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(57)【要約】
【課題】一般遊技状態中に遊技者が期待を持って遊技を
することができないということを課題とする。
【解決手段】パチスロ機は、一般遊技状態中において、
ＲＴ遊技状態中に所定の当籤役の当籤を報知する回数を
示すナビポイントが獲得可能な遊技状態であるナビポイ
ント獲得遊技状態に移行するか否かを抽籤し、ポイント
獲得遊技状態に移行すると抽籤された場合には、ナビポ
イントを獲得する条件がそれぞれ異なる「高確率状態」
と「低確率状態」のいずれか一つを抽籤する。続いて、
パチスロ機は、一般遊技状態からナビポイント獲得遊技
状態に移行して遊技に応じた報知ポイントを付与する。
その後、パチスロ機は、ＢＢに当籤し、ＢＢ終了後にＲ
Ｔ遊技に移行すると、付与された報知ポイントを消費し
て所定の当籤役（つまり、停止表示した場合に、ＲＴ遊
技状態から一般遊技状態に移行してしまう当籤役）の当
籤を報知する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者による所定の操作に応じて抽籤された乱数値が複数の役にそれぞれ対応する数値
範囲のいずれに含まれるかを判別して当籤役を決定するとともに、水平方向に並列して並
べられた各回胴上に図柄が配列されたリールであって前記遊技者による所定の操作に応じ
て変動開始されたリールを前記当籤役および前記遊技者による所定の操作に応じて停止表
示し、リール表示窓内の視認可能領域で遊技媒体投入枚数に応じて規定される有効ライン
上に停止表示された図柄の組合せに応じて前記遊技者に所定の利益を付与する一方で、再
遊技に内部当籤する確率が一般遊技状態と比して高い状態である高確率再遊技状態中に所
定の当籤役を停止表示すると、当該高確率再遊技状態から一般遊技状態に移行するように
制御する遊技機において、
　前記一般遊技状態中において、前記高確率再遊技状態中に前記所定の当籤役の当籤を報
知する回数を示す報知ポイントが獲得可能な遊技状態であるポイント獲得遊技状態に移行
するか否かを抽籤する移行抽籤手段と、
　前記移行抽籤手段によって前記ポイント獲得遊技状態に移行すると抽籤された場合には
、前記一般遊技状態から前記ポイント獲得遊技状態に移行して遊技に応じた報知ポイント
を付与するポイント付与手段と、
　前記高確率再遊技状態において、前記ポイント付与手段によって付与された前記報知ポ
イントを消費して前記所定の当籤役の当籤を報知する当籤役報知手段と、
　を備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記移行抽籤手段によって前記ポイント獲得遊技状態に移行すると抽籤された場合には
、前記ポイント獲得遊技状態に移行することを報知する遊技状態報知手段をさらに備える
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記移行抽籤手段によって前記ポイント獲得遊技状態に移行すると抽籤された場合には
、前記報知ポイントを獲得する条件がそれぞれ異なる複数のポイント獲得遊技状態のなか
からいずれか一つを抽籤する遊技状態抽籤手段をさらに備え、
　前記ポイント付与手段は、前記遊技状態抽籤手段によって抽籤された前記ポイント獲得
遊技状態に移行して遊技に応じた報知ポイントを当該ポイント獲得遊技状態に対応する条
件下で付与することを特徴とする請求項１または２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、メダル投入若しくはＢＥＴボタン押下後にスタートレバーを操作して機械的
回転リール（以下、リールと記載する）を回転駆動させるとともに、各リールに対応した
ストップボタンを押下することによって各リールを停止させ、リール表示窓枠内に停止さ
れた図柄の組み合わせに応じてメダルを払い出すパチスロ機と呼ばれる遊技機が知られて
いる。
【０００３】
　このような遊技機の場合には、遊技に賭けられた単位遊技媒体当りに行うことが可能な
ゲームの回数を一定に保つため等の目的のために、入賞が成立すると遊技媒体を賭けるこ
となく次のゲームを行うことが可能となる入賞役（以下「再遊技」という）が設けられた
遊技機が現在の主流である。そして、この「再遊技」に内部当籤する確率が高い期間（以
下「ＲＴ遊技状態」という）を発生させる機能を備えた遊技機が提供されている（例えば
、特許文献１）。この「ＲＴ遊技状態」は、一般にビックボーナス遊技状態またはレギュ
ラーボーナス遊技状態が終了したときに発生する。
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【０００４】
　ところで、このような遊技機のなかには、ＲＴ遊技状態中に所定の当籤役（例えば、チ
ェリー）を停止表示させてしまうと、ＲＴ遊技状態が終了してしまうものがある。このよ
うな遊技機では、ＲＴ遊技中に所定の当籤役の当籤を報知する機能があり、その報知する
回数をボーナスゲーム中の遊技（例えば、ストップボタンが押された順番）によって決定
している。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３１５８６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記した従来の技術では、当籤役を報知する回数がボーナスゲーム中に決定
されるので、当籤役を報知する回数を増やす機会が一般遊技状態中になく、一般遊技状態
中に遊技者が期待を持って遊技をすることができないという課題があった。
【０００７】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
一般遊技状態中にも遊技者が期待を持って遊技を行えるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１に係る発明は、遊技者による所
定の操作に応じて抽籤された乱数値が複数の役にそれぞれ対応する数値範囲のいずれに含
まれるかを判別して当籤役を決定するとともに、水平方向に並列して並べられた各回胴上
に図柄が配列されたリールであって前記遊技者による所定の操作に応じて変動開始された
リールを前記当籤役および前記遊技者による所定の操作に応じて停止表示し、リール表示
窓内の視認可能領域で遊技媒体投入枚数に応じて規定される有効ライン上に停止表示され
た図柄の組合せに応じて前記遊技者に所定の利益を付与する一方で、再遊技に内部当籤す
る確率が一般遊技状態と比して高い状態である高確率再遊技状態中に所定の当籤役を停止
表示すると、当該高確率再遊技状態から一般遊技状態に移行するように制御する遊技機に
おいて、前記一般遊技状態中において、前記高確率再遊技状態中に前記所定の当籤役の当
籤を報知する回数を示す報知ポイントが獲得可能な遊技状態であるポイント獲得遊技状態
に移行するか否かを抽籤する移行抽籤手段と、前記移行抽籤手段によって前記ポイント獲
得遊技状態に移行すると抽籤された場合には、前記一般遊技状態から前記ポイント獲得遊
技状態に移行して遊技に応じた報知ポイントを付与するポイント付与手段と、前記高確率
再遊技状態において、前記ポイント付与手段によって付与された前記報知ポイントを消費
して前記所定の当籤役の当籤を報知する当籤役報知手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、一般遊技状態中において、報知ポイントが獲得可能な状態であるポイ
ント獲得遊技状態に移行するか否かを抽籤し、ポイント獲得遊技状態に移行すると抽籤さ
れた場合には、一般遊技状態からポイント獲得遊技状態に移行するように制御するので、
一般遊技状態中にも遊技者が期待を持って遊技をすることが出来るようになる。
【００１０】
　また、請求項２に係る発明は、上記の発明において、前記移行抽籤手段によって前記ポ
イント獲得遊技状態に移行すると抽籤された場合には、前記ポイント獲得遊技状態に移行
することを報知する遊技状態報知手段をさらに備えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、ポイント獲得遊技状態に移行することを報知するので、ポイント獲得
遊技をしていることを認識しながら遊技者が期待を持って遊技をすることが出来るように
なる。
【００１２】
　また、請求項３に係る発明は、上記の発明において、前記移行抽籤手段によって前記ポ
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イント獲得遊技状態に移行すると抽籤された場合には、前記報知ポイントを獲得する条件
がそれぞれ異なる複数のポイント獲得遊技状態のなかからいずれか一つを抽籤する遊技状
態抽籤手段をさらに備え、前記ポイント付与手段は、前記遊技状態抽籤手段によって抽籤
された前記ポイント獲得遊技状態に移行して遊技に応じた報知ポイントを当該ポイント獲
得遊技状態に対応する条件下で付与することを特徴とする。
【００１３】
　本発明によれば、ポイント獲得遊技状態を複数設けて、報知ポイントを獲得する条件を
異ならせたので、遊技の面白みを高めることが出来るようになる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、一般遊技状態中において、報知ポイントが獲得可能な状態であるポイ
ント獲得遊技状態に移行するか否かを抽籤し、ポイント獲得遊技状態に移行すると抽籤さ
れた場合には、一般遊技状態からポイント獲得遊技状態に移行するように制御するので、
一般遊技状態中にも遊技者が期待を持って遊技をすることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る遊技機の好適な実施例を詳細に説明する。な
お、本発明はメダル、コイン、遊技球またはトークンなどを遊技媒体として用いる各種遊
技機に適用することができるが、ここでは本発明をメダルを遊技媒体として用いるパチス
ロ機に適用した場合を示すこととする。
【実施例１】
【００１６】
　以下の実施例では、実施例１に係るパチスロ機の概要および特徴、パチスロ機の構成お
よび処理の流れを順に説明し、最後に実施例１による効果を説明する。なお、本明細書中
において、メダルの払い出しがともなわない表示役や再遊技に関する表示役（例えば、Ｂ
Ｂ１、ＢＢ２、ＲＢ）については、役が当籤したことを「成立」として表記し、メダルの
払い出しがともなう表示役（ベルやスイカなどの小役）については、役が当籤したことを
「入賞」として記載する。
【００１７】
［実施例１に係るパチスロ機の概要および特徴］
　まず最初に、図１を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の概要および特徴を説明する
。図１は、実施例１に係るパチスロ機１の特徴を説明するための図である。
【００１８】
　実施例１のパチスロ機１では、再遊技に内部当籤する確率が一般遊技状態と比して高い
状態であるＲＴ遊技状態中に所定の当籤役（例えば、青チェリー、赤チェリー、黄チェリ
ー）を停止表示すると、そのＲＴ遊技状態から一般遊技状態に移行するように制御するこ
とを概要とする。そして、このパチスロ機１では、一般遊技状態中にも遊技者が期待を持
って遊技が行える点に主たる特徴がある。
【００１９】
　この主たる特徴について具体的に説明すると、パチスロ機１は、図１に示すように、ナ
ビポイント獲得遊技の当籤およびハズレに対応する乱数範囲の上限値と下限値の情報を記
憶するポイント獲得遊技抽籤テーブルと、ポイント確率状態「高確率」および「低確率」
に対応する乱数範囲の上限値と下限値の情報を記憶するポイント獲得状態振り分け抽籤テ
ーブルと、ナビポイント獲得遊技中の当籤役に対応する取得ポイントを記憶するポイント
選択テーブルとを備える。
【００２０】
　かかるパチスロ機１は、一般遊技状態中において、ＲＴ遊技状態中に所定の当籤役の当
籤を報知する回数を示すナビポイントが獲得可能な遊技状態であるナビポイント獲得遊技
状態に移行するか否かを抽籤する（図１の（１）参照）。具体的には、パチスロ機１は、
乱数値をサンプリングし、ポイント獲得遊技抽籤テーブルを参照して、ポイント獲得遊技
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状態に当籤したか否かを抽籤する。つまり、図１の例で説明すると、パチスロ機１は、乱
数値が「０」～「９」の場合には、ポイント獲得遊技状態に当籤したこととし、一方、乱
数値が「１０」～「１０２３」の場合には、ポイント獲得遊技状態にハズレたこととする
。
【００２１】
　そして、パチスロ機１は、ポイント獲得遊技状態に移行すると抽籤された場合には、ナ
ビポイントを獲得する条件がそれぞれ異なる「高確率状態」および「低確率状態」のなか
からいずれか一つを抽籤する（図１の（２）参照）。具体的には、パチスロ機１は、乱数
値をサンプリングし、ポイント獲得状態振り分け抽籤テーブルを参照して、高確率状態ま
たは低確率状態のいずれかを決定する。なお、パチスロ機１では、高確率状態の方が低確
率状態に比べてより多くのナビポイントが付与されるように設定されている。
【００２２】
　続いて、パチスロ機１は、一般遊技状態からナビポイント獲得遊技状態に移行して遊技
に応じた報知ポイントを付与する（図１の（３）参照）。具体的には、パチスロ機１は、
ポイント選択テーブルを参照し、当籤した当籤役に応じたナビポイントを付与する。また
、パチスロ機１は、液晶表示部２ｂに、ナビポイント獲得遊技中であることと、当籤役の
当籤（図１の例では、当籤役に対応する色の三尺玉）とを液晶表示部２ｂに表示する。
【００２３】
　その後、パチスロ機１は、ＢＢに当籤し、ＢＢ終了後にＲＴ遊技に移行すると（図１の
（４）参照）、付与された報知ポイントを消費して所定の当籤役（つまり、停止表示した
場合に、ＲＴ遊技状態から一般遊技状態に移行してしまう当籤役）の当籤を報知する（図
１の（５）参照）。具体的には、ＲＴ遊技中に、パチスロ機１は、付与された報知ポイン
トを消費して青チェリー、赤チェリーまたは黄チェリーの当籤を花火の演出で報知する。
図１の例を用いて説明すると、パチスロ機１は、青チェリーに当籤した場合に、液晶表示
部２ｂに青色の花火を打ち上げる演出を表示する。つまり、所定の当籤役（図１の例では
、青チェリー、赤チェリー、黄チェリー）を停止表示すると、ＲＴ遊技状態から一般遊技
状態に移行してしまうので、所定の当籤役を報知することにより、遊技者に所定の当籤役
を停止表示させないように促す。
【００２４】
　このように、パチスロ機１は、一般遊技状態中において、報知ポイントが獲得可能な状
態であるポイント獲得遊技状態に移行するか否かを抽籤し、ポイント獲得遊技状態に移行
すると抽籤された場合には、一般遊技状態からポイント獲得遊技状態に移行するように制
御するので、上記した主たる特徴のごとく、一般遊技状態中にも遊技者が期待を持って遊
技をすることが可能である。
【００２５】
［パチスロ機の構成］
　次に、図２を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の外観構成について説明する。図２
は、実施例１に係るパチスロ機１の外観構成を示す斜視図である。同図に示すように、こ
のパチスロ機１の前面ドア２には、略垂直面をなすパネル表示部２ａ及び液晶表示部２ｂ
が設けられている。
【００２６】
　この液晶表示部２ｂは、ナビポイント獲得遊技状態およびＲＴ遊技状態に移行すること
を報知する画像や当籤役を示唆する演出等を表示し、また、パチスロ遊技時の各種演出や
待機時の表示等を行う。
【００２７】
　前面ドア２の背後には、複数種類の図柄が各々の外周面に描かれた３個のリール３Ｌ，
３Ｃ，３Ｒが回転自在に横一列に設けられており、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒは、一定の
速度（例えば８０回転／分）で回転する。
【００２８】
　パネル表示部２ａ及び液晶表示部２ｂの下方には、略水平面をなす台座部４が設けられ
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ている。この台座部４の右側には、メダルを投入するためのメダル投入口１０が設けられ
ており、このメダル投入口１０に投入されたメダルは、クレジットされるか又はゲームに
賭けられる。
【００２９】
　また、台座部４の左側には、クレジットされているメダルを賭けるためのＢＥＴボタン
１３が設けられている。このＢＥＴボタン１３は、いわゆるＭＡＸＢＥＴボタンであり、
１回の押下操作によりクレジットされたメダルから１ゲームに賭け得る最大枚数のメダル
（通常は３枚）が賭けられる。なお、本実施例ではＢＥＴボタン１３のみを設けた場合を
示したが、いわゆる１枚賭け又は２枚賭けを行うための１－ＢＥＴボタン又は２－ＢＥＴ
ボタンを設けることもできる。
【００３０】
　かかるＢＥＴボタン１３を押下操作するか若しくは３枚のメダルがメダル投入口１０に
投入されると、表示ラインが有効化される。なお、ここでは、ＢＥＴボタン１３の押下操
作又はメダル投入口１０へのメダル投入操作を「ＢＥＴ操作」と呼ぶこととする。
【００３１】
　台座部４の前面部の左寄りには、遊技者がゲームで獲得したメダルをクレジットするか
、クレジットしたメダルを払い出すかを押下操作で切り換えるＣ／Ｐボタン１４が設けら
れている。所定枚数のメダルがクレジットされた状態でＣ／Ｐボタン１４が押下されると
、クレジットが無効化され該クレジットされた枚数分のメダルが正面下部のメダル払出口
１５に払い出され、払い出されたメダルはメダル受け部５に投出される。また、クレジッ
トが無効化された状態でこのＣ／Ｐボタン１４が押下されると、クレジットが有効となる
。
【００３２】
　Ｃ／Ｐボタン１４の右側には、遊技者の操作により上記リール３Ｌ～３Ｒを回転駆動さ
せ、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒ内での図柄の変動表示を開始させるスタートレ
バー６が所定の角度範囲で回動自在に取り付けられている。
【００３３】
　台座部４の前面部中央で、スタートレバー６の右側には、３個のリール３Ｌ，３Ｃ，３
Ｒの回転をそれぞれ停止させるための３個の停止ボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒが設けられてい
る。なお、１ゲーム（単位遊技）は、スタートレバー６が操作されることによって開始さ
れ、全てのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが停止したときに終了する。
【００３４】
　各停止ボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒの裏側には、後述するように停止スイッチ７ＬＳ，７Ｃ
Ｓ，７ＲＳが設けられている。これらの停止スイッチは、対応する停止ボタンの操作（停
止操作）を検知する。
【００３５】
　このパチスロ機１の上部には、左右対称にスピーカ９Ｌ，９Ｒが設けられており、これ
らのスピーカ９Ｌ，９Ｒから遊技の演出に関する効果音などを出音する。
【００３６】
　続いて、図３を用いて、図２に示したパネル表示部２ａ及び液晶表示部２ｂについてさ
らに詳細に説明する。図３は、実施例１に係るパチスロ機１のパネル表示部２ａ及び液晶
表示部２ｂを説明するための説明図である。
【００３７】
　同図に示すように、パネル表示部２ａには、ボーナス遊技情報表示部１６、ＢＥＴラン
プ１７、払出表示部１８及びクレジット表示部１９が設けられている。このボーナス遊技
情報表示部１６は、７セグメントＬＥＤにより形成されておりボーナス中の遊技情報を表
示する。
【００３８】
　ＢＥＴランプ１７ａ～１７ｃは、１ゲームを行うために賭けられたメダル数（以下「Ｂ
ＥＴ数」と言う）に応じて点灯するランプであり、具体的には、ＢＥＴランプ１７ａはＢ
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ＥＴ数が１以上である場合に点灯し、ＢＥＴランプ１７ｂはＢＥＴ数が２以上である場合
に点灯し、ＢＥＴランプ１７ｃはＢＥＴ数が３のときに点灯する。
【００３９】
　払出表示部１８及びクレジット表示部１９は、それぞれ７セグメントのＬＥＤにより形
成され、払出表示部１８には入賞が成立した時のメダル払出枚数が表示され、クレジット
表示部１９にはクレジットされている残メダル枚数が表示される。通常は、パチスロ機１
にクレジットされる最大枚数は５０枚であるので、このクレジット表示部１９に表示され
るクレジット枚数は５０以下となる。なお、最大枚数の５０枚のメダルがクレジットされ
ている状態で、メダルを投入してもそのまま払い出される。
【００４０】
　液晶表示部２ｂは、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒと、窓枠表示領域２２Ｌ，２
２Ｃ，２２Ｒと、演出表示領域２３とで形成される。この液晶表示部２ｂの表示内容は、
リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転及び停止態様に応じて表示制御される。
【００４１】
　図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒは、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに対応して設けら
れており、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ上に配置された図柄の表示や種々の演出表示を行う。
【００４２】
　この図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒには、水平方向にトップライン８ｂ、センタ
ーライン８ｃ及びボトムライン８ｄの表示ラインが設けられ、斜め方向にクロスアップラ
イン８ａ及びクロスダウンライン８ｅの表示ラインが設けられる。遊技者がＢＥＴボタン
１３を押下操作するか又は遊技者がメダル投入口１０に３枚のメダルを投入すると、これ
ら５本の表示ラインが有効となり、遊技者がメダル投入口１０に１枚又は２枚のメダルを
投入した場合には、それぞれ１本（センターライン８ｃ）又は３本（トップライン８ｂ、
センターライン８ｃ及びボトムライン８ｄ）の表示ラインが有効となる。なお、ここでは
、有効化された表示ラインを「有効ライン」と呼ぶこととする。また、これらの表示ライ
ン８ａ～８ｅは役の成否に関わる。
【００４３】
　また、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒは、それぞれ対応するリール３Ｌ，３Ｃ，
３Ｒが回転中であり、各停止ボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒが押下操作可能である場合には、遊
技者がリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ上の図柄を視認できるように透過状態となる。
【００４４】
　窓枠表示領域２２Ｌ，２２Ｃ，２２Ｒは、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの前面に配置された
図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒの窓枠を表したものであり、各図柄表示領域２１Ｌ
，２１Ｃ，２１Ｒを囲むように設けられている。
【００４５】
　演出表示領域２３は、液晶表示部２ｂの領域のうち、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２
１Ｒ及び窓枠表示領域２２Ｌ，２２Ｃ，２２Ｒ以外の領域である。この演出表示領域２３
は、ナビポイント獲得遊技中またはＲＴ遊技中であることを報知する画像、当籤役を示唆
する演出、ボーナスが成立可能であることを確定的に報知する画像（例えば、告知ランプ
）の表示、ゲームの興趣を増大するための演出、遊技者がゲームを有利に進めるために必
要な情報等の表示を行う。
【００４６】
　続いて、図４を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ上に表
される図柄の一例について説明する。図４は、実施例１に係るパチスロ機１のリール３Ｌ
，３Ｃ，３Ｒ上に表される図柄の一例を示す図である。同図に示すように、各リール３Ｌ
，３Ｃ，３Ｒには、複数種類の図柄が２１個配列された図柄列が表わされており、各図柄
には“００”～“２０”のコードナンバーが付与され、データテーブルとして後述するＲ
ＯＭ３２（図５）に記憶されている。
【００４７】
　具体的には、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ上には、“７”、“BAR”、“Replay”、“青
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チェリー”、“赤チェリー”、“黄チェリー”、“ブランク”、“スイカ”、及び“ベル
”の図柄で構成される図柄列が表わされている。各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒは、図柄列が
図中に示した矢印方向に移動するように回転駆動される。
【００４８】
　続いて、図５および図６を用いて、図２に示したパチスロ機１の内部構成について説明
する。図５は、実施例１に係るパチスロ機１の内部構成を示すブロック図であり、図６は
、実施例１に係る副制御回路７２の回路構成を示すブロック図である。図５に示すように
、このパチスロ機１は、パチスロ機１の遊技処理動作を制御する主制御回路７１と、この
主制御回路７１に電気的に接続される周辺装置（アクチュエータ）と、主制御回路７１か
ら送信される制御指令に基づいて液晶表示装置１３１、スピーカ９Ｌ，９Ｒ，ＬＥＤ類１
０１及びランプ類１０２を制御する副制御回路７２とが含まれる。
【００４９】
　主制御回路７１は、回路基板上に配置されたマイクロコンピュータ３０を主たる構成要
素とし、これに乱数サンプリングのための回路を加えて構成されている。マイクロコンピ
ュータ３０は、予め設定されたプログラムに従って制御動作を行うＣＰＵ３１と、記憶手
段であるＲＯＭ３２及びＲＡＭ３３とを有する。
【００５０】
　ＣＰＵ３１には、基準クロックパルスを発生するクロックパルス発生回路３４及び分周
器３５と、サンプリングされる乱数を発生する乱数発生器３６及びサンプリング回路３７
とが接続されている。なお、マイクロコンピュータ３０内のＣＰＵ３１上で乱数サンプリ
ング用プログラムを実行してソフトウエア的に乱数サンプリングを行うこともできる。こ
の場合、乱数発生器３６及びサンプリング回路３７を省略することができる。
【００５１】
　マイクロコンピュータ３０のＲＯＭ３２には、スタートレバー６を操作（スタート操作
）する毎に行われる乱数サンプリングの判定に用いられる内部抽籤テーブルや停止用当籤
役決定テーブル、停止ボタンの操作に応じてリールの停止態様を決定するための停止テー
ブル群などが格納されている。
【００５２】
　また、このＲＯＭ３２には、副制御回路７２へ送信するための各種制御指令等が格納さ
れている。副制御回路７２が主制御回路７１へ制御指令や情報等を入力することはなく、
主制御回路７１から副制御回路７２への一方向で通信が行われる。ＲＡＭ３３には、内部
当籤役、持越役などの種々の情報が格納される。
【００５３】
　マイクロコンピュータ３０からの制御信号により動作が制御される主要なアクチュエー
タとしては、ＢＥＴランプ（１－ＢＥＴランプ１７ａ、２－ＢＥＴランプ１７ｂ、最大Ｂ
ＥＴランプ１７ｃ）と、ボーナス遊技情報表示部１６、払出表示部１８、クレジット表示
部１９等の表示部と、メダルを収納しホッパー駆動回路４１の命令により所定枚数のメダ
ルを払出すホッパー（払出しのための駆動部を含む）４０と、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒを
回転駆動するステッピングモータ４９Ｌ，４９Ｃ，４９Ｒとがある。
【００５４】
　また、ステッピングモータ４９Ｌ，４９Ｃ，４９Ｒを駆動制御するモータ駆動回路３９
、ホッパー４０を駆動制御するホッパー駆動回路４１、ＢＥＴランプ１７ａ，１７ｂ，１
７ｃを駆動制御するランプ駆動回路４５並びにボーナス遊技情報表示部１６、払出表示部
１８、クレジット表示部１９などの表示部を駆動制御する表示部駆動回路４８がＣＰＵ３
１の出力部に接続されている。これらの駆動回路は、それぞれＣＰＵ３１から出力される
駆動指令などの制御信号を受けて、各アクチュエータの動作を制御する。
【００５５】
　また、マイクロコンピュータ３０へは、スタートスイッチ６Ｓ、停止スイッチ７ＬＳ，
７ＣＳ，７ＲＳ、ＢＥＴスイッチ１３Ｓ、Ｃ／Ｐスイッチ１４Ｓ、メダルセンサ１０Ｓ、
リール位置検出回路５０、払出完了信号回路５１から入力信号が入力され、これらに基づ
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いて制御指令が発生される。
【００５６】
　スタートスイッチ６Ｓは、スタートレバー６の操作を検出するスイッチであり、メダル
センサ１０Ｓは、メダル投入口１０に投入されたメダルを検出するセンサである。停止ス
イッチ７ＬＳ，７ＣＳ，７ＲＳは、それぞれ対応する停止ボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒの操作
に応じて停止信号を発生するスイッチである。ＢＥＴスイッチ１３Ｓは、ＢＥＴボタン１
３の背面に設けられＢＥＴボタン１３の操作に応じて信号を発生するスイッチである。Ｃ
／Ｐスイッチ１４Ｓは、Ｃ／Ｐボタン１４の背面に設けられＣ／Ｐボタン１４の操作に応
じて信号を発生するスイッチである。リール位置検出回路５０は、リール回転センサから
のパルス信号を受けて各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの位置を検出するための信号をＣＰＵ３
１へ供給する回路である。払出完了信号回路５１は、メダル検出部４０Ｓの計数値（ホッ
パー４０から払出されたメダルの枚数）が指定された枚数データに達した時にメダル払出
完了を示す信号を発生する。
【００５７】
　乱数発生器３６は、一定の数値範囲に属する乱数を発生し、サンプリング回路３７は、
スタートレバー６が操作された後の適宜のタイミングで乱数をサンプリングする。こうし
てサンプリングされた乱数を使用することにより、例えばＲＯＭ３２内に格納されている
内部抽籤テーブルなどに基づいて内部当籤役などが決定される。
【００５８】
　リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転が開始された後、ステッピングモータ４９Ｌ，４９Ｃ，
４９Ｒの各々に供給される駆動パルスの数が計数され、その計数値がＲＡＭ３３の所定エ
リアに書き込まれる。リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒからは一回転毎にリセットパルスが得られ
、これらのパルスはリール位置検出回路５０を介してＣＰＵ３１に入力される。このよう
にして得られたリセットパルスにより、ＲＡＭ３３で計数されている駆動パルスの計数値
が“０”にクリアされる。これにより、ＲＡＭ３３内には、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに
ついて一回転の範囲内における回転位置に対応した計数値が格納される。
【００５９】
　上記のようなリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転位置とリール外周面上に描かれた図柄とを
対応づけるために、図柄テーブル（図示せず）が、ＲＯＭ３２内に格納されている。この
図柄テーブルでは、前述したリセットパルスが発生する回転位置を基準として、各リール
３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの一定の回転ピッチ毎に順次付与されるコードナンバーと、それぞれの
コードナンバー毎に対応して設けられた図柄を示す図柄コードとが対応づけられている。
【００６０】
　ＲＯＭ３２内には、役の成立（入賞など）となる図柄の組合せと、入賞のメダル配当枚
数とが対応付けられた図柄組み合わせテーブルが格納されている。この図柄組合せテーブ
ルは、左のリール３Ｌ，中央のリール３Ｃ，右のリール３Ｒの停止制御時並びに全リール
３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの停止後の入賞確認（表示役の確認）を行う際に参照される。表示役（
表示役データ）は、有効ラインに沿って並ぶ図柄組合せに対応する役（成立役）であり、
遊技者にはこの表示役に対応する利益が付与される。
【００６１】
　ＣＰＵ３１は、上記乱数サンプリングに基づく抽籤処理（内部抽籤処理など）により内
部当籤役や停止用当籤役を決定したならば、遊技者が停止ボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒを操作
したタイミングで停止スイッチ７ＬＳ，７ＣＳ，７ＲＳから送られる操作信号並びに決定
された停止テーブルに基づいて、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒを停止制御する信号をモータ駆
動回路３９に送出する。
【００６２】
　また、ＣＰＵ３１は、当籤した役の入賞を示す停止態様（即ち入賞態様）になれば、払
出指令信号をホッパー駆動回路４１に供給してホッパー４０から所定個数のメダルの払出
を行う。その際、メダル検出部４０Ｓは、ホッパー４０から払出されるメダルの枚数を計
数し、その計数値が指定された数に達した時にメダル払出完了信号をＣＰＵ３１に入力す
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る。これにより、ＣＰＵ３１は、ホッパー駆動回路４１を介してホッパー４０の駆動を停
止し、メダル払出処理を終了することになる。
【００６３】
　続いて、図６を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の副制御回路７２について説明す
る。図６に示すように、この副制御回路７２は、バスを介して主制御回路７１に接続され
るとともに、液晶表示装置１３１と、スピーカ９Ｌ，９Ｒと、ＬＥＤ類１０１と、ランプ
類１０２と、音量調節部１０３とが接続されている。なお、副制御回路７２と、副制御回
路７２により制御される図４８などのサブ制御処理は、特許請求の範囲に記載の「移行抽
籤手段」、「ポイント付与手段」および「当籤役報知手段」に対応する。
【００６４】
　また、この副制御回路７２の内部構成は、図６に示すように、画像制御回路（ｇＳｕｂ
）７２ａと、音・ランプ制御回路（ｍＳｕｂ）７２ｂとからなり、この画像制御回路（ｇ
Ｓｕｂ）７２ａ及び音・ランプ制御回路（ｍＳｕｂ）７２ｂは、主制御回路７１を構成す
る回路基板とは別の回路基板上に形成される。
【００６５】
　主制御回路７１と画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２ａとの間の通信は、主制御回路７１か
ら画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２ａへの一方向で行われ、画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２
ａが主制御回路７１へ制御指令や情報等を出力することはない。また、画像制御回路（ｇ
Ｓｕｂ）７２ａと音・ランプ制御回路（ｍＳｕｂ）７２ｂとの間の通信は、画像制御回路
（ｇＳｕｂ）７２ａから音・ランプ制御回路（ｍＳｕｂ）７２ｂへの一方向で行われ、音
・ランプ制御回路（ｍＳｕｂ）７２ｂが画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２ａへ制御指令や情
報等を出力することもない。
【００６６】
　画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２ａは、画像制御マイコン８１、シリアルポート８２、プ
ログラムＲＯＭ８３、ワークＲＡＭ８４、カレンダＩＣ８５、画像制御ＩＣ８６、制御Ｒ
ＡＭ８７、画像ＲＯＭ（ＣＲＯＭ（キャラクタＲＯＭ））８８及びビデオＲＡＭ８９から
なる。また、画像制御回路７２ａは、液晶表示装置１３１の表示制御を行う回路であり、
ビデオディスクプロセッサＶＤＰ（Video-Display-Processor）、（以下、ＶＤＰと称す
る）、各種の画像データを生成するためのデータが記憶される画像データＲＯＭ、画像デ
ータをバッファするフレームバッファ、画像データを画像信号として変換するＤ／Ａコン
バータなどから構成される。
【００６７】
　画像制御マイコン８１は、ＶＤＰ（Video-Display-Processor）、割込コントローラ、
入出力ポート（シリアルポート８２は図示）を備えている。この画像制御マイコン８１に
備えられたＶＤＰは、主制御回路７１から送信された制御指令に基づき、プログラムＲＯ
Ｍ８３内に格納された制御プログラムに従って各種の処理を行う。また、主制御回路７１
から有効ラインを表示すべき旨の制御指令を受信したならば、液晶表示装置１３１上に有
効ラインを表示（点灯）するよう画像制御ＩＣ８６に指示する。なお、画像制御回路（ｇ
Ｓｕｂ）７２ａは、クロックパルス発生回路、分周器、乱数発生器及びサンプリング回路
を備えていないが、画像制御マイコン８１の動作プログラム上でソフトウエア的に乱数サ
ンプリングを実行するよう構成されている。
【００６８】
　シリアルポート８２は、主制御回路７１から送信される制御指令等を受信するポートで
ある。プログラムＲＯＭ８３は、画像制御マイコン８１で実行する制御プログラムや後述
する各種テーブルを記憶する。ワークＲＡＭ８４は、画像制御マイコン８１が制御プログ
ラムを実行する場合に使用する作業用のメモリ領域として使用され、このワークＲＡＭ８
４には、演出等に関する種々の情報が記憶される。
【００６９】
　カレンダＩＣ８５は、日付データを記憶するＩＣであり、遊技店の従業員等が図示しな
い操作部を操作して日付の設定等が行われ、設定された日付がカレンダＩＣ８５に格納さ
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れる。なお、ワークＲＡＭ８４とカレンダＩＣ８５は、バックアップ対象とされているた
め、画像制御マイコン８１に供給される電源が遮断された場合であっても、電力が供給さ
れ続け、記憶された情報等の消去が防止される。
【００７０】
　画像制御ＩＣ８６は、画像制御マイコン８１により決定されたナビポイント獲得遊技中
またはＲＴ遊技中であることを報知する画像や演出内容に応じた画像を生成して液晶表示
装置１３１に出力するＩＣである。この画像制御ＩＣ８６には制御ＲＡＭ８７が含まれて
おり、画像制御マイコン８１がこの制御ＲＡＭ８７に対する情報の読み出しや書き込みを
行う。また、制御ＲＡＭ８７には、画像制御ＩＣ８６のレジスタと、スプライト属性テー
ブルと、カラーパレットテーブルとが展開されており、画像制御マイコン８１がこの画像
制御ＩＣ８６のレジスタ及びスプライト属性テーブルを所定のタイミングごとに更新する
。
【００７１】
　また、この画像制御ＩＣ８６には、液晶表示装置１３１と、画像ＲＯＭ８８と、ビデオ
ＲＡＭ８９とが接続されている。なお、３次元画像データなど大量の画像データを処理す
る場合には、画像ＲＯＭ８８を画像制御マイコン８１に接続する構成とすることもできる
。画像ＲＯＭ８８は、画像を生成するための画像データ、ドットデータ等を格納する。ビ
デオＲＡＭ８９は、画像制御ＩＣ８６で画像を生成する場合の一時記憶手段として用いら
れる。また、画像制御ＩＣ８６は、ビデオＲＡＭ８９のデータを液晶表示装置１３１に転
送終了する毎に画像制御マイコン８１に信号を送信する。
【００７２】
　また、画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２ａでは、画像制御マイコン８１が、音・ランプの
演出の制御についても行う。画像制御マイコン８１は、決定された演出に基づいて音・ラ
ンプの種類及び出力タイミングを決定し、所定のタイミングごとに音・ランプ制御回路（
ｍＳｕｂ）７２ｂにシリアルポート８２を介して制御指令を送信する。この制御指令を受
信した音・ランプ制御回路（ｍＳｕｂ）７２ｂは、画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２ａから
受信した制御指令に応じて音・ランプの出力のみを行う（後述する音量調節制御を除く）
。
【００７３】
　音・ランプ制御回路（ｍＳｕｂ）７２ｂは、音・ランプ制御マイコン９１、シリアルポ
ート９２、プログラムＲＯＭ９３、ワークＲＡＭ９４、音源ＩＣ９５、パワーアンプ９６
及び音源ＲＯＭ９７からなる。
【００７４】
　音・ランプ制御マイコン９１は、ＣＰＵ、割込コントローラ、入出力ポート（シリアル
ポート９２は図示）を備えている。音・ランプ制御マイコン９１内のＣＰＵは、画像制御
回路（ｇＳｕｂ）７２ａから送信された制御指令に基づき、プログラムＲＯＭ９３内に格
納された制御プログラムに従って音・ランプの出力処理を行う。また、音・ランプ制御マ
イコン９１には、ＬＥＤ類１０１及びランプ類１０２が接続されている。音・ランプ制御
マイコン９１は、画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２ａから所定のタイミングで送信される制
御指令に応じて、このＬＥＤ類１０１及びランプ類１０２に出力信号を送信する。これに
より、ＬＥＤ類１０１及びランプ類１０２が演出に応じた所定の態様で発光することとな
る。
【００７５】
　シリアルポート９２は、画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２ａから送信される制御指令等を
受信する入力ポートである。プログラムＲＯＭ９３は、音・ランプ制御マイコン９１で実
行する制御プログラム等を格納したメモリである。ワークＲＡＭ９４は、音・ランプ制御
マイコン９１が前述した制御プログラムを実行する場合の、作業用のワークメモリとして
使用される。
【００７６】
　音源ＩＣ９５は、画像制御回路（ｇＳｕｂ）７２ａから送信された制御指令に基づいて
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音源を生成してパワーアンプ９６に出力する。パワーアンプ９６は増幅器であり、このパ
ワーアンプ９６にはスピーカ９Ｌ，９Ｒが接続されている。パワーアンプ９６は、音源Ｉ
Ｃ９５から出力された音源を増幅し、増幅した音源をスピーカ９Ｌ，９Ｒから出力させる
。音源ＲＯＭ９７は、音源を生成するための音源データ（フレーズ等）等を格納する。
【００７７】
　また、音・ランプ制御マイコン９１には、音量調節部１０３が接続されている。この音
量調節部１０３は、遊技店の従業員等により操作可能となっており、スピーカ９Ｌ，９Ｒ
から出力される音量の調節が行われる。音・ランプ制御マイコン９１は、音量調節部１０
３から送信される入力信号に基づいて、スピーカ９Ｌ，９Ｒから出力される音を入力され
た音量に調節する制御を行う。
【００７８】
　次に、図７を参照して、主制御回路の図柄配置テーブルについて説明する。図７は、実
施例１においてパチスロ機１が採用する図柄配置テーブルの一例を示す図である。
【００７９】
　図柄配置テーブルは、各リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒの周面に配された図柄の構成（図４参
照）をデータとして表わしたものである。図柄配置テーブルには、リールインデックスが
検出されたときに、図柄表示領域２１Ｌ、２１Ｃ、２１Ｒに配置された図柄を図柄位置「
０」～「２０」として、図柄位置と図柄の種別とが対応付けて記憶されている。各図柄の
種別は、例えば、「リプレイ」であれば「０００００１００」など、１バイトのデータに
より表わされる。
【００８０】
［パチスロ機１の内部抽籤テーブル決定テーブル］
　次に、図８を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する内部抽籤テーブル決定
テーブルの一例を説明する。図８は、実施例１においてパチスロ機１が採用する内部抽籤
テーブル決定テーブルの一例を示す図である。ここで、抽籤回数とは、内部抽籤処理内で
、内部抽籤テーブルを参照して乱数値が当籤しているか否かを判断する回数をいう。
【００８１】
　内部抽籤テーブル決定テーブルでは、ＲＡＭ３３の遊技状態格納領域に格納されている
遊技状態の種別に応じて決定される内部抽籤テーブルの種別と抽籤回数が規定されている
。一般遊技状態では、一般遊技状態用内部抽籤テーブルが決定され、基本的には、抽籤回
数が８に決定される。また、レギュラーボーナス（以下、「ＲＢ」と略記する）遊技状態
では、ＲＢ遊技状態用内部抽籤テーブルが決定され、抽籤回数が５に決定される。
【００８２】
［パチスロ機１の内部抽籤テーブル］
　次に、図９を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する内部抽籤テーブルの一
例を説明する。図９は、実施例１においてパチスロ機１が採用する内部抽籤テーブル（Ｂ
ＥＴ数：３）の一例を示す図である。
【００８３】
　図９（１）は、一般遊技状態用内部抽籤テーブルを示す。この一般遊技状態用内部抽籤
テーブルは、当籤役に対応する数値範囲の下限値および上限値の情報を格納している。ま
た、この一般遊技状態では、ＢＢ１、ＢＢ２、リプレイの小役、青チェリーの小役、赤チ
ェリーの小役、黄チェリーの小役、スイカの小役及びベルの小役に内部当籤する場合があ
る。
【００８４】
　このうち、ＢＥＴ数が３の場合の内部抽籤テーブルについて具体的な例を挙げて説明す
ると、ＢＢ１に対応する数値範囲は“２３１３５～２３２１３”であり、ＢＢ１内部当籤
となる数値範囲の下限値は“２３１３５”であり、上限値は“２３２１３”である。ＢＢ
２に対応する数値範囲は“２３２１４～２３２９２”であり、ＢＢ２内部当籤となる数値
範囲の下限値は“２３２１４”であり、上限値は“２３２９２”である。また、青チェリ
ーに対応する数値範囲は“１８３３５～１９９３４”であり、青チェリー内部当籤となる
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数値範囲の下限値は“１８３３５”であり、上限値は“１９９３４”である。赤チェリー
に対応する数値範囲は“１９９３５～２１５３４”であり、赤チェリー内部当籤となる数
値範囲の下限値は“１９９３５”であり、上限値は“２１５３４”である。黄チェリーに
対応する数値範囲は“２１５３５～２３１３４”であり、黄チェリー内部当籤となる数値
範囲の下限値は“２１５３５”であり、上限値は“２３１３４”である。
【００８５】
　図９（２）は、ＲＢ遊技状態用内部抽籤テーブルを示す。このＲＢ遊技状態では、スイ
カの小役、ベルの小役、青チェリーの小役、赤チェリーの小役、黄チェリーの小役に当籤
する場合がある。
【００８６】
　このＲＢ遊技状態においても一般遊技状態と同様であり、青チェリーに対応する数値範
囲は“５６３３６～５７９３５”であり、青チェリー内部当籤となる数値範囲の下限値は
“５６３３６”であり、上限値は“５７９３５”である。赤チェリーに対応する数値範囲
は“５７９３６～５９５３５”であり、赤チェリー内部当籤となる数値範囲の下限値は“
５７９３６”であり、上限値は“５９５３５”である。黄チェリーに対応する数値範囲は
“５９５３６～６１１３５”であり、黄チェリー内部当籤となる数値範囲の下限値は“５
９５３６”であり、上限値は“６１１３５”である。
【００８７】
　図９（３）は、ＲＴ遊技状態用内部抽籤テーブルを示す。このＲＢ遊技状態では、一般
遊技状態と同様に、ＢＢ１、ＢＢ２、リプレイの小役、青チェリーの小役、赤チェリーの
小役、黄チェリーの小役、スイカの小役及びベルの小役に内部当籤する場合がある。
【００８８】
　ここで、内部抽籤テーブルを用いた当籤番号の決定（抽籤）を説明する。例えば、一般
遊技状態においては、前述した内部抽籤テーブル決定テーブル（図８参照）が定めるよう
に、抽籤回数「８回」と同じ当籤番号「８」から降順に当籤番号が「１」になるまで、乱
数値が当籤番号に対応する下限値及び上限値に示される数値範囲内にあるか否かを判断す
る。
【００８９】
　具体的に例を挙げて説明すると、サンプリング回路３７によって乱数値“１９９３６”
がサンプリングされたならば、ＣＰＵ３１は、一般遊技状態用内部抽籤テーブルを参照し
て、当該乱数値が当籤番号「１」に対応する数値範囲“０～８５５４”に含まれるか否か
を判定する。
【００９０】
　より詳細には、ＣＰＵ３１は、当籤番号「１」について乱数値Ｒ（１９９３６）－下限
値Ｌ（０）を計算し、乱数値Ｒ（１９９３６）－下限値Ｌ（０）の計算結果が正となるの
で、ＣＰＵ３１は、乱数値Ｒ（１９９３６）－上限値Ｕ（８５５４）をさらに計算する。
このとき、計算結果（Ｒ－Ｕ）が正となるので（下限値Ｌ≦上限値≦乱数値Ｒと確認され
るので）、ＣＰＵ３１は、当籤番号「１」に不当籤、すなわちベルに不当籤と判定する。
このように、ＣＰＵ３１は、当籤番号を１つずつインクリメントして当籤番号「２」、「
３」、「４」と昇順に抽籤を行っていくが、当籤番号「２」、「３」、「４」についても
、当籤番号「１」と同様に、乱数値Ｒ－上限値Ｌの計算結果が正になるので、不当籤と判
定することとなる。
【００９１】
　そして、当籤番号「５」の抽籤においては、乱数値Ｒ（１９９３６）－下限値Ｌ（１９
９３５）の計算結果が正となるので、ＣＰＵ３１は、乱数値Ｒ（１９９３６）－上限値Ｕ
（２１５３４）をさらに計算する。このとき、計算結果（Ｒ－Ｕ）が負となるので（下限
値Ｌ≦乱数値Ｒ≦上限値Ｕと確認されるので）、ＣＰＵ３１は、当籤番号「５」に内部当
籤（赤チェリーに内部当籤）と判定する。
【００９２】
　このようにして、当籤番号が「８」になるまで抽籤を繰り返すことで、当籤番号「５」
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に内部当籤した（赤チェリーに内部当籤した）という抽籤結果を得ることができる。
【００９３】
［パチスロ機１の内部当籤役決定テーブル］
　次に、図１０を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する内部当籤役決定テー
ブルの一例を説明する。図１０は、実施例１においてパチスロ機１が採用する内部当籤役
決定テーブルの一例を示す図である。
【００９４】
　同図に示すように、内部当籤役決定テーブルでは、当籤番号に応じた内部当籤役が規定
されている。具体的には、当籤番号１～８のそれぞれに応じて、ベル、スイカ、リプレイ
、青チェリー、赤チェリー、黄チェリー、ＢＢ１、ＢＢ２のそれぞれが規定されている。
また、内部当籤役決定テーブルでは、前述の当籤番号および内部当籤役に応じて格納領域
種別が規定されている。
【００９５】
　格納領域種別は、決定された内部当籤役が格納されるＲＡＭ３３の内部当籤役格納領域
の種別を識別するためのデータである（より具体的には、格納領域のアドレスを算出する
ためのオフセット）。内部当籤役は、それぞれの内部当籤役格納領域において１バイトの
データにより表わされる。内部当籤役決定テーブルでは、当籤番号１～６（すなわち、ベ
ル～黄チェリー）に応じて格納領域種別１が規定され、当籤番号７および８（すなわち、
ＢＢ１およびＢＢ２）に応じて格納領域種別２が規定されている。そして、格納領域１お
よび２のそれぞれに対して、内部当籤役１格納領域、内部当籤役２格納領域のそれぞれが
関連付けられている。従って、例えば、当籤番号１～６に応じた内部当籤役が決定される
と、内部当籤役１格納領域に格納されるようになる。
【００９６】
［パチスロ機１の各格納領域］
　次に、図１１～１５を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する内部当籤役１
、内部当籤役２、持越役、作動中フラグおよび遊技状態の格納領域の一例について説明す
る。図１１は、実施例１においてパチスロ機１が採用する内部当籤役１の格納領域の一例
を示す図であり、図１２は、実施例１においてパチスロ機１が採用する内部当籤役２の格
納領域の一例を示す図であり、図１３は、実施例１においてパチスロ機１が採用する持越
役の格納領域の一例を示す図であり、図１４は、実施例１においてパチスロ機１が採用す
る作動中フラグの格納領域の一例を示す図であり、図１５は、実施例１においてパチスロ
機１が採用する遊技状態の格納領域の一例を示す図である。
【００９７】
　内部当籤役が決定されると、格納領域種別に応じて、各内部当籤役格納領域に格納され
る。図１１に示す内部当籤役１格納領域のビット０～５のそれぞれは、ベル、スイカ、青
チェリー、赤チェリー、黄チェリーがそれぞれ対応している（ビット６および７は未使用
）。また、図１２に示す内部当籤役２格納領域のビット０～１のそれぞれは、ＢＢ１、Ｂ
Ｂ２にそれぞれ対応している（ビット２～７は未使用）。なお、表示役格納領域の構成は
、この内部当籤役格納領域の構成と同様の内容となっている。
【００９８】
　次に、図１３を用いて主制御回路７１のＲＡＭ３３の持越役格納領域の構成について説
明する。
【００９９】
　前述の内部当籤決定テーブルによりボーナスゲームの作動に係る内部当籤役が決定され
ると、それを示す識別子（すなわち、フラグ）がこの持越役格納領域に格納される。具体
的に、ビット０～ビット１のそれぞれは、ＢＢ１およびＢＢ２のそれぞれに対応している
。また、持越役格納領域に格納された識別子は、ボーナスゲームの作動が開始されること
によりクリアされる。すなわち、ボーナスゲームの作動に係る内部当籤役が決定されると
、そのボーナスゲームの作動が開始されるまでの間、その識別子が記憶される構成となっ
ている（いわゆる「持ち越し」と称され、格納されている識別子は「持越役と」称される
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）。そして、持越役格納領域に識別子が格納されている間は、抽出される乱数値にかかわ
らず、その格納されている識別子が内部当籤役として決定されるようになっている。また
、持越役は、内部当籤役に基づいて決定されることから、内部当籤役の下位概念ともいえ
る。
【０１００】
　次に、図１４を用いて主制御回路７１のＲＡＭ３３の作動中フラグ格納領域の構成につ
いて説明する。
【０１０１】
　ボーナスゲームおよびＲＴの作動が開始される場合には、作動が開始されるボーナスゲ
ームおよびＲＴの種別を示す識別子がこの作動中フラグ格納領域に格納される。具体的に
、ビット０～ビット３のそれぞれは、ＲＢ作動中フラグ、ＢＢ１作動中フラグ、ＢＢ２作
動中フラグ、ＲＴ作動中フラグにそれぞれ対応している。
【０１０２】
　次に、図１５を用いて主制御回路７１のＲＡＭ３３の遊技状態格納領域の構成について
説明する。
【０１０３】
　前述の作動中フラグ格納領域に格納されているデータに基づいて、遊技状態の更新が行
われると、遊技状態の種別を示す識別子がこの遊技状態格納領域に格納されている。具体
的には、ビット０～ビット１のそれぞれは、一般遊技状態、ＲＢ遊技状態のそれぞれに対
応している。
【０１０４】
［パチスロ機１の図柄組合せと払い出し枚数の関係］
　次に、図１６を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の役と図柄組合せと払出枚数との
関係について説明する。図１６は、実施例１に係るパチスロ機１の役と図柄組合せと払出
枚数との関係を説明するための説明図である。同図に示すように、この図柄組合せテーブ
ルは、いずれかの有効ライン（８ａ～８ｅ、図３参照）上の３つの図柄停止位置の各々に
停止表示された図柄の組合せに対応する表示役と、表示役に対応する投入枚数（ＢＥＴ数
３）毎の払出枚数の情報とを備えている。また、この図柄組合せテーブルは、全リール３
Ｌ，３Ｃ，３Ｒが停止した後、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せに応じて払出
枚数を決定する場合に参照される。
【０１０５】
　同図に示すように、ＢＢ１は、“赤７－赤７－赤７”が有効ラインに沿って並ぶことに
より役が成立し（表示役がＢＢ１となる）、また、ＢＢ２は、“ＢＡＲ－ＢＡＲ－ＢＡＲ
”が有効ラインに沿って並ぶことにより役が成立する（表示役がＢＢ２となる）。
【０１０６】
　また同様に、「スイカの小役」は、“スイカ－スイカ－スイカ”が有効ラインに沿って
並ぶことにより入賞する入賞役であり、つまり、この「スイカの小役」は、全てのリール
において有効ライン上にスイカの図柄が停止表示されることで入賞する３リール役の入賞
役である。なお、「ベルの小役」も上記と同様の３リール役の入賞役である。
【０１０７】
　また、チェリーの小役（青チェリー、赤チェリー、黄チェリー）は、“チェリー－ＡＮ
Ｙ－ＡＮＹ”が有効ラインに沿って並ぶことにより入賞する入賞役である。つまり、この
「チェリーの小役」は、チェリー図柄が左リール位置に停止表示されるだけで入賞する１
リール役の入賞役である。
【０１０８】
[ボーナス作動時テーブル]
　次に、図１７を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用するボーナス作動時テー
ブルの一例を説明する。図１７は、実施例１においてパチスロ機１が採用するボーナス作
動時テーブルの一例を示す図である。
【０１０９】
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　ボーナス作動時テーブルには、ボーナスゲームの作動の開始後に、ＲＡＭ３３の所定領
域に格納されるデータが規定されている。ＲＢの作動時には、ＲＡＭ３３の作動中フラグ
格納領域におけるＲＢ作動中フラグがオンされ、遊技可能回数カウンタは、ＲＢ作動中に
おいて行われた単位遊技の回数を計数するためのデータである。入賞可能回数カウンタは
、ＲＢ作動中において入賞が決定された（例えば、メダルの払い出しに係る表示約が決定
された）回数を計数するためのデータである。
【０１１０】
　ＢＢ１の作動時には、ＲＡＭ３３の作動中フラグ格納領域におけるＢＢ１作動中フラグ
がオンされ、ボーナス終了枚数カウンタに４６５が格納される。ボーナス終了枚数カウン
タは、ＢＢ１の作動中（ＢＢ２の作動中も同様）における払出枚数の総数を計数するため
のデータである。また、ＢＢ２の作動時には、ＲＡＭ３３の作動中フラグ格納領域におけ
るＢＢ２作動中フラグがオンされ、ボーナス終了枚数カウンタに４６５が格納される。
【０１１１】
[停止テーブル決定テーブル]
　次に、図１８を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する停止テーブル決定テ
ーブルの一例を説明する。図１８は、実施例１においてパチスロ機１が採用する停止テー
ブル決定テーブルの一例を示す図である。
【０１１２】
　停止テーブル決定テーブルには、内部当籤役に応じた停止テーブルの種別が規定されて
いる。より具体的には、内部当籤役１格納領域および内部当籤役２格納領域に格納される
データ（一種類に限らず、複数種類の内部当籤役が格納される場合も含まれる）に応じて
、停止テーブルが規定されている。
【０１１３】
　例えば、青チェリー（すなわち、内部当籤役１格納領域のビット３がオンのとき）に対
しては、青チェリー用停止テーブルが規定されている。また、赤チェリー＋ＢＢ１（すな
わち、内部当籤役１格納領域のビット４および内部当籤役１のビット０がオンのとき）に
対しては、赤チェリー＋ＢＢ１用停止テーブルが規定されている。
【０１１４】
　また、停止テーブル決定テーブルに規定されている内部当籤役に該当しない場合（すな
わち、各内部当籤役格納領域がいずれも「０」のとき）は、ハズレ用停止テーブルが決定
される。
【０１１５】
[検索順序テーブル]
　次に、図１９を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する検索順序テーブルの
一例を説明する。図１９は、実施例１においてパチスロ機１が採用する検索順序テーブル
の一例を示す図である。
【０１１６】
　検索順序テーブルは、予め定められた範囲の数値の中から、滑り駒数として適用可能か
否かを検索していく順序を規定したものであり、検索順序とはその順序を示すものである
。この検索順序テーブルは、停止テーブルから抽出された滑り駒数に基づいて、その検索
順序を規定している。例えば、停止テーブルから抽出された滑り駒数が「０」のときに対
しては、検索順序１～５のそれぞれに応じて、滑り駒数「０」、「２」、「４」、「１」
、「３」のそれぞれが規定されている。
【０１１７】
　このように、停止テーブルから抽出される滑り駒数の検索順序が最も上位となるように
検索順序が規定されている（言い換えれば、停止テーブルから抽出される滑り駒数の検索
順序が最も上位となる検索順序が決定される）ことから、停止テーブルから抽出される滑
り駒数は他の滑り駒数よりも優先的に検索が行われるようになっている。したがって、停
止テーブルの開発の際に、意図されていた図柄の表示を優先させることが可能となる。
【０１１８】
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［優先順位テーブル］
　次に、図２０を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する優先順位テーブルの
一例を説明する。図２０は、実施例１においてパチスロ機１が採用する優先順位テーブル
の一例を示す図である。
【０１１９】
　優先順位テーブルには、各優先順位に応じた引込データおよび優先引込ステータスが規
定されている。優先順位は、特典の付与に係る図柄の組合せの種別間（または内部当籤役
の種別間）で優先的に引き込みが行われる順位を規定したものである。引込データは、内
部当籤役格納領域と同様の内容になっている。例えば、優先順位１には、リプレイが規定
されており、その引込データは、内部当籤役１が「０００００１００」であり、内部当籤
役２が「００００００００」により表わされる。また、優先引込ステータスは、各図柄位
置の図柄間における優先順位を相対的に評価するために用いられるデータである。優先引
込ステータスは、基本的に、優先順位が高いほど、上位のビットがオンとなる構成であり
、その値が大きい。
【０１２０】
［パチスロ機１の図柄格納領域］
　次に、図２１を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する図柄格納領域の一例
について説明する。図２１は、実施例１においてパチスロ機１が採用する図柄格納領域の
一例を示す図である。
【０１２１】
　図柄格納領域には、図柄表示領域２１Ｌ、２１Ｃ、２１Ｒにより表示される各リール３
Ｌ、３Ｃ、３Ｒの図柄の種別を示すデータが格納されている。より詳しく説明すると、有
効ラインとして、トップライン８ｂ、センターライン８ｃ、ボトムライン８ｄ、クロスア
ップライン８ａ、クロスダウンライン８ｅの五種類を設けているため、これらの有効ライ
ンに表示される図柄の種別を示すデータが格納される。例えば、トップライン８ｂであれ
ば、各図柄表示領域２１Ｌ、２１Ｃ、２１Ｒの上段に対応する図柄の種別が図柄格納領域
に格納されることとなる。そして、図柄格納領域に格納されるデータと図柄組み合わせテ
ーブルとに基づいて表示役等の決定が行われる。
【０１２２】
［パチスロ機１の表示役予想格納領域］
　次に、図２２および図２３を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する表示役
予想格納領域について説明する。図２２は、実施例１においてパチスロ機１が採用する表
示役予想格納領域の構成を示す図であり、図２３は、実施例１においてパチスロ機１が採
用するリールと表示役予想格納領域との対応表を示す図である。
【０１２３】
　表示役予想格納領域は、回転中のリールの各図柄位置「０」～「２０」の図柄に応じて
決定された優先引込ステータスが格納される。優先引込ステータスは、停止禁止を表わす
「１０００００００」を除いて、その値が大きいほど優先順位が高く、各図柄位置に応じ
た優先引込ステータスを参照することにより、リールの周面に配された各図柄間の優先順
位の相対的な評価が可能となる。この結果、内部抽籤の結果を適正に反映させることがで
きるようになる。また、「停止禁止」を除き、優先引込ステータスとして最も大きい値が
決定されている図柄位置の図柄が最も優先順位の高い図柄となる。
【０１２４】
　また、リールと表示役予想格納領域との対応表は、図２３に示すように、回転中のリー
ルの個数に応じて使用される領域の数が決定され、回転中のリールであってより左側のリ
ールから順に対応付けられる。例えば、三個のリールの全てが回転中であれば、表示役予
想格納領域１が左リール３Ｌ対応し、表示役予想格納領域２が中リール３Ｃに対応し、表
示役予想格納領域３が右リール３Ｒに対応する。また、二個のリールが回転中であれば、
表示役予想格納領域１がより左側の一方に対応し、表示役予想格納領域２が他方に対応す
る。また、一個のリールが回転中であれば、このリールに表示役予想格納領域１が対応す
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る。
【０１２５】
［パチスロ機１の停止テーブル］
　次に、図２４～２６を用いて、実施例１においてパチスロ機１が採用する停止テーブル
について説明する。図２４は、実施例１においてパチスロ機１が採用する赤チェリー用停
止テーブルの構成例を示す図であり、図２５は、実施例１においてパチスロ機１が採用す
る青チェリー用停止テーブルの構成例を示す図であり、図２６は、実施例１においてパチ
スロ機１が採用する黄チェリー用停止テーブルの構成例を示す図である。
【０１２６】
　停止テーブルは、基本的に、所定の図柄組合せ（対応役の図柄組合せ）を所定の表示ラ
イン（有効ライン）にそって並べることが可能に構成されている。だだし、ハズレに対応
する停止テーブルは、役に対応する図柄組合せが所定の表示ラインに沿って並べることが
できないように構成されている。
【０１２７】
　ここで、図２４～図２６に示した赤チェリー用停止テーブル、青チェリー用停止テーブ
ル及び黄チェリー用停止テーブルを用いた停止制御を説明する。例えば、後述する内部抽
籤処理により「赤チェリーの小役」を単位遊技の当籤役として決定した場合には、パチス
ロ機１のＣＰＵ３１は、左リール位置に「赤チェリー図柄」が停止表示されるように停止
制御を行う。
【０１２８】
　つまり、実施例１に係るパチスロ機１においては、１リール役“赤チェリー－ＡＮＹ－
ＡＮＹ”が当籤した場合には、有効ライン上に「赤チェリー－ＡＮＹ－ＡＮＹ」が停止表
示されるようにする。
【０１２９】
　また、実施例１では、いわゆる滑りコマ数を最大４コマとしている。例えば、これらの
停止テーブルから赤チェリー用停止テーブル例にとって簡単に説明すると、図２４に示す
ように、左リール３Ｌ回転中において、コードナンバー「８」のＢＡＲ図柄（図４参照）
が中段のラインの位置に到達したときに、停止ボタン７Ｌが操作された場合、コードナン
バー「１２」の赤チェリー図柄を中段のラインの位置に停止表示するように左リール３Ｌ
を停止制御するため、いわゆる「引込み」を行う。
【０１３０】
　「引込み」とは、基本的に、有効ラインが結ぶ図柄停止位置（以下「有効図柄停止位置
」という）に、最大滑りコマ数４の条件下で引込み対象役（内部当籤役）に対応する図柄
組合せを構成する図柄（以下「引込み対象図柄」という）を表示するように、停止制御の
対象であるリール（停止操作に対応するリール）を停止させることをいう。ただし、「引
込み」を試みたが、最大滑りコマ数が４の範囲で「引込み」が実現できない場合には、基
本的に内部当籤役に対応する停止テーブルをセットし、停止操作に対応するリールの停止
制御を行う。
【０１３１】
［パチスロ機１のジャンプテーブル］
　次に、図２７を用いて、副制御回路７２のジャンプテーブルの一例について説明する。
図２７は、副制御回路７２のジャンプテーブルの一例を説明するための説明図である。こ
のジャンプテーブルは、主制御回路７１から受信するコマンド（情報あるいは指令）と、
このコマンドの種類に応じて行う処理と、シャンプ先の処理が対応付けられたテーブルで
ある。
【０１３２】
　具体的には、主制御回路７１は、“４バイト”～“８バイト”からなるデータ（情報）
を一つのコマンドとして副制御回路７２へ送信するため、このコマンドの“１バイト目”
のデータ（先頭データ）と、この先頭データが示す処理内容とがジャンプテーブル内に格
納されている。



(19) JP 2008-48917 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

【０１３３】
　図中に示した「初期化処理」は、ワークＲＡＭ８４などを初期化する処理であり、「デ
モ表示処理」は、遊技機が「客待ち」の状況であることを報知する画像を中部液晶表示部
２ｂに表示する処理である。「遊技メダル投入処理」は、「ＢＥＴ操作」を契機として行
われる処理であり、「遊技開始処理」は、スタートレバー６の操作を契機として行われる
処理である。「回胴停止処理」は、いずれかの停止ボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒが操作された
ことを契機として行われる処理であり、「全回胴停止処理（遊技終了処理）」は、「第３
停止操作」を契機として行われる処理である。
【０１３４】
　「表示役成立処理」は、役の成否などに基づいて行われる処理であり、「払出終了処理
」は、メダル払出処理を行った後、払出枚数に基づいて行われる処理である。「遊技状態
変更処理」は、ボーナス（ＢＢ）の入賞を契機として遊技状態の情報を「ＲＢ遊技状態」
に変更する処理である。「ＢＢ終了時遊技動作処理」は、「ボーナス遊技状態」の終了時
に遊技状態の情報を「一般遊技状態」に変更する処理である。「エラー処理」は、ホッパ
ー４０内のメダルが空になる等の不具合が生じた場合に行われる処理である。「演出指示
処理」は、所定の演出を液晶表示部２ｂに表示する処理である。「特賞作動タイミング処
理」は、ボーナスが開始されるときに行われる処理である。
【０１３５】
［パチスロ機１のポイント獲得遊技抽籤テーブル］
　次に、副制御回路７２のポイント獲得遊技抽籤テーブルの一例について説明する。図２
８は、副制御回路７２のポイント獲得遊技抽籤テーブルの一例を説明するための説明図で
ある。
【０１３６】
　同図に示すように、このポイント獲得遊技抽籤テーブルは、ナビポイント獲得遊技の当
籤およびハズレに対応する乱数範囲の上限値と下限値の情報を記憶するテーブルである。
具体的には、「当籤」に対応する数値範囲は“０～９”であり、当籤となる数値範囲の下
限値は“０”であり、上限値は“９”である。「ハズレ」に対応する数値範囲は“１０～
１０２３”であり、ハズレとなる数値範囲の下限値は“１０”であり、上限値は“１０２
３”である。
【０１３７】
　ここで、ポイント獲得遊技抽籤処理について説明すると、副制御回路７２は、乱数値を
サンプリングし、ポイント獲得遊技抽籤テーブルを参照して、ポイント獲得遊技状態に当
籤したか否かを抽籤する。つまり、図２８の例で説明すると、副制御回路７２は、乱数値
が「０」～「９」の場合には、ポイント獲得遊技状態に当籤してポイント獲得状態に移行
することとし、一方、乱数値が「１０」～「１０２３」の場合には、ポイント獲得遊技状
態にハズレてポイント獲得遊技状態に移行しないこととする。
【０１３８】
［パチスロ機１のポイント獲得状態振り分け抽籤テーブル］
　次に、副制御回路７２のポイント獲得状態振り分け抽籤テーブルの一例について説明す
る。図２９は、副制御回路７２のポイント獲得状態振り分け抽籤テーブルの一例を説明す
るための説明図である。なお、ポイント獲得状態振り分け抽籤テーブルでは、高確率状態
の方が低確率状態に比べてより多くのナビポイントが付与されるように設定されている。
【０１３９】
　同図に示すように、このポイント獲得状態振り分け抽籤テーブルは、ナビポイントを獲
得する条件がそれぞれ異なるポイント確率状態「高確率」および「低確率」に対応する乱
数範囲の上限値と下限値の情報を記憶するテーブルである。具体的には、ポイント獲得状
態振り分け抽籤テーブルは、「高確率状態」に対応する数値範囲は“０～１２７”であり
、当籤となる数値範囲の下限値は“０”であり、上限値は“１２７”である。「低確率状
態」に対応する数値範囲は“１２８～２５５”であり、ハズレとなる数値範囲の下限値は
“１２８”であり、上限値は“２５５”である。
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【０１４０】
　ここで、ポイント獲得状態振り分け抽籤処理について説明すると、副制御回路７２は、
乱数値をサンプリングし、ポイント獲得状態振り分け抽籤テーブルを参照して、高確率状
態または低確率状態のいずれかを決定する。そして、副制御回路７２は、決定した高確率
状態または低確率状態のナビポイント獲得期間を１０ゲームセットする。なお、副制御回
路７２では、高確率状態の方が低確率状態に比べてより多くのナビポイントが付与される
ように設定されている。
【０１４１】
［パチスロ機１のポイント選択テーブル］
　次に、副制御回路７２のポイント選択テーブルの一例について説明する。図３０は、副
制御回路７２のポイント選択テーブルの一例を説明するための説明図である。図３０（１
）は、高確率用ポイント選択テーブルであり、図３０（２）は、低確率用ポイント選択テ
ーブルである。
【０１４２】
　図３０に示すように、このポイント選択テーブルでは、ナビポイント獲得遊技中の当籤
役（ベル、スイカ、青チェリー、赤チェリー、黄チェリー）に対応する取得ポイントを記
憶する。具体的には、高確率用ポイント選択テーブルでは、当籤役「ベル」に対応する取
得ポイントは「２」であり、当籤役「スイカ」に対応する取得ポイントは「７」であり、
当籤役「青チェリー」に対応する取得ポイントは「５」であり、当籤役「赤チェリー」に
対応する取得ポイントは「５」であり、当籤役「黄チェリー」に対応する取得ポイントは
「５」である。また、低確率用ポイント選択テーブルでは、当籤役「ベル」に対応する取
得ポイントは「１」であり、当籤役「スイカ」に対応する取得ポイントは「５」であり、
当籤役「青チェリー」に対応する取得ポイントは「３」であり、当籤役「赤チェリー」に
対応する取得ポイントは「３」であり、当籤役「黄チェリー」に対応する取得ポイントは
「３」である。
【０１４３】
　ここで、ポイント獲得処理について説明すると、副制御回路７２は、ナビポイント獲得
遊技中において、現在のポイント確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいたポイン
ト選択テーブルに従い、当籤役に基づいたポイントを加算する。
【０１４４】
［パチスロ機１の演出選択テーブル］
　次に、図３１を用いて、副制御回路７２の演出選択テーブルの一例について説明する。
図３１は、副制御回路７２の演出選択テーブルの一例を説明するための説明図である。図
３１（１）は、一般遊技状態用演出選択テーブルであり、図３１（２）は、ＲＴ遊技状態
用演出選択テーブルである。
【０１４５】
　演出選択テーブルは、図３１に示すように、当籤した各当籤役と液晶表示部２ｂに表示
される演出の種類を示す各演出番号とが対応付けられている。図３１（１）に示す一般遊
技状態用演出選択テーブルは、一般遊技状態または、ＲＴ遊技状態（ＢＢ終了後において
、ナビポイントがない状態）である場合に、液晶表示部２ｂに表示される演出を選択する
際に用いられる。また、図３１（２）に示すＲＴ遊技状態用演出選択テーブルは、ＲＴ遊
技状態（ＢＢ終了後、ナビポイントがある状態）である場合に、液晶表示部２ｂに表示さ
れる演出を選択する際に用いられる。
【０１４６】
　ＲＴ遊技状態用演出選択テーブルでは、表示するとＲＴ遊技状態が終了してしまう当籤
役である青チェリー、赤チェリー、黄チェリーが当籤した場合には、ほぼ毎回青チェリー
、赤チェリー、黄チェリーそれぞれが当籤したことを示唆する演出を行う（具体的には、
３２７６８分の３２７６７の確率でチェリーを示唆する演出を行う）。例えば、青チェリ
ーが当籤した場合には、花火の色が青色の演出を行って遊技者に報知する。つまり、青チ
ェリーを停止表示すると、ＲＴ遊技状態から一般遊技状態に移行してしまうので、所定の
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当籤役を報知することにより、遊技者に所定の当籤役を停止表示させないように促す。
【０１４７】
［パチスロ機１の演出画面］
　次にパチスロ機１の演出画面の一例について説明する。図３２は、パチスロ機１の液晶
表示部２ｂに表示される演出画面の一例を説明するための説明図である。図３２（１）は
、ナビポイント獲得期間遊技移行時の演出画面表示例であり、図３２（２）は、ナビポイ
ント獲得期間中における演出が発生した場合の演出画面表示例であり、図３２（３）は、
ＢＢ終了後のＲＴ遊技中のＲＴ終了役（青、赤、黄チェリー）当籤時の報知画面表示例で
ある。
【０１４８】
　パチスロ機１は、ポイント獲得遊技状態に移行すると抽籤された場合には、図３２（１
）に示すように、ナビポイント獲得期間に移行することを液晶表示部２ｂに表示する。な
お、パチスロ機１では、ポイント獲得遊技における画面表示は、低確率状態と高確率状態
とが共通であり、遊技者が低確率状態か高確率状態かを予想しながら遊技できるようにし
ている。
【０１４９】
　また、パチスロ機１は、図３２（２）に示すように、ナビポイント獲得期間中に当籤し
た当籤役を液晶表示部２ｂに表示する。例えば、パチスロ機１は、青チェリーに当籤した
場合に、液晶表示部２ｂに青色の三尺玉が表示される演出を行う。また、パチスロ機１は
、ナビポイント獲得期間の残りゲーム数（例えば、残り５Ｇ）も液晶表示部２ｂに表示す
る。
【０１５０】
　また、パチスロ機１は、図３２（３）に示すように、ＢＢまたはＲＢに当籤し、ＢＢま
たはＲＢ終了後にＲＴ遊技に移行すると、付与された報知ポイントを消費してＲＴ終了役
（つまり、停止表示した場合に、ＲＴ遊技状態から一般遊技状態に移行してしまう当籤役
）の当籤を報知する。図３２（３）の例を用いて説明すると、パチスロ機１は、青チェリ
ーが当籤すると、液晶表示部２ｂに青色の花火を打ち上げる演出を表示する。
【０１５１】
［パチスロ機１の主制御回路処理］
　次に、図３３を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の主制御回路処理の流れについて
説明する。図３３は、実施例１に係るパチスロ機１の主制御回路処理の流れを示すフロー
チャートである。
【０１５２】
　同図に示すように、この主制御回路７１では、まずＣＰＵ３１は、遊技開始時の初期化
処理（ＲＡＭ３３の記憶内容の初期化、通信データの初期化等）を行った後に（ステップ
Ｓ１）、ゲーム終了時のＲＡＭ３３の所定の記憶内容（例えば、内部当籤役を記憶する記
憶領域の記憶内容）を消去する（ステップＳ２）。具体的には、前ゲームに使用されたＲ
ＡＭ３３の書き込み可能エリアのデータの消去、ＲＡＭ３３の書き込みエリアへの次のゲ
ームに必要なパラメータの書き込み、次ゲームのシーケンスプログラムの開始アドレスの
指定等を行う。
【０１５３】
　次に、ＣＰＵ３１は、後で図３５を用いて説明するボーナス作動監視処理を行う（ステ
ップＳ３）。この処理では、ＢＢ１作動中フラグまたはＢＢ２作動中フラグの何れかがオ
ンである場合に、ＲＢの作動を行うか否かのチェックが行われる。その後、ＣＰＵ３１は
、スタートスイッチ６Ｓ、メダルセンサ１０Ｓ又はＢＥＴスイッチ１３Ｓからの入力に基
づいてＢＥＴ数を更新する等のメダル投入・スタートチェック処理（後に図３６を用いて
詳述）を行ない（ステップＳ４）、内部抽籤処理（後に図３７を用いて詳述）に使用する
抽籤用の乱数を抽出する（ステップＳ５）。
【０１５４】
　そして、ＣＰＵ３１は、ボーナス遊技状態（ＲＢ遊技状態）又は一般遊技状態のいずれ
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の状態であるかを監視する遊技状態監視処理を行った後（ステップＳ６）、内部抽籤処理
を行う（ステップＳ７）。この処理では、乱数値格納領域に格納されている乱数値が内部
抽籤テーブルに規定されている複数の数値範囲のうち何れに属するかの判別が行われ、当
該判別結果に基づいて内部当籤役が決定される。
【０１５５】
　次に、ＣＰＵ３１は、ＲＴ遊技数カウンタ更新処理を行う（ステップＳ８）。ＲＴ作動
中において行われた単位遊技の回数を計数するためのデータである。この処理では、ＲＴ
遊技数カウンタが０か否かが判別され、ＲＴ遊技数カウンタが０でないと判別された場合
に、ＲＴ遊技カウンタが１減算される。この減算の結果、ＲＴ遊技数カウンタが０になっ
たか否かが判別され、ＲＴ遊技数カウンタが０になったと判別された場合にＲＴ作動中フ
ラグがクリアされる。次に、ＣＰＵ３１は、スタートコマンドを副制御回路７２に対して
送信する（ステップＳ９）。スタートコマンドには、内部当籤役や遊技状態などのデータ
が含まれている。
【０１５６】
　次に、ＣＰＵ３１は、回胴停止初期設定処理（後に図４０を用いて詳述）を行う（ステ
ップＳ１０）。この処理では、各内部当籤役格納領域に基づく停止テーブルの決定等の処
理が行われる。そして、ＣＰＵ３１は、前回のリール回転開始から“４．１秒”以上経過
しているか否かを判定する（ステップＳ１１）。その結果、“４．１秒”以上経過してい
ない場合には（ステップＳ１１否定）、ＣＰＵ３１は、ゲーム開始待ち時間消化の処理（
ウェイト処理）を行う（ステップＳ１２）。また、これとは反対に“４．１秒”以上経過
していた場合には（ステップＳ１１肯定）、ＣＰＵ３１は、そのままステップＳ１３に移
行する。つまり、前回のゲームが開始してから所定時間（４．１秒）経過するまでの間は
、遊技者によるゲーム開始操作を無効にしているのである。
【０１５７】
　その後、ＣＰＵ３１は、遊技者の停止ボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒの停止操作によらずに自
動的にリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒを停止させるための自動停止タイマを含むゲーム監視用タ
イマに「４００００ｍｓ」をセットし（ステップＳ１３）、全リールの回転開始をモータ
駆動回路３９に要求する（ステップＳ１４）。
【０１５８】
　続いて、ＣＰＵ３１は、リール停止許可コマンドを送信して（ステップＳ１５）、リー
ル停止制御処理（後に図４４を用いて詳述）を行う（ステップＳ１６）。この後に、ＣＰ
Ｕ３１は、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒの図柄の停止態様に基づいて表示役（成
立役）と払出枚数を検索するための表示役検索処理（後に図４２を用いて詳述）を行って
（ステップＳ１７）、エラーチェック処理を行った後（ステップＳ１８）、表示役コマン
ドを送信する（ステップＳ１９）。
【０１５９】
　その後、ＣＰＵ３１は、メダル払出処理を行った後（ステップＳ２０）、払出枚数に基
づいてボーナス終了枚数カウンタを更新し（ステップＳ２１）、払出終了コマンドを送信
する（ステップＳ２２）。ここで、ボーナス終了枚数カウンタが１以上であれば、メダル
の払出枚数に応じて当該カウンタを減算する。
【０１６０】
　そして、ＣＰＵ３１は、ＲＢ作動中フラグ又はＢＢ作動中フラグはオンか否かを判別す
る（ステップＳ２３）。その結果、ＲＢ作動中フラグ又はＢＢ作動中フラグがオンではな
い場合には（ステップＳ２３否定）、ＣＰＵ３１は、ボーナス作動チェック処理（後に図
４６を用いて詳述）を行う（ステップＳ２４）。ステップＳ４に戻る。これとは反対に、
ＲＢ作動中フラグ又はＢＢ作動中フラグがオンである場合には（ステップＳ２３肯定）、
ＣＰＵ３１は、ボーナス終了チェック処理（後に図４７を用いて詳述）を行う（ステップ
Ｓ２５）。
【０１６１】
　その後、リプレイ作動チェックを行う（ステップＳ２６）。この処理は、表示役がリプ
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レイであるかを否かを判断し、リプレイであると判断した場合に投入枚数カウンタを自動
投入カウンタに複写する処理が行われる。投入枚数カウンタは、投入枚数を計数するため
のデータである。自動投入カウンタは、前回の単位遊技においてリプレイに係る図柄の組
み合わせが表示されたかを識別し、前回の単位遊技における投入枚数を特定するためのデ
ータである。このように、ＣＰＵ３１は、ステップＳ３からステップＳ２６を単位遊技に
おける処理として実行し、ステップＳ２６が終了すると、次回の単位遊技における処理を
実行すべく、ステップＳ３に戻る。
【０１６２】
［パチスロ機１の割込処理］
　次に、図３４を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の割込処理の流れについて説明す
る。図３４は、実施例１に係るパチスロ機１の割込処理の流れを示すフローチャートであ
る。なお、この割込処理は、１．１１７３ｍｓ毎に定期的に行われるものである。
【０１６３】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、まず、入力ポートのチェック処理を
行う（ステップＳ２７）。具体的には、スタートレバー６の操作によるスタートスイッチ
６からの入力等の有無を確認する。この後、ＣＰＵ３１は、通信データの送信処理を行っ
た後（ステップＳ２８）、リール制御処理を行う（ステップＳ２９）。具体的には、制御
対象のリールを示す情報をリール識別子として設定し、そのリールの駆動を制御する。
【０１６４】
　続いて、ＣＰＵ３１は、７ＳＥＧ駆動処理を行った後（ステップＳ３０）、ランプ駆動
処理を行う（ステップＳ３１）。具体的には、ゲームに賭けられているメダルの枚数に基
づいてＢＥＴランプ１７ａ～１７ｃを点灯させる。また、貯留（クレジット）されている
メダルの枚数、役の入賞時のメダルの払出枚数等をクレジット表示部１９に表示させる。
そして、ＣＰＵ３１は、タイマ管理処理を行った後（ステップＳ３２）、動作判定処理を
行う。なお、上記の割り込み処理が終了した後、１．１１７３ｍｓ後に再び割込処理を開
始する。
【０１６５】
［パチスロ機１のボーナス作動監視処理］
　次に、図３５を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のボーナス作動監視処理の流れに
ついて説明する。図３５は、実施例１に係るパチスロ機１のボーナス作動監視処理の流れ
を示すフローチャートである。
【０１６６】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、ＢＢ１作動中フラグまたはＢＢ２作
動中フラグのうちのいずれかがオンであるか否かを判別する（ステップＳ４１）。ＣＰＵ
３１は、ＢＢ１作動中フラグまたはＢＢ２作動中フラグのうちのいずれもオンでないと判
定された場合には（ステップＳ４１否定）、ボーナス作動監視処理は終了して図３３に示
すステップＳ４に戻る。また、ＣＰＵ３１は、ＢＢ１作動中フラグまたはＢＢ２作動中フ
ラグのうちのいずれかがオンであると判定された場合には（ステップＳ４１肯定）、ＲＢ
作動中フラグがオンか否かを判別する（ステップＳ４２）。その結果、ＣＰＵ３１は、Ｒ
Ｂ作動中フラグがオンである場合には（ステップＳ４２肯定）、ボーナス作動時テーブル
に基づいてＲＢ作動時処理を行って（ステップＳ４３）、図３３に示すステップＳ４に戻
る。また、ＣＰＵ３１は、ＲＢ作動中フラグがオンでない場合には（ステップＳ４２否定
）、ＲＢ作動時処理を行わずに、図３３に示すステップＳ４に戻る。
【０１６７】
　このように、ＢＢ１作動中フラグまたはＢＢ２作動中フラグのうちのいずれかがオンで
あればＲＢの作動が終了しても次の単位遊技において直ちにＲＢの作動が開始され、ＢＢ
１の作動中であればＲＢの作動が連続的に行われる構成となっている。この処理が終了す
ると、ボーナス作動監視処理を終了する。
【０１６８】
［パチスロ機１のメダル投入・スタートチェック処理］
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　次に、図３６を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のメダル投入・スタートチェック
処理の流れについて説明する。図３６は、実施例１に係るパチスロ機１のメダル投入・ス
タートチェック処理の流れを示すフローチャートである。
【０１６９】
　同図に示すように、まず、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、自動投入カウンタは０である
か否かを判別する（ステップＳ５１）。この処理では、前回の単位遊技においてリプレイ
に係る図柄の組み合わせが表示されたか否かが判別される。ＣＰＵ３１は、自動投入カウ
ンタが０でないと判別したときには、自動投入処理を行う（ステップＳ５２）。具体的に
は、自動投入カウンタを投入枚数カウンタに複写する処理が行われる。
【０１７０】
　そして、ＣＰＵ３１は、メダルセンサ・ＢＥＴスイッチのチェックを行う（ステップＳ
５３）。具体的には、ＣＰＵ３１は、メダルセンサ１０Ｓ又はＢＥＴスイッチ１３Ｓから
の入力チェックを行う。次に、ＣＰＵ３１は、メダルが投入されたか否かを判定する（ス
テップＳ５４）。具体的には、メダルセンサ１０Ｓ又はＢＥＴスイッチ１３Ｓからの信号
を検出したか否かによってメダルが投入されたか否かを判定する。その結果、メダルが投
入されていない場合には（ステップＳ５４否定）、ステップＳ５３に戻る。
【０１７１】
　また、メダルが投入されていた場合には（ステップＳ５４肯定）、ＣＰＵ３１は、投入
枚数カウンタが最大値であるか否かを判別する（ステップＳ５５）。ＣＰＵ３１は、投入
枚数が最大値でないと判別した場合には（ステップＳ５５否定）、投入枚数カウンタの更
新を行って（ステップＳ５６）、投入枚数に応じたラインを有効化した後（ステップＳ５
７）、ＢＥＴコマンドの送信を行う（ステップＳ５８）。これとは反対に、投入枚数が最
大値であると判別した場合には（ステップＳ５５肯定）、ＣＰＵ３１は、クレジットカウ
ンタを１加算する（ステップＳ５９）。クレジットカウンタは、クレジットされるメダル
の枚数を計数するためのデータである。
【０１７２】
　ＢＥＴコマンド送信後、ＣＰＵ３１は、スタートスイッチがオンか否かを判定する（ス
テップＳ６０）。その結果、スタートスイッチがオンされた場合には（ステップＳ６０肯
定）、ＣＰＵ３１は、投入枚数カウンタは３であるかを判定する（ステップＳ６１）。こ
れとは反対に、スタートスイッチがオンではない場合には（ステップＳ６０否定）、ＣＰ
Ｕ３１は、ステップＳ５４に戻る。そして、ＣＰＵ３１は、投入枚数カウンタが３である
場合には（ステップＳ６１肯定）、図３３に示すステップＳ５に戻る。一方、ＣＰＵ３１
は、投入枚数カウンタが３でない場合には（ステップＳ６１否定）、ステップＳ５４に戻
る。
【０１７３】
［パチスロ機１の内部抽籤処理］
　次に、図３７を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の内部抽籤処理の流れについて説
明する。図３７は、実施例１に係るパチスロ機１の内部抽籤処理の流れを示すフローチャ
ート１である。
【０１７４】
　図３７に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、まず、遊技状態に応じて内部抽籤
処理に用いる内部抽籤テーブルを一般遊技状態用、ＲＢ状態用及びＲＴ遊技状態用の内部
抽籤テーブルの中から決定するとともに、内部抽籤テーブル決定テーブルに基づいて、当
該遊技状態に応じた抽籤回数を決定し（ステップＳ９１）、内部抽籤テーブル変更処理（
後に図３８を用いて詳述）を行う（ステップＳ９２）。そして、ＣＰＵ３１は、持越役格
納領域に格納されているデータが０か否か（つまり、持越役の有無）を判定する（ステッ
プＳ９３）。
【０１７５】
　その結果、持越役格納領域に格納されているデータが０でない場合には（ステップＳ９
３否定）、ＣＰＵ３１は、抽籤回数を６に変更する（ステップＳ９４）。これによって、
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持ち越し役が存在するときには、ＢＢ１またはＢＢ２が重複して決定されないようになる
。これとは反対に、持越役格納領域に格納されているデータが０である場合には（ステッ
プＳ９３肯定）、ＣＰＵ３１は、抽籤回数を変更することなく、ステップＳ９１において
決定した抽籤回数をそのまま採用する。
【０１７６】
　続いて、ＣＰＵ３１は、抽籤回数と同じ値を当籤番号としてレジスタにセットする（ス
テップＳ９５）。その後、ＣＰＵ３１は、乱数値格納領域に格納されている設定値および
内部抽籤テーブルに規定されている当籤番号に応じた下限値および上限値とを比較し（ス
テップＳ９６）、乱数値は下限値以上かつ上限値以下であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ９７）。
【０１７７】
　次に、ＣＰＵ３１は、ステップＳ９７において、乱数値が下限値以上かつ上限値以下で
あると判別したときには（ステップＳ９７肯定）、内部当籤役決定テーブルを参照し、当
籤番号に基づいて内部当籤役および格納領域種別を決定する（ステップＳ９８）。次に、
ＣＰＵ３１は、格納領域種別に基づいて内部当籤役格納領域のアドレスをセットし、内部
当籤役を格納する（ステップＳ９９）。次に、ＣＰＵ３１は、ステップＳ９９の後、また
はステップＳ９７において乱数値が下限値以上かつ上限値以下ではないと判断したときに
は、抽籤回数を１減算する（ステップＳ１００）。
【０１７８】
　続いて、ＣＰＵ３１は、抽籤回数が０であるか否かを判別する（ステップＳ１０１）。
この結果、ＣＰＵ３１は、抽籤回数が０でないと判別した場合には（ステップＳ１０１否
定）、ステップＳ９５に移る。また、ＣＰＵ３１は、抽籤回数が０であると判別した場合
には（ステップＳ１０１肯定）、内部当籤役２格納領域と持越役格納領域の論理和を持越
役格納領域に格納する（ステップＳ１０２）。次に、ＣＰＵ３１は、内部当籤役２格納領
域と持越役格納領域の論理和を内部当籤役２格納領域に格納する（ステップＳ１０３）。
【０１７９】
　続いて、ＣＰＵ３１は、ボーナスが内部当籤しているかを判別する（ステップＳ１０４
）。この結果、ボーナスが内部当籤していない場合には（ステップＳ１０４否定）、図３
３に示すステップＳ８に戻る。また、ボーナスが内部当籤している場合には（ステップＳ
１０４肯定）、ＣＰＵ３１は、ＲＴカウンタをクリアし、ＲＴ作動中データをクリアして
（ステップＳ１０５）、図３３に示すステップＳ８に戻る。
【０１８０】
［パチスロ機１の内部抽籤テーブル変更処理］
　次に、図３８を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の内部抽籤テーブル変更処理の流
れについて説明する。図３８は、実施例１に係るパチスロ機１の内部抽籤テーブル変更処
理の流れを示すフローチャートである。
【０１８１】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、ＲＴ作動中であるか否かを判定し（
ステップＳ１１１）、その結果ＲＴ作動中でない場合には（ステップＳ１１１否定）、図
３７のＳ９３に戻る。一方、ＣＰＵ３１は、ＲＴ作動中である場合には（ステップＳ１１
１肯定）、内部抽籤テーブルをＲＴ作動中用内部抽籤テーブルに変更して（ステップＳ１
１２）、図３７のステップＳ９３に戻る。
【０１８２】
［パチスロ機１のＲＴカウンタ更新処理］
　次に、図３９を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のＲＴカウンタ更新処理の流れに
ついて説明する。図３９は、実施例１に係るパチスロ機１のＲＴカウンタ更新処理の流れ
を示すフローチャートである。
【０１８３】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、ＲＴ遊技数カウンタが１以上である
かを判定する（ステップＳ１２１）。その結果、ＲＴ遊技数カウンタが１以上である場合
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には（ステップＳ１２１肯定）、ＣＰＵ３１は、ＲＴカウンタを１減算して（ステップＳ
１２２）、図３３に示すステップＳ９に戻る。また、ＲＴ遊技数カウンタが１以上でない
場合には（ステップＳ１２１否定）、ＣＰＵ３１は、ＲＴカウンタをクリアし、ＲＴ作動
中の作動中データをクリアして（ステップＳ１２３）、図３３に示すステップＳ９に戻る
。
【０１８４】
［パチスロ機１の回胴停止初期設定処理］
　次に、図４０を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の回胴停止初期設定処理の流れに
ついて説明する。図４０は、実施例１に係るパチスロ機１の回胴停止初期設定処理の流れ
を示すフローチャートである。
【０１８５】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、内部当籤役格納領域に格納されてい
る内部当籤結果に関する情報をセットし（ステップＳ１３１）、内部抽籤結果がハズレま
たはボーナスであるか否かを判定する（ステップＳ１３２）。そして、ＣＰＵ３１は、内
部抽籤結果がハズレまたはボーナスである場合には（ステップＳ１３２肯定）、持越役が
持ち越し中であるか否かを判定する（ステップＳ１３３）。その結果、ＣＰＵ３１は、持
越役を持ち越し中である場合には（ステップＳ１３３肯定）、内部当たりフラグに応じた
内部抽籤結果情報をセットする（ステップＳ１３４）。
【０１８６】
　ＣＰＵ３１は、Ｓ１３４の後、Ｓ１３２において内部抽籤結果がハズレまたはボーナス
である場合（ステップＳ１３２否定）、または、Ｓ１３３において持越役が持ち越し中で
ないと判定された（ステップＳ１３３否定）場合には、ＣＰＵ３１は、内部抽籤結果に応
じた停止テーブルをセットする（ステップＳ１３５）。そして、ＣＰＵ３１は、処理実行
回数として３をセットし（ステップＳ１３６）、表示処理格納処理（後に図４１を用いて
詳述）を行って（ステップＳ１３７）、図３３にステップＳ１１に戻る。
【０１８７】
［パチスロ機１の表示役予想格納処理］
　次に、図４１を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の表示役予想格納処理の流れにつ
いて説明する。図４１は、実施例１に係るパチスロ機１の表示役予想格納処理の流れを示
すフローチャートである。
【０１８８】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、回胴停止初期設定処理にてセットさ
れた処理実行回数の３を表示役検索回数としてセットし（ステップＳ１４１）、表示役予
想格納領域１の先頭アドレスをセットする（ステップＳ１４２）。そして、ＣＰＵ３１は
、図柄位置として「０」をセットする（ステップＳ１４３）。
【０１８９】
　次に、ＣＰＵ３１は、表示役検索回数に基づいて回転中のリールを右側から検索し、検
索対象リールとして決定する（ステップＳ１４４）。具体的には、回転中のリールの全て
が右側から検索され、より左側のリールから順に検索対象リールとして決定される。そし
て、ＣＰＵ３１は、検索対象リールと図柄位置に基づいて、図柄格納領域を更新する（ス
テップＳ１４５）。具体的には、検索対象リールと図柄位置と図柄配置テーブルとに基づ
いて、当該図柄位置の上下に隣接する図柄位置の図柄の種別が図柄格納領域に格納される
。
【０１９０】
　そして、ＣＰＵ３１は、表示役検索処理（後に図４２を用いて詳述）を行う（ステップ
Ｓ１４６）。この処理では、図柄位置ごとに更新される図柄格納領域と図柄組合わせテー
ブルに基づいて、表示役の予想、すなわち図柄表示領域２１Ｌ、２１Ｃ、２１Ｒにより表
示される可能性のある図柄の組み合わせを検索処理が行われる。次に、ＣＰＵ３１は、表
示役予想ステータス取得処理（後に、図４３を用いて詳述）を行う（ステップＳ１４７）
。この処理では、前述の表示役検索処理において行われた表示役の予想に基づいて、図柄
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位置毎に優先引込ステータスを決定する処理が行われる。
【０１９１】
　その後、ＣＰＵ３１は、表示役格納領域をクリアし、図柄位置を１加算し（ステップＳ
１４８）、図柄位置が２０であるか否かを判別する（ステップＳ１４９）。ＣＰＵ３１は
、図柄位置が２０でない場合には（ステップＳ１４９否定）、ステップＳ１４４に戻る。
また、ＣＰＵ３１は、図柄位置が２０である場合には（ステップＳ１４９肯定）、表示役
検索回数を１減算し（ステップＳ１５０）、表示役検索回数が０であるかを判定する（ス
テップＳ１５１）。ＣＰＵ３１は、表示役検索回数が０である場合には（ステップＳ１５
１肯定）、図３３に示すステップＳ１１に戻る。また、ＣＰＵ３１は、表示役検索回数が
０でない場合には（ステップＳ１５１否定）、表示役作動予想を表示役作動予想格納領域
に格納し、表示役作動予想格納領域、図柄位置を更新して（ステップＳ１５２）、図３３
に示すステップＳ１１に戻る。
【０１９２】
［パチスロ機１の表示役検索処理］
　次に、図４２を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の表示役検索処理の流れについて
説明する。図４２は、実施例１に係るパチスロ機１の表示役検索処理の流れを示すフロー
チャートである。
【０１９３】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、図柄格納領域の先頭アドレスをセッ
トし、有効ラインカウンタを取得する（ステップＳ１６１）例えば、有効ラインカウンタ
として５が取得される。そして、ＣＰＵ３１は、図柄格納領域の先頭アドレスを取得し（
ステップＳ１６２）、３つの図柄格納領域に格納されている図柄の組み合わせと比較し、
表示役検索回数としてリールの数の３をセットする（ステップＳ１６３）。続いて、ＣＰ
Ｕ３１は、回転中の識別子が格納された図柄格納位置領域を除いて一致するか否かを判別
する（ステップＳ１６４）。ＣＰＵ３１は、回転中の識別子が格納された図柄格納領域を
除いて一致すると判別したときには（ステップＳ１６４肯定）、表示役を決定し、表示役
格納領域との論理和を表示役格納領域に格納する（ステップＳ１６５）。また、ＣＰＵ３
１は、回転中の識別子が格納された図柄格納領域を除いて一致しないと判別したときには
（ステップＳ１６４否定）、表示役を決定し、表示役格納領域との論理和を表示役格納領
域に格納せずにステップＳ１６６に進む。
【０１９４】
　そして、ＣＰＵ３１は、表示役検索回数が０であるか否かを判断する（ステップＳ１６
６）。その結果、ＣＰＵ３１は、表示役検索回数が０であると判断した場合には（ステッ
プＳ１６６肯定）、図柄組合せテーブルを参照し、決定された表示役に基づいて、払出枚
数を決定し、払出枚数カウンタを更新する（ステップＳ１６７）。また、ＣＰＵ３１は、
表示役検索回数が０でないと判断した場合には（ステップＳ１６６否定）、ステップＳ１
６４に戻る。
【０１９５】
　そして、ＣＰＵ３１は、図柄組合せテーブルのアドレスを更新して（ステップＳ１６８
）、エンドコードであるかを判定する（ステップＳ１６９）。その結果、ＣＰＵ３１は、
エンドコードでないと判定した場合には（ステップＳ１６９否定）、ステップＳ１６３に
戻る。一方、ＣＰＵ３１は、エンドコードであると判定した場合には（ステップＳ１６９
肯定）、有効ラインカウンタが０であるか否かを判定する（ステップＳ１７０）。その結
果、ＣＰＵ３１は、有効ラインカウンタが０でないと判定した場合には（ステップＳ１７
０否定）、有効ラインカウンタを１減算し、図柄格納領域のアドレスを更新して（ステッ
プＳ１７１）、ステップＳ１６２に戻る。また、ＣＰＵ３１は、有効ラインカウンタが０
であると判定した場合には（ステップＳ１７１肯定）、図４１のステップＳ１４７に戻る
。
【０１９６】
［パチスロ機１の表示役予想ステータス取得処理］



(28) JP 2008-48917 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

　次に、図４３を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の表示役予想ステータス取得処理
の流れについて説明する。図４３は、実施例１に係るパチスロ機１の表示役予想ステータ
ス取得処理の流れを示すフローチャートである。
【０１９７】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、内部当籤フラグ、表示役データを取
得し（ステップＳ１８１）、検索対象リールが左リールかつ表示役にチェリーが含まれる
かを判定する（ステップＳ１８２）。その結果、ＣＰＵ３１は、索対象リールが左リール
かつ表示役にチェリーが含まれていると判定した場合には（ステップＳ１８２肯定）、表
示役格納領域のチェリーに係るビットをクリアして（ステップＳ１８３）、内部当籤役と
表示役の排他的論理和をとり、その結果と表示役の論理積をとる（ステップＳ１８４）。
また、ＣＰＵ３１は、索対象リールが左リールかつ表示役にチェリーが含まれていないと
判定した場合には（ステップＳ１８２否定）、表示役格納領域のチェリーに係るビットを
クリアせずに、ステップＳ１８４に移行する。
【０１９８】
　そして、ＣＰＵ３１は、メダルの払出しに係るビットの全てが０であるかを判定し（ス
テップＳ１８５）、その結果、ＣＰＵ３１は、メダルの払出しに係るビットの全てが０で
あると判定された場合には（ステップＳ１８５肯定）、リプレイおよびボーナスの作動に
係るビットの全てが０であるかを判定する（ステップＳ１８８）。その結果、ＣＰＵ３１
は、リプレイおよびボーナスの作動に係るビットの全てが０でないと判定した場合には（
ステップＳ１８８否定）、押圧操作が可能なストップボタンの個数が１個であるかを判定
し（ステップＳ１８９）、その結果、押圧操作が可能なストップボタンの個数が１個でな
いと判定した場合には（ステップＳ１８９否定）、優先順位テーブルをセットする（ステ
ップＳ１９０）。また、ＣＰＵ３１は、リプレイおよびボーナスの作動に係るビットの全
てが０であると判定した場合には（ステップＳ１８８肯定）、ステップＳ１９０に移行す
る。
【０１９９】
　また、ＣＰＵ３１は、メダルの払出しに係るビットの全てが０でないと判定された場合
には（ステップＳ１８５否定）、チェリーに係るビットがオンか否かを判定し（ステップ
Ｓ１８６）、その結果、チェリーに係るビットがオンであると判定した場合には（ステッ
プＳ１８６肯定）、優先引き込みステータスとして８０Ｈ（停止禁止）を決定し（ステッ
プＳ１８７）、ステップＳ１９７に移行する。また、ＣＰＵ３１は、チェリーに係るビッ
トがオンでないと判定した場合には（ステップＳ１８６否定）、ステップＳ１８９に移行
する。
【０２００】
　そして、ＣＰＵ３１は、ステップＳ１９０の後、チェック回数として５をセットして優
先順位の初期として１をセットし（ステップＳ１９１）、現在の優先順位に応じた引込み
データと内部当籤役と表示役の理論積とをとり（ステップＳ１９２）、その理論積が０で
あるかを判定する（ステップＳ１９３）。その結果、ＣＰＵ３１は、理論積が０でないと
判定された場合には（ステップＳ１９３否定）、現在の優先順位に応じた優先引込みステ
ータスを取得し、すでに取得されている優先引込みステータスとの論理和をとってチェッ
ク回数を１減算し、優先順位を１加算する（ステップＳ１９５）。一方、ＣＰＵ３１は、
理論積が０であると判定された場合には（ステップＳ１９３肯定）、ステップＳ１９５に
移行する。
【０２０１】
　そして、ＣＰＵ３１は、チェック回数が０であるかを判定し（ステップＳ１９６）、そ
の結果、チェック回数が０でないと判定された場合には（ステップＳ１９６否定）、ステ
ップＳ１９２に戻る。また、ＣＰＵ３１は、チェック回数が０であると判定された場合に
は（ステップＳ１９６肯定）、現在の図柄位置に対応する表示役予想格納領域に優先引込
みステータスを格納して図４１に示すステップＳ１４８に戻る。
【０２０２】
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［パチスロ機１のリール停止制御処理］
　次に、図４４を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のリール停止制御処理の流れにつ
いて説明する。図４４は、実施例１に係るパチスロ機１のリール停止制御処理の流れを示
すフローチャートである。
【０２０３】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、有効なストップスイッチがオンされ
たか否か（つまり、停止スイッチ７ＬＳ，７ＳＣ，７ＲＳからの入力があるか否か）を判
定する（ステップＳ２１１）。その結果、有効なストップスイッチがオンされていない場
合、（ステップＳ２１１否定）、ＣＰＵ３１は、自動停止タイマが０か否かを判定する（
ステップＳ２１２）。これとは反対に、有効なストップスイッチがオンされている場合に
は（ステップＳ２１１肯定）、ＣＰＵ３１は、ステップＳ２１６に移行する。なお、この
自動停止タイマは、遊技者によって既にリールのいずれか一つが停止されている場合でも
他のリールを右側から自動停止制御するために用いられる。
【０２０４】
　ここでステップＳ２１２の説明に戻ると、自動停止タイマが０である場合には（ステッ
プＳ２１２肯定）、ＣＰＵ３１は、より右側のリールを停止制御の対象とする（ステップ
Ｓ２１３）。これにより、例えば、複数のリールが回転中の時には、右側のリールから自
動停止する。そして、ＣＰＵ３１は、停止制御の対象となるリールが第３停止であるか否
かを判定する（ステップＳ２１４）。その結果、第３停止である場合には（ステップＳ２
１４肯定）、ＣＰＵ３１は、自動第３停止処理を行う（ステップＳ２１５）。
【０２０５】
　続いて、ＣＰＵ３１は、図柄カウンタとストップボタンの種別に基づいて、停止テーブ
ルから滑りコマ数を抽出し（ステップＳ２１６）、優先引込み制御処理（後に図４５を用
いて詳述）を行った後（ステップＳ２１７）、各リールに停止させた図柄のリールポジシ
ョンＮｏの情報を含んだリール停止コマンドを送信し（ステップＳ２１８）、滑りコマ数
分、リールが回転するのを待ち（ステップＳ２１９）、リールの回転停止を要求する（ス
テップＳ２２０）。
【０２０６】
　リールの回転停止要求後、ＣＰＵ３１は、押圧操作が有効なストップボタンがあるかを
判定する（ステップＳ２２１）。その結果、押圧操作が有効なストップボタンがある場合
には（ステップＳ２２１肯定）、ＣＰＵ３１は、前述した表示役予想格納処理を行って（
ステップＳ２２２）、ステップＳ２１１に戻る。これとは反対に、押圧操作が有効なスト
ップボタンがない場合には（ステップＳ２２１否定）、ＣＰＵ３１は、図３３に示すＳ１
７に戻る。
【０２０７】
［パチスロ機１の優先引込み制御処理］
　次に、図４５を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の優先引込み制御処理の流れにつ
いて説明する。図４５は、実施例１に係るパチスロ機１の優先引込み制御処理の流れを示
すフローチャートである。
【０２０８】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、押圧操作されたストップボタンに応
じて表示役予想格納領域を選択し（ステップＳ２３１）、図柄カウンタに対応する表示役
予想格納領域からチェック回数分の優先引込みステータスを比較する（ステップＳ２３２
）。そして、ＣＰＵ３１は、「停止禁止」を除いて最も高い優先引込みステータスを検索
して表示役予想データとして決定し（ステップＳ２３３）、検索順序テーブルをセットし
て検索順序の初期値として１をセットする（ステップＳ２３４）。
【０２０９】
　続いて、ＣＰＵ３１は、停止テーブルから抽出された滑りコマ数に基づいて、現在の検
索順序に応じた滑りコマ数を取得し（ステップＳ２３５）、図柄カウンタに対応する表示
役予想格納領域のアドレスを滑りコマ数分加算し、優先引込みステータスを取得する（ス
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テップＳ２３６）。そして、ＣＰＵ３１は、取得された優先引込みステータスが停止禁止
であるかを判定し（ステップＳ２３７）、その結果停止禁止である場合には（ステップＳ
２３７肯定）、ステップＳ２４１に移行する。また、停止禁止でない場合には（ステップ
Ｓ２３７否定）、ＣＰＵ３１は、取得された優先引込みステータスが表示役予想データと
同一であるかを判定する（ステップＳ２３８）。その結果、取得された優先引込みステー
タスが表示役予想データと同一である場合には（ステップＳ２３８肯定）、ＣＰＵ３１は
、ステップＳ２４４に移行する。
【０２１０】
　また、取得された優先引込みステータスが表示役予想データと同一でない場合には（ス
テップＳ２３８否定）、ＣＰＵ３１は、滑りコマ数の退避が行われているかを判定する（
ステップＳ２３９）。その結果、滑りコマ数の退避が行われていない場合には（ステップ
Ｓ２３９否定）、ＣＰＵ３１は、滑りコマ数を退避して（ステップＳ２４０）、チェック
回数を１減算し、検索順序を１加算する（ステップＳ２４１）。また、滑りコマ数の退避
が行われている場合には（ステップＳ２３９肯定）、ＣＰＵ３１は、滑りコマ数を退避す
る処理を行わずに、ステップＳ２４１に移行する。
【０２１１】
　その後、ＣＰＵ３１は、チェック回数が０であるかを判定し（ステップＳ２４２）、そ
の結果、チェック回数が０でないと判定された場合には（ステップＳ２４２否定）、ステ
ップＳ２３５に戻る。また、チェック回数が０であると判定された場合には（ステップＳ
２４２肯定）、ＣＰＵ３１は、退避された滑りコマ数を復帰させ（ステップＳ２４３）、
滑りコマ数と図柄カウンタに基づいて停止制御位置を決定し（ステップＳ２４４）、図４
４に示すＳ２１８に戻る。
【０２１２】
［パチスロ機１のボーナス作動チェック処理］
　次に、図４６を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のボーナス作動チェック処理の流
れについて説明する。図４６は、実施例１に係るパチスロ機１のボーナス作動チェック処
理の流れを示すフローチャートである。
【０２１３】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、表示役がＢＢ１或いはＢＢ２である
か否かを判定する（ステップＳ２５１）。その結果、表示役がＢＢ或いはＲＢである場合
には（ステップＳ２５１肯定）、ＣＰＵ３１は、ボーナス作動時テーブルに基づいて、作
動中フラグ等をセットする（ステップＳ２５２）。そして、ＣＰＵ３１は、持越役をクリ
アし（ステップＳ２５３）、ボーナス開始コマンドをして（ステップＳ２５４）、図３３
に示すステップＳ２６に戻る。
【０２１４】
　ここで、ステップＳ２５１の説明に戻ると、表示役がＢＢ１及びＢＢ２でない場合には
（ステップＳ２５１否定）、ＣＰＵ３１は、表示役がチェリー（青チェリー、赤チェリー
、黄チェリー）であるかを判定する（ステップＳ２５５）。この結果、チェリーである場
合には（ステップＳ２５５肯定）、ＣＰＵ３１は、ＲＴ作動中であるかを判定する（ステ
ップＳ２５６）。その結果、ＲＴ作動中である場合には（ステップＳ２５６肯定）、ＲＴ
カウンタおよびＲＴ作動中データをクリアして（ステップＳ２５７）、図３３に示すＳ２
６に戻る。つまり、ＣＰＵ３１は、ＲＴ終了役であるチェリーが表示されると、ＲＴ遊技
数を０に更新してＲＴ遊技を終了させる。また、表示役がチェリーでない場合（ステップ
Ｓ２５５否定）または、ＲＴ作動中出ない場合は（ステップＳ２５６否定）、図３３示す
Ｓ２６に戻る。
【０２１５】
［パチスロ機１のボーナス終了チェック処理］
　次に、図４７を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のボーナス終了チェック処理の流
れについて説明する。図４７は、実施例１に係るパチスロ機１のボーナス終了チェック処
理の流れを示すフローチャートである。
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【０２１６】
　同図に示すように、パチスロ機１のＣＰＵ３１は、ＲＢ作動中フラグがオンであるか否
かを判定する（ステップＳ２７１）。その結果、ＲＢ作動中フラグがオンである場合には
（ステップＳ２７１肯定）、ＣＰＵ３１は、遊技可能回数を１減算し、入賞が成立したな
ら入賞可能回数を１減算する（ステップＳ２７２）。
【０２１７】
　続いて、ＣＰＵ３１は、遊技可能回数及び入賞可能回数のうち少なくとも一方が０か否
かを判定する（ステップＳ２７３）。その結果、少なくとも一方が０である場合には（ス
テップＳ２７３肯定）、ＣＰＵ３１は、ＲＢ終了時処理を行い（ステップＳ２７４）、払
出可能枚数は１以上であるか否かを判定する（ステップＳ２７５）。
【０２１８】
　また、これとは反対に、遊技可能回数及び入賞可能回数のうち少なくとも一方が０でな
い場合には（ステップＳ２７３否定）、ＣＰＵ３１は、払出可能枚数は１以上であるか否
かを判定する（ステップＳ２７５）。ここで、ステップＳ２７１の説明に戻ると、ＲＢ作
動中フラグがオンでない場合には（ステップＳ２７１否定）、同様に、ＣＰＵ３１は、払
出可能枚数は１以上であるか否かを判定する（ステップＳ２７５）。
【０２１９】
　その結果、払出可能枚数が１以上である場合には（ステップＳ２７５肯定）、ＣＰＵ３
１は、図３３に示すステップＳ２６に戻る。これとは反対に、払出可能枚数が１以上でな
い場合には（ステップＳ２７５否定）、ＣＰＵ３１は、ＢＢ終了時処理（なお、ＲＢ作動
中フラグがオンの場合には、ＲＢ終了処理）を行い（ステップＳ２７６）、ＢＢ作動中フ
ラグ及びＲＢ作動中フラグをオフにする（ステップＳ２７７）。そして、ＣＰＵ３１は、
ＲＴ作動中フラグをオンにし、ＲＴカウンタに１５００をセットして（ステップＳ２７８
）、図９に示すステップＳ４に戻る。
【０２２０】
［パチスロ機１のサブ制御処理］
　次に、図４８を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のサブ制御処理の流れについて説
明する。図４８は、実施例１に係るパチスロ機１のサブ制御処理の流れを示すフローチャ
ートである。なお、このサブ制御処理は、スタートレバーのＯＮを契機に、内部抽籤処理
等の処理終了からリール回転開始までの間に送られてきます。
【０２２１】
　同図に示すように、パチスロ機１の副制御回路７２は、主制御回路７１から入力される
コマンドを監視する（ステップＳ２８０）。具体的には、副制御回路７２は、スタートレ
バーのＯＮを契機に、内部抽籤処理等の処理終了からリール回転開始までの間に送られて
くるコマンドの入力を監視する。そして、副制御回路７２は、入力されたコマンドを処理
するコマンド入力処理（後に、図４９を用いて詳述）を行う（ステップＳ２８１）。続い
て、副制御回路７２は、液晶表示装置１３１に画像描写を行う旨のコマンドを出力する処
理行った後（ステップＳ２８２）、画像描画処理（後に、図５３を用いて詳述）を行う（
ステップＳ２８３）。
【０２２２】
　そして、副制御回路７２は、ＶＤＰカウンタが“２”であるか否かを判定する（ステッ
プＳ２８４）。具体的には、副制御回路７２は、カウントされているＶＤＰカウンタから
ＶＤＰカウンタ値を読み出し、“２”であるか否かを判定する。つまり、１／６０ｓ毎に
ＶＤＰカウンタが“１”増加するため、副制御回路７２は、１／３０ｓ経過したか否かを
判断することとなる。
【０２２３】
　ここで、ＶＤＰカウンタが“２”ではないと判定された場合には（ステップＳ２８４否
定）、副制御回路７２は、本サブルーチンを終了するが、これとは反対に、ＶＤＰカウン
タが“２”であると判定された場合には（ステップＳ２８４肯定）、副制御回路７２は、
ＶＤＰカウンタに“０”をセットし（ステップＳ２８５）、さらに、バンク切替指示を表



(32) JP 2008-48917 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

示制御回路２５０に供給して（ステップＳ２８６）、本サブルーチンを終了する。
【０２２４】
［パチスロ機１のコマンド入力処理］
　次に、図４９を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のコマンド入力処理の流れについ
て説明する。図４９は、実施例１に係るパチスロ機１のコマンド入力処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【０２２５】
　同図に示すように、パチスロ機１の副制御回路７２は、未処理コマンドがあるかを判定
し（ステップＳ２９１）、この結果、未処理コマンドがない場合には（ステップＳ２９１
否定）、図４８に示すステップＳ２８２に戻る。また、副制御回路７２は、未処理コマン
ドがある場合には（ステップＳ２９１肯定）、遊技データ格納アドレスをセットし（ステ
ップＳ２９２）、ジャンプテーブルを参照して、コマンド種別に応じたジャンプ処理（後
に、図５０を用いて詳述）を行う（ステップＳ２９３）。そして、副制御回路７２は、コ
マンドを処理済にセットして（ステップＳ２９４）、図４８に示すステップＳ２８２に戻
る。未処理コマンドがない場合には、副制御回路７２は、図４８に示すステップＳ２８２
に戻る。
【０２２６】
［パチスロ機１のコマンド種別に応じたジャンプ処理］
　次に、図５０を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のコマンド種別に応じたジャンプ
処理の流れについて説明する。図５０は、実施例１に係るパチスロ機１のコマンド種別に
応じたジャンプ処理の流れを示すフローチャートである。
【０２２７】
　同図に示すように、パチスロ機１の副制御回路７２は、未処理コマンドがあるか判定し
（ステップＳ３０１）、その結果、未処理コマンドがない場合には（ステップＳ３０１否
定）、図４９に示すステップＳ２９４に戻る。また、副制御回路７２は、未処理コマンド
がある場合に（ステップＳ３０１肯定）、その未処理コマンドが０４Ｈ（遊技開始コマン
ド）であるかを判定する（ステップＳ３０２）。その結果、未処理コマンドが０４Ｈであ
る場合には（ステップＳ３０２肯定）、ナビポイント獲得期間関連処理（後に、図５１を
用いて詳述）を行い（ステップＳ３０３）、演出関連処理（後に、図５２を用いて詳述）
を行って（ステップＳ３０４）、図４９に示すステップＳ２９４に戻る。
【０２２８】
　また、ステップＳ３０２に戻って説明すると、未処理コマンドがある場合には（ステッ
プＳ３０１肯定）、副制御回路７２は、未処理コマンドが０ＡＨ（ＢＢ終了時遊技動作コ
マンド）であるかを判定する（ステップＳ３０５）。その結果、未処理コマンドが０ＡＨ
である場合には（ステップＳ３０５肯定）、副制御回路７２は、ＲＴカウンタをセットす
るとともに、今回のＢＢ作動以前に獲得されたポイントをセットして（ステップＳ３０６
）、図４９に示すステップＳ２９４に戻る。また、未処理コマンドが０ＡＨでない場合に
は（ステップＳ３０５否定）、副制御回路７２は、受信したコマンドに応じた処理行って
（ステップＳ３０７）、図４９に示すステップＳ２９４に戻る。例えば、副制御回路７２
は、０２Ｈ（デモ表示コマンド）を受信した場合には、液晶表示部２ｂにでも表示画面を
表示するように制御する。
【０２２９】
［パチスロ機１のナビポイント獲得期間関連処理］
　次に、図５１を用いて、実施例１に係るパチスロ機１のナビポイント獲得期間関連処理
の流れについて説明する。図５１は、実施例１に係るパチスロ機１のナビポイント獲得期
間関連処理の流れを示すフローチャートである。
【０２３０】
　同図に示すように、パチスロ機１の副制御回路７２は、ＢＢ終了後ＲＴカウンタがオン
であるかを判定し（ステップＳ３１１）、その結果、ＢＢ終了後ＲＴカウンタがオンであ
る場合には（ステップＳ３１１肯定）、図５０に示すステップＳ３０４に戻る。また、副
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制御回路７２は、ＢＢ終了後ＲＴカウンタがオンでない場合には（ステップＳ３１１否定
）、ナビポイント獲得期間遊技数が１以上であるかを判定する（ステップＳ３１２）。そ
の結果、ナビポイント獲得期間遊技数が１以上である場合には（ステップＳ３１２肯定）
、副制御回路７２は、現在のポイント獲得状態（高確率状態または低確率状態）に基づい
たポイント選択テーブルに従い、当籤役に基づいたポイントを加算する（ステップＳ３１
６）。
【０２３１】
　ここで、ステップＳ３１２に戻って説明すると、ナビポイント獲得期間遊技数が１以上
でない場合には（ステップＳ３１２否定）、副制御回路７２は、ポイント獲得遊技抽籤テ
ーブルに従い、取得された乱数値に応じた抽籤を行い、当籤またはハズレを決定する（ス
テップＳ３１３）。その結果、当籤であった場合には（ステップＳ３１４肯定）、副制御
回路７２は、ポイント獲得状態振り分け抽籤テーブルに従い、取得された乱数値に応じた
抽籤を行い、状態が高確率または低確率かを決定し、ナビポイント獲得期間遊技数を１０
ゲームセットして（ステップＳ３１５）、図５０に示すステップＳ３０４に戻る。また、
ハズレであった場合には（ステップＳ３１４）、ナビポイント獲得期間をせずに、図５０
に示すステップＳ３０４に戻る。
【０２３２】
［パチスロ機１の演出関連処理］
　次に、図５２を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の演出関連処理の流れについて説
明する。図５２は、実施例１に係るパチスロ機１の演出関連処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【０２３３】
　同図に示すように、パチスロ機１の副制御回路７２は、ＢＢ終了後ＲＴカウンタがオン
であるかを判定し（ステップＳ３２１）、その結果、ＢＢ終了後ＲＴカウンタがオンでな
い場合には（ステップＳ３２１否定）、一般遊技状態用の演出選択テーブルに従い、内部
当籤役等に応じた演出データを決定して（ステップＳ３２６）、図４９に示すステップＳ
２９４に戻る。
【０２３４】
　また、副制御回路７２は、ＢＢ終了後ＲＴカウンタがオンである場合には（ステップＳ
３２１肯定）、ナビポイントが１以上であるかを判定する（ステップＳ３２２）。ナビポ
イントが１以上でない場合には（ステップＳ３２２否定）、副制御回路７２は、上記と同
様に、一般遊技状態用の演出選択テーブルに従い、内部当籤役等に応じた演出データを決
定して（ステップＳ３２６）、図４９に示すステップＳ２９４に戻る。一方、ナビポイン
トが１以上である場合には（ステップＳ３２２肯定）、副制御回路７２は、ＲＴ遊技状態
用の演出選択テーブルに従い、内部当籤役等に応じた演出データを決定する（ステップＳ
３２３）。そして、副制御回路７２は、チェリーに関する演出であるかを判定し（ステッ
プＳ３２４）、チェリーに関する演出である場合には（ステップＳ３２４肯定）、ナビポ
イントを１減算して（ステップＳ３２５）、図４９に示すステップＳ２９４に戻る。また
、チェリーに関する演出でない場合には（ステップＳ３２４否定）、副制御回路７２は、
ナビポイントを減算することなく、図４９に示すステップＳ２９４に戻る。
【０２３５】
［パチスロ機１の画像描画処理］
　次に、図５３を用いて、実施例１に係るパチスロ機１の画像描画処理の流れについて説
明する。図５３は、実施例１に係るパチスロ機１の画像描画処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【０２３６】
　同図に示すように、パチスロ機１の副制御回路７２は、遊技開始コマンド処理において
決定された各種演出データを取得する（ステップＳ３３１）。そして、副制御回路７２は
、取得した各種演出データをＶＤＰに送信して遊技演出画面を表示し（ステップＳ３３２
）、図４８に示すＳ２８４に戻る。
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【０２３７】
[実施例１の効果]
　上述してきたように、パチスロ機１は、一般遊技状態中において、ナビポイントが獲得
可能な状態であるポイント獲得遊技状態に移行するか否かを抽籤し、ポイント獲得遊技状
態に移行すると抽籤された場合には、一般遊技状態からポイント獲得遊技状態に移行する
ように制御するので、一般遊技状態中にも遊技者が期待を持って遊技をすることが可能で
ある。
【実施例２】
【０２３８】
　さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下では実施例２として本
発明に含まれる他の実施例を説明する。
【０２３９】
（１）ポイント獲得状態
　また、上記の実施例１では、ポイント獲得状態として、「高確率状態」と「低確率状態
」とを設けて、ポイント獲得遊技状態に移行すると抽籤された場合には、「高確率状態」
か「低確率状態」のいずれかを抽籤する場合を説明したが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、例えば、２つ以上の複数のポイント獲得状態を設けて、ポイント獲得遊技状
態に移行すると抽籤された場合には、複数のポイント獲得状態からいずれかを抽籤するよ
うにしてもよい。
【０２４０】
（２）本発明の対象
　上記の実施例１では、予め設定された所定の５ラインが固定的に有効ラインとなるパチ
スロ機に本発明を適用する実施例について説明したが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、如何なる有効ライン数を有するパチスロ機でも本発明を同様に適用することがで
きる。
【０２４１】
　上記の実施例１では、本発明を機械的回転リールを有するパチスロ機に適用する実施例
について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、電気的回転リールを有す
るパチスロ機であっても本発明を同様に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２４２】
　以上のように、本発明に係る遊技機は、一般遊技状態中にも遊技者が期待を持って遊技
を行えるようにすることに適する。
【図面の簡単な説明】
【０２４３】
【図１】実施例１に係るパチスロ機１の概要および特徴を説明するための図である。
【図２】実施例１に係るパチスロ機１の外観構成を示す斜視図である。
【図３】実施例１に係るパチスロ機１のパネル表示部２ａ及び液晶表示部２ｂを説明する
ための説明図である。
【図４】実施例１に係るパチスロ機１のリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ上に表される図柄の一例
を示す図である。
【図５】実施例１に係るパチスロ機１の内部構成を示すブロック図である。
【図６】実施例１に係るパチスロ機１の副制御回路７２の回路構成を示すブロック図であ
る。
【図７】実施例１においてパチスロ機１が採用する図柄配置テーブルの一例を示す図であ
る。
【図８】実施例１においてパチスロ機１が採用する内部抽籤テーブル決定テーブルの一例
を示す図である。
【図９】実施例１においてパチスロ機１が採用する内部抽籤テーブル（ＢＥＴ数：３）の
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一例を示す図である。
【図１０】実施例１においてパチスロ機１が採用する内部当籤役決定テーブルの一例を示
す図である。
【図１１】実施例１においてパチスロ機１が採用する内部当籤役１の格納領域の一例を示
す図である。
【図１２】実施例１においてパチスロ機１が採用する内部当籤役２の格納領域の一例を示
す図である。
【図１３】実施例１においてパチスロ機１が採用する持越役の格納領域の一例を示す図で
ある。
【図１４】実施例１においてパチスロ機１が採用する作動中フラグの格納領域の一例を示
す図である。
【図１５】実施例１においてパチスロ機１が採用する遊技状態の格納領域の一例を示す図
である。
【図１６】実施例１に係るパチスロ機１の役と図柄組合せと払出枚数との関係を説明する
ための説明図である。
【図１７】実施例１においてパチスロ機１が採用するボーナス作動時テーブルの一例を示
す図である。
【図１８】実施例１においてパチスロ機１が採用する停止テーブル決定テーブルの一例を
示す図である。
【図１９】実施例１においてパチスロ機１が採用する検索順序テーブルの一例を示す図で
ある。
【図２０】実施例１においてパチスロ機１が採用する優先順位テーブルの一例を示す図で
ある。
【図２１】実施例１においてパチスロ機１が採用する図柄格納領域の一例を示す図である
。
【図２２】実施例１においてパチスロ機１が採用する表示役予想格納領域の構成を示す図
である。
【図２３】実施例１においてパチスロ機１が採用するリールと表示役予想格納領域との対
応表を示す図である。
【図２４】実施例１においてパチスロ機１が採用する赤チェリー用停止テーブルの構成例
を示す図である。
【図２５】実施例１においてパチスロ機１が採用する青チェリー用停止テーブルの構成例
を示す図である。
【図２６】実施例１においてパチスロ機１が採用する黄チェリー用停止テーブルの構成例
を示す図である。
【図２７】副制御回路７２のジャンプテーブルの一例を説明するための説明図である。
【図２８】副制御回路７２のポイント獲得遊技抽籤テーブルの一例を説明するための説明
図である。
【図２９】副制御回路７２のポイント獲得状態振り分け抽籤テーブルの一例を説明するた
めの説明図である。
【図３０】、副制御回路７２のポイント選択テーブルの一例を説明するための説明図であ
る。
【図３１】副制御回路７２の演出選択テーブルの一例を説明するための説明図である。
【図３２】パチスロ機１の液晶表示部２ｂに表示される演出画面の一例を説明するための
説明図である。
【図３３】実施例１に係るパチスロ機１の主制御回路処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【図３４】実施例１に係るパチスロ機１の割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図３５】実施例１に係るパチスロ機１の実施例１に係るパチスロ機１のボーナス作動監
視処理の流れを示すフローチャートである。の流れを示すフローチャートである。
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【図３６】実施例１に係るパチスロ機１のメダル投入・スタートチェック処理の流れを示
すフローチャートである。
【図３７】実施例１に係るパチスロ機１の内部抽籤処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図３８】実施例１に係るパチスロ機１の内部抽籤テーブル変更処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図３９】実施例１に係るパチスロ機１のＲＴカウンタ更新処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図４０】実施例１に係るパチスロ機１の回胴停止初期設定処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図４１】実施例１に係るパチスロ機１の表示役予想格納処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図４２】実施例１に係るパチスロ機１の表示役検索処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【図４３】実施例１に係るパチスロ機１の表示役予想ステータス取得処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図４４】実施例１に係るパチスロ機１のリール停止制御処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図４５】実施例１に係るパチスロ機１の優先引込み制御処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図４６】実施例１に係るパチスロ機１のボーナス作動チェック処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図４７】実施例１に係るパチスロ機１のボーナス終了チェック処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図４８】実施例１に係るパチスロ機１のサブ制御処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図４９】実施例１に係るパチスロ機１のコマンド入力処理の流れを示すフローチャート
である。
【図５０】実施例１に係るパチスロ機１のコマンド種別に応じたジャンプ処理の流れを示
すフローチャートである。
【図５１】実施例１に係るパチスロ機１のナビポイント獲得期間関連処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図５２】実施例１に係るパチスロ機１の演出関連処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図５３】実施例１に係るパチスロ機１の画像描画処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【０２４４】
　１　パチスロ機
　２　前面ドア
　２ｂ　液晶表示部
　３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ　リール
　６　スタートレバー
　７Ｌ，７Ｃ，７Ｒ　停止ボタン
　２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒ　図柄表示領域
　３０　マイクロコンピュータ
　３１　ＣＰＵ（Central Processing Unit）
　３２　ＲＯＭ（Read Only Memory）
　３３　ＲＡＭ（Random Access Memory）
　７１　主制御回路
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　７２　副制御回路
　８３　プログラムＲＯＭ
　８４　ワークＲＡＭ
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(38) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(39) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(40) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(41) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(42) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】



(43) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】



(44) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】 【図３２】



(45) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】



(46) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】



(47) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図４１】 【図４２】

【図４３】 【図４４】



(48) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図４５】 【図４６】

【図４７】 【図４８】



(49) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図４９】 【図５０】

【図５１】 【図５２】



(50) JP 2008-48917 A 2008.3.6

【図５３】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

