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(57)【要約】
【課題】遊技の途中で遊技者の期待感を減退させること
がなく、遊技者の期待感を遊技の開始から終了まで維持
することができる遊技台を提供する。
【解決手段】遊技台が備える複数種類の役には、少なく
とも２種類の役に同時に内部当選可能な同時当選役が含
まれ、遊技台のリール停止制御手段は、抽選手段の抽選
によって同時当選役に内部当選した場合に、複数のリー
ルのうち、いずれかのリールの回転を停止させる停止制
御を行ったときに、その後の停止予定リールに対して、
停止させたリールによって表示窓上に停止表示された図
柄を含む図柄組合せからなる役に対応した停止制御を行
う。
【選択図】図３１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の図柄が施された複数のリールと、
　各々の前記リールに対応して設けられ、前記リールの回転を個別に停止させるための停
止操作手段と、
　予め定められた抽選データを用いて、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判定
する抽選手段と、
　前記抽選手段の抽選結果に基づいて前記リールの回転の停止に関する停止制御を行うリ
ール停止制御手段と、
　表示窓上に予め設定された有効ライン上に停止表示される前記リールの図柄組合せが前
記内部当選した役に対応して予め定められた図柄組合せであるか否かの判定をする判定手
段と、を備え、
　前記複数種類の役には、
　少なくとも２種類の役に同時に内部当選可能な同時当選役が含まれ、
　前記リール停止制御手段は、
　前記抽選手段の抽選によって前記同時当選役に内部当選した場合に、前記複数のリール
のうち、いずれかのリールの回転を停止させる停止制御を行ったときに、その後の停止予
定リールに対して、停止させたリールによって前記表示窓上に停止表示された図柄を含む
図柄組合せからなる役に対応した停止制御を行うことを特徴とする、
　遊技台。
【請求項２】
　前記同時当選役は、
　少なくとも、前記リールを停止させるための前記停止操作手段の操作から引き込み範囲
内に特定図柄がある場合に、その特定図柄を前記表示窓上に停止表示させることが可能な
第１役と、前記リールを停止させるための前記停止操作手段の操作から引き込み範囲内に
前記特定図柄とは異なる所定図柄がある場合に、その所定図柄を前記表示窓上に停止表示
させることが可能な第２役に同時に内部当選可能であり、
　前記所定図柄は、
　前記停止操作手段の操作タイミングに関わらず前記表示窓上に停止表示させることが可
能な位置に分散されて前記リールに施されており、
　前記リール停止制御手段は、
　前記同時当選役に内部当選した場合に前記引き込み範囲内に前記特定図柄があるときは
、その特定図柄を前記表示窓上に停止表示させる停止制御を行い、前記同時当選役に内部
当選した場合に前記引き込み範囲内に前記特定図柄がないときは、その特定図柄に替えて
前記所定図柄を前記表示窓上に停止表示させる停止制御を行うことを特徴とする、
　請求項１に記載の遊技台。
【請求項３】
　前記同時当選役は、
　少なくとも、特定図柄を含む図柄組合せからなる役と、前記特定図柄を含まない図柄組
合せからなる役に同時に内部当選可能であり、
　前記リール停止制御手段は、
　前記同時当選役に内部当選した場合に前記リールを停止させるための前記停止操作手段
の操作から引き込み範囲内に前記特定図柄があるときは、その特定図柄を前記表示窓上に
停止表示させる停止制御を行い、その後の停止予定リールに対して、前記特定図柄を含む
図柄組合せからなる役に対応した停止制御を行うことを特徴とする、
　請求項１に記載の遊技台。
【請求項４】
　前記複数種類の役には、
　遊技者にとって有利な特別遊技を開始させるための特別役がさらに含まれ、
　前記同時当選役は、
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　前記特別役も同時に内部当選可能であり、
　前記抽選データは、
　前記リール停止制御手段によって前記表示窓上に停止表示させることが可能な前記特定
図柄の数が多い同時当選役ほど、高い確率で前記特別役が同時当選するように構成されて
いることを特徴とする、
　請求項２または３に記載の遊技台。
【請求項５】
　前記抽選データは、
　前記リール停止制御手段によって前記表示窓上の各々のリールにより停止表示させるこ
とが可能な前記特定図柄の数が多い同時当選役ほど、高い確率で前記特別役が同時当選す
るように構成されてることを特徴とする、
　請求項４に記載の遊技台。
【請求項６】
　複数種類の遊技の中から、所定の遊技の設定を行う遊技設定手段をさらに備え、
　前記遊技設定手段は、
　前記リール停止制御手段によって前記特定図柄を含む図柄組合せが前記表示窓上に停止
表示された場合に、現在設定されている遊技を解除し、その解除した遊技よりも遊技者に
とって不利な遊技を設定し、
　前記抽選データは、
　前記リール停止制御手段によって前記表示窓上に停止表示させることが可能な前記特定
図柄の数が多い同時当選役ほど、前記遊技設定手段が現在設定されている遊技を解除し、
その解除した遊技よりも不利な遊技を設定する割合が高くなるように構成されていること
を特徴とする、
　請求項２乃至５のいずれか１項に記載の遊技台。
【請求項７】
　前記抽選データは、
　前記リール停止制御手段によって前記表示窓上の各々のリールにより停止表示させるこ
とが可能な前記特定図柄の数が多い同時当選役ほど、前記遊技設定手段が現在設定されて
いる遊技を解除し、その解除した遊技よりも不利な遊技を設定する割合が高くなるように
構成されていることを特徴とする、
　請求項６に記載の遊技台。
【請求項８】
　所定の演出の実行を制御する演出制御手段をさらに備え、
　前記演出制御手段は、
　前記特定図柄の停止表示に関わる特定演出の実行を制御することを特徴とする、
　請求項２乃至７のいずれか１項に記載の遊技台。
【請求項９】
　前記演出制御手段は、
　前記リール停止制御手段によって前記表示窓上に停止表示可能な前記特定図柄の数に基
づいて、複数種類の連続演出のうち、いずれかの連続演出を選択し、選択した連続演出の
実行を制御することを特徴とする、
　請求項８に記載の遊技台。
【請求項１０】
　前記複数種類の役には、
　遊技者にとって有利な特別遊技を開始させるための特別役がさらに含まれ、
　前記同時当選役は、
　前記特別役も同時に内部当選可能であり、
　前記演出制御手段は、
　遊技の開始から前記複数のリールの全てが停止する前までのいずれかの期間で、前記特
定図柄が前記表示窓上に停止表示可能な旨の示唆演出を行い、前記リールの全てが停止し
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た後に、前記特別役が同時に当選している可能性を示す期待感演出を行うことを特徴とす
る、
　請求項８または９に記載の遊技台。
【請求項１１】
　複数種類の遊技の中から所定の遊技を設定する遊技設定手段と、
　各種の情報を所定の報知態様で報知する報知手段と、
　遊技者の操作に基づいて、複数の報知モードのうち、いずれかの報知モードを設定する
報知モード設定手段と、
　前記報知モード設定手段によって設定された報知モードに従って、前記報知手段への報
知を行うか否かの報知に関する制御を行う報知制御手段と、を備え、
　前記遊技設定手段は、
　表示窓上に特定の図柄組合せが表示された場合に、現在設定されている遊技を解除して
、解除した遊技とは異なる遊技を設定可能であり、
　前記報知制御手段は、
　前記特定の図柄組合せを表示可能な許容状態の場合に、前記報知モード設定手段によっ
て設定された報知モードに関わらず遊技者が得られる期待利益が同一となるように、前記
報知モード設定手段によって設定された報知モードごとに異なる方法で、前記許容状態で
ある旨を示唆する特定報知態様で前記報知手段への報知を行うか否かを決定することを特
徴とする、
　請求項１に記載の遊技台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシンやパチンコ等に代表される遊技台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の遊技台（例えばスロットマシン）は、メダルを投入してスタートレバーを操作す
ることでリールが回転し、ストップボタンを操作することでリールを停止させ、内部抽選
によって役を内部決定し、表示窓上に内部決定に応じた予め定められた図柄の組合せが表
示されると役が成立し、メダルの払い出しを伴う役が成立した場合には、規定数のメダル
が払い出されるように構成されている。
【０００３】
　このような遊技台においては、通常状態に比べて遊技媒体の獲得期待値が高く遊技者に
とって有利なボーナス遊技状態へ移行させるための移行役（以下、ボーナス役）などが内
部当選し、そのボーナス役に対応する図柄の組合せが表示窓上に表示されるとボーナス遊
技状態に移行することになる。そして、ボーナス役が内部当選していることを所定の告知
ランプなどを用いて遊技者に報知すると共に、多くの遊技台は、表示窓上に特定の表示態
様（以下、リーチ目）を表示させるようにリールの停止制御を行い、遊技者にボーナス役
の内部当選を察知させるように構成されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特許３５０９７６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の多くの遊技台では、ボーナス役が内部当選し、且つそのボーナス
役に対応する図柄を揃えられる許容状態時にのみリーチ目を表示させるように構成されて
おり、多種多様なリーチ目がある中、当選している役に関してはボーナス役のみを期待す
るしかなく、最初のリールの停止操作でリーチ目を表示できないような場合、最終のリー
ル停止操作まで遊技者の期待感を維持することが難しいといった問題があった。また、当
選している役に期待するのはボーナスのみであり、最初のリールの停止操作で他の役に当
選していることが確定的な停止表示態様であった場合にも最終リールまでの遊技者の期待
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感を維持できないという問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、遊技の途中で遊
技者の期待感を減退させることがなく、遊技者の期待感を遊技の開始から終了まで維持す
ることができる遊技台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、複数種類の図柄が施された複数のリールと、各々の前記リールに対応して設
けられ、前記リールの回転を個別に停止させるための停止操作手段と、予め定められた抽
選データを用いて、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段と、前
記抽選手段の抽選結果に基づいて前記リールの回転の停止に関する停止制御を行うリール
停止制御手段と、表示窓上に予め設定された有効ライン上に停止表示される前記リールの
図柄組合せが前記内部当選した役に対応して予め定められた図柄組合せであるか否かの判
定をする判定手段と、を備え、前記複数種類の役には、少なくとも２種類の役に同時に内
部当選可能な同時当選役が含まれ、前記リール停止制御手段は、前記抽選手段の抽選によ
って前記同時当選役に内部当選した場合に、前記複数のリールのうち、いずれかのリール
の回転を停止させる停止制御を行ったときに、その後の停止予定リールに対して、停止さ
せたリールによって前記表示窓上に停止表示された図柄を含む図柄組合せからなる役に対
応した停止制御を行うことを特徴とする、遊技台である。
【０００７】
　本発明に係る遊技台によれば、リールの停止時に表示窓上に停止表示された図柄に応じ
て、その後の停止予定リールの停止制御を異ならせることができるため、従来の遊技台の
ようにリールの停止制御が画一的で単調になることがない。そのため、遊技の途中で遊技
者の期待感を減退させることがなく、遊技者の期待感を遊技の開始から終了まで維持する
ことができる。
【０００８】
　なお、前記同時当選役は、少なくとも、前記リールを停止させるための前記停止操作手
段の操作から引き込み範囲内に特定図柄がある場合に、その特定図柄を前記表示窓上に停
止表示させることが可能な第１役と、前記リールを停止させるための前記停止操作手段の
操作から引き込み範囲内に前記特定図柄とは異なる所定図柄がある場合に、その所定図柄
を前記表示窓上に停止表示させることが可能な第２役に同時に内部当選可能であり、前記
所定図柄は、前記停止操作手段の操作タイミングに関わらず前記表示窓上に停止表示させ
ることが可能な位置に分散されて前記リールに施されており、前記リール停止制御手段は
、前記同時当選役に内部当選した場合に前記引き込み範囲内に前記特定図柄があるときは
、その特定図柄を前記表示窓上に停止表示させる停止制御を行い、前記同時当選役に内部
当選した場合に前記引き込み範囲内に前記特定図柄がないときは、その特定図柄に替えて
前記所定図柄を前記表示窓上に停止表示させる停止制御を行うように構成すれば、遊技者
が特定図柄を表示窓上に停止表示させることができなかった場合でも、特定図柄に替わる
所定図柄を表示窓上に必ず停止表示させることが可能となり、遊技者は、所定図柄からな
る役の入賞などによる利益を得ることができる。
【０００９】
　また、前記同時当選役は、少なくとも、特定図柄を含む図柄組合せからなる役と、前記
特定図柄を含まない図柄組合せからなる役に同時に内部当選可能であり、前記リール停止
制御手段は、前記同時当選役に内部当選した場合に前記リールを停止させるための前記停
止操作手段の操作から引き込み範囲内に前記特定図柄があるときは、その特定図柄を前記
表示窓上に停止表示させる停止制御を行い、その後の停止予定リールに対して、前記特定
図柄を含む図柄組合せからなる役に対応した停止制御を行うように構成すれば、遊技者が
特定図柄を表示窓上に停止表示されるように停止操作を行えば、その後の停止予定リール
の停止制御を異ならせることができ、遊技の途中で遊技者の期待感を減退させることがな
く、遊技者の期待感を遊技の開始から終了まで維持することができる。
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【００１０】
　また、前記複数種類の役には、遊技者にとって有利な特別遊技を開始させるための特別
役がさらに含まれ、前記同時当選役は、前記特別役も同時に内部当選可能であり、前記抽
選データは、前記リール停止制御手段によって前記表示窓上に停止表示させることが可能
な前記特定図柄の数が多い同時当選役ほど、高い確率で前記特別役が同時当選するように
構成されていれば、表示窓上に停止表示される特定図柄の数が多いほど特別役の内部当選
の期待が高まり、表示窓上に停止表示される特定図柄の数の大小により遊技者が得られる
利益を異ならせることができるため、遊技が単調になることがなく遊技者の期待感を高め
ることが可能となる。
【００１１】
　また、前記抽選データは、前記リール停止制御手段によって前記表示窓上の各々のリー
ルにより停止表示させることが可能な前記特定図柄の数が多い同時当選役ほど、高い確率
で前記特別役が同時当選するように構成されていれば、各々のリールにより停止表示され
る特定図柄の数が多いほど特別役の内部当選の期待が高まり、各々のリールにより停止表
示される特定図柄の数の大小により遊技者が得られる利益を異ならせることができるため
、遊技が単調になることがなく遊技者の期待感を高めることが可能となる。
【００１２】
　また、複数種類の遊技の中から、所定の遊技の設定を行う遊技設定手段をさらに備え、
前記遊技設定手段は、前記リール停止制御手段によって前記特定図柄を含む図柄組合せが
前記表示窓上に停止表示された場合に、現在設定されている遊技を解除し、その解除した
遊技よりも遊技者にとって不利な遊技を設定し、前記抽選データは、前記リール停止制御
手段によって前記表示窓上に停止表示させることが可能な前記特定図柄の数が多い同時当
選役ほど、前記遊技設定手段が現在設定されている遊技を解除し、その解除した遊技より
も不利な遊技を設定する割合が高くなるように構成されていれば、表示窓上に停止表示さ
れる特定図柄の数が多いほど遊技者にとって不利な遊技状態に移行する確率が高くなり、
表示窓上に停止表示される特定図柄の数の大小により遊技者が得られる利益を異ならせる
ことができるため、遊技が単調になることがなく遊技者の期待感を高めることが可能とな
る。
【００１３】
　また、前記抽選データは、前記リール停止制御手段によって前記表示窓上の各々のリー
ルにより停止表示させることが可能な前記特定図柄の数が多い同時当選役ほど、前記遊技
設定手段が現在設定されている遊技を解除し、その解除した遊技よりも不利な遊技を設定
する割合が高くなるように構成されていれば、各々のリールにより停止表示される特定図
柄の数が多いほど遊技者にとって不利な遊技状態に移行する確率が高くなり、各々のリー
ルにより停止表示される特定図柄の数の大小により遊技者が得られる利益を異ならせるこ
とができ、遊技が単調になることがなく遊技者の期待感を高めることが可能となる。
【００１４】
　また、所定の演出の実行を制御する演出制御手段をさらに備え、前記演出制御手段は、
前記特定図柄の停止表示に関わる特定演出の実行を制御するように構成すれば、遊技者は
遊技に面白みを与える特定図柄に関する何らかの情報を取得することができる場合があり
、遊技者の興趣を高めることができる。
【００１５】
　また、前記演出制御手段は、前記リール停止制御手段によって前記表示窓上に停止表示
可能な前記特定図柄の数に基づいて、複数種類の連続演出のうち、いずれかの連続演出を
選択し、選択した連続演出の実行を制御するように構成すれば、表示窓上に停止表示され
る特定図柄の数の大小により連続演出の態様を変化させることが可能となり、遊技者の興
趣を高めることができる。
【００１６】
　また、前記複数種類の役には、遊技者にとって有利な特別遊技を開始させるための特別
役がさらに含まれ、前記同時当選役は、前記特別役も同時に内部当選可能であり、前記演
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出制御手段は、遊技の開始から前記複数のリールの全てが停止する前までのいずれかの期
間で、前記特定図柄が前記表示窓上に停止表示可能な旨の示唆演出を行い、前記リールの
全てが停止した後に、前記特別役が同時に当選している可能性を示す期待感演出を行うよ
うに構成すれば、示唆演出や期待感演出により遊技者の期待感をより一層高めることがで
きる。
【００１７】
　また、複数種類の遊技の中から所定の遊技を設定する遊技設定手段と、各種の情報を所
定の報知態様で報知する報知手段と、遊技者の操作に基づいて、複数の報知モードのうち
、いずれかの報知モードを設定する報知モード設定手段と、前記報知モード設定手段によ
って設定された報知モードに従って、前記報知手段への報知を行うか否かの報知に関する
制御を行う報知制御手段と、を備え、前記遊技設定手段は、表示窓上に特定の図柄組合せ
が表示された場合に、現在設定されている遊技を解除して、解除した遊技とは異なる遊技
を設定可能であり、前記報知制御手段は、前記特定の図柄組合せを表示可能な許容状態の
場合に、前記報知モード設定手段によって設定された報知モードに関わらず遊技者が得ら
れる期待利益が同一となるように、前記報知モード設定手段によって設定された報知モー
ドごとに異なる方法で、前記許容状態である旨を示唆する特定報知態様で前記報知手段へ
の報知を行うか否かを決定すれば、遊技者が得られる期待利益が同一で、且つ、遊技者が
選択した演出モードによって異なる報知態様で、遊技の解除条件となる特定の図柄組合せ
を表示可能な許容状態である旨の報知を行うことができ、遊技者は、自身が選択した報知
態様によって特定の図柄組合せを表示可能な許容状態である否かを容易に把握することが
できる上に、許容状態である場合には、特定の図柄組合せが表示窓上に表示されないよう
にリールの停止操作を行うことで、現在の遊技の解除を回避することができる。そのため
、遊技者自身が選択した報知態様で遊技状態の変化に関する情報を報知することができる
上に、その報知に基づいた遊技者自身の操作により遊技状態を変化させるか否かを選択さ
せることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る遊技台によれば、遊技の途中で遊技者の期待感を減退させることがなく、
遊技者の期待感を遊技の開始から終了まで維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を用いて、本発明の実施の形態に係るスロットマシン（遊技台）について詳
細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施の形態に係るスロットマシン１００の外観斜視図である。スロッ
トマシン１００は、メダルの投入により遊技が開始され、遊技の結果によりメダルが払い
出されるものである。
【００２１】
＜全体構成＞
【００２２】
　スロットマシン１００の本体１０１の中央内部には、外周面に複数種類の図柄（「ベル
」、「リプレイ」、「チェリー」等：図示省略）が配置されたリールが３個（左リール１
１０、中リール１１１、右リール１１２）収納され、スロットマシン１００の内部で回転
できるように構成されている。本実施形態において、各図柄は帯状部材に等間隔で適当数
印刷され、この帯状部材が所定の円形枠材に貼り付けられて各リール１１０～１１２が構
成されている。リール１１０～１１２上の図柄は、遊技者から見ると、図柄表示窓１１３
から縦方向に概ね３つ表示され、合計９つの図柄が見えるようになっている。そして、各
リール１１０～１１２を回転させることにより、遊技者から見える図柄の組合せが変動す
ることとなる。なお、本実施形態では、３個のリールをスロットマシン１００の中央内部
に備えているが、リールの数やリールの設置位置はこれに限定されるものではない。
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【００２３】
　また、各々のリール１１０～１１２の背面には、図柄表示窓１１３に表示される個々の
図柄を照明するためのバックライト（図示省略）が配置されている。バックライトは、各
々の図柄ごとに遮蔽されて個々の図柄を均等に照射できるようにすることが望ましい。
【００２４】
　なお、スロットマシン１００内部において各々のリール１１０～１１２の近傍には、投
光部と受光部からなる光学式センサ（図示省略）が設けられており、この光学式センサの
投光部と受光部の間を、リールに設けられた一定の長さの遮光片が通過するように構成さ
れている。スロットマシン１００は、このセンサの検出結果に基づいてリール上の図柄の
回転方向の位置を判断し、目的とする図柄が入賞ライン１１４上に表示するようにリール
１１０～１１２を停止させる。
【００２５】
　入賞ライン表示ランプ１２０は、有効となる入賞ライン１１４を示すランプである。有
効となる入賞ラインは、スロットマシン１００に投入されたメダルの数によって予め定ま
っている。５本の入賞ライン１１４のうち、例えば、メダルが１枚投入された場合、中段
水平入賞ラインが有効となり、メダルが２枚投入された場合、上段水平入賞ラインと下段
水平入賞ラインが追加された３本が有効となり、メダルが３枚投入された場合、右下り入
賞ラインと右上り入賞ラインが追加された５本が入賞ラインとして有効になる。なお、入
賞ライン１１４の数については５本に限定されるものではない。
【００２６】
　告知ランプ１２１は、後述する内部抽選において、特定の入賞役（例えば、ボーナス）
に内部当選していることを遊技者に知らせるランプである。スタートランプ１２２は、リ
ール１１０～１１２が回転することができる状態にあることを遊技者に知らせるランプで
ある。再遊技ランプ１２３は、前回の遊技において入賞役の一つである再遊技役に入賞し
た場合に、今回の遊技が再遊技可能であること（メダルの投入が不要であること）を遊技
者に知らせるランプである。メダル投入ランプ１２４は、メダルの投入が可能であること
を知らせるランプである。リールパネルランプ１２５は、演出用のランプである。
【００２７】
　メダル投入ボタン１３２、１３３は、スロットマシン１００に電子的に貯留されている
メダルを所定の枚数分投入するためのボタンである。本実施形態においては、メダル投入
ボタン１３２が押下される毎に１枚ずつ最大３枚まで投入され、メダル投入ボタン１３３
が押下されると３枚投入されるようになっている。メダル投入口１６０は、遊技を開始す
るに当たって遊技者がメダルを投入するための投入口である。すなわち、メダルの投入は
、メダル投入ボタン１３２又は１３３により電子的に投入することもできるし、メダル投
入口１６０から実際のメダルを投入することもでき、投入とは両者を含む意味である。
【００２８】
　貯留枚数表示器１２６は、スロットマシン１００に電子的に貯留されているメダルの枚
数を表示するための表示器である。表示器１２７は、各種の内部情報を数値で表示するた
めの表示器である。払出枚数表示器１２８は、何らかの入賞役に入賞した結果、遊技者に
払出されるメダルの枚数を表示するための表示器である。
【００２９】
　スタートレバー１３０は、遊技の開始操作を行うためのレバー型のスイッチである。す
なわち、メダル投入口１６０に所望するメダル枚数を投入するか、メダル投入ボタン１３
２、１３３を操作して、スタートレバー１３０を操作すると、これを契機としてリール１
１０～１１２が回転を開始し、遊技が開始される。ストップボタンユニット１３１には、
ストップボタン１３１ａ～１３１ｃが設けられている。ストップボタン１３１ａ～１３１
ｃは、スタートレバー１３０の操作によって回転を開始したリール１１０～１１２を個別
に停止させるためのボタン型のスイッチである。なお、各ストップボタン１３１ａ～１３
１ｃの内部に発光体を設けてもよく、ストップボタン１３１ａ～１３１ｃの操作が可能で
ある場合、該発光体を点灯させて遊技者に知らせることもできる。
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【００３０】
　メダル返却ボタン１３４は、投入されたメダルが詰まった場合に押下してメダルを取り
除くためのボタンである。精算ボタン１３５は、スロットマシン１００に電子的に貯留さ
れたメダル、ベットされたメダルを精算し、メダル払出口１６１よりメダル受皿１５６に
排出するためのボタンである。ドアキー１３６は、スロットマシン１００の前面扉１０２
のロックを解除するためのキーを挿入する孔である。操作ボタン１３７は、遊技者が各種
の選択操作を行う際に用いるボタンである。メダル払出口１６１は、メダルを払出すため
の払出口である。メダル受皿１５６は、メダル払出口１６１から払出されたメダルを溜め
るための器である。なお、メダル受皿１５６は、本実施形態では発光可能な受皿を採用し
ており、以下受け皿ランプ１５６と呼ぶこともある。
【００３１】
　灰皿部１７０は、煙草の吸殻を入れるための容器であり、メダル受皿１５６の内側にネ
ジ止めされている。音孔１７１はスロットマシン１００内部に設けられているスピーカの
音を外部に出力するための孔である。上部ランプ１５１、サイドランプ１５２、中央ラン
プ１５３、腰部ランプ１５４、下部ランプ１５５、受皿ランプ１５６は、遊技を盛り上げ
るための装飾用のランプであり、遊技状態に応じて点灯／消灯／点滅する。タイトルパネ
ル１４０はそのスロットマシンの機種名や各種のデザインが描かれるパネルであり、リー
ルパネル１４１は図柄表示窓１１３を有するパネルである。スロットマシン１００の上部
には演出ユニットＡが設けられている。演出ユニットＡの正面には演出ユニットＡを保護
するパネル１８０が設けられている。以下、演出ユニットＡの構成について説明する。
【００３２】
＜演出ユニット＞
【００３３】
　次に、演出ユニットＡの構成について説明する。図２は演出ユニットＡの外観図、図３
は演出ユニットＡの分解斜視図である。演出ユニットＡは画像表示ユニット１と、画像表
示ユニット１の正面に着脱自在に装着されるシャッタユニット５０とを備え、一種の情報
表示ユニットを構成している。演出ユニットＡは前面扉１０２に固定されるパネル１８０
に係合することで前面扉１０２の裏側に着脱自在に装着される。図２に示すようにパネル
１８０は枠体１８０ａに透明板１８０ｂを固定してなり、枠体１８０ａの上部にはシャッ
タユニット５０に形成されたフック状の係合部５２が係合する係合片が左右方向に略一様
に形成されている。係合部５２をこの係合片に係合することで演出ユニットＡはパネル１
８０にぶら下がり状態で取付けられ前面扉１０２の裏側に装着されることになる。
【００３４】
　その後、シャッタユニット５０の四隅に設けた穴にネジを通して枠体１８０ａの四隅に
設けられたネジ穴付きのボス部に螺合することで演出ユニットＡがパネル１８０に固定さ
れ、よって前面扉１０２の裏側に固定されることになる。また、図３に示すように画像表
示ユニット１はフック状の係合部１ｂ"及び１ｃ"を有しており、これがシャッタユニット
５０の裏側に係合することでシャッタユニット５０が画像表示ユニット１に対して装着さ
れる。その後、画像表示ユニット１の四隅に設けた穴（各曲折部１ｂ'及び１ｃ'にそれぞ
れ２つ）にネジを通してシャッタユニット５０のフレーム５３に設けられた４箇所のネジ
穴にそれぞれ螺合することでシャッタユニット５０と画像表示ユニット１とが固定される
ことになる。
【００３５】
＜画像表示ユニット＞
【００３６】
　次に、画像表示ユニット１の構成について説明する。画像表示ユニット１は画像表示装
置である液晶表示装置（以下、ＬＣＤという）１０と、ハーフミラー２０と、を備える。
後述するようにＬＣＤ１０とハーフミラー２０とは連動して移動可能になっており、図３
では画像表示ユニット１の正面にＬＣＤ１０の表示画面１１が露出する場合の状態を示し
ており、図２では画像表示ユニット１の正面にハーフミラー２０の一部が露出する場合の
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状態を示している。
【００３７】
　ＬＣＤ１０は表示画面１１に電子画像を表示可能な画像表示装置である。本実施形態で
はＬＣＤを採用するが他の種類の画像表示装置でもよい。ＬＣＤ１０の制御回路等は天板
１ａの上方に配置され、カバー部材１ａ'で覆われて保護される。ハーフミラー２０は例
えば光の透過率が５０％程度のミラーである。
【００３８】
　画像表示ユニット１は、天板１ａと、一対の側板１ｂ及び１ｃと、背部カバー１ｄと、
底板１ｅと、からなる正面が開放した中空の略直方体形状の収容部を有しており、その内
部にＬＣＤ１０やハーフミラー２０等が収納されている。シャッタユニット５０は収容部
の正面から見えるＬＣＤ１０及びハーフミラー２０による表示画像を視認者から遮蔽可能
な遮蔽手段として機能する。図３に示すように各側板１ｂ、１ｃはその正面側の端部が９
０度曲折されて曲折部１ｂ'及び１ｃ'を構成しており、その一部分を曲折させずに突出状
態とすることでフック状の係合部１ｂ"及び１ｃ"が形成されている。
【００３９】
＜駆動機構＞
【００４０】
　次にＬＣＤ１０とハーフミラー２０とを連動して移動させる駆動機構について説明する
。図４（ａ）に示すように、ＬＣＤ１０はブラケット１３により支持されている。ブラケ
ット１３はＬＣＤ１０の背面が装着される背板部１３ｂと、背板部１３ｂと一体に形成さ
れ、ＬＣＤ１０の側面から離間した側板部１３ａとを備えた枠部材である。側板部１３ａ
の上方にはＬＣＤ１０の回動中心となる軸１２が取付けられている。この軸１２は側板１
ｂに支持されており、側板１ｂを通過して側板１ｂの外部に設けられた止め具１２ａにそ
の端部が接続されている。軸１２はその軸方向が水平方向に設定されており、ＬＣＤ１０
は軸１２により規定される水平軸回りに回動自在に支持されていることになる。
【００４１】
　側板部１３ａには上下に延びる長孔状の案内部１３ｃが設けられている。案内部１３ｃ
はＬＣＤ１０の移動を案内するためのもので、アーム部材１４の摺動部１４ｃは、側板１
ｂの案内部１６に加えてこの案内部１３ｃも摺動する。つまり、摺動部１４ｃは案内部１
６及１３ｃを通過し、側板１ｂと側板部１３ａとを貫通していることになる。
【００４２】
　次に、ＬＣＤ１０の背後にはハーフミラー２０が配設されている。ハーフミラー２０の
両側部にはそれぞれハーフミラー２０を支持する支持枠２１が取付けられている。支持枠
２１は４つの穴が設けられている。この４つの穴のいずれか２つに補助板２３の各軸体２
３ａ及び２３ｂの先端が差し込まれ、側板１ｂを挟んで支持枠２１と補助板２３とが一体
的に装着されることになる。
【００４３】
＜移動動作＞
【００４４】
　次に、上記の駆動機構によるＬＣＤ１０とハーフミラー２０との移動態様について説明
する。図４及び図５はＬＣＤ１０とハーフミラー２０との移動態様の説明図であり、ＬＣ
Ｄ１０、ハーフミラー２０並びに上記の駆動機構の主要な構成を右側面から見た図である
。まず、図４（ａ）はＬＣＤ１０がその表示画面１１が略垂直な状態にあり、画像表示ユ
ニット１の正面に露出した状態にある。これを第１の位置という。この第１の位置は画像
表示ユニット１を正面視するとハーフミラー２０がＬＣＤ１０の背後に隠れる位置であり
、画像表示ユニット１の表示面はＬＣＤ１０の表示画面１１となる。換言すれば、ＬＣＤ
１０が直接的な表示主体となる。ＬＣＤ１０はこれから説明するように背後方向に軸１２
回りに約９０度回動する。このため、図４（ａ）の状態ではＬＣＤ１０との干渉を避ける
べく、ハーフミラー２０は画像表示ユニット１のより奥手側の位置（退避位置）に位置し
ている。
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【００４５】
　図４（ｂ）は回転板３０を略９０度反時計回りに回転させた状態を示す図である。回転
板３０の回転によりカム溝３０ｃを摺動部１４ｄが摺動し、カム溝３０ｃの案内によりア
ーム部材１４が軸１４ａを回動中心として時計回りに回動している。アーム部材１４の回
動により摺動部１４ｃの位置が移動し、側板１ｂの案内部１６及びブラケット１３の案内
部１３ｃを摺動部１４ｃが摺動する。摺動部１４ｃは軸１４ａ回りに弧状に移動するので
ブラケット１３の案内部１３ｃへの摺動によりブラケット１３は軸１２を回動中心として
反時計回りに回動する。ブラケット１３に支持されたＬＣＤ１０も反時計回りに回動する
。なお、図示していないが、スプリング１５はＬＣＤ１０が第１の位置にある時、自然長
よりも伸長した状態にあり、その収縮力によりＬＣＤ１０の反時計回りの回動を付勢する
ことになる。
【００４６】
　図４（ｂ）の状態ではハーフミラー２０はほとんど移動していない。カム溝３０ｄの形
状を見ればわかるように摺動部２２ｃの摺動軌跡と回転板３０の回転中心（軸３０ａ）と
の距離が略一定となるようにカム溝３０ｄの形状が設定されているためである。
【００４７】
　図５（ａ）は回転板３０を更に略９０度反時計回りに回転させた状態を示す図である。
アーム部材１４の時計回りの回動が更に進んでＬＣＤ１０の向きがかなり水平に近いとこ
ろまでＬＣＤ１０が回動している。この状態では、図示していないがスプリング１５は自
然長に近くなっており、その収縮力によるＬＣＤ１０の反時計回りの回動の付勢力も小さ
くなっている。図５（ａ）の状態ではハーフミラー２０の移動も進んでいる。回転板３０
の回転によりカム溝３０ｄを摺動部２２ｃが摺動し、カム溝３０ｄの案内によりアーム部
材２２が軸２２ａを回動中心として時計回りに回動している。アーム部材２２の回動によ
り係止部２２ｂの位置が移動し、軸体２３ａを押圧する。
【００４８】
　軸体２３ａの押圧に付勢されて補助板２３が支持枠２１と一体となって移動し、この結
果ハーフミラー２０が移動する。軸体２３ａ及び２３ｂが側板１ｂの案内部２４ａ及び２
４ｂに案内されてハーフミラー２０を画像表示ユニットＡの正面側に移動することになる
。この際、本実施形態では２つの案内部２４ａ及び２４ｂを設け、それぞれ軸体２３ａ及
び２３ｂを摺動するようにしているため、ハーフミラー２０の単なる移動ではなく、その
姿勢も変化させることができる。つまり、案内部２４ａ及び２４ｂによりハーフミラー２
０の移動時の姿勢を規定している。図５（ａ）の状態では図４（ａ）の状態よりもハーフ
ミラー２０の姿勢が寝ていることが分かる。
【００４９】
　図５（ｂ）は回転板３０を更に略９０度反時計回りに回転させた状態を示す図であり、
ＬＣＤ１０とハーフミラー２０との移動を完了した態様を示す図である。アーム部材１４
は略垂直方向を向いており、ＬＣＤ１０の姿勢は図４（ａ）に示す姿勢と比べると、その
表示画面の下端部が後方上方へ略９０度移動して、略水平である。ＬＣＤ１０のこの位置
を第２の位置という。ＬＣＤ１０の表示画面は略水平であり、真下を向くことになる。
【００５０】
　図５（ｂ）の状態ではハーフミラー２０が退避位置よりも大きく画像表示ユニット１の
正面側に移動し、ＬＣＤ１０の略真下に位置している。また、退避位置の場合よりも姿勢
が寝ており、水平面に対して略４５度の傾斜を有している。このハーフミラー２０の位置
を表示位置という。この表示位置にある場合、ハーフミラー２０は画像表示ユニット１の
正面に露出した状態にある。また、第２の位置にあるＬＣＤ１０はハーフミラー２０に画
像を投影し、ハーフミラー２０が画像表示ユニット１の表示面となる。換言すれば、ＬＣ
Ｄ１０は間接的な表示主体となり、ハーフミラー２０が直接的な表示主体となる。
【００５１】
　このようにして、ＬＣＤ１０が第１の位置にある時はハーフミラー２０が退避位置に、
ＬＣＤ１０が第２の位置にある時はハーフミラー２０が表示位置に、両者が連動して移動
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することになる。図５（ｂ）から図４（ａ）の状態へ戻す場合にはモータ３２を逆転させ
て回転板３０を逆方向（時計回り）に回転させることになり、ＬＣＤ１０が第２の位置か
ら第１の位置へ、ハーフミラー２０が表示位置から退避位置へ、それぞれ連動して移動す
ることになる。
【００５２】
＜画像表示態様＞
【００５３】
　次に、画像表示ユニット１の画像表示態様について図６を参照して説明する。図６は画
像表示ユニット１による３次元画像の表示原理の説明図であり、同図の右側の図は画像表
示ユニット１の要部を側方から見た図であり、同図の左側の図はＬＣＤ１０が第２の位置
にあるときに遊技者から見える表示画像を示している。なお、同図の例ではハーフミラー
２０の背後に立体物Ｘが配設されている。立体物Ｘは山を模した模型である。
【００５４】
　ＬＣＤ１０が同図の破線の位置（第１の位置）にある場合、上述した通り、ＬＣＤ１０
の表示画面１１が画像表示ユニット１の正面に露出した状態にあり、遊技者からは表示画
面１１は見えるが、ハーフミラー２０は退避位置（破線で示す。）にあり、ＬＣＤ１０の
背後に隠れて見えない。画像表示ユニット１からはＬＣＤ１０による２次元画像が遊技者
に提示されることになる。
【００５５】
　一方、ＬＣＤ１０が同図の実線の位置（第２の位置）にある場合、ＬＣＤ１０は略水平
となるので遊技者からは表示画面１１が直接見えない。そして、ハーフミラー２０が実線
で示す表示位置にあり、ＬＣＤ１０からハーフミラー２０に投影された画像（虚像）が遊
技者に提示されることになる。この虚像は同図に示すように遊技者から見ると、ハーフミ
ラー２０の背後に浮かんでいるように見え、立体的感のある、３次元的な画像となる。虚
像の位置はＬＣＤ１０とハーフミラー２０との間の距離（Ｌ１、Ｌ２）とＬＣＤ１０とハ
ーフミラー２０との間の角度（本例では略４５度）とによって定まり、本実施形態の場合
、ハーフミラー２０から奥行き方向にＬ１、Ｌ２だけ離れた位置（虚像表示面）に虚像が
見えることになる。
【００５６】
　また、図６の例ではハーフミラー２０の背後であって、虚像の位置よりも遊技者の視認
方向に後に立体物Ｘが配置されている。立体物Ｘは実像としてハーフミラー２０を透過し
て遊技者から見えることになる。このため、同図の左に示す表示画像では虚像（ＵＦＯ）
と立体物Ｘが合成された合成画像となり、遊技者から見ると、虚像（ＵＦＯ）→立体物Ｘ
の順にこれらが位置しているように見える。立体物Ｘの存在により奥行き感が高まり、よ
り一層３次元的な画像となる。
【００５７】
＜シャッタユニット＞
【００５８】
　次に、図２及び図３を参照して、シャッタユニット５０の構成について説明する。シャ
ッタユニット５０は左扉５１ａと右扉５１ｂとを有する（以下、両者を総称するときは扉
５１という。）。左扉５１ａと右扉５１ｂとは画像表示ユニット１の正面に開閉自在に設
けられており、その閉鎖時にＬＣＤ１０及びハーフミラー２０による表示画像を遊技者か
ら遮蔽して、視認困難とする一対の遮蔽部材を構成している。
【００５９】
　図２及び図３においては左扉５１ａと右扉５１ｂとが開放して、ＬＣＤ１０及びハーフ
ミラー２０による表示画像が遊技者から見える位置（非遮蔽位置；全開位置ともいう）に
位置している場合を示しており、これらが内側に移動して閉鎖時の位置（遮蔽位置；図１
参照）にあると、ＬＣＤ１０及びハーフミラー２０による表示画像を遊技者から遮蔽する
。なお、表示画像の遮蔽は、左扉５１ａと右扉５１ｂとを不透明な部材から構成してこれ
らの背後が全く見えなくするようにしてもよいし、スリガラスのように僅かに透けて見え
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る部材から構成して左扉５１ａと右扉５１ｂとの背後が全く見えないわけではないが、表
示画像の表示内容を視認困難なようにしてもよい。
【００６０】
　シャッタユニット５０は中央に開口部５３ａが設けられたフレーム５３を有する。この
フレーム５３の上端部の一部がコの字状に曲折されて枠体１８０ａの上部の係合片に係合
する、上述したフック状の係合部５２が形成されている。また、フレーム５３の背面には
中空状の突出部５３ｂ（図示せず）が形成されており、この突出部５３ｂにはスリット５
３ｂ'（図示せず）が形成される。このスリット５３ｂ'は画像表示ユニット１の係合部１
ｂ"、１ｃ"に対応してそれぞれ形成され、係合部１ｂ"、１ｃ"が挿入されて係合する。係
合を解除するときは係合部１ｂ"、１ｃ"を少し上方に移動させてスリット５３ｂ'から抜
き取ればよい。これにより画像表示ユニット１とシャッタユニット５０とが相互に着脱自
在に装着される。
【００６１】
　フレーム５３には上下一対のガイドレール部材が２組設けられている（５８ａ、５８ｂ
）。各ガイドレール部材５８ａ、５８ｂは断面コの字型をなし、扉５１の下端部、上端部
がそれぞれこれに嵌って扉５１の左右方向の平行移動を案内する部材である。なお、ガイ
ドレール部材５８ａは扉５１ａを案内し、ガイドレール部材５８ｂは扉５１ｂを案内する
。
【００６２】
　次に、扉５１を移動させる駆動手段について説明する。本実施形態ではベルト伝動機構
を採用する。ベルト伝動機構の採用により静寂で滑らかな扉５１の移動が可能となる。左
扉５１ａ、右扉５１ｂはそれぞれ独立して駆動されるが、その駆動手段等は同じ構成であ
るため、ここでは右扉５１ｂの駆動手段等の構成のみについて説明する。
【００６３】
　シャッタユニット５０は一対のプーリ５５ｂ間に巻き回された無端ベルト５６ｂと、無
端ベルト５６ｂを走行させるモータ５４ｂと、を備える。プーリ５５ｂは回転自在にフレ
ーム５３に軸支された回転体であり、一方のプーリ５５ｂは駆動プーリとしてモータ５４
ｂの出力軸に接続されている。モータ５４ｂは例えばステッピングモータであり、フレー
ム５３の背面側に固定されている。右扉５１ｂは無端ベルト５６ｂに取り付けられ、無端
ベルト５６ｂの走行により移動する。フレーム５３には右扉５１ｂの位置を検出するため
の一対のセンサユニット５７ｂが右扉５１ｂの移動方向に離間して取付けられている。各
センサユニット５７ｂにより右扉５１ｂを検知すると、モータ５４ｂにより所定量無端ベ
ルト５６ｂを走行させて、その後、停止することにより、右扉５１ｂを予め予定していた
位置に停止させることができる。
【００６４】
　このようなシャッタユニット５０を設けたことにより、本実施形態ではＬＣＤ１０及び
ハーフミラー２０を扉５１が遮蔽位置にある間に移動させることができる。こうすること
で、ＬＣＤ１０等の移動を遊技者に見えないようにすることができ、扉５１の開閉により
２次元画像と３次元画像との切替えが突如として行われたような感覚を遊技者に与えるこ
とができ、２次元画像と３次元画像とがまさにすりかわったような感覚を与えられる。な
お、本実施形態では障子のように左扉５１ａと右扉５１ｂとを相互に相反するように左右
方向に平行移動するように構成しているが、これらがそれぞれ回動して開閉する構成を採
用してもよく、更に、ＬＣＤ１０及びハーフミラー２０の表示画像を遊技者に視認困難と
するものであれば他の構成でもよい。
【００６５】
＜制御部＞
【００６６】
　次に、図７～図９を参照してスロットマシン１００の制御部の回路構成について詳細に
説明する。スロットマシン１００は、遊技の中枢部分の制御、すなわち、スロットマシン
１００の遊技進行に関する処理を実行する主制御部３００と、主制御部３００より送信さ
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れた信号（制御コマンド）に応じて各種機器を制御する副制御部４００と、副制御部４０
０から送信された信号に応じて演出ユニットＡを制御する演出ユニット制御部５００と、
から構成されている。副制御部４００と演出ユニット制御部５００とは、演出に関する処
理を実行する。
【００６７】
　なお、本実施形態では、副制御部４００から主制御部３００へ、制御コマンド等を送信
する構成は存在せず、主制御部３００と副制御部４００とのデータ通信は、主制御部３０
０から副制御部４００へのみデータが送信される一方向通信である。同様に演出ユニット
制御部５００から副制御部４００へ、制御コマンド等を送信する構成は存在せず、副制御
部４００と演出ユニット制御部５００とのデータ通信は、副制御部４００から演出ユニッ
ト制御部５００へのみデータが送信される一方向通信である。
【００６８】
＜主制御部＞
【００６９】
　まず、図７を参照して、スロットマシン１００の主制御部３００について説明する。主
制御部３００は、主制御部３００の全体を制御するための演算処理装置であるＣＰＵ３１
０や、ＣＰＵ３１０が各ＩＣや各回路と信号の送受信を行うためのデータバス及びアドレ
スバスを備え、その他、以下に述べる構成を有する。クロック補正回路３１４は、水晶発
振器３１１から発振されたクロックを分周してＣＰＵ３１０に供給する回路である。例え
ば、水晶発振器３１１の周波数が１２ＭＨｚの場合に、分周後のクロックは６ＭＨｚとな
る。ＣＰＵ３１０は、クロック補正回路３１４により分周されたクロックをシステムクロ
ックとして受け入れて動作する。
【００７０】
　また、ＣＰＵ３１０には、後述するセンサやスイッチの状態を常時監視するためのタイ
マ割り込み処理の周期やモータの駆動パルスの送信周期を設定するためのタイマ回路３１
５がバスを介して接続されている。ＣＰＵ３１０は、電源が投入されると、データバスを
介してＲＯＭ３１２の所定エリアに格納された分周用のデータをタイマ回路３１５に送信
する。タイマ回路３１５は、受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決定し、この
割り込み時間ごとに、割り込み要求をＣＰＵ３１０に送信する。ＣＰＵ３１０は、この割
込み要求を契機に、各センサ等の監視や駆動パルスの送信を実行する。例えば、ＣＰＵ３
１０のシステムクロックを６ＭＨｚ、タイマ回路３１５の分周値を１／２５６、ＲＯＭ３
１２の分周用のデータを４４に設定した場合、この割り込みの基準時間は、２５６×４４
÷６ＭＨｚ＝１．８７７ｍｓとなる。
【００７１】
　また、ＣＰＵ３１０には、各ＩＣを制御するためのプログラム、入賞役の内部抽選時に
用いる抽選データ、リールの停止位置等の各種データを記憶しているＲＯＭ３１２や、一
時的なデータを保存するためのＲＡＭ３１３が接続されている。これらのＲＯＭ３１２や
ＲＡＭ３１３については他の記憶手段を用いてもよく、この点は後述する副制御部４００
、演出ユニット制御部５００においても同様である。なお、ＲＡＭ３１３は不図示のバッ
テリバックアップ回路によりスロットマシン１００の電源断時においても、記憶内容が消
失しないようにされている。
【００７２】
　また、ＣＰＵ３１０には、外部の信号を受信するための入力インタフェース３６０が接
続され、割込み時間ごとに入力インタフェース３６０を介して、メダル受付センサ３２０
、スタートレバーセンサ３２１、ストップボタンセンサ３２２、メダル投入ボタンセンサ
３２３、精算スイッチ３２４、リセットスイッチ３２６、及び電源電圧監視回路３２７の
状態を検出し、各センサを監視している。
【００７３】
　メダル受付センサ３２０は、メダル投入口１６０の内部の通路に２個設置されており、
メダルの通過有無を検出する。スタートレバーセンサ３２１はスタートレバー１３０に設
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置されており、遊技者によるスタート操作を検出する。ストップボタンセンサ３２２は、
各々のストップボタン１３１ａ～１３１ｃに設置されており、遊技者によるストップボタ
ンの操作を検出する。メダル投入ボタンセンサ３２３はメダル投入ボタン１３２、１３３
のそれぞれに設置されており、ＲＡＭ３１３に電子的に貯留されているメダルを遊技用の
メダルとして投入する場合の投入操作を検出する。
【００７４】
　精算スイッチ３２４は、精算ボタン１３５に対する操作を検出し、精算ボタン１３５が
一回押されると、精算可能なメダルが払い出されることになる。本実施形態では、精算可
能なメダルとは貯留されているメダルとベットされているメダルの双方であるが、貯留さ
れているメダルのみとしてもよい。
【００７５】
　リセットスイッチ３２６は、ＲＡＭ３１３の記憶されている各種の情報を初期化するた
めのものである。電源電圧監視回路３２７は、スロットマシン１００の電源電圧を監視し
、一定の電圧以下に下がると信号を出力する。電源電圧監視回路３２７はスロットマシン
１００の電源を落とした時に、電圧が完全に落ちきる前にＲＡＭ３１３等の情報をバック
アップするための処理を行なうためのものである。
【００７６】
　ＣＰＵ３１０には、さらに、入力インタフェース３６１、出力インタフェース３７０、
３７１がアドレスデコード回路３５０を介してアドレスバスに接続されている。ＣＰＵ３
１０は、これらのインタフェースを介して外部のデバイスと信号の送受信を行っている。
入力インタフェース３６１には、インデックスセンサ３２５が接続されている。インデッ
クスセンサ３２５は、各リール１１０～１１２の取付台の所定位置に設置されており、リ
ールに設けた遮光片がこのインデックスセンサ３２５を通過するたびにＨレベルになる。
ＣＰＵ３１０は、この信号を検出すると、リールが１回転したものと判断し、リールの回
転位置情報をゼロにリセットする。
【００７７】
　出力インタフェース３７０には、リールを駆動させるためのモータを制御するリールモ
ータ駆動部３３０と、ホッパー（バケットにたまっているメダルをメダル払出口１６１か
ら払出すための装置。図示せず。）のモータを駆動するためのホッパーモータ駆動部３３
１と、遊技ランプ３４０（具体的には、入賞ライン表示ランプ１２０、告知ランプ１２１
、スタートランプ１２２、再遊技ランプ１２３、メダル投入ランプ１２４等）と、７セグ
メント（ＳＥＧ）表示器３４１（貯留枚数表示器１２６、表示器１２７、払出枚数表示器
１２８等）が接続されている。
【００７８】
　また、ＣＰＵ３１０には、乱数発生回路３１７がデータバスを介して接続されている。
乱数発生回路３１７は、水晶発振器３１１及び水晶発振器３１６から発振されるクロック
に基づいて、一定の範囲内で値をインクリメントし、そのカウント値をＣＰＵ３１０に出
力することのできるインクリメントカウンタであり、後述する入賞役の内部抽選をはじめ
各種抽選処理に使用される。本発実施形態における乱数発生回路３１７は、２つの乱数カ
ウンタを備えている。ＣＰＵ３１０のデータバスには、副制御部４００にコマンドを送信
するための出力インタフェース３７１が接続されている。
【００７９】
＜副制御部＞
【００８０】
　次に、図８を参照してスロットマシン１００の副制御部４００について説明する。副制
御部４００は、主制御部３００より送信された制御コマンド等に基づいて副制御部４００
の全体を制御する演算処理装置であるＣＰＵ４１０や、ＣＰＵ４１０が各ＩＣ、各回路と
信号の送受信を行うためのデータバス及びアドレスバスを備え、以下に述べる構成を有す
る。クロック補正回路４１４は、水晶発振器４１１から発振されたクロックを補正し、補
正後のクロックをシステムクロックとしてＣＰＵ４１０に供給する回路である。また、Ｃ
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ＰＵ４１０にはタイマ回路４１５がバスを介して接続されている。ＣＰＵ４１０は、所定
のタイミングでデータバスを介してＲＯＭ４１２の所定エリアに格納された分周用のデー
タをタイマ回路４１５に送信する。タイマ回路４１５は、受信した分周用のデータを基に
割り込み時間を決定し、この割り込み時間ごとに、割り込み要求をＣＰＵ４１０に送信す
る。ＣＰＵ４１０は、この割込み要求のタイミングをもとに、各ＩＣや各回路を制御する
。また、ＣＰＵ４１０には、副制御部４００の全体を制御するための命令及びデータ、バ
ックライトの点灯パターンや各種表示器を制御するためのデータが記憶されたＲＯＭ４１
２や、データ等を一時的に保存するためのＲＡＭ４１３が各バスを介して接続されている
。なお、ＲＡＭ４１３は不図示のバッテリバックアップ回路によりスロットマシン１００
の電源断時においても、記憶内容が消失しないようにされている。
【００８１】
　また、ＣＰＵ４１０には、外部の信号を送受信するための入出力インタフェース４６０
が接続されており、入出力インタフェース４６０には、各リール１１０～１１２の図柄を
背面より照明するためのバックライト４２０、前面扉１０２の開閉を検出するための扉セ
ンサ４２１、ＲＡＭ４１３に記憶されている情報を初期化するためのリセットスイッチ４
２２、電源電圧監視回路４２３が接続されている。電源電圧監視回路４２３は上述した電
源電圧監視回路３２７と同様のものであり、スロットマシン１００の電源電圧を監視し、
一定の電圧以下に下がると信号を出力する。電源電圧監視回路４２３はスロットマシン１
００の電源を落とした時に、電圧が完全に落ちきる前にＲＡＭ４１３等の情報をバックア
ップするための処理を行なうためのものである。
【００８２】
　ＣＰＵ４１０には、データバスを介して主制御部３００から制御コマンドを受信するた
めの入力インタフェース４６１が接続されており、入力インタフェース４６１を介して受
信した制御コマンドに基づいて、遊技全体を盛り上げる演出処理等が実行される。また、
ＣＰＵ４１０のデータバスとアドレスバスには、音源ＩＣ４８０が接続されている。音源
ＩＣ４８０は、ＣＰＵ４１０からの命令に応じて音声の制御を行う。また、音源ＩＣ４８
０には、音声データが記憶されたＲＯＭ４８１が接続されており、音源ＩＣ４８０は、Ｒ
ＯＭ４８１から取得した音声データをアンプ４８２で増幅させてスピーカ４８３から出力
する。
【００８３】
　ＣＰＵ４１０には、主制御部３００と同様に、外部ＩＣを選択するためのアドレスデコ
ード回路４５０が接続されており、アドレスデコード回路４５０には、主制御部３００か
らの制御コマンドを受信するための入力インタフェース４６１、時計ＩＣ４２３、７セグ
メント表示器４４０への信号を出力するための出力インタフェース４７２が接続されてい
る。
【００８４】
　時計ＩＣ４２３が接続されていることで、ＣＰＵ４１０は、現在時刻を取得することが
可能である。７セグメント表示器４４０は、スロットマシン１００の内部に設けられてお
り、例えば、副制御部４００に設定された所定の情報を店の係員等が確認できるようにな
っている。更に、出力インタフェース４７０には、デマルチプレクサ４１９が接続されて
いる。デマルチプレクサ４１９は、出力インタフェース４７０から送信された信号を各表
示部等に分配する。すなわち、デマルチプレクサ４１９は、ＣＰＵ４１０から受信された
データに応じて上部ランプ１５１、サイドランプ１５２、中央ランプ１５３、腰部ランプ
１５４、下部ランプ１５５、リールパネルランプ１２５、メダル払出口１６１を内側から
閃光にて照明する払出口ストロボ１５９、受皿ランプ１５６を制御する。なお、ＣＰＵ４
１０は、演出ユニット制御部５００への信号送信は、デマルチプレクサ４１９を介して実
施する。
【００８５】
＜演出ユニット制御部＞
【００８６】
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　次に、図９を参照してスロットマシン１００の演出ユニット制御部５００について説明
する。演出ユニット制御部５００は、演算処理装置であるＣＰＵ５１０や、各ＩＣ、各回
路と信号の送受信を行うためのデータバス及びアドレスバスを備え、以下に述べる構成を
有する。クロック補正回路５１４は、水晶発振器５１１から発振されたクロックを補正し
て、補正後のクロックをシステムクロックとしてＣＰＵ５１０に供給する回路である。
【００８７】
　また、ＣＰＵ５１０にはタイマ回路５１５がバスを介して接続されている。ＣＰＵ５１
０は、所定のタイミングでデータバスを介してＲＯＭ５１２の所定エリアに格納された分
周用のデータをタイマ回路５１５に送信する。タイマ回路５１５は、受信した分周用のデ
ータを基に割り込み時間を決定し、この割り込み時間ごとに、割り込み要求をＣＰＵ５１
０に送信する。ＣＰＵ５１０は、この割込み要求のタイミングをもとに、各ＩＣや各回路
を制御する。ＣＰＵ５１０は、副制御部４００の出力インタフェース４７０、デマルチプ
レクサ４１９を介して出力されたＣＰＵ４１０からの信号を、入力インタフェース５２０
およびバスを介して受信し、演出ユニット制御部５００全体を制御する。
【００８８】
　ＲＯＭ５１２には、演出ユニット制御部５００全体を制御するためのプログラムやデー
タが記憶されている。ＲＡＭ５１３は、ＣＰＵ５１０で処理されるプログラムのワークエ
リア等を有する。ＲＯＭ５１２やＲＡＭ５１３は、バスを介してＣＰＵ５１０に接続され
ている。また、ＣＰＵ５１０には、バスを介して、ＣＰＵ５３０、モータ３２を駆動する
ためのモータドライバ５６２、モータ５４ａを駆動するためのモータドライバ５４２、モ
ータ５４ｂを駆動するためのモータドライバ５５２、センサ５７ａ'、５７ｂ'、４１ａ及
び４１ｂが接続されている。なお、図示省略しているが、センサ５７ａ'及び５７ｂ'はそ
れぞれ２つずつ設けられている。更に、ＣＰＵ５３０には、バスを介して、ＲＯＭ５３１
、ＲＡＭ５３２、ＶＤＰ（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー）５３４が接続されてい
る。
【００８９】
　一方、ＲＯＭ５３１には、ＣＰＵ５３０で処理されるプログラムが格納されている。Ｒ
ＡＭ５３２は、ＣＰＵ５３０で処理されるプログラムのワークエリア等を有する。ＶＤＰ
５３４には、水晶発振器５３３が接続され、さらに、バスを介して、ＲＯＭ５３５、ＲＡ
Ｍ５３６が接続されている。ＲＯＭ５３５には、ＬＣＤ１０の画像データが複数種類格納
されている。そして、ＣＰＵ５３０は、ＣＰＵ５１０からの信号をもとにＲＯＭ５３５の
画像データを読み出し、ＲＡＭ５３６のワークエリアを使用して画像信号を生成し、Ｄ／
Ａコンバータ５３７を介して、ＬＣＤ１０の表示画面に画像を表示する。
【００９０】
　＜図柄配列＞
【００９１】
　次に、図１０を用いて、上述の各リール１１０～１１２に施される図柄配列について説
明する。なお、同図は、各リール（左リール１１０、中リール１１１、右リール１１２）
に施される図柄の配列を平面的に展開して示した図である。
【００９２】
　各リール１１０～１１２には、複数種類の図柄が所定コマ数（本実施形態では、配置番
号０～２０の２１コマ）だけ配置されている。また、同図の左端に示した配置番号０～２
０は、各リール１１０～１１２上の図柄の配置位置を示す番号である。例えば、本実施形
態では、左リール１１０の番号２のコマには「白７」の図柄、中リール１１１の番号０の
コマには「リプレイ」の図柄、右リール１１２の番号０のコマには「ベル」の図柄、がそ
れぞれ配置されている。なお、他の図柄の名称は、同図の右側の表に示す通りである。
【００９３】
　＜入賞役の種類＞
【００９４】
　次に、図１１を用いて、スロットマシン１００の入賞役の種類について説明する。なお
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、同図は入賞役の種類、各入賞役に対応する図柄組合せ、各入賞役の作動または払出を示
した図である。
【００９５】
　本明細書における入賞役のうち、ビッグボーナス（ＢＢ１、ＢＢ２）はボーナス遊技に
移行する役として、再遊技（リプレイ）１～８は新たにメダルを投入することなく再遊技
が可能となる役として、ＲＴ移行役は後述するＲＴ遊技に移行する役として、それぞれ入
賞役とは区別され「作動役（または移行役）」と呼ばれる場合があるが、本明細書におけ
る「入賞役」には、作動役（または移行役）である、ビッグボーナス、再遊技、ＲＴ移行
役が含まれる。また、本明細書における「入賞」には、メダルの配当を伴わない作動役（
または移行役）の図柄組合せが有効ライン上に表示される（有効ライン上に揃う）場合も
含まれ、例えば、ビッグボーナス、再遊技、ＲＴ移行役への入賞が含まれる。
【００９６】
　本実施形態の入賞役には、１つの入賞役によって構成される単独役と、複数の入賞役に
同時に内部当選することが可能な同時当選役がある。なお、入賞役の種類は、本実施形態
で示す入賞役に限定されるものではなく、任意に採用できることは言うまでもない。
【００９７】
　本実施形態の単独役には、ビッグボーナス（ＢＢ１、ＢＢ２）と、小役（スイカ、ベル
、チェリー）と、制御役（制御役Ａ、制御役Ｂ）と、再遊技（リプレイ）１～８と、ＲＴ
移行役がある。
【００９８】
　「ビッグボーナス（ＢＢ１、ＢＢ２）」は、入賞により特別遊技であるビッグボーナス
遊技（ＢＢ遊技）が開始される特別役（作動役）である。対応する入賞図柄組合せは、本
実施形態の場合、ＢＢ１が「白７－白７－白７」、ＢＢ２が「青７－青７－青７」である
。また、本実施形態ではビッグボーナスについてフラグ持越しを行う。すなわち、ビッグ
ボーナスに内部当選すると、これを示すフラグが立つ（主制御部３００のＲＡＭ３１３の
所定領域に内部当選したことを示す情報が記憶される）が、その遊技においてビッグボー
ナスに入賞しなかったとしても、入賞するまでフラグが立った状態が維持され、次遊技以
降でもビッグボーナスに内部当選中とする。
【００９９】
　「小役（スイカ、ベル、チェリー）」（以下、単に、スイカ、ベル、チェリーという場
合がある）は、入賞により所定数のメダルが払い出される入賞役で、対応する入賞図柄組
合せは、本実施形態の場合、スイカが「チャンス－チャンス－スイカ」、ベルが「ベル－
ベル－ベル」、チェリーが「チェリー－ＡＮＹ－ＡＮＹ」である。また、対応する払出枚
数は、同図に示す通りである。なお、「チェリー－ＡＮＹ－ＡＮＹ」の場合、左リール１
１０の図柄が「チェリー」であればよく、中リール１１１と右リール１１２の図柄はどの
図柄でもよい。
【０１００】
　「制御役（制御役Ａ、制御役Ｂ）」は、後述する同時当選役（ベル、制御役Ａ）または
同時当選役（ベル、制御役Ａ）に内部当選した場合にストップボタン１３１ａ～１３１ｃ
の停止順序に応じて、ベルのみを入賞ライン１１４上に停止表示可能とするか、ベルとＲ
Ｔ移行役の両者を入賞ライン１１４上に停止表示可能とするかを制御するための役である
（詳細は後述する）。なお、制御役は、このような制御を行うための役であるため、制御
役に対応する図柄組合せである「ベル－ベル－白７」、「ベル－ベル－青７」が入賞ライ
ン１１４上に停止表示された場合でも、本実施形態では、メダルの払出や遊技状態の移行
などの特別な処理は行わない。
【０１０１】
　「再遊技（リプレイ）１～８」は、入賞により、次回の遊技でメダル（遊技媒体）の投
入を行うことなく遊技を行うことができる入賞役（作動役）であり、メダルの払出は行わ
ない。なお、各々の再遊技役に対応する入賞図柄組合せは、同図に示す通りである。
【０１０２】
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　「ＲＴ移行技」は、入賞により、通常遊技（ＲＴ２モード）に移行する移行役であり、
メダルの払出は行わない。また、対応する入賞図柄組合せは、本実施形態では、「リプレ
イ－ベル－リプレイ」である。
【０１０３】
　次に、スロットマシン１００の遊技状態について説明する。スロットマシン１００の遊
技状態は、通常遊技と、再遊技高確率遊技（ＲＴ遊技）と、ＢＢ内部当選時、ＢＢ遊技と
、に大別される。
【０１０４】
　＜通常遊技＞
【０１０５】
　図１２は、通常遊技（通常遊技ＲＴ０モード）における入賞役の種別と、単独役／同時
当選役の種別と、内部当選確率と、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯＭ
３１２に記憶したデータテーブルの一例である。なお、同図の「特徴」の欄は、各入賞役
の特徴を参考までに記載したものである（以下のデータテーブルも同様）。　同図におけ
る入賞役の内部当選確率の分子の値は、所定の遊技回数における各入賞役の出現回数を示
す数値（抽選データ）であり、分母の値は、入賞役の内部抽選時に取得される乱数値の範
囲の大きさ（本実施形態では６５５３６）である。この内部当選確率は、設定１～設定６
まで存在し、遊技店の係員等はいずれかを任意に選択し、設定することができるようにな
っている。
【０１０６】
　通常遊技の入賞役には、上述の単独役である、ビッグボーナス（ＢＢ１、ＢＢ２）、小
役（スイカ、ベル、チェリー）、再遊技１に加え、同時当選役がある。
【０１０７】
　同時当選役は、複数の入賞役に同時に内部当選することが可能な入賞役であり、本実施
形態では、図１２の番号７～番号４７に示す同時当選役がある。例えば、同図の番号１６
に対応する同時当選役（ＢＢ１、再遊技１）は、ＢＢ１と再遊技１に同時に内部当選する
ことが可能な入賞役であり、ＢＢ１に対応する入賞図柄組合せ「白７－白７－白７」が入
賞ライン１１４上に停止表示された場合（揃った場合）には、ＢＢ遊技に移行し、再遊技
１に対応する入賞図柄組合せ「リプレイ－リプレイ－リプレイ」が入賞ライン１１４上に
停止表示された場合には、次回の遊技でメダルの投入を行うことなく遊技を行うことがで
きる。なお、同時当選役（ベル、制御役Ａ）または同時当選役（ベル、制御役Ｂ）に含ま
れる制御役Ａと制御役Ｂは、同時当選する他の役（本実施形態ではベル）よりもメダルの
払出枚数が少なく設定されており（本実施形態では、制御役Ａと制御役Ｂの払出枚数は１
枚であるのに対して、ベルの払出枚数は９枚）、同時当選役（ベル、制御役Ａ）または同
時当選役（ベル、制御役Ｂ）が内部当選しても入賞ライン１１４上に停止表示されない役
である。このように出現しない役を設けることで、遊技台の仕様変更などに伴う抽選デー
タ、リール停止制御データの変更対応作業が容易になる。
【０１０８】
　＜再遊技高確率遊技＞
【０１０９】
　図１３、図１４は再遊技高確率遊技における入賞役の種別と、単独役／同時当選役の種
別と、内部当選確率と、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯＭ３１２に記
憶したデータテーブルの一例である。
【０１１０】
　再遊技高確率遊技とは、再遊技役の内部当選確率が通常遊技よりも高く設定された遊技
をいい、本実施形態では、再遊技高確率遊技１（通常遊技ＲＴ１モード）と再遊技高確率
遊技２（通常遊技ＲＴ２モード）の２種類がある。また、再遊技高確率遊技の入賞役には
、上述の単独役である、ビッグボーナス（ＢＢ１、ＢＢ２）、小役（スイカ、ベル、チェ
リー）、再遊技１と、同時当選役がある。
【０１１１】
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　再遊技高確率遊技１においては、単独役（再遊技１）の内部当選確率が５００００／６
５５３６に設定されており、通常遊技における単独役（再遊技１）の内部当選確率である
７５６０／６５５３６よりも格段に高く設定されている（遊技者にとって有利な確率に設
定されている）と共に、同時当選役（再遊技１、再遊技２）および同時当選役（再遊技１
、再遊技３）の内部当選確率が３５０／６５５３６に設定されており、通常遊技における
同時当選役（再遊技１、再遊技２）および同時当選役（再遊技１、再遊技３）の内部当選
確率である３４０／６５５３６よりも高く設定されている。　また、再遊技高確率遊技２
においては、単独役（再遊技１）の内部当選確率が７５５５／６５５３６に設定されてお
り、通常遊技における単独役（再遊技１）の内部当選確率である７５６０／６５５３６よ
りも若干低く設定されているが（遊技者にとって不利な確率に設定されているが）、同時
当選役（再遊技１、再遊技２）および同時当選役（再遊技１、再遊技３）の内部当選確率
は３５０／６５５３６に設定されており、通常遊技における同時当選役（再遊技１、再遊
技２）および同時当選役（再遊技１、再遊技３）の内部当選確率である３４０／６５５３
６よりも高く設定されている。
【０１１２】
　＜ＢＢ内部当選時＞
【０１１３】
　図１５、図１６はＢＢ内部当選時における入賞役の種別と、単独役／同時当選役の種別
と、内部当選確率と、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯＭ３１２に記憶
したデータテーブル一例である。
【０１１４】
　ＢＢ内部当選時とは、ＢＢ１またはＢＢ２の入賞役に内部当選し（同時当選役による内
部当選も含む）、ＢＢ１およびＢＢ２に入賞していない（ＢＢ１およびＢＢ２に対応する
入賞図柄組合せが入賞ライン１１４上に揃っていない）遊技状態をいい、本実施形態では
、ＢＢ１に内部当選した状態であるＢＢ１内部当たり遊技（内部当たりＲＴ３モード）と
、ＢＢ２に内部当選した状態であるＢＢ２内部当たり遊技（内部当たりＲＴ４モード）の
２種類がある。また、このＢＢ内部当選時の入賞役には、上述の単独役である、小役（ス
イカ、ベル、チェリー）、再遊技１がある。
【０１１５】
　ＢＢ１内部当たり遊技と、ＢＢ２内部当たり遊技では、ボーナス役と再遊技役、または
、ボーナス役と小役で構成される同時当選役の内部当選確率が異なるように設定されてい
る。具体的には、ＢＢ１内部当たり遊技においては、ＢＢ１と再遊技役、または、ＢＢ１
と小役で構成される同時当選役の内部当選確率が、ＢＢ２と再遊技役、または、ＢＢ２と
小役で構成される同時当選役の内部当選確率よりも高く設定されており、ＢＢ２内部当た
り遊技においては、ＢＢ２と再遊技役、または、ＢＢ２と小役で構成される同時当選役の
内部当選確率が、ＢＢ１と再遊技役、または、ＢＢ１と小役で構成される同時当選役の内
部当選確率よりも高く設定されている。例えば、ＢＢ１内部当たり遊技における同時当選
役（ＢＢ１、再遊技１）の内部当選確率は１７５６０／６５５３６に設定されているのに
対して、ＢＢ２内部当たり遊技における同時当選役（ＢＢ１、再遊技１）の内部当選確率
は０／６５５３６に設定されており、ＢＢ１内部当たり遊技における同時当選役（ＢＢ１
、再遊技１）の内部当選確率は、ＢＢ２内部当たり遊技における同時当選役（ＢＢ１、再
遊技１）の内部当選確率よりも高く設定されている。
【０１１６】
　＜ＢＢ遊技＞
【０１１７】
　図１７は、ＢＢ遊技時における入賞役の種類と、単独役／同時当選役の種別と、内部当
選確率と、対応する入賞図柄組合せと、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲ
ＯＭ３１２に記憶したデータテーブルの一例である。
【０１１８】
　ＢＢ遊技とは、通常遊技よりも遊技者にとって有利な遊技（例えば、通常遊技よりも遊
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技中に用いられるメダルの消費量が少ない遊技、または、通常遊技よりも遊技中に獲得で
きるメダルの獲得量が多い遊技など）をいい、ＢＢ遊技中の入賞役には、上述の単独役で
ある、小役（スイカ、ベル、チェリー）がある。なお、本実施形態では、メダルの払出枚
数が４６５枚を超えた場合にＢＢ遊技が終了する。
【０１１９】
　次に、図１８、図１９を用いて、遊技状態の移行制御について説明する。なお、図１８
はＲＴ状態の種類と、各ＲＴ状態への移行契機と、対応する遊技状態を示した図であり、
図１９は遊技状態の遷移の様子を示した遊技状態遷移図である。
【０１２０】
　本実施形態では、ＲＴ状態として、通常遊技ＲＴ０モード（通常遊技）、通常遊技ＲＴ
１モード（再遊技高確率遊技１）、通常遊技ＲＴ２モード（再遊技高確率遊技２）、内部
当たりＲＴ３モード（ＢＢ１内部当たり遊技）、内部当たりＲＴ４モード（ＢＢ２内部当
たり遊技）の５種類のＲＴモードが存在する。
【０１２１】
　通常遊技ＲＴ０モードは、通常遊技の開始時や、設定変更後やＲＡＭクリア（ＲＡＭの
初期化）後に最初に設定される遊技状態である。通常遊技ＲＴ１モードは、ＢＢ１遊技ま
たはＢＢ２遊技の終了後に移行し、移行後５０００ゲーム間は、通常遊技ＲＴ１モードが
継続され、その後、通常遊技ＲＴ０モードに移行する。通常遊技ＲＴ２モードは、通常遊
技ＲＴ０モードにおいてＲＴ移行役に入賞した場合（ＲＴ移行役に対応する図柄組合せ「
リプレイーベルーリプレイ」が入賞ライン１１４上に表示された場合）に移行し、移行後
１ゲーム間は、通常遊技ＲＴ２モードが継続され、その後、通常遊技ＲＴ０モードに移行
する。内部当たりＲＴ３モードは、ＢＢ１に内部当選した場合に移行し、ＢＢ１に入賞す
るまで（ＢＢ１に対応する図柄組合せ「白７－白７－白７」が入賞ライン１１４上に表示
されるまで）継続される。内部当たりＲＴ４モードは、ＢＢ２に内部当選した場合に移行
し、ＢＢ２に入賞するまで（ＢＢ２に対応する図柄組合せ「青７－青７－青７」が入賞ラ
イン１１４上に表示されるまで）継続される。なお、ＢＢ１内部当たり遊技（またはＢＢ
２内部当たり遊技）においてＢＢ１（またはＢＢ２）に入賞した場合には、ＢＢ１遊技（
またはＢＢ２遊技）に移行する。
【０１２２】
　＜メイン処理＞
【０１２３】
　次に、図２０を用いて、主制御部３００のメイン処理について説明する。なお、同図は
、主制御部３００のメイン処理の流れを示すフローチャートである。
【０１２４】
　遊技の基本的制御は、主制御部３００のＭａｉｎＣＰＵ３１０が中心になって行い、電
源断等を検知しないかぎり、ＭａｉｎＣＰＵ３１０が同図の主制御部メイン処理を繰り返
し実行する。
【０１２５】
　スロットマシン１００に電源が投入されると、まず、ステップＳ１０１において各種の
初期化処理が実行され、その後、主制御部メイン処理のステップＳ１０２では、メダル投
入に関する処理や遊技のスタート操作に関する処理を行う。スタート操作に関する処理で
は、スタートレバー１３５が操作されたか否かのチェックを行い、スタート操作されたと
判断した場合は、投入されたメダル枚数を確定する。また、副制御部４００に対してスタ
ートレバー受付コマンドを送信する。副制御部４００は、このスタートレバー受付コマン
ドを受信することによって遊技の開始を把握する。
【０１２６】
　ステップＳ１０３では、有効な入賞ライン１１４を確定する。
【０１２７】
　ステップＳ１０４では、乱数発生器３１７で発生させた乱数を取得する。
【０１２８】
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　ステップＳ１０５では、ステップＳ１０４で取得した乱数値と、ＲＯＭ３１２に格納さ
れている上述のデータテーブルを用いて、入賞役の内部抽選を行う。内部抽選の結果、い
ずれかの入賞役に内部当選した場合、その入賞役のフラグが内部的にオンになる。また、
このステップＳ１０５では、副制御部４００に対して内部当選コマンドを送信する。副制
御部４００は、この内部当選コマンドを受信することによって内部抽選の結果を把握する
。
【０１２９】
　ステップＳ１０６では、リール停止データの候補を選択する。ここでは、図２１に示す
データテーブルを参照し、ステップＳ１０５で決定した内部当選役に基づいて、複数の停
止テーブル取得情報の中から１つの停止テーブル取得情報を取得する。なお、図２１は、
入賞役の種別と、単独役／同時当選役の種別と、停止テーブル取得情報と、を対応付けし
てＲＯＭ３１２に記憶したデータテーブルの一例である。このデータテーブルに記憶され
た停止テーブル取得情報は、各入賞役に対応するリール停止データの候補を規定したもの
であり、図２２に示す停止優先順位（再遊技役＞ボーナス＞小役）の規則に従って、各入
賞役のリール停止データの候補として取得可能な停止テーブルを規定している。例えば、
内部抽選の結果、図２１の番号１６の同時当選役（ＢＢ１、再遊技１）に内部当選した場
合を考えると、図２２に示す停止優先順位の規則には、ＢＢ１よりも再遊技１の方が停止
優先順位が高く、且つ、再遊技役は必ず再遊技役に対応する図柄組合せを停止表示する役
と規定されているから、同時当選役（ＢＢ１、再遊技１）のリール停止データの候補とし
て取得可能な停止テーブルは、再遊技１停止テーブルのみである。一方、同図の番号３６
の同時当選役（ＢＢ１、スイカ）に内部当選した場合を考えると、図２２に示す停止優先
順位の規則には、スイカよりもＢＢ１の方が停止優先順位が高く、且つ、ＢＢ１はリール
の停止操作を検知してから所定の引込みの移動範囲内にＢＢ１に対応する図柄がある場合
に限って優先して停止させる役であり、スイカ(小役)は配当の高い役を優先して停止させ
る役であるから、同時当選役（ＢＢ１、スイカ）のリール停止データの候補として取得可
能な停止テーブルは、ＢＢ１停止テーブルまたはスイカ停止テーブルである。
【０１３０】
　図２０に戻って、ステップＳ１０７では、リール回転開始処理により、全リール１１０
～１１２の回転を開始させる。
【０１３１】
　ステップＳ１０８では、演出用投入ボタン受付処理（詳細は後述）を行う。
【０１３２】
　ステップＳ１０９では、リール制御処理を行う。詳細は後述するが、このリール制御処
理では、押されたストップボタン１３１ａ～１３１ｃに対応するリール１１０～１１２の
回転を停止させる停止制御を行う。
【０１３３】
　ステップＳ１１０では、ストップボタン１３１ａ～１３１ｃが押されることによって停
止した図柄の入賞判定を行う。ここでは、有効ライン１１４上に、内部当選した入賞役ま
たはフラグ持越し中の入賞役に対応する図柄組合せが停止表示された場合にその入賞役に
入賞したと判定する。例えば、有効ライン１１４上に、「リプレイ－リプレイ－リプレイ
」が停止表示された場合には再遊技１の入賞と判定する。また、このステップＳ１１０で
は、副制御部４００に対して入賞コマンドを送信する。副制御部４００は、この入賞コマ
ンドを受信することによって入賞の結果を把握する。なお、ボーナスに入賞した場合には
、入賞コマンドに替えて、副制御部４００に対してボーナス入賞コマンドを送信する。副
制御部４００は、このボーナス入賞コマンドを受信することによってボーナスの入賞を把
握する。
【０１３４】
　ステップＳ１１１では、メダル払出処理を行う。このメダル払出処理では、払い出し（
配当）のある何らかの入賞役に入賞していれば、その入賞役に対応する枚数のメダルを払
い出す。
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【０１３５】
　ステップＳ１１２では、遊技状態制御処理を行う。詳細は後述するが、この遊技状態制
御処理では、遊技状態を移行するための制御が行われ、例えば、ＢＢ入賞の場合に次回か
らＢＢ遊技を開始できるよう準備し、それらの最終遊技では、次回から通常遊技が開始で
きるよう準備する。
【０１３６】
　以上により１遊技が終了し、以降、主制御部メイン処理を繰り返すことにより遊技が進
行することになる。
【０１３７】
　＜演出用投入ボタン受付処理＞
【０１３８】
　次に、図２３を用いて、上記メイン処理における演出用投入ボタン受付処理（ステップ
Ｓ１０８）について説明する。なお、同図は、演出用投入ボタン受付処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【０１３９】
　ステップＳ２０１では、第３停止リールの停止受付待ち中か否か、すなわち、既に２つ
のリールが停止して残りの１つのリールのみが回転している状態か否かを判定する。そし
て、第３停止リールの停止受付待ち中である場合は何も処理をせずに終了し、そうでない
場合はステップＳ２０２に進む。
【０１４０】
　ステップＳ２０２では、メダル投入ボタン（ベットボタン）１３０が押下されたか否か
を判定する。そして、メダル投入ボタン１３０の押下を受け付けた場合はステップＳ２０
３に進み、そうでない場合は何も処理をせずに終了する。
【０１４１】
　ステップＳ２０３では、副制御部４００に対して、演出用投入ボタン受付コマンドを送
信して、処理を終了する。副制御部４００は、この演出用投入ボタン受付コマンドを受信
することによって、メダル投入ボタン１３０が操作されたことを把握する。
【０１４２】
　＜リール制御処理＞
【０１４３】
　次に、図２４を用いて、上記メイン処理におけるリール制御処理（ステップＳ１０９）
について説明する。なお、同図は、リール制御処理の流れを示すフローチャートである。
【０１４４】
　ステップＳ３０１では、ストップボタン１３１ａ～１３１ｃのいずれかの操作を受け付
けたか否かを判定する。そして、ストップボタン１３１ａ～１３１ｃのいずれかの操作を
受け付けた場合にはステップＳ３０２に進み、ストップボタン１３１ａ～１３１ｃのいず
れの操作も受け付けていない場合にはストップボタン１３１ａ～１３１ｃが操作されるの
を待つ。
【０１４５】
　ステップＳ３０２では、副制御部４００に対して停止ボタン受付コマンドを送信する。
副制御部４００は、この停止ボタン受付コマンドを受信することによって、主制御部３０
０がストップボタン１３１ａ～１３１ｃのいずれかの操作を受け付けたことを把握する。
【０１４６】
　ステップＳ３０３では、リール停止処理を行う（詳細は後述する）。
【０１４７】
　ステップＳ３０４では、全てのリール１１０～１１２が停止しているか否かを判定し、
全てのリール１１０～１１２が停止している場合にはステップＳ３０５に進み、そうでな
い場合にはステップＳ３０１に戻って回転中のリールの停止処理を行う。
【０１４８】
　ステップ３０５では、副制御部４００に対してリールの停止に関する停止情報コマンド
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を送信する。副制御部４００は、この停止情報コマンドを受信することによって、リール
１１０～１１２の停止位置情報などを把握する。
【０１４９】
　＜リール停止処理＞
【０１５０】
　次に、図２５を用いて、上記リール制御処理におけるリール停止処理（ステップＳ３０
３）について説明する。なお、同図は、リール停止処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【０１５１】
　ステップＳ４０１では、ストップボタン１３１ａ～１３１ｃの操作時の図柄位置データ
を取得する。より具体的には、ストップボタン１３１ａ～１３１ｃの停止操作がなされた
時に入賞ライン１１４の中段水平ラインに位置していた図柄の図柄番号を、停止操作時の
図柄位置データとして取得する。
【０１５２】
　ステップＳ４０２では、上述のステップＳ１０６で取得した停止テーブル取得情報を参
照し、候補として選択した停止テーブルデータの中から、条件に合致する停止テーブルデ
ータを取得する。なお、後述するステップＳ４０７、Ｓ４１０において停止テーブルデー
タが更新されている場合には、このステップＳ４０２を飛ばしてステップＳ４０３に進む
。
【０１５３】
　ステップＳ４０３では、ステップＳ４０２で取得した（または、後述するステップＳ４
０７、Ｓ４１０で更新した）停止テーブルデータを参照し、ステップＳ４０１で取得した
図柄位置データなどに基づいて、リールを停止させる位置情報を示す図柄停止位置情報を
取得する。
【０１５４】
　ステップＳ４０４では、ステップＳ４０１で取得した図柄位置データと、ステップＳ４
０３で取得した図柄停止位置情報に基づいて、リールの引き込みコマ数を設定する。
【０１５５】
　ステップＳ４０５では、ステップＳ４０４で設定した引き込みコマ数に基づいて、リー
ル１１０～１１２を停止する。
【０１５６】
　ステップＳ４０６では、停止したリールが第１停止であるか否か、すなわち、３つのリ
ール１１０～１１２のうちで最初に停止したリールであるか否かを判定し、第１停止リー
ルであればステップＳ４０７に進み、そうでない場合にはステップＳ４０９に進む。
【０１５７】
　ステップＳ４０７では、停止テーブル取得情報を参照し、候補として選択した停止テー
ブルデータの中から、第１停止リールの停止図柄を加味した条件に合致する停止テーブル
データを取得して停止テーブルデータを更新し、ステップＳ４０８では、副制御部４００
に対して、第１停止リールコマンドを送信する。
【０１５８】
　ステップＳ４０９では、停止したリールが第２停止であるか否か、すなわち、３つのリ
ール１１０～１１２のうちで２番目に停止したリールであるか否かを判定し、第２停止リ
ールであればステップＳ４１０に進み、そうでない場合にはステップＳ４１２に進む。
【０１５９】
　ステップＳ４１０では、停止テーブル取得情報を参照し、候補として選択した停止テー
ブルデータの中から、第１停止リールおよび第２停止リールの停止図柄を加味した条件に
合致する停止テーブルデータを取得して停止テーブルデータを更新し、ステップＳ４１１
では、副制御部４００に対して、第２停止リールコマンドを送信する。
【０１６０】
　ステップＳ４１２では、取得した停止テーブルデータの情報を消去し、ステップＳ４１
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３では、副制御部４００に対して、全停止リールコマンドを送信する。
【０１６１】
　次に、このリール停止処理を具体的に説明する。図２６は、上述の図柄表示窓１１３の
９つの表示領域１～９と、上述の５本の入賞ライン１１４との関係を示した図であり、本
実施形態では、表示領域１、４、７によって構成される上段水平入賞ライン（水平入賞ラ
インａ）、表示領域２、５、８によって構成される中段水平入賞ライン（水平入賞ライン
ｂ）、表示領域３、６、９によって構成される下段水平入賞ライン（水平入賞ラインｃ）
、表示領域３、５、７によって構成される右上がり入賞ライン（対角入賞ラインa）、表
示領域１、５、９によって構成される右下がり入賞ライン（対角入賞ラインｂ）の５本の
入賞ラインがある。
【０１６２】
　図２７（ａ）は単独役（再遊技１）に内部当選した場合に、図柄表示窓１１３に表示さ
れる図柄組合せの一例を示した図である。単独役（再遊技１）に内部当選した場合には、
上記図２１の番号３の行に示すように、上述の停止テーブルデータの候補として再遊技１
停止テーブルデータのみが取得される。また、上記図２２に示すように、再遊技役は必ず
再遊技役に対応する図柄組合せを停止表示する役であるから、ストップボタン１３１ａ～
１３１ｃの停止操作によって全リール１１０～１１２を停止させた場合には、ストップボ
タン１３１ａ～１３１ｃの停止操作手順に関わらず、再遊技１停止テーブルデータに基づ
いてリールの停止制御が行われ、再遊技１に対応する図柄組合せ「リプレイ－リプレイ－
リプレイ」が入賞ライン（この例では中段水平入賞ライン）上に停止表示される。
【０１６３】
　図２７（ｂ）は同時当選役（再遊技１、再遊技２）に内部当選した場合に、図柄表示窓
１１３に表示される図柄組合せの一例を示した図である。同時当選役（再遊技１、再遊技
２）に内部当選した場合には、上記図２１の番号７の行に示すように、上述のリール停止
テーブルデータの候補として、引き込み開始時の図柄位置に基づいて再遊技１停止テーブ
ルデータまたは再遊技２停止テーブルデータが取得される。また、上記図２２に示すよう
に、再遊技役は必ず再遊技役に対応する図柄組合せを停止表示する役であるから、右リー
ル１１２に対応する表示領域７、８、９に、再遊技２に対応する図柄組合せ「リプレイ－
リプレイ－チャンス」を構成する図柄であるチャンス図柄が停止表示されるように（リー
ルの引き込み制御が可能な範囲内にチャンス図柄がある図柄位置で）右ストップボタン１
３１ｃの停止操作を行うと、再遊技２停止テーブルデータに基づいてリールの停止制御が
行われ、再遊技２に対応する図柄組合せ「リプレイ－リプレイ－チャンス」が入賞ライン
（この例では中段水平入賞ライン）上に停止表示される。
【０１６４】
　図２７（ｃ）は同時当選役（再遊技１、再遊技３）に内部当選した場合に、図柄表示窓
１１３に表示される図柄組合せの一例を示した図である。同時当選役（再遊技１、再遊技
３）に内部当選した場合には、上記図２１の番号８の行に示すように、上述のリール停止
テーブルデータの候補として、引き込み開始時の図柄位置に基づいて再遊技１停止テーブ
ルデータまたは再遊技３停止テーブルデータが取得される。また、上記図２２に示すよう
に、再遊技役は必ず再遊技役に対応する図柄組合せを停止表示する役であるから、中リー
ル１１１に対応する表示領域４、５、６に、再遊技３に対応する図柄組合せ「リプレイ－
チャンス－リプレイ」を構成する図柄であるチャンス図柄が停止表示されるように中スト
ップボタン１３１ｂの停止操作を行うと、再遊技３停止テーブルデータに基づいてリール
の停止制御が行われ、再遊技３に対応する図柄組合せ「リプレイ－チャンス－リプレイ」
が入賞ライン（この例では中段水平入賞ライン）上に停止表示される。
【０１６５】
　図２７（ｄ）は同時当選役（再遊技１、再遊技４）に内部当選した場合に、図柄表示窓
１１３に表示される図柄組合せの一例を示した図である。同時当選役（再遊技１、再遊技
４）に内部当選した場合には、上記図２１の番号９の行に示すように、上述のリール停止
テーブルデータの候補として、引き込み開始時の図柄位置に基づいて再遊技１停止テーブ
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ルデータまたは再遊技４停止テーブルデータが取得される。また、上記図２２に示すよう
に、再遊技役は必ず再遊技役に対応する図柄組合せを停止表示する役であるから、左リー
ル１１０に対応する表示領域１、２、３に、再遊技４に対応する図柄組合せ「チャンス－
リプレイ－リプレイ」を構成する図柄であるチャンス図柄が停止表示されるように左スト
ップボタン１３１ａの停止操作を行うと、再遊技４停止テーブルデータに基づいてリール
の停止制御が行われ、再遊技４に対応する図柄組合せ「チャンス－リプレイ－リプレイ」
が入賞ライン（この例では中段水平入賞ライン）上に停止表示される。
【０１６６】
　図２８（ａ）は同時当選役（再遊技１、再遊技２、再遊技３、再遊技５）に内部当選し
た場合に、図柄表示窓１１３に表示される図柄組合せの一例を示した図である。同時当選
役（再遊技１、再遊技２、再遊技３、再遊技５）に内部当選した場合には、上記図２１の
番号１０の行に示すように、上述のリール停止テーブルデータの候補として、引き込み開
始時の図柄位置に基づいて再遊技１～再遊技３停止テーブルデータ、または再遊技５停止
テーブルデータが取得される。また、上記図２２に示すように、再遊技役は必ず再遊技役
に対応する図柄組合せを停止表示する役であるから、中リール１１１に対応する表示領域
４、５、６および右リール１１２に対応する表示領域７、８、９に、再遊技５に対応する
図柄組合せ「リプレイ－チャンス－チャンス」を構成する図柄であるチャンス図柄が停止
表示されるように中ストップボタン１３１ｂ、右ストップボタン１３１ｃの停止操作を行
うと、再遊技５停止テーブルデータに基づいてリールの停止制御が行われ、再遊技５に対
応する図柄組合せ「リプレイ－チャンス－チャンス」が入賞ライン（この例では中段水平
入賞ライン）上に停止表示される。なお、この場合、中リール１１１に対応する表示領域
４、５、６および右リール１１２に対応する表示領域７、８、９にチャンス図柄を停止表
示することができなくても、いずれか一方にチャンス図柄を停止表示することができれば
、再遊技２に対応する図柄組合せ「リプレイ－リプレイ－チャンス」または再遊技３に対
応する図柄組合せ「リプレイ－チャンス－リプレイ」を停止表示させることは可能である
。
【０１６７】
　図２８（ｂ）は同時当選役（再遊技１、再遊技４、再遊技６）に内部当選した場合に、
図柄表示窓１１３に表示される図柄組合せの一例を示した図である。同時当選役（再遊技
１、再遊技４、再遊技６）に内部当選した場合には、上記図２１の番号１１の行に示すよ
うに、上述のリール停止テーブルデータの候補として、引き込み開始時の図柄位置に基づ
いて再遊技１、再遊技４、または再遊技６停止テーブルデータが取得される。また、上記
図２２に示すように、再遊技役は必ず再遊技役に対応する図柄組合せを停止表示する役で
あるから、左リール１１０に対応する表示領域１、２、３および右リール１１２に対応す
る表示領域７、８、９に、再遊技６に対応する図柄組合せ「チャンス－リプレイ－チャン
ス」を構成する図柄であるチャンス図柄が停止表示されるように左ストップボタン１３１
ａ、右ストップボタン１３１ｃの停止操作を行うと、再遊技６停止テーブルデータに基づ
いてリールの停止制御が行われ、再遊技６に対応する図柄組合せ「チャンス－リプレイ－
チャンス」が入賞ライン（この例では中段水平入賞ライン）上に停止表示される。なお、
この場合、右リール１１２に対応する表示領域７、８、９にチャンス図柄を停止表示する
ことができるのは、左リール１１０に対応する表示領域１、２、３にチャンス図柄が停止
表示される場合に限られる。
【０１６８】
　図２８（ｃ）は同時当選役（再遊技１、再遊技４、再遊技７）に内部当選した場合に、
図柄表示窓１１３に表示される図柄組合せの一例を示した図である。同時当選役（再遊技
１、再遊技４、再遊技７）に内部当選した場合には、上記図２１の番号１２の行に示すよ
うに、上述のリール停止テーブルデータの候補として、引き込み開始時の図柄位置に基づ
いて再遊技１、再遊技４、または再遊技７停止テーブルが取得される。また、上記図２２
に示すように、再遊技役は必ず再遊技役に対応する図柄組合せを停止表示する役であるか
ら、左リール１１０に対応する表示領域１、２、３および中リール１１１に対応する表示
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領域４、５、６に、再遊技７に対応する図柄組合せ「チャンス－チャンス－リプレイ」を
構成する図柄であるチャンス図柄が停止表示されるように左ストップボタン１３１ａ、中
ストップボタン１３１ｂの停止操作を行うと、再遊技７停止テーブルデータに基づいてリ
ールの停止制御が行われ、再遊技７に対応する図柄組合せ「チャンス－チャンス－リプレ
イ」が入賞ライン（この例では中段水平入賞ライン）上に停止表示される。なお、この場
合、中リール１１１に対応する表示領域４、５、６にチャンス図柄を停止表示することが
できるのは、左リール１１０に対応する表示領域１、２、３にチャンス図柄が停止表示さ
れる場合に限られる。
【０１６９】
　図２８（ｄ）は同時当選役（再遊技１～再遊技８）に内部当選した場合に、図柄表示窓
１１３に表示される図柄組合せの一例を示した図である。同時当選役（再遊技１～再遊技
８）に内部当選した場合には、上記図２１の番号１５の行に示すように、上述のリール停
止テーブルデータの候補として、引き込み開始時の図柄位置に基づいて再遊技１～再遊技
８停止テーブルが取得される。また、上記図２２に示すように、再遊技役は必ず再遊技役
に対応する図柄組合せを停止表示する役であるから、左リール１１０に対応する表示領域
１、２、３、中リール１１１に対応する表示領域４、５、６および右リール１１２に対応
する表示領域７、８、９に、再遊技８に対応する図柄組合せ「チャンス－チャンス－チャ
ンス」を構成する図柄であるチャンス図柄が停止表示されるようにストップボタン１３１
ａ～１３１ｃの停止操作を行うと、再遊技８停止テーブルデータに基づいてリールの停止
制御が行われ、再遊技８に対応する図柄組合せ「チャンス－チャンス－チャンス」が入賞
ライン（この例では中段水平入賞ライン）上に停止表示される。
【０１７０】
　図２９（ａ）は同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合に、
図柄表示窓１１３に表示される図柄組合せの一例を示した図である。同時当選役（再遊技
１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合には、上記図２１の番号１３の行に示すよ
うに、上述のリール停止テーブルデータ候補として、引き込み開始時の図柄位置に基づい
て再遊技１～再遊技６、または再遊技８停止テーブルが取得される。また、上記図２２に
示すように、再遊技役は必ず再遊技役に対応する図柄組合せを停止表示する役であるため
、所定の停止順序でストップボタン１３１ａ～１３１ｃの停止操作を行ってチャンス図柄
を停止表示すれば、再遊技８に対応する図柄組合せ「チャンス－チャンス－チャンス」を
入賞ライン（この例では中段水平入賞ライン）上に停止表示させることができる。なお、
同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合のリール停止制御につ
いては、図３０、図３１を用いて詳細に後述する。
【０１７１】
　図２９（ｂ）は同時当選役（再遊技１～再遊技４、再遊技６）に内部当選した場合に、
図柄表示窓１１３に表示される図柄組合せの一例を示した図である。同時当選役（再遊技
１～再遊技４、再遊技６）に内部当選した場合には、上記図２１の番号１４の行に示すよ
うに、上述のリール停止テーブルデータの候補として、引き込み開始時の図柄位置に基づ
いて再遊技１～再遊技４、または再遊技６停止テーブルが取得される。また、上記図２２
に示すように、再遊技役は必ず再遊技役に対応する図柄組合せを停止表示する役であるか
ら、左リール１１０に対応する表示領域１、２、３、中リール１１１に対応する表示領域
４、５、６、または、右リール１１２に対応する表示領域７、８、９のいずれにもチャン
ス図柄を停止表示させることが可能である。
【０１７２】
　次に、図３０、図３１を用いて、上述の同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）
に内部当選した場合に、図柄表示窓１１３に表示され得る図柄組合せと、リールの停止制
御について詳細に説明する。
　図３０は同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合であって、
引き込み範囲内にチャンス図柄が無かった場合に、図柄表示窓１１３に表示される図柄組
合せを示した図である。
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【０１７３】
　同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合には、上記図２１の
番号１３、および図３０に示すように、上述のリール停止テーブルデータの候補として、
引き込み開始時の図柄位置に基づいて再遊技１～再遊技６、または再遊技８停止テーブル
が取得される。
【０１７４】
　次に、第１停止リール（この例では左リール１１０）の停止操作時に、左リール１１０
に対応する表示領域１、２、３に引き込み可能な範囲内にチャンス図柄が無かった場合（
引き込み開始時（第１停止リールの停止操作時）の図柄位置から４コマ以内にチャンス図
柄が無かった場合）には、左リール１１０に対応する表示領域１、２、３にチャンス図柄
を停止表示させることが必要な再遊技４、再遊技６、再遊技８の図柄組合せは停止表示さ
せることができないため、左リール１１０に対応する表示領域１、２、３にチャンス図柄
を停止表示させることが不要な再遊技１、再遊技２、再遊技３、および再遊技５に対応す
る停止テーブルデータだけが候補に残って、第１停止リールの停止制御に有効な停止テー
ブルデータとなり、再遊技４、再遊技６、および再遊技８停止に対応する停止テーブルデ
ータは候補から外れて、今回の第１～第３停止リールの停止制御では無効となる。
【０１７５】
　次に、第２停止リール（この例では中リール１１１）の停止操作時に、中リール１１１
に対応する表示領域４、５、６に引き込み可能な範囲内にチャンス図柄が無かった場合（
引き込み開始時（第２停止リールの停止操作時）の図柄位置から４コマ以内にチャンス図
柄が無かった場合）には、中リール１１１に対応する表示領域４、５、６にチャンス図柄
を停止表示させることが必要な再遊技３、再遊技５の図柄組合せは停止表示させることが
できないため、中リール１１１に対応する表示領域４、５、６にチャンス図柄を停止表示
させることが不要な再遊技１および再遊技２に対応する停止テーブルデータだけが候補に
残って、第２停止リールの停止制御に有効な停止テーブルデータとなり、再遊技３～再遊
技８に対応する停止テーブルデータは候補から外れて、今回の第２、第３停止リールの停
止制御では無効となる。
【０１７６】
　最後に、第３停止リール（この例では右リール１１２）の停止操作時に、右リール１１
２に対応する表示領域７、８、９に引き込み可能な範囲内にチャンス図柄が無かった場合
（引き込み開始時（第３停止リールの停止操作時）の図柄位置から４コマ以内にチャンス
図柄が無かった場合）には、右リール１１２に対応する表示領域７、８、９にチャンス図
柄を停止表示させることが必要な再遊技２の図柄組合せは停止表示させることができない
ため、右リール１１２に対応する表示領域７、８、９にチャンス図柄を停止表示させるこ
とが不要な再遊技１に対応する停止テーブルデータだけが候補に残って、第３停止リール
の停止制御に有効な停止テーブルデータとなり、再遊技２～再遊技８に対応する停止テー
ブルデータは候補から外れて、今回の第３停止リールの停止制御では無効となる。この結
果、再遊技１停止テーブルデータに従ったリールの停止制御が行われ、再遊技１に対応す
る図柄組合せ「リプレイ－リプレイ－リプレイ」が入賞ライン（この例では中段水平ライ
ン）上に停止表示される。
【０１７７】
　図３１は同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合であって、
左リール１１０、右リール１１２にチャンス図柄を狙って停止表示させた場合に、図柄表
示窓１１３に表示される図柄組合せを示した図である。
【０１７８】
　同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合には、上記図２１の
番号１３、および図３１に示すように、上述のリール停止データ候補として、引き込み開
始時の図柄位置に基づいて再遊技１～再遊技６、または再遊技８停止テーブルデータが取
得される。
【０１７９】
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　次に、第１停止リール（この例では左リール１１０）の停止操作時に、左リール１１０
に対応する表示領域１、２、３にチャンス図柄を停止表示させた場合には、左リール１１
０に対応する表示領域１、２、３にチャンス図柄を停止表示させることが不要な再遊技１
～再遊技３、再遊技５の図柄組合せは停止表示させることができないため、左リール１１
０に対応する表示領域１、２、３にチャンス図柄を停止表示させることが必要な再遊技４
、再遊技６、再遊技８に対応する停止テーブルデータだけが候補に残って、第１停止リー
ルの停止制御に有効な停止テーブルデータとなり、再遊技１～再遊技３、および再遊技５
に対応する停止テーブルデータは候補から外れて、今回の第１～第３停止リールの停止制
御では無効となる。
【０１８０】
　次に、第２停止リール（この例では左リール１１２）の停止操作時に、右リール１１２
に対応する表示領域７、８、９にチャンス図柄を停止表示させた場合には、右リール１１
２に対応する表示領域７、８、９にチャンス図柄を停止表示させることが不要な再遊技４
の図柄組合せは停止表示させることができないため、右リール１１２に対応する表示領域
７、８、９にチャンス図柄を停止表示させることが必要な再遊技６および再遊技８停止テ
ーブルデータが候補に残って、第２停止リールの停止制御に有効な停止テーブルデータと
なり、再遊技１～再遊技５停止テーブルデータは候補から外れて、今回の第２、第３停止
リールの停止制御では無効となる。なお、第２停止リールとして中リール１１１を停止操
作し、中リール１１１に対応する表示領域４、５、６にリプレイ図柄を停止表示させた場
合には、中リール１１１に対応する表示領域４、５、６にリプレイ図柄を停止表示させる
ことが不要な再遊技８の図柄組合せは停止表示させることができないため、中リール１１
１に対応する表示領域４、５、６にリプレイ図柄を停止表示させることが必要な再遊技４
および再遊技６停止テーブルデータが候補に残って、第２停止テーブルデータの停止制御
に有効な停止テーブルデータとなり、再遊技８停止テーブルデータは候補から外れて、今
回の第２、第３停止リールの停止制御では無効となる。
【０１８１】
　最後に、第３停止リール（この例では中リール１１１）の停止操作時に、中リール１１
１に対応する表示領域４、５、６にチャンス図柄を停止表示させた場合には、中リール１
１１に対応する表示領域４、５、６にチャンス図柄を停止表示させることが不要な再遊技
６の図柄組合せは停止表示させることができないため、中リール１１１に対応する表示領
域４、５、６にチャンス図柄を停止表示させることが必要な再遊技８停止テーブルデータ
だけが候補に残って、第３停止リールの停止制御に有効な停止テーブルデータとなり、再
遊技１～再遊技６停止テーブルデータは候補から外れて、今回の第３停止リールの停止制
御では無効となる。この結果、再遊技８停止テーブルに従ったリール制御が行われ、再遊
技８に対応する図柄組合せ「チャンス－チャンス－チャンス」が入賞ライン上に停止表示
される。なお、第３停止リール（この例では中リール１１１）の停止操作時に、中リール
１１１に対応する表示領域４、５、６にリプレイ図柄を停止表示させた場合には、中リー
ル１１１に対応する表示領域４、５、６にリプレイ図柄を停止表示させることが不要な再
遊技８の図柄組合せは停止表示させることができないため、中リール１１１に対応する表
示領域４、５、６にリプレイ図柄を停止表示させることが必要な再遊技６停止テーブルデ
ータだけが候補に残って、第３停止リールの停止制御に有効な停止テーブルデータとなり
、再遊技８停止テーブルデータは候補から外れて、今回の第３停止リールの停止制御では
無効となる。この結果、再遊技６停止テーブルデータに従ったリール制御が行われ、再遊
技６に対応する図柄組合せ「チャンス－リプレイ－チャンス」が入賞ライン上に停止表示
される。
【０１８２】
　次に、図３２～図３５を用いて、単独役（ベル）、同時当選役（ベル、制御役Ａ）、同
時当選役（ベル、制御役Ｂ）に内部当選した場合に使用される停止テーブルの一例と、図
柄表示窓１１３に表示され得る図柄組合せの一例について詳細に説明する。
【０１８３】
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　なお、図３２は単独役（ベル）に内部当選した場合に使用される停止テーブルの一例で
あり、同図（ａ）は左リール１１０に対応する表示領域２に停止表示される図柄の停止位
置と、この停止位置までの引き込み数（引き込みコマ数）を示した図、同図（ｂ）は中リ
ール１１１に対応する表示領域５に停止表示される図柄の停止位置と、この停止位置まで
の引き込みを示した図、同図（ｃ）は右リール１１１に対応する表示領域８に停止表示さ
れる図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込み数を示した図である。また、図３３
（ａ）および（ｂ）は同時当選役（ベル、制御役Ａ）に内部当選した場合に内部当選した
場合に使用される停止テーブルの一例であり、同図（ａ）は左リール１１０に対応する表
示領域２に停止表示される図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込み数を示した図
、同図（ｂ）は中リール１１１に対応する表示領域５に停止表示される図柄の停止位置と
、この停止位置までの引き込みを示した図であり、図３３（ｃ）は同時当選役（ベル、制
御役Ｂ）に内部当選した場合に使用される停止テーブルの一例であり、右リール１１１に
対応する表示領域８に停止表示される図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込み数
を示した図である。さらに、図３４（ａ）および（ｂ）は同時当選役（ベル、制御役Ｂ）
に内部当選した場合に内部当選した場合に使用されるリール停止テーブルの一例であり、
同図（ａ）は左リール１１０に対応する表示領域２に停止表示される図柄の停止位置と、
この停止位置までの引き込み数を示した図、同図（ｂ）は中リール１１１に対応する表示
領域５に停止表示される図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込みを示した図であ
り、図３４（ｃ）は同時当選役（ベル、制御役Ａ）に内部当選した場合に使用されるリー
ル停止テーブルの一例であり、右リール１１１に対応する表示領域８に停止表示される図
柄の停止位置と、この停止位置までの引き込み数を示した図である。
【０１８４】
　単独役（ベル）に内部当選した場合には、上記図２１の番号５の行に示すように、上述
のリール停止データ候補として、図３２に示す停止テーブル(単独ベル停止テーブル)が取
得され、この停止テーブルに基づいて、上段水平入賞ラインにベル役に対応する「ベル－
ベル－ベル」が停止表示されるようにリールの停止制御が行われる。
【０１８５】
　また、同時当選役（ベル、制御役Ａ）に内部当選した場合には、上記図２１の番号３８
の行に示すように、上述のリール停止データ候補として、左リール１１０および中リール
１１１は図３３（ａ）および（ｂ）に示す停止テーブル（ベル＋制御役Ａ停止テーブル）
が取得され、右リール１１２は図３４（ｃ）に示す停止テーブル（ベル＋制御役Ａ停止テ
ーブル）が取得され、この停止テーブルに基づいてリールの停止制御が行われる。この結
果、第１停止リールとして、左リール１１０または中リール１１１を停止操作した場合に
は、図３５（ａ）の上段に示すように、表示領域１、４、７にベル図柄が停止表示され、
上段水平入賞ライン上に「ベル－ベル－ベル」が停止表示されるようにリールの停止制御
が行われる。一方、第１停止リールとして、右リール１１２を停止操作した場合には、図
３５（ａ）の下段に示すように、表示領域１、５、９にベル図柄が停止表示され、右下が
り入賞ライン上に「ベル－ベル－ベル」の図柄組合せが停止表示されると共に、中段水平
入賞ライン上に、ＲＴ移行役に対応する「リプレイ－ベル－リプレイ」の図柄組合せが停
止表示されるようにリールの停止制御が行われる。
【０１８６】
　また、同時当選役（ベル、制御役Ｂ）に内部当選した場合には、上記図２１の番号３９
の行に示すように、上述のリール停止データ候補として、左リール１１０および中リール
１１１は図３４（ａ）および（ｂ）に示す停止テーブル（ベル＋制御役Ｂ停止テーブル）
が取得され、右リール１１２は図３３（ｃ）に示す停止テーブル（ベル＋制御役Ｂ停止テ
ーブル）が取得され、この停止テーブルに基づいてリールの停止制御が行われる。この結
果、第１停止リールとして、左リール１１０または中リール１１１を停止操作した場合に
は、図３５（ｂ）の上段に示すように、表示領域１、５、９にベル図柄が停止表示され、
右下がり入賞ライン上に「ベル－ベル－ベル」の図柄組合せが停止表示されると共に、中
段水平入賞ライン上に、ＲＴ移行役に対応する「リプレイ－ベル－リプレイ」の図柄組合
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せが停止表示される。一方、第１停止リールとして、右リール１１２を停止操作した場合
には、図３５（ｂ）の下段に示すように、表示領域１、４、７にベル図柄が停止表示され
、上段水平入賞ライン上に「ベル－ベル－ベル」の図柄組合せが停止表示される。
【０１８７】
　＜遊技状態制御処理＞
【０１８８】
　次に、図３６を用いて、上述の主制御部メイン処理における遊技状態制御処理（ステッ
プＳ１１２）について説明する。なお、同図は、遊技状態制御処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【０１８９】
　ステップＳ５０１では、現在の遊技状態がＢＢ遊技（ＢＢゲーム）中であるか否かを判
定し、ＢＢ遊技であればステップＳ５０２に進み、ＢＢ遊技中でなければステップＳ５０
４に進む。
【０１９０】
　ステップＳ５０２では、ＢＢ遊技中に払出を行ったメダルをカウントするためのＢＢ払
出カウンタを更新する。
【０１９１】
　ステップＳ５０３では、ステップＳ５０２で更新したＢＢ払出カウンタの値が所定値（
本実施形態では４６５）よりも大きいか否かを判定し、ＢＢ払出カウンタの値が所定値よ
りも大きい場合にはステップＳ５１１に進んでＲＴモードを通常遊技ＲＴ１モードに設定
する。一方、ＢＢ払出カウンタの値が所定値以下の場合にはステップＳ５０４に進む。
【０１９２】
　ステップＳ５０４では、ＢＢに入賞したか否かを判定し、ＢＢに入賞した場合にはステ
ップＳ５０５に進んでＢＢ遊技を設定した後、ステップＳ５０６に進み、そうでなければ
ステップＳ５０７に進む。
【０１９３】
　ステップＳ５０６では、ＲＡＭ３１３の所定領域にボーナス入賞用待ち時間を設定する
。図３７（ａ）は入賞役の種類と、各入賞役に対応する待ち時間と、を対応付けしてＲＯ
Ｍ３１２に記憶した待ち時間テーブルの一例である。なお、各入賞役に対応する図柄組合
せは参考までに記載したものである。本実施形態では、複数の待ち時間のうち、ＢＢ役に
対応する待ち時間を「ボーナス入賞用待ち時間」、再遊技役に対応する待ち時間を「再遊
技入賞用待ち時間」と称する。ステップＳ５０６では、この時間テーブルを参照して、Ｂ
Ｂ役の種類に対応するボーナス入賞用待ち時間を設定する。
【０１９４】
　ステップＳ５０７では、ＲＴ移行役に入賞したか否かを判定し、ＲＴ移行役に入賞した
場合にはステップＳ５０８に進んで遊技モード処理を行う。この遊技モード処理では、現
在のＲＴモードが通常遊技ＲＴ０モードであれば、ＲＴモードを通常遊技ＲＴ２モードに
設定する。一方、ＲＴ移行役に入賞していない場合にはステップＳ５０９に進む。
【０１９５】
　ステップＳ５０９では、再遊技１～８のいずれかに入賞したか否かを判定し、再遊技１
～８のいずれかに入賞した場合にはステップＳ５１０に進んでＲＡＭ３１３の所定領域に
、再遊技役の種類に応じた再遊技入賞用待ち時間を上述の時間テーブルを参照して設定し
、再遊技１～８のいずれにも入賞していない場合にはステップＳ５１２に進む。
【０１９６】
　ステップＳ５１２では、副制御部４００に対して、遊技設定コマンドを送信すると共に
、その他の遊技モード処理（例えば、内部当たりＲＴ３、ＲＴ４モードへの移行処理など
）を行う。
【０１９７】
　ステップＳ５１３では、待ち時間処理を行った後、処理を終了する。図３７（ｂ）は待
ち時間を設定する条件と、各条件に対応する待ち時間と、を対応付けしてＲＯＭ３１２に
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記憶した待ち時間テーブルの一例である。ステップＳ５１３では、この時間テーブルを参
照して、ＢＢ１遊技終了時またはＢＢ２遊技終了時に、対応する待ち時間を設定する。
【０１９８】
　＜副制御部メイン処理＞
【０１９９】
　次に、図３８（ａ）を用いて、副制御部メイン処理について説明する。なお、同図は、
副制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
【０２００】
　スロットマシン１００に電源が投入されると、まず、副制御部メイン処理のステップＳ
６０１では、各種の初期化処理が実行される。
【０２０１】
　次に、ステップＳ６０２では、主制御部３００から制御コマンドを受信したか否かを判
断する。そして、制御コマンドを受信した場合にはステップＳ６０３に進み、そうでない
場合には制御コマンドの受信待ちとなる。
【０２０２】
　ステップＳ６０３では、受信した制御コマンドの判定を行い、ステップＳ６０４では、
演出処理を行う（詳細は後述する）。
【０２０３】
　以降、副制御部４００は、電源の供給が遮断された場合などを除き、この副制御部メイ
ン処理を繰り返し実行する。
【０２０４】
　＜演出ユニット制御部割り込み処理＞
【０２０５】
　次に、図３８（ｂ）を用いて、演出ユニット制御部割り込み処理について説明する。な
お、同図は、演出ユニット制御部割り込み処理の流れを示すフローチャートである。
【０２０６】
　演出ユニット制御部５００のＣＰＵ５１０は、タイマ回路５１５から入力される割込み
要求に基づいて、この演出ユニット制御部割り込み処理を定期的に実行する。
【０２０７】
　ステップＳ７０１では、副制御部４００から制御コマンドを受信したか否かを判断する
。そして、制御コマンドを受信した場合にはステップＳ７０２に進んで制御コマンドをＲ
ＡＭ５１３の所定領域に格納し、制御コマンドを受信していない場合には処理を終了する
。
【０２０８】
　＜演出ユニット制御部メイン処理＞
【０２０９】
　次に、図３８（ｃ）を用いて、演出ユニット制御部メイン処理について説明する。なお
、同図は、演出ユニット制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
【０２１０】
　ステップＳ８０１では、副制御部４００から制御コマンドを受信したか否かを判断する
。そして、制御コマンドを受信した場合にはステップＳ８０２に進み、そうでない場合に
は制御コマンドの受信待ちとなる。
【０２１１】
　ステップＳ８０２では、受信した制御コマンドの判定を行い、ステップＳ８０３では、
演出データセット処理を行う。この演出データセット処理では、ＲＯＭ５３５の画像デー
タを読み出してＲＡＭ５３６のワークエリアに設定したり、演出ユニットＡの制御などを
行う。
【０２１２】
　以降、演出ユニット制御部５００は、電源の供給が遮断された場合などを除き、この演
出ユニット制御部メイン処理を繰り返し実行する。
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【０２１３】
　次に、図３９を用いて、主制御部３００によって制御される遊技の変化と、この遊技の
変化に伴って副制御部４００および演出ユニット制御部５００で行われる各種演出の変化
について説明する。なお、図３９は、遊技状態と、演出モードと、演出態様と、主制御部
３００の待ち時間と、演出ユニットＡを用いて行われる演出と、ＬＣＤ１０の前方に配設
されたシャッタ（扉）５１ａ、５１ｂの動作状態（シャッタ状態）と、ＬＣＤ１０の表示
のＯＮ／ＯＦＦ状態（ＬＣＤ状態）と、スピーカ４８３から出力される音の種類の変化の
一例を示した図である。
【０２１４】
　例えば、遊技状態が通常遊技（通常遊技ＲＴ０モード）である場合には、演出モードは
２次元モード状態（ＬＣＤ１０が上述の「第１の位置」に停止している状態が「２次元モ
ード状態」であり、ＬＣＤ１０が上述の「第２の位置」に停止している状態が「３次元モ
ード状態」である）、演出態様は２次元、主制御部３００の待ち時間は０、演出ユニット
Ａでは通常演出が行われ、シャッタ状態は全開状態、ＬＣＤ状態はＯＮ、スピーカ４８３
からは通常演出音が出力される。
【０２１５】
　次に、この通常遊技（通常遊技ＲＴ０モード）において、例えば、同時当選役（ＢＢ１
、再遊技１、再遊技４、再遊技７）に内部当選した場合には、遊技状態は内部当たり（内
部当たりＲＴ３モード）に設定され、演出モード、演出態様、シャッタ状態、ＬＣＤ状態
はそれぞれ変化しないが、主制御部３００の待ち時間は４．００１秒に設定され、演出ユ
ニットＡでは期待感演出が行われ、スピーカ４８３からは期待感演出音が出力され、ＢＢ
遊技への入賞可能性を示唆する期待感演出が行われる。
【０２１６】
　次に、再遊技７に入賞した後（再遊技７に対応する図柄組合せ「チャンス－チャンス－
リプレイ」が入賞ライン１１４上に停止表示された後）、ＢＢ１に入賞した場合（ＢＢ１
に対応する図柄組合せ「白７－白７－白７」が入賞ラインに停止表示された場合）には、
遊技状態はＢＢ１遊技に設定され、演出モード、シャッタ状態、ＬＣＤ状態は、それぞれ
変化しないが、演出態様がＢＢセレクト後から２次元に変化し、主制御部３００の待ち時
間は６．００１秒に設定される。また、演出ユニットＡでは、演出態様のＢＢセレクトに
あわせて、ＢＢ入賞を祝福する態様でＢＢ入賞演出が行われた後、演出態様の２次元にあ
わせて、ＢＢ遊技向けのＢＢ演出が行われ、スピーカ４８３からは、演出態様のＢＢセレ
クトにあわせて、ＢＢ入賞を祝福する祝福演出音が出力された後、演出態様の２次元にあ
わせて、ＢＢ遊技向けのＢＢ演出音が出力される。
【０２１７】
　次に、ＢＢ遊技が終了して通常遊技（通常遊技ＲＴ１モード)に移行した場合には、演
出モードが可動中演出状態から３次元モード状態に変化し、演出態様が待ち時間可動あり
から３次元に変化し、主制御部３００の待ち時間は６．００１秒に設定される。また、演
出ユニットＡでは、演出態様の待ち時間可動ありにあわせて可動処理（演出ユニットＡを
２次元モード状態から３次元モードに切り替える処理）が行われた後に、演出態様の３次
元にあわせてＲＴセレクト開始演出が行われ、シャッタ状態は、演出態様の待ち時間可動
ありにあわせて全閉状態になった後に、演出態様の３次元にあわせて全開状態になり、Ｌ
ＣＤ状態は、演出態様の待ち時間可動ありにあわせてＯＦＦになった後に、演出態様の３
次元にあわせてＯＮになり、スピーカ４８３からは、演出態様の待ち時間可動ありにあわ
せて可動演出音が出力された後に、演出態様の３次元にあわせて選択演出音が出力される
。
【０２１８】
　なお、スロットマシン１００における遊技状態の制御はこれに限定されるものではなく
、例えば、図４０に示すような制御を行ってもよい。この例では、ボーナス遊技を開始さ
せるボーナス入賞を契機に、副制御部４００において、ＲＴ状態を継続させるか否かのＲ
Ｔ継続権利の抽選を行い、この抽選に当選した場合には、ボーナス演出中の期間のいずれ
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かにおいて、ＲＴ継続権利の抽選に当選した旨を報知する。具体的には、ボーナス演出に
複数のボーナス演出モードを用意して、それぞれの演出モードをボーナス遊技の開始前に
遊技者が選択できるように構成し、選択されたボーナス演出モードに従って、ＲＴ継続権
利の抽選結果を報知する。例えば、ボーナス演出モードＡと、ボーナス演出モードＢと、
ボーナス演出モードＣと、を用意し、ボーナス演出モードＡは、数ゲームに亘る連続的な
連続演出による演出結果によって、そのＲＴ継続権利の抽選結果を報知し、ボーナス演出
モードＢは、ボーナス遊技のいずれかの遊技において、特別な告知音、特別な表示画像に
より告知し、ボーナス演出モードＣは、ＲＴ権利獲得に失敗した旨を特殊報知音、特殊画
像等により報知する。なお、ＲＴ継続権利の抽選に当選した場合には、抽選に当選してい
ない場合よりも高い割合で演出状態を変化させる特別演出状態に設定し、その特別演出状
態において、ＲＴ継続権利の当選結果を報知するように構成してもよい。
【０２１９】
　＜演出処理＞
【０２２０】
　次に、図４１を用いて、副制御部メイン処理における演出処理（ステップＳ６０４）に
ついて説明する。なお、同図は、演出処理の流れを示すフローチャートである。
【０２２１】
　ステップＳ９０１では、受信したコマンドが「入賞コマンド」であるか否かを判断する
。そして、受信したコマンドが「入賞コマンド」である場合にはステップＳ９０２に進み
、そうでない場合にはステップＳ９０３に進む。
【０２２２】
　ステップＳ９０２では、受信した入賞コマンドに含まれる入賞の結果を確認し、ＲＴ移
行役に入賞したか否かを判定し、ＲＴ移行役に入賞した場合にはステップＳ９０３に進み
、ＲＴ移行役に入賞していない場合にはステップＳ９０４に進む。
【０２２３】
　ステップＳ９０３では、ＲＡＭ４１３の所定領域に記憶しているＲＴ継続フラグを消去
する。
【０２２４】
　ステップＳ９０４では、受信したコマンドが「ボーナス入賞コマンド」であるか否かを
判断する。そして、受信したコマンドが「ボーナス入賞コマンド」である場合にはステッ
プＳ９０５に進んでボーナス演出処理（詳細は後述する）を行い、そうでない場合にはス
テップＳ９０９に進む。
【０２２５】
　ステップＳ９０６では、ＢＢ遊技が終了したか否かを判定し、ＢＢ遊技が終了した場合
にはステップＳ９０７に進み、ＢＢ遊技が終了していない場合にはステップＳ９０５に戻
ってボーナス演出処理を継続する。
【０２２６】
　ステップＳ９０７では、ＲＡＭ４１３の所定領域にＲＴ演出モード選択演出実行フラグ
が設定（セット）されているか否かを判定し、ＲＴ演出モード選択演出実行フラグが設定
されている場合にはステップＳ９０８に進んでＲＴ演出モード選択演出（詳細は後述する
）を行い、ＲＴ演出モード選択演出実行フラグが設定されていない場合にはステップＳ９
０９に進む。
【０２２７】
　ステップＳ９０９では、受信したコマンドが「内部当選コマンド」であるか否かを判断
する。そして、受信したコマンドが「内部当選コマンド」である場合にはステップＳ９１
０に進んで内部当選報知演出処理（詳細は後述する）を行い、そうでない場合にはステッ
プＳ９１１に進んで、その他の演出処理を行った後、処理を終了する。
【０２２８】
　＜ボーナス演出処理＞
【０２２９】
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　次に、図４２を用いて、上述の演出処理におけるボーナス演出処理（ステップＳ９０５
）について説明する。なお、同図は、ボーナス演出処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【０２３０】
　ステップＳ１００１では、通常遊技ＲＴ０モードにおけるＢＢ入賞であるか否かを判定
し、通常遊技ＲＴ０モードにおけるＢＢ入賞であればステップＳ１００２に進み、通常遊
技ＲＴ０モードにおけるＢＢ入賞でなければステップＳ１００３に進む。
【０２３１】
　ステップＳ１００２では、ＲＴ移行役報知抽選を行う。このＲＴ移行役報知抽選では、
ＲＴ移行役入賞を回避する操作手順（図４７参照）を遊技者に対して報知するか否かを乱
数値を用いた抽選により決定する。
【０２３２】
　ステップＳ１００３では、ＲＴ演出モード種別がＢＯＹモードであるか否かを判定し、
ＲＴ演出モードがＢＯＹモードの場合にはステップＳ１００４に進み、ＲＴ演出モードが
ＢＯＹモードでない場合にはステップＳ１００５に進む。
【０２３３】
　ステップＳ１００４では、継続抽選１を行う。図４５（ａ）は、ＲＴ演出モード種別と
、各ＲＴ演出モードに対応する連チャン回数抽選の抽選方法の対応関係を示した図である
。ＲＴ演出モード種別には、ＢＯＹモード、ＦＫモード、ＮＡＤＪＡモードの３種類があ
り、本実施形態では、各々のＲＴ演出モード種別で連チャン回数抽選の抽選方法を異なら
せている。具体的には、ＢＯＹモードでは、現在の連チャン回数に４を加算することで新
たな連チャン回数を決定する（継続抽選１）。また、ＦＫモードでは現在の連チャン回数
に１を加算することで新たな連チャン回数を決定すると共に、以降の継続抽選では乱数値
を用いた抽選により２／３の確率で当選（継続）と判断する（継続抽選２）。また、ＮＡ
ＤＪＡモードでは、図４５（ｂ）に示す連チャン回数テーブルと、０～２５５の数値範囲
で変動する乱数値を用いて新たな連チャン回数を決定する（例えば、乱数値が０～１２７
の数値であった場合には連チャン回数を１に決定する）。
【０２３４】
　図４２に戻って、ステップ１００５では、ＲＴ演出モード種別がＦＫモードであるか否
かを判定し、ＲＴ演出モードがＦＫモードの場合にはステップＳ１００６に進んで継続抽
選２を行い、ＲＴ演出モードがＦＫモードでない場合にはステップＳ１００９に進む。
【０２３５】
　ステップＳ１００７では、上述のＲＴ移行役報知抽選、継続抽選１、または継続抽選２
に当選したか否かを判定し、抽選に当選した場合にはステップＳ１００８に進み、抽選に
当選していない場合にはステップＳ１００９に進む。
【０２３６】
　ステップＳ１００８では、ＲＴ演出モード選択演出実行フラグの設定処理を行う。この
設定処理では、初回のＢＢ遊技時にのみ、上述のＲＴ演出モード選択実行フラグを設定（
セット）する。
【０２３７】
　ステップＳ１００９では、継続抽選の結果に基づいて、ＲＡＭ４１３の所定領域に記憶
した連チャン回数カウンタを更新する。
【０２３８】
　ステップＳ１０１０では、ステップＳ１００９で更新した連チャン回数カウンタの値が
０であるか否かを判定し、連チャン回数カウンタの値が０の場合にはステップＳ１０１１
に進んでＲＴ演出モード種別を記憶しているＲＴ演出モード情報を消去し、連チャン回数
カウンタの値が０でない場合にはステップＳ１０１２に進む。
【０２３９】
　ステップＳ１０１２では、遊技者に複数種類のボーナス演出ステージから１つのボーナ
ス演出ステージを選択させるためのボーナス演出ステージ選択演出を行う。
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【０２４０】
　ステップＳ１０１３では、ステップＳ１０１２で選択されたボーナス演出ステージ別の
抽選結果報知演出設定を行い、ステップＳ１０１４では、その他のボーナス演出設定を行
った後、処理を終了する。
【０２４１】
　＜ＲＴ演出モード選択演出処理＞
【０２４２】
　次に、図４３を用いて、演出処理におけるＲＴ演出モード選択演出処理（ステップＳ９
０８）について説明する。なお、同図は、ＲＴ演出モード選択演出処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【０２４３】
　ステップＳ１１０１では、初期表示するＲＴ演出モードを設定する。
【０２４４】
　ステップＳ１１０２では、演出ユニット制御部５００に対して、現在のＲＴ演出モード
種別を含む「ＲＴ演出モード表示コマンド」を送信する。この「ＲＴ演出モード表示コマ
ンド」を受信した演出ユニット制御部５００は、ＲＴ演出モード種別に基づいて、後述す
る「ＲＴ演出モード選択演出」を行う。
【０２４５】
　ステップＳ１１０３では、ステップＳ１１０２のコマンド送信から所定時間が経過した
か否かを判断し、所定時間が経過している場合にはステップＳ１１０４に進み、所定時間
が経過していない場合にはステップＳ１１０５に進む。
【０２４６】
　ステップＳ１１０４では、異なるＲＴ演出モードの設定を行った後、ステップＳ１１０
２に戻り、ＲＴ演出モードを変更すべく、演出ユニット制御部５００に対して「ＲＴ演出
モード表示コマンド」を送信する。図４５（ｃ）はＲＴ演出モード選択演出の一例を示し
た図である。本実施形態では、ＲＴ演出モード選択演出を、所定時間が経過する度にＢＯ
Ｙモード→ＦＫモード→ＮＡＤＪＡモード→ＢＯＹモード→ＦＫモード→・・・の順番で
変更する。
【０２４７】
　図４３に戻って、ステップＳ１１０５、Ｓ１１０６では、主制御部３００から「演出用
投入ボタン受付コマンド」または「メダル投入コマンド」を受信しているか否か、すなわ
ち、メダル投入ボタン１３０が押下されたか否か、または、メダルが投入されたか否かを
判断する。そして、「演出用投入ボタン受付コマンド」または「メダル投入コマンド」を
受信している場合（メダル投入ボタン１３０が押下された場合、または、メダルが投入さ
れた場合）にはステップＳ１１０７に進み、「演出用投入ボタン受付コマンド」または「
メダル投入コマンド」を受信していない場合にはステップＳ１１０３に戻る。
【０２４８】
　ステップＳ１１０７では、選択されたＲＴ演出モードをＲＡＭ４１３の所定領域に記憶
したＲＴ演出モード情報に設定し、ステップＳ１１０８では、ＲＴ演出モード選択演出実
行フラグを消去する。また、ステップＳ１１０９では、設定されたＲＴ演出モードに応じ
て上述の連チャン回数抽選を行い、ステップＳ１１１０では、ＲＡＭ４１３の所定領域に
記憶したＲＴ継続フラグを設定（セット）する。
【０２４９】
　ステップＳ１１１１では、演出ユニット制御部５００に対して、「演出モード設定コマ
ンド」を送信した後、処理を終了する。
【０２５０】
　＜内部当選報知演出処理＞
【０２５１】
　次に、図４４を用いて、演出処理における内部当選報知演出処理（ステップＳ９１０）
について説明する。なお、同図は、内部当選報知演出処理の流れを示すフローチャートで
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ある。
【０２５２】
　ステップＳ１２０１では、内部当選した役が同時当選役（ベル、制御役Ａ）であるか否
かを判定し、内部当選した役が同時当選役（ベル、制御役Ａ）である場合にはステップＳ
１２０３に進み、そうでない場合にはステップＳ１２０２に進む。
【０２５３】
　ステップＳ１２０２では、内部当選した役が同時当選役（ベル、制御役Ｂ）であるか否
かを判定し、内部当選した役が同時当選役（ベル、制御役Ｂ）である場合にはステップＳ
１２０３に進み、そうでない場合にはステップＳ１２０４に進む。
【０２５４】
　ステップＳ１２０３では、上述のＲＴ継続フラグが設定（セット）されているか否かを
判定し、ＲＴ継続フラグが設定されている場合にはステップＳ１２０８に進み、ＲＴ継続
フラグが設定されていない場合にはステップＳ１２０４に進む。
【０２５５】
　ステップＳ１２０４では、再遊技２～８のいずれかに内部当選しているか否かを判定し
、再遊技２～８のいずれかに内部当選している場合にはステップＳ１２０５に進み、再遊
技２～８のいずれにも内部当選していない場合にはステップＳ１２０６に進む。
【０２５６】
　ステップＳ１２０５では、連動演出抽選を行う。図４６はチャンス図柄の数と、連動演
出の種類と、各連動演出に対応する抽選データと、を対応付けしてＲＯＭ４１２に記憶し
た連動演出抽選データテーブルの一例を示した図であり、同図（ａ）はＢＢ１またはＢＢ
２に内部当選している場合に用いられるデータテーブル、同図（ｂ）はＢＢ１およびＢＢ
２に内部当選していない場合に用いられるデータテーブルである。連動演出抽選では、Ｂ
Ｂ１またはＢＢ２に内部当選しているか否かの情報と、０～１２７の範囲で変動する乱数
値と、図柄表示窓１１３上に停止表示されたチャンス図柄の数に基づいて連動演出の種類
を決定する。例えば、ＢＢ１またはＢＢ２に内部当選し、且つ、図柄表示窓１１３上に停
止表示されたチャンス図柄の数が３個の場合には、３２／１２８の確率で連動演出Ｂを選
択し、６４／１２８の確率で連動演出Ｃを選択し、３２／１２８の確率で連動演出Ｄを選
択する。なお、連動演出とは、複数回の遊技に亘って連続的に行われる演出のことであり
、本実施形態では、連動演出Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順で、選択される確率が低くなるように（
実行される回数が少なくなるように）設定されている。
【０２５７】
　図４４に戻って、ステップＳ１２０８では、ＲＴ移行役入賞を回避する操作手順を報知
する。図４７はＲＴ移行役入賞を回避する操作手順の一例を示した図であり、同図（ａ）
は同時当選役（ベル、制御役Ａ）に内部当選した場合にＬＣＤ１０を用いて表示する操作
手順の画像、同図（ｂ）は同時当選役（ベル、制御役Ｂ）に内部当選した場合にＬＣＤ１
０を用いて表示する操作手順の画像を示したものである。同時当選役（ベル、制御役Ａ）
に内部当選している場合には、上記図３５（ａ）の下段に示すように、ＲＴ移行役である
「リプレイ－ベル－リプレイ」が停止表示されるのを回避（ＲＴ移行役に入賞するのを回
避）して、同図（ａ）の上段に示すように、上段水平入賞ラインに「ベル－ベル－ベル」
のみが停止表示されるように、ストップボタン１３１ａ～１３１ｃのうち最初に左ストッ
プボタン１３１ａで左リール１１０を停止操作するように示唆する画像をＬＣＤ１０上に
表示する。一方、同時当選役（ベル、制御役Ｂ）に内部当選している場合、上記図３５（
ｂ）の上段に示すように、ＲＴ移行役である「リプレイ－ベル－リプレイ」が停止表示さ
れるのを回避（ＲＴ移行役に入賞するのを回避）して、同図（ｂ）の下段に示すように、
上段水平入賞ラインに「ベル－ベル－ベル」のみが停止表示されるように、ストップボタ
ン１３１ａ～１３１ｃのうち最初に右ストップボタン１３１ｃで右リール１１２を停止操
作するように示唆する画像をＬＣＤ１０上に表示する。これにより、遊技者は、ＬＣＤ１
０上に表示された操作順序に従ってストップボタン１３１ａ～１３１ｃを停止操作するこ
とにより、通常遊技（ＲＴ０モード）の遊技中に移行役に入賞してしまい、この通常遊技
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（ＲＴ０モード）よりも不利な遊技状態である通常遊技（ＲＴ２モード）に遊技が移行し
てしまうことを容易に回避することができる。
【０２５８】
　以上説明したように、本実施例に係るスロットマシン１００は、複数種類の図柄が施さ
れた複数のリール１１０～１１２と、各々のリール１１０～１１２に対応して設けられ、
リール１１０～１１２の回転を個別に停止させるための停止操作手段（本実施例ではスト
ップボタン１３１ａ～１３１ｃ）と、予め定められた抽選データを用いて、複数種類の役
の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段（本実施例では入賞役内部抽選）と、抽
選手段の抽選結果に基づいてリール１１０～１１２の回転の停止に関する停止制御を行う
リール停止制御手段（本実施例ではリール制御処理）と、表示窓（本実施例では図柄表示
窓）１１３上に予め設定された有効ライン１１４上に停止表示されるリール１１０～１１
２の図柄組合せが内部当選した役に対応して予め定められた図柄組合せであるか否かの判
定をする判定手段（本実施例では入賞判定））と、を備え、複数種類の役には、少なくと
も２種類の役に同時に内部当選可能な同時当選役が含まれ、リール停止制御手段は、抽選
手段の抽選によって同時当選役に内部当選した場合に、複数のリール１１０～１１２のう
ち、いずれかのリールの回転を停止させる停止制御を行ったときに、その後の停止予定リ
ールに対して、停止させたリールによって表示窓１１３上に停止表示された図柄を含む図
柄組合せからなる役に対応した停止制御を行うことを特徴とする、遊技台である。
【０２５９】
　本発明に係る遊技台によれば、リールの停止時に表示窓上に停止表示された図柄に応じ
て、その後の停止予定リールの停止制御を異ならせることができるため、従来の遊技台の
ようにリールの停止制御が画一的で単調になることがない。そのため、遊技の途中で遊技
者の期待感を減退させることがなく、遊技者の期待感を遊技の開始から終了まで維持する
ことができる。
【０２６０】
　なお、同時当選役は、少なくとも、リールを停止させるための停止操作手段１３１ａ～
１３１ｃの操作から引き込み範囲（本実施例では４コマ）内に特定図柄（本実施例ではチ
ャンス図柄）がある場合に、その特定図柄を表示窓１１３上に停止表示させることが可能
な第１役と、リールを停止させるための停止操作手段の操作から引き込み範囲内に特定図
柄とは異なる所定図柄（本実施例ではベル図柄）がある場合に、その所定図柄を表示窓１
１３上に停止表示させることが可能な第２役に同時に内部当選可能であり、所定図柄は、
停止操作手段１３１ａ～１３１ｃの操作タイミングに関わらず表示窓１１３上に停止表示
させることが可能な位置に分散されてリールに施されており、リール停止制御手段は、同
時当選役に内部当選した場合に引き込み範囲内に特定図柄があるときは、その特定図柄を
表示窓１１３上に停止表示させる停止制御を行い、同時当選役に内部当選した場合に引き
込み範囲内に特定図柄がないときは、その特定図柄に替えて所定図柄を表示窓１１３上に
停止表示させる停止制御を行うように構成すれば、遊技者が特定図柄を表示窓上に停止表
示させることができなかった場合でも、特定図柄に替わる所定図柄を表示窓上に必ず停止
表示させることが可能となり、遊技者は、所定図柄からなる役の入賞などによる利益を得
ることができる。
【０２６１】
　また、同時当選役は、少なくとも、特定図柄を含む図柄組合せからなる役と、特定図柄
を含まない図柄組合せからなる役に同時に内部当選可能であり、リール停止制御手段は、
同時当選役に内部当選した場合にリールを停止させるための停止操作手段の操作から引き
込み範囲内に特定図柄があるときは、その特定図柄を表示窓上に停止表示させる停止制御
を行い、その後の停止予定リールに対して、特定図柄を含む図柄組合せからなる役に対応
した停止制御を行うように構成すれば、遊技者が特定図柄を表示窓上に停止表示されるよ
うに停止操作を行えば、その後の停止予定リールの停止制御を異ならせることができ、遊
技の途中で遊技者の期待感を減退させることがなく、遊技者の期待感を遊技の開始から終
了まで維持することができる。
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【０２６２】
　また、複数種類の役には、遊技者にとって有利な特別遊技（本実施例ではＢＢ遊技）を
開始させるための特別役（本実施例ではＢＢ）がさらに含まれ、同時当選役は、特別役も
同時に内部当選可能であり、抽選データは、リール停止制御手段によって表示窓１１３上
に停止表示させることが可能な特定図柄の数が多い同時当選役ほど、高い確率で特別役が
同時当選するように構成されていれば、表示窓上に停止表示される特定図柄の数が多いほ
ど特別役の内部当選の期待が高まり、表示窓上に停止表示される特定図柄の数の大小によ
り遊技者が得られる利益を異ならせることができるため、遊技が単調になることがなく遊
技者の期待感を高めることが可能となる。
【０２６３】
　また、抽選データ（例えば図１２に示す内部当選確率のデータ）は、リール停止制御手
段によって表示窓１１３上の各々のリールにより停止表示させることが可能な特定図柄の
数が多い同時当選役ほど、高い確率で特別役が同時当選するように構成されていれば、各
々のリールにより停止表示される特定図柄の数が多いほど特別役の内部当選の期待が高ま
り、各々のリールにより停止表示される特定図柄の数の大小により遊技者が得られる利益
を異ならせることができるため、遊技が単調になることがなく遊技者の期待感を高めるこ
とが可能となる。
【０２６４】
　また、複数種類の遊技の中から、所定の遊技の設定を行う遊技設定手段（本実施例では
遊技状態設定処理）をさらに備え、遊技設定手段は、リール停止制御手段によって特定図
柄を含む図柄組合せが表示窓１１３上に停止表示された場合に、現在設定されている遊技
を解除し、その解除した遊技よりも遊技者にとって不利な遊技を設定し、抽選データは、
リール停止制御手段によって表示窓１１３上に停止表示させることが可能な特定図柄の数
が多い同時当選役ほど、遊技設定手段が現在設定されている遊技を解除し、その解除した
遊技よりも不利な遊技を設定する割合が高くなるように構成されていれば、表示窓上に停
止表示される特定図柄の数が多いほど遊技者にとって不利な遊技状態に移行する確率が高
くなり、表示窓上に停止表示される特定図柄の数の大小により遊技者が得られる利益を異
ならせることができるため、遊技が単調になることがなく遊技者の期待感を高めることが
可能となる。
【０２６５】
　また、抽選データは、リール停止制御手段によって表示窓１１３上の各々のリールによ
り停止表示させることが可能な特定図柄の数が多い同時当選役ほど、遊技設定手段が現在
設定されている遊技を解除し、その解除した遊技よりも不利な遊技を設定する割合が高く
なるように構成されていれば、各々のリールにより停止表示される特定図柄の数が多いほ
ど遊技者にとって不利な遊技状態に移行する確率が高くなり、各々のリールにより停止表
示される特定図柄の数の大小により遊技者が得られる利益を異ならせることができ、遊技
が単調になることがなく遊技者の期待感を高めることが可能となる。
【０２６６】
　また、所定の演出の実行を制御する演出制御手段（本実施例では演出処理）をさらに備
え、演出制御手段は、特定図柄の停止表示に関わる特定演出の実行を制御するように構成
すれば、遊技者は遊技に面白みを与える特定図柄に関する何らかの情報を取得することが
できる場合があり、遊技者の興趣を高めることができる。
【０２６７】
　また、演出制御手段は、リール停止制御手段によって表示窓１１３上に停止表示可能な
特定図柄の数に基づいて、複数種類の連続演出のうち、いずれかの連続演出を選択し、選
択した連続演出の実行を制御するように構成すれば、表示窓上に停止表示される特定図柄
の数の大小により連続演出の態様を変化させることが可能となり、遊技者の興趣を高める
ことができる。
【０２６８】
　また、複数種類の役には、遊技者にとって有利な特別遊技を開始させるための特別役が
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さらに含まれ、同時当選役は、特別役も同時に内部当選可能であり、演出制御手段は、遊
技の開始から複数のリールの全てが停止する前までのいずれかの期間で、特定図柄が表示
窓１１３上に停止表示可能な旨の示唆演出を行い、リールの全てが停止した後に、特別役
が同時に当選している可能性を示す期待感演出を行うように構成すれば、示唆演出や期待
感演出により遊技者の期待感をより一層高めることができる。
【０２６９】
　なお、本発明に係る遊技台に適用可能な各種データテーブルは、上述の各種データテー
ブルに限定されるものではなく、例えば、上記図２１に示すデータテーブルに替えて、図
４８に示すようなデータテーブルを適用することもできる。このデータテーブルは、各々
の停止テーブル取得情報に１種類の停止テーブルを規定したものである。このデータテー
ブルによれば、停止テーブル取得情報に複数種類の停止テーブルが規定され、且つ、条件
に適合する１種類の停止テーブルを取得するように構成した上記図２１に示すデータテー
ブルに比べ、停止テーブルの取得処理を迅速に行うことができる。
【０２７０】
　また、各リール１１０～１１２に施される図柄や、図柄配列も本実施形態に限定される
ものではなく、例えば、図４９に示すような図柄配列を適用してもよい。この例では、ベ
ル図柄に替えて、「右」という文字が図柄に描かれたベル１図柄と、「左」という文字が
図柄に描かれたベル２図柄の２種類の図柄を採用している。また、図５０に示すデータテ
ーブルは、上記図１２に示すデータテーブルのうち、番号３８、４１、４４の同時当選役
（ベル、制御役Ａ）を同時当選役（ベルＡ、ベルＢ）に置き換えると共に、番号３９、４
２、４５の同時当選役（ベル、制御役Ｂ）を同時当選役（ベルＡ、ベルＢ、制御役Ａ）に
置き換えたものである。なお、ベルＡは入賞により６枚のメダルが払い出される入賞役、
ベルＢは入賞により６枚のメダルが払い出される入賞役兼ＲＴ移行役である。
【０２７１】
　この場合、図５１に示すように、同時当選役（ベルＡ、ベルＢ）に内部当選した場合に
、「左」という文字が図柄に描かれたベル２図柄が、左リール１１０に対応する表示領域
１、２、３または中リール１１に対応する表示領域４、５、６に停止表示されるように第
１停止を行えば、ベルＡに対応する図柄組合せ「ベル１図柄－ベル１図柄－ベル１図柄」
が入賞ライン上に停止表示されて６枚のメダルが払い出され、「右」という文字が図柄に
描かれたベル１図柄が、右リール１１２に対応する表示領域７、８、９に停止表示される
ように第１停止を行えば、ベルＢに対応する図柄組合せ「ベル１図柄－ベル１図柄－ベル
２図柄」が入賞ライン上に停止表示されて６枚のメダルが払い出されると共に、条件に応
じてＲＴモードが移行される。したがって、「左」という文字が図柄に描かれたベル２図
柄が、左リール１１０に対応する表示領域１、２、３または中リール１１に対応する表示
領域４、５、６に停止表示されるように第１停止を行えば、ＲＴモードの移行を回避する
ことができる。また、同時当選役（ベルＡ、ベルＢ、制御役Ａ）に内部当選した場合に、
「左」という文字が図柄に描かれたベル２図柄が、左リール１１０に対応する表示領域１
、２、３または中リール１１に対応する表示領域４、５、６に停止表示されるように第１
停止を行えば、ベルＢに対応する図柄組合せ「ベル１図柄－ベル１図柄－ベル２図柄」が
入賞ライン上に停止表示されて６枚のメダルが払い出されると共に、条件に応じてＲＴモ
ードが移行され、「右」という文字が図柄に描かれたベル１図柄が、右リール１１２に対
応する表示領域７、８、９に停止表示されるように第１停止を行えば、ベルＡに対応する
図柄組合せ「ベル１図柄－ベル１図柄－ベル１図柄」が入賞ライン上に停止表示されて６
枚のメダルが払い出される。したがって、「右」という文字が図柄に描かれたベル１図柄
が、右リール１１２に対応する表示領域７、８、９に停止表示されるように第１停止を行
えば、ＲＴモードの移行を回避することができる。図５２（ａ）、（ｂ）は、ＬＣＤ１０
を用いてＲＴ移行役入賞を回避する操作手順を報知する一例を示した図であるが、図４９
に示すリールの図柄では、図柄上に「左」や「右」といったストップボタン１３１ａ～１
３１ｃの操作順序を示唆する文字が描かれているため、遊技者は、「左」という文字が図
柄に描かれたベル２図柄を左リール１１０によって停止表示させるか、または、「右」と



(41) JP 2008-220713 A 2008.9.25

10

20

30

40

50

いう文字が図柄に描かれたベル１図柄を右リール１１２によって停止表示させれば、ＲＴ
移行役の入賞を回避できることを容易に察知することができ、遊技者に誤解を与えること
がない。
【０２７２】
　なお、本発明は、複数種類の図柄が施された複数のリールと、複数種類の役の内部当選
の当否を抽選により判定する抽選手段と、抽選手段の抽選結果に基づいて、リールの回転
の停止に関する停止制御を行うリール停止制御手段と、抽選手段の抽選結果に基づいて、
予め設定された有効ライン上において所定の図柄組合せが停止表示され、表示窓上におけ
る停止時のリールに表示される図柄組合せが内部当選した役に対応して予め定めた図柄組
合せであるか否かの判定をする判定手段と、を備えたスロットマシンに好適であるが、本
発明はこれに限定されるものではなく、例えば、遊技球（例えば、パチンコ玉）を遊技媒
体としたスロットマシンやパチンコ遊技機などにも適用可能である。
【０２７３】
　ここで、本発明が適用されるパチンコ遊技機としては、リール（回転体）などの可動体
を有し所定の図柄（識別情報）を変動表示する可変表示装置を備え、始動口に遊技球が入
って入賞することを契機として、可変表示装置で図柄を変動させた後に図柄を停止表示し
、遊技状態の推移を告知するようなパチンコ遊技機が一例として挙げられる。
【０２７４】
　このようなパチンコ遊技機では、遊技球が始動口に入球すると、抽選を行い、この抽選
結果が当りであるか否かを判定する。そして、この抽選で大当たりに当選すると、可変表
示装置により、特定の図柄による組合せ（大当たり図柄；例えば、７７７など）を表示し
、大当たり状態に移行する。大当たり状態では、大入賞口を、例えば、所定の時間または
所定の回数、開放させ続けるので、遊技球は入球しやすい状態となり、遊技者にとって有
利な状態が実現されるようになっている。また、特定の図柄による組合せ（大当たり図柄
）が、確率変動を伴う大当たり図柄（確変図柄）である場合には、次に大当たりとなる確
率を高く設定するため、遊技者にとってさらに有利な状態が実現される。
【０２７５】
　また、本発明に係る遊技台は、前述のスロットマシンやパチンコ遊技機等の実機の他、
これらのスロットマシン等の実機の動作をアーケードゲーム機用、家庭用ゲーム機用とし
て擬似的に実行するようなゲームプログラムにおいても、本発明を適用してゲームを実行
することができる。その場合、ゲームプログラムを記録する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＯＭ
、ＣＤ－ＲＯＭ、ＦＤ（フレキシブルディスク）、その他任意の記録媒体を利用できる。
【０２７６】
　また、上記実施形態に記載された作用及び効果は、本発明から生じる最も好適な作用及
び効果を列挙したに過ぎず、本発明による作用及び効果は、上記実施形態に記載されたも
のに限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【０２７７】
　本発明は、スロットマシンやパチンコ等に代表される遊技台に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２７８】
【図１】本実施形態に係るスロットマシンの外観斜視図である。
【図２】同スロットマシンの演出ユニットの外観図である。
【図３】同演出ユニットの分解斜視図である。
【図４】図５とともに、画像表示ユニットのＬＣＤとハーフミラーの移動態様を説明する
図である。
【図５】図４とともに、画像表示ユニットのＬＣＤとハーフミラーの移動態様を説明する
図である。
【図６】画像表示ユニットによる３次元画像の表示原理の説明図である。
【図７】同スロットマシンにおける主制御部の回路ブロック図である。
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【図８】同スロットマシンにおける副制御部の回路ブロック図である。
【図９】同スロットマシンにおける演出ユニット制御部の回路ブロック図である。
【図１０】同スロットマシンにおける各リールに施される図柄配列を平面的に展開して示
した図である。
【図１１】同スロットマシンにおける入賞役の種類、各入賞役に対応する図柄組合せ、各
入賞役の作動または払出を示した図である。
【図１２】通常遊技（通常遊技ＲＴ０モード）における入賞役の種別と、単独役／同時当
選役の種別と、内部当選確率と、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯＭに
記憶したデータテーブルの一例である。
【図１３】再遊技高確率遊技１における入賞役の種別と、単独役／同時当選役の種別と、
内部当選確率と、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯＭに記憶したデータ
テーブルの一例である。
【図１４】再遊技高確率遊技２における入賞役の種別と、単独役／同時当選役の種別と、
内部当選確率と、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯＭに記憶したデータ
テーブルの一例である。
【図１５】ＢＢ１内部当選時における入賞役の種別と、単独役／同時当選役の種別と、内
部当選確率と、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯＭに記憶したデータテ
ーブル一例である。
【図１６】ＢＢ２内部当選時における入賞役の種別と、単独役／同時当選役の種別と、内
部当選確率と、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯＭに記憶したデータテ
ーブル一例である。
【図１７】ＢＢ遊技時における入賞役の種類と、単独役／同時当選役の種別と、内部当選
確率と、対応する入賞図柄組合せと、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯ
Ｍに記憶したデータテーブルの一例である。
【図１８】ＲＴ状態の種類と、各ＲＴ状態への移行契機と、対応する遊技状態を示した図
である。
【図１９】遊技状態の遷移の様子を示した状態遷移図である。
【図２０】主制御部のメイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図２１】入賞役の種別と、単独役／同時当選役の種別と、停止テーブル取得情報と、を
対応付けしてＲＯＭに記憶したデータテーブルの一例である。
【図２２】優先停止順と、対応する役の種類と、役の停止制御の概要を示した図である。
【図２３】演出用投入ボタン受付処理の流れを示すフローチャートである。
【図２４】リール制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図２５】リール停止処理の流れを示すフローチャートである。
【図２６】図柄表示窓の９つの表示領域１～９と、５本の入賞ラインとの関係を示した図
である。
【図２７】（ａ）単独役（再遊技１）に内部当選した場合に、図柄表示窓に表示される図
柄組合せの一例を示した図である。（ｂ）同時当選役（再遊技１、再遊技２）に内部当選
した場合に、図柄表示窓に表示される図柄組合せの一例を示した図である。（ｃ）同時当
選役（再遊技１、再遊技３）に内部当選した場合に、図柄表示窓に表示される図柄組合せ
の一例を示した図である。（ｄ）同時当選役（再遊技１、再遊技４）に内部当選した場合
に、図柄表示窓に表示される図柄組合せの一例を示した図である。
【図２８】（ａ）同時当選役（再遊技１、再遊技２、再遊技３、再遊技５）に内部当選し
た場合に、図柄表示窓に表示される図柄組合せの一例を示した図である。（ｂ）同時当選
役（再遊技１、再遊技４、再遊技６）に内部当選した場合に、図柄表示窓に表示される図
柄組合せの一例を示した図である。（ｃ）同時当選役（再遊技１、再遊技４、再遊技７）
に内部当選した場合に、図柄表示窓に表示される図柄組合せの一例を示した図である。（
ｄ）同時当選役（再遊技１～再遊技８）に内部当選した場合に、図柄表示窓に表示される
図柄組合せの一例を示した図である。
【図２９】（ａ）同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合に、
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図柄表示窓に表示される図柄組合せの一例を示した図である。（ｂ）は同時当選役（再遊
技１～再遊技４、再遊技６）に内部当選した場合に、図柄表示窓に表示される図柄組合せ
の一例を示した図である。
【図３０】同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合であって、
引き込み範囲内にチャンス図柄が無かった場合に、図柄表示窓に表示される図柄組合せを
示した図である。
【図３１】同時当選役（再遊技１～再遊技６、再遊技８）に内部当選した場合であって、
左リール、右リールにチャンス図柄を狙って停止表示させた場合に、図柄表示窓に表示さ
れる図柄組合せを示した図である。
【図３２】単独役（ベル）に内部当選した場合に使用される停止テーブルの一例であり、
（ａ）は左リールに対応する表示領域２に停止表示される図柄の停止位置と、この停止位
置までの引き込み数を示した図、（ｂ）は中リールに対応する表示領域５に停止表示され
る図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込みを示した図、（ｃ）は右リールに対応
する表示領域８に停止表示される図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込み数を示
した図である。
【図３３】（ａ）および（ｂ）は同時当選役（ベル、制御役Ａ）に内部当選した場合に内
部当選した場合に使用される停止テーブルの一例であり、（ａ）は左リールに対応する表
示領域２に停止表示される図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込み数を示した図
、（ｂ）は中リールに対応する表示領域５に停止表示される図柄の停止位置と、この停止
位置までの引き込みを示した図であり、（ｃ）は同時当選役（ベル、制御役Ｂ）に内部当
選した場合に使用される停止テーブルの一例であり、右リールに対応する表示領域８に停
止表示される図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込み数を示した図である。
【図３４】（ａ）および（ｂ）は同時当選役（ベル、制御役Ｂ）に内部当選した場合に内
部当選した場合に使用されるリール停止テーブルの一例であり、（ａ）は左リールに対応
する表示領域２に停止表示される図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込み数を示
した図、（ｂ）は中リールに対応する表示領域５に停止表示される図柄の停止位置と、こ
の停止位置までの引き込みを示した図であり、（ｃ）は同時当選役（ベル、制御役Ａ）に
内部当選した場合に使用されるリール停止テーブルの一例であり、右リールに対応する表
示領域８に停止表示される図柄の停止位置と、この停止位置までの引き込み数を示した図
である。
【図３５】（ａ）表示領域１、４、７にベル図柄が停止表示され、上段水平入賞ライン上
に「ベル－ベル－ベル」が停止表示された例と、表示領域１、５、９にベル図柄が停止表
示され、右下がり入賞ライン上に「ベル－ベル－ベル」の図柄組合せが停止表示されると
共に、中段水平入賞ライン上に、ＲＴ移行役に対応する「リプレイ－ベル－リプレイ」の
図柄組合せが停止表示された例を示した図である。（ｂ）表示領域１、５、９にベル図柄
が停止表示され、右下がり入賞ライン上に「ベル－ベル－ベル」の図柄組合せが停止表示
されると共に、中段水平入賞ライン上に、ＲＴ移行役に対応する「リプレイ－ベル－リプ
レイ」の図柄組合せが停止表示された例と、表示領域１、４、７にベル図柄が停止表示さ
れ、上段水平入賞ライン上に「ベル－ベル－ベル」の図柄組合せが停止表示された例を示
した図である。
【図３６】遊技状態制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図３７】（ａ）入賞役の種類と、各入賞役に対応する待ち時間と、を対応付けしてＲＯ
Ｍに記憶した待ち時間テーブルの一例である。（ｂ）待ち時間を設定する条件と、各条件
に対応する待ち時間と、を対応付けしてＲＯＭに記憶した待ち時間テーブルの一例である
。
【図３８】（ａ）は副制御部メイン処理の流れを示すフローチャートであり、（ｂ）は演
出ユニット制御部割り込み処理の流れを示すフローチャートであり、（ｂ）は演出ユニッ
ト制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図３９】遊技状態と、演出モードと、演出態様と、主制御部の待ち時間と、演出ユニッ
トを用いて行われる演出と、ＬＣＤの前方に配設されたシャッタ（扉）の動作状態（シャ
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れる音の種類の変化の一例を示した図である。
【図４０】他の例に係る遊技制御の概要を示した図である。
【図４１】演出処理の流れを示すフローチャートである。
【図４２】ボーナス演出処理の流れを示すフローチャートである。
【図４３】ＲＴ演出モード選択演出処理の流れを示すフローチャートである。
【図４４】内部当選報知演出処理の流れを示すフローチャートである。
【図４５】（ａ）ＲＴ演出モード種別と、各ＲＴ演出モードに対応する連チャン回数抽選
の抽選方法の対応関係を示した図である。（ｂ）連チャン回数テーブルの一例を示した図
である。（ｃ）はＲＴ演出モード選択演出の一例を示した図である。
【図４６】チャンス図柄の数と、連動演出の種類と、各連動演出に対応する抽選データと
、を対応付けしてＲＯＭに記憶した連動演出抽選データテーブルの一例を示した図であり
、（ａ）はＢＢ１またはＢＢ２に内部当選している場合に用いられるデータテーブル、（
ｂ）はＢＢ１およびＢＢ２に内部当選していない場合に用いられるデータテーブルである
。
【図４７】ＲＴ移行役入賞を回避する操作手順の一例を示した図であり、（ａ）は同時当
選役（ベル、制御役Ａ）に内部当選した場合にＬＣＤを用いて表示する操作手順の画像、
（ｂ）は同時当選役（ベル、制御役Ｂ）に内部当選した場合にＬＣＤを用いて表示する操
作手順の画像を示したものである。
【図４８】各々の停止テーブル取得情報に１種類の停止テーブルを規定したデータテーブ
ルの一例を示した図である。
【図４９】同スロットマシンにおける各リールに施される他の例の図柄配列を平面的に展
開して示した図である。
【図５０】通常遊技（通常遊技ＲＴ０モード）における入賞役の種別と、単独役／同時当
選役の種別と、内部当選確率と、メダルの払出枚数（配当）と、を対応付けしてＲＯＭに
記憶したデータテーブルの他の例である。
【図５１】同時当選役（ベルＡ、ベルＢ）に内部当選した場合にと、同時当選役（ベルＡ
、ベルＢ、制御役Ａ）に内部当選した場合の停止表示の態様の一例を示した図である。
【図５２】（ａ）、（ｂ）ＬＣＤを用いてＲＴ移行役入賞を回避する操作手順を報知する
一例を示した図である。
【符号の説明】
【０２７９】
　１０…ＬＣＤ
　１００…スロットマシン
　１１０、１１１、１１２…リール
　１１３…図柄表示窓
　１３１ａ～１３１ｃ…ストップボタン
　１３５…スタートレバー
　３００…主制御部
　４００…副制御部
　５００…演出ユニット制御部
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