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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  周囲に複数の図柄が付された複数の回転リールと、
  回転リールの回転を開始させるためのスタートスイッチと、
  各回転リールに対応して設けられかつ回転リールの回転を停止させるためのストップス
イッチと、
  複数の小役とこれ以外の特別役とを少なくとも含む複数の役のいずれかに当選か又はハ
ズレかの役抽選を行う役抽選手段と、
  役抽選で当選した役に対応する当選フラグを非内部当選状態から内部当選状態に設定す
る当選フラグ制御手段と、
  当選フラグの設定状態及びストップスイッチが操作された時点における対応する回転リ
ールの回転位置に基づいて、回転リールの回転を適位置で停止させる停止制御手段と、
  少なくとも通常状態と通常状態よりも遊技者にとって有利でかつ所定の回転リールの引
き込み範囲を、他の回転リールに比べて狭くなるように設定された特別状態とを含む複数
の遊技状態の間で遊技状態を移行させる制御を行う遊技状態移行制御手段と、を備え、
  遊技状態移行制御手段は、
  特別役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されたことを条件と
して遊技状態を特別状態へ移行させ、
  当選フラグ制御手段は、
  特別状態においては、第１の小役を含むすべての小役の当選フラグが内部当選状態とな
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る第１状態、及び第１の小役を含むすべての小役の当選フラグ及びこれ以外の特定役の当
選フラグが内部当選状態となる第２状態を含む複数のフラグ状態を設定可能であり、
  停止制御手段は、
  特別状態において第１状態に設定されている遊技においては、
  特定の操作態様でストップスイッチが操作された場合には、第１の小役に対応した図柄
の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されないように、回転リールの回転を停止さ
せ、
  特別状態において第２状態に設定されている遊技においては、
  第１の小役に対応した図柄の組み合わせが特定役に優先して有効入賞ライン上に停止表
示されるように、回転リールの回転を停止させるとともに、特定の操作態様でストップス
イッチが操作された場合には、第１の小役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン
上に停止表示されるように、回転リールの回転を停止させるように形成されていることを
特徴とする遊技機。
【請求項２】
  小役として、第１の小役とは遊技媒体の払い出し数が異なる第２の小役が設けられ、
  当選フラグ制御手段は、
  特別状態においては、役抽選の結果に関わらず第１の小役及び第２の小役の当選フラグ
を内部当選状態に設定し、
  停止制御手段は、
  特別状態において第１の小役及び第２の小役の当選フラグが少なくとも重複して内部当
選状態に設定されている所定のフラグ状態の遊技において、
  当該フラグ状態に対して割り当てられている特定の操作順序でストップスイッチが操作
された場合には、第１の小役に対応した図柄の組み合わせが特定の有効入賞ライン上に停
止表示されるように、回転リールの回転を停止させ、
  特定の操作順序以外の操作順序でストップスイッチが操作された場合には、第２の小役
に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されるように、回転リールの
回転を停止させるように形成されていることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
  第２の小役の遊技媒体の払い出し数は、ｎ個（２≦ｎ）に設定され、
  第１の小役の遊技媒体の払い出し数は、ｍ個（１≦ｍ＜ｎ）に設定され、
  遊技状態移行制御手段は、
  特別状態においてｎ×ｋ－ｐ個（１≦ｋ、１≦ｐ≦ｎ－ｍ）を超える遊技媒体が払い出
されたことを条件に特別状態を終了するように形成され、
  特別状態において第１の小役及び第２の小役の当選フラグが少なくとも重複して内部当
選状態に設定されている所定のフラグ状態の遊技において、当該フラグ状態に対して割り
当てられているストップスイッチの特定の操作順序を遊技者に報知する報知演出を実行す
る報知演出実行手段を備えていることを特徴とする請求項２記載の遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、この種の遊技機、たとえばスロットマシンでは、ボーナス遊技の種類として
、ＲＢＢ遊技と、ＣＢＢ遊技とが知られている（特許文献１参照）。ＲＢＢ遊技では、小
役の抽選確率が上昇し、ほぼ毎遊技小役に当選し短期間で多くのメダルを獲得することが
できるものとなっている。また、従来から、ＲＢＢ遊技では、ストップスイッチの操作順
序によって遊技結果が異なり、ひいては異なる利益が付与される遊技が行われている。た
とえば、特定の操作順序で操作された場合の方が、より多くのメダルを払い出すようにし
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ている。
　このような遊技を行う際には、特定の操作順序でストップスイッチが操作された場合に
は、特定役に対応した図柄の組み合わせを特定の有効入賞ライン上に停止表示させ、特定
の操作順序以外の操作順序でストップスイッチが操作された場合には、特定役に対応した
図柄の組み合わせを特定の有効入賞ライン上に停止表示させないようにする停止制御が行
われている。具体的には、特定の操作順序以外の操作順序でストップスイッチが操作され
た場合には、たとえば、特定役とは異なる役に対応した図柄の組み合わせを有効入賞ライ
ン上に停止表示させることにより、遊技結果が異なるようにし、ひいては特定の操作順序
で操作された場合の方がより多くのメダルを払い出すようにしている。
【０００３】
　このような操作順序による停止制御では、役の抽選（役抽選）で当選することにより設
定される当選フラグのフラグ状態に対してストップスイッチの操作順序が設定されている
ものである。そして、特定の操作順序が１通りに決まっていると、その操作順序で操作す
れば、遊技者は必ずより多くのメダルを獲得することができるようになってしまい攻略性
につながってしまう。そこで、ストップスイッチの操作順序によって異なる遊技結果とな
る遊技を行う場合には、複数のフラグ状態を設定可能とし、各フラグ状態に対して異なる
特定の操作順序を設定するものである。
　一方で、ＣＢＢ遊技では、役抽選の結果に関わらず小役の当選フラグを内部当選状態に
設定するとともに、所定の回転リールに対して、ストップスイッチが操作されてから７５
ｍｓｅｃ以内（図柄１コマの範囲内）で停止させる停止制御を行うものとなっており、Ｃ
ＢＢ遊技においてもＲＢＢ遊技と同様に、短期間で多くのメダルを獲得することができる
ものとなっている。このように、ＲＢＢ遊技では、役抽選の結果によってフラグ状態が設
定されるのに対して、ＣＢＢ遊技では、役抽選の結果に関わらず小役の当選フラグが内部
当選状態に設定されることから、複数のフラグ状態を設定することが難しくなっている。
このため、ＣＢＢ遊技においては、ストップスイッチの操作順序によって異なる遊技結果
となる遊技を行い難いものとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－５１３６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ＣＢＢ遊技においても、ＲＢＢ遊技と同様に、ストップスイッチの操作
順序によって異なる遊技結果となる遊技を行いたいといった要望があった。
　そこで、本発明は、ＣＢＢ遊技において、ストップスイッチの操作順序によって異なる
遊技結果となる遊技を行うことができる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  各請求項に記載された発明は、上記した各目的を達成するためになされたものであり、
本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、符号は、発明の実施の形態において用いた符号を示し、本発明の技術的範囲を限
定するものではない。
  （請求項１）
  請求項１記載の発明は、周囲に複数の図柄が付された複数の回転リール45と、回転リー
ル45の回転を開始させるためのスタートスイッチ33と、各回転リール45に対応して設けら
れかつ回転リール45の回転を停止させるためのストップスイッチ34と、複数の小役とこれ
以外の特別役とを少なくとも含む複数の役のいずれかに当選か又はハズレかの役抽選を行
う役抽選手段100と、役抽選で当選した役に対応する当選フラグを非内部当選状態から内
部当選状態に設定する当選フラグ制御手段105と、当選フラグの設定状態及びストップス
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イッチ34が操作された時点における対応する回転リール45の回転位置に基づいて、回転リ
ール45の回転を適位置で停止させる停止制御手段120と、少なくとも通常状態と通常状態
よりも遊技者にとって有利でかつ所定の回転リール45の引き込み範囲を、他の回転リール
45に比べて狭くなるように設定された特別状態とを含む複数の遊技状態の間で遊技状態を
移行させる制御を行う遊技状態移行制御手段140と、を備え、遊技状態移行制御手段140は
、特別役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されたことを条件と
して遊技状態を特別状態へ移行させ、当選フラグ制御手段105は、第１の小役を含むすべ
ての小役の当選フラグが内部当選状態となる第１状態、及び第１の小役を含む予めすべて
の小役の当選フラグ及びこれ以外の特定役の当選フラグが内部当選状態となる第２状態を
含む複数のフラグ状態を設定可能であり、停止制御手段120は、特別状態において第１状
態に設定されている遊技においては、特定の操作態様でストップスイッチ34が操作された
場合には、第１の小役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されな
いように、回転リール45の回転を停止させ、特別状態において第２状態に設定されている
遊技においては、第１の小役に対応した図柄の組み合わせが特定役に優先して有効入賞ラ
イン上に停止表示されるように、回転リール45の回転を停止させるとともに、特定の操作
態様でストップスイッチ34が操作された場合には、第１の小役に対応した図柄の組み合わ
せが有効入賞ライン上に停止表示されるように、回転リール45の回転を停止させるように
形成されていることを特徴とする。
 
【０００８】
  また、「第１の小役に対応した図柄の組み合わせが特定の有効入賞ライン上に停止表示
されないように」とは、特定の操作順序以外の操作順序でストップスイッチ34が操作され
た場合に、第１の小役に対応した図柄の組み合わせが特定の有効入賞ラインとは異なる有
効入賞ライン上に停止表示されるように、回転リール45の回転を停止させるものや、第１
の小役とは異なる役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されるよ
うに、回転リール45の回転を停止させるものを含むものである。
【０００９】
　（請求項２）
　請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明の特徴に加え、小役として、第１の小
役とは遊技媒体の払い出し数が異なる第２の小役が設けられ、当選フラグ制御手段105は
、特別状態においては、役抽選の結果に関わらず第１の小役及び第２の小役の当選フラグ
を内部当選状態に設定し、停止制御手段120は、特別状態において第１の小役及び第２の
小役の当選フラグが少なくとも重複して内部当選状態に設定されている所定のフラグ状態
の遊技において、当該フラグ状態に対して割り当てられている特定の操作順序でストップ
スイッチ34が操作された場合には、第１の小役に対応した図柄の組み合わせが特定の有効
入賞ライン上に停止表示されるように、回転リール45の回転を停止させ、特定の操作順序
以外の操作順序でストップスイッチ34が操作された場合には、第２の小役に対応した図柄
の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されるように、回転リール45の回転を停止さ
せるように形成されていることを特徴とする。
【００１０】
　（請求項３）
　請求項３記載の発明は、上記請求項２記載の発明の特徴に加え、第２の小役の遊技媒体
の払い出し数は、ｎ個（２≦ｎ）に設定され、第１の小役の遊技媒体の払い出し数は、ｍ
個（１≦ｍ＜ｎ）に設定され、遊技状態移行制御手段140は、特別状態においてｎ×ｋ－
ｐ個（１≦ｋ、１≦ｐ≦ｎ－ｍ）を超える遊技媒体が払い出されたことを条件に特別状態
を終了するように形成され、特別状態において第１の小役及び第２の小役の当選フラグが
少なくとも重複して内部当選状態に設定されている所定のフラグ状態の遊技において、当
該フラグ状態に対して割り当てられているストップスイッチ34の特定の操作順序を遊技者
に報知する報知演出を実行する報知演出実行手段180を備えていることを特徴とする。
【００１１】
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　ここで、「ｎ」は、２以上の正整数を意味し、「ｍ」は、１以上ｎ未満の正整数を意味
し、「ｋ」は、１以上の正整数を意味し、「ｐ」は、１以上（ｎ－ｍ）以下の正整数を意
味する。たとえば、ｎを「１５」とし、ｍを「１２」とした場合には、ｐを「１」、「２
」又は「３」（＝１５－１２）とすることができる。この場合であってたとえばｋを「２
」とした場合には、２９個（＝１５×２－１）、２８個（＝１５×２－２）又は２７個（
＝１５×２－３）を超える遊技媒体の払い出しにより特別状態が終了するように設定する
ことができる。この場合において、特別状態の終了条件を、２７個を超える遊技媒体の払
い出しとした場合には、１５個（第２の小役の遊技媒体の払い出し数）の遊技媒体の払い
出しが連続すると、３０個の遊技媒体が払い出されて、特別状態は終了する。遊技者は、
３０個の遊技媒体の払い出しを受けることができることとなる。一方で、１５個の遊技媒
体の払い出しと、１２個（第１の小役の遊技媒体の払い出し数）の遊技媒体の払い出しと
が行われた場合には、総払い出し数が２７個であるので、さらなる払い出しが行われるま
で特別状態は継続する。遊技者は、最大で４２個（＝２７＋１５）の遊技媒体の払い出し
を受けることができることとなる。
【００１２】
　なお、本発明では、ｎ－ｍを「１」とすることがより望ましい。たとえば、ｎを「１５
」とし、ｍを「１４」とし、ｋを「２」とした場合には、特別状態は、２９個（＝１５×
２－１）を超える遊技媒体の払い出しにより終了するものとなる。この場合には、１５個
（第２の小役の遊技媒体の払い出し数）の遊技媒体の払い出しと、１４個（第１の小役の
遊技媒体の払い出し数）の遊技媒体の払い出しとが行われた場合には、総払い出し数が２
９個であるので、さらなる払い出しが行われるまで特別状態は継続する。遊技者は、最大
で４４個（＝２９＋１５）の遊技媒体の払い出しを受けることができることとなる。この
ように、ｋを同一にした場合において、ｎ－ｍを「３」とした上記の場合には最大払い出
し数が４２個となるのに対して、ｎ－ｍを「１」とした場合には、最大払い出し数が４４
個となる。すなわち、遊技者が獲得することができる遊技媒体数がｎ－ｍを「１」とした
場合が最大となるので、本発明では、ｎ－ｍを「１」とすることがより望ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
　（請求項１又は２）
　すなわち請求項１又は２記載の発明によれば、遊技状態が特別状態である遊技において
、ストップスイッチ34の操作順序によって異なる遊技結果となる遊技を行うことができる
遊技機を提供することができる。
　（請求項３）
　すなわち請求項３記載の発明によれば、請求項２記載の発明の効果に加え、遊技状態が
特別状態である遊技において、遊技媒体の払い出し数を調整することができる遊技機を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態であって、スロットマシンの正面図である。
【図２】入賞ラインを説明するための説明図である。
【図３】各回転リールの図柄の配列を説明するための説明図である。
【図４】スロットマシンのブロック図である。
【図５】役を説明するための説明図である。
【図６】当選判定テーブルを説明するための説明図である。
【図７】当選判定テーブルを説明するための説明図である。
【図８】当選判定テーブルを説明するための説明図である。
【図９】ストップスイッチの操作順序と有効入賞ライン上に停止表示される役との関係を
説明するための説明図である。
【図１０】本実施の形態に係るスロットマシンにおけるＣＢＢ遊技の動作の概略を示すフ
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ローチャートである。
【図１１】フラグ設定処理を示すフローチャートである。
【図１２】状態処理を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第２の実施の形態であって、役を説明するための説明図である。
【図１４】当選判定テーブルを説明するための説明図である。
【図１５】ストップスイッチの操作順序と有効入賞ライン上に停止表示される役との関係
を説明するための説明図である。
【図１６】フラグ設定処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態を、図１～図１２に基づいて説明する。
　以下、「前面」とは、スロットマシン10において遊技を行う際に遊技者が向き合う面を
いい、「右側」とは、スロットマシン10の前面に向き合って遊技を行う遊技者から見て右
側をいい、「左側」とは、スロットマシン10の前面に向き合って遊技を行う遊技者から見
て左側をいう。
　（スロットマシン10）
　図１に概略を示すように、遊技機としてのスロットマシン10は、前面に開口部を有する
箱型の筐体11を備え、筐体11の前面には、開口部を塞ぐ前扉12を備え、筐体11の内部には
、３個の回転リール45を横並びに配置したリールユニット40や、スロットマシン10を制御
するための制御装置20や、遊技媒体としてのメダルを払い出すためのホッパーユニット（
払出装置）13や、スロットマシン10が備える各装置に電力を供給するための電源ユニット
などを備えている。３個の回転リール45のうち、左側に位置するのが左リール46であり、
中央に位置するのが中リール47であり、右側に位置するのが右リール48である。以下、左
リール46、中リール47及び右リール48のいずれかを指す場合には、単に、「回転リール45
」と称する。
【００１６】
　また、前扉12の略中央には、前方へ向けて突出する操作部16が設けられ、操作部16の上
方には、各回転リール45の周囲に付されている図柄を遊技者に見せるための図柄表示窓15
が設けられ、図柄表示窓15の上方には、画像を表示する表示装置55が設けられ、図柄表示
窓15及び表示装置55の周囲縁には、演出用ランプ17が設けられている。図柄表示窓15は、
図１に示すように、縦３列横３行に配置した合計９個の図柄を遊技者に見せるように形成
されている。また、この９個の図柄が表示される位置には、図柄の並びを示す入賞ライン
が設定されている。本実施の形態では、入賞ラインとして、図２に示すように、中段の表
示位置の３個の図柄を通る中段入賞ラインL1と、左上・中央・右下の表示位置の３個の図
柄を通る右下り入賞ラインL2と、左下・中央・右上の表示位置の３個の図柄を通る右上り
入賞ラインL3と、左上・中央・右上の表示位置の３個の図柄を通るＶ字入賞ラインL4と、
左下・中央・右下の表示位置の３個の図柄を通る小山入賞ラインL5とが設けられている。
入賞ラインは、メダルのベットにより有効となる。以下、有効となった入賞ラインを「有
効入賞ライン」と称する。
【００１７】
　また、操作部16の上面右側には、メダルを投入するためのメダル投入口36が設けられ、
操作部16の上面左側には、スロットマシン10に電子的に貯留（クレジット）されているメ
ダルをベットするためのベットスイッチ32が設けられ、操作部16の上面左端付近には、ク
レジットされているメダルを返却するための精算スイッチ35が設けられ、操作部16の前面
左側には、すべての回転リール45の回転を開始させるためのスタートスイッチ33が設けら
れ、操作部16の前面中央には、回転リール45の回転を停止させるためのものであって各回
転リール45にそれぞれ対応している左停止スイッチ56、中停止スイッチ57及び右停止スイ
ッチ58が横並びに設けられている。左停止スイッチ56は左リール46に対応しており、中停
止スイッチ57は中リール47に対応しており、右停止スイッチ58は右リール48に対応してい
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る。以下、左停止スイッチ56、中停止スイッチ57及び右停止スイッチ58のいずれかを指す
場合には、「ストップスイッチ34」と称する。
【００１８】
　また、前扉12の裏面のメダル投入口36に対応する位置には、メダル投入口36から投入さ
れたメダルを検知するメダルセンサ19が設けられている。
　また、前扉12の下部中央には、メダル払出口37が設けられ、メダル払出口37の下方には
、メダル受け皿38が設けられている。さらに、前扉12の裏面下部には、スピーカ18が設け
られている。
　（リールユニット40）
　リールユニット40は、横並びに設けた３個の回転リール45と、各回転リール45を回転さ
せるためのものであって各回転リール45にそれぞれ対応しているステッピングモータと、
これらを支持するためのフレームとを備えている。各回転リール45の周囲には、図３に示
すように、「赤７」、「青７」、「ＢＡＲ」、「スイカ」、「ベル」、「チェリー」及び
「リプレイ」などの複数種類の図柄が所定の配列で合計２１個付されている。また、各ス
テッピングモータの出力軸には、対応する回転リール45がそれぞれ固定されている。
【００１９】
　また、ステッピングモータは、パルス信号によって駆動するものであって、入力される
パルス信号のパターンによって、加速・定速・減速のパターンが決まる。また、ステッピ
ングモータは、一のパルス信号の入力により、回転リール45の周囲に付された図柄１個分
に相当する量駆動する。ステッピングモータが図柄１個分に相当する量駆動すると、対応
する回転リール45が、周囲に付された図柄１個分に相当する量回転する（１コマ回転する
）。
　また、各回転リール45には、インデックスセンサにより検知されるインデックスが設け
られており、インデックスが検知されてからのステッピングモータのパルス数により回転
リール45の回転位置及び停止位置を特定できるようになっている。
【００２０】
　（制御装置20）
　制御装置20は、図４に示すように、主として遊技を制御する遊技制御装置21と、遊技制
御装置21からの信号を受信して、主として遊技の演出を制御する演出制御装置22とを備え
ている。
　遊技制御装置21は、メイン基板などとも呼ばれるものであって、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、及びＩ／Ｏなどを備えたマイクロコンピュータを用いて構成されている。ＣＰＵがＲ
ＯＭに記憶された所定のプログラムを実行することにより、遊技制御装置21を構成するマ
イクロコンピュータが、役の抽選（役抽選）、回転リール45の回転・停止及びメダルの払
い出しなどの遊技の進行を制御する遊技制御手段60として機能する。具体的には、遊技制
御手段60は、図４に示すように、役抽選手段100、当選フラグ制御手段105、回転制御手段
110、停止制御手段120、停止図柄判定手段130、払出制御手段135、遊技状態移行制御手段
140及び再遊技役抽選状態制御手段150などを備えている。遊技制御装置21の入力手段とし
ては、ベットスイッチ32、スタートスイッチ33、ストップスイッチ34、精算スイッチ35、
メダルセンサ19及びリールユニット40の各回転リール45のインデックスセンサなどが接続
され、遊技制御装置21の出力手段としては、リールユニット40のステッピングモータや、
ホッパーユニット13などが接続されている。
【００２１】
　また、演出制御装置22は、サブ基板などとも呼ばれるものであって、遊技制御装置21と
同様に、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、及びＩ／Ｏなどを備えたマイクロコンピュータを用い
て構成されている。ＣＰＵがＲＯＭに記憶された所定のプログラムを実行することにより
、演出制御装置22を構成するマイクロコンピュータが、役抽選の結果や、遊技の進行に応
じて遊技の演出を制御する演出制御手段160として機能する。演出制御装置22の入力手段
としては、遊技制御装置21が接続され、演出制御装置22の出力手段としては、表示装置55
や、演出用ランプ17や、スピーカ18などが接続されている。
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　また、遊技制御装置21と演出制御装置22との間における信号の送受信は、遊技制御装置
21における役抽選に関するデータ等の内部データの信頼性を担保すべく、一方通行となる
ように形成されている。
【００２２】
　（役）
　本実施の形態では、役として、有効入賞ライン上に所定の図柄の組み合わせが停止表示
されることにより、遊技状態がボーナス状態（特別状態）であるボーナス遊技へ移行する
ボーナス役（特別役）と、有効入賞ライン上に所定の図柄の組み合わせが停止表示される
ことにより、メダルが払い出される小役と、有効入賞ライン上に所定の図柄の組み合わせ
が停止表示されることにより、メダルの払い出しはないがメダルを新たに投入することな
く前回の遊技と同じ条件で再度遊技を行うことができる再遊技を実行させる再遊技役とが
ある。
【００２３】
　ボーナス役としては、図５に示すように、ＣＢＢ役と、ＣＢ役とがある。ＣＢＢ役は、
「赤７」「赤７」「赤７」の図柄の組み合わせに対応している。ＣＢ役は、「ベル」「ベ
ル」「赤７」の図柄の組み合わせに対応している。なお、ボーナス役としてはこれに限ら
れるものではない。
　小役としては、図５に示すように、第１小役～第１４小役がある。第１小役は、「ベル
」「ベル」「ベル」の図柄の組み合わせに対応している。第２小役（第２の小役）は、「
スイカ」「スイカ」「スイカ」の図柄の組み合わせに対応している。第３小役（第２の小
役）は、「ベル」「スイカ」「スイカ」の図柄の組み合わせに対応している。第４小役（
第２の小役）は、「ＢＡＲ」「スイカ」「スイカ」の図柄の組み合わせに対応している。
第５小役（第２の小役）は、「赤７」「スイカ」「スイカ」の図柄の組み合わせに対応し
ている。第６小役（第２の小役）は、「青７」「スイカ」「スイカ」の図柄の組み合わせ
に対応している。第７小役（第２の小役）は、「リプレイ」「スイカ」「スイカ」の図柄
の組み合わせに対応している。第８小役（第１の小役）は、「スイカ」「リプレイ」「ス
イカ」の図柄の組み合わせに対応している。第９小役（第１の小役）は、「ベル」「リプ
レイ」「スイカ」の図柄の組み合わせに対応している。第１０小役（第１の小役）は、「
ＢＡＲ」「リプレイ」「スイカ」の図柄の組み合わせに対応している。第１１小役（第１
の小役）は、「赤７」「リプレイ」「スイカ」の図柄の組み合わせに対応している。第１
２小役（第１の小役）は、「青７」「リプレイ」「スイカ」の図柄の組み合わせに対応し
ている。第１３小役（第１の小役）は、「リプレイ」「リプレイ」「スイカ」の図柄の組
み合わせに対応している。第１４小役（第１の小役）は、「チェリー」「リプレイ」「ス
イカ」の図柄の組み合わせに対応している。
【００２４】
　第１小役に対しては払い出し枚数が９枚に設定され、第２小役～第７小役のそれぞれに
対しては払い出し枚数が１５枚（ｎ個）に設定され、第８小役～第１４小役のそれぞれに
対しては払い出し枚数が１４枚（ｍ個）に設定されている。
　再遊技役は、図５に示すように、「リプレイ」「リプレイ」「リプレイ」の図柄の組み
合わせに対応している。なお、再遊技役としてはこれに限られるものではない。
　また、本実施の形態では、１回の遊技を開始するためにベット可能なメダルの数である
規定数が遊技状態に応じて予め定められている。本実施の形態では、遊技状態として、通
常状態と、ＲＴ状態と、内部中状態と、ボーナス状態とを備えている。そして、ボーナス
状態では、２枚のメダルのベットにより、１回の遊技を開始することができるようになっ
ている。一方、通常状態、ＲＴ状態及び内部中状態では、３枚のメダルのベットにより、
１回の遊技を開始することができるようになっている。ここで、「メダルのベット」には
、ベットスイッチ32の操作によるメダルのベット及びメダル投入口36からのメダルのベッ
トのいずれをも含むものである。
【００２５】
　また、本実施の形態では、有効となる入賞ラインが遊技状態に応じて予め定められてい
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る。通常状態、ＲＴ状態及び内部中状態では、３枚のメダルのベットにより、右下り入賞
ラインL2、右上り入賞ラインL3、Ｖ字入賞ラインL4及び小山入賞ラインL5のみが有効とな
るものとなっている。一方、ボーナス状態では、２枚のメダルのベットにより、中段入賞
ラインL1のみが有効となるものとなっている。このように、本実施の形態では、遊技状態
（言い換えればベット数）に応じて有効となる入賞ラインが可変するが、遊技状態と有効
となる入賞ラインとの関係は、図柄の配列や、後述する停止制御など、その遊技機の仕様
に応じて適宜設定可能である。
【００２６】
　（役抽選手段100）
　役抽選手段100は、複数の役のいずれかに当選か又はハズレかの役抽選を行うものであ
る。役抽選手段100は、スタートスイッチ33の操作を契機に、特に図示しないループカウ
ンタの数値を読み取り、この数値と、ループカウンタがカウントする数値を全領域として
各役の当選領域及びハズレの領域を規定した当選判定テーブルとを比較して、役の当否を
決定する。
　当選領域としては、一の役に対応付けられた当選領域である単独当選領域の他に、複数
種類の役に対応付けられた重複当選領域を設定することができる。
【００２７】
　当選判定テーブルとしては、通常当選判定テーブル、ＲＴ当選判定テーブル、非ＲＴ内
部中当選判定テーブル、ＲＴ内部中当選判定テーブル、非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブ
ル及びＲＴ中ボーナス当選判定テーブルなどがある。なお、当選判定テーブルとしてはこ
れに限られるものではない。
　当選判定テーブルは、現在の遊技状態及び再遊技役の抽選状態に基づいて、選択される
ものとなっている。本実施の形態では、ボーナス状態として、ＣＢＢ状態と、ＣＢ状態と
が設けられている。また、再遊技役の抽選状態として、低確率状態及び高確率状態が設け
られている。具体的には、遊技状態が通常状態でかつ再遊技役の抽選状態が低確率状態で
ある遊技においては通常当選判定テーブルが選択され、遊技状態がＲＴ状態でかつ再遊技
役の抽選状態が高確率状態である遊技においてはＲＴ当選判定テーブルが選択されるもの
となっている。また、遊技状態が内部中状態でかつ再遊技役の抽選状態が低確率状態であ
る遊技においては非ＲＴ内部中当選判定テーブルが選択され、遊技状態が内部中状態でか
つ再遊技役の抽選状態が高確率状態である遊技においてはＲＴ内部中当選判定テーブルが
選択されるものとなっている。また、遊技状態がＣＢＢ状態でかつ再遊技役の抽選状態が
低確率状態である遊技においては非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルが選択され、遊技状
態がＣＢＢ状態でかつ再遊技役の抽選状態が高確率状態である遊技においてはＲＴ中ボー
ナス当選判定テーブルが選択されるものとなっている。
【００２８】
　通常当選判定テーブル及びＲＴ当選判定テーブルには、図６に示すように、ＣＢＢ役の
単独当選領域、ＣＢ役の単独当選領域、第１小役の単独当選領域、第２小役～第１４小役
の重複当選領域、及び、再遊技役の単独当選領域が設定されている。
　非ＲＴ内部中当選判定テーブル及びＲＴ内部中当選判定テーブルは、ボーナス役（ＣＢ
Ｂ役及びＣＢ役）の当選領域が存在しないように、すなわちボーナス役が役抽選の抽選対
象から除外されるように設定されている。
　非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブル及びＲＴ中ボーナス当選判定テーブルには、図７に
示すように、すべての小役（第１役～第１４役）及びＣＢ役の重複当選領域、すべての小
役、再遊技役及びＣＢ役の重複当選領域、すべての小役及び再遊技役の重複当選領域、並
びに、すべての小役の重複当選領域が設定されている。
【００２９】
　ここで、ＣＢＢ状態は、後述するように、ＣＢＢ役に対応した図柄の組み合わせが有効
入賞ライン上に停止表示されたことを条件として移行するものとなっている。そして、本
実施の形態では、ＣＢＢ役の当選時における再遊技役の抽選確率がＣＢＢ状態においても
引き継がれるものとなっている。
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　具体的には、通常当選判定テーブル及び非ＲＴ内部中当選判定テーブルでは、図８（Ａ
）及び（Ｃ）に示すように、再遊技役の抽選確率は、８９７８／６５５３６に設定されて
いる。さらに、非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルでは、すべての小役、再遊技役及びＣ
Ｂ役の重複当選領域、並びに、すべての小役及び再遊技役の重複当選領域の抽選確率は、
図８（Ｅ）に示すように、それぞれ、４４８９／６５５３６に設定されており、これらを
合計すると、８９７８／６５５３６となる。すなわち、非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブ
ルでは、再遊技役の抽選確率は、通常当選判定テーブル及び非ＲＴ内部中当選判定テーブ
ルと同一に設定されているが、そのうちの一部が、すべての小役及びＣＢ役との重複当選
領域に設定され、他の一部が、すべての小役との重複当選領域に設定されている。
【００３０】
　同様に、ＲＴ当選判定テーブル及びＲＴ内部中当選判定テーブルでは、図８（Ｂ）及び
（Ｄ）に示すように、再遊技役の抽選確率は、５００００／６５５３６に設定されている
。さらに、ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルでは、再遊技役の抽選確率は、ＲＴ当選判定
テーブル及びＲＴ内部中当選判定テーブルと同一に設定されているが、そのうちの一部が
、すべての小役及びＣＢ役との重複当選領域に設定され、他の一部が、すべての小役との
重複当選領域に設定されている（図８（Ｆ）参照）。
　また、本実施の形態では、役抽選手段100は、遊技状態がＣＢ状態である遊技では、役
抽選を行わないものとなっている。なお、ＣＢ状態においても、ＣＢＢ役及びＣＢ役を除
く役を対象にして役抽選を行うようにしてもよい。
【００３１】
　（当選フラグ制御手段105）
　当選フラグ制御手段105は、役抽選で当選した役に対応する当選フラグを非内部当選状
態から内部当選状態に設定するものである。
　当選フラグには、ボーナス役に対応するボーナス当選フラグ（ＣＢＢ当選フラグ及びＣ
Ｂ当選フラグ）と、小役に対応する小役当選フラグ（第１小役当選フラグ～第１４小役当
選フラグ）と、再遊技役に対応する再遊技当選フラグとがある。
　そして、ＣＢ当選フラグ、小役当選フラグ及び再遊技当選フラグは、当選した遊技にお
いてのみ内部当選状態となるものの、ＣＢＢ当選フラグは、次の遊技へ持ち越すことがで
きるものとなっており、ＣＢＢ役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止
表示されることにより非内部当選状態にリセットされるものとなっている。
【００３２】
　また、当選フラグ制御手段105は、遊技状態がボーナス状態である遊技においては、役
抽選の結果に関わらず、すべての小役当選フラグ（第１小役当選フラグ～第１４小役当選
フラグ）が内部当選状態となるように、小役当選フラグの設定状態を制御する。遊技状態
がＣＢＢ状態である遊技では、上述の如く、役抽選によりすべての小役に必ず当選するの
で、当選フラグ制御手段105は、すべての小役当選フラグを内部当選状態に設定する。遊
技状態がＣＢ状態である遊技では、上述の如く、役抽選は行われないが、当選フラグ制御
手段105は、すべての小役当選フラグを内部当選状態に設定する。
　そして、本実施の形態に係るＣＢＢ状態では、役抽選の結果に応じて、下記の（Ａ）～
（Ｄ）の４つのフラグ状態を設定可能となっている。
【００３３】
　（Ａ）すべての小役当選フラグ及びＣＢ当選フラグのみが内部当選状態に設定されたフ
ラグ状態
　（Ｂ）すべての小役当選フラグ、再遊技当選フラグ及びＣＢ当選フラグが内部当選状態
に設定されたフラグ状態
　（Ｃ）すべての小役当選フラグ及び再遊技当選フラグのみが内部当選状態に設定された
フラグ状態
　（Ｄ）すべての小役当選フラグのみが内部当選状態に設定されたフラグ状態
　上記各フラグ状態が発生する発生確率は、当然のことではあるが、非ＲＴ中ボーナス当
選判定テーブル及びＲＴ中ボーナス当選判定テーブルのそれぞれにおける当選領域の抽選
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確率と同一となっている（図８及び図９参照）。また、各テーブルにおける、上記（Ａ）
及び（Ｂ）のそれぞれのフラグ状態の発生確率の合計と、上記（Ｃ）及び（Ｄ）のそれぞ
れのフラグ状態の発生確率の合計とは、等しいものとなっている（図８及び図９参照）。
【００３４】
　なお、ボーナス状態においては、すべての小役当選フラグを内部当選状態に設定しなく
てもよく、予め定められていれば、一部の小役当選フラグのみを内部当選状態に設定する
ようにすることができる。
　ここで、遊技制御手段60は、当選フラグの内部当選状態（役抽選の結果）を示す情報を
演出制御装置22へ送信する。
　（回転制御手段110）
　回転制御手段110は、回転リール45の回転駆動を制御するものである。回転制御手段110
は、スタートスイッチ33の操作を契機として、３個すべての回転リール45の回転を開始さ
せて、その回転速度が所定の定常速度に達するまで加速させて、その回転速度が所定の定
常速度に達したときには、回転リール45を所定の定常速度で定速回転させる。
【００３５】
　（停止制御手段120）
　停止制御手段120は、当選フラグの設定状態及びストップスイッチ34が操作された時点
における対応する回転リール45の回転位置に基づいて、回転リール45の回転を適位置で停
止させるものである。
　停止制御手段120は、各ストップスイッチ34が操作された際における対応する回転リー
ル45の回転位置を、対応するインデックスが検知されてから対応するストップスイッチ34
が操作されるまでの間における対応するステッピングモータのステップ数で特定しつつ、
ストップスイッチ34が操作された時点で、有効入賞ライン上に直ちに停止できる図柄（す
なわち、回転リール45の回転位置）を基準として、この図柄から回転方向に予め定められ
た個数（最大スベリコマ数、本実施の形態では４コマ）移動した図柄までの範囲内（具体
的にはストップスイッチ34が操作されてから１９０ｍｓｅｃ以内）で、対応する回転リー
ル45を停止させる。ここで、「コマ」とは、回転リール45の回転量であって、回転リール
45の周囲に付された図柄１個分に相当する量を意味するものである。
【００３６】
　また、停止制御手段120は、いずれかの当選フラグが内部当選状態に設定されている場
合には、各回転リール45の回転を停止させるに際し、内部当選状態に設定されている役に
対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に極力揃うように、かつ、非内部当選状態
に設定されている役に対応した図柄の組み合わせについてはいずれの有効入賞ライン上に
も揃わないように、引き込み制御及び蹴飛ばし制御を行い、一方、いずれの当選フラグも
内部当選状態に設定されていない場合には、各回転リール45の回転を停止させるに際し、
いずれの有効入賞ライン上にも、いずれの役に対応した図柄の組み合わせも揃わないよう
に、蹴飛ばし制御を行う。
【００３７】
　また、本実施の形態では、複数の当選フラグが内部当選状態に設定される場合があり、
このような場合に引き込み制御において、内部当選状態に設定されている複数の役のうち
いずれの役に対応した図柄を優先して引き込むかを予め設定している。具体的には、引き
込み優先順位を、「再遊技役」＞「小役」＞「ボーナス役」に設定している。さらに、小
役間の引き込み優先順位として、払い出し数優先と、組み合わせ数優先との２種類の優先
順位が設定されている。払い出し数優先とは、払い出し枚数が多いほど優先順位が高くな
るように設定されたものである。組み合わせ数優先とは、有効入賞ライン上に停止表示さ
れる図柄の組み合わせの数が多いほど優先順位が高くなるように設定されたものである。
なお、払い出し数優先においては、同一の払い出し枚数の小役に重複して当選した場合に
は、それらの小役の引き込み優先順位は同一となる。また、引き込み優先順位は、これに
限られるものではない。
【００３８】
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　そして、本実施の形態では、停止制御手段120は、引き込み制御及び蹴飛ばし制御を、
回転リール45の停止位置を予め定めた停止テーブルを参照して制御を行うテーブル制御に
より行うものとなっている。停止テーブルには、フラグ状態（当選フラグの設定状態）、
ストップスイッチ34の操作のタイミング、ストップスイッチ34の操作順序、既に停止して
いる回転リール45の停止位置（言い換えれば有効入賞ライン上に停止している図柄の種類
）、引き込み優先順位などに応じて、回転リール45の停止位置が設定されている。
　また、本実施形態では、停止制御手段120は、遊技状態がボーナス状態である場合には
、左リール46を１コマ以内（具体的には左停止スイッチ56が操作されてから７５ｍｓｅｃ
以内）で停止させる。すなわち、ボーナス状態において参照される左リール46の停止テー
ブルは、左停止スイッチ56が操作された時点における左リール46の回転位置から１コマ以
内の位置が停止位置として決定されるように設定されている。なお、ボーナス状態におい
て、中リール47及び右リール48については、停止制御手段120は、上述したものと同様に
、最大スベリコマ数（４コマ）の範囲内で停止させる。
【００３９】
　また、本実施形態では、遊技状態がボーナス状態である場合にのみ、引き込み優先順位
を上述したものとは異なるものに設定している。具体的には、ボーナス状態における引き
込み優先順位を、「小役」＞「再遊技役」＞「ボーナス役」に設定している。小役間の引
き込み優先順位については、上述したものと同様となっている。なお、引き込み優先順位
を、「小役」＞「ボーナス役」＞「再遊技役」に設定してもよい。
　また、停止制御手段120は、リールユニット40の各ステッピングモータへのパルス信号
の供給を停止することにより、回転リール45の回転を適位置で停止させる。
　（ＣＢＢ状態における停止制御）
　つぎに、ＣＢＢ状態における停止制御について説明する。
【００４０】
　本実施の形態では、左リール46には、特に図示していないが、左停止スイッチ56がいず
れのタイミングで操作されても有効入賞ラインに対して「スイカ」、「ベル」、「ＢＡＲ
」、「赤７」、「青７」及び「リプレイ」の図柄のうちのいずれかが１コマ以内に位置す
るように配列されている。このため、ＣＢＢ状態では、左停止スイッチ56の操作のタイミ
ングに関わらず、「スイカ」、「ベル」、「ＢＡＲ」、「赤７」、「青７」及び「リプレ
イ」の図柄のうちいずれかを有効入賞ライン上に停止表示させることができるようになっ
ている。
　また、中リール47には、特に図示していないが、「スイカ」の図柄が４コマ以内の間隔
で配列されているとともに、「リプレイ」の図柄が４コマ以内の間隔で配列されている。
このため、中リール47における「スイカ」及び「リプレイ」の図柄のそれぞれについては
、中停止スイッチ57の操作のタイミングに関わらず、有効入賞ライン上に停止表示させる
ことができるようになっている。
【００４１】
　また、右リール48には、特に図示していないが、「スイカ」の図柄が４コマ以内の間隔
で配列されている。このため、右リール48における「スイカ」の図柄については、右停止
スイッチ58の操作のタイミングに関わらず、有効入賞ライン上に停止表示させることがで
きるようになっている。
　また、本実施の形態では、ＣＢＢ状態において設定可能な上記した（Ａ）～（Ｄ）の４
つのフラグ状態のそれぞれに対して、ストップスイッチ34の操作順序が割り当てられてお
り、割り当てられている操作順序が特定の操作順序となっている。具体的には、上記（Ａ
）及び（Ｂ）のフラグ状態に対しては、中停止スイッチ57を最初に操作する順序が特定の
操作順序として割り当てられており、上記（Ｃ）及び（Ｄ）のフラグ状態に対しては、右
停止スイッチ58を最初に操作する順序が特定の操作順序として割り当てられている。
【００４２】
　そして、本実施の形態では、停止制御手段120は、図９に示すように、遊技状態がＣＢ
Ｂ状態で、かつ、上記（Ａ）のフラグ状態（所定のフラグ状態）の遊技において、中停止
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スイッチ57を最初に操作する順序（特定の操作順序）で各ストップスイッチ34が操作され
た場合には、組み合わせ数優先により（具体的には中リール47において「スイカ」の図柄
に優先して「リプレイ」の図柄を優先して引き込むことにより）、ストップスイッチ34の
操作のタイミングに応じて、第８小役～第１４小役のいずれかに対応した図柄の組み合わ
せが中段入賞ラインL1（特定の有効入賞ライン）上に停止表示されるように、回転リール
45の回転を停止させる。すなわち、この場合に参照される停止テーブルには、ストップス
イッチ34の操作のタイミングに応じて、第８小役～第１４小役のいずれかに対応した図柄
の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されるように、特に、中リール47に関しては
、中停止スイッチ57の操作のタイミングに関わらず「リプレイ」の図柄が有効入賞ライン
上に停止表示されるように、回転リール45の停止位置が設定されている。また、同遊技に
おいて、左停止スイッチ56又は右停止スイッチ58を最初に操作する順序（特定の操作順序
以外の操作順序）で各ストップスイッチ34が操作された場合には、払い出し数優先により
（具体的には中リール47において「リプレイ」の図柄に優先して「スイカ」の図柄を優先
して引き込むことにより）、ストップスイッチ34の操作のタイミングに応じて、第２小役
～第７小役のいずれかに対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示される
ように、回転リール45の回転を停止させる。
【００４３】
　また、遊技状態がＣＢＢ状態で、かつ、上記（Ｂ）のフラグ状態（所定のフラグ状態）
の遊技における停止制御については、図９に示すように、上記した、遊技状態がＣＢＢ状
態で、かつ、上記（Ａ）のフラグ状態の遊技における停止制御と同一である。なお、停止
テーブルについては、これらの２つのフラグ状態において、共通のものとすることもでき
るし、別々のものとすることもできる。
　また、停止制御手段120は、図９に示すように、遊技状態がＣＢＢ状態で、かつ、上記
（Ｃ）のフラグ状態（所定のフラグ状態）の遊技において、右停止スイッチ58を最初に操
作する順序（特定の操作順序）で各ストップスイッチ34が操作された場合には、組み合わ
せ数優先により（具体的には中リール47において「スイカ」の図柄に優先して「リプレイ
」の図柄を優先して引き込むことにより）、ストップスイッチ34の操作のタイミングに応
じて、第８小役～第１４小役のいずれかに対応した図柄の組み合わせが中段入賞ラインL1
（特定の有効入賞ライン）上に停止表示されるように、回転リール45の回転を停止させる
。すなわち、この場合に参照される停止テーブルには、ストップスイッチ34の操作のタイ
ミングに応じて、第８小役～第１４小役のいずれかに対応した図柄の組み合わせが有効入
賞ライン上に停止表示されるように、回転リール45の停止位置が設定されている。また、
同遊技において、左停止スイッチ56又は中停止スイッチ57を最初に操作する順序（特定の
操作順序以外の操作順序）で各ストップスイッチ34が操作された場合には、払い出し数優
先により（具体的には中リール47において「リプレイ」の図柄に優先して「スイカ」の図
柄を優先して引き込むことにより）、ストップスイッチ34の操作のタイミングに応じて、
第２小役～第７小役のいずれかに対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表
示されるように、回転リール45の回転を停止させる。
【００４４】
　また、遊技状態がＣＢＢ状態で、かつ、上記（Ｄ）のフラグ状態（所定のフラグ状態）
の遊技における停止制御については、図９に示すように、上記した、遊技状態がＣＢＢ状
態で、かつ、上記（Ｃ）のフラグ状態の遊技における停止制御と同一である。なお、停止
テーブルについては、これらの２つのフラグ状態において、共通のものとすることもでき
るし、別々のものとすることもできる。
　なお、本実施の形態では、図９に示すフラグ状態の発生確率に示すように、特定の操作
順序が、中停止スイッチ57を最初に操作する順序となる確率と、右停止スイッチ58を最初
に操作する順序となる確率とは、同一となっている。
【００４５】
　（停止図柄判定手段130）
　停止図柄判定手段130は、すべての回転リール45の回転が停止した際に、有効入賞ライ
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ン上に停止表示された図柄の組み合わせを判定するものである。停止図柄判定手段130に
より、たとえば再遊技役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示され
たと判定されると、遊技制御手段60は、再遊技を実行する制御、具体的には当該遊技にお
いてベットされたメダル数と同数のメダルを自動的にベットする制御を行う。
　ここで、遊技制御手段60は、判定結果を示す情報を演出制御装置22へ送信する。
　（払出制御手段135）
　払出制御手段135は、ホッパーユニット13によるメダルの払い出しを制御するものであ
る。払出制御手段135は、停止図柄判定手段130により、小役に対応した図柄の組み合わせ
が有効入賞ライン上に停止表示されたと判定された場合に、当該小役に応じて予め定めら
れたメダルが払い出されるようにホッパーユニット13を制御する。たとえば、第２小役～
第７小役のいずれかに対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されたと
判定された場合に、払出制御手段135は、当該役に応じて予め定められた１５枚のメダル
が払い出されるようにホッパーユニット13を制御する。また、たとえば、第８小役～第１
４小役のいずれかに対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されたと判
定された場合に、払出制御手段135は、当該役に応じて予め定められた１４枚のメダルが
払い出されるようにホッパーユニット13を制御する。
【００４６】
　ここで、遊技制御手段60は、払い出したメダルの枚数を示す情報を演出制御装置22へ送
信する。
　（遊技状態移行制御手段140）
　遊技状態移行制御手段140は、複数の遊技状態の間で遊技状態の移行を制御するもので
ある。遊技状態の移行条件は、１の条件が定められていてもよいし、複数の条件が定めら
れていてもよい。複数の条件が定められている場合には、複数の条件のうち１の条件が成
立したこと、あるいは複数の条件の全てが成立したことに基づいて、遊技状態を他の遊技
状態へ移行させることができる。
【００４７】
　上述の如く、本実施の形態では、遊技状態として、通常状態と、ＲＴ状態と、内部中状
態と、ボーナス状態（特別状態）とが設けられ、ボーナス状態として、ＣＢＢ状態と、Ｃ
Ｂ状態とが設けられている。なお、遊技状態としては、これに限られるものではない。
　初期状態においては、通常状態に設定される。また、通常状態は、ＲＴ状態において第
１の移行条件が成立したことにより、又は、ボーナス状態において後述するボーナス終了
条件が成立したことにより、すなわちこれを契機として移行する。
　ＲＴ状態は、通常状態において第２の移行条件が成立したことにより、又は、ボーナス
状態において後述するボーナス終了条件が成立したことにより移行する。
【００４８】
　ここで、第１及び第２の移行条件は互いに異なる条件であり、移行条件としては、たと
えば、予め定められた所定の図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されたこと
や、予め定められた所定の遊技回数が経過したことなどとすることができる。また、この
所定の図柄の組み合わせは、役に対応したものとすることもできるし、いずれの役にも対
応しないものとすることもできる。
　内部中状態は、ＣＢＢ役に当選した遊技においてＣＢＢ役に対応した図柄の組み合わせ
が有効入賞ライン上に停止表示されなかったことを条件として移行する。
　ＣＢＢ状態は、ＣＢＢ役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示さ
れたことを条件として移行する。そして、ＣＢＢ状態では、左リール46を１コマ以内で停
止させる停止制御が行われるとともに、役抽選の結果に関わらず、すべての小役の当選フ
ラグを内部当選状態に設定する制御が行われるＣＢ遊技がボーナス終了条件の成立まで連
続して行なわれるように制御が行われる。さらに、ＣＢＢ状態では、上述の如く、ＣＢ役
などを対象とした役抽選が行われ、これによって、上述した（Ａ）～（Ｄ）のフラグ状態
が発生するものとなっている。本実施の形態では、ＣＢＢ状態におけるボーナス終了条件
は、この状態において予め定められた払い出し数（本実施の形態では２９枚（ｋ＝２、ｐ
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＝１））を超えるメダルを払い出したこととされており、このボーナス終了条件の成立に
より、遊技状態移行制御手段140は、再遊技役の抽選状態が低確率状態であれば遊技状態
を通常状態へ移行させ、再遊技役の抽選状態が高確率状態であれば遊技状態をＲＴ状態へ
移行させる。
【００４９】
　ＣＢ状態は、ＣＢ役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示された
ことを条件として移行する。上述の如く、ＣＢ状態では、左リール46を１コマ以内で停止
させる停止制御が行われるとともに、役抽選が行われなず、すべての小役の当選フラグを
内部当選状態に設定する制御が行われる。本実施の形態では、ＣＢ状態におけるボーナス
終了条件は、この状態において１回の遊技を消化したこととされており、このボーナス終
了条件の成立により、遊技状態移行制御手段140は、再遊技役の抽選状態が低確率状態で
あれば遊技状態を通常状態へ移行させ、再遊技役の抽選状態が高確率状態であれば遊技状
態をＲＴ状態へ移行させる。
【００５０】
　ここで、遊技制御手段60は、現在の遊技状態を示す情報を演出制御装置22へ送信する。
　（再遊技役抽選状態制御手段150）
　再遊技役抽選状態制御手段150は、再遊技役の抽選状態を制御するものである。上述の
如く、本実施の形態では、再遊技役の抽選状態として、低確率状態と、高確率状態とが設
けられている。
　初期状態においては、低確率状態に設定される。また、低確率状態は、ＲＴ状態におい
て前記第１の移行条件が成立したことにより、すなわちこれを契機として設定される。
　高確率状態は、通常状態において前記第２の移行条件が成立したことにより設定される
。
【００５１】
　ここで、第１及び第２の移行条件は、上記したＲＴ状態から通常状態への遊技状態の移
行条件及び通常状態からＲＴ状態への遊技状態の移行条件とそれぞれ同一である。
　なお、本実施の形態では、ＣＢＢ役に当選したこと、ＣＢＢ役に対応した図柄の組み合
わせが有効入賞ライン上に停止表示されたこと（遊技状態がＣＢＢ状態であるＣＢＢ遊技
の開始）、及び、ＣＢＢ状態において前記ボーナス終了条件が成立したこと（ＣＢＢ遊技
の終了）が再遊技役の抽選状態の変動契機となっていない。
　ここで、遊技制御手段60は、現在の再遊技役の抽選状態を示す情報を演出制御装置22へ
送信する。
【００５２】
　（演出制御手段160）
　演出制御手段160は、表示装置55や演出用ランプ17やスピーカ18を制御して、役抽選の
結果や、遊技の進行に応じて、遊技の演出の実行を制御するものである。具体的には、演
出制御手段160は、表示装置55に特定の画像を表示させたり、演出用ランプ17を点灯又は
点滅させたり、スピーカ18から所定の音を出力させたりすることにより、遊技を盛り上げ
る演出を実行する。
　また、本実施の形態では、演出制御装置22には、演出状態として、ＡＴ状態が設けられ
ている。ＡＴ状態は、役抽選の結果に関する情報を遊技者に対して報知する報知演出を実
行する状態である。役抽選の結果に関する情報（報知の内容）としては、当選した役の情
報や、当選した役に対応した図柄の組み合わせを有効入賞ライン上に停止表示させるため
の３個のストップスイッチ34の操作順序（押し順）などがある。
【００５３】
　遊技者は、たとえば当選した小役が報知されると、当選した小役に対応した図柄が有効
入賞ライン上に停止するようタイミングを図ってストップスイッチ34を操作することによ
り、報知がない場合と比較してより多くの小役を有効入賞ライン上に停止表示させること
ができ、ひいてはより多くの枚数のメダルを獲得することができる。このため、演出状態
がＡＴ状態であるＡＴ遊技は、通常遊技（演出状態がＡＴ状態でなくかつ遊技状態が通常
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状態である遊技）よりも遊技者にとって有利な遊技（有利遊技）となっている。
　そして、本実施の形態では、演出制御手段160は、図４に示すように、ＡＴ状態制御手
段170及び報知演出実行手段180などを備えている。
【００５４】
　（ＡＴ状態制御手段170）
　ＡＴ状態制御手段170は、ＡＴ状態を制御するものである。ＡＴ状態制御手段170は、所
定のＡＴ開始条件（ＡＴ抽選で当選、ＡＴ抽選で当選後所定の遊技回数の経過など）が成
立した場合に、演出制御装置22のＲＡＭにおける所定の記憶領域にＡＴフラグを成立させ
ることにより、演出状態をＡＴ状態に設定する。
　また、ＡＴ状態制御手段170は、所定のＡＴ終了条件が成立した場合に、ＡＴフラグを
消去して、ＡＴ状態を終了する。ＡＴ終了条件としては、所定の遊技回数の経過、所定の
遊技回数を１セットとするセット数の消化、１セット毎に行う継続抽選の結果がハズレと
なった、１セット毎に行うミッションの不達成などとすることができる。
【００５５】
　また、ＡＴ状態制御手段170は、演出状態がＡＴ状態である遊技において、役抽選によ
りＣＢＢ役に当選した場合には、ＡＴ状態を中断し、ＣＢＢ遊技が終了した後、次の遊技
からＡＴ状態を再開する。
　なお、ＡＴ状態は、ＲＴ状態において実行されるように制御するようにしてもよい。
　（報知演出実行手段180）
　報知演出実行手段180は、報知演出を実行するものである。報知演出実行手段180は、Ａ
Ｔ状態において、報知演出を実行する。
　また、報知演出実行手段180は、上述した（Ａ）～（Ｄ）のいずれかのフラグ状態のＣ
ＢＢ遊技において、１４枚払出報知演出（報知演出）又は１５枚払出報知演出を実行する
。１４枚払出報知演出は、第８小役～第１４小役のいずれかに対応した図柄の組み合わせ
を中段入賞ラインL1上に停止表示させるためのストップスイッチ34の操作順序（特定の操
作順序）を遊技者に報知するものである。１５枚払出報知演出は、第２小役～第７小役の
いずれかに対応した図柄の組み合わせを有効入賞ライン上に停止表示させるためのストッ
プスイッチ34の操作順序（特定の操作順序以外の操作順序）を遊技者に報知するものであ
る。
【００５６】
　報知演出実行手段180は、一のＣＢＢ遊技において、原則として１回だけ１４枚払出報
知演出を実行し、その後は１５枚払出報知演出を実行する。報知演出に従ってストップス
イッチ34を操作することにより、遊技者は、一のＣＢＢ遊技において、４４枚（＝１５×
２＋１４）の払い出しを受けることができるようになる。
　たとえば、報知演出実行手段180は、一のＣＢＢ遊技において１４枚払出報知演出を実
行したことを示す実行フラグ、又は、１４枚のメダルを１回の遊技において払い出したこ
とを示す１４枚払出フラグを演出制御装置22のＲＡＭにおける所定の記憶領域に成立させ
ることができる。これにより、ＣＢＢ遊技において報知演出を実行する際に、実行フラグ
又は１４枚払出フラグが成立していれば１５枚払出報知演出を実行し、成立していなけれ
ば１４枚払出報知演出を実行するようにすることができる。
【００５７】
　そして、報知演出実行手段180は、ＡＴ状態において役抽選によりＣＢＢ役に当選した
場合には、上述した（Ａ）～（Ｄ）のいずれかのフラグ状態のＣＢＢ遊技において、１４
枚払出報知演出又は１５枚払出報知演出を実行する。なお、この場合には、１５枚払出報
知演出を設けずに１４枚払出報知演出のみを実行するようにしてもよい。このようにした
場合には、報知演出が実行されないときには、遊技者は、左停止スイッチ56を最初に操作
する順序で各ストップスイッチ34を操作するようにすることで、一のＣＢＢ遊技において
、４４枚の払い出しを受けることができるようになる。
　一方で、演出状態がＡＴ状態ではない遊技において役抽選によりＣＢＢ役に当選した場
合には、ＣＢＢ遊技において、所定の抽選により、１４枚払出報知演出又は１５枚払出報
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知演出を実行する。報知演出が実行されなければ、遊技者は特定の操作順序が分からない
ので、一のＣＢＢ遊技において、３０枚（＝１５×２）又は４４枚の払い出しを受けるこ
とができるようになる。なお、この場合には、報知演出を一切実行しないようにしてもよ
い。
【００５８】
　（スロットマシン10の動作）
　以下、図１０～図１２に示すフローチャートに基づいて、本実施の形態に係るスロット
マシン10におけるＣＢＢ遊技の動作の概略を説明する。
　図１０に示すステップ１００において、スタートスイッチ33が操作されたか否かが判断
される。ここで、操作されたと判断されると、ステップ１０１に進む。一方、操作されて
いないと判断されると、再度ステップ１００となる。
　ステップ１０１において、役抽選手段100により、役抽選が行われる。そして、次のス
テップ１０２に進む。
【００５９】
　ステップ１０２において、当選フラグ制御手段105により、当選フラグを内部当選状態
に設定するフラグ設定処理が行われる。そして、次のステップ１０３に進む。
　ステップ１０３において、回転制御手段110により、すべての回転リール45の回転が開
始される。そして、次のステップ１０４に進む。
　ステップ１０４において、停止制御手段120により、操作されたストップスイッチ34に
対応する回転リール45の回転を停止させるリール停止処理が行われる。この処理は、上述
した「ＣＢＢ状態における停止制御」の項で説明した通りである。すなわち、フラグ状態
に対して割り当てられている特定の操作順序で各ストップスイッチ34が操作された場合に
は、ストップスイッチ34の操作のタイミングに応じて、第８小役～第１４小役のいずれか
に対応した図柄の組み合わせが中段入賞ラインL1上に停止表示されるように、回転リール
45の回転を停止させ、特定の操作順序以外の操作順序で各ストップスイッチ34が操作され
た場合には、ストップスイッチ34の操作のタイミングに応じて、第２小役～第７小役のい
ずれかに対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されるように、回転リ
ール45の回転を停止させる。そして、次のステップ１０５に進む。
【００６０】
　ステップ１０５において、すべての回転リール45の回転が停止したか否かが判断される
。ここで、停止したと判断されると、ステップ１０６に進む。一方、停止していないと判
断されると、ステップ１０４に戻る。
　ステップ１０６において、停止図柄判定手段130により、有効入賞ライン上に停止表示
された図柄の組み合わせを判定する停止表示図柄判定処理が行われる。そして、次のステ
ップ１０７に進む。
　ステップ１０７において、遊技制御手段60により、停止表示された図柄の組み合わせに
応じた処理が行われる。たとえば、第２小役～第７小役のいずれかに対応した図柄の組み
合わせが有効入賞ライン上に停止表示された場合には、払出制御手段135により、１５枚
のメダルの払い出しが行われ、第８小役～第１４小役のいずれかに対応した図柄の組み合
わせが有効入賞ライン上に停止表示された場合には、払出制御手段135により、１４枚の
メダルの払い出しが行われる。そして、ＣＢＢ状態においては、払い出した枚数の累計が
所定のカウンタによりカウントされる。そして、次のステップ１０８に進む。
【００６１】
　ステップ１０８において、遊技状態移行制御手段140により、遊技状態に関する処理で
ある状態処理が行われる。そして、１回の遊技に係る処理が終了する。
　次に、上述したステップ１０２のフラグ設定処理について説明する。
　図１１に示すステップ２００において、すべての小役及びＣＢ役にのみ当選したか否か
が判断される。ここで、当選したと判断されると、ステップ２０１に進む。一方、当選し
ていないと判断されると、ステップ２０２に進む。
　ステップ２０１において、当選フラグ制御手段105により、すべての小役当選フラグ及
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びＣＢ当選フラグが内部当選状態に設定される。そして、当該フラグ設定処理が終了する
。
【００６２】
　ステップ２０２において、すべての小役、再遊技役及びＣＢ役に当選したか否かが判断
される。ここで、当選したと判断されると、ステップ２０３に進む。一方、当選していな
いと判断されると、ステップ２０４に進む。
　ステップ２０３において、当選フラグ制御手段105により、すべての小役当選フラグ、
ＣＢ当選フラグ及び再遊技当選フラグが内部当選状態に設定される。そして、当該フラグ
設定処理が終了する。
　ステップ２０４において、すべての小役及び再遊技役にのみ当選したか否かが判断され
る。ここで、当選したと判断されると、ステップ２０５に進む。一方、当選していないと
判断されると、ステップ２０６に進む。
【００６３】
　ステップ２０５において、当選フラグ制御手段105により、すべての小役当選フラグ及
び再遊技役当選フラグが内部当選状態に設定される。そして、当該フラグ設定処理が終了
する。
　ステップ２０６において、すべての小役にのみ当選したか否かが判断される。ここで、
当選したと判断されると、ステップ２０７に進む。一方、当選していないと判断されると
、当該フラグ設定処理が終了する。
　ステップ２０７において、当選フラグ制御手段105により、すべての小役当選フラグが
内部当選状態に設定される。そして、当該フラグ設定処理が終了する。
【００６４】
　次に、上述したステップ１０８の状態処理について説明する。
　図１２に示すステップ３００において、ＣＢＢ状態のボーナス終了条件（具体的には２
９枚を超えるメダルを払い出すこと）が成立したか否かが判断される。ここで、成立した
と判断されると、ステップ３０１に進む。一方、成立していないと判断されると、当該状
態処理が終了する。
　ステップ３０１において、再遊技役の抽選状態が低確率状態であるか否かが判断される
。ここで、低確率状態であると判断されると、ステップ３０２に進む。一方、低確率状態
でない、すなわち高確率状態であると判断されると、ステップ３０３に進む。
【００６５】
　ステップ３０２において、遊技状態移行制御手段140により、遊技状態が通常状態へ移
行される。そして、当該状態処理が終了する。
　ステップ３０３において、遊技状態移行制御手段140により、遊技状態がＲＴ状態へ移
行される。そして、当該状態処理が終了する。
　（作用・効果）
　以上説明したように、本実施の形態では、ＣＢＢ遊技においてＣＢ役を対象として役抽
選を行うことで、上述した（Ａ）～（Ｄ）の４つのフラグ状態を設定可能となる。そして
、これら４つのうちのいずれかのフラグ状態のＣＢＢ遊技において、当該フラグ状態に対
して割り当てられている特定の操作順序で各ストップスイッチ34が操作された場合には１
４枚のメダルを払い出し、特定の操作順序以外の操作順序で各ストップスイッチ34が操作
された場合には１５枚のメダルを払い出すようにする。そして、本実施の形態では、１４
枚のメダルが払い出されることとなる特定の操作順序として２通りの操作順序が設けられ
ており、いずれの操作順序が特定の操作順序となるかは役抽選の結果によって決まる。こ
れにより、特定の操作順序が１通りとなることによる攻略性を無くすことができ、ＣＢＢ
遊技において、ストップスイッチ34の操作順序によって遊技結果が異なるという遊技性を
実現することができる。さらに本実施の形態によれば、ＣＢＢ状態のボーナス終了条件と
の関係により、ＣＢＢ遊技において、メダルの払い出し枚数を調整することができる。
【００６６】
　また、本実施の形態よれば、ＣＢＢ遊技において用いられる当選判定テーブルにおいて
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、ＣＢＢ役当選時の再遊技の抽選確率を維持しつつ、その一部をすべての小役及びＣＢ役
との重複当選領域に設定し、他の一部をすべての小役との重複当選領域にすることによっ
て、ＣＢＢ役当選時の再遊技役の抽選状態に関わらず、ＣＢＢ遊技において、いつでも、
ストップスイッチ34の操作順序によって異なる遊技結果となる遊技を行うことができる。
　さらには、この当選判定テーブルにおいて、すべての小役と再遊技役とＣＢ役との重複
当選領域を所定の抽選確率に設定することによって、２通りの操作順序のそれぞれが特定
の操作順序となる確率を均等にすることができる（図９参照）。均等となっていないと、
確率の高い操作順序で操作すればそれ以外の操作順序で操作した場合に比べてより高い確
率で、１４枚の払い出しを受けることができることとなってしまい攻略性につながってし
まう。しかしながら、本実施の形態によれば、このような攻略性を無くすことができつつ
、ＣＢＢ遊技において、いつでも、ストップスイッチ34の操作順序によって異なる遊技結
果となる遊技を行うことができる。
【００６７】
　また、本実施の形態では、ＣＢＢ役の当選、ＣＢＢ遊技の開始及び終了が再遊技役の抽
選状態の変動契機となっていない。これにより、演出状態がＡＴ状態でかつ遊技状態がＲ
Ｔ状態である、いわゆるＡＲＴ（アシストリプレイタイム）遊技と、ＣＢＢ遊技との両方
を搭載していても、遊技者がストレスを感じることとのない遊技性を実現することができ
る。具体的に説明すると、ＣＢＢ役の当選などの前記契機を再遊技役の抽選状態の変動契
機としＣＢＢ遊技の終了後遊技状態が通常状態へ移行するようにした場合には、ＡＲＴ遊
技中にＣＢＢ役に当選するとＣＢＢ遊技の終了後遊技状態が通常状態へ移行しその後ＲＴ
状態へ移行することによって中断されたＡＲＴ遊技を再開することができるようになる。
そして、ＣＢＢ役の抽選確率を高く設定しＣＢＢ役に頻繁に当選するようにすると、この
サイクルが短い周期で起こることとなり、遊技者がストレスを感じ易い仕様となってしま
う。しかしながら、本実施の形態によれば、ストップスイッチ34の操作順序によって異な
る遊技結果となるという遊技性のＣＢＢ遊技を実現しつつ、ＡＲＴ遊技との関係において
遊技者がストレスを感じることとのない遊技性を実現することができる。
【００６８】
　なお、本実施の形態では、ＣＢＢ遊技において、１４枚払出報知演出又は１５枚払出報
知演出が実行されてない場合に、中停止スイッチ57又は右停止スイッチ58を最初に操作す
る順序で各ストップスイッチ34を操作されたときや、１回の遊技で１４枚のメダルを払い
出したときには、演出制御手段160は、所定のペナルティを課すようにしてもよい。ペナ
ルティの内容としては、ＡＲＴ遊技（具体的にはＡＴ状態）を付与するか否かのＡＴ抽選
を所定の期間にわたって禁止するなどとすることができる。
　また、本実施の形態では、２通りの操作順序のそれぞれが特定の操作順序となる確率が
均等となるように、ＣＢＢ遊技において用いられる当選判定テーブル及び停止制御が設定
されているが、２通りの操作順序のそれぞれが特定の操作順序となる確率に偏りを持たせ
るように設定してもよい。この場合には、１４枚払出報知演出又は１５枚払出報知演出が
実行されてない場合に、特定の操作順序となる確率が高く設定されている操作順序でスト
ップスイッチ34が操作されたときに、所定のペナルティを課すようにすることができる。
このように構成することで、遊技者は、ペナルティを回避しようとして、特定の操作順序
となる確率が高く設定されている操作順序以外の操作順序で遊技を行うようになるので、
設計者の意図する出玉率（メダルの投入枚数に対する払い出し枚数の比率）を実現するこ
とができるようになる。たとえば、中停止スイッチ57を最初に操作する順序が特定の操作
順序となる確率よりも、右停止スイッチ58を最初に操作する順序が特定の操作順序となる
確率の方が高くなるように設定した場合には、１４枚払出報知演出又は１５枚払出報知演
出が実行されてない遊技において、右停止スイッチ58を最初に操作する順序でストップス
イッチ34が操作されたときに、所定のペナルティを課すようにすることができる。
【００６９】
　また、本実施の形態では、ＡＲＴ遊技中にＣＢＢ役に当選したにより移行したＣＢＢ遊
技において、演出制御手段160は、ＡＲＴ遊技の遊技回数やセット数（具体的にはＡＴ状
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態の遊技回数やセット数）を加算（上乗せ）するようにしてもよい。このような構成とす
ると、この場合のＣＢＢ遊技を上乗せに特化した遊技であると遊技者に見せることができ
るとともに、ＡＲＴ中にＣＢＢ役に当選する程、ＡＲＴ遊技が継続することとなるので、
遊技の興趣を向上させることができる。また、特定の操作順序で操作されたか否かによっ
て、上乗せ数が異なる（遊技結果が異なる）ようにすることもできる。さらには、上述の
如く、本実施の形態では、ＣＢＢ遊技の終了後、次の遊技からＡＲＴ遊技を再開すること
ができるので、ＡＲＴ遊技中に移行したＣＢＢ遊技において、ＡＲＴ遊技中の演出（たと
えば表示装置55による表示など）を継続することによって、当該ＣＢＢ遊技をＡＲＴ遊技
中であるかのように見せることもできる。
【００７０】
　また、本実施の形態では、ＣＢＢ状態とＣＢ状態とで、規定数が異なるように設定して
もよい。たとえば、ＣＢＢ状態では、通常状態、ＲＴ状態及び内部中状態と同様に、３枚
のメダルのベットにより、１回の遊技を開始することができるように設定し、ＣＢ状態で
は、２枚のメダルのベットにより、１回の遊技を開始することができるように設定するこ
とができる。
　また、本実施の形態では、ＣＢＢ状態とＣＢ状態とで、有効となる入賞ライン（の本数
や種類）が異なるように設定してもよい。たとえば、ＣＢＢ状態では、右下り入賞ライン
L2、右上り入賞ラインL3、Ｖ字入賞ラインL4及び小山入賞ラインL5のみが有効となるよう
に設定し、ＣＢ状態では、中段入賞ラインL1のみが有効となるように設定することができ
る。また、たとえば、ＣＢＢ状態では、中段入賞ラインL1のみが有効となるように設定し
、ＣＢ状態では、右下り入賞ラインL2のみが有効となるように設定することができる。
【００７１】
　また、本実施の形態では、複数のＣＢ状態を設けるようにしてもよい。たとえば、ＣＢ
１役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止表示されたことを条件として
移行するＣＢ１状態と、ＣＢ２役に対応した図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止
表示されたことを条件として移行するＣＢ２状態などを設けることができる。この場合に
は、ＣＢ１状態とＣＢ２状態とで、異なる役を対象として役抽選を行うように設定ことも
できるし、規定数が異なるように設定することもできるし、有効となる入賞ライン（の本
数や種類）が異なるように設定することもできる。
　（変形例）
　本変形例では、ＣＢＢ遊技の開始及び終了が再遊技役の抽選状態の変動契機に設定され
ているとともに、ＣＢＢ遊技においてＣＢ役のみを対象として役抽選を行う点が、上記第
１の実施の形態と相違する。以下、上記第１の実施の形態と同様の構成要素には同一の符
号を付しそれらの詳細な説明は簡略化するとともに、相違点を中心に本発明の第１の実施
の形態の変形例を説明する。
【００７２】
　（役抽選手段100）
　本実施の形態では、当選判定テーブルとして、非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブル及び
ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルに代えてボーナス当選判定テーブルを備えている。この
テーブルは、ＣＢＢ遊技において選択されるものとなっている。
　そして、本実施の形態では、ボーナス当選判定テーブルには、すべての小役及びＣＢ役
の重複当選領域と、すべての小役の重複当選領域とが、それぞれ同一の、３２７６８／６
５５３６の抽選確率で設定されている。
　（ＣＢＢ状態におけるフラグ状態）
　本実施の形態に係るＣＢＢ状態では、役抽選の結果に応じて、下記の（Ｅ）及び（Ｆ）
の２つのフラグ状態を設定可能となっている。
【００７３】
　（Ｅ）すべての小役当選フラグ及びＣＢ当選フラグが内部当選状態に設定されたフラグ
状態
　（Ｆ）すべての小役当選フラグのみが内部当選状態に設定されたフラグ状態
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　（ＣＢＢ状態における停止制御）
　本実施の形態では、上記（Ｅ）のフラグ状態に対しては、中停止スイッチ57を最初に操
作する順序が特定の操作順序として割り当てられており、上記（Ｆ）のフラグ状態に対し
ては、右停止スイッチ58を最初に操作する順序が特定の操作順序として割り当てられてい
る。
【００７４】
　そして、本実施の形態では、停止制御手段120は、上記第１の実施の形態と同様に、上
記（Ｅ）又は（Ｆ）のフラグ状態（所定のフラグ状態）のＣＢＢ遊技において、割り当て
られている特定の操作順序で各ストップスイッチ34が操作された場合には、組み合わせ数
優先により、ストップスイッチ34の操作のタイミングに応じて、第８小役～第１４小役の
いずれかに対応した図柄の組み合わせを中段入賞ラインL1（特定の有効入賞ライン）上に
停止表示させ、特定の操作順序以外の操作順序で各ストップスイッチ34が操作された場合
には、払い出し数優先により、ストップスイッチ34の操作のタイミングに応じて、第２小
役～第７小役のいずれかに対応した図柄の組み合わせを有効入賞ライン上に停止表示させ
る。
【００７５】
　（遊技状態の移行）
　本実施の形態では、ＲＴ状態は、通常状態において第２の移行条件が成立したことによ
り移行する。また、ＣＢＢ状態からは通常状態へ移行する。
　（再遊技役の抽選状態の変動）
　本実施の形態では、再遊技役の抽選状態として、低確率状態及び高確率状態に加えて無
抽選状態が設けられている。
　本実施の形態では、低確率状態は、ＲＴ状態において前記第１の移行条件が成立したこ
とにより、又は、ＣＢＢ遊技の終了により設定される。
【００７６】
　無抽選状態は、ＣＢＢ遊技の開始により設定される。
　なお、ＣＢＢ役の当選を、再遊技役の抽選状態の変動契機とするようにしてもよい。
　このような構成としても、上記第１の実施の形態と同様に、ＣＢＢ役当選時の再遊技役
の抽選状態に関わらず、ＣＢＢ遊技において、いつでも、ストップスイッチ34の操作順序
によって異なる遊技結果となる遊技を行うことができるとともに、メダルの払い出し枚数
を調整することができる。
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態を、図１３～図１６に基づいて説明する。
【００７７】
　以下、上記第１の実施の形態と同様の構成要素には同一の符号を付しそれらの詳細な説
明は簡略化するとともに、相違点を中心に本発明の第２の実施の形態を説明する。
　（役）
　本実施の形態では、ボーナス役として、図１３に示すように、ＣＢＢ役が設けられてい
る。
　再遊技役として、図１３に示すように、リプレイＡ役と、リプレイＢ役とが設けられて
いる。リプレイＡ役は、「リプレイ」「リプレイ」「リプレイ」の図柄の組み合わせに対
応している。リプレイＢ役は、「リプレイ」「リプレイ」「ベル」の図柄の組み合わせに
対応している。
【００７８】
　（役抽選手段100）
　本実施の形態では、通常当選判定テーブルには、図１４（Ａ）に示すように、ＣＢＢ役
の単独当選領域、第１小役の単独当選領域、第２小役～第１４小役の重複当選領域、及び
、リプレイＡ役の単独当選領域が設定されている。ＲＴ当選判定テーブルには、図１４（
Ｂ）に示すように、ＣＢＢ役の単独当選領域、第１小役の単独当選領域、第２小役～第１
４小役の重複当選領域、リプレイＢ役の単独当選領域、及び、リプレイＡ役とリプレイＢ
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役との重複当選領域が設定されている。
　非ＲＴ内部中当選判定テーブル及びＲＴ内部中当選判定テーブルは、図１４（Ｃ）及び
（Ｄ）に示すように、ボーナス役の当選領域が存在しないように、すなわちボーナス役が
役抽選の抽選対象から除外されるように設定されている。
【００７９】
　非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルには、図１４（Ｅ）に示すように、すべての小役の
重複当選領域、すべての小役及びリプレイＡ役の重複当選領域が設定されている。ＲＴ中
ボーナス当選判定テーブルには、図１４（Ｆ）に示すように、すべての小役の重複当選領
域、すべての小役及びリプレイＢ役の重複当選領域、並びに、すべての小役、リプレイＡ
役及びリプレイＢ役の重複当選領域が設定されている。
　また、本実施の形態では、役抽選手段100は、遊技状態がＣＢ状態である遊技では、役
抽選を行わないものとなっている。なお、ＣＢ状態においても、再遊技役を対象にして役
抽選を行うようにしてもよい。
【００８０】
　（当選フラグ制御手段105）
　本実施の形態では、再遊技当選フラグとして、リプレイＡ役に対応するリプレイＡ当選
フラグと、リプレイＢ役に対応するリプレイＢ当選フラグとが設けられている。
　本実施の形態に係るＣＢＢ状態では、役抽選の結果に応じて、下記の（Ｇ）～（Ｊ）の
４つのフラグ状態を設定可能となっている。
　（Ｇ）すべての小役当選フラグのみが内部当選状態に設定されたフラグ状態
　（Ｈ）すべての小役当選フラグ及びリプレイＡ当選フラグのみが内部当選状態に設定さ
れたフラグ状態
　（Ｉ）すべての小役当選フラグ及びリプレイＢ当選フラグのみが内部当選状態に設定さ
れたフラグ状態
　（Ｊ）すべての小役当選フラグ、リプレイＡ当選フラグ及びリプレイＢ当選フラグが内
部当選状態に設定されたフラグ状態
　本実施の形態では、非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルが用いられるＣＢＢ遊技におい
ては、図１４及び図１５に示すように、上記（Ｉ）及び（Ｊ）のフラグ状態は発生しない
ものとなっている。一方、ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルが用いられるＣＢＢ遊技にお
いては、上記（Ｈ）のフラグ状態は発生しないものとなっている。また、ＲＴ中ボーナス
当選判定テーブルが用いられるＣＢＢ遊技においては、上記（Ｉ）のフラグ状態の発生確
率と、上記（Ｇ）及び（Ｊ）のそれぞれのフラグ状態の発生確率の合計とは、等しいもの
となっている（図１４及び図１５参照）。
【００８１】
　（ＣＢＢ状態における停止制御）
　つぎに、ＣＢＢ状態における停止制御について説明する。
　また、本実施の形態では、ＣＢＢ状態において設定可能な上記した（Ｇ）～（Ｊ）の４
つのフラグ状態のそれぞれに対して、ストップスイッチ34の操作順序が割り当てられてお
り、割り当てられている操作順序が特定の操作順序となっている。具体的には、上記（Ｇ
）及び（Ｊ）のフラグ状態に対しては、中停止スイッチ57を最初に操作する順序が特定の
操作順序として割り当てられており、上記（Ｈ）及び（Ｉ）のフラグ状態に対しては、右
停止スイッチ58を最初に操作する順序が特定の操作順序として割り当てられている。
【００８２】
　そして、本実施の形態では、停止制御手段120は、上記第１の実施の形態と同様に、上
記（Ｇ）～（Ｊ）のいずれかのフラグ状態のＣＢＢ遊技において、割り当てられている特
定の操作順序で各ストップスイッチ34が操作された場合には、組み合わせ数優先により、
ストップスイッチ34の操作のタイミングに応じて、第８小役～第１４小役のいずれかに対
応した図柄の組み合わせを中段入賞ラインL1（特定の有効入賞ライン）上に停止表示させ
、特定の操作順序以外の操作順序で各ストップスイッチ34が操作された場合には、払い出
し数優先により、ストップスイッチ34の操作のタイミングに応じて、第２小役～第７小役
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のいずれかに対応した図柄の組み合わせを有効入賞ライン上に停止表示させる（図１５参
照）。
【００８３】
　また、本実施の形態では、ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルが用いられるＣＢＢ遊技に
おいては、図１５に示すフラグ状態の発生確率に示すように、特定の操作順序が、中停止
スイッチ57を最初に操作する順序となる確率と、右停止スイッチ58を最初に操作する順序
となる確率とは、同一となっている。
　（演出制御手段160）
　本実施の形態では、ＣＢＢ遊技において、１４枚払出報知演出又は１５枚払出報知演出
が実行されない場合に、中停止スイッチ57又は右停止スイッチ58を最初に操作する順序で
各ストップスイッチ34を操作されたときには、演出制御手段160は、所定のペナルティを
課すようにする。
【００８４】
　（報知演出実行手段180）
　本実施の形態では、報知演出実行手段180は、ＡＲＴ遊技中にＣＢＢ役に当選した場合
には、上記（Ｇ）、（Ｉ）又は（Ｊ）のフラグ状態のＣＢＢ遊技において、１４枚払出報
知演出又は１５枚払出報知演出を実行する。
　（スロットマシン10の動作）
　以下、図１６に示すフローチャートに基づいて、本実施の形態に係るフラグ設定処理に
ついて説明する。
　ステップ４００において、すべての小役及びリプレイＡ役にのみ当選したか否かが判断
される。ここで、当選したと判断されると、ステップ４０１に進む。一方、当選していな
いと判断されると、ステップ４０２に進む。
【００８５】
　ステップ４０１において、当選フラグ制御手段105により、すべての小役当選フラグ及
びリプレイＡ当選フラグが内部当選状態に設定される。そして、当該フラグ設定処理が終
了する。
　ステップ４０２において、すべての小役及びリプレイＢ役にのみ当選したか否かが判断
される。ここで、当選したと判断されると、ステップ４０３に進む。一方、当選していな
いと判断されると、ステップ４０４に進む。
　ステップ４０３において、当選フラグ制御手段105により、すべての小役当選フラグ及
びリプレイＢ当選フラグが内部当選状態に設定される。そして、当該フラグ設定処理が終
了する。
【００８６】
　ステップ４０４において、すべての小役、リプレイＡ役及びリプレイＢ役に当選したか
否かが判断される。ここで、当選したと判断されると、ステップ４０５に進む。一方、当
選していないと判断されると、ステップ４０６に進む。
　ステップ４０５において、当選フラグ制御手段105により、すべての小役当選フラグ、
リプレイＡ当選フラグ及びリプレイＢ当選フラグが内部当選状態に設定される。そして、
当該フラグ設定処理が終了する。
　ステップ４０６において、すべての小役にのみ当選したか否かが判断される。ここで、
当選したと判断されると、ステップ４０７に進む。一方、当選していないと判断されると
、当該フラグ設定処理が終了する。
【００８７】
　ステップ４０７において、当選フラグ制御手段105により、すべての小役当選フラグが
内部当選状態に設定される。そして、当該フラグ設定処理が終了する。
　（作用・効果）
　このような構成としても、上記第１の実施の形態と同様に、ＣＢＢ遊技において、スト
ップスイッチ34の操作順序によって異なる遊技結果となる遊技を行うことができるととも
に、メダルの払い出し枚数を調整することができる。
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　また、本実施の形態によれば、所定の操作順序に対してペナルティを課すようにしたの
で、非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルが用いられるＣＢＢ遊技において、２通りの操作
順序のそれぞれが特定の操作順序となる確率が均等となっていないことによる攻略性を無
くすことができる。
【００８８】
　また、上記第１の実施の形態の変形例と同様に、本実施の形態においても、ＣＢＢ役の
当選、ＣＢＢ遊技の開始又は終了を、再遊技役の抽選状態の変動契機に設定することがで
きる。
　（ストップスイッチ34の操作順序による停止制御の変形例）
　本実施の形態に係る停止制御の変形例について説明する。以下、上記第１の実施の形態
と同様の構成要素には同一の符号を付しそれらの詳細な説明は簡略化するとともに、相違
点を中心に本変形例を説明する。
　たとえば、ベル役（第１の役）に対応した図柄の組み合わせを、複数の入賞ライン上に
同時に停止表示させることが可能なように配列する。
【００８９】
　そして、フラグ状態に対して割り当てられている特定の操作順序で各ストップスイッチ
34が操作された場合には、ベル役に対応した図柄の組み合わせを複数の有効入賞ライン（
特定の有効入賞ライン）上に同時に停止表示させ、特定の操作順序以外の操作順序で各ス
トップスイッチ34が操作された場合には、ベル役に対応した図柄の組み合わせが、特定の
操作順序の場合とは異なる本数の有効入賞ライン上に、又は、特定の操作順序の場合と同
一の本数であって少なくとも１本は異なる有効入賞ライン上に停止表示させるように設定
してもよい。
　また、たとえば、ベル役（第１の役）と、ストップスイッチ34の操作のタイミングによ
っては対応した図柄の組み合わせを有効入賞ライン上に停止表示させることができない他
の小役とを設け、払い出し枚数を同数に設定する。
【００９０】
　そして、フラグ状態に対して割り当てられている特定の操作順序で各ストップスイッチ
34が操作された場合には、他の役に優先してベル役に対応した図柄の組み合わせを特定の
有効入賞ライン上に停止表示させ、特定の操作順序以外の操作順序で各ストップスイッチ
34が操作された場合には、ストップスイッチ34の操作のタイミングに応じて、ベル役に優
先して他の役に対応した図柄の組み合わせを有効入賞ライン上に停止表示させるように設
定してもよい。
　この場合には、特定の操作順序でストップスイッチ34が操作された場合にのみ、ＡＴ抽
選を行ったり、その後にＡＲＴ遊技が行われる（遊技結果が異なる）ようにしてもよい。
【００９１】
　（他の実施の形態）
　上述した実施の形態では、ＣＢＢ遊技においては、すべての小役が役抽選の抽選対象に
設定されているが、すべての小役を抽選対象から除外して役抽選を行うようにしてもよい
。たとえば、上述した第１の実施の形態における非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブル及び
ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルを、ＣＢ役の単独当選領域、再遊技役及びＣＢ役の重複
当選領域、再遊技役の単独当選領域、並びに、ハズレの領域から構成することができる。
また、上述した第１の実施の形態の変形例におけるボーナス当選判定テーブルを、ＣＢ役
の単独当選領域、及び、ハズレの領域から構成することができる。また、たとえば、上述
した第２の実施の形態における非ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルを、リプレイＡ役の単
独当選領域、及び、ハズレの領域から構成し、ＲＴ中ボーナス当選判定テーブルを、リプ
レイＢ役の単独当選領域、リプレイＡ役及びリプレイＢ役の重複当選領域から構成するこ
とができる。この場合には、役抽選により当選した役の当選フラグに加えてすべての小役
の当選フラグを内部当選状態に設定することによって、上述した各実施の形態と同様に、
複数のフラグ状態をＣＢＢ遊技において設定することが可能となる。
【００９２】
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　また、上述した実施の形態では、特定の操作順序は２通りであるが、これに限られるも
のではなく、３通りや、６通り（「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」、「
右左中」及び「右中左」）などとすることができる。
　また、上述した実施の形態では、小役の払い出し枚数は、規定数に応じて可変するよう
に設定してもよい。
　また、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成
できる範囲における変形および改良なども含むものである。また、本発明は、上述した実
施の形態を適宜組み合わせる、または組み替えることもできる。
【符号の説明】
【００９３】
 10　スロットマシン（遊技機）
 13　ホッパーユニット（払出装置）
 33　スタートスイッチ                    34　ストップスイッチ
 45　回転リール
100　役抽選手段                         105　当選フラグ制御手段
110　回転制御手段                       120　停止制御手段
135　払出制御手段                       140　遊技状態移行制御手段
180　報知演出実行手段

【図１】 【図２】

【図３】
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