽選手段110の抽選結果がボーナス当選（ＢＢ当選
又はＲＢ当選）となった遊技で、ボーナス入賞（ＢＢ入賞又はＲＢ入賞）を引き当て得る
が、このような場合にこそ、入賞判定手段120によりボーナス入賞（ＢＢ入賞又はＲＢ入
賞）と判定されたことを契機に、駆動順序抽選手段150により、各回転リール45の回転開
始順序を抽選で決定し、その後、表示制御手段160により、左、中、右の３個の各表示部5
5にそれぞれ所定の情報を表示し、その後、ボーナス入賞後の１回目（最初）の遊技で、
スタートスイッチ33の操作を契機に、駆動順序抽選手段150による抽選で決定された順序
に従って、時間差駆動制御手段170により、各回転リール45の回転を順次開始するように
することができる。
【００６３】
　さらに、駆動順序抽選手段150については、例えば、ボーナス入賞（ＢＢ入賞又はＲＢ
入賞）となった後の１回目（最初）の遊技で、ベットスイッチ32やスタートスイッチ33の
操作を契機に、各回転リール45の回転開始順序を抽選で決定するようにしてもよい。
　また、例えば、特殊遊技抽選手段140による抽選で特殊遊技へ移行させる旨が決定され
たときには、表示制御手段160が、左、中、右のすべての各表示部55に、特殊遊技へ移行
する旨を示唆する情報を表示することで、特殊遊技へ移行することが確定していることを
示唆するようにしてもよい。
　また、時間差駆動制御手段170は、例えば、駆動順序抽選手段150による抽選で１番目に
回転開始すると決定された回転リール45について回転を開始させた後に、同２番目に回転
開始すると決定された回転リール45と同３番目に回転開始すると決定された回転リール45
とについて同時に回転を開始させるようにしてもよい。
【００６４】
　また、時間差駆動制御手段170は、例えば、「事前演出動作（煽り動作）」を行い、そ
の後、「本演出動作」を行い、その後、「通常動作」を行うようにしてもよく、また、「
事前演出動作」を行うことなく「本演出動作」を行い、その後、「通常動作」を行うよう
にしてもよい。
　ここで、「事前演出動作」とは、各回転リール45の演出としての動作であって有利遊技
への移行の有無の報知には関わらない動作をいい、また、「本演出動作」とは、各回転リ
ール45の演出としての動作であって有利遊技への移行の有無の報知に関わる動作をいい、
また、「通常動作」とは、すべての回転リール45を通常の方向（正方向）に通常の速度で
回転させる動作をいう。
【００６５】
　この場合、駆動順序抽選手段150は、各回転リール45の「本演出動作」が開始する順序
を抽選で決定するためものとなり、また、表示制御手段160は、有利遊技抽選手段（特殊
遊技抽選手段140）による抽選で有利遊技（特殊遊技）へ移行させる旨が決定されたとき
には、駆動順序抽選手段150による抽選でｍ番目（ｎ≧ｍ≧１、例えばｍ＝１）に「本演
出動作」を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、有利遊技（特殊遊
技）へ移行することを示唆する情報を表示し、有利遊技抽選手段（特殊遊技抽選手段140
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）による抽選で有利遊技（特殊遊技）へは移行させない旨が決定されたときには、駆動順
序抽選手段150による抽選でｍ番目（例えばｍ＝１）に回転を開始すると決定された回転
リール45に対応する表示部55に、有利遊技（特殊遊技）へは移行しないことを示唆する情
報を表示するためのものとなり、また、時間差駆動制御手段170は、表示制御手段160によ
り表示部55への情報の表示が行われた後の所定時に、駆動順序抽選手段150による抽選で
決定された順序に従って、各回転リール45の「本演出動作」を順次開始させるためのもの
となる。
【００６６】
　そうすると、ｍ番目に「本演出動作」を開始した回転リール45に対応する表示部55に表
示された情報が、「有利遊技抽選手段（特殊遊技抽選手段140）の抽選結果に対応した情
報」、つまり、「正しい情報」となる。
　そして、本演出動作の後、「通常動作」になると、各ストップスイッチ34の操作が有効
、つまり、「停止可」の状態になり、このとき、いずれかのストップスイッチ34を操作す
ると、当該ストップスイッチ34に対応した回転リール45の回転が停止する。
　また、時間差駆動制御手段170は、「事前演出動作」として、例えば、（１）複数個の
回転リール45のうちの全部又は一部を上下にガクガクと揺らす、（２）複数個の回転リー
ル45のうちの全部又は一部を通常の方向（正方向）に通常とは異なる速度（通常よりも低
速、または通常よりも高速）で回転させる、（３）複数個の回転リール45のうちの全部又
は一部（一部の場合、少なくとも２個以上）を通常の方向にそれぞれ異なる速度で回転さ
せる、（４）複数個の回転リール45のうちの全部又は一部を通常とは反対方向（逆方向）
にいずれかの速度で回転させる、などの動作を行うことができる。
【００６７】
　また、時間差駆動制御手段170は、「本演出動作」として、駆動順序抽選手段150による
抽選で決定された順序に従って、例えば、（１）各回転リール45の回転が停止した状態か
ら、通常の方向（正方向）かつ通常の速度での回転を「順次開始」させる、（２）各回転
リール45の回転が停止した状態から、通常とは反対方向（逆方向）にいずれかの速度での
回転を「順次開始（順次逆転）」させる、（３）事前演出動作で各回転リール45が通常の
方向に通常とは異なる速度（通常よりも低速、または通常よりも高速）で既に回転してい
る場合に、その回転を停止させることなく、通常の方向かつ通常の速度での回転に「順次
変化（順次加速、または順次減速）」させる、（４）事前演出動作で各回転リール45が通
常とは反対方向にいずれかの速度で既に回転している場合に、通常の方向かつ通常の速度
での回転に「順次変化（順次反転）」させる、（５）事前演出動作で各回転リール45がい
ずれかの方向にいずれかの速度で既に回転している場合に、その回転を「順次一旦停止」
させる、（６）事前演出動作で各回転リール45がいずれかの方向にいずれかの速度で既に
回転している場合に、その回転方向とは反対方向にいずれかの速度で「順次回転（順次反
転）」させる、などの動作を行うことができる。
【００６８】
　なお、各「事前演出動作」と各「本演出動作」との組み合わせは、適宜行うことができ
るものであり、また、複数の「事前演出動作」の組み合わせも、適宜行うことができるも
のである。
　また、「本演出動作」として、上記の（１）で示したように、通常の方向かつ通常の速
度での回転を開始させたり、上記の（３）および（４）で示したように、通常の方向かつ
通常の速度での回転に変化させる場合があるが、この場合には、「本演出動作」と「通常
動作」とが一体的・連続的に行われることとなる。
　以下更に、時間差駆動制御手段170による各回転リール45の動作パターンを示す。
【００６９】
　具体的には、時間差駆動制御手段170は、例えば、「事前演出動作」として、各回転リ
ール45を上下にガクガクと揺らし、その後、「本演出動作」として、駆動順序抽選手段15
0による抽選で決定された順序に従って、各回転リール45の通常の方向かつ通常の速度で
の回転を「順次開始」させ、その後、この本演出動作と一体的・連続的に「通常動作」へ
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と移行させることができる。
　また、時間差駆動制御手段170は、例えば、「事前演出動作」として、一部の回転リー
ル45だけを上下にガクガクと揺らして、その回転リール45があたかも回転し始めるかのよ
うな煽りを行い、その後、「本演出動作」として、駆動順序抽選手段150による抽選で決
定された順序に従って、各回転リール45の通常の方向かつ通常の速度での回転を「順次開
始」させ、その後、この本演出動作と一体的・連続的に「通常動作」へと移行させること
ができる。
【００７０】
　また、時間差駆動制御手段170は、例えば、「事前演出動作」として、各回転リール45
を通常の方向に通常よりも低速で回転させ、その後、この低速回転の状態から、「本演出
動作」として、駆動順序抽選手段150による抽選で決定された順序に従って、各回転リー
ル45の回転を通常の方向かつ通常の速度での回転に「順次変化（順次加速）」させ、その
後、この本演出動作と一体的・連続的に「通常動作」へと移行させることができる。
　また、時間差駆動制御手段170は、例えば、「事前演出動作」として、各回転リール45
を通常の方向にそれぞれ異なる速度で回転させ、その後、同じく「事前演出動作」として
、各回転リール45を通常とは反対方向にいずれかの速度で回転させ、その後、「本演出動
作」として、駆動順序抽選手段150による抽選で決定された順序に従って、各回転リール4
5の回転を通常の方向かつ通常の速度での回転に「順次変化（順次反転）」させ、その後
、この本演出動作と一体的・連続的に「通常動作」へと移行させることができる。
【００７１】
　また、時間差駆動制御手段170は、例えば、「事前演出動作」として、各回転リール45
を通常とは反対方向にいずれかの速度で回転させ、その後、「本演出動作」として、駆動
順序抽選手段150による抽選で決定された順序に従って、その回転を「順次一旦停止」さ
せ、その後、「通常動作」として、各回転リール45を通常の方向に通常の速度で回転させ
ることができる。
　また、時間差駆動制御手段170は、例えば、「事前演出動作」として、各回転リール45
を通常の方向にそれぞれ異なる速度で回転させ、その後、「本演出動作」として、駆動順
序抽選手段150による抽選で決定された順序に従って、各回転リール45の通常とは反対方
向の回転を「順次開始（順次反転）」させ、その後、「通常動作」として、各回転リール
45を通常の方向に通常の速度で回転させることができる。
【００７２】
　また、時間差駆動制御手段170は、例えば、「事前演出動作」を行うことなく「本演出
動作」として、駆動順序抽選手段150による抽選で決定された順序に従って、各回転リー
ル45の通常とは反対方向の回転を「順次開始（順次逆転）」させ、その後、「通常動作」
として、各回転リール45を通常の方向に通常の速度で回転させることができる。
　また、各回転リール45の回転方向について、通常の方向（正方向）とは、遊技機の前面
に向かって左側から見て右回り（時計回り）、同右側から見て左回り（反時計回り）を意
味し、通常とは反対方向（逆方向）とは、遊技機の前面に向かって左側から見て左回り（
反時計回り）、同右側から見て右回り（時計回り）を意味するものである。
【００７３】
　また、上記実施の形態では、特殊遊技として、成立した小役を遊技者に対して告知する
アシストタイム（ＡＴ）を実行するとしたが、ＡＴに限られるものではなく、例えば、再
遊技当選の当選確率を通常遊技よりも高く設定したリプレイタイム（ＲＴ）を実行するよ
うにしてもよく、また、いずれかの回転リール45の滑りコマ数を０コマ又は１コマにする
ことにより、いわゆる目押しを可能としたチャレンジタイム（ＣＴ）を実行するようにし
てもよい。
　また、上記実施の形態では、アシストタイム（ＡＴ）は、成立した小役を遊技者に対し
て告知する遊技であるとしたが、これに限られるものではない。アシストタイム（ＡＴ）
としては、例えば、成立した小役が入賞可能となるストップスイッチ34の操作順序（いわ
ゆる「押し順」）を報知するタイプのものもある。
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【００７４】
　また、上記実施の形態では、特殊遊技制御手段180は、告知をする遊技の回数が所定の
回数に達したことを、特殊遊技の終了条件としたが、これに限られるものではなく、例え
ば、特殊遊技開始後の遊技の回数が所定の回数に達したことを、特殊遊技の終了条件とす
るようにしてもよい。
　また、上記実施の形態では、表示部55として、液晶ディスプレイを用いたが、液晶ディ
スプレイに限られるものではなく、例えば、７セグメントＬＥＤや、ドットマトリクスな
どを用いてもよい。
　また、上記実施の形態では、１個の液晶ディスプレイを設け、この１個の液晶ディスプ
レイの画面を３個の各回転リール45にそれぞれ対応して３個の部分に分割し、分割した各
部分をそれぞれ表示部55としたが、これに限られるものではなく、例えば、３個の各回転
リール45にそれぞれ対応して３個の液晶ディスプレイを設け、各液晶ディスプレイの画面
をそれぞれ表示部55としてもよい。
【００７５】
　また、上記実施の形態では、１番目（最初）に回転を開始すると決定された回転リール
45に対応する表示部55に、特殊遊技抽選手段140の抽選結果に対応（一致・合致）した情
報を表示し、２番目および３番目（最後）に回転を開始すると決定された回転リール45に
対応する表示部55に、特殊遊技抽選手段140の抽選結果には対応（一致・合致）しない情
報を表示するとしたが、これに限られるものではなく、例えば、２番目に回転を開始する
と決定された回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技抽選手段140の抽選結果に対
応（一致・合致）した情報を表示し、１番目（最初）および３番目（最後）に回転を開始
すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技抽選手段140の抽選結果
には対応（一致・合致）しない情報を表示するようにしてもよく、また、３番目（最後）
に回転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技抽選手段14
0の抽選結果に対応（一致・合致）した情報を表示し、１番目（最初）および２番目に回
転を開始すると決定された回転リール45に対応する表示部55に、特殊遊技抽選手段140の
抽選結果には対応（一致・合致）しない情報を表示するようにしてもよい。この場合、何
番目に回転を開始した回転リール45に対応する表示部55に表示された情報が正しい情報で
あるかを、事前に表示することが好適である。このようにしても、遊技者が注目する回転
リール45および表示部55が異なるだけで、上記実施の形態と同様の作用・効果が得られる
のである。
【００７６】
　また、例えば、表示制御手段160は、表示部55に、「左→中→右」＝「ＷＩＮ」、「中
→右→左」＝「ＬＯＳＥ」、「右→中→左」＝「ＳＵＰＥＲ　ＷＩＮ」、のように、各回
転リール45の回転開始の順序と特殊遊技抽選手段140の抽選結果とを対応させた情報であ
ってこれらの対応関係が異なるものを複数表示し、実際に各回転リール45の回転が開始し
た順序に対応した情報によって、特殊遊技抽選手段140の正しい抽選結果を遊技者に対し
て報知することもできる。上記実施の形態では、各回転リール45の回転開始の順序は、「
左→中→右」「左→右→中」「中→左→右」「中→右→左」「右→左→中」「右→中→左
」の６通りあり、また、特殊遊技への移行の有無を示唆する情報は、「ＬＯＳＥ」「ＷＩ
Ｎ」「ＳＵＰＥＲ　ＷＩＮ」の３通りあるが、対応関係が正しい情報を１つと、対応関係
が正しくない情報を１つ以上最大５つまでとを、表示制御手段160が表示部55に表示する
ようにする。対応関係が正しくない情報については、適宜選択して組み合わせることがで
きる。このようにしても、上記実施の形態と同様の作用・効果が得られるのである。
【符号の説明】
【００７７】
45　回転リール
55　表示部
140  特殊遊技抽選手段
150  駆動順序抽選手段
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160  表示制御手段
170  時間差駆動制御手段
180  特殊遊技制御手段
                                                                                



(21) JP 5358307 B2 2013.12.4

【図１】
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【図２】
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【図３】
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