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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当選か否かの判定抽選を行うための抽選手段を有し、遊技を制御する制御装置を少なく
とも備え、
　前記抽選手段による判定抽選の結果が当選の場合には、賞品払い出し又は有利遊技への
移行その他の遊技者に対する何らかの利益を付与するように形成した遊技機において、
　前記抽選手段は、
　当選確率が１／Ｎ（Ｎは自然数）に設定された通常抽選と、当選確率が（Ｎ－１）／Ｎ
に設定された特別抽選を実行可能であり、
　前記通常抽選と特別抽選のいずれを行うかを決定する抽選態様選択手段を備え、
　前記抽選態様選択手段が前記通常抽選を選択し、当該抽選結果が当選である場合には前
記判定抽選の抽選結果を当選として抽選処理を終了し、当該抽選結果が不当選である場合
には前記判定抽選の抽選結果を不当選として抽選処理を終了し、
　前記抽選態様選択手段が前記特別抽選を選択し、当該抽選結果が不当選の場合には前記
判定抽選の抽選結果を不当選として抽選処理を終了し、
　前記抽選態様選択手段が前記特別抽選を選択し、当該抽選結果が当選の場合には、前記
抽選態様選択手段は、当選確率のＮをＮ－１に置き換えた次回の通常抽選と特別抽選のい
ずれを行うかを決定し、
　その次回の抽選の際にも、前記抽選態様選択手段が前記通常抽選を選択し、当該抽選結
果が当選である場合には前記判定抽選の抽選結果を当選として抽選処理を終了し、当該抽
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選結果が不当選である場合には前記判定抽選の抽選結果を不当選として抽選処理を終了し
、
　前記抽選態様選択手段が前記特別抽選を選択し、当該抽選結果が不当選の場合には前記
判定抽選の抽選結果を不当選として抽選処理を終了し、
　前記抽選態様選択手段が前記特別抽選を選択し、当該抽選結果が当選の場合には、前記
抽選態様選択手段は、当選確率のＮをＮ－１に置き換えた次回の通常抽選と特別抽選のい
ずれを行うかを決定し、
　当選確率が１／｛Ｎ－（ｎ－１）｝（ｎは自然数、かつＮ≧ｎ＋１）に設定されたｎ回
目の通常抽選の結果が当選の場合には、前記判定抽選の抽選結果を当選として抽選処理を
終了し、前記ｎ回目の通常抽選の結果が不当選の場合には、前記判定抽選の抽選結果を不
当選として抽選処理を終了するように形成されているとともに、
　前記制御装置は、前記抽選手段による判定抽選の結果に基づいて、前記判定抽選の経過
及び当選又は不当選を遊技者に報知可能に形成されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ｎ回目の特別抽選及び通常抽選の双方の当選確率が１／２となった場合には、当該
特別抽選の抽選結果が当選の場合には、前記判定抽選の抽選結果を不当選として抽選処理
を終了し、当該特別抽選の抽選結果が不当選の場合には、前記判定抽選の抽選結果を当選
として抽選処理を終了することを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記抽選態様選択手段が選択可能な抽選態様を表示可能な表示部と、
　遊技者が外部から操作可能であり、前記抽選態様表示部に表示されている抽選態様の表
示の中から、一の表示を選択可能な抽選選択装置とを設け、
　前記抽選態様選択手段は、前記抽選選択装置により、通常抽選に係る表示が選択された
場合には通常抽選を選択し、特別抽選に係る表示が選択された場合には特別抽選を選択す
ることを特徴とする請求項１又は２記載の遊技機。
【請求項４】
　複数の図柄を停止表示又は変動表示可能に形成した図柄表示手段と、
　前記図柄表示手段の図柄の変動表示を開始させるためのスタートスイッチと、
　前記図柄表示手段の図柄の変動表示を停止させるためのストップスイッチと、
　遊技機の作動を制御するための遊技制御装置とを少なくとも備え、
　前記遊技制御装置は、
　複数の図柄の組み合わせから成る当選役に関し、当選となる図柄を抽選により決定する
ための図柄抽選手段と、
　前記ストップスイッチの操作及び前記図柄抽選手段の抽選結果に基づいて、前記図柄表
示手段の図柄を停止表示させるための停止制御手段と、
　当選に係る図柄の組み合わせが、予め定められた入賞の態様で停止表示されたか否かを
判定し、遊技者に遊技媒体の払い出しその他の利益を付与するための入賞判定手段とを有
し、
　遊技として、通常遊技と、通常遊技に比べて遊技者に付与する利益が多くなるよう設定
された有利遊技とを備え、
　前記抽選手段として、前記有利遊技を開始するか否かを判定抽選により決定する有利遊
技開始抽選手段を設けたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の遊技機
。
【請求項５】
　遊技機を、
　当選か否かの判定抽選を行うための抽選手段、
　前記抽選手段による判定抽選の結果が当選の場合には、対価の払い出し、有利遊技への
移行その他遊技者に対して何らかの利益を付与するための利益付与手段、
　１／Ｎ（Ｎは自然数）の当選確率で通常抽選を行い、１／｛Ｎ－（ｎ－１）｝（ｎは自
然数、かつＮ≧ｎ＋１）の当選確率でｎ回目の通常抽選を行うことができる通常抽選手段
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、
　（Ｎ－ｎ）／｛Ｎ－（ｎ－１）｝の当選確率でｎ回目の特別抽選を行うことができる特
別抽選手段、
　前記不当選判定抽選手段の抽選結果が当選の場合に、当選確率ＮをＮ－１としてｎ回目
の判定抽選を行うことができる再抽選手段、
　前記判定抽選において、前記通常抽選又は前記特別抽選のうちいずれの抽選態様で判定
抽選を行うかを決定可能な抽選態様選択手段、
　前記抽選手段の判定抽選の結果に基づいて、前記判定抽選の経過及び当選又は不当選の
報知を行わせるための報知手段、
　として機能させるための遊技機用プログラム。
【請求項６】
　遊技機を、
　当選か否かの判定抽選を行うための抽選手段、
　前記抽選手段による判定抽選の結果が当選の場合には、対価の払い出し、有利遊技への
移行その他遊技者に対して何らかの利益を付与するための利益付与手段、
　１／Ｎ（Ｎは自然数）の当選確率で通常抽選を行い、１／｛Ｎ－（ｎ－１）｝（ｎは自
然数、かつＮ≧ｎ＋１）の当選確率でｎ回目の通常抽選を行うことができる通常抽選手段
、
　（Ｎ－ｎ）／｛Ｎ－（ｎ－１）｝の当選確率でｎ回目の特別抽選を行うことができる特
別抽選手段、
　前記不当選判定抽選手段の抽選結果が当選の場合に、当選確率ＮをＮ－１としてｎ回目
の判定抽選を行うことができる再抽選手段、
　前記判定抽選において、前記通常抽選又は前記特別抽選のうちいずれの抽選態様で判定
抽選を行うかを決定可能な抽選態様選択手段、
　前記抽選手段の判定抽選の結果に基づいて、前記判定抽選の経過及び当選又は不当選の
報知を行わせるための報知手段、
　として機能させるための遊技機用プログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、抽選により当選した場合に、遊技者に何らかの利益を付与するように形成
した遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機、例えばスロットマシンでは、特定の有利状態（例えば高確率当
選遊技やアシストタイムなど、メダルの増加が期待される遊技状態）に移行するか否かを
抽選により決定することが多い（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－３３７４３７号公報（段落００１２、図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記したような遊技機においては、かかる抽選は、設定された特定の抽選確率
により行われているので、当選確率が低い場合には、期待感を持って遊技を行えないとい
う問題点があった。
　そこで、請求項１又は２又は４記載の発明は、抽選を複数段階に分けて行うことができ
、かつその場合には当選確率が段階的に大きくなるようにして、当選の期待感を高めるこ
とができる遊技機を提供することを目的とする。また、請求項３記載の発明は、遊技者の
操作にもとづいて段階的抽選を選択及び実行可能とすることにより、あたかも遊技者が自
らの力で「あたり」を引き当てたように思わせることができる遊技機を提供することを目
的とする。
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【０００４】
　なお、請求項５又は６記載の発明は、上記した請求項１乃至４記載の発明の目的を達成
することができる遊技機用プログラム又はその遊技機用プログラムを記録した記録媒体を
提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願発明の特徴点を、図面に示した発明の実施の形態を用いて、以下に説明する。
　なお、括弧内の符号は、発明の実施の形態において用いた符号を示し、本願発明の技術
的範囲を限定するものではない。
　（請求項１）
　（特徴点）
　請求項１記載の発明は、次の点を特徴とする。
　すなわち、請求項１記載の発明は、当選か否かの判定抽選を行うための抽選手段（例え
ば放出抽選手段140）を有し、遊技を制御する制御装置(20)を少なくとも備え、前記抽選
手段による判定抽選の結果が当選の場合には、賞品払い出し又は有利遊技への移行その他
の遊技者に対する何らかの利益を付与するように形成した遊技機に係る。
【０００６】
　ここで、「賞品」とは、メダル、パチンコ玉、コインなどの遊技媒体、ぬいぐるみやお
もちゃなどの景品の他、ポイントカードなどに加算されるポイントも含む。また「有利遊
技」とは、遊技として、通常行われる通常遊技よりも多くの利益を遊技者に付与可能に形
成されている遊技又は遊技期間のことであり、例えばスロットマシンにおけるボーナスゲ
ームやアシストタイムやストック放出タイムなどを含み、遊技者の得る利益が増大するも
のだけでなく、遊技者の失う利益が減じられるもの（例えばスロットマシンにおけるリプ
レイタイム）も含む。
　前記制御装置(20)としては、遊技を制御するための遊技制御装置(21)と、演出を制御す
るための演出制御装置(22)を設けてもよい。
【０００７】
　そして、本発明では、前記抽選手段は、当選確率が１／Ｎ（Ｎは自然数）に設定された
通常抽選(B)と、当選確率が（Ｎ－１）／Ｎに設定された特別抽選(A)を実行可能であり、
前記通常抽選(B)と特別抽選(A)のいずれを行うかを決定する抽選態様選択手段（抽選テー
ブル選択手段142）を備えている。そして、前記抽選態様選択手段(142)が前記通常抽選(B
)を選択し、当該抽選結果が当選である場合には前記判定抽選の抽選結果を当選として抽
選処理を終了し、当該抽選結果が不当選である場合には前記判定抽選の抽選結果を不当選
として抽選処理を終了する。一方、前記抽選態様選択手段(142)が前記特別抽選を選択し
、当該抽選結果が不当選の場合には前記判定抽選の抽選結果を不当選として抽選処理を終
了し、前記抽選態様選択手段(142)が前記特別抽選を選択し、当該抽選結果が当選の場合
には、前記抽選態様選択手段(142)は、当選確率のＮをＮ－１に置き換えた次回の通常抽
選と特別抽選のいずれを行うかを決定する。
【０００８】
　さらに、その次回の抽選の際にも、前記抽選態様選択手段(142)が前記通常抽選を選択
し、当該抽選結果が当選である場合には前記判定抽選の抽選結果を当選として抽選処理を
終了し、当該抽選結果が不当選である場合には前記判定抽選の抽選結果を不当選として抽
選処理を終了し、前記抽選態様選択手段(142)が前記特別抽選を選択し、当該抽選結果が
不当選の場合には前記判定抽選の抽選結果を不当選として抽選処理を終了し、前記抽選態
様選択手段(142)が前記特別抽選を選択し、当該抽選結果が当選の場合には、前記抽選態
様選択手段(142)は、当選確率のＮをＮ－１に置き換えた次回の通常抽選と特別抽選のい
ずれを行うかを決定する。
【０００９】
　そして、当選確率が１／｛Ｎ－（ｎ－１）｝（ｎは自然数、かつＮ≧ｎ＋１）に設定さ
れたｎ回目の通常抽選の結果が当選の場合には、前記判定抽選の抽選結果を当選として抽
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選処理を終了し、前記ｎ回目の通常抽選の結果が不当選の場合には、前記判定抽選の抽選
結果を不当選として抽選処理を終了するように形成されている。
　さらに、前記制御装置(20)は、前記抽選手段の判定抽選の結果に基づいて、前記判定抽
選の経過及び当選又は不当選を遊技者に報知可能に形成されていることを特徴とする。
　ここで、「抽選手段」は、乱数と当選判定テーブルの比較により当選の有無を判定する
ように形成することができるが、これに限られず、例えば、無作為抽出のくじ引き（ガラ
ガラポンのごときもの）などの物理的手段を用いて当選の有無を決定するものであっても
よい。すなわち、「判定抽選」とは、「あたり」「はずれ」を決定するための比較、選択
を含み、必ずしも抽選判定テーブルを用いた抽選でなくてもよい。
【００１０】
　またここで、「通常抽選」とは、「あたり」を当てるための抽選であって、遊技者への
利益付与の有無にかかわる判定抽選の当選確率と等しい当選確率により当選の有無を決め
るためのものである。つまり、通常行われている抽選と同じものである。一方、「特別抽
選」とは、判定抽選の不当選確率と等しい当選確率で当選の有無を決めるためのものであ
る。つまり、「特別抽選」の「あたり」は、判定抽選の不当選にあたり、「特別抽選」の
「はずれ」は、判定抽選の当選にあたる。ただし、本発明においては、「特別抽選」の抽
選結果が「あたり」の場合には、再抽選を行い、「特別抽選」の抽選結果が「はずれ」の
場合には、判定抽選の抽選結果が不当選となるよう取り扱われる。
【００１１】
　前記抽選態様選択手段(142)は、所定の条件に応じて、判定抽選の抽選態様を決定する
ためのものである。判定抽選を、抽選テーブルを用いて行う場合には、抽選態様選択手段
(142)は「抽選テーブル選択手段」として機能する。また、抽選態様を決定するための所
定条件とは、例えば外部操作手段の操作や、遊技が特定の状態に該当する場合（例えば遊
技成績や特定時からの経過時間など）などとすることができる。すなわち、抽選態様選択
手段(142)が通常抽選、特別抽選いずれの抽選態様を選択するかについて、遊技者が介入
可能であってもよいし、遊技機が内部的に決定するものであってもよい。
　また、「判定抽選の経過」の報知とは、段階的に行われる抽選の内容の報知のことであ
り、特に前記特別抽選(A)が「あたり」の場合の報知や、抽選態様選択手段(142)が次回の
抽選態様としてどの抽選を選択したかなどを報知するものである。「当選又は不当選」の
報知とは、判定抽選の結果の報知であり、通常抽選(B)の結果が「あたり」の場合には当
選、特別抽選(A)の結果が「あたり」の場合及び通常抽選(B)の結果が「はずれ」の場合に
は不当選を報知する。なお、報知の態様は、視覚によるもの（絵柄や文字）、聴覚による
もの（音声）を問わない。さらに、ここで言う「報知」は、例えば演出制御装置(22)が遊
技に付随する演出の一態様として行う報知に限られず、遊技内容そのものを遊技者に知ら
しめること（例えばくじ引きの場合、くじを引くという行為を遊技者が把握できること）
も含むものである。
【００１２】
　（作用）
　本発明において、遊技状態が判定抽選を行うための所定条件に該当した場合には、まず
抽選態様選択手段(142)が通常抽選(B)、特別抽選(A)のいずれの抽選態様で判定抽選を行
うかを選択決定する。ここで、判定抽選の当選確率が１／１０であると仮定すると、通常
抽選(B)を行うと決定した場合には、当選確率が１／１０に設定された通常抽選(B)を行い
、特別抽選(A)を行うと決定した場合には、当選確率が９／１０に設定された特別抽選(A)
を行う。なお、いずれの抽選態様で抽選を行うかは、例えば遊技機に設けられた画像表示
部などに表示されて、遊技者に報知される。
【００１３】
　前記通常抽選(B)の結果が、「あたり」の場合には、制御装置は判定抽選の抽選結果を
当選として扱い、当選の報知を行う。判定抽選の当選により、遊技者に対して所定の利益
が付与される。また、通常抽選(B)の結果が「はずれ」の場合及び特別抽選(A)の結果が「
はずれ」の場合には、制御装置は判定抽選の抽選結果を不当選として扱い、不当選の報知
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を行う。判定抽選が不当選の場合には、利益付与は行われない。一方、特別抽選(A)の結
果が「あたり」の場合には、二回目の抽選を行うものとし、その旨を遊技者に報知する。
　二回目の抽選を行うにあたり、抽選態様選択手段(142)が通常抽選(B)、特別抽選(A)の
いずれの抽選態様で判定抽選を行うかを選択決定する。二回目の抽選では、通常抽選(B)
を行うと決定した場合には、当選確率が１／９に設定された通常抽選(B)を行い、特別抽
選(A)を行うと決定した場合には、当選確率が８／９に設定された特別抽選(A)を行う。
【００１４】
　同様に、特別抽選(A)の結果が「あたり」の場合には、三回目の抽選が行われる。なお
、この段階では、特別抽選(A)は「あたり」となる確率のほうが圧倒的に高いので、再抽
選が行われる場合のほうが多い。三回目の抽選では、通常抽選(B)を行うと決定した場合
には、当選確率が１／８に設定された通常抽選(B)を行い、特別抽選(A)を行うと決定した
場合には、当選確率が７／８に設定された特別抽選(A)を行う。以後、特別抽選(A)の結果
が「あたり」のたびに、当選確率の分母の数字を１ずつ少なくした通常抽選(B)と、当選
確率の分子及び分母の数字を１ずつ少なくした特別抽選(A)のうちいずれかにより再抽選
が行われることとなる。
【００１５】
　このように、特別抽選(A)を選択した場合には、最初のうちは「あたり」の確率（すな
わち判定抽選の不当選確率）が高く再抽選が行われる確率が高いが、徐々に「あたり」の
確率が低くなる。これに反比例して、通常抽選(B)の「あたり」の確率（すなわち判定抽
選の当選確率）は徐々に高くなるので、例えば通常抽選(B)の「あたり」の確率が１／３
程度になったところで、抽選態様選択手段(142)が通常抽選(B)を選択すれば、最初の１／
１０と比べると、かなりあたる気のする抽選が行われることとなる。
　また、これらの抽選の経過が遊技者に報知されるので、遊技者は、遊技機内部で抽選結
果が決まってしまうのに比べ、抽選に抱く期待感が大きくなる。
【００１６】
　（請求項２）
　請求項２記載の発明は、上記した請求項１記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴と
する。
　すなわち、請求項２記載の発明は、前記ｎ回目の特別抽選(A)及び通常抽選(B)の双方の
当選確率が１／２となった場合には、当該特別抽選(A)の抽選結果が当選の場合には前記
判定抽選の抽選結果を不当選として抽選処理を終了し、当該特別抽選(A)の抽選結果が不
当選の場合には前記判定抽選の抽選結果を当選として抽選処理を終了することを特徴とす
る。
【００１７】
　本発明は、判定抽選の当選確率が１／Ｎに設定されている場合に、再抽選により判定抽
選を最大Ｎ－１回まで行い、最終的に特別抽選(A)と通常抽選(B)の当選確率を１／２とな
って、これ以上当選確率を増加できず、不当選確率を減少させられない場合には、特別抽
選(A)と通常抽選(B)のどちらを選択した場合でも判定抽選の結果を出せるようにしたもの
である。
　なお、本発明は、判定抽選の当選確率が例えば１／５などのように、分母の数が比較的
少ない確率に設定されている場合に用いるのが好ましい。
　（請求項３）
　請求項３記載の発明は、上記した請求項１又は２記載の発明の特徴点に加え、次の点を
特徴とする。
【００１８】
　すなわち、請求項３記載の発明は、前記抽選態様選択手段(142)が選択可能な抽選態様
を表示可能な表示部（例えば演出表示部67）と、遊技者が外部から操作可能であり、前記
表示部(67)に表示されている抽選態様の表示の中から、一の表示を選択可能な抽選選択装
置（抽選選択スイッチ18）とを設け、前記抽選態様選択手段(142)は、前記抽選選択装置(
18)により、通常抽選(B)に係る表示が選択された場合には通常抽選(B)を選択し、特別抽
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選(A)に係る表示が選択された場合には特別抽選(A)を選択することを特徴とする。
　本発明は、特別抽選(A)又は通常抽選(B)のいずれの抽選態様で判定抽選を行うかを、遊
技者の意思により選択可能としたものである。
【００１９】
　ここで、前記「表示部」は、遊技機の、遊技者が視認可能な位置に設けられた液晶表示
装置(67A)やドットマトリックス表示装置(67B)、７セグメント表示器、ＣＲＴなどを含み
、抽選態様を判別可能な表示（例えば文字、絵柄）を表示することができるものである。
　また、前記抽選選択装置(18)は、遊技機に設けられたボタンスイッチやレバースイッチ
とすることができる。抽選選択装置(18)は、遊技に使用する既存の操作装置（例えばスタ
ートスイッチ(30)など）が、判定抽選が行われる場合には抽選選択装置(18)として機能す
るようになっているものであってもよい。
　（作用）
　本発明に係る抽選選択装置(18)を用いて抽選態様を選択する場合には、表示部に表示さ
れている抽選態様選択手段(142)の選択している抽選態様を、抽選選択装置(18)の操作に
て特定し、当該抽選態様を選択したことの意思表示として所定の確定操作を行う。例えば
、表示部に点滅表示されている「特別抽選」の文字、あるいは特別抽選を示す記号「Ａ」
の文字を、抽選選択装置(18)の操作により点灯表示にさせることにより、特別抽選が選択
されたものと扱われるように形成することができる。これにより、抽選態様選択手段(142
)が選択に係る抽選態様を判定抽選の抽選態様として決定する。
【００２０】
　このように、本発明によれば、抽選選択装置(18)を操作することにより再抽選が可能と
なり、それにより結果として当選確率を引き上げることができるので、現象的には遊技者
が自らの力で抽選を引き当てたように見え、新たな期待感の表現方法を作り出すことがで
きる。
　（請求項４）
　請求項４記載の発明は、上記した請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発明の特徴点
に加え、次の点を特徴とする。
　すなわち、請求項４記載の発明は、複数の図柄を停止表示又は変動表示可能に形成した
図柄表示手段（回転リール(40)）と、前記図柄表示手段の図柄の変動表示を開始させるた
めのスタートスイッチ(30)と、前記図柄表示手段の図柄の変動表示を停止させるためのス
トップスイッチ(50)と、遊技機の作動を制御するための遊技制御装置(21)とを少なくとも
備えている遊技機に係る。そして、前記遊技制御装置(21)は、複数の図柄の組み合わせか
ら成る当選役に関し、当選となる図柄を抽選により決定するための図柄抽選手段（当選抽
選手段(110)）と、前記ストップスイッチ(30)の操作及び前記図柄抽選手段(110)の抽選結
果に基づいて、前記図柄表示手段(40)の図柄を停止表示させるための停止制御手段（リー
ル回転停止制御手段(150)）と、当選に係る図柄の組み合わせが、予め定められた入賞の
態様で停止表示されたか否かを判定し、遊技者に遊技媒体の払い出しその他の利益を付与
するための入賞判定手段(160)とを有している。
【００２１】
　また、この遊技機は、遊技として、通常遊技と、通常遊技に比べて遊技者に付与する利
益が多くなるよう設定された有利遊技とを備え、前記抽選手段として、前記有利遊技を開
始するか否かを判定抽選により決定する有利遊技開始抽選手段（放出抽選手段(140)）を
設けたことを特徴とする。
　本発明は、例えばスロットマシンなどの遊技機に適している。すなわち、抽選結果に基
づいて入賞（遊技者への利益付与）が決定される遊技機であるが、「抽選手段」は、遊技
機の本来的な付与利益（例えば入賞によるメダル払い出し）に関わる判定抽選と異なる、
付随的利益（有利遊技への移行）に関わる判定抽選を行うように形成したものである。
【００２２】
　ここで、「図柄表示手段」は、表面に複数の図柄が表示された回転リール(40)とするこ
とができ、あるいは、液晶表示装置やＣＲＴ、ベルト式図柄表示手段を用いて図柄を表示



(8) JP 4275076 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

するものであってもよい。また、「遊技媒体」とは、スロットマシンのメダルや、パチン
コの玉、コインなどの他、所定のポイントを記録したポイントカードなどの情報媒体も含
み、「遊技媒体の払い出し」には、メダルや遊技球が払い出されることの他に、ポイント
カードにポイントが加算されることも含まれる。「その他の利益」とは、例えばクレジッ
トの増加や入賞に基づく有利遊技（例えばビッグボーナスゲーム）の開始などを含む。
　前記停止制御手段(150)は、前記図柄表示手段の停止制御を行うためのものである。停
止制御とは、当選判定の抽選結果に応じて、所定位置に停止させてはいけない図柄を停止
させないように「蹴飛ばし」を行うと共に、所定位置に停止させてもよい図柄を極力その
位置に停止させるように「引き込み」を行うことである。すなわち、前記ストップスイッ
チ(50)の操作時に、当選判定の抽選結果が「ハズレ」の場合にはいかなる当選図柄も入賞
の態様とならないように、当選判定の抽選結果が所定の当選役に当選（当たり）の場合に
は当該当選図柄が極力入賞の態様となるように、図柄表示手段の表示が停止する時間を遅
らせる制御を行うものである。
【００２３】
　前記入賞判定手段(160)は、図柄抽選手段(110)の抽選結果と図柄表示手段の停止図柄と
に基づいて入賞の有無を判定し、遊技者に対して所定の利益を付与するためのものである
。遊技者に付与する利益としては、メダルなどの遊技媒体を払い出したり、得点を加算し
たりすることができる他、遊技者に有利な遊技を開始させたりすることもできる。また、
メダル等の投入なしに遊技を開始することができる「再遊技」も付与利益に含まれる。
　本発明における「有利遊技」は、入賞を条件に開始される「ＢＢゲーム」や「ＲＢゲー
ム」などの特別遊技は含まない。具体的には、例えば通常遊技中又は特別遊技中に行われ
る判定抽選により開始が決定される有利遊技、例えば高確率当選遊技やリプレイタイム、
アシストタイム、などが含まれる。また、一定期間ボーナスフラグを貯留（ストック）し
て、ストック放出抽選に当選すると、ストックされているボーナスフラグに係るボーナス
ゲームが次々と入賞し、ボーナスゲームが連荘して行われ多くの利益が付与される遊技期
間（ストック放出タイム）も、この「有利遊技」に含まれるものである。
【００２４】
　（請求項５）
　請求項５記載の発明は、次の点を特徴とする。
　すなわち、請求項５記載の発明は、遊技機を、当選か否かの判定抽選を行うための抽選
手段、前記抽選手段による判定抽選の結果が当選の場合には、対価の払い出し、有利遊技
への移行その他遊技者に対して何らかの利益を付与するための利益付与手段、１／Ｎ（Ｎ
は自然数）の当選確率で通常抽選を行い、１／｛Ｎ－（ｎ－１）｝（ｎは自然数、かつＮ
≧ｎ＋１）の当選確率でｎ回目の通常抽選を行うことができる通常抽選手段、（Ｎ－ｎ）
／｛Ｎ－（ｎ－１）｝の当選確率でｎ回目の特別抽選を行うことができる特別抽選手段、
前記不当選判定抽選手段の抽選結果が当選の場合に、当選確率ＮをＮ－１としてｎ回目の
判定抽選を行うことができる再抽選手段、前記判定抽選において、前記通常抽選又は前記
特別抽選のうちいずれの抽選態様で判定抽選を行うかを決定可能な抽選態様選択手段、前
記抽選手段の判定抽選の結果に基づいて、前記判定抽選の経過及び当選又は不当選の報知
を行わせるための報知手段、として機能させるための遊技機用プログラムである。
【００２５】
　ここで、遊技機としては、スロットマシンなどの現実の遊技機でもよく、液晶ディスプ
レイやＣＲＴなどの画像表示装置に表示させた擬似的な遊技機であってもよい。
　前記利益付与手段は、この遊技機用プログラムを用いて現実の遊技機を制御しようとす
る場合には、ホッパーユニット(65)を作動させて遊技者に対してメダル等対価の払い出し
を行うように形成することができる。一方、この遊技機用プログラムを用いて業務用、家
庭用のテレビゲーム機等を制御しようとする場合には、液晶ディスプレイやＣＲＴなどの
画像表示装置に、入賞時にメダルの払い出しがなされるような画像や、手持ちの遊技メダ
ル数が増加するような表示や、所定の得点が加算されるような表示を行うように形成する
ことができる。
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【００２６】
　このように、本発明は、現実の遊技機を制御するためのプログラムと、業務用、家庭用
のテレビゲーム機やパソコン等に読み込まれることによりそれらを遊技機として機能させ
るためのプログラムとの双方を含むものである。
　（作用）
　本発明において、遊技状態が判定抽選を行うための所定条件に該当した場合には、まず
抽選態様選択手段(142)が、通常抽選手段、特別抽選手段のいずれの手段により判定抽選
を行わせるかを選択決定する。ここで、判定抽選の当選確率が１／１０であると仮定する
と、通常抽選(B)を行わせると決定した場合には、通常抽選手段は当選確率が１／１０に
設定された通常抽選(B)を行い、特別抽選(A)を行わせると決定した場合には、特別抽選手
段は当選確率が９／１０に設定された特別抽選(A)を行う。なお、いずれの抽選態様で抽
選を行うかは、例えば遊技機に設けられた画像表示部などに表示されて、遊技者に報知さ
れる。
【００２７】
　前記通常抽選(B)の結果が、「あたり」の場合には、判定抽選の抽選結果が当選として
扱われ、報知手段は当選の報知を行う。判定抽選の当選により、利益付与手段が遊技者に
対して所定の利益を付与する。また、通常抽選(B)の結果が「はずれ」の場合及び特別抽
選(A)の結果が「はずれ」の場合には、判定抽選の抽選結果が不当選として扱かわれ、報
知手段は不当選の報知を行う。判定抽選が不当選の場合には、利益付与は行われない。一
方、特別抽選(A)の結果が「あたり」の場合には、再抽選手段が二回目の抽選を行うもの
とし、報知手段はその旨を遊技者に報知する。
　二回目の抽選を行うにあたり、抽選態様選択手段(142)が、通常抽選手段、特別抽選手
段のいずれの手段により判定抽選を行わせるかを選択決定する。二回目の抽選では、通常
抽選手段は、当選確率が１／９に設定された通常抽選(B)を行い、特別抽選手段は、当選
確率が８／９に設定された特別抽選(A)を行う。
【００２８】
　同様に、二回目の特別抽選(A)の結果が「あたり」の場合には、三回目の抽選が行われ
る。なお、この段階では、特別抽選(A)は「あたり」となる確率のほうが圧倒的に高いの
で、再抽選が行われる場合のほうが多い。三回目の抽選では、通常抽選手段は、当選確率
が１／８に設定された通常抽選(B)を行い、特別抽選手段は、当選確率が７／８に設定さ
れた特別抽選(A)を行う。以後、再抽選手段は、特別抽選(A)の結果が「あたり」のたびに
、当選確率の分母の数字を１ずつ少なくした通常抽選(B)と、当選確率の分子及び分母の
数字を１ずつ少なくした特別抽選(A)のうちいずれかにより再抽選を行う。
　このように、特別抽選(A)を選択した場合には、最初のうちは「あたり」の確率（すな
わち判定抽選の不当選確率）が高く再抽選が行われる確率が高いが、徐々に「あたり」の
確率が低くなる。これに反比例して、通常抽選(B)の「あたり」の確率（すなわち判定抽
選の当選確率）は徐々に高くなるので、例えば通常抽選(B)の「あたり」の確率が１／３
程度になったところで、抽選態様選択手段(142)が通常抽選(B)を選択すれば、最初の１／
１０と比べると、かなりあたる気のする抽選が行われることとなる。
【００２９】
　また、これらの抽選の経過が遊技者に報知されるので、遊技者は、遊技機内部で抽選結
果が決まってしまうのに比べ、抽選に抱く期待感が大きくなる。
　なお、本発明は、前記ｎ回目の特別抽選及び通常抽選の双方の当選確率が１／２となっ
た場合には、当該特別抽選の抽選結果が当選の場合には、前記判定抽選の抽選結果を不当
選として抽選処理を終了し、当該特別抽選の抽選結果が不当選の場合には、前記判定抽選
の抽選結果を当選として抽選処理を終了するように形成することができる。このように形
成することにより、これ以上当選確率を増加できず、不当選確率を減少させられない場合
には、特別抽選(A)と通常抽選(B)のどちらを選択した場合でも判定抽選の結果を出せるよ
うにすることができる。
【００３０】
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　また、前記抽選態様選択手段(142)が選択可能な抽選態様を表示可能な表示部(67)と、
遊技者が外部から操作可能であり、前記表示部に表示されている抽選態様の表示の中から
、一の表示を選択可能な抽選選択装置(18)とを設け、前記抽選態様選択手段(18)は、前記
抽選選択装置(18)により、通常抽選に係る表示が選択された場合には通常抽選(B)を選択
し、特別抽選に係る表示が選択された場合には特別抽選(A)を選択するように形成するこ
とができる。このように形成することにより、抽選選択装置(18)を操作することにより再
抽選が可能となり、それにより結果として当選確率を引き上げることができるので、現象
的には遊技者が自らの力で抽選を引き当てたように見え、新たな期待感の表現方法を作り
出すことができる。
【００３１】
　さらに、本発明に係る遊技機は、複数の図柄を停止表示又は変動表示可能に形成した図
柄表示手段と、前記図柄表示手段の図柄の変動表示を開始させるためのスタートスイッチ
(30)と、前記図柄表示手段の図柄の変動表示を停止させるためのストップスイッチ(50)と
、遊技機の作動を制御するための遊技制御装置(21)とを少なくとも備え、前記遊技制御装
置(21)は、複数の図柄の組み合わせから成る当選役に関し、当選となる図柄を抽選により
決定するための図柄抽選手段(110)と、前記ストップスイッチ(30)の操作及び前記図柄抽
選手段(110)の抽選結果に基づいて、前記図柄表示手段の図柄を停止表示させるための停
止制御手段(150)と、当選に係る図柄の組み合わせが、予め定められた入賞の態様で停止
表示されたか否かを判定し、遊技者に遊技媒体の払い出しその他の利益を付与するための
入賞判定手段(160)とを有し、遊技として、通常遊技と、通常遊技に比べて遊技者に付与
する利益が多くなるよう設定された有利遊技とを備え、前記抽選手段として、前記有利遊
技を開始するか否かを判定抽選により決定する有利遊技開始抽選手段(140)を設けたもの
とすることができる。すなわち、「抽選手段」は、遊技機の本来的な付与利益（例えば入
賞による遊技媒体払い出し）に関わる判定抽選と異なる、付随的利益（有利遊技への移行
）に関わる判定抽選を行うように形成してもよいものである。
【００３２】
　（請求項６）
　請求項６記載の発明は、次の点を特徴とする。
　すなわち、請求項６記載の発明は、遊技機を、当選か否かの判定抽選を行うための抽選
手段、前記抽選手段による判定抽選の結果が当選の場合には、対価の払い出し、有利遊技
への移行その他遊技者に対して何らかの利益を付与するための利益付与手段、１／Ｎ（Ｎ
は自然数）の当選確率で通常抽選を行い、１／｛Ｎ－（ｎ－１）｝（ｎは自然数、かつＮ
≧ｎ＋１）の当選確率でｎ回目の通常抽選を行うことができる通常抽選手段、（Ｎ－ｎ）
／｛Ｎ－（ｎ－１）｝の当選確率でｎ回目の特別抽選を行うことができる特別抽選手段、
前記不当選判定抽選手段の抽選結果が当選の場合に、当選確率ＮをＮ－１としてｎ回目の
判定抽選を行うことができる再抽選手段、前記判定抽選において、前記通常抽選又は前記
特別抽選のうちいずれの抽選態様で判定抽選を行うかを決定可能な抽選態様選択手段、前
記抽選手段の判定抽選の結果に基づいて、前記判定抽選の経過及び当選又は不当選の報知
を行わせるための報知手段、として機能させるための遊技機用プログラムを記録したコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【００３３】
　本発明は、請求項５に記載の遊技機用プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能
な記録媒体である。
　（作用）
　本発明によれば、上記した請求項５記載の発明と同様の作用効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明は、以上のように構成されているので、請求項１又は２又は４記載の発明によれ
ば、抽選を複数段階に分けて行うことができ、かつその場合には当選確率が段階的に大き
くなるので、当選の期待感を高めることができる遊技機を提供することができる。また、
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請求項３記載の発明によれば、遊技者の操作にもとづいて段階的抽選を選択可能であるた
め、あたかも遊技者が自らの力で「あたり」を引き当てたように思わせることができる遊
技機を提供することができる。
　また、請求項５又は６記載の発明によれば、上記した請求項１乃至４記載の発明の目的
を達成することができる遊技機用プログラム又はその遊技機用プログラムを記録した記録
媒体を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明の好適な実施の形態を、遊技機としてスロットマシンを例に、図面に基づき説明
する。
　（図面の説明）
　図１乃至図８は、本発明の実施の形態を示すものである。
　図１はスロットマシンの入力、制御及び出力のブロック図、図２はスロットマシンの外
観正面図、図３乃至図６はスロットマシンの動作の概略を示すフロー、図７及び図８は放
出抽選と抽選報知演出の具体例を示す図である。
　（スロットマシン10）
　スロットマシン10は、図２に示すように、四角箱状の筐体11を有する。この筐体11には
、遊技者側に向かって臨む表示窓12が形成されており、さらに表示窓12には、三個の回転
リール40の図柄61を見ることができる図柄表示窓13が形成されている。この図柄表示窓13
の側方及び上方には、演出用の画像等を表示するための演出表示部67が設けられている。
そして、スロットマシン10の略中央端部には、メダル投入口14が設けられている。
【００３６】
　スロットマシン10の内部には、図示していないが、スロットマシン10の全体の動作を制
御するための制御装置20（図１参照）が内蔵されている。
　（制御装置20）
　上記制御装置20は、図示しないが、ＣＰＵを中心に構成され、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ
等を備えている。ここでＣＰＵは、一個に限定されず、二個以上のＣＰＵで制御するよう
にしてもよい。また、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びＩ／Ｏ等は一体化されてワンチップを
構成してもよい。そして、ＣＰＵがＲＯＭに記憶されたプログラムを読み込むことで、次
の（１）及び（２）の装置を構成する。
【００３７】
　（１）遊技制御装置21
　（２）演出制御装置22
　遊技制御装置21は、スタートスイッチ30及びストップスイッチ50の操作により、回転リ
ール40の回転及び停止を制御するためのものである。演出制御装置22は、ランプ68やスピ
ーカ69等の演出表示部66を制御するためのものである。遊技制御装置21及び演出制御装置
22の詳細については後述する。
　ここで、制御装置20を、主制御装置と、主制御装置からの信号を受信して作動する副制
御装置とから構成し、前記遊技制御装置21を主制御装置に、前記演出制御装置22を副制御
装置に配置することができる。このように、遊技を司る制御装置と演出を司る制御装置を
別個に形成することにより、演出制御に当てられるメモリを大幅に増やすことができると
共に、演出のみを変更することもできる。
【００３８】
　（入力段）
　上記制御装置20の入力段には、図１に示すように、次のパーツが接続されている。
　（１）投入スイッチ15
　（２）ベットスイッチ16
　（３）精算スイッチ17
　（４）スタートスイッチ30
　（５）ストップスイッチ50
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　（６）抽選選択スイッチ18
　なお、入力段としては、上記した（１）乃至（６）のパーツに限定されるものではない
。
【００３９】
　（投入スイッチ15）
　投入スイッチ15は、図２に示すように、メダル投入口14の下方に内蔵されたスイッチで
あって、投入された遊技メダルを検知するためのものである。
　（ベットスイッチ16）
　ベットスイッチ16は、図２に示すように、回転リール40の下方に位置するスイッチであ
って、貯留（クレジット）メダル数を減じてメダル投入に代えるためのものである。
　ここで、クレジットとは、一定枚数（例えば５０枚）の投入メダルを、予め遊技機内部
に貯留しておくものである。クレジットされているメダル数は、特に図示しないがクレジ
ット表示部に表示され、ベットスイッチ16の操作によりこの表示が減算表示されるように
なっている。また、クレジット表示部の表示が最大クレジット数に達するまでは、入賞に
よる払い出しメダルがメダル払い出し口から払い出される代わりに、クレジット表示部の
表示が加算表示され、払い出しメダルが自動的に投入された扱いとなるようになっている
。
【００４０】
　（精算スイッチ17）
　精算スイッチ17は、図２に示すように、回転リールの斜め下方に位置するスイッチであ
って、クレジットとして貯留されている投入メダルを払い出すためのものである。
　（スタートスイッチ30）
　スタートスイッチ30は、図２に示すように、回転リール40の斜め下方に位置するレバー
であって、遊技メダルの投入若しくはベットスイッチ16の操作を条件に、または、「再遊
技（Replay）」時には前遊技から所定時間経過を条件に、リールユニット60の駆動を開始
させるためのものである。
【００４１】
　なお、ここで、「再遊技（Replay）」とは、当選抽選手段110の抽選により、「再遊技
（Replay）」のフラグが成立し、「再遊技（Replay）」の図柄が入賞有効ライン上に揃う
ことにより、次の遊技において、遊技メダルを新たに投入することなく、再度、遊技を行
うことができるものである。
　（ストップスイッチ50）
　ストップスイッチ50は、リールユニット60の駆動を停止させるためのものである。具体
的には、ストップスイッチ50は、図２に示すように、各回転リール40に対応した三個のス
イッチから構成され、各回転リール40の下方に１個ずつ配置されているものである。回転
リール40に対応したストップスイッチ50の操作により、当該対応した回転リール40が回転
を停止するように設定されているものである。
【００４２】
　（抽選選択スイッチ18）
　抽選選択スイッチ18は、図２に示すように、メダル投入口14の下方に設けられたスイッ
チであって、遊技者が放出抽選の抽選態様を選択するための抽選選択装置である。抽選選
択スイッチ18は、特別遊技のストックが放出される条件となる放出抽選の実行契機に該当
することにより作動可能となり、演出表示部67（例えば液晶表示装置67A）に放出抽選開
始の報知がされた場合に、スイッチ操作により、特別抽選である抽選Ａ、通常抽選である
抽選Ｂのいずれかを選択可能になっている。例えば、ドットマトリックス表示装置67Bに
「Ａ」又は「Ｂ」の文字が表示され、抽選選択スイッチ18を摘んで回転させる操作により
表示が切り替わるようになっている。そして、抽選選択スイッチ18を押圧することにより
、ドットマトリックス表示装置67Bに表示されている文字の表す抽選態様が確定するよう
になっている。
【００４３】
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　あるいは、操作することにより選択した抽選態様を確定するための確定スイッチを、抽
選選択スイッチ18とは別に設けてもよい。この場合、例えばスタートスイッチ30などの既
存の操作スイッチを確定スイッチとして併用できるようにしてもよい。
　なお、抽選選択スイッチ18の設置場所は、図示した位置に限られず、遊技者が操作しや
すい場所であればどこに設けても構わない。
　（出力段）
　前記制御装置20の出力段には、図１に示すように、次のパーツが接続されている。
　（１）リールユニット60
　（２）ホッパーユニット65
　（３）表示装置66（演出表示部67及びランプ68及びスピーカ69）
　なお、出力段としては、上記した（１）乃至（３）のパーツに限定されるものではない
。
【００４４】
　（リールユニット60）
　リールユニット60は、特に図示しないが枠体に固定或いは支持された三個のモータと、
各々のモータの出力軸に固定された三個の回転リール40とから構成されている。そして、
各回転リール40は、合成樹脂からなる回転ドラムと、この回転ドラムの周囲に貼付される
テープ状のリールテープ42とを備えている。このリールテープ42の外周面には、複数個（
例えば２１個）の図柄61が表示されている。
　（ホッパーユニット65）
　ホッパーユニット65は、図示しないが、遊技の結果に基づいて、遊技者にメダルを払い
出すためのものである。
【００４５】
　（表示装置66）
　表示装置66は、演出制御装置22の制御により、遊技者に入賞等を報知させるなど、種々
の演出を行うものである。具体的には、表示装置66は、演出表示部67及びランプ68及びス
ピーカ69から構成されている。
　演出表示部67は、図２に示すように、図柄表示窓13の側方及び上方に設けられた窓部で
あり、ＬＥＤ、ドットマトリックス、液晶画面等を用いて、入賞の報知その他の演出を表
示するためのものである。本実施の形態では、図柄表示窓13の側方には液晶表示装置67A
が、図柄表示窓13の上方にはドットマトリックス表示装置67Bが設けてあるが、演出表示
部67としてはこれら以外の表示部を有していてもよい。
【００４６】
　ランプ68及びスピーカ69は、発光体の点灯又は点滅、入賞音の発生により入賞等を報知
するためのものである。
　（遊技制御装置21）
　次に、遊技制御装置21について詳述する。
　遊技制御装置21は、スタートスイッチ30及びストップスイッチ50の操作により、回転リ
ール40の回転及び停止を制御するためのものである。そして、この遊技制御装置21は、次
の（１）乃至（６）の手段として機能する。
　（１）通常遊技制御手段70
　（２）特別遊技制御手段80
　（３）当選抽選手段110
　（４）フラグストック制御手段120
　（５）リール回転停止制御手段150
　（６）入賞判定手段160
　なお、遊技制御装置21としては、上記した（１）乃至（６）の手段に限定されるもので
はなく、他の手段を含んでいてもよい。
【００４７】
　（通常遊技制御手段70）
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　通常遊技制御手段70は、通常遊技を行わせるためのものである。
　すなわち、メダルの投入若しくはベットスイッチ16の押下を条件に、または、「再遊技
（Replay）」時には前遊技から所定時間経過を条件に、スタートスイッチ30を操作すると
、リールユニット60が駆動され、三個の回転リール40が回転を開始する。
　その後、ストップスイッチ50の一個を操作すると、当該対応する回転リール40の回転が
停止する。
　そして、ストップスイッチ50を三個全て操作し終わると、三個の回転リール40の回転が
全て停止する。このとき、表示窓12の所定の有効入賞ライン上（入賞となるために有効な
図柄の並びを示すライン・図示せず）に、予め設定された当選役に係る図柄61が停止する
と、ホッパーユニット65を介して所定枚数のメダルが払い出される。なお、メダルを払い
出す代わりに、クレジットしても良い。
【００４８】
　当選には、入賞により遊技メダルの払い出しを伴う小役当選と、遊技メダルの払い出し
は無いが遊技メダルを新たに投入することなく再度の遊技を行える再遊技当選と、小役当
選及び再遊技当選よりもさらに大きな利益を遊技者に付与する特別当選とを備えている。
　そして、当選判定手段110による抽選結果がいずれかの当選役に当選となった場合、そ
の当選に対応した当選フラグが成立する。そして、所定の当選フラグが成立中に、回転リ
ール40の停止図柄61の組み合わせが、所定の入賞ライン上に揃うことを条件に入賞し、メ
ダルの払い出しや、遊技者に有利な特別遊技が行われるように形成されている。
　ここで、当選フラグには、当選判定の抽選結果が小役当選である場合に成立する小役当
選フラグと、抽選結果が特別当選である場合に成立する特別当選フラグ（ＢＢフラグ、Ｒ
Ｂフラグ）とがあり、原則として、当該当選役の入賞により消滅するものである。ただし
、抽選により特別当選フラグが成立したが、回転リール40の停止図柄61の組み合わせが特
別当選態様（例えば特別当選図柄である「７」が三つ揃う）と一致していない場合には、
それ以後の遊技に特別当選フラグ成立の権利が持ち越されるように設定されている。なお
、小役当選フラグは、当選フラグが成立した遊技で入賞させられない場合、当選フラグ成
立の権利の次の遊技への持ち越しはない。
【００４９】
　（特別遊技制御手段80）
　特別遊技制御手段80は、当選抽選手段110の抽選結果、あるいは有利遊技開始抽選手段
（放出抽選手段140）の抽選結果に基づいて、遊技者に有利な特別遊技を行わせるための
ものである。
　上記特別遊技としては、大別すると、次のゲームがある。
　（１）特定導入遊技（ビッグボーナスゲーム、以下ＢＢゲームという）
　（２）特定遊技（レギュラーボーナスゲーム、以下ＲＢゲームという）
　（３）特定当選遊技（ジャックゲーム、以下ＪＡＣゲームという）
　なお、ＲＢゲームは、ＢＢゲーム中に行われる場合と、ＢＢゲーム中でないときにも単
独で行われる場合がある。また、上記ＪＡＣゲームは、ＲＢゲーム中に行われるものであ
る。また、特別遊技としては、上記した（１）乃至（３）の遊技に限定されるものではな
い。
【００５０】
　また、本発明に係るスロットマシンは、いわゆる特別当選のストック機能を有している
。ここで、ストック機能とは、成立した特別当選フラグを複数貯留しておき、所定の契機
に貯留されている特別当選フラグに基づいて連続的に特別遊技が行われるように設定した
ものである。なお、これらの制御は、後述するフラグストック制御手段120が行う。
　特別遊技制御手段80は、図１に示すように、大別すると、次の手段を備える。
　（１）特定導入遊技制御手段90
　（２）特定遊技制御手段100
　なお、特別遊技制御手段80としては、上記手段に限られず、他の手段を有していても構
わない。
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【００５１】
　（特定導入遊技制御手段90）
　特定導入遊技制御手段90は、ＢＢゲームを制御するためのものである。
　具体的には、通常遊技において、図示しないが、例えば「７」等の図柄61が入賞有効ラ
イン上に三個揃うと、ホッパーユニット65を介して、例えば１５枚のメダルが払い出され
る。このとき、ＢＢゲームが開始される。
　ＢＢゲームに移行すると、通常遊技と同様に最大３枚のメダルの投入によって開始され
、３つの回転リールの回転を各々停止させた際に、入賞有効ライン上に当選図柄が揃って
いるか否かによって、メダルの払い出しが行われるものである。
【００５２】
　したがって、ＢＢゲーム中では、通常遊技と同様に小役を含めた抽選が毎回行われるも
のである。ただ、このＢＢゲーム中にＲＢゲームに移行するための特定当選図柄が入賞有
効ライン上に揃った場合には、その後ＲＢゲームに移行するものである。
　なお、通常、ＢＢゲーム中はＲＢゲームへの移行が、例えば最大３回行われることにな
っているために、１回目のＲＢゲームが終了した後は、また前述したような通常遊技と同
様な抽選及び制御が行われるものである。
　そして、ＢＢゲームでは、ＢＢゲーム中のＲＢゲームが所定の最大回数、例えば３回か
、或いはＢＢゲーム中の通常遊技が所定の最大回数、例えば最大３０回の終了により、Ｂ
Ｂゲームは終了するものである。
【００５３】
　（特定遊技制御手段100）
　特定遊技制御手段100は、ＲＢゲームを制御するためのものである。
　具体的には、ＲＢゲームに移行すると、メダルが１枚投入となり、回転リール40の特定
図柄が表示窓12のセンターライン上に揃った場合に入賞となる特定当選遊技（ＪＡＣゲー
ム）が行われるものである。そして、ＲＢゲームでは、入賞するか否かのＪＡＣゲームが
最大１２回行えるものであり、そのうち、最大８回の入賞が可能である。すなわち、最大
８回のＪＡＣ入賞か、或いは最大１２回のＪＡＣゲームの終了により、ＲＢゲームは終了
するものである。
【００５４】
　（当選抽選手段110）
　当選抽選手段110は、予め定めた抽選確率に基づいて当選役に係わる抽選を行うもので
ある。そして、当選抽選手段110は、図１に示すように、大別すると、次の手段を備える
。
　（１）乱数発生手段111
　（２）乱数抽出手段112
　（３）当選判定テーブル113
　（４）判定手段114
　（５）当選フラグ成立手段115
　なお、当選抽選手段110としては、上記した（１）乃至（５）に限定されるものではな
い。
【００５５】
　（乱数発生手段111）
　乱数発生手段111は、当選抽選用の乱数を所定の領域内（例えば十進数で０～６５５３
５）で発生させるものである。
　（乱数抽出手段112）
　乱数抽出手段112は、乱数発生手段111が発生する乱数を、所定の条件（例えば、スター
トスイッチ30の操作）で抽出するものである。なお、この抽出した乱数を抽出乱数データ
とする。
　なおここで、「乱数発生手段」としては、ソフト乱数としての平均採中法等で乱数を発
生させることができるものの他に、一定範囲の数字を高速で１づつ加算するカウンタを用
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いて構成することもできる。例えば、０～１６３８３の範囲の数字を、１秒間に７００万
回程度順次繰り返すようにしたカウンタが考えられる。そして、「乱数抽出手段」として
は、スタートスイッチを押したタイミングでカウンタの数字を読みとることとなる。
【００５６】
　このように形成すると、「乱数発生手段」では乱数を発生しているわけではないものの
、「乱数抽出手段」によって抽出される数字は、あたかも乱数のような分布となる。この
ように、結果として乱数のような分布を示す数字が得られる手段を、ここでは「乱数発生
手段」あるいは「乱数抽出手段」に含めて考えるものとする。
　（当選判定テーブル113）
　当選判定テーブル113は、乱数発生手段111がとる乱数の全領域中、各当選項目の当選領
域を有するものである。
　なお、上記当選判定テーブル113は、スロットマシン10の遊技仕様の設定や、賭け枚数
ごとに、抽選確率の異なるものが複数設けられている。
【００５７】
　（判定手段114）
　判定手段114は、乱数抽出手段112が抽出した抽出乱数データと、当選判定テーブル113
の抽選確率データを基に、乱数発生手段111がとる乱数の全領域中の各当選項目の当選領
域からなる当選判定領域データとを照合し、当該抽出乱数データが属する当選領域に対応
する当選を決定するものである。
　（当選フラグ成立手段115）
　当選フラグ成立手段115は、前記判定手段114の判定結果が所定の当選役に当選である場
合に、当該当選役に応じた当選フラグを成立させるためのものである。
【００５８】
　ここで、当選フラグとは、「当たり」「ハズレ」のデータを制御装置に記憶しておくメ
モリ部分に立てたビットのことであり、小役当選フラグは一回の遊技毎にリセットされ、
特別当選フラグ（ＢＢフラグ又はＲＢフラグ）は当該当選について入賞するまで成立させ
たままとなっている。また、小役当選フラグと特別当選フラグは重複して成立可能である
。さらに、本実施の形態においては、特別当選フラグを、複数個貯留（ストック）可能に
形成されている。
　（フラグストック制御手段120）
　フラグストック制御手段120は、所定の遊技期間、ＢＢフラグ又はＲＢフラグをストッ
クし、放出抽選に当選した場合には順次貯留されたフラグに係る当選を入賞させる制御を
行わせるためのものであり、図１に示すように、以下の手段を有している。
【００５９】
　（１）ストック制御手段130
　（２）放出抽選手段140
　（ストック制御手段130）
　ストック制御手段130は、通常遊技中に、ＢＢ又はＲＢが入賞し難い制御を行うことに
より、複数のＢＢ又はＲＢフラグを貯留可能にした遊技区間（ストックタイム）を形成す
るとともに、後述する放出抽選に当選することを契機に、ＢＢ又はＲＢが入賞しやすい制
御に変更し、ストックされたＢＢ又はＲＢフラグに係るＢＢ又はＲＢを順次入賞可能とし
た遊技区間（放出タイム）を形成するためのものである。
【００６０】
　ここで、ＢＢ又はＲＢが入賞し難い制御とは、(1)成立したＢＢ又はＲＢフラグを所定
確率で無効にする、(2)ＢＢ又はＲＢ図柄を引き込みにくくする、(3)ＢＢ又はＲＢフラグ
と小役フラグが並立の場合には小役図柄を優先して引き込む様にし、抽選テーブルとして
通常テーブル以外にハズレ領域の少ないテーブルを設ける、などが挙げられる。また、Ｂ
Ｂ又はＲＢが入賞しやすい制御とは、上記とは逆に、(1)成立したＢＢ又はＲＢフラグを
無効にしない、(2)ＢＢ又はＲＢ図柄を引き込み易くする、(3)ＢＢ又はＲＢフラグと小役
フラグが並立の場合にはＢＢ又はＲＢ図柄を優先して引き込む、などが挙げられる。スト
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ック制御手段130としては、上記制御のうち、どのような制御を実行可能であっても構わ
ない。
【００６１】
　ストック制御手段130は、放出抽選手段140からの放出決定信号受信を契機に放出タイム
を形成するための制御を行い、貯留されているすべてのＢＢ又はＲＢフラグが消滅し、ス
トックに係るすべてのＢＢ又はＲＢゲームが終了したら、ストックタイムを形成するため
の制御を行う。
　なお、ＢＢフラグ又はＲＢフラグのうち、どちらか一方のみがストックされるようにし
てもよい。
　（放出抽選手段140）
　放出抽選手段140は、所定の抽選実行契機に該当することにより、放出タイム開始の契
機となる放出抽選を行うためのものであり、以下の手段を有している。
【００６２】
　（１）放出抽選テーブル141
　（２）抽選テーブル選択手段142
　（３）抽選実行手段143
　なお、放出抽選手段140としては、上記手段に限られない。例えば、放出抽選用の乱数
発生手段及び乱数抽出手段を有していてもよいものである。
　また、放出抽選の実行契機としては、所定個数の特別当選フラグがストックされた場合
、所定の遊技回数ごと、所定時間ごと、などとすることができ、放出抽選手段140として
は、それらのどのような契機により抽選を実行可能であっても構わない。ただ、放出抽選
は、抽選選択スイッチ18の操作に基づき複数回、具体的には、図７に示すように、第一抽
選から第四抽選まで最大４回行われるものであるので、遊技を中断することとなるため、
ある程度の期間をあけて行うようにするのが望ましい。
【００６３】
　（放出抽選テーブル141）
　放出抽選テーブル141は、放出抽選確率に基づき、当選領域と不当選領域を定めたもの
であり、本実施の形態においては、放出抽選の不当選確率に等しい領域を当選領域として
設定した不当選確率テーブル141Aと、放出抽選の当選確率に等しい領域を当選領域として
設定した当選確率テーブル141Bとを有している。すなわち、放出抽選手段140は、放出抽
選の不当選を抽選するための特別抽選と、放出抽選の当選を抽選するための通常抽選とを
実行可能に形成されているものである。
　ここで、不当選確率テーブル141A及び当選確率テーブル141Bの具体例を図７に示す。図
７は、複数回行われる抽選のイメージと、不当選確率テーブル141A及び当選確率テーブル
141Bを示すものである。またここでは、放出抽選の当選確率は１／５に設定されている。
　　　
【００６４】
　不当選確率テーブル141Aとしては、「あたり」の領域が４／５に設定されているテーブ
ル114A-1、「あたり」の領域が３／４に設定されているテーブル114A-2、「あたり」の領
域が２／３に設定されているテーブル114A-3、「あたり」の領域が１／２に設定されてい
るテーブル114A-4、の４つのテーブルが設けられている。
　一方、当選確率テーブル141Bとしては、「あたり」の領域が１／５に設定されているテ
ーブル114B-1、「あたり」の領域が１／４に設定されているテーブル114B-2、「あたり」
の領域が１／３に設定されているテーブル114B-3、「あたり」の領域が１／２に設定され
ているテーブル114B-4、の４つのテーブルが設けられている。
【００６５】
　このように、放出抽選テーブル141は、放出抽選の当選確率が１／Ｎに設定されている
場合に、不当選確率テーブル141Aの当選確率がＮ－１／Ｎ、当選確率テーブル141Bの当選
確率が１／Ｎに設定されているものから、不当選確率テーブル141A及び当選確率テーブル
141Bの当選確率が最終的に１／２となるまで、不当選確率テーブル141Aは徐々に「あたり
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」の領域が減り、当選確率テーブル141Bは徐々に「あたり」の領域が増えるように、段階
的に設けられているものである。
　なお、抽選テーブルそのものは単一のものとし、使用する領域を限定する（乱数発生手
段の発生乱数を制限する、又は乱数抽出手段の乱数抽出を制限する）ことにより複数の抽
選テーブルを設けたのと同様の効果を得られるようにしてもよい。例えば、図７に示す第
一抽選では、抽選テーブルの全域を使用して抽選を行い、第二抽選では、不当選確率テー
ブル141Aにおいては「あたり」領域の１／４を使用せず、当選確率テーブル141Bにおいて
は「はずれ」領域の１／４を使用しないで抽選を行う、というようにして、徐々にテーブ
ルの使用領域を狭めていくようにすることもできる。あるいは、ＲＡＭに記憶されている
テーブルの領域を、抽選毎に書き換えるようにしてもよい。
【００６６】
　（抽選テーブル選択手段142）
　抽選テーブル選択手段142は、抽選選択スイッチ18の操作に基づいて、前記不当選確率
テーブル141A及び当選確率テーブル141Bのいずれを用いて放出抽選を行うかを決定するた
めのものである。
　抽選テーブル選択手段142は、遊技状態が所定の放出抽選実行契機に該当することによ
り、抽選選択スイッチ18の操作を有効化させるとともに、演出制御装置22に抽選報知演出
の要請を行う。なお、選択した抽選態様の確定スイッチとして、スタートスイッチ30など
の既存の操作スイッチを併用する場合には、当該操作スイッチの操作信号が確定スイッチ
の信号として機能するよう切り替えを行う。
【００６７】
　次に、抽選テーブル選択手段142が不当選確率テーブル141Aを選択している場合には、
演出制御装置22に、例えばドットマトリックス表示装置67Bに「Ａ」の文字を表示させ、
当選確率テーブル141Bを選択している場合には「Ｂ」の文字を表示させるための表示要請
を行う。抽選選択スイッチ18が操作されると、抽選テーブル選択手段142の選択している
放出抽選テーブル141が切り替わり、それに応じて「Ａ」「Ｂ」の表示も変更される。最
後に、抽選選択スイッチ18又は確定スイッチにより、所定の放出抽選テーブル141が選択
確定されたら、当該放出抽選テーブル141の使用を決定する。
　また、抽選テーブル選択手段142は、放出抽選実行契機該当直後に行われる第一抽選に
おいて、不当選確率テーブル141A（テーブル141A-1）の選択が確定した場合、抽選実行手
段143による最初の当選判定が行われ、その結果が「あたり」の場合には、抽選テーブル
選択手段142は、不当選確率テーブル141Aとしてテーブル141A-2、当選確率テーブル141B
としてテーブル141B-2のいずれかの放出抽選テーブル141を選択可能に切り替わる。そし
て、上述したのと同様に抽選選択スイッチ18の操作信号にもとづいて、第二抽選に使用す
る放出抽選テーブル141を決定する。以下、第三抽選、第四抽選においても同様である（
図７参照）。
【００６８】
　（抽選実行手段143）
　抽選実行手段143は、上記抽選テーブル選択手段142の決定に基づいて、放出抽選を行う
ためのものである。すなわち、乱数発生手段の発生した乱数データから乱数抽出手段が抽
出した抽出乱数データと、前記抽選テーブル選択手段142の決定に係る放出抽選テーブル1
41の領域データとを照合し、当該抽出乱数データが属する領域に対応する抽選結果（「あ
たり」「はずれ」）を決定するものである。
　ここで、前記乱数発生手段及び乱数抽出手段は、当選抽選手段110の乱数発生手段111及
び乱数抽出手段112を併用してもよいし、放出抽選用の乱数発生手段及び乱数抽出手段を
設けてもよい。また、前記乱数抽出手段の乱数抽出のタイミングとしては、例えば抽選選
択スイッチ18の操作時や放出抽選テーブル141の確定時（確定スイッチ操作時）とするこ
とができる。
【００６９】
　本実施の形態においては、不当選確率テーブル141Aを用いて当選判定を行い、その結果
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が「あたり」の場合には、再抽選が行われるようになっている。この再抽選は、前述した
ように最大４回まで実施可能であり、その際に使用される放出抽選テーブル141は、図７
に示すとおりである。
　（リール回転停止制御手段150）
　リール回転停止制御手段150は、当選抽選手段110の当選判定結果に基づいて、ストップ
スイッチ50の操作に基づく回転リール40の回転停止を制御するためのものである。すなわ
ち、ストップスイッチ50を押した時点で所定位置に直ちに停止できる回転リール40の図柄
を基準図柄として、基準図柄から回転方向に５コマ移動した時の図柄までの範囲で回転リ
ール40を停止させるようになっており、この５コマの範囲内において、どこで停止させる
かを当選判定結果に基づいて決定するのである。
【００７０】
　具体的には、当選判定の抽選において何らかの当選役が当選したときには、その当選に
対応した図柄（当選図柄）が極力有効入賞ライン上に停止するように、それ以外の図柄が
停止しないように制御を行い、前記５コマの範囲内で停止図柄を決定することとなる。何
らかの当選役が当選したときには、当該当選に対応して当選フラグが成立するので、その
成立した当選フラグの有無及び種類に従って、停止させるべき図柄を５コマの範囲内で極
力停止するように制御（引き込み制御）し、停止させるべきでない図柄が停止しないよう
に制御（蹴飛ばし制御）するものである。
　（入賞判定手段160）
　入賞判定手段160は、当選抽選手段110の抽選結果及び回転リール40の停止図柄に基づい
て、入賞処理を行わせるためのものである。すなわち、当選判定の抽選結果が所定の当選
役に当選しており、当該当選に係る当選図柄が所定の有効入賞ライン上に揃って停止して
いる場合には、入賞信号を出力するするように形成されている。
【００７１】
　入賞信号は、種々の手段に送出される。例えば、入賞信号を受信したホッパーユニット
65は所定枚数のメダルを払い出し、演出制御装置21は入賞演出を実行する。また、再遊技
入賞信号を受信した通常遊技制御手段70は再遊技を、特別入賞信号を受信した特別遊技制
御手段80は特別遊技を、それぞれ開始する。
　（演出制御装置22）
　演出制御装置22は、遊技に付随する演出、その他の表示を行わせるためのものであり、
具体的には、表示装置66を作動を制御するものである。そして、演出制御装置22は、ＢＢ
又はＲＢ放出抽選の抽選経過及び抽選結果を遊技者に報知するための、抽選報知演出を行
うことができる。
【００７２】
　ここで、抽選報知演出の具体例を、図７及び図８に基づき説明する。
　抽選報知演出には、抽選開始表示、抽選選択表示、再抽選表示、抽選結果表示、最終抽
選表示の５つの態様がある。
　(1)抽選開始表示
　抽選開始表示は、放出抽選を開始する際に表示される表示である。この表示は、放出抽
選手段140からの抽選報知演出要請信号を受信した場合に、例えば液晶表示装置67Aに図８
（１）に示すような絵柄を表示することにより、放出抽選の開始を報知するものである。
この絵柄は、箱の中に５つの球が入っており、そのうちわけは、「はずれ」の白球４個と
「あたり」の黒球１個であることを表しているものである。そして、特に図示しないが、
抽選選択スイッチ18により抽選態様が決定されると、この球の表示は消えて、中の見えな
い箱の中に手を入れて球をかき回す絵柄が表示される。
【００７３】
　(2)抽選選択表示
　抽選選択表示は、前記抽選開始表示と同時に表示される表示であり、例えばドットマト
リックス表示装置67Bに図８（２）に示すような文字を表示することにより、放出抽選を
行う際に特別抽選Ａ、通常抽選Ｂのうちいずれの抽選態様で抽選を行うかを、抽選選択ス
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イッチ18によって選択可能とするものである。この表示は、例えばＡの文字が最初に点滅
表示され、抽選選択スイッチ18の操作によりＢの文字の点滅表示と切り替わる。そして、
抽選選択スイッチ18の確定操作又は確定スイッチの操作により、いずれかの文字が点灯表
示されて、当該文字に係る抽選が選択確定されたことを報知する。
【００７４】
　(3)再抽選表示
　再抽選表示は、特別抽選Ａの抽選結果が「あたり」の場合に表示される表示であり、液
晶表示装置67Aに図８（３）に示すような絵柄を表示することにより、遊技者に、再度の
抽選選択スイッチ18の操作を促すためのものである。この再抽選表示のあとに、例えば図
７の（第二抽選）以下に示すような、白球と黒球の表示を行い、抽選選択スイッチ18の操
作により上記(1)で述べたような表示に切り替わる。
　(4)抽選結果表示
　抽選結果表示は、放出抽選の最終的な抽選結果を表示するものである。具体的には、図
８（４）に示すように、箱から取り出したのが白球であることを表す絵柄の「はずれ表示
」と、箱から取り出したのが黒球であることを表す絵柄の「あたり表示」とがある。
【００７５】
　「はずれ表示」は、特別抽選Ａが「あたり」の場合及び通常抽選Ｂが「はずれ」の場合
に表示される表示である。また、「あたり表示」は、通常抽選Ｂが「あたり」の場合、及
び第四抽選（最終抽選）において特別抽選Ａが「はずれ」の場合に表示される表示である
。
　(5)最終抽選表示
　最終抽選表示は、第三抽選における特別抽選Ａが「あたり」の場合に表示される表示で
ある。これは、次に行われる第四抽選が最後の抽選であって、特別抽選Ａによっても通常
抽選Ｂによっても同一の当選確率（１／２の当選確率）で抽選が行われるものであること
を表示する表示である。
【００７６】
　具体的には、特に図示しないが、前記再抽選表示の「もう一回！」の代わりに「ラスト
チャンス」などの表示を行わせるようにすることができる。
　前記(4)の抽選結果表示の表示により、抽選報知演出は終了し、例えば放出タイムの演
出に切り替わる。
　なお、演出制御装置22は、上記以外の報知、例えば入賞や特別遊技移行の告知、当選に
関する報知なども行うことができるものである。また、前記抽選報知演出の具体例は一例
であって、これ以外の演出態様であっても構わない。例えば、遊技者が遊技機を相手にじ
ゃんけん勝負をするような演出などであってもよい。また、液晶表示装置67Aで表示され
る絵柄ではなく、実際に箱の中に球を収納して抽選選択スイッチ18の操作をすることによ
り球が一つずつ排出されたり、グー・チョキ・パーの手型が実際に飛び出すような演出用
デバイスを形成してもよい。さらに、視覚による報知だけでなく、スピーカ69からの音声
出力によって抽選報知を行うようにしてもよい。
【００７７】
　（スロットマシン10の動作）
　次に、上記構成を備えたスロットマシンの動作の概略について、図３乃至図６に示した
フローを用いて説明する。
　先ず、図３に示すステップ１００において、スタートスイッチ30が操作されることによ
り、スタートスイッチ30がＯＮとなる。そして、次のステップ１０１に進む。
　ステップ１０１において、当選抽選手段110により抽選処理が行われる。そして、次の
ステップ１０２に進む。
　ステップ１０２において、回転リール40の回転が開始する。そして、次のステップ１０
３に進む。
【００７８】
　ステップ１０３において、ストップスイッチ50が操作されることにより、ストップスイ



(21) JP 4275076 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

ッチ50がＯＮとなる。そして、次のステップ１０４に進む。
　ステップ１０４において、回転リール40の回転停止処理が行われる。そして、次のステ
ップ１０５に進む。
　ステップ１０５において、三個の回転リール40に対応するストップスイッチ50の操作が
行われたか否かが判定される。そして、三個の回転リール40に対応するストップスイッチ
50の操作が行われたと判定された場合、次のステップ１０６に進む。
　ステップ１０６において、当選フラグ成立中に当該当選フラグに対応する当選図柄が入
賞有効ライン上に揃ったか否か、すなわち、入賞したか否かが判定される。入賞でない場
合には、そのまま遊技が終了する。入賞の場合には、次のステップ１０７に進む。
【００７９】
　ステップ１０７において、入賞処理が行われる。すなわち、小役入賞の場合にはメダル
払い出し処理が、リプレイ入賞の場合には次遊技の開始処理が、ＢＢ、ＲＢ入賞の場合に
は、ＢＢ、ＲＢゲームへの移行処理が行われる。そして、遊技が終了する。
　前記ステップ１０５において、三個の回転リール40に対応するストップスイッチ50の操
作が行われていないと判定された場合、ステップ１０３に戻る。
　上述したステップ１０１の抽選処理について、図４のフローを用いて説明する。
　ステップ２００において、当選抽選手段110の乱数発生手段111により発生された乱数の
中から乱数抽出手段112により乱数が抽出される。そして、次のステップ２０１に進む。
【００８０】
　ステップ２０１において、抽出された乱数が乱数抽出手段112の内部に記憶される。そ
して、次のステップ２０２に進む。
　ステップ２０２において、判定手段114により、抽出された乱数と、当選判定テーブル1
13の当選判定領域データとの比較が行われる。そして、次のステップ２０３に進む。
　ステップ２０３において、判定手段114により、抽出された乱数が、当選判定テーブル1
13のどの当選領域に含まれるか決定され、抽選処理の評価が決定される。そして、次のス
テップ２０４に進む。
　ステップ２０４において、所定の図柄の蹴飛ばしと、所定図柄の引き込みとが設定され
る。すなわち、停止制御選択手段が所定の設定データを選択する。そして、抽選処理が終
了する。
【００８１】
　上述したステップ１０４の回転リール40の回転停止処理について、図５を用いて説明す
る。
　ステップ３００において、所定の図柄に対して、蹴飛ばしの設定が達成されたか否かが
判定される。そして、所定の図柄の蹴飛ばしの設定が達成されていないと判定された場合
、次のステップ３０１に進む。
　ステップ３０１において、１個の図柄分だけ、回転リール40を回転させる。すなわち、
１個の図柄分だけ蹴飛ばしを行う。そして、次のステップ３０２に進む。
　ステップ３０２において、上述した１個の図柄分だけ回転リール40を回転させた当該図
柄の数がストップスイッチ50の操作後の４個目に該当するか否かが判定される。そして、
ストップスイッチ50を操作した後、１図柄ずつ回転リール40を回転させてずらした図柄の
数が４個目の場合には、次のステップ３０３に進む。
【００８２】
　ステップ３０３において、回転リール40の回転を停止させる。これにより、メダル投入
から回転リール40の回転停止までのスロットマシン10の動作が終了する。
　前記ステップ３００において、所定の図柄の蹴飛ばしの設定が達成されていると判定さ
れた場合、次のステップ３０４に進む。
　ステップ３０４において、いずれかの図柄に対して引き込みが設定されているか否かが
判定される。そして、いずれかの図柄に対して引き込みが設定されていると判定された場
合、次のステップ３０５に進む。
　ステップ３０５において、引き込み設定が達成されたか否かが判定される。そして、引
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き込み設定が達成されたと判定された場合、次のステップ３０３に進む。
【００８３】
　前記ステップ３０４において、いずれの図柄に対しても引き込みが設定されていないと
判定された場合、ステップ３０３に進む。
　前記ステップ３０５において、引き込み設定が達成されていないと判定された場合、ス
テップ３０１に進む。
　前記ステップ３０２において、ストップスイッチ50を操作した後、１図柄ずつ回転リー
ル40を回転させてずらした図柄の数が４個目でない場合には、ステップ３００に戻る。
　なお、上述した実施の形態において、回転リール40の停止処理に関してステップ３０１
～ステップ３０５で説明しているが、この例は、いわゆる最小引き込み停止制御の例であ
り、逆に最大引き込み停止制御としてもよい。
【００８４】
　次に、放出抽選手段140の行う放出抽選の流れについて、図６のフローに基づき説明す
る。なお、図中Ｎは、自然数であって、１／Ｎが放出抽選の当選確率を表すものである。
　まず、所定の放出抽選実行条件に該当することにより、放出抽選処理が開始される。こ
のとき、液晶表示装置67Aには、図８（１）に示す抽選開始表示がなされ、ドットマトリ
ックス表示部67Bには、図８（２）に示す抽選選択表示がなされる。そして、図６のステ
ップ４００において、特別抽選Ａが選択されたかどうかを判断する。具体的には、抽選テ
ーブル選択手段142が不当選確率テーブル141Aを選択しているときに、抽選選択スイッチ1
8又は確定スイッチにより確定操作がなされたかを判断する。特別抽選Ａが選択された場
合には、次のステップ４０１に進む。
【００８５】
　ステップ４０１において、抽選テーブル選択手段142が、当選確率が（Ｎ－１）／Ｎに
設定された不当選確率テーブル141Aの取得を決定する。そして、次のステップ４０２に進
む。
　ステップ４０２において、判定処理を行う。すなわち、取得した乱数データと不当選確
率テーブル141Aとの比較を行う。そして、次のステップ４０３に進む。
　ステップ４０３において、判定の結果、特別抽選Ａに当選したかどうかを判断する。特
別抽選Ａに当選した場合には、次のステップ４０４に進む。
　ステップ４０４において、Ｎ＝Ｎ－１とする。これは、具体的には、抽選テーブル選択
手段142が、当選確率が（Ｎ－２）／Ｎ－１に設定された不当選確率テーブル141Aと、当
選確率が１／（Ｎ－１）に設定された当選確率テーブル141Bを選択可能なテーブルとして
切り替えることと同義である。また、単一の不当選確率テーブル141A及び単一の当選確率
テーブル141Bを使用して、各テーブルの領域の書き換えを行うことにより当選確率を変化
させる場合には、不当選確率テーブル141Aの当選確率を（Ｎ－１）／Ｎから（Ｎ－２）／
Ｎ－１に、当選確率テーブル141Bの当選確率を１／（Ｎ－１）に設定し直すことと同義で
ある。そして、次のステップ４０５に進む。
【００８６】
　ステップ４０５において、Ｎ＝２かどうかを判断する。これは、具体的には、次回の抽
選において抽選テーブル選択手段142が選択可能な不当選確率テーブル141A及び当選確率
テーブル141Bの当選確率が、双方とも１／２のものかどうか（１／２になるかどうか）を
判断することと同義である。Ｎ＝２でない場合には、次のステップ４０６に進む。
　ステップ４０６において、演出制御装置22に再抽選表示要請を行う。これにより、液晶
表示装置67Aには、図８（３）に示すような再抽選表示が表示される。そして、ステップ
４００に戻る。
　前記ステップ４００において、特別抽選Ａが選択されなかった場合には、ステップ４２
０に進む。
【００８７】
　ステップ４２０において、抽選テーブル選択手段142が、当選確率が１／Ｎに設定され
た当選確率テーブル141Bの取得を決定する。そして、次のステップ４２１に進む。



(23) JP 4275076 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

　ステップ４２１において、判定処理を行う。そして、次のステップ４２２に進む。
　ステップ４２２において、判定の結果、通常抽選Ｂに当選したかどうかを判断する。通
常抽選Ｂに当選した場合には、ステップ４３１に進む。一方、通常抽選Ｂに当選しなかっ
た場合には、ステップ４３０に進む。
　前記ステップ４０５において、Ｎ＝２の場合には、ステップ４０７に進む。
　ステップ４０７において、演出制御装置22に最終抽選表示要請を行う。これにより、液
晶表示装置67Aには、最終抽選表示が表示される。そして、次のステップ４０８に進む。
【００８８】
　ステップ４０８において、特別抽選Ａが選択されたかどうかを判断する。特別抽選Ａが
選択された場合には、次のステップ４０９に進む。
　ステップ４０９において、特に図示しないが、前記ステップ４０１、４０２と同様の処
理を行う。そして、特別抽選Ａに当選したかどうかを判断する。特別抽選Ａに当選した場
合には、ステップ４３０に進む。
　前記ステップ４０３において、特別抽選Ａに当選しなかった場合にも、ステップ４３０
に進む。
　ステップ４３０において、演出制御装置22にはずれ表示要請を行う。これにより、液晶
表示装置67Aには、図８（４）に示すようなはずれ表示が表示される。なお、このステッ
プにより、放出抽選の不当選が確定する。そして放出抽選処理を終了する。
【００８９】
　前記ステップ４０８において、特別抽選Ａが選択されなかった場合には、ステップ４１
０に進む。
　ステップ４１０において、特に図示しないが、前記ステップ４２０、４２１と同様の処
理を行う。そして、通常抽選Ｂに当選したかどうかを判断する。通常抽選Ｂに当選してい
ない場合には、ステップ４３０に進む。一方、通常抽選Ｂに当選した場合には、ステップ
４３１に進む。
　前記ステップ４０９において、特別抽選Ａに当選していない場合にも、ステップ４３１
に進む。
【００９０】
　ステップ４３１において、演出制御装置22にあたり表示要請を行う。これにより、液晶
表示装置67Aには、図８（４）に示すようなあたり表示が表示される。なお、このステッ
プにより、放出抽選の当選が確定する。そして放出抽選処理を終了する。このように、特
別抽選Ａは、最終抽選の場合のみ、抽選結果が「はずれ」のときに放出抽選が「当選」と
して扱われるようになっている。
　このように、本実施の形態によれば、放出抽選について、抽選選択スイッチ18により特
別抽選Ａを選択可能としてので、遊技者は、当選確率が低いと感じた場合には、特別抽選
Ａを選択すれば、「あたり」となる確率の高い抽選を行うことができる。すなわち、期待
感のもてない抽選を期待感のあるものに変化させることができるものである。そして、特
別抽選Ａの抽選結果が「あたり」の場合には、再抽選が行われ、再抽選は、段階的に当選
確率を引き上げ、あるいは段階的に不当選確率を引き下げるようにしているので、遊技者
の意思により、期待感のもてない当選確率を期待感のもてる当選確率にまで引き上げるこ
とができ、当選確率の低い抽選であっても期待感を持って遊技を行うことができる。さら
に、抽選選択スイッチ18の操作により抽選態様を選択可能としたことに加え、抽選選択ス
イッチ18の操作にもとづいて抽選（当選判定）が行われ、その後に演出により抽選経過又
は抽選結果が表示されるので、遊技者はあたかも自分の力で「あたり」を引き当てたよう
な感を抱くことができ、あらたな期待感の表現方法を作り出すことができるものである。
【００９１】
　なお、本実施の形態においては、特別抽選Ａと通常抽選Ｂの当選確率が最終的に１／２
となるまで、段階的な抽選を行い、最終抽選のみ、特別抽選Ａが「はずれ」の場合に放出
抽選の結果を当選扱いとするように形成してあったが、必ずしも双方の当選確率が等しく
なるまで抽選を行わなくともよい。例えば図７の第三抽選を最終抽選として、最終抽選に
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おいては通常抽選Ｂのみ行うようにしたり、最終抽選のみ、特別抽選Ａが「あたり」の場
合には放出抽選の結果を不当選扱いとし、特別抽選Ａが「はずれ」の場合には放出抽選の
結果を当選扱いにするように形成してもよいものである。いずれにせよ、通常抽選Ｂが、
あたる気になるような当選確率（例えば１／３程度）になるまで、再抽選を行うようにす
ればよい。
【００９２】
　ところで、このスロットマシン10は、遊技機を、当選か否かの判定抽選を行うための抽
選手段、前記抽選手段による判定抽選の結果が当選の場合には、対価の払い出し、有利遊
技への移行その他遊技者に対して何らかの利益を付与するための利益付与手段、１／Ｎ（
Ｎは自然数）の当選確率で通常抽選を行い、１／Ｎ－（ｎ－１）（ｎは自然数、かつＮ≧
ｎ＋１）の当選確率でｎ回目の通常抽選を行うことができる通常抽選手段、Ｎ－ｎ／Ｎ－
（ｎ－１）の当選確率でｎ回目の特別抽選を行うことができる特別抽選手段、前記不当選
判定抽選手段の抽選結果が当選の場合に、当選確率ＮをＮ－１としてｎ回目の判定抽選を
行うことができる再抽選手段、前記判定抽選において、前記通常抽選又は前記特別抽選の
うちいずれの抽選態様で判定抽選を行うかを決定可能な抽選態様選択手段、前記抽選手段
の判定抽選の結果に基づいて、前記判定抽選の経過及び当選又は不当選の報知を行わせる
ための報知手段、として機能させるための遊技機用プログラムによって制御することがで
きる。
【００９３】
　さらに、前記遊技用プログラムを記憶した記憶媒体を用いて制御することができる。
　ここで、前記抽選手段は、制御装置が乱数と確率テーブルを用いて当選の有無を判定す
るものであってもよいし、くじ引きなどの無作為抽出を現実におこなわせるものであつて
もよい。
　また、前記利益付与手段としては、前記遊技機用プログラムを用いて遊技機を制御する
場合には、ホッパーユニット65などを介して遊技者にメダルなどの遊技媒体を払い出すよ
うに形成することができる。一方、前記遊技機用プログラムを用いて、業務用若しくは家
庭用のテレビゲーム機を制御しようとする場合には、現実の遊技媒体の払い出しは行えな
いので、例えば液晶ディスプレイやＣＲＴ等の画像表示装置に、投入メダル、獲得メダル
数の枚数表示をしたり、メダルの増減がわかるような絵（動画でも静止画でもよい）を表
示するように形成することができる。
【００９４】
　（他の実施の形態）
　さて、上述した実施の形態では、抽選結果が当選の場合に遊技者に付与される利益を、
ストック放出としたものであったが、付与利益としてはこれに限られない。例えば、高確
率当選遊技や、アシストタイムや、リプレイタイムに移行するための抽選手段を、上述の
放出抽選手段140と同様に構成することができる。
　ここで、高確率当選遊技とは、当選判定テーブル113として、通常用いる当選判定テー
ブル113よりも、例えば小役当選の当選領域が多く設定された当選判定テーブル113を用い
て、当選判定手段110が当選判定の抽選（図柄抽選）を行う遊技である。高確率当選遊技
においては、当選となる確率が高いため、結果として入賞する可能性も高くなり、遊技者
の獲得するメダルが増加する有利遊技である。
【００９５】
　また、アシストタイムとは、所定期間に亘り、通常抽選手段の抽選結果に関する情報を
、所定の確率で報知する遊技期間である。遊技者は、報知に従って目押しをすることがで
きるので、結果として入賞する可能性も高くなり、遊技者の獲得するメダルが増加する有
利遊技期間である。
　そして、リプレイタイムとは、所定期間に亘り、再遊技の当選確率が高く設定された遊
技期間である。つまり、当選判定テーブル113として、通常用いる当選判定テーブル113よ
りも、例えば「リプレイ」の当選領域が多く設定された当選判定テーブル113を用いて、
当選判定手段110が当選判定の抽選を行う遊技期間である。「リプレイ」は、メダルの投
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入なしで次遊技を行うことができるので、手持ちのメダルが減じることなく、結果として
遊技者の獲得するメダルが増加する有利遊技期間である。
【００９６】
　上記以外にも、遊技者に、結果としてメダル獲得につながる有利状態を作り出すことが
できる遊技又は遊技期間に移行するための抽選を、上記実施の形態のように行うことがで
きる。
　なお、本発明は、スロットマシン以外の遊技機にも応用できる。例えば、遊技媒体とし
て遊技球を用いてスロットマシンと同様の遊技を行わせるパロット遊技機に使用してもよ
いものである。あるいは、ゲームセンターなどに設置されるアーケードゲームにも応用で
きるものである。例えば、特に図示しないが、箱の中にはずれ球とあたり球が収納されて
いて、コインなどの遊技媒体を投入したり所定の遊技開始スイッチを操作すると箱内の球
が撹拌され、所定の選択スイッチの操作により箱の中から一個の球を無作為に取り出すこ
とができ、それが「あたり球」であれば賞品や対価が払い出されるような遊技機などに利
用することができる。つまり、箱内から球を取り出すことが本発明の「抽選」にあたり、
この球の取り出しを実行させるためのスイッチや機械的構成が「抽選手段」にあたること
となる。
【００９７】
　この遊技機に本発明を用いた具体例を示すと、球を取り出す際に、本発明の抽選選択装
置にあたる何らかの操作装置を操作するようになっている。そして、抽選選択装置により
通常抽選を選択した場合には、取り出された球が「はずれ球」の場合には遊技が終了し、
「あたり球」であった場合には賞品などの払い出しが行われる。一方、抽選選択装置によ
り特別抽選を選択した場合には、取り出された球が「あたり球」の場合には賞品が払い出
されることなく遊技が終了し、「はずれ球」であった場合には、もう一回抽選（球の取り
出し）を行うことができるようになっている。すなわち、次に球の取り出しを行う場合に
は、「はずれ球」の数が一個少なくなり、「あたり球」を取り出せる確率が高くなる。な
お、球の取り出しは、箱の底部を傾斜させて箱側面に設けた開口部から排出させるように
したり、箱上面の開口部から磁石やエアで吸引して取り出すようにすることができる。ま
た、球の判別は、球取り出し口や球排出口に設けられた識別センサにより行うことができ
る。このように、本発明は、抽選テーブルを用いて抽選を行う遊技機以外にも利用でき、
また抽選が遊技そのものである場合と、抽選により遊技内容の一部が決定される場合の双
方の場合に利用できるのである。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の実施の形態であって、スロットマシンの入力、制御及び出力を示すブロ
ック図である。
【図２】本発明の実施の形態であって、スロットマシンを示す外観正面図である。
【図３】本発明の実施の形態であって、スロットマシンの動作の概略を示すフローである
。
【図４】本発明の実施の形態であって、スロットマシンの動作のうち、抽選処理の概略を
示すフローである。
【図５】本発明の実施の形態であって、スロットマシンの動作のうち、回転リールの回転
停止処理の概略を示すフローである。
【図６】本発明の実施の形態であって、スロットマシンの動作のうち、放出抽選処理の流
れを示すフローである。
【図７】本発明の実施の形態であって、放出抽選の具体例を示すイメージ図である。
【図８】本発明の実施の形態であって、抽選報知の具体例を示す図である。
【符号の説明】
【００９９】
　10　スロットマシン　　　　　　　　　11　筺体
　12　表示窓　　　　　　　　　　　　　13　図柄表示窓
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　15　投入スイッチ　　　　　　　　　　16　ベットスイッチ
　17　精算スイッチ　　　　　　　　　　18　抽選選択スイッチ（抽選選択装置）
　20　制御装置
　21　遊技制御装置　　　　　　　　　　22　演出制御装置
　30　スタートスイッチ　　　　　　　　40　回転リール
　42　リールテープ　　　　　　　　　　50　ストップスイッチ
　60　リールユニット　　　　　　　　　65　ホッパーユニット
　66　表示装置　　　　　　　　　　　　67　演出表示部
　68　ランプ　　　　　　　　　　　　　69　スピーカ
　70　通常遊技制御手段　　　　　　　　80　特別遊技制御手段
　90　特定導入遊技制御手段　　　　　 100　特定遊技制御手段
 110　当選抽選手段（図柄抽選手段）　 111　乱数発生手段
 112　乱数抽出手段　　　　　　　　　 113　当選判定テーブル
 114　判定手段　　　　　　　　　　　 115　判定テーブル変更手段
 120　フラグストック制御手段　　　　 130　ストック制御手段
 140　放出抽選手段（有利遊技開始抽選手段）　141  放出抽選テーブル
 142　抽選テーブル選択手段（抽選態様選択手段）　143  抽選実行手段
 150　リール回転停止制御手段　　　　 160　入賞判定手段

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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