
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部抽選を行なう抽選装置と、
　

、前記内部抽選の結果に基づいて、
実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含

む複数種類のシンボルを する表示部と、
　前記仮装シンボルが 所定の条件が満たさ
れた場合、前記停止表示された仮装シンボルのみを、その仮装シンボルに対応付けられて
いる実体シンボルに変化させるシンボル変換部と、を備え、
　

ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　内部抽選を行なう抽選装置と、
　

、前記内部抽選の結果に基づいて、
実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含

む複数種類のシンボルを する表示部と、
　前記仮装シンボルが 所定の条件が満たさ
れた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その仮装シンボルに対応付けられて
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複数種類のシンボルが行方向または列方向に配列する複数の表示領域を表示する機能を
有し 外観は同じであるが、前記表示領域の配列により
特定され、それぞれ異なる

可変表示および停止表示
前記複数の表示領域のいずれかに停止表示され

前記仮装シンボルが前記表示領域に表示されているとき、前記仮装シンボルを中心とす
るシンボルの配置パターンが同一であるクラスタを表示する

複数種類のシンボルが行方向または列方向に配列する複数の表示領域を表示する機能を
有し 外観は同じであるが、前記表示領域の配列により
特定され、それぞれ異なる

可変表示および停止表示
前記複数の表示領域のいずれかに停止表示され

停止表示



いる実体シンボルに変化させるシンボル変換部と、を備え、
　

ことを特徴とする遊技機
。
【請求項３】
　前記表示部は、外観が異なる複数種類の仮装シンボルを含むことを特徴とする請求項１
または請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
　複数の仮装シンボルが前記表示部に表示されることを前記所定の条件とすることを特徴
とする請求項１から請求項３いずれかに記載の遊技機。
【請求項５】
　前記仮装シンボルを前記実体シンボルに変化させる契機となるトリガーシンボルが前記
表示部に含まれ、前記仮装シンボルと前記トリガーシンボルとが前記表示部に停止表示さ
れることを前記所定の条件とすることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記
載の遊技機。
【請求項６】
　複数の前記トリガーシンボルが前記表示部に含まれており、前記複数のトリガーシンボ
ルと前記仮装シンボルとが前記表示部に表示されることを前記所定の条件とすることを特
徴とする請求項５記載の遊技機。
【請求項７】
　前記仮装シンボルが表示されてから予め定められた時間が経過することを前記所定の条
件とすることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の遊技機。
【請求項８】
　内部抽選を行なうステップと、
　 、前記内部抽
選の結果に基づいて、

実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシン
ボルを するステップと、
　前記仮装シンボルが 所定の条件が満たさ
れた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その仮装シンボルに対応付けられて
いる実体シンボルに変化させるステップと、を含み、
　

ことを特徴とする遊技機の制
御方法。
【請求項９】
　内部抽選を行なうステップと、
　 、前記内部抽
選の結果に基づいて、

実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシン
ボルを するステップと、
　前記仮装シンボルが 所定の条件が満たさ
れた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その仮装シンボルに対応付けられて
いる実体シンボルに変化させるステップと、を含み、
　

ことを特徴とする遊技機
の制御方法。
【請求項１０】
　複数の仮装シンボルが前記表示部に表示されることを前記所定の条件とすることを特徴
とする請求項８または請求項９記載の遊技機の制御方法。
【請求項１１】
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前記仮装シンボルが前記表示領域に表示されているとき、前記仮装シンボルを中心とす
るシンボルの配置パターンがそれぞれ異なるクラスタを表示する

複数種類のシンボルが行方向または列方向に配列された複数の表示領域に
外観は同じであるが、前記表示領域の配列により特定され、それぞ

れ異なる
可変表示および停止表示

前記複数の表示領域のいずれかに停止表示され
停止表示

前記仮装シンボルが前記表示領域に表示されているとき、前記仮装シンボルを中心とす
るシンボルの配置パターンが同一であるクラスタを表示する

複数種類のシンボルが行方向または列方向に配列された複数の表示領域に
外観は同じであるが、前記表示領域の配列により特定され、それぞ

れ異なる
可変表示および停止表示

前記複数の表示領域のいずれかに停止表示され
停止表示

前記仮装シンボルが前記表示領域に表示されているとき、前記仮装シンボルを中心とす
るシンボルの配置パターンがそれぞれ異なるクラスタを表示する



　前記仮装シンボルと、前記仮装シンボルを前記実体シンボルに変化させる契機となるト
リガーシンボルとが前記表示部に停止表示されることを前記所定の条件とする請求項８ま
たは請求項９記載の遊技機の制御方法。
【請求項１２】
　前記複数のトリガーシンボルと前記仮装シンボルとが前記表示部に表示されることを前
記所定の条件とする請求項１１記載の遊技機の制御方法。
【請求項１３】
　前記仮装シンボルが表示されてから予め定められた時間が経過することを前記所定の条
件とする請求項８または請求項９記載の遊技機の制御方法。
【請求項１４】
　内部抽選を行なう処理と、
　 、前記内部抽
選の結果に基づいて、

実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシン
ボルを する処理と、
　前記仮装シンボルが 所定の条件が満たさ
れた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その仮装シンボルに対応付けられて
いる実体シンボルに変化させる処理と、をコンピュータに実行させ、
　

ことを特徴とする遊技機の制
御プログラム。
【請求項１５】
　内部抽選を行なう処理と、
　 、前記内部抽
選の結果に基づいて、

実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシン
ボルを する処理と、
　前記仮装シンボルが 所定の条件が満たさ
れた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その仮装シンボルに対応付けられて
いる実体シンボルに変化させる処理と、をコンピュータに実行させ、
　

ことを特徴とする遊技機
の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、仮装シンボルが表示され、所定の条件が満たされた場合に、表示された仮装
シンボルを、その仮装シンボルに対応付けられている実体シンボルに変化させる遊技機、
遊技機の制御方法および遊技機の制御プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、例えば、ＵＳＰ５，１５２，５２９号には、インナーリールとアウターリールと
を備えた遊技機が開示されている。この遊技機では、アウターリールで「ブランク」が停
止表示された場合、さらにインナーリールを回転させ、特定の図柄を上記ブランクから見
えるように停止表示させている。すなわち、この遊技機では、アウターリールによる抽選
、およびインナーリールによる抽選という独立した２種類の抽選が行なわれている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、アウターリールとインナーリールとを用いた図柄の表示手法は遊技者の
間で良く知られるようになってきている。このため、遊技者の興味を掻き立てるような新
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複数種類のシンボルが行方向または列方向に配列された複数の表示領域に
外観は同じであるが、前記表示領域の配列により特定され、それぞ

れ異なる
可変表示および停止表示

前記複数の表示領域のいずれかに停止表示され
停止表示

前記仮装シンボルが前記表示領域に表示されているとき、前記仮装シンボルを中心とす
るシンボルの配置パターンが同一であるクラスタを表示する

複数種類のシンボルが行方向または列方向に配列された複数の表示領域に
外観は同じであるが、前記表示領域の配列により特定され、それぞ

れ異なる
可変表示および停止表示

前記複数の表示領域のいずれかに停止表示され
停止表示

前記仮装シンボルが前記表示領域に表示されているとき、前記仮装シンボルを中心とす
るシンボルの配置パターンがそれぞれ異なるクラスタを表示する



たな図柄の表示手法が望まれている。特に、今日ではビデオリールを用いた遊技機が多く
知られている。ビデオリールでは、多種多様な表示が可能であるため、ビデオリールにも
好適な図柄の表示手法が期待される。
【０００４】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、遊技者の期待感を高め、さら
に遊技者の興味を掻き立てることができる遊技機、遊技機の制御方法および遊技機の制御
プログラムを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため、本発明の遊技機は、内部抽選を行なう抽選装置と、

、前
記内部抽選の結果に基づいて、

実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種
類のシンボルを する表示部と、前記仮装シンボルが

所定の条件が満たされた場合、前記停止表示された仮装
シンボルのみを、その仮装シンボルに対応付けられている実体シンボルに変化させるシン
ボル変換部と、を備え、

ことを
特徴としている。
【０００６】
　このように、本発明では複数種類のシンボルの中に実体シンボルと一対一に対応付けら
れている仮装シンボルが含まれている。仮装シンボルだけではどのような実体シンボルが
対応付けられているかを判断することができない。そして、仮装シンボルが表示されて所
定の条件が満たされた場合に、その仮装シンボルが、実体シンボルに変化する。ここで初
めて実体シンボルが明らかとなる。これにより、遊技者は、仮装シンボルが表示されたと
きにどのような実体シンボルが出現するのかについて大きな期待感を持つようになる。さ
らに、実体シンボルが出現することを遊技者に利益をもたらす契機としてもよい。例えば
、実体シンボルの出現をボーナスゲーム開始の条件としたり、大きな配当を与える条件と
するのである。これにより、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかど
うか、そしてどのような実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き
立てることが可能となる。
【０００７】
　 、仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示し、内部抽選の結果に基づい
て、可変表示している前記シンボルを停止表示するので、物理的なリール、およびビデオ
リールを有する遊技機に対して本発明を適用することができる。これにより、どのような
シンボルが停止表示されるかについて、遊技者の期待感を高めることができると共に、仮
装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかどうか、そしてどのような実体シ
ンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き立てることが可能となる。
【０００８】
　 、表示領域には各仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンが同一である
複数のクラスタが構成されている。クラスタとは、複数のシンボルからなるシンボル群で
ある。そして、上記のように、複数種類のシンボルを行方向または列方向に可変表示する
一方、内部抽選の結果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示する。ある仮装
シンボルが停止表示されたとき、その仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターン
が各クラスタにおいて同一であるので、遊技者は、その仮装シンボル近傍のシンボルによ
ってその仮装シンボルに対応づけられている実体シンボルを予測することが困難となる。
例えば、列方向（遊技機の上下方向）にシンボルを可変表示するリールにおいて、３つの
シンボルを上段、中段、および下段に表示する場合を示す。この場合、各クラスタは、仮
装シンボルを中心として上方向に２つ、下方向に２つのシンボルの配置パターンが同一と
なる。具体的には、例えば、シンボルをアルファベットの大文字で表すとし、仮装シンボ
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複数種
類のシンボルが行方向または列方向に配列する複数の表示領域を表示する機能を有し

外観は同じであるが、前記表示領域の配列により特定され
、それぞれ異なる

可変表示および停止表示 前記複数の表
示領域のいずれかに停止表示され

前記仮装シンボルが前記表示領域に表示されているとき、前記仮
装シンボルを中心とするシンボルの配置パターンが同一であるクラスタを表示する

また

また



ルをＡとすると、各クラスタにおけるシンボルの配置パターンは、リールの上側から下側
に向かって、例えば、「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」とする。これにより、どのクラスタにおい
ても、仮装シンボルが上段に表示されたときは、「Ａ、Ｄ、Ｅ」と、仮装シンボルが中段
に表示されたときは「Ｃ、Ａ、Ｄ」と、仮装シンボルが下段に表示されたときは、「Ｂ、
Ｃ、Ａ」と表示される。このように、仮装シンボルを含む各クラスタにおけるシンボルの
配置パターンが、それぞれのクラスタで同一となっているのである。これにより、表示さ
れた仮装シンボルがどのような実体シンボルに変化するのかについて遊技者の予測を困難
とし、期待感を高めることができる。
【０００９】
　また、本発明の遊技機は、内部抽選を行なう抽選装置と、

、前記内部抽選の結果に基
づいて、 実体
シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを

する表示部と、前記仮装シンボルが
所定の条件が満たされた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その

仮装シンボルに対応付けられている実体シンボルに変化させるシンボル変換部と、を備え
、

ことを特徴としている。
【００１０】
　このように、本発明では複数種類のシンボルの中に実体シンボルと一対一に対応付けら
れている仮装シンボルが含まれている。仮装シンボルだけではどのような実体シンボルが
対応付けられているかを判断することができない。そして、仮装シンボルが表示されて所
定の条件が満たされた場合に、その仮装シンボルが、実体シンボルに変化する。ここで初
めて実体シンボルが明らかとなる。これにより、遊技者は、仮装シンボルが表示されたと
きにどのような実体シンボルが出現するのかについて大きな期待感を持つようになる。さ
らに、実体シンボルが出現することを遊技者に利益をもたらす契機としてもよい。例えば
、実体シンボルの出現をボーナスゲーム開始の条件としたり、大きな配当を与える条件と
するのである。これにより、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかど
うか、そしてどのような実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き
立てることが可能となる。
【００１１】
　 、仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示し、内部抽選の結果に基づい
て、可変表示している前記シンボルを停止表示するので、物理的なリール、およびビデオ
リールを有する遊技機に対して本発明を適用することができる。これにより、どのような
シンボルが停止表示されるかについて、遊技者の期待感を高めることができると共に、仮
装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかどうか、そしてどのような実体シ
ンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き立てることが可能となる。
【００１２】
　 、表示領域には各仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンがそれぞれ異
なる複数のクラスタが構成されている。クラスタとは、複数のシンボルからなるシンボル
群である。そして、上記のように、複数種類のシンボルを行方向または列方向に可変表示
する一方、内部抽選の結果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示する。ある
仮装シンボルが停止表示されたとき、その仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パタ
ーンが各クラスタにおいて異なっているので、遊技者は、その仮装シンボル近傍のシンボ
ルによってその仮装シンボルに対応づけられている実体シンボルを予測することができる
ようになる。例えば、列方向（遊技機の上下方向）にシンボルを可変表示するリールにお
いて、３つのシンボルを上段、中段、および下段に表示する場合を示す。この場合、各ク
ラスタは、仮装シンボルを中心として上方向に２つ、下方向に２つのシンボルの配置パタ
ーンが異なる。具体的には、例えば、シンボルをアルファベットの大文字で表すとし、仮
装シンボルをＡとすると、あるクラスタにおけるシンボルの配置パターンは、リールの上
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複数種類のシンボルが行方向
または列方向に配列する複数の表示領域を表示する機能を有し

外観は同じであるが、前記表示領域の配列により特定され、それぞれ異なる
可変表

示および停止表示 前記複数の表示領域のいずれかに停
止表示され 停止表示

前記仮装シンボルが前記表示領域に表示されているとき、前記仮装シンボルを中心とす
るシンボルの配置パターンがそれぞれ異なるクラスタを表示する

また

また



側から下側に向かって、例えば、「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」とする。しかし、他のクラスタ
においては、「Ｄ、Ｅ，Ａ、Ｂ、Ｃ」であったり、「Ｆ、Ｇ、Ａ、Ｈ、Ｉ」であったりす
る。このため、あるクラスタのシンボルの配置パターンが「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」であっ
て、仮装シンボルＡに対応付けられている実体シンボルがボーナスゲーム開始のシンボル
であったとすると、仮装シンボルＡが、例えば上段に表示されたとき、中段と下段のシン
ボルがそれぞれ「Ｄ」と「Ｅ」であった場合には、仮装シンボルＡはボーナスゲーム開始
の実体シンボルだと遊技者は予測することができる。これにより、いわゆる「リーチ目」
としての表示をすることができ、遊技者の興味を掻き立てることができる。
【００１３】
　また、本発明の遊技機は、前記表示部は、外観が異なる複数種類の仮装シンボルを含む
ことを特徴としている。
【００１４】
　本発明では、外観が異なる複数種類の仮装シンボルを用いる。このため、仮装シンボル
が表示されても、どのような実体シンボルが対応しているのかを予想することが難しくな
る。これにより、仮装シンボルが表示されたときに遊技者の期待感を高めることができる
。
【００１５】
　また、本発明の遊技機は、複数の仮装シンボルが前記表示部に表示されることを前記所
定の条件とすることを特徴としている。
【００１６】
　上記のように、仮装シンボルには実体シンボルが一対一に対応付けられているが、条件
が整わないと仮装シンボルは実体シンボルに変化しない。この条件として、本発明では複
数の仮装シンボルが表示されることとする。複数の仮装シンボルが表示されたときに、各
仮装シンボルが、対応付けられている実体シンボルに変化する。このときになって初めて
どのような実体シンボルが対応付けられていたのかが明らかになる。これにより、仮装シ
ンボルが表示されたときに遊技者の期待感を高めることができる。
【００１７】
　また、本発明の遊技機は、前記仮装シンボルを前記実体シンボルに変化させる契機とな
るトリガーシンボルが前記表示部に含まれ、前記仮装シンボルと前記トリガーシンボルと
が前記表示部に停止表示されることを前記所定の条件とすることを特徴としている。
【００１８】
　上記のように、仮装シンボルには実体シンボルが一対一に対応付けられているが、条件
が整わないと仮装シンボルは実体シンボルに変化しない。この条件として、本発明では仮
装シンボルとトリガーシンボルとが表示されることとする。仮装シンボルとトリガーシン
ボルとが表示されたときに、仮装シンボルが、対応付けられている実体シンボルに変化す
る。このときになって初めてどのような実体シンボルが対応付けられていたのかが明らか
になる。これにより、仮装シンボルが表示されたときに、トリガーシンボルも表示される
かどうかについて遊技者の期待感を高めることができる。そして、仮装シンボルと共にト
リガーシンボルが表示されたときに仮装シンボルが実体シンボルに変化するので、どのよ
うな実体シンボルが出現するのかについて遊技者の期待感を高めることができる。
【００１９】
　また、本発明の遊技機は、複数の前記トリガーシンボルが前記表示部に含まれており、
前記複数のトリガーシンボルと前記仮装シンボルとが前記表示部に表示されることを前記
所定の条件とすることを特徴としている。
【００２０】
　上記のように、仮装シンボルには実体シンボルが一対一に対応付けられているが、条件
が整わないと仮装シンボルは実体シンボルに変化しない。この条件として、本発明では仮
装シンボルと複数のトリガーシンボルとが表示されることとする。仮装シンボルと複数の
トリガーシンボルとが表示されたときに、仮装シンボルが、対応付けられている実体シン
ボルに変化する。このときになって初めてどのような実体シンボルが対応付けられていた
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のかが明らかになる。これにより、仮装シンボルが表示されたときに、複数のトリガーシ
ンボルも表示されるかどうかについて遊技者の期待感を高めることができる。そして、仮
装シンボルと共に複数のトリガーシンボルが表示されたときに仮装シンボルが実体シンボ
ルに変化するので、どのような実体シンボルが出現するのかについて遊技者の期待感を高
めることができる。
【００２１】
　また、本発明の遊技機は、前記仮装シンボルが表示されてから予め定められた時間が経
過することを前記所定の条件とすることを特徴としている。
【００２２】
　上記のように、仮装シンボルには実体シンボルが一対一に対応付けられているが、条件
が整わないと仮装シンボルは実体シンボルに変化しない。この条件として、本発明では予
め定められた時間が経過することとする。仮装シンボルが表示されてから予め定められた
時間が経過したときに、その仮装シンボルが、対応付けられている実体シンボルに変化す
る。このときになって初めてどのような実体シンボルが対応付けられていたのかが明らか
になる。これにより、仮装シンボルが表示されたときに、どのような実体シンボルが出現
するのかについて遊技者の期待感を高めることができる。
【００２３】
　また、本発明の遊技機の制御方法は、内部抽選を行なうステップと、

、前記内部抽選の結果に基づいて
、 実体シンボ
ルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを

するステップと、前記仮装シンボルが
所定の条件が満たされた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その仮装

シンボルに対応付けられている実体シンボルに変化させるステップと、を含み、

ことを特徴としている。
【００２４】
　このように、本発明では複数種類のシンボルの中に実体シンボルと一対一に対応付けら
れている仮装シンボルが含まれている。仮装シンボルだけではどのような実体シンボルが
対応付けられているかを判断することができない。そして、仮装シンボルが表示されて所
定の条件が満たされた場合に、その仮装シンボルが、実体シンボルに変化する。ここで初
めて実体シンボルが明らかとなる。これにより、遊技者は、仮装シンボルが表示されたと
きにどのような実体シンボルが出現するのかについて大きな期待感を持つようになる。さ
らに、実体シンボルが出現することを遊技者に利益をもたらす契機としてもよい。例えば
、実体シンボルの出現をボーナスゲーム開始の条件としたり、大きな配当を与える条件と
するのである。これにより、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかど
うか、そしてどのような実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き
立てることが可能となる。
【００２５】
　 、仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示し、内部抽選の結果に基づい
て、可変表示している前記シンボルを停止表示するので、物理的なリール、およびビデオ
リールを有する遊技機に対して本発明を適用することができる。これにより、どのような
シンボルが停止表示されるかについて、遊技者の期待感を高めることができると共に、仮
装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかどうか、そしてどのような実体シ
ンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き立てることが可能となる。
【００２６】
　 、表示領域には各仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンが同一である
複数のクラスタ 。クラスタとは、複数のシンボルからなるシンボル群である
。そして、上記のように、複数種類のシンボルを行方向または列方向に可変表示する一方
、内部抽選の結果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示する。ある仮装シン
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また
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ボルが停止表示されたとき、その仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンが各
クラスタにおいて同一であるので、遊技者は、その仮装シンボル近傍のシンボルによって
その仮装シンボルに対応づけられている実体シンボルを予測することが困難となる。例え
ば、列方向（遊技機の上下方向）にシンボルを可変表示するリールにおいて、３つのシン
ボルを上段、中段、および下段に表示する場合を示す。この場合、各クラスタは、仮装シ
ンボルを中心として上方向に２つ、下方向に２つのシンボルの配置パターンが同一となる
。具体的には、例えば、シンボルをアルファベットの大文字で表すとし、仮装シンボルを
Ａとすると、各クラスタにおけるシンボルの配置パターンは、リールの上側から下側に向
かって、例えば、「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」とする。これにより、どのクラスタにおいても
、仮装シンボルが上段に表示されたときは、「Ａ、Ｄ、Ｅ」と、仮装シンボルが中段に表
示されたときは「Ｃ、Ａ、Ｄ」と、仮装シンボルが下段に表示されたときは、「Ｂ、Ｃ、
Ａ」と表示される。このように、仮装シンボルを含む各クラスタにおけるシンボルの配置
パターンが、それぞれのクラスタで同一となっているのである。これにより、表示された
仮装シンボルがどのような実体シンボルに変化するのかについて遊技者の予測を困難とし
、期待感を高めることができる。
【００２７】
　また、本発明の遊技機の制御方法は、内部抽選を行なうステップと、

、前記内部抽選の結果に基づいて
、 実体シンボ
ルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを

するステップと、前記仮装シンボルが
所定の条件が満たされた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その仮装

シンボルに対応付けられている実体シンボルに変化させるステップと、を含み、

ことを特徴としている。
【００２８】
　このように、本発明では複数種類のシンボルの中に実体シンボルと一対一に対応付けら
れている仮装シンボルが含まれている。仮装シンボルだけではどのような実体シンボルが
対応付けられているかを判断することができない。そして、仮装シンボルが表示されて所
定の条件が満たされた場合に、その仮装シンボルが、実体シンボルに変化する。ここで初
めて実体シンボルが明らかとなる。これにより、遊技者は、仮装シンボルが表示されたと
きにどのような実体シンボルが出現するのかについて大きな期待感を持つようになる。さ
らに、実体シンボルが出現することを遊技者に利益をもたらす契機としてもよい。例えば
、実体シンボルの出現をボーナスゲーム開始の条件としたり、大きな配当を与える条件と
するのである。これにより、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかど
うか、そしてどのような実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き
立てることが可能となる。
【００２９】
　 、仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示し、内部抽選の結果に基づい
て、可変表示している前記シンボルを停止表示するので、物理的なリール、およびビデオ
リールを有する遊技機に対して本発明を適用することができる。これにより、どのような
シンボルが停止表示されるかについて、遊技者の期待感を高めることができると共に、仮
装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかどうか、そしてどのような実体シ
ンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き立てることが可能となる。
【００３０】
　 、表示領域には各仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンがそれぞれ異
なる複数のクラスタが 。クラスタとは、複数のシンボルからなるシンボル群で
ある。そして、上記のように、複数種類のシンボルを行方向または列方向に可変表示する
一方、内部抽選の結果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示する。ある仮装
シンボルが停止表示されたとき、その仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターン
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が各クラスタにおいて異なっているので、遊技者は、その仮装シンボル近傍のシンボルに
よってその仮装シンボルに対応づけられている実体シンボルを予測することができるよう
になる。例えば、列方向（遊技機の上下方向）にシンボルを可変表示するリールにおいて
、３つのシンボルを上段、中段、および下段に表示する場合を示す。この場合、各クラス
タは、仮装シンボルを中心として上方向に２つ、下方向に２つのシンボルの配置パターン
が異なる。具体的には、例えば、シンボルをアルファベットの大文字で表すとし、仮装シ
ンボルをＡとすると、あるクラスタにおけるシンボルの配置パターンは、リールの上側か
ら下側に向かって、例えば、「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」とする。しかし、他のクラスタにお
いては、「Ｄ、Ｅ，Ａ、Ｂ、Ｃ」であったり、「Ｆ、Ｇ、Ａ、Ｈ、Ｉ」であったりする。
このため、あるクラスタのシンボルの配置パターンが「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」であって、
仮装シンボルＡに対応付けられている実体シンボルがボーナスゲーム開始のシンボルであ
ったとすると、仮装シンボルＡが、例えば上段に表示されたとき、中段と下段のシンボル
がそれぞれ「Ｄ」と「Ｅ」であった場合には、仮装シンボルＡはボーナスゲーム開始の実
体シンボルだと遊技者は予測することができる。これにより、いわゆる「リーチ目」とし
ての表示をすることができ、遊技者の興味を掻き立てることができる。
【００３１】
　また、本発明の遊技機の制御方法は、複数の仮装シンボルが前記表示部に表示されるこ
とを前記所定の条件とすることを特徴としている。
【００３２】
　上記のように、仮装シンボルには実体シンボルが一対一に対応付けられているが、条件
が整わないと仮装シンボルは実体シンボルに変化しない。この条件として、本発明では複
数の仮装シンボルが表示されることとする。複数の仮装シンボルが表示されたときに、各
仮装シンボルが、対応付けられている実体シンボルに変化する。このときになって初めて
どのような実体シンボルが対応付けられていたのかが明らかになる。これにより、仮装シ
ンボルが表示されたときに遊技者の期待感を高めることができる。
【００３３】
　また、本発明の遊技機の制御方法は、前記仮装シンボルと、前記仮装シンボルを前記実
体シンボルに変化させる契機となるトリガーシンボルとが前記表示部に停止表示されるこ
とを前記所定の条件とすることを特徴としている。
【００３４】
　上記のように、仮装シンボルには実体シンボルが一対一に対応付けられているが、条件
が整わないと仮装シンボルは実体シンボルに変化しない。この条件として、本発明では仮
装シンボルとトリガーシンボルとが表示されることとする。仮装シンボルとトリガーシン
ボルとが表示されたときに、仮装シンボルが、対応付けられている実体シンボルに変化す
る。このときになって初めてどのような実体シンボルが対応付けられていたのかが明らか
になる。これにより、仮装シンボルが表示されたときに、トリガーシンボルも表示される
かどうかについて遊技者の期待感を高めることができる。そして、仮装シンボルと共にト
リガーシンボルが表示されたときに仮装シンボルが実体シンボルに変化するので、どのよ
うな実体シンボルが出現するのかについて遊技者の期待感を高めることができる。
【００３５】
　また、本発明の遊技機の制御方法は、前記複数のトリガーシンボルと前記仮装シンボル
とが前記表示部に表示されることを前記所定の条件とすることを特徴としている。
【００３６】
　上記のように、仮装シンボルには実体シンボルが一対一に対応付けられているが、条件
が整わないと仮装シンボルは実体シンボルに変化しない。この条件として、本発明では仮
装シンボルと複数のトリガーシンボルとが表示されることとする。仮装シンボルと複数の
トリガーシンボルとが表示されたときに、仮装シンボルが、対応付けられている実体シン
ボルに変化する。このときになって初めてどのような実体シンボルが対応付けられていた
のかが明らかになる。これにより、仮装シンボルが表示されたときに、複数のトリガーシ
ンボルも表示されるかどうかについて遊技者の期待感を高めることができる。そして、仮
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装シンボルと共に複数のトリガーシンボルが表示されたときに仮装シンボルが実体シンボ
ルに変化するので、どのような実体シンボルが出現するのかについて遊技者の期待感を高
めることができる。
【００３７】
　また、本発明の遊技機の制御方法は、前記仮装シンボルが表示されてから予め定められ
た時間が経過することを前記所定の条件とすることを特徴としている。
【００３８】
　上記のように、仮装シンボルには実体シンボルが一対一に対応付けられているが、条件
が整わないと仮装シンボルは実体シンボルに変化しない。この条件として、本発明では予
め定められた時間が経過することとする。仮装シンボルが表示されてから予め定められた
時間が経過したときに、その仮装シンボルが、対応付けられている実体シンボルに変化す
る。このときになって初めてどのような実体シンボルが対応付けられていたのかが明らか
になる。これにより、仮装シンボルが表示されたときに、どのような実体シンボルが出現
するのかについて遊技者の期待感を高めることができる。
【００３９】
　また、本発明の遊技機の制御プログラムは、内部抽選を行なう処理と、

、前記内部抽選の結果に基づい
て、 実体シン
ボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを

する処理と、前記仮装シンボルが
所定の条件が満たされた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その仮装シ

ンボルに対応付けられている実体シンボルに変化させる処理と、をコンピュータに実行さ
せ、

ことを特徴としている。
【００４０】
　このように、本発明では複数種類のシンボルの中に実体シンボルと一対一に対応付けら
れている仮装シンボルが含まれている。仮装シンボルだけではどのような実体シンボルが
対応付けられているかを判断することができない。そして、仮装シンボルが表示されて所
定の条件が満たされた場合に、その仮装シンボルが、実体シンボルに変化する。ここで初
めて実体シンボルが明らかとなる。これにより、遊技者は、仮装シンボルが表示されたと
きにどのような実体シンボルが出現するのかについて大きな期待感を持つようになる。さ
らに、実体シンボルが出現することを遊技者に利益をもたらす契機としてもよい。例えば
、実体シンボルの出現をボーナスゲーム開始の条件としたり、大きな配当を与える条件と
するのである。これにより、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかど
うか、そしてどのような実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き
立てることが可能となる。
【００４１】
　 、仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示し、内部抽選の結果に基づい
て、可変表示している前記シンボルを停止表示するので、物理的なリール、およびビデオ
リールを有する遊技機に対して本発明を適用することができる。これにより、どのような
シンボルが停止表示されるかについて、遊技者の期待感を高めることができると共に、仮
装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかどうか、そしてどのような実体シ
ンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き立てることが可能となる。
【００４２】
　 、表示領域には各仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンが同一である
複数のクラスタが 。クラスタとは、複数のシンボルからなるシンボル群である
。そして、上記のように、複数種類のシンボルを行方向または列方向に可変表示する一方
、内部抽選の結果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示する。ある仮装シン
ボルが停止表示されたとき、その仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンが各
クラスタにおいて同一であるので、遊技者は、その仮装シンボル近傍のシンボルによって
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その仮装シンボルに対応づけられている実体シンボルを予測することが困難となる。例え
ば、列方向（遊技機の上下方向）にシンボルを可変表示するリールにおいて、３つのシン
ボルを上段、中段、および下段に表示する場合を示す。この場合、各クラスタは、仮装シ
ンボルを中心として上方向に２つ、下方向に２つのシンボルの配置パターンが同一となる
。具体的には、例えば、シンボルをアルファベットの大文字で表すとし、仮装シンボルを
Ａとすると、各クラスタにおけるシンボルの配置パターンは、リールの上側から下側に向
かって、例えば、「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」とする。これにより、どのクラスタにおいても
、仮装シンボルが上段に表示されたときは、「Ａ、Ｄ、Ｅ」と、仮装シンボルが中段に表
示されたときは「Ｃ、Ａ、Ｄ」と、仮装シンボルが下段に表示されたときは、「Ｂ、Ｃ、
Ａ」と表示される。このように、仮装シンボルを含む各クラスタにおけるシンボルの配置
パターンが、それぞれのクラスタで同一となっているのである。これにより、表示された
仮装シンボルがどのような実体シンボルに変化するのかについて遊技者の予測を困難とし
、期待感を高めることができる。
【００４３】
　また、本発明の遊技機の制御プログラムは、内部抽選を行なう処理と、

、前記内部抽選の結果に基づい
て、 実体シン
ボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを

する処理と、前記仮装シンボルが
所定の条件が満たされた場合、前記 された仮装シンボルのみを、その仮装シ

ンボルに対応付けられている実体シンボルに変化させる処理と、をコンピュータに実行さ
せ、

ことを特徴としている
。
【００４４】
　このように、本発明では複数種類のシンボルの中に実体シンボルと一対一に対応付けら
れている仮装シンボルが含まれている。仮装シンボルだけではどのような実体シンボルが
対応付けられているかを判断することができない。そして、仮装シンボルが表示されて所
定の条件が満たされた場合に、その仮装シンボルが、実体シンボルに変化する。ここで初
めて実体シンボルが明らかとなる。これにより、遊技者は、仮装シンボルが表示されたと
きにどのような実体シンボルが出現するのかについて大きな期待感を持つようになる。さ
らに、実体シンボルが出現することを遊技者に利益をもたらす契機としてもよい。例えば
、実体シンボルの出現をボーナスゲーム開始の条件としたり、大きな配当を与える条件と
するのである。これにより、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかど
うか、そしてどのような実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き
立てることが可能となる。
【００４５】
　 、仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示し、内部抽選の結果に基づい
て、可変表示している前記シンボルを停止表示するので、物理的なリール、およびビデオ
リールを有する遊技機に対して本発明を適用することができる。これにより、どのような
シンボルが停止表示されるかについて、遊技者の期待感を高めることができると共に、仮
装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかどうか、そしてどのような実体シ
ンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き立てることが可能となる。
【００４６】
　 、表示領域には各仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンがそれぞれ異
なる複数のクラスタが 。クラスタとは、複数のシンボルからなるシンボル群で
ある。そして、上記のように、複数種類のシンボルを行方向または列方向に可変表示する
一方、内部抽選の結果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示する。ある仮装
シンボルが停止表示されたとき、その仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターン
が各クラスタにおいて異なっているので、遊技者は、その仮装シンボル近傍のシンボルに
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外観は同じであるが、前記表示領域の配列により特定され、それぞれ異なる
可変表示お

よび停止表示 前記複数の表示領域のいずれかに停止表示
され 停止表示
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また

また
表示される



よってその仮装シンボルに対応づけられている実体シンボルを予測することができるよう
になる。例えば、列方向（遊技機の上下方向）にシンボルを可変表示するリールにおいて
、３つのシンボルを上段、中段、および下段に表示する場合を示す。この場合、各クラス
タは、仮装シンボルを中心として上方向に２つ、下方向に２つのシンボルの配置パターン
が異なる。具体的には、例えば、シンボルをアルファベットの大文字で表すとし、仮装シ
ンボルをＡとすると、あるクラスタにおけるシンボルの配置パターンは、リールの上側か
ら下側に向かって、例えば、「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」とする。しかし、他のクラスタにお
いては、「Ｄ、Ｅ，Ａ、Ｂ、Ｃ」であったり、「Ｆ、Ｇ、Ａ、Ｈ、Ｉ」であったりする。
このため、あるクラスタのシンボルの配置パターンが「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」であって、
仮装シンボルＡに対応付けられている実体シンボルがボーナスゲーム開始のシンボルであ
ったとすると、仮装シンボルＡが、例えば上段に表示されたとき、中段と下段のシンボル
がそれぞれ「Ｄ」と「Ｅ」であった場合には、仮装シンボルＡはボーナスゲーム開始の実
体シンボルだと遊技者は予測することができる。これにより、いわゆる「リーチ目」とし
ての表示をすることができ、遊技者の興味を掻き立てることができる。
【００４７】
【発明の実施の形態】
　以下、本実施の形態に係る遊技機について説明する。本実施の形態に係る遊技機は、内
部抽選の結果に基づいて、実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含
む複数種類のシンボルを表示する。実体シンボルとは、特定の図柄を有しており、入賞ラ
イン上に現れたときに遊技者に対して特定の配当を与え得る性質を有する。一方、仮装シ
ンボルとは、実体シンボルを覆い隠す性質を有している。仮装シンボルには予め実体シン
ボルが一対一に対応付けられており、所定の条件が満たされたときに仮装シンボルが実体
シンボルに変化する。このときになって初めて実体シンボルが出現するのである。所定の
条件とは、本実施の形態では、トリガーシンボルが仮装シンボルと同時に表示されること
とする。すなわち、トリガーシンボルは、仮装シンボルを実体シンボルに変化させる機能
を有する。
【００４８】
　本実施の形態では、図５に示すように、第５リール７５において海底岸壁が描かれたシ
ンボル６２を仮装シンボルとする。また、図５に示すように、第１リール７１において潜
水艇６１が描かれたシンボル６０をトリガーシンボルとする。また、図７に示すように、
第５リール７５において宝箱が描かれたシンボル７０、および、図８に示すように、第５
リール７５において遺跡が描かれたシンボル８０を実体シンボルとする。実体シンボル７
０には、入賞ライン上に現れたときに、「宝箱のゲーム」を開始させる機能が与えられて
いる。また、実体シンボル８０には、入賞ライン上に現れたときに、「遺跡のゲーム」を
開始させる機能が与えられている。これらの実体シンボルは、遊技者に分からないように
、通常、図５に示すように仮装シンボル６２として表示される。
【００４９】
　仮装シンボル６２が表示され、トリガーシンボル６０が表示された場合、表示された仮
装シンボル６２を、その仮装シンボルに対応付けられている実体シンボルに変化させる。
ここで、仮装シンボル６２を含む複数種類のシンボルを可変表示する一方、内部抽選の結
果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示するように構成することもできる。
このように、仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示し、内部抽選の結果に基
づいて、可変表示している前記シンボルを停止表示することによって、物理的なリール、
およびビデオリールを有する遊技機に対して本発明を適用することができる。これにより
、どのようなシンボルが停止表示されるかについて、遊技者の期待感を高めることができ
ると共に、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかどうか、そしてどの
ような実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き立てることが可能
となる。
【００５０】
　また、本発明は、シンボルを表示することができるすべての装置（ゲームを行なう装置
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）に適用可能である。ここでは、複数種類のシンボルを列方向（行方向であってもよい）
に可変表示する一方、内部抽選の結果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示
することができる遊技機を例にとって説明する。シンボルを可変表示する部分には、機械
的な回胴（リール）を用いてもよいし、液晶画面等に画像としてシンボルを可変表示する
ビデオリールを用いてもよい。また、スロットマシンのように、遊技者が自らの意思でス
トップボタンを操作して各回胴（リール）の停止タイミングおよび停止順序を決めること
ができる遊技機だけでなく、パチンコ遊技機のように、遊技者の意志とは関係なく各リー
ルが自動的に順次停止する遊技機にも適用可能である。また、本実施の形態では、遊技用
有価物として、メダルを例にとって説明するが、本発明は、これに限定する趣旨ではなく
、パチンコ玉その他の遊技価値を与え得るすべての媒体が該当する。
【００５１】
　図１において、遊技機１は、筐体２と、この筐体２の前面に開閉自在に取り付けられる
前面パネル３とから構成される。前面パネル３の背後には、液晶パネルまたはＣＲＴ（Ｃ
ａｔｈｏｄｅ－Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）により構成され、例えば５列にシンボルを表示するシ
ンボル表示部７が設けられている。本実施の形態では、ビデオリール方式を採っており、
プログラムを実行させることによって、シンボル表示部７には５つリールが表示される。
【００５２】
　すなわち、図５に示すように、シンボル表示部７は、列方向（遊技機の上下方向）にシ
ンボルを可変表示および停止表示させるリールを５つ有している。具体的には、第１リー
ル７１、第２リール７２、第３リール７３、第４リール７４、そして第５リール７５であ
る。各リールによって種々のシンボルを可変表示または停止表示することが可能である。
【００５３】
　シンボル表示部７は、外観が同一である複数の仮装シンボルを含んでいる。具体的には
、それぞれ同一の海底岸壁が描かれた仮装シンボルである。各仮装シンボルには、異なる
実体シンボルが一対一に対応付けられている。そして、シンボル表示部７では、各仮装シ
ンボルを中心としたシンボルの配置パターンが同一である複数のクラスタが構成されてい
る。クラスタとは、複数のシンボルからなるシンボル群である。そして、上記のように、
複数種類のシンボルを列方向に可変表示する一方、内部抽選の結果に基づいて、可変表示
しているシンボルを停止表示する。ある仮装シンボルが停止表示されたとき、その仮装シ
ンボルを中心としたシンボルの配置パターンが各クラスタにおいて同一であるので、遊技
者は、その仮装シンボル近傍のシンボルによってその仮装シンボルに対応づけられている
実体シンボルを予測することが困難となる。例えば、列方向（遊技機の上下方向）にシン
ボルを可変表示するリールにおいて、３つのシンボルを上段、中段、および下段に表示す
る場合を示す。この場合、各クラスタは、仮装シンボルを中心として上方向に２つ、下方
向に２つのシンボルの配置パターンが同一となる。具体的には、例えば、シンボルをアル
ファベットの大文字で表すとし、仮装シンボルを海底岸壁が描かれたシンボルＡとすると
、各クラスタにおけるシンボルの配置パターンは、リールの上側から下側に向かって、例
えば、「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」とする。これにより、どのクラスタにおいても、仮装シン
ボルが上段に表示されたときは、「Ａ、Ｄ、Ｅ」と、仮装シンボルが中段に表示されたと
きは「Ｃ、Ａ、Ｄ」と、仮装シンボルが下段に表示されたときは、「Ｂ、Ｃ、Ａ」と表示
される。このように、仮装シンボルを含む各クラスタにおけるシンボルの配置パターンが
、それぞれのクラスタで同一となっているのである。これにより、表示された仮装シンボ
ルがどのような実体シンボルに変化するのかについて遊技者の予測を困難とし、期待感を
高めることができる。
【００５４】
　また、筐体２の前面にはメダル投入口１０と、投入したメダルが詰まった等の場合に、
メダルを返却するメダル返却ボタン１０ａとが設けられている。スタートレバー１１は、
シンボル表示部７の回転表示（可変表示）を開始させる操作を行なうレバーである。
【００５５】
　この遊技機１によるゲームは、遊技者がＢＥＴ操作によって有効な入賞ライン（ペイラ
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イン）を特定することによって開始される。入賞ラインは、例えば、横中央ライン、横上
下ライン、および斜めラインなど複数の設定が可能となっている。また、ＢＥＴ操作は、
後述するメダル投入口１０にメダルを投入するか、または貯留メダル投入ボタン２１によ
って貯留しているメダルをＢＥＴすることによって行われる。また、これらのＢＥＴ操作
を併用することによってもＢＥＴは可能となっている。
【００５６】
　遊技者によるＢＥＴ操作によって入賞ラインが特定され、スタートレバー１１が操作さ
れると、シンボル表示部７がシンボルを可変表示させる。そして、予め定められた時間が
経過すると、シンボル表示部７は、順次可変表示を停止する。停止順序は、例えば、シン
ボル表示部７に向かって左から順に所定の時間間隔をもって停止する。この停止時にいず
れかの入賞ライン上に所定のシンボルの組み合わせが表示されると、そのシンボルの組み
合わせに応じた入賞が得られる。
【００５７】
　また、前面パネル３の下方には、メダル払い出し口１５とメダル受皿１６とが設けられ
、前面パネル３の上方には、ゲームの演出のために駆動する遊技演出表示器１７が設けら
れている。遊技演出表示器１７は、例えば、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ）または各種ランプ類から構成される。本実施の形態では、ＬＣＤを採用した
例を示す。また、前面パネル３の上方には、ボーナスゲーム表示器１８が設けられている
。ボーナスゲーム表示器１８は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）
で構成され、遊技者に高い遊技価値を付与するボーナス賞の当選または入賞、ゲームの演
出、エラー発生時を表示する。スピーカ１９は、音声案内、音楽、効果音等を発生させる
。なお、ボーナス賞に入賞すると、例えば、勝率が１／３になるような、遊技者に有利な
ゲーム展開となる。
【００５８】
　前面パネル３に設けられた複数のランプ２０は、点灯、消灯、または点滅することによ
って、メダル投入枚数（またはＢＥＴされたクレジット数）に応じて有効化された入賞ラ
インの表示、入賞の表示などのゲームに関する表示を行なう。また、貯留メダル投入ボタ
ン２１は、図示しないメダル貯留装置に貯留（クレジット）されているメダルを所定の枚
数だけ使用するボタンであり、貯留メダル投入ボタン２２は、図示しないメダル貯留装置
に貯留されているメダルを最大規定枚数使用するためのボタンである。メダル貯留枚数表
示部２３は、図示しないメダル貯留装置に貯留されているメダルの枚数を表示する。入賞
回数表示部２４は、ボーナス賞の入賞の際に入賞回数や残り回数などを表示する。メダル
払い出し枚数表示部２５は、メダル払い出し枚数などを表示する。メダル貯留枚数表示部
２３、入賞回数表示部２４およびメダル払い出し枚数表示部２５は、例えば、ＬＥＤで構
成されている。精算ボタン２６は、貯留されているメダルの精算を行い、施錠装置２７は
、回す方向によって、ドアの解錠を行なう。ラベル２８には、遊技機１の形式やメーカー
名などが記載される。
【００５９】
　図２は、本実施の形態に係る遊技機の電気的構成を示す図である。図２に示すように、
遊技機１は、電気的にメイン基板Ａとサブ基板Ｂとから構成される。メイン基板Ａにおい
て、ＣＰＵ３０は、ＲＯＭ３１およびＲＡＭ３２を備え、予め設定されたプログラムに従
って制御動作を行なう。ＲＯＭ３１には、遊技機１の動作を制御する制御プログラムの他
、賞群の事前決定（内部抽選）を行なうために使用する賞群抽選テーブルなどが格納され
ている。これらのＣＰＵ３０、ＲＯＭ３１およびＲＡＭ３２はシンボル変換部を構成する
。
【００６０】
　また、ＣＰＵ３０には、基準クロックパルスを発生するクロック発生回路３３と、一定
の乱数を発生させる乱数発生回路３４とが接続されている。ＣＰＵ３０と乱数発生回路３
４とは抽選装置を構成する。ＣＰＵ３０から送出される制御信号は、出力ポート３５を介
して、メダルの払い出しを行なうメダル払い出し装置３６と、シンボル表示部７を制御す
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る表示部制御回路３７とに出力される。シンボル表示部７および表示部制御回路３７は、
表示部を構成する。
【００６１】
　また、メダルの適否を判別するメダル判別装置３８、払い出すメダル数をカウントする
払い出しメダルカウンタ４０、およびリールの回転を開始させるスタートレバー４１から
出力された信号は、入力ポート４３を介してＣＰＵ３０に入力される。ＣＰＵ３０から出
力される信号は、サブ基板Ｂへの信号送出タイミングを制御する送出タイミング制御回路
４５からの制御を受けて、データ送出回路４６を介してサブ基板Ｂへ出力される。
【００６２】
　サブ基板Ｂでは、データ送出回路４６から出力された信号はデータ入力回路４７に入力
される。データ入力回路４７に入力された信号は、ＣＰＵ４８で処理される。ＣＰＵ４８
には、基準クロックパルスを発生するクロック発生回路４９と、各種プログラムおよび画
像データが記録されたＲＯＭ５０と、ＲＡＭ５１とが接続されている。画像に関するデー
タは、ＣＰＵ４８から画像処理等を行なう表示回路５２を介して液晶表示器５３に出力さ
れる。液晶表示器５３では、文字、静止画、動画等が表示される。また、音声に関するデ
ータは、ＣＰＵ４８から音声処理等を行なうサウンドＬＳＩ５４を介してアンプ回路５６
に出力される。サウンドＬＳＩ５４は、音声ＲＯＭ５５から必要な音声データを抽出して
音声データの処理を行なう。アンプ回路５６で増幅等の処理を受けた音声データは、音声
の調整を行なう音声調整回路５７を介してスピーカ５８に出力される。
【００６３】
　次に、以上のように構成された本実施の形態に係る遊技機の動作について説明する。図
３および図４は、本実施の形態に係る遊技機の特徴的な動作を示すフローチャートである
。また、図５から図８は、シンボル表示部７における表示例を示す図である。図５から図
８においては、仮装シンボル６２、トリガーシンボル６０、および実体シンボル（７０、
８０）以外のシンボルについては、ブランクで表しており、具体的に表示することを割愛
している。
【００６４】
　まず、通常のゲーム開始操作が行なわれる（ステップＳ１）。ここでは、上記のように
、遊技者によるＢＥＴ操作によって入賞ラインが特定され、スタートレバー１１が操作さ
れる。次に、第１から第５リール帯の停止番号用の乱数値を取得し（ステップＳ２）、通
常ゲームの入賞判定を行なう（ステップＳ３）。そして、第１から第５リールの回転が開
始される（ステップＳ４）。
【００６５】
　次に、第１から第５リールの回転を順次停止させる（ステップＳ５）。ここでは、第１
リールから第５リールへ向けて所定の時間間隔をもって順次停止することとする。時間間
隔は、例えば、０．５秒とすることができる。次に、図４に示すように、第１リールに潜
水艇６１が描かれたトリガーシンボル６０が表示されたかどうかを判断する（ステップＳ
６）。すなわち、本実施の形態では、潜水艇が描かれたシンボルを、仮装シンボルを実体
シンボルに変化させる契機となるトリガーシンボルとする。ここでは、図５に示すように
、第１リール７１にトリガーシンボル６０が表示された。次に、第５リール７５に海底岸
壁が描かれたシンボルが表示されたかどうかを判断する（ステップＳ７）。すなわち、本
実施の形態では、海底岸壁が描かれたシンボルを、仮装シンボルとする。ここでは、図５
に示すように、第５リール７５に海底岸壁が描かれた仮装シンボル６２が表示された。そ
して、トリガーシンボル６０と仮装シンボル６２とがシンボル表示部７に表示されたため
、仮装シンボル６２が実体シンボルに変化する条件が満たされたことになる。
【００６６】
　次に、図６に示すように、第１リール７１に表示されたトリガーシンボル６０に描かれ
た潜水艇が、第５リール７５に表示された仮装シンボル６２の方向へ動き出す（ステップ
Ｓ８）。このとき、演出効果を高めるため、潜水艇６１が海底を進行するときのパルス音
等を発してもよい。潜水艇６１が、海底岸壁が描かれた仮装シンボル６２に到達すると、
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仮装シンボル６２が強く発光し、海底岸壁の奥の景色が出現する。そして、第５リール７
５における仮装シンボル６２の海底岸壁の向こう側に何があるかを判断する（ステップＳ
９）。
【００６７】
　この判断の結果、図７に示すように、第５リール７５に宝箱が描かれた実体シンボル７
０が表示されたときは、宝箱のゲームが開始される（ステップＳ１０）。一方、ステップ
Ｓ９の判断の結果、図８に示すように、第５リール７５に遺跡が描かれた実体シンボルが
表示されたときは、遺跡のゲームが開始される（ステップＳ１１）。宝箱のゲームおよび
遺跡のゲームは、いずれも遊技者に利益をもたらすボーナスゲームとする。これにより、
仮装シンボルが表示されたときにボーナスゲームの予感を遊技者に感じさせることができ
る。
【００６８】
　上記のように、仮装シンボルには実体シンボルが一対一に対応付けられているが、条件
が整わないと仮装シンボルは実体シンボルに変化しない。この条件として、本実施の形態
では仮装シンボル６２とトリガーシンボル６０とが表示されることとする。仮装シンボル
６２とトリガーシンボル６０とが表示されたときに、仮装シンボル６２が、対応付けられ
ている実体シンボル（７０または８０）に変化する。このときになって初めてどのような
実体シンボルが対応付けられていたのかが明らかになる。これにより、仮装シンボル６２
が表示されたときに、トリガーシンボル６０も表示されるかどうかについて遊技者の期待
感を高めることができる。そして、仮装シンボル６２と共にトリガーシンボル６０が表示
されたときに仮装シンボル６２が実体シンボル（７０または８０）に変化するので、どの
ような実体シンボルが出現するのかについて遊技者の期待感を高めることができる。
【００６９】
　一方、ステップＳ６において、第１リール７１に潜水艇が描かれたトリガーシンボル６
０が表示されない場合、および、ステップＳ７において、第５リール７５に海底岸壁が描
かれた仮装シンボル６２が表示されない場合は、いずれもステップＳ１２へ移行する。
【００７０】
　最後に、ゲーム結果処理が行なわれて（ステップＳ１２）、ゲーム開始待機状態へリタ
ーンする。
【００７１】
　なお、上記の説明では、仮装シンボル６２は海底岸壁が描かれたシンボルとして１種類
のシンボルを用いたが、外観が異なる複数種類の仮装シンボルを用いてもよい。海底岸壁
が描かれたシンボルの他に、例えば、ドアが描かれたシンボルを仮装シンボルとするので
ある。これにより、遊技者は、これらのうち、いずれかの仮装シンボルが表示されても、
どのような実体シンボルが対応しているのかを予想することが難しくなる。これにより、
仮装シンボルが表示されたときに遊技者の期待感を高めることができる。
【００７２】
　また、複数の仮装シンボルが表示されることを所定の条件としてもよい。具体的には、
複数の海底岸壁が描かれた仮装シンボルが同時に複数表示されることにより、それぞれの
仮装シンボルが実体シンボルに変化するように構成することができる。また、海底岸壁が
描かれた仮装シンボルと、ドアが描かれた仮装シンボルとが同時に表示されることにより
、それぞれの仮装シンボルが実体シンボルに変化するように構成することもできる。
【００７３】
　このように、複数の仮装シンボルが表示されたときに、各仮装シンボルが、対応付けら
れている実体シンボルに変化する。このときになって初めてどのような実体シンボルが対
応付けられていたのかが明らかになる。これにより、仮装シンボルが表示されたときに遊
技者の期待感を高めることができる。
【００７４】
　また、トリガーシンボルを複数設け、複数のトリガーシンボルと仮装シンボルとが表示
されることを所定の条件としてもよい。例えば、仮装シンボルを、ドアが描かれたシンボ
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ルとし、トリガーシンボルを鍵が描かれたシンボル、および、潜水艇が描かれたシンボル
とする。そして、ドアが描かれた仮装シンボル、鍵が描かれたトリガーシンボル、および
、潜水艇が描かれたトリガーシンボルの三者が同時に表示されたときに、仮装シンボルの
ドアが開く演出で、実体シンボルに変化させるように構成するのである。
【００７５】
　このように、仮装シンボルと複数のトリガーシンボルとが表示されたときに、仮装シン
ボルが、対応付けられている実体シンボルに変化する。このときになって初めてどのよう
な実体シンボルが対応付けられていたのかが明らかになる。これにより、仮装シンボルが
表示されたときに、複数のトリガーシンボルも表示されるかどうかについて遊技者の期待
感を高めることができる。そして、仮装シンボルと共に複数のトリガーシンボルが表示さ
れたときに仮装シンボルが実体シンボルに変化するので、どのような実体シンボルが出現
するのかについて遊技者の期待感を高めることができる。
【００７６】
　さらに、仮装シンボルが表示されてから予め定められた時間が経過することを所定の条
件としてもよい。このように、仮装シンボルが表示されてから予め定められた時間が経過
したときに、その仮装シンボルが、対応付けられている実体シンボルに変化する。このと
きになって初めてどのような実体シンボルが対応付けられていたのかが明らかになる。こ
れにより、仮装シンボルが表示されたときに、どのような実体シンボルが出現するのかに
ついて遊技者の期待感を高めることができる。
【００７７】
　また、シンボル表示部７において、複数種類のシンボルが列方向（または行方向）に配
列され、外観が同一である複数の仮装シンボルを含むこととし、シンボル表示部７には各
仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンがそれぞれ異なる複数のクラスタが構
成されていてもよい。上記のように、クラスタとは、複数のシンボルからなるシンボル群
である。そして、上記のように、複数種類のシンボルを列方向に可変表示する一方、内部
抽選の結果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示する。ある仮装シンボルが
停止表示されたとき、その仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンが各クラス
タにおいて異なっているので、遊技者は、その仮装シンボル近傍のシンボルによってその
仮装シンボルに対応づけられている実体シンボルを予測することができるようになる。例
えば、列方向（遊技機の上下方向）にシンボルを可変表示するリールにおいて、３つのシ
ンボルを上段、中段、および下段に表示する場合を示す。この場合、各クラスタは、仮装
シンボルを中心として上方向に２つ、下方向に２つのシンボルの配置パターンが異なる。
具体的には、例えば、シンボルをアルファベットの大文字で表すとし、仮装シンボルを海
底岸壁が描かれたシンボルＡとすると、あるクラスタにおけるシンボルの配置パターンは
、リールの上側から下側に向かって、例えば、「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」とする。しかし、
他のクラスタにおいては、「Ｄ、Ｅ，Ａ、Ｂ、Ｃ」であったり、「Ｆ、Ｇ、Ａ、Ｈ、Ｉ」
であったりする。このため、あるクラスタのシンボルの配置パターンが「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ
、Ｅ」であって、仮装シンボルＡに対応付けられている実体シンボルがボーナスゲーム開
始のシンボルであったとすると、仮装シンボルＡが、例えば上段に表示されたとき、中段
と下段のシンボルがそれぞれ「Ｄ」と「Ｅ」であった場合には、仮装シンボルＡはボーナ
スゲーム開始の実体シンボルだと遊技者は予測することができる。これにより、いわゆる
「リーチ目」としての表示をすることができ、遊技者の興味を掻き立てることができる。
【００７８】
　なお、本発明は、上記のようなリールを用いた遊技機のみならず、トランプのカードの
画像を表示させながらポーカーやブラックジャックなどのゲームを行なう遊技機にも適用
できる。また、ビンゴゲームを行なう遊技機にも本発明を適用することが可能である。
【００７９】
　以上のような本発明の特徴的な動作は、コンピュータに制御プログラムを実行させるこ
とにより行なわれる。すなわち、この制御プログラムは、内部抽選を行なう処理と、前記
内部抽選の結果に基づいて、実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを
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含む複数種類のシンボルを表示する処理と、前記仮装シンボルが前記表示部に表示され所
定の条件が満たされた場合、前記表示された仮装シンボルを、その仮装シンボルに対応付
けられている実体シンボルに変化させる処理とをコンピュータに実行させることを特徴と
している。
【００８０】
　このように、本発明では複数種類のシンボルの中に実体シンボルと一対一に対応付けら
れている仮装シンボルが含まれている。仮装シンボルだけではどのような実体シンボルが
対応付けられているかを判断することができない。そして、仮装シンボルが表示されて所
定の条件が満たされた場合に、その仮装シンボルが、実体シンボルに変化する。ここで初
めて実体シンボルが明らかとなる。これにより、遊技者は、仮装シンボルが表示されたと
きにどのような実体シンボルが出現するのかについて大きな期待感を持つようになる。さ
らに、実体シンボルが出現することを遊技者に利益をもたらす契機としてもよい。例えば
、実体シンボルの出現をボーナスゲーム開始の条件としたり、大きな配当を与える条件と
するのである。これにより、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかど
うか、そしてどのような実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き
立てることが可能となる。
【００８１】
　また、本発明の遊技機の制御プログラムは、実体シンボルと一対一に対応付けられてい
る仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示する処理と、前記内部抽選の結果に
基づいて、前記可変表示している前記シンボルを停止表示する処理とをコンピュータに実
行させることを特徴としている。
【００８２】
　このように、仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示し、内部抽選の結果に
基づいて、可変表示している前記シンボルを停止表示するので、物理的なリール、および
ビデオリールを有する遊技機に対して本発明を適用することができる。これにより、どの
ようなシンボルが停止表示されるかについて、遊技者の期待感を高めることができると共
に、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかどうか、そしてどのような
実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き立てることが可能となる
。
【００８３】
　なお、以上説明したプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ等の記録媒体に記録された状
態で入手することができる。また、このようなプログラムは、ネットワークを構成する公
衆電話回線、専用電話回線、ケーブルテレビ回線、無線通信回線等により構成される通信
網等の伝送媒体を介して、送信装置であるコンピュータにより送信された信号を受信する
ことで入手することもできる。この信号は、プログラムを含む所定の搬送波に具現化され
たコンピュータデータ信号である。この送信の際、伝送媒体中には上記プログラムの少な
くとも一部を伝送していればよい。すなわち、上記プログラムを構成するすべてのデータ
が、一時に伝送媒体上に存在している必要はない。また、上記コンピュータからプログラ
ムを送信する送信方法には、プログラムを構成するデータを連続的に送信する場合も、断
続的に送信する場合も含まれる。
【００８４】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明の遊技機は、内部抽選を行なう抽選装置と、

、前記内部
抽選の結果に基づいて、

実体シンボルと一対一に対応付けられている仮装シンボルを含む複数種類のシ
ンボルを する表示部と、前記仮装シンボルが

所定の条件が満たされた場合、前記停止表示された仮装シンボ
ルのみを、その仮装シンボルに対応付けられている実体シンボルに変化させるシンボル変
換部と、を備え、
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複数種類のシ
ンボルが行方向または列方向に配列する複数の表示領域を表示する機能を有し

外観は同じであるが、前記表示領域の配列により特定され、それ
ぞれ異なる

可変表示および停止表示 前記複数の表示領域
のいずれかに停止表示され

前記仮装シンボルが前記表示領域に表示されているとき、前記仮装シン



ことを特徴と
している。
【００８５】
　このように、本発明では複数種類のシンボルの中に実体シンボルと一対一に対応付けら
れている仮装シンボルが含まれている。仮装シンボルだけではどのような実体シンボルが
対応付けられているかを判断することができない。そして、仮装シンボルが表示されて所
定の条件が満たされた場合に、その仮装シンボルが、実体シンボルに変化する。ここで初
めて実体シンボルが明らかとなる。これにより、遊技者は、仮装シンボルが表示されたと
きにどのような実体シンボルが出現するのかについて大きな期待感を持つようになる。さ
らに、実体シンボルが出現することを遊技者に利益をもたらす契機としてもよい。例えば
、実体シンボルの出現をボーナスゲーム開始の条件としたり、大きな配当を与える条件と
するのである。これにより、仮装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかど
うか、そしてどのような実体シンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き
立てることが可能となる。
【００８６】
　 、仮装シンボルを含む複数種類のシンボルを可変表示し、内部抽選の結果に基づい
て、可変表示している前記シンボルを停止表示するので、物理的なリール、およびビデオ
リールを有する遊技機に対して本発明を適用することができる。これにより、どのような
シンボルが停止表示されるかについて、遊技者の期待感を高めることができると共に、仮
装シンボルが出現したときに実体シンボルに変化するかどうか、そしてどのような実体シ
ンボルが出現するのかどうかについて遊技者の興味を掻き立てることが可能となる。
【００８７】
　 、表示領域には各仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターンが同一である
複数のクラスタが構成されている。クラスタとは、複数のシンボルからなるシンボル群で
ある。そして、上記のように、複数種類のシンボルを行方向または列方向に可変表示する
一方、内部抽選の結果に基づいて、可変表示しているシンボルを停止表示する。ある仮装
シンボルが停止表示されたとき、その仮装シンボルを中心としたシンボルの配置パターン
が各クラスタにおいて同一であるので、遊技者は、その仮装シンボル近傍のシンボルによ
ってその仮装シンボルに対応づけられている実体シンボルを予測することが困難となる。
例えば、列方向（遊技機の上下方向）にシンボルを可変表示するリールにおいて、３つの
シンボルを上段、中段、および下段に表示する場合を示す。この場合、各クラスタは、仮
装シンボルを中心として上方向に２つ、下方向に２つのシンボルの配置パターンが同一と
なる。具体的には、例えば、シンボルをアルファベットの大文字で表すとし、仮装シンボ
ルをＡとすると、各クラスタにおけるシンボルの配置パターンは、リールの上側から下側
に向かって、例えば、「Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｄ、Ｅ」とする。これにより、どのクラスタにおい
ても、仮装シンボルが上段に表示されたときは、「Ａ、Ｄ、Ｅ」と、仮装シンボルが中段
に表示されたときは「Ｃ、Ａ、Ｄ」と、仮装シンボルが下段に表示されたときは、「Ｂ、
Ｃ、Ａ」と表示される。このように、仮装シンボルを含む各クラスタにおけるシンボルの
配置パターンが、それぞれのクラスタで同一となっているのである。これにより、表示さ
れた仮装シンボルがどのような実体シンボルに変化するのかについて遊技者の予測を困難
とし、期待感を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態に係る遊技機の外観を示す斜視図である。
【図２】本実施の形態に係る遊技機の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】本実施の形態に係る遊技機の動作を示すフローチャートである。
【図４】本実施の形態に係る遊技機の動作を示すフローチャートである。
【図５】シンボル表示部の表示例を示す図である。
【図６】シンボル表示部の表示例を示す図である。
【図７】シンボル表示部の表示例を示す図である。
【図８】シンボル表示部の表示例を示す図である。
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ボルを中心とするシンボルの配置パターンが同一であるクラスタを表示する

また

また



【符号の説明】
１…遊技機、２…筐体、３…前面パネル、７…シンボル表示部、３７…表示部制御回路、
６０…トリガーシンボル、６１…潜水艇、６２…仮装シンボル、７０…実体シンボル、７
１…第１リール、７２…第２リール、７３…第３リール、７４…第４リール、７５…第５
リール、８０…実体シンボル

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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