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(57)【要約】
【課題】遊技への注目度を高めることが可能な遊技機を
提供することを目的とするものである。
【解決手段】スロットマシンは、遊技を統括管理する主
制御装置１３１を備えている。主制御装置１３１は、ス
タート検出センサ７１ａ等の各種センサから信号が入力
されるようになっており、入力した信号に基づいてステ
ッピングモータ６１等の駆動制御を行う。また、所定条
件が成立することによってＢＢゲームは終了するように
設定されている。ＢＢゲームにはＢＢ役に当選したこと
に基づいて移行するものであり、ＢＢ役に当選してから
Ｂゲームに移行するまでに経過した期間に基づいて設定
値の示唆が行われる。
【選択図】　　　図４３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の絵柄が変動表示される絵柄表示手段と、
　遊技媒体を投入するための投入手段と、
　前記絵柄の変動表示を開始させるべく操作される始動操作手段と、
　前記投入手段に遊技媒体が投入され、さらに、前記始動操作手段が操作された場合に前
記絵柄表示手段により絵柄の変動表示を行う変動表示制御手段と、
　前記絵柄の変動表示を停止させるべく操作される停止操作手段と、
　通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態を発生させるか否かの抽選を行う抽選
手段と、
　前記絵柄表示手段の停止結果に基づいて遊技媒体を払い出す払出手段と、
　前記抽選手段にて前記特別遊技状態を発生させることに当選し、前記絵柄表示手段にお
ける絵柄の停止結果が前記特別遊技状態への移行に対応したものである場合に、遊技状態
を前記特別遊技状態に移行させる特別移行手段と、
　遊技媒体の払出期待値に変化を与える複数段階の設定値の中から一の設定値を設定する
設定値設定手段と、
　演出を行う演出実行手段と、
を備え、
　前記特別遊技状態として第１特別遊技状態と第２特別遊技状態とが設定されており、
　前記抽選手段は、前記第２特別遊技状態を発生させるか否かの抽選を前記第１特別遊技
状態においてのみ行うものであり、
　前記特別移行手段は、前記絵柄表示手段の停止結果が当該第２特別遊技状態への移行に
対応したものである場合に、遊技状態を前記第２特別遊技状態に移行させるものであり、
　前記第１又は第２特別遊技状態において遊技媒体の払出数が各特別遊技状態に対応して
設けられた規定数に達した場合に当該特別遊技状態を終了させる特別終了手段を備え、
　前記第１特別遊技状態は、前記第２特別遊技状態より多く前記規定数が設定されており
、
　前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させることに当選し、当該
第２特別遊技状態に移行することなく予め定められた特定数の遊技媒体が前記投入手段に
投入された場合に、前記設定値設定手段によって設定されている設定値の示唆を行うよう
前記演出実行手段を制御する示唆制御手段を備え、
　前記第１特別遊技状態に当選した場合に複数の数の中から前記特定数が決定されるもの
であり、かつ当該決定された特定数は遊技者に教示しないものとされており、
　前記示唆制御手段による前記設定値の示唆は、前記第２特別遊技状態においてなされる
ものであり、
　前記示唆制御手段は、前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させ
ることに当選したとしても、前記特定数の遊技媒体が投入される前に当該第２特別遊技状
態に移行した場合、前記示唆制御手段による前記設定値の示唆を制限し、当該設定値の示
唆とは異なる演出を行うように前記演出実行手段を制御する示唆抑制制御手段を有し、
　当該示唆抑制制御手段は、前記特定数の遊技媒体が投入される前に前記第２特別遊技状
態に移行した場合であっても、前記第１特別遊技状態における遊技媒体の払出数と前記第
２特別遊技状態における前記規定数との合計数から前記第１特別遊技状態の前記規定数を
減算した数が、当該第２特別遊技状態に当選し当該第２特別遊技状態に移行するまでの遊
技媒体の払出数を差し引いた投入数を下回る状況である場合には、前記示唆制御手段によ
る前記設定値の示唆を制限しないものであることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシン等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　スロットマシン等の遊技機においては、例えば遊技者に有利な特別遊技状態を発生させ
ることに当選し、その後、特定の絵柄組合せで停止することにより遊技状態が特別遊技状
態に移行する（例えば特許文献１参照）。特別遊技状態では遊技媒体の獲得期待値度が高
められる結果、遊技者は特別遊技状態を得ることによって多くの遊技媒体を獲得すること
ができる場合が多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１７４７３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特別遊技状態の抽選に当選した場合にはその当選に基づいた特別遊技状態に移行させ、
当該特別遊技状態が終了した場合には再び特別遊技状態の抽選に当選するか否かに遊技者
は注目するものと考えられる。しかしながら、特別遊技状態の抽選以外に注目すべき点が
ないとすると、特別遊技状態の抽選に当選するか否かのみの遊技であると遊技者が考え、
遊技者の遊技への注目度が高まらないおそれがある。
【０００５】
　本発明は上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技への注目度を高めるこ
とが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、
　複数の絵柄が変動表示される絵柄表示手段と、
　遊技媒体を投入するための投入手段と、
　前記絵柄の変動表示を開始させるべく操作される始動操作手段と、
　前記投入手段に遊技媒体が投入され、さらに、前記始動操作手段が操作された場合に前
記絵柄表示手段により絵柄の変動表示を行う変動表示制御手段と、
　前記絵柄の変動表示を停止させるべく操作される停止操作手段と、
　通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態を発生させるか否かの抽選を行う抽選
手段と、
　前記絵柄表示手段の停止結果に基づいて遊技媒体を払い出す払出手段と、
　前記抽選手段にて前記特別遊技状態を発生させることに当選し、前記絵柄表示手段にお
ける絵柄の停止結果が前記特別遊技状態への移行に対応したものである場合に、遊技状態
を前記特別遊技状態に移行させる特別移行手段と、
　遊技媒体の払出期待値に変化を与える複数段階の設定値の中から一の設定値を設定する
設定値設定手段と、
　演出を行う演出実行手段と、
を備え、
　前記特別遊技状態として第１特別遊技状態と第２特別遊技状態とが設定されており、
　前記抽選手段は、前記第２特別遊技状態を発生させるか否かの抽選を前記第１特別遊技
状態においてのみ行うものであり、
　前記特別移行手段は、前記絵柄表示手段の停止結果が当該第２特別遊技状態への移行に
対応したものである場合に、遊技状態を前記第２特別遊技状態に移行させるものであり、
　前記第１又は第２特別遊技状態において遊技媒体の払出数が各特別遊技状態に対応して
設けられた規定数に達した場合に当該特別遊技状態を終了させる特別終了手段を備え、
　前記第１特別遊技状態は、前記第２特別遊技状態より多く前記規定数が設定されており
、
　前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させることに当選し、当該
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第２特別遊技状態に移行することなく予め定められた特定数の遊技媒体が前記投入手段に
投入された場合に、前記設定値設定手段によって設定されている設定値の示唆を行うよう
前記演出実行手段を制御する示唆制御手段を備え、
　前記第１特別遊技状態に当選した場合に複数の数の中から前記特定数が決定されるもの
であり、かつ当該決定された特定数は遊技者に教示しないものとされており、
　前記示唆制御手段による前記設定値の示唆は、前記第２特別遊技状態においてなされる
ものであり、
　前記示唆制御手段は、前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させ
ることに当選したとしても、前記特定数の遊技媒体が投入される前に当該第２特別遊技状
態に移行した場合、前記示唆制御手段による前記設定値の示唆を制限し、当該設定値の示
唆とは異なる演出を行うように前記演出実行手段を制御する示唆抑制制御手段を有し、
　当該示唆抑制制御手段は、前記特定数の遊技媒体が投入される前に前記第２特別遊技状
態に移行した場合であっても、前記第１特別遊技状態における遊技媒体の払出数と前記第
２特別遊技状態における前記規定数との合計数から前記第１特別遊技状態の前記規定数を
減算した数が、当該第２特別遊技状態に当選し当該第２特別遊技状態に移行するまでの遊
技媒体の払出数を差し引いた投入数を下回る状況である場合には、前記示唆制御手段によ
る前記設定値の示唆を制限しないものであることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、遊技への注目度を高めることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施の形態におけるスロットマシンの正面図。
【図２】スロットマシンの斜視図。
【図３】前面扉を開いた状態を示すスロットマシンの斜視図。
【図４】前面扉の背面図。
【図５】筐体の正面図。
【図６】左リールの組立斜視図。
【図７】各リールを構成する帯状ベルトの展開図。
【図８】入賞態様とメダル払出枚数との関係を示す説明図。
【図９】スロットマシンの電気的構成を説明するためのブロック回路図。
【図１０】表示制御装置の電気的構成を説明するためのブロック回路図。
【図１１】ＮＭＩ割込み処理を示すフローチャート。
【図１２】タイマ割込み処理を示すフローチャート。
【図１３】停電時処理を示すフローチャート。
【図１４】メイン処理を示すフローチャート。
【図１５】当選確率設定処理を示すフローチャート。
【図１６】通常処理を示すフローチャート。
【図１７】有効ライン設定処理を示すフローチャート。
【図１８】抽選処理を示すフローチャート。
【図１９】（ａ）通常ゲーム用抽選テーブルの一例を示す図、（ｂ）ＢＢゲーム用抽選テ
ーブルの一例を示す図、（ｃ）ＲＢゲーム用抽選テーブルの一例を示す図。
【図２０】スベリテーブルの一例を示す図。
【図２１】スベリテーブル設定処理を示すフローチャート。
【図２２】リール制御処理を示すフローチャート。
【図２３】スベリテーブル第１変更処理を示すフローチャート。
【図２４】スベリテーブル第２変更処理を示すフローチャート。
【図２５】メダル払出処理を示すフローチャート。
【図２６】ＢＢゲーム処理を示すフローチャート。
【図２７】ＲＢゲーム処理を示すフローチャート。
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【図２８】ＲＢゲーム中の実施態様を示す説明図。
【図２９】第２の実施形態における入賞態様とメダル払出枚数との関係を示す説明図。
【図３０】第２の実施形態における抽選処理を示すフローチャート。
【図３１】第２の実施形態における（ａ）通常ゲーム用抽選テーブルの一例を示す図、（
ｂ）ＳＢゲーム用抽選テーブルの一例を示す図。
【図３２】第２の実施形態における通常処理を示すフローチャート。
【図３３】ＳＢゲーム処理を示すフローチャート。
【図３４】（ａ）通常ゲームにおける当選確率を説明するための説明図、（ｂ）ＢＢゲー
ムにおける当選確率を説明するための説明図。
【図３５】第３の実施形態における表示制御装置の電気的構成を説明するためのブロック
回路図。
【図３６】第３の実施形態における当選確率設定処理を示すフローチャート。
【図３７】第３の実施形態におけるＲＢゲーム処理を示すフローチャート。
【図３８】第３の実施形態におけるＲＢゲーム表示処理を示すフローチャート。
【図３９】演出設定処理を示すフローチャート。
【図４０】示唆抽選テーブルの一例を示す図。
【図４１】示唆演出の実施態様を示す説明図。
【図４２】第４の実施形態における入賞態様とメダル払出枚数との関係を示す説明図。
【図４３】第４の実施形態におけるスロットマシンの電気的構成を説明するためのブロッ
ク回路図。
【図４４】（ａ）第４の実施形態の通常ゲームにおける当選確率を説明するための説明図
、（ｂ）第４の実施形態のＢＢゲームにおける当選確率を説明するための説明図。
【図４５】第４の実施形態における表示制御装置の電気的構成を説明するためのブロック
回路図。
【図４６】第４の実施形態における通常処理を示すフローチャート。
【図４７】第４の実施形態におけるメダル払出処理を示すフローチャート。
【図４８】第４の実施形態におけるＢＢゲーム処理を示すフローチャート。
【図４９】第４の実施形態におけるＢＢゲーム表示処理を示すフローチャート。
【図５０】第４の実施形態における演出設定処理を示すフローチャート。
【図５１】第４の実施形態における示唆演出の実施態様を示す説明図。
【図５２】第４の実施形態におけるメダル払出処理の別例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　はじめに、本実施の形態から抽出され得る発明を、必要に応じて効果等を示しつつ説明
する。
【００１０】
　なお以下の各手段は、「スロットマシン等の遊技機においては、遊技者に有利な特別遊
技状態（ボーナスゲーム）を発生させることに当選し、その後、特定絵柄の組合せで停止
することにより遊技状態がビッグボーナスゲームやレギュラーボーナスゲーム等の特別遊
技状態に移行する（例えば、特開平１０－１７４７３９号公報参照）。特別遊技状態では
遊技媒体の獲得期待値度が高められる結果、遊技者は特別遊技状態を得ることによって多
くの遊技媒体を獲得することができる場合が多い。特別遊技状態の抽選に当選した場合に
はその当選に基づいた特別遊技状態に移行させ、当該特別遊技状態が終了した場合には再
び特別遊技状態の抽選に当選するか否かに遊技者は注目するものと考えられる。しかしな
がら、特別遊技状態の抽選以外に注目すべき点がないとすると、特別遊技状態の抽選に当
選するか否かのみの遊技であると遊技者が考え、遊技者の遊技への注目度が高まらないお
それがある。」という技術背景・課題等に鑑みてなされたものである。
【００１１】
　手段１．複数の絵柄が変動表示される絵柄表示手段（リール４１Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒ）
と、
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　前記絵柄の変動表示を開始させるべく操作される始動操作手段（スタートレバー７１）
と、
　前記絵柄の変動表示を停止させるべく操作される停止操作手段（ストップスイッチ７２
，７３，７４）と、
　通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態を発生させるか否かの特別抽選を行う
抽選手段（主制御装置１３１の抽選処理）と、
　前記絵柄表示手段の停止結果に基づいて遊技媒体を払い出す払出手段（ホッパ装置９１
、主制御装置１３１におけるメダル払出処理）と、
　前記抽選手段による特別抽選に当選し、前記絵柄表示手段における絵柄の停止結果が前
記特別遊技状態に移行することである場合に、遊技状態を前記特別遊技状態に移行する特
別移行手段（主制御装置１３１によるＢＢゲーム処理のステップＳ２００３，ステップＳ
２００４）と、
　遊技媒体の払出期待値に変化を与える複数段階の設定値の中から一の設定値を決定する
設定値決定手段（主制御装置１３１のＣＰＵ１５１における当選確率決定処理）と、
　演出を行う演出実行手段（補助表示部１５）と、
　前記特別抽選に当選してから前記特別遊技状態に移行するまでの期間に基づいて、前記
設定値決定手段によって決定されている設定値の示唆を行うよう前記演出実行手段を制御
する演出制御手段（表示制御装置１１１）と
を備えたことを特徴とする遊技機。
【００１２】
　手段１によれば、複数段階の設定値の中から決定された設定値に基づいて遊技媒体の払
出期待値が変化する。この場合、遊技ホールの管理者などによる設定値の決定操作により
遊技媒体の払出期待値を低く又は高くすることができるようになっている。このような設
定機能により、遊技ホール内にある多数の遊技機において、遊技媒体の獲得期待値に抑揚
が与えられる。また、上記設定機能が設けられていることにより、遊技者にとっては、遊
技ホールに多数設置された遊技機の中から遊技媒体の獲得期待値が高い設定値の遊技機を
選別することが、遊技の勝敗を左右する上で重要な要素となっている。
【００１３】
　また、特別抽選に当選した場合にはその当選に基づいた特別遊技状態に移行させ、当該
特別遊技状態が終了した場合には再び特別抽選に当選するか否かに遊技者は注目するもの
と考えられる。仮に、特別抽選以外に注目すべき点がないとすると、特別抽選に当選する
か否かのみの遊技であると遊技者が考え、遊技者の遊技への注目度が高まらないおそれが
ある。
【００１４】
　これに対して本手段によれば、特別抽選に当選してから当該特別抽選に基づいた特別遊
技状態に移行することなく経過した期間に基づいて設定値の示唆が行われる。遊技者にと
っては設定値の示唆が行われたことを認識することで設定値の推測を行うことが可能であ
る。よって、設定値の推測を遊技者に行わせることが可能となり、遊技への注目度の向上
を図ることができる。また、特別抽選に当選した場合、その特別抽選の当選に基づいた特
別遊技状態に移行することなく経過した期間に注目して遊技者は遊技を行い、遊技への注
目度を高めることができる。
【００１５】
　なお、「遊技媒体」とは、遊技に使用するメダルや球等の他に、遊技機に貯留記憶され
ている仮想メダルのような仮想遊技媒体も含まれる。
【００１６】
　また、「設定値の示唆」とは、設定値を推測させるものや、設定値を明示するものが含
まれる。
【００１７】
　なお、「前記特別抽選に当選してから前記特別遊技状態に移行するまでの期間に基づい
て、前記設定値決定手段によって決定されている設定値の示唆を行う」とは、特別抽選に
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当選してから特別遊技状態に移行するまでの期間に基づいて設定値の示唆を行うか否かを
決定するものだけでなく、特別抽選に当選してから特別遊技状態に移行するまでの期間に
基づいて設定値の示唆を行う頻度を決定するものも含まれる。
【００１８】
　手段２．手段１において、前記演出制御手段は、前記特別遊技状態中に設定値の示唆を
行うよう前記演出実行手段を制御することを特徴とする遊技機。
【００１９】
　手段２によれば、設定値の示唆は特別遊技状態中に行われる。これにより、特別遊技状
態において設定値の示唆が行われるか否かに注目して遊技者は遊技を行い、特別遊技状態
における遊技への注目度を高めることができる。
【００２０】
　手段３．手段１又は２において、前記演出制御手段は、前記特別抽選に当選したとして
も、当該特別抽選の当選から予め定められた期間が経過する前に前記特別遊技状態に移行
した場合、設定値の示唆を行わないように前記演出実行手段を制御する演出抑制制御手段
（表示制御装置１１１による演出設定処理におけるステップＳ２２０５，ステップＳ２２
０９）を備えたことを特徴とする遊技機。
【００２１】
　手段３によれば、予め定められた期間が経過する前に特別遊技状態に移行した場合には
、設定値の示唆が行われない。これにより、予め定められた期間が経過した後に特別遊技
状態に移行した場合と、上記期間が経過する前に特別遊技状態に移行した場合との遊技結
果を明確にすることが可能となる。
【００２２】
　手段４．手段２又は３において、遊技媒体を投入する投入手段（メダル投入口７５，第
１～第３クレジット投入スイッチ７７～７９）を備え、
　前記絵柄表示手段は、前記投入手段に遊技媒体が投入され、さらに、前記始動操作手段
が操作された場合に絵柄の変動表示を行うものであり、
　前記演出制御手段は、前記特別抽選に当選し、前記特別遊技状態に移行することなく予
め定められた数の遊技媒体が投入された場合に設定値の示唆を行うことを特徴とする遊技
機。
【００２３】
　手段４によれば、特別抽選に当選し、特別遊技状態に移行することなく予め定められた
遊技媒体の数が投入された場合に、設定値の示唆が行われる。遊技状態が特別遊技状態で
はない場合には投入した遊技媒体に対して払い出される遊技媒体の期待数が少ない遊技機
の場合、予め定められた遊技媒体の数が投入された場合には遊技者が所持している遊技媒
体の数が減少していることが考えられる。この場合に設定値の示唆が行われることによっ
て遊技媒体が減少したことに対する救済措置を遊技者に与えることができる。
【００２４】
　手段５．手段２又は３において、遊技媒体を投入する投入手段（メダル投入口７５，第
１～第３クレジット投入スイッチ７７～７９）を備え、
　前記絵柄表示手段は、前記投入手段に遊技媒体が投入され、さらに、前記始動操作手段
が操作された場合に絵柄の変動表示を行うものであり、
　さらに、前記特別抽選に当選してから前記特別遊技状態に移行するまでに前記投入手段
により投入された遊技媒体数から前記払出手段により払い出された遊技媒体数を差し引い
た遊技媒体合計数を記憶する遊技媒体合計記憶手段（主制御装置１３１によるメダル払出
処理におけるステップＳ２３０８，投入枚数カウンタエリア１５３ｅ）を備え、
　前記演出制御手段は、前記遊技媒体合計記憶手段に記憶されている前記遊技媒体合計数
が予め定められた規定数より多い場合に設定値の示唆を行うことを特徴とする遊技機。
【００２５】
　手段５によれば、遊技媒体合計数は投入された遊技媒体数から払い出された遊技媒体数
を差し引いたものである。すなわち、遊技媒体合計数は、特別抽選に当選してから特別遊
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技状態に移行するまでの遊技者が所持している遊技媒体の減少数ともいえる。よって、遊
技媒体合計数が規定数より多い場合に設定値の示唆が行われることにより、所持している
遊技媒体が減少したことに対する救済措置を遊技者に与えることができる。
【００２６】
　なお、「払出手段により払い出された遊技媒体数」とは、遊技機から払い出された遊技
媒体の数や、仮想遊技媒体として遊技者に付与された数が含まれる。
【００２７】
　手段６．手段１乃至５のいずれか１において、前記設定値の示唆を行うか否かの抽選を
行う演出抽選手段（表示制御装置１１１による演出設定処理におけるステップ２２０６）
を備え、
　前記演出制御手段は、前記演出抽選手段により前記設定値の示唆を行うことに当選して
いる場合（表示制御装置１１１による演出設定処理におけるステップＳ２２０７，ステッ
プＳ２２０８）に、前記設定値の示唆を行うよう前記演出実行手段を制御することを特徴
とする遊技機。
【００２８】
　手段６によれば、抽選により設定値の示唆を行うか否かを決定することで、設定値の示
唆の実行に関して不規則性が付加される。
【００２９】
　なお、手段３に適用する場合、特別抽選に当選し、予め定められた期間が経過する前に
特別遊技状態に移行した場合、設定値の示唆を行うか否かの抽選を行わなくすればよい。
【００３０】
　手段７．複数の絵柄が変動表示される絵柄表示手段（リール４１Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒ）
と、
　前記絵柄の変動表示を開始させるべく操作される始動操作手段（スタートレバー７１）
と、
　前記絵柄の変動表示を停止させるべく操作される停止操作手段（ストップスイッチ７２
，７３，７４）と、
　前記絵柄表示手段の停止結果に基づいて遊技媒体を払い出す払出手段（ホッパ装置９１
、主制御装置１３１におけるメダル払出処理）と、
　通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態に移行可能な移行可能状態であること
を特定する特別特定手段（主制御装置１３１によるＢＢ当選フラグのセット）と、
　前記特別特定手段により前記移行可能状態であることが特定されており、かつ前記絵柄
表示手段における絵柄の停止結果が前記特別遊技状態に移行することである場合に、遊技
状態を前記特別遊技状態に移行する特別移行手段（主制御装置１３１によるＢＢゲーム処
理のステップＳ２００３，ステップＳ２００４）と、
　遊技媒体の払出期待値に変化を与える複数段階の設定値の中から一の設定値を決定する
設定値決定手段（主制御装置１３１のＣＰＵ１５１における当選確率決定処理）と、
　演出を行う演出実行手段（補助表示部１５）と、
　前記特別特定手段により前記移行可能状態であることが特定されてから前記特別遊技状
態に移行するまでの期間に基づいて、前記設定値決定手段によって決定されている設定値
の示唆を行うよう前記演出実行手段を制御する演出制御手段（表示制御装置１１１）と
を備えたことを特徴とする遊技機。
【００３１】
　手段７によれば、複数段階の設定値の中から決定された設定値に基づいて遊技媒体の払
出期待値が変化する。この場合、遊技ホールの管理者などによる設定値の決定操作により
遊技媒体の払出期待値を低く又は高くすることができるようになっている。このような設
定機能により、遊技ホール内にある多数の遊技機において、遊技媒体の獲得期待値に抑揚
が与えられる。また、上記設定機能が設けられていることにより、遊技者にとっては、遊
技ホールに多数設置された遊技機の中から遊技媒体の獲得期待値が高い設定値の遊技機を
選別することが、遊技の勝敗を左右する上で重要な要素となっている。
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【００３２】
　また、移行可能状態であることが特定された場合には特別遊技状態に移行させ、当該特
別遊技状態が終了した場合には再び移行可能状態であることが特定されるか否かに遊技者
は注目するものと考えられる。仮に、移行可能状態であることが特定されるか否かの他に
注目すべき点がないとすると、移行可能状態であることが特定されるか否かのみの遊技で
あると遊技者が考え、遊技者の遊技への注目度が高まらないおそれがある。
【００３３】
　これに対して本手段によれば、移行可能状態であることが特定されてから特別遊技状態
に移行するまでに経過した期間に基づいて設定値の示唆が行われる。遊技者にとっては設
定値の示唆が行われたことを認識することで設定値の推測を行うことが可能である。よっ
て、設定値の推測を遊技者に行わせることが可能となり、遊技への注目度の向上を図るこ
とができる。また、移行可能状態であることが特定された場合、その特定から特別遊技状
態に移行することなく経過した期間に注目して遊技者は遊技を行い、遊技への注目度を高
めることができる。
【００３４】
　なお、手段１に代えて本手段を手段２乃至６のいずれか１に適用してもよい。この場合
、「特別抽選に当選し」を「特別遊技状態への移行可能状態であることが特定され」に変
更すればよい。
【００３５】
　手段８．複数の絵柄が変動表示される絵柄表示手段（リール４１Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒ）
と、
　前記絵柄の変動表示を開始させるべく操作される始動操作手段（スタートレバー７１）
と、
　前記絵柄の変動表示を停止させるべく操作される停止操作手段（ストップスイッチ７２
，７３，７４）と、
　特定役（ＢＢ役）を発生させるか否かの抽選を行う抽選手段（主制御装置１３１の抽選
処理）と、
　前記絵柄表示手段の停止結果に基づいて遊技媒体を払い出す払出手段（ホッパ装置９１
、主制御装置１３１におけるメダル払出処理）と、
　遊技媒体の払出期待値に変化を与える複数段階の設定値の中から一の設定値を決定する
設定値決定手段（主制御装置１３１のＣＰＵ１５１における当選確率決定処理）と、
　演出を行う演出実行手段（補助表示部１５）と、
　前記特定役抽選に当選してから前記絵柄表示手段による表示結果が当該特定役の成立と
なるまでの期間に基づいて、前記設定値決定手段によって決定されている設定値の示唆を
行うよう前記演出実行手段を制御する演出制御手段（表示制御装置１１１）と
を備えたことを特徴とする遊技機。
【００３６】
　手段８によれば、複数段階の設定値の中から決定された設定値に基づいて遊技媒体の払
出期待値が変化する。この場合、遊技ホールの管理者などによる設定値の決定操作により
遊技媒体の払出期待値を低く又は高くすることができるようになっている。このような設
定機能により、遊技ホール内にある多数の遊技機において、遊技媒体の獲得期待値に抑揚
が与えられる。また、上記設定機能が設けられていることにより、遊技者にとっては、遊
技ホールに多数設置された遊技機の中から遊技媒体の獲得期待値が高い設定値の遊技機を
選別することが、遊技の勝敗を左右する上で重要な要素となっている。
【００３７】
　本手段によれば、特定役抽選に当選してからそれに対応する絵柄が成立するまでに経過
した期間に基づいて設定値の示唆が行われる。遊技者にとっては設定値の示唆が行われた
ことを認識することで設定値の推測を行うことが可能である。よって、設定値の推測を遊
技者に行わせることが可能となり、遊技への注目度の向上を図ることができる。特定役抽
選に当選した場合、その当選から特定役に対応した絵柄が成立するまでの期間に注目して
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遊技者は遊技を行い、遊技への注目度を高めることができる。
【００３８】
　手段９．複数の絵柄が変動表示される絵柄表示手段（リール４１Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒ）
と、
　前記絵柄の変動表示を開始させるべく操作される始動操作手段（スタートレバー７１）
と、
　前記絵柄の変動表示を停止させるべく操作される停止操作手段（ストップスイッチ７２
，７３，７４）と、
　通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態を発生させるか否かの特別抽選を行う
抽選手段（主制御装置１３１の抽選処理）と、
　前記絵柄表示手段の停止結果に基づいて遊技媒体を払い出す払出手段（ホッパ装置９１
、主制御装置１３１におけるメダル払出処理）と、
　前記抽選手段による特別抽選に当選し、前記絵柄表示手段における絵柄の停止結果が前
記特別遊技状態に移行することである場合に、遊技状態を前記特別遊技状態に移行する特
別移行手段（主制御装置１３１によるＢＢゲーム処理のステップＳ２００３，ステップＳ
２００４）と、
　演出を行う演出実行手段（補助表示部１５）と、
　当該特別抽選に当選してから前記特別遊技状態に移行するまでの期間に基づいて、当該
特別遊技状態に移行した後に前記演出実行手段にて行う演出を決定する演出決定手段（表
示制御装置１１１によるＢＢゲーム表示処理）と
を備えたことを特徴とする遊技機。
【００３９】
　手段９によれば、特別遊技状態を発生させるか否かの特別抽選を行っており、特別抽選
に当選し、絵柄表示手段における絵柄の停止結果が特別遊技状態に移行することである場
合に、遊技状態が特別遊技状態に移行する。
【００４０】
　また、特別抽選に当選した場合にはその当選に基づいた特別遊技状態に移行させ、当該
特別遊技状態が終了した場合には再び特別抽選に当選するか否かに遊技者は注目するもの
と考えられる。仮に、特別抽選以外に注目すべき点がないとすると、特別抽選に当選する
か否かのみの遊技であると遊技者が考え、遊技者の遊技への注目度が高まらないおそれが
ある。
【００４１】
　これに対して本手段によれば、特別抽選に当選してから特別遊技状態に移行するまでの
期間に基づいて、当該特別遊技状態に移行した後に行われる演出が決定される。すなわち
、特別抽選に当選してから、絵柄表示手段における停止結果が特別遊技状態に移行するこ
ととなるまでの期間によって、特別遊技状態に移行した後の演出実行手段において行われ
る演出態様を異ならせることができる。演出態様を異ならせることによって、特別遊技状
態に移行した後に行われる演出が同様のものとなってしまうことを抑制し、特別遊技状態
に移行した後に行われる演出を多様化させることが可能となる。演出を多様化させること
によって、演出実行手段にて行われる演出に注目して遊技者は遊技を行い、遊技への注目
度を高める効果が発揮される。
【００４２】
　以下、手段１０～２３について説明するが、手段１０～２０を上記手段１～９に対して
適用してもよい。なお、手段１０～２０を上記手段１～９に適用する場合、同一名称の構
成については同一のものを用いてもよい。例えば、手段１に対して手段１０を適用する場
合、手段１における「絵柄表示手段」、「始動操作手段」、「停止操作手段」、「抽選手
段」、「払出手段」、「特別移行手段」、「演出実行手段」、「演出制御手段」と、手段
１０における「絵柄表示手段」、「始動操作手段」、「停止操作手段」、「抽選手段」、
「払出手段」、「特別移行手段」、「演出実行手段」、「演出制御手段」とはそれぞれ同
一のものを用いてもよい。
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【００４３】
　手段１０．複数の絵柄が変動表示される絵柄表示手段（リール４１Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒ
）と、
　前記絵柄の変動表示を開始させるべく操作される始動操作手段（スタートレバー７１）
と、
　前記絵柄の変動表示を停止させるべく操作される停止操作手段（ストップスイッチ７２
，７３，７４）と、
通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態を発生させるか否かの抽選を行う抽選手
段（主制御装置１３１の抽選処理）と、
　前記絵柄表示手段の停止結果に基づいて遊技媒体を払い出す払出手段（ホッパ装置９１
、主制御装置１３１におけるメダル払出処理）と、
　前記抽選手段にて前記特別遊技状態を発生させることに当選し、前記絵柄表示手段にお
ける絵柄の停止結果が前記特別遊技状態に移行することである場合に、遊技状態を前記特
別遊技状態に移行する特別移行手段（主制御装置１３１のＣＰＵ１５１におけるＢＢゲー
ム処理、ＲＢゲーム処理におけるＢＢゲーム開始処理、ＲＢゲーム開始処理）と、
　演出を行う演出実行手段（補助表示部１５）と
を備え、
　前記特別遊技状態として第１特別遊技状態と第２特別遊技状態とが設定されており、
　前記抽選手段は、前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させるか
否かの抽選を行い、
　前記特別移行手段は、前記絵柄表示手段の停止結果が当該第２特別遊技状態に移行する
ことである場合に、遊技状態を前記第２特別遊技状態に移行し、
　さらに、前記第１又は第２特別遊技状態において遊技媒体の払出数が各特別遊技状態に
対応して設けられた規定数に達した場合に当該特別遊技状態を終了する特別終了手段（主
制御装置１３１のＣＰＵ１５１におけるＢＢゲーム処理、ＲＢゲーム処理におけるＢＢゲ
ーム終了処理、ＲＢゲーム終了処理）と、
　前記第２特別遊技状態を発生させることに当選した場合、当該第２特別遊技状態を発生
させることに当選してから当該第２特別遊技状態に移行するまでの期間に基づいて演出を
行うよう前記演出実行手段を制御する演出制御手段（表示制御装置１１１による特定演出
ＲＢ用動画データ群１８５ａ又は補助演出ＲＢ用動画データ群１８５ｂのセット，表示制
御装置１１１による示唆演出表示処理）と
を備えたことを特徴とする遊技機。
【００４４】
　手段１０によれば、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させるか否かの
抽選を行っているため、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させることに
当選するか否かに遊技者は注目して遊技を行い、第１特別遊技状態における遊技の注目度
を向上させることができる。さらに、当該第２特別遊技状態を発生させることに当選し、
絵柄表示手段の停止結果が第２特別遊技状態に移行することである場合に、遊技状態が第
２特別遊技状態に移行するため、第２特別遊技状態を発生させることに当選することを遊
技者は期待して遊技を行い、第１特別遊技状態における遊技への注目度を一層高めること
ができる。
【００４５】
　例えば、特別遊技状態において一定の操作を行うことによって同一又はほぼ同一の遊技
媒体を遊技者が獲得できる遊技機の場合、特別遊技状態において遊技者は一定の操作を行
うのみとなり、特別遊技状態における遊技が単調なものとなることが考えられる。本発明
を適用すれば、かかる構成の遊技機においても特別遊技状態における遊技への注目度を高
めることができる。
【００４６】
　また、前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させることに当選し
た場合、当該第２特別遊技状態を発生させることに当選してから当該第２特別遊技状態に
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移行するまでの期間に基づいて演出が行われる。すなわち、第２特別遊技状態を発生させ
ることに当選してから、絵柄表示手段における停止結果が第２特別遊技状態に移行するこ
ととなるまでの期間によって前記演出実行手段において行われる演出態様を異ならせるこ
とができる。演出態様を異ならせることによって、第１特別遊技状態において第２特別遊
技状態を発生させることに当選した場合に演出実行手段にて行われる演出が同様のものと
なってしまうことを抑制し、当該第２特別遊技状態を発生させることに当選した場合に行
われる演出を多様化させることが可能となる。演出を多様化させることによって、演出実
行手段にて行われる演出に注目して遊技者は遊技を行い、遊技への注目度を高める効果が
発揮される。
【００４７】
　なお、「遊技媒体」とは、遊技に使用するメダルや球等の他に、遊技機に貯留記憶され
ている仮想メダルのような仮想遊技媒体も含まれる。
【００４８】
　なお、「遊技媒体の払出数」とは、遊技機から払い出された遊技媒体の数や、仮想遊技
媒体として遊技者に付与された数が含まれるだけでなく、遊技を行うために遊技媒体を投
資しなければならない遊技機において、遊技機から払い出された遊技媒体の数から遊技を
行うために投資した遊技媒体の数を差し引いた数が含まれる。
【００４９】
　手段１１．手段１０において、前記抽選手段は、前記第２特別遊技状態を発生させるか
否かの抽選を前記第１特別遊技状態においてのみ行うことを特徴とする遊技機。
【００５０】
　手段１１によれば、第１特別遊技状態においてのみ第２特別遊技状態を発生させるか否
かの抽選が行われるため、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させること
に当選した場合にのみ第２特別遊技状に移行する。これにより、遊技者は、第１特別遊技
状態において、第２特別遊技状態を発生させることに当選するか否かに一層注目し、第１
特別遊技状態における遊技への注目度を一層高めることができる。
【００５１】
　手段１２．手段１０又は１１において、前記第１特別遊技状態は、前記第２特別遊技状
態より多く前記規定数が設定されており、
　前記演出制御手段は、前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させ
ることに当選し、当該第１特別遊技状態における遊技媒体の払出数と、前記第２特別遊技
状態における前記規定数との合計数から当該第２特別遊技状態を発生させることに当選し
てから当該第２特別遊技状態に移行するまでに減少した遊技媒体の数を減算した、又は前
記合計数に前記第２特別遊技状態を発生させることに当選してから当該第２特別遊技状態
に移行するまでに増加した遊技媒体の数を加算した遊技媒体加減算数（加減算数とＲＢゲ
ームにおける規定数との合計）が前記第１特別遊技状態における前記規定数を上回る場合
に、前記遊技媒体加減算数が当該規定数を上回ることを教示する第１教示を行うよう前記
演出実行手段を制御する第１教示制御手段（表示制御装置１１１による特定演出ＲＢ用動
画データ群１８５ａのセット）を備えたことを特徴とする遊技機。
【００５２】
　手段１２によれば、遊技媒体加減算数が第１特別遊技状態における規定数を上回る場合
に、遊技媒体加減算数が当該規定数を上回ることを教示する第１教示が行われる。
【００５３】
　第２特別遊技状態を発生させることに当選し、第１特別遊技状態が終了した場合、第１
特別遊技状態よりも第２特別遊技状態は規定数が少ないため、遊技者は不利益を被ったと
考えることがある。しかしながら、第１特別遊技状態における規定数を遊技媒体加減算数
が上回った場合には、第１特別遊技状態における遊技媒体の払出数と、第２特別遊技状態
における遊技媒体の払出数との合計数から第２特別遊技状態を発生させることに当選して
から当該第２特別遊技状態に移行するまでに減少した遊技媒体の数を減算した、又は当該
合計数に第２特別遊技状態を発生させることに当選してから当該第２特別遊技状態に移行
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するまでに増加した遊技媒体の数を加算した数によって第１特別遊技状態における規定数
を上回っている。よって、この場合、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生
させることに当選しなかった場合よりも実際には多くの遊技媒体を遊技者は獲得している
。本手段によれば、第１特別遊技状態における規定数を遊技媒体加減算数が上回る場合に
は第１教示が行われるため、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させるこ
とに当選しなかった場合よりも獲得した遊技媒体の数が多いことを、第１教示を認識する
ことによって遊技者は好適に理解することができる。これにより、第２特別遊技状態を発
生させることに当選し、第１特別遊技状態が終了したために不利益を被ったと遊技者が誤
解することを、第１教示が行われることによって好適に抑制することができる。
【００５４】
　第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させることに当選したとしても絵柄
表示手段の停止結果が第２特別遊技状態に移行することとなるまで第２特別遊技状態に移
行しない。第２特別遊技状態を発生させることに当選してから当該第２特別遊技状態に移
行するまでに遊技媒体が減少した場合、上記合計数から当該減少した遊技媒体の数を減算
した値によって第１教示を行うか否かを決定した。上記合計数が第１特別遊技状態におけ
る規定数を上回る場合に第２特別遊技状態を発生させることに当選したとしても、当該第
２特別遊技状態に移行するまでに遊技媒体が減少してしまい、遊技媒体加減算数が第１特
別遊技状態における規定数を下回った場合には、第１特別遊技状態において第２特別遊技
状態を発生させることに当選しなかった場合よりも多くの遊技媒体を遊技者は獲得してい
るといえない。本手段によれば、遊技媒体加減算数が当該規定数を上回らなければ、第１
教示が行われないために、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させること
に当選しなかった場合よりも確実に多くの遊技媒体が払い出された場合のみ第１教示を行
うことが可能となる。
【００５５】
　また、「規定数を上回ることを教示する」とは、規定数を上回ることを明示するものだ
けでなく、規定数を上回ることを示唆するものも含まれる。
【００５６】
　手段１３．手段１２において、前記第１教示制御手段は、前記第１教示を前記第２特別
遊技状態中に行うよう前記演出実行手段を制御することを特徴とする遊技機。
【００５７】
　手段１３によれば、第１教示は第２特別遊技状態中に行われるため、遊技者は、第２特
別遊技状態中に第１教示が行われるか否かに注目して遊技を行う。これにより、遊技への
注目度を一層高める効果が発揮される。
【００５８】
　第１特別遊技状態と比して第２特別遊技状態は規定数が少なく設定されているため、第
１特別遊技状態よりも第２特別遊技状態においては、遊技への注目度が高まらないことが
考えられる。しかしながら、本手段によれば第２特別遊技状態において第１教示を行うた
めに、第１特別遊技状態よりも規定数が少なく設定されているとしても第２特別遊技状態
における遊技への注目度を高めることが可能となる。
【００５９】
　手段１４．手段１２又は１３において、前記演出制御手段は、前記遊技媒体加減算数が
前記第１特別遊技状態における規定数を下回る場合に、前記遊技媒体加減算数が当該規定
数を下回ることを教示する第２教示を行うよう前記演出実行手段を制御する第２教示制御
手段（表示制御装置１１１による補助演出ＲＢ用動画データ群１８５ｂのセット）を備え
たことを特徴とする遊技機。
【００６０】
　手段１４によれば、遊技媒体加減算数が第１特別遊技状態における規定数を下回る場合
に、遊技媒体加減算数が当該規定数を下回ることを教示する第２教示が行われる。これに
より、遊技者は、第２教示が行われたことを認識することで遊技媒体加減算数が当該規定
数を下回ることを好適に理解することができる。第１特別遊技状態において第２特別遊技
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状態を発生させることに当選した場合に、第１教示又は第２教示が行われることによって
第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させることに当選しなかった場合に比
べ、遊技媒体の払出数が多かったのか否かを遊技者は好適に理解することができる。
【００６１】
　また、第２教示が行われた場合には、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発
生させることに当選しなかった場合に比べ、遊技媒体の払出数が少ないため、第２教示で
はなく第１教示が行われることを期待して遊技者は遊技を行うものと考えられ、第１教示
又は第２教示のどちらが行われるかに注目して遊技者は遊技を行い、遊技への注目度の向
上を図ることができる。
【００６２】
　手段１５．手段１０又は１１において、遊技媒体の払出期待値に対応させて設けられた
複数段階の設定値の中から一の設定値を決定する設定値決定手段（主制御装置１３１のＣ
ＰＵ１５１における当選確率決定処理）を備え、
　前記設定値決定手段によって決定される設定値に応じて遊技媒体の払出期待値が変動す
るものであり、
　前記演出制御手段は、前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させ
ることに当選し、当該第２特別遊技状態に移行することなく経過した期間に基づいて、前
記設定値決定手段によって決定された設定値の示唆を行うよう前記演出実行手段を示唆制
御する示唆制御手段（表示制御装置１１１による示唆演出表示処理）を備えたことを特徴
とする遊技機。
【００６３】
　手段１５によれば、複数段階の設定値の中から決定された設定値に基づいて遊技媒体の
払出期待値が変更される。この場合、遊技ホールの管理者などによる設定値の決定操作に
より遊技媒体の払出期待値を低く又は高くすることができるようになっている。このよう
な設定機能により、遊技ホール内にある多数の遊技機において、メダルの獲得期待値に抑
揚が与えられる。また、上記設定機能が設けられていることにより、遊技者にとっては、
遊技ホールに多数設置されたスロットマシンの中から特典の獲得期待値が高い設定値のス
ロットマシンを選別することが、遊技の勝敗を左右する上で重要な要素となっている。
【００６４】
　本手段によれば、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させることに当選
し、当該第２特別遊技状態に移行することなく経過した期間に基づいて、設定値の示唆が
行われる。遊技者にとっては設定値の示唆が行われたことを認識することで設定値の推測
を行うことが可能である。よって、設定値の推測を遊技者に行わせることが可能となり、
遊技への注目度の向上を図ることができる。
【００６５】
　また、本実施の形態では、設定値の示唆が行われるためには、第１特別遊技状態におい
て第２特別遊技状態を発生させることに当選する必要がある。したがって、第１特別遊技
状態において第２特別遊技状態を発生させることに当選することを期待して遊技者は遊技
を行うものと考えられる。よって、設定値の推測を遊技者に行わせることで遊技への注目
度の向上が図られるだけでなく、第１特別遊技状態における遊技の注目度を高めることが
できる。
【００６６】
　第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させることに当選し、当該第２特別
遊技状態に移行することなく経過した期間に基づいて設定値の示唆が行われる。これによ
り、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させることに当選した場合、第２
特別遊技状態に移行するまでの期間に注目して遊技者は遊技を行い、遊技への注目度を高
めることができる。
【００６７】
　なお、「設定値の示唆」とは、設定値を推測させるものや、設定値を明示するものが含
まれる。
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【００６８】
　手段１６．手段１５において、前記第２特別遊技状態において設定値の示唆を行うよう
前記演出実行手段を制御することを特徴とする遊技機。
【００６９】
　手段１６によれば、設定値の示唆は第２特別遊技状態において行われる。これにより、
第２特別遊技状態において設定値の示唆が行われるか否かに注目して遊技者は遊技を行い
、第２特別遊技状態における遊技の注目度を高めることができる。
【００７０】
　手段１７．手段１５又は１６において、前記示唆制御手段は、前記第１特別遊技状態に
おいて前記第２特別遊技状態を発生させることに当選したとしても、予め定められた期間
が経過する前に当該第２特別遊技状態に移行した場合、設定値の示唆を行わないように前
記演出実行手段を制御する示唆抑制制御手段（表示制御装置１１１による演出設定処理に
おけるステップＳ１８０５，ＲＢ表示処理）を備えたことを特徴とする遊技機。
【００７１】
　手段１７によれば、予め定められた期間が経過する前に第２特別遊技状態に移行した場
合には、設定値の示唆が行われない。これにより、予め定められた期間が経過した後に第
２特別遊技状態に移行した場合と、上記期間が経過する前に第２特別遊技状態に移行した
場合との遊技結果を明確にすることが可能となる。
【００７２】
　手段１８．手段１５乃至１７のいずれか１において、遊技媒体を投入する投入手段（メ
ダル投入口７５，第１～第３クレジット投入スイッチ７７～７９）を備え、
　前記絵柄表示手段は、前記投入手段に遊技媒体が投入され、さらに、前記始動操作手段
が操作された場合に絵柄の変動表示を行うものであり、
　前記示唆制御手段は、前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させ
ることに当選し、当該第２特別遊技状態に移行することなく予め定められた数の遊技媒体
が投入された場合に設定値の示唆を行うことを特徴とする遊技機。
【００７３】
　手段１８によれば、予め定められた遊技媒体の数が投入された場合に、設定値の示唆が
行われる。遊技状態が特別遊技状態ではない場合には投入した遊技媒体に対して払い出さ
れる遊技媒体の期待数が少ない遊技機の場合、予め定められた遊技媒体の数が投入された
場合には遊技者が所持している遊技媒体の数が減少していることが考えられる。この場合
に設定値の示唆が行われることによって遊技媒体が減少したことに対する救済措置を遊技
者に与えることができる。
【００７４】
　手段１９．手段１５乃至１８のいずれか１において、前記第１特別遊技状態は、前記第
２特別遊技状態より多く前記規定数が設定されており、
　前記示唆制御手段は、前記第１特別遊技状態において前記第２特別遊技状態を発生させ
ることに当選し、当該第１特別遊技状態における遊技媒体の払出数と、前記第２特別遊技
状態における前記規定数との合計数から当該第２特別遊技状態を発生させることに当選し
てから当該第２特別遊技状態に移行するまでに減少した遊技媒体の数を減算した、又は前
記合計数に前記第２特別遊技状態を発生させることに当選してから当該第２特別遊技状態
に移行するまでに増加した遊技媒体の数を加算した遊技媒体加減算数（加減算数とＲＢゲ
ームにおける規定数との合計）が前記第１特別遊技状態における前記規定数を下回る場合
に、設定値の示唆を行うよう前記演出実行手段を制御する第２示唆制御手段（表示制御装
置１１１によるＲＢゲーム処理におけるステップＳ１７０３，１７０４、演出設定処理に
おけるステップＳ１８０５～ステップＳ１８０８）を備えたことを特徴とする遊技機。
【００７５】
　手段１９によれば、遊技媒体加減算数が第１特別遊技状態における規定数を下回る場合
に、設定値の示唆が行われる。
【００７６】
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　第１特別遊技状態における規定数を遊技媒体加減算数が下回った場合には、第１特別遊
技状態における遊技媒体の払出数と、第２特別遊技状態における遊技媒体の払出数との合
計数から第２特別遊技状態を発生させることに当選してから当該第２特別遊技状態に移行
するまでに減少した遊技媒体の数を減算した、又は当該合計数に第２特別遊技状態を発生
させることに当選してから当該第２特別遊技状態に移行するまでに増加した遊技媒体の数
を加算した数によって第１特別遊技状態における規定数を下回っている。この場合、第１
特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させることに当選しなかった場合よりも遊
技者が獲得した遊技媒体が少なくなる。よって、第１特別遊技状態において第２特別遊技
状態を発生させることに当選したことによって遊技者に不利益が発生しているといえる。
本手段によれば、遊技者に不利益が発生した場合に設定値の示唆が行われるため、設定値
の示唆を行うことによって上記不利益が発生したことに対する救済措置を遊技者に与えて
いるということができる。
【００７７】
　第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生させることに当選したとしても絵柄
表示手段の停止結果が第２特別遊技状態に移行することとなるまで第２特別遊技状態に移
行しない。第２特別遊技状態を発生させることに当選してから当該第２特別遊技状態に移
行するまでに遊技媒体が減少した場合、上記合計数より当該減少した遊技媒体の数を減算
した値によって設定値の示唆を行うか否かを決定した。上記合計数が第１特別遊技状態に
おける規定数を上回る場合に第２特別遊技状態を発生させることに当選したとしても、当
該第２特別遊技状態に移行するまでに遊技媒体が減少してしまい、遊技媒体加減算数が第
１特別遊技状態における規定数を下回った場合には、第１特別遊技状態において第２特別
遊技状態を発生させることに当選しなかった場合よりも多くの遊技媒体を遊技者は獲得し
ているといえない。本手段によれば、遊技媒体加減算数が第１特別遊技状態における規定
数を下回った場合に設定値の示唆が行われるため、第１特別遊技状態において第２特別遊
技状態を発生させることに当選しなかった場合よりも、第１特別遊技状態において第２特
別遊技状態を発生させることに当選した場合の第１特別遊技状態に移行してから第２特別
遊技状態が終了するまでに遊技者が獲得した遊技媒体の数が少なかった場合にのみ設定値
の示唆を行うことが可能となる。
【００７８】
　第２特別遊技状態を発生させることに当選したとしても、絵柄表示手段の停止結果が第
２特別遊技状態に移行することとならなければ第２特別遊技状態に移行しない。すなわち
、所定のタイミングにて停止操作手段を操作しなければ第２特別遊技状態に移行しないこ
とがある。また、絵柄表示手段にて絵柄の変動表示を開始させる場合に遊技媒体を投入し
なければならない遊技機の場合、遊技媒体を投入しなければならないために、停止操作手
段を所定のタイミングにて操作できない遊技者（以下、初級遊技者ともいう）は、第２特
別遊技状態を発生させることに当選したとしても、第２特別遊技状態に移行するまでに多
量の遊技媒体を投入することとなり、第２特別遊技状態を発生させることに当選してから
当該第２特別遊技状態に移行するまでに遊技媒体を減少させてしまうことが考えられる。
本手段によれば、第１特別遊技状態における遊技媒体の払出数と、第２特別遊技状態にお
ける規定数との合計が第１特別遊技状態における規定数を上回るタイミングにて第２特別
遊技状態を発生させることに当選したとしても、当該第２特別遊技状態に移行するまでに
遊技媒体が減少してしまい、遊技媒体加減算数が第１特別遊技状態における規定数を下回
った場合に設定値の示唆を行われる。よって、上記初級遊技者が第２特別遊技状態を発生
させることに当選してから第２特別遊技状態に移行するまでに遊技媒体を減少させてしま
ったとしても、設定値の示唆が行われることによって遊技媒体が減少したことに対する救
済措置を与えることができる。
【００７９】
　手段２０．手段１５乃至１９のいずれか１において、前記設定値の示唆を行うか否かの
抽選を行う示唆抽選手段（表示制御装置１１１のＣＰＵ１８１における示唆演出抽選処理
）を備え、



(17) JP 2014-100508 A 2014.6.5

10

20

30

40

50

　前記示唆制御手段は、前記示唆抽選手段により前記設定値の示唆を行うことに当選して
いる場合に、前記設定値の示唆を行うよう前記演出実行手段を制御することを特徴とする
遊技機。
【００８０】
　手段２０によれば、抽選により設定値の示唆を行うか否かを決定することで、設定値の
示唆の実行に関して不規則性が付加される。
【００８１】
　なお、手段１８に適用する場合、第１特別遊技状態において第２特別遊技状態を発生さ
せることに当選し、予め定められた期間が経過する前に当該第２特別遊技状態に移行した
場合、設定値の示唆を行うか否かの抽選を行わなくすればよい。
【００８２】
　手段２１．手段１乃至２０のいずれか１において、遊技媒体として遊技球を用い、
　遊技機前方から視認可能な位置に設けられ、複数種の絵柄が変動表示される複数の絵柄
表示手段と、遊技機前面部にて遊技球を貯留する貯留部と、該貯留部に貯留された遊技球
を取り込む取込装置と、該取込装置による遊技球の取り込みを開始させるべく操作される
取込開始操作手段と、各絵柄表示領域における絵柄の変動表示を開始させるべく操作され
る始動操作手段と、該各絵柄表示領域における絵柄の変動表示を停止させるべく操作され
る複数の停止操作手段とを備え、
　前記取込装置により所定数の遊技球が取り込まれ、さらに前記始動操作手段が操作され
た場合に、各絵柄表示領域における絵柄の変動表示を開始させ、絵柄の変動表示の停止後
に各絵柄表示領域に表示されている絵柄により所定絵柄又は所定絵柄の組合せが成立して
いた場合には遊技者に遊技球が払い出される構成としたことを特徴とする遊技機。
【００８３】
　手段２１によれば、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機に対して上記手段
１乃至手段２０のいずれかの効果を享受することができる。
【００８４】
　手段２２．手段１乃至手段２０のいずれか一において、遊技媒体として遊技メダルを用
い、
　遊技媒体を投入する投入手段（メダル投入口７５，第１～第３クレジット投入スイッチ
７７～７９）を備え、
　遊技メダルの投入した状態で前記始動操作手段が操作された場合に絵柄表示手段におけ
る絵柄の変動表示を開始させ、絵柄の変動表示の停止後に、絵柄表示手段に表示されてい
る絵柄により遊技者に特典が付与される構成としたことを特徴とする遊技機。
【００８５】
　手段２２によれば、いわゆるスロットマシンに対して上記手段１乃至手段２０のいずれ
かの効果を享受することができる。
【００８６】
　手段２３．手段２１又は２２において、前記絵柄表示手段は、周方向に周回すると共に
、該周方向に複数種の絵柄（図柄）が付された複数の周回体（リール４２Ｌ，４２Ｍ，４
２Ｒ）と、前記各周回体について各絵柄のうち一部の絵柄を視認可能とする絵柄表示手段
（表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒ）とによって構成され、
　前記停止操作手段は、前記各周回体の周回を個別に停止させるべく前記各周回体に対応
させて複数設けられており、
　前記周回体毎に設けられ、該各周回体を周回させる駆動手段（ステッピングモータ６１
Ｌ，６１Ｍ，６１Ｒ）と、
　前記始動操作手段の操作に基づいて前記各周回体の周回を開始させるよう前記各駆動手
段を開始駆動制御する開始駆動制御手段（主制御装置１３１のリール制御処理）と、
　前記各停止操作手段の操作に基づいて対応する周回体の周回を停止させるように、前記
各駆動手段を停止駆動制御する停止駆動制御手段（主制御装置１３１のリール制御処理に
おけるリール停止処理）と



(18) JP 2014-100508 A 2014.6.5

10

20

30

40

50

を備え、
　前記停止駆動制御手段は、前記停止操作手段の操作タイミングから予め定められた規定
期間（１９０ｍｓｅｃ）内に対応する前記周回体の周回を停止させるよう前記各駆動手段
を停止制御するとともに、前記周回体の周回を停止させる停止態様として、前記停止操作
手段の操作タイミングで前記絵柄を前記周回体の周回する側に予め定められた絵柄数分（
１～４絵柄）だけ移動させた後に停止させる停止態様を有し、
　前記各周回体のうち少なくとも規定の周回体には、前記特別遊技状態入賞を形成する特
別遊技状態対応絵柄を配置するとともに、前記絵柄表示手段に設定された有効位置に先に
到達する特別遊技状態対応絵柄と前記有効位置に次に到達する同種又は同一の特別遊技状
態対応絵柄との間隔が前記規定期間に前記到達絵柄の移動できる最大絵柄数より大きな非
配置区間が形成されるように前記特別遊技状態対応絵柄を配置し、
　前記特別移行手段は、前記有効位置にて前記特別遊技状状態対応絵柄が成立している場
合に、遊技状態を前記特別遊技状態に移行することを特徴とする遊技機。
【００８７】
　手段２３によれば、始動操作手段の操作に基づいて周回体の周回が開始され、特別遊技
状態を発生させることに当選している状況で特別遊技状態対応絵柄入賞が成立することで
特別遊技状態に移行する。また、特別遊技状態を発生させることに当選していたとしても
、停止操作手段の操作タイミングによっては特別遊技状態対応絵柄入賞が成立しないよう
に特別遊技状態対応絵柄が配置されている。したがって、特別遊技状態を発生させること
に当選したとしても、特別遊技状態対応絵柄入賞が成立しない場合がある。
【００８８】
　＜第１の実施形態＞
　以下、遊技機の一種である回胴式遊技機、具体的にはスロットマシンに適用した場合の
一実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はスロットマシン１０の正面図、
図２はスロットマシン１０の斜視図、図３はスロットマシン１０の前面扉１２を開いた状
態の斜視図、図４は前面扉１２の背面図、図５は筐体１１の正面図である。
【００８９】
　図１～図５に示すように、スロットマシン１０は、その外殻を形成する筐体１１を備え
ている。筐体１１は、木製板状に形成された天板１１ａ、底板１１ｂ、背板１１ｃ、左側
板１１ｄ及び右側板１１ｅからなり、隣接する各板１１ａ～１１ｅが接着剤等の固定手段
によって固定されることにより、全体として前面を開放した箱状に形成されている。なお
、各板１１ａ～１１ｅは木製のパネルによって構成する以外に、合成樹脂製パネル又は金
属製パネルによって構成してもよいし、合成樹脂材料又は金属材料によって一体の箱状に
形成することによって構成してもよい。以上のように構成された筐体１１は、遊技ホール
への設置の際にいわゆる島設備に対し釘を打ち付ける等して取り付けられる。
【００９０】
　筐体１１の前面側には、前面開閉扉としての前面扉１２が開閉可能に取り付けられてい
る。すなわち、筐体１１の左側板１１ｄには、上下一対の支軸２５ａ，２５ｂが設けられ
ている。支軸２５ａ，２５ｂは上方に向けて突出された先細り形状の軸部を備えている。
一方、前面扉１２には、各支軸２５ａ，２５ｂに対応して当該支軸２５ａ，２５ｂの軸部
が挿入される挿入孔を備えた支持金具２６ａ，２６ｂが設けられている。そして、各支軸
２５ａ，２５ｂの上方に支持金具２６ａ，２６ｂを配置させた上で前面扉１２を降下させ
ることにより、支持金具２６ａ，２６ｂの挿入孔に支軸２５ａ，２５ｂの軸部が挿入され
た状態とされる。これにより、前面扉１２は筐体１１に対して両支軸２５ａ，２５ｂを結
ぶ上下方向へ延びる開閉軸線を中心として回動可能に支持され、その回動によって筐体１
１の前面開放側を開放したり閉鎖したりすることができるように構成されている。
【００９１】
　前面扉１２は、その裏面に設けられた施錠装置によって開放不能な施錠状態とされる。
また、前面扉１２の右端側上部には解錠操作部たるキーシリンダ２０が設けられている。
キーシリンダ２０は施錠装置と一体化されており、キーシリンダ２０に対する所定のキー
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操作によって前記施錠状態が解除されるように構成されている。そこで、施錠装置を含む
ロック機構について概略を説明する。
【００９２】
　前面扉１２の右端側、すなわち前面扉１２の開閉軸の反対側には、その裏面に施錠装置
が設けられている。施錠装置は、上下方向に延び前面扉１２に固定された基枠と、基枠の
上部から前面扉１２の前方に延びるように設けられたキーシリンダ２０と、基枠に対して
上下方向に移動可能に組み付けられた長尺状の連動杆２１とを備えている。そして、施錠
装置のうちキーシリンダ２０だけが前面扉１２の前方に突出した状態で設けられている。
連動杆２１は、キーシリンダ２０に差し込んだキーを時計回りに操作することで下方へ移
動される。連動杆２１には、鉤形状をなす上下一対の鉤金具２２が設けられており、筐体
１１に対して前面扉１２を閉鎖した際には、鉤金具２２が筐体１１側の支持金具２３に係
止されて施錠状態となる。なお、鉤金具２２には施錠状態を維持する側へ付勢するコイル
バネ等の付勢部材が設けられている。キーシリンダ２０に対してキーが時計回りに操作さ
れると、連動杆２１が下方に移動し、前記付勢部材の付勢力に抗して鉤金具２２が移動さ
れることにより当該鉤金具２２と支持金具２３との係止状態が解除され、筐体１１に対す
る前面扉１２の施錠状態が解除される。
【００９３】
　前面扉１２の中央部上寄りには、遊技者に遊技状態を報知する遊技パネル３０が設けら
れている。遊技パネル３０には、縦長の３つの表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒが横並びと
なるように形成されている。表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒは透明又は半透明な材質によ
り構成されており、各表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒを通じてスロットマシン１０の内部
が視認可能な状態となっている。なお、各表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒを１つにまとめ
て共通の表示窓としてもよい。
【００９４】
　図３に示すように、筐体１１は仕切り板４０によりその内部が上下２分割されており、
仕切り板４０の上部には、可変表示手段を構成するリールユニット４１が取り付けられて
いる。リールユニット４１は、円筒状（円環状）にそれぞれ形成された周回体としての左
リール４２Ｌ，中リール４２Ｍ，右リール４２Ｒを備えている。なお、各リール４２Ｌ，
４２Ｍ，４２Ｒは少なくとも無端状ベルトとして構成されていればよく、円筒状（円環状
）に限定されるものではない。各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒは、その中心軸線が当該
リールの回転軸線となるように回転可能に支持されている。各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４
２Ｒの回転軸線は略水平方向に延びる同一軸線上に配設され、それぞれのリール４２Ｌ，
４２Ｍ，４２Ｒが各表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒと１対１で対応している。従って、各
リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒの表面の一部はそれぞれ対応する表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，
３１Ｒを通じて視認可能な状態となっている。また、リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒが正
回転すると、各表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒを通じてリール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒの
表面は上から下へ向かって移動しているかのように映し出される。
【００９５】
　図６は左リール４２Ｌの組立斜視図である。同図に示すように、これら各リール４２Ｌ
，４２Ｍ，４２Ｒは、それぞれが駆動手段としてのステッピングモータ６１Ｌ，６１Ｍ，
６１Ｒ（図６においては左リール用ステッピングモータ６１Ｌのみ図示）に連結されてお
り、各ステッピングモータ６１Ｌ，６１Ｍ，６１Ｒの駆動により各リール４２Ｌ，４２Ｍ
，４２Ｒが個別に、即ちそれぞれ独立して回転駆動し得る構成となっている。
【００９６】
　左リール４２Ｌは、円筒状のかごを形成する円筒骨格部材５０と、その外周面において
無端状に巻かれた帯状のベルトとを備えている。そして、その巻かれた状態を維持するよ
うに、ベルトの長辺両側に沿って形成された一対のシール部を介して円筒骨格部材５０に
貼付されている。前記ベルトの外周面には、識別情報としての図柄が等間隔ごとに多数印
刷されている。円筒骨格部材５０の中心部にはボス部５１形成されており、円盤状のボス
補強板５２を介して左リール用ステッピングモータ６１Ｌの駆動軸に取り付けられている
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。従って、左リール用ステッピングモータ６１Ｌの駆動軸が回転することによりその駆動
軸を中心として円筒骨格部材５０が自転するように回転され、左リール４２Ｌが円環状の
リール面に沿って周回するようになっている。
【００９７】
　左リール用ステッピングモータ６１Ｌは、リールユニット４１（図３）内において起立
状態に配置されたモータプレート５３の側面にねじ５４で固定されている。モータプレー
ト５３には、発光素子５５ａと受光素子５５ｂとが所定間隔をおいて保持されたリールイ
ンデックスセンサ（回転位置検出センサ）５５が設置されている。一方、左リール４２Ｌ
と一体化されたボス補強板５２には、半径方向に延びるセンサカットバン５６の基端部５
６ｂがねじ５７で固定されている。このセンサカットバン５６の先端部５６ａは、略直角
に屈曲されてリールインデックスセンサ５５の両素子５５ａ，５５ｂの間を通過できるよ
うに位置合わせがなされている。そして、左リール４２Ｌが１回転するごとにセンサカッ
トバン５６の先端部５６ａの通過をリールインデックスセンサ５５が検出し、その検出の
都度、後述する主制御装置１３１に検出信号が出力される。従って、主制御装置１３１は
この検出信号に基づいて左リール４２Ｌの角度位置を１回転ごとに確認し補正できる。
【００９８】
　ステッピングモータ６１Ｌは例えば５０４パルスの駆動信号（励磁信号あるいは励磁パ
ルスとも言う。以下同じ）を与えることにより１回転されるように設定されており、この
励磁パルスによってステッピングモータ６１Ｌの回転位置、すなわち左リール４２Ｌの回
転位置が制御される。
【００９９】
　各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒの各ベルト上には、その長辺方向（周回方向）に複数
個、具体的には２１個の図柄が描かれている。従って、所定の位置においてある図柄から
次の図柄へ切り替えるには２４パルス（＝５０４パルス÷２１図柄）を要する。そして、
リールインデックスセンサ５５の検出信号が出力された時点からのパルス数により、どの
図柄が表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒから視認可能な状態となっているかを認識したり、
任意の図柄を表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒから視認可能な状態としたりする制御を行う
ことができる。
【０１００】
　各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒに付された図柄のうち、表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１
Ｒを介して全体を視認可能な図柄数は、主として表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒの上下方
向の長さによって決定される所定数に限られている。本実施形態では各リール３個ずつと
されている。このため、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒがすべて停止している状態では
、３×３＝９個の図柄が遊技者に視認可能な状態となる。
【０１０１】
　ここで、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒに付される図柄について説明する。図７には
、左リール４２Ｌ，中リール４２Ｍ，右リール４２Ｒのそれぞれに巻かれるベルトに描か
れた図柄配列が示されている。同図に示すように、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒには
それぞれ２１個の図柄が一列に設けられている。また、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒ
に対応して番号が０～２０まで付されているが、これら番号は主制御装置１３１が表示窓
から視認可能な状態となっている図柄を認識するための番号であり、リール４２Ｌ，４２
Ｍ，４２Ｒに実際に付されているわけではない。但し、以下の説明では当該番号を使用し
て説明する。
【０１０２】
　図柄としては、「ベル」図柄（例えば、左ベルト２０番目）、「リプレイ」図柄（例え
ば、左ベルト１９番目）、「青年」図柄（例えば、左ベルト１８番目）、「チェリー」図
柄（例えば、左ベルト１７番目）、「チャンス」図柄（例えば、左ベルト１６番目）、「
スイカ」図柄（例えば、左ベルト１３番目）、「７」図柄（例えば、左ベルト１２番目）
の７種類がある。そして、図７に示すように、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒに巻かれ
るベルトにおいて、各種図柄の数や配置順序は全く異なっている。
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【０１０３】
　遊技パネル３０には、各表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒを結ぶようにして、横方向へ平
行に３本、斜め方向へたすき掛けに２本、計５本の組合せラインが付されている。勿論、
最大組合せライン数を６以上としてもよく、５未満としてもよく、所定条件に応じて最大
組合せライン数を変更するようにしてもよい。これら各組合せラインに対応して、表示窓
３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒ群の正面から見て左側には有効ライン表示部３２，３３，３４が
設けられている。第１有効ライン表示部３２は組合せラインのうち中央の横ライン（中ラ
イン）が有効化された場合に点灯等によって表示報知される。第２有効ライン表示部３３
は組合せラインのうち上下の横ライン（上ライン及び下ライン）が有効化された場合に点
灯等によって表示報知される。第３有効ライン表示部３４は組合せラインのうち一対の斜
めライン（右下がりライン及び右上がりライン）が有効化された場合に点灯等によって表
示報知される。そして、有効化された組合せライン、すなわち有効ライン上に図柄が所定
の組合せで停止した場合に入賞となり、予め定められたメダル数の払出処理や、特別遊技
状態たるＢＢゲーム等への移行処理などが実行される。
【０１０４】
　図８には、入賞となる図柄の組合せと、入賞となった場合に払い出されるメダル払出枚
数とが示されている。
【０１０５】
　遊技状態が移行する状態移行入賞としてＢＢ入賞とＲＢ入賞とがある。有効ライン上に
左から「７」図柄，「７」図柄，「７」図柄と並んで停止した場合は、ＢＢ入賞として遊
技状態が通常遊技状態としての通常ゲームから特別遊技状態としてのＢＢゲームに移行す
る。同様に、有効ライン上に左から「ＣＨＡＮＣＥ」図柄，「７」図柄，「７」図柄と並
んだ場合にＲＢ入賞として、遊技状態が特別遊技状態としてのＲＢゲームに移行する。但
し、かかるＢＢ，ＲＢ入賞図柄の組合せが有効ライン上に停止したとしても、メダル払出
は行われない。すなわち、「７」図柄の組合せ又は「ＣＨＡＮＣＥ」図柄と「７」図柄と
の組合せが有効ライン上に成立した際には、ＢＢゲーム又はＲＢゲームに移行するのみで
ある。換言すれば、「ＣＨＡＮＣＥ」図柄と「７」図柄とは、遊技状態をＢＢゲーム又は
ＲＢゲームに移行させるための状態移行図柄であるといえる。
【０１０６】
　メダル払出が行われる小役入賞としては、スイカ役入賞と、ベル役入賞と、チェリー役
入賞とがある。有効ライン上に左から「スイカ」図柄，「スイカ」図柄，「スイカ」図柄
と並んで停止した場合、スイカ役入賞として１０枚のメダル払出が行われる。
【０１０７】
　また、有効ライン上に左から「ベル」図柄，「ベル」図柄，「ベル」図柄と並んで停止
した場合、ベル役入賞となる。このベル役入賞は遊技状態が通常ゲームのときだけでなく
ＢＢゲームにおいても発生する。そして、いずれの遊技状態であっても、ベル役入賞が発
生した場合、１５枚のメダル払出が行われる。
【０１０８】
　また、左リール４２Ｌの「チェリー」図柄が有効ライン上に停止した場合、チェリー役
入賞となる。即ち、チェリー役入賞の場合には、中リール４２Ｍ及び右リール４２Ｒの有
効ライン上に停止する図柄はどのような図柄であってもよい。故に、左リール４２Ｌの複
数の有効ラインが重なる位置（具体的には上段又は下段）に「チェリー」図柄が停止した
場合には、各有効ライン上にてチェリー役入賞が成立する。そして、チェリー役入賞が発
生した場合、５枚のメダル払出が行われ、上記のように複数の有効ラインが重なる位置に
てチェリー役入賞が成立した場合、１０枚のメダル払出が行われる。
【０１０９】
　更に、有効ライン上に左から「リプレイ」図柄，「リプレイ」図柄，「リプレイ」図柄
と並んで停止した場合には、再遊技入賞となる。再遊技入賞が成立すると、メダル払出や
状態移行は行われないものの、遊技者は所有するメダルを減らすことなく且つメダルを投
入することなく次の遊技回（以下、便宜上、ゲームともいう）を開始することが可能とな
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る。
【０１１０】
　その他の場合、即ち有効ライン上に左リール４２Ｌの「チェリー」図柄が停止せず、ま
た有効ライン上に上記した図柄の組合せが停止しなかった場合には、メダル払出や遊技状
態の移行等は一切行われない。すなわち、左リール４２Ｌと右リール４２Ｒの「青年」図
柄、中リール４２Ｍと右リール４２Ｒの「チェリー」図柄は、入賞と一切関与していない
。換言すれば、上記各図柄は、遊技者に付与される特典と無関係な無特典図柄であると言
える。なお、以下では、各入賞と対応する図柄の組合せを入賞図柄の組合せともいう。
【０１１１】
　遊技パネル３０の下方左側には、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒを一斉（同時である
必要はない）に回転開始させるために操作されるスタートレバー７１が設けられている。
スタートレバー７１はリール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒを回転開始、すなわち可変表示を開
始させるべく操作される開始操作手段又は始動操作手段を構成する。スタートレバー７１
は、遊技者が遊技を開始するときに手で押し操作するレバーであり、手が離れたあと元の
位置に自動復帰する。メダルが投入されているときにこのスタートレバー７１が操作され
ると、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒが一斉に回転を始める。
【０１１２】
　スタートレバー７１の右側には、回転している各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒを個別
に停止させるために操作されるボタン状のストップスイッチ７２，７３，７４が設けられ
ている。各ストップスイッチ７２，７３，７４は停止対象となるリール４２Ｌ，４２Ｍ，
４２Ｒに対応する表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒの直下にそれぞれ配置されている。すな
わち、左ストップスイッチ７２が操作された場合には左リール４２Ｌの回転が停止し、中
ストップスイッチ７３が操作された場合には中リール４２Ｍの回転が停止し、右ストップ
スイッチ７４が操作された場合には右リール４２Ｒの回転が停止する。ストップスイッチ
７２，７３，７４はリール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒの回転に基づく可変表示を停止させる
べく操作される停止操作手段を構成する。各ストップスイッチ７２，７３，７４は、左リ
ール４２Ｌが回転を開始してから所定時間が経過すると停止させることが可能な状態とな
り、かかる状態中には図示しないランプが点灯表示されることによって停止操作が可能で
あることが報知され、回転が停止すると消灯されるようになっている。
【０１１３】
　表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒの下方右側には、投資価値としてのメダルを投入するた
めのメダル投入口７５が設けられている。メダル投入口７５は投資価値を入力する入力手
段を構成する。また、メダル投入口７５が遊技者によりメダルを直接投入するという動作
を伴う点に着目すれば、投資価値を直接入力する直接入力手段を構成するものともいえる
。
【０１１４】
　メダル投入口７５から投入されたメダルは、前面扉１２の背面に設けられた通路切替手
段としてのセレクタ８４によって貯留用通路８１か排出用通路８２のいずれかへ導かれる
。すなわち、セレクタ８４にはメダル通路切替ソレノイド８３が設けられ、そのメダル通
路切替ソレノイド８３の非励磁時には排出用通路８２側とされ、励磁時には貯留用通路８
１側に切り替えられるようになっている。貯留用通路８１に導かれたメダルは、筐体１１
の内部に収納されたホッパ装置９１へと導かれる。一方、排出用通路８２に導かれたメダ
ルは、前面扉１２の前面下部に設けられたメダル排出口１７からメダル受け皿１８へと導
かれ、遊技者に返還される。
【０１１５】
　メダル受け皿１８は、上方に開放され、多量のメダルを貯留可能な容量を有する。メダ
ル受け皿１８の上方には、機種名や遊技に関わるキャラクタなどが表示された下段プレー
ト１６が装着されている。
【０１１６】
　メダルを遊技者に付与する手段としてのホッパ装置９１は、メダルを貯留する貯留タン
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ク９２と、メダルを遊技者に払い出す払出装置９３とより構成されている。払出装置９３
は、図示しないメダル払出用回転板を回転させることにより、排出用通路８２の中央右部
に設けられた開口９４へメダルを排出し、排出用通路８２を介してメダル受け皿１８へメ
ダルを払い出すようになっている。また、ホッパ装置９１の右方には、貯留タンク９２内
に所定量以上のメダルが貯留されることを回避するための予備タンク９５が設けられてい
る。ホッパ装置９１の貯留タンク９２内部には、この貯留タンク９２から予備タンク９５
へとメダルを排出する誘導プレート９６が設けられている。したがって、誘導プレート９
６が設けられた高さ以上にメダルが貯留された場合、かかるメダルが予備タンク９５に貯
留されることとなる。
【０１１７】
　メダル投入口７５の下方には、ボタン状の返却スイッチ７６が設けられている。返却ス
イッチ７６は、メダル投入口７５に投入されたメダルがセレクタ８４内に詰まった際に押
されるスイッチであり、このスイッチが押されることによりセレクタ８４が機械的に連動
して動作され、当該セレクタ８４内に詰まったメダルがメダル排出口１７より返却される
ようになっている。
【０１１８】
　表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒの下方左側には、投資価値としてのクレジットされた仮
想メダルを一度に最大数投入するためのボタン状の第１クレジット投入スイッチ７７が設
けられている。また、第１クレジット投入スイッチ７７の左方には当該スイッチ７７より
も小さなボタン状のスイッチとして、第２クレジット投入スイッチ７８及び第３クレジッ
ト投入スイッチ７９が設けられている。第２クレジット投入スイッチ７８はクレジットさ
れた仮想メダルを一度に２枚投入するためのものであり、第３クレジット投入スイッチ７
９は仮想メダルを１枚投入するためのものである。各クレジット投入スイッチ７７～７９
は前記メダル投入口７５とともに投資価値を入力する入力手段を構成する。また、メダル
投入口７５が遊技者によりメダルを直接投入するという動作を伴うのに対し各クレジット
投入スイッチ７７～７９は貯留記憶に基づく仮想メダルの投入という動作を伴うに過ぎな
い点に着目すれば、投資価値を間接入力する間接入力手段を構成するものともいえる。
【０１１９】
　なお、第１クレジット投入スイッチ７７は、１ゲームにつき投入できるメダル最大数（
３枚）に達していないことを促すため、図示しない発光部材としてのランプが内蔵されて
いる。当該ランプは、第１クレジット投入スイッチ７７のスイッチ操作が有効である状況
時において点灯されて当該スイッチ７７の操作を促すが、クレジットされた仮想メダルが
存在しない場合や既に最大数のメダル投入がなされている状況下では消灯される。ここで
、上記点灯に代えて、点滅させてメダル投入の促しを遊技者に一層分かり易くしてもよい
。
【０１２０】
　スタートレバー７１の左側には、ボタン状の精算スイッチ８０が設けられている。すな
わち、本スロットマシン１０では、所定の最大値（メダル５０枚分）となるまでの余剰の
投入メダルや入賞時の獲得メダルを仮想メダルとして貯留記憶するクレジット機能を有し
ており、仮想メダルが貯留記憶されている状態で精算スイッチ８０が押下操作されること
で、仮想メダルが現実のメダルとして払い出される。この場合、クレジットされた仮想メ
ダルを現実のメダルとして払い出すという機能に着目すれば、精算スイッチ８０は貯留記
憶された遊技価値を実際に払い出すための精算操作手段を構成するものともいえる。
【０１２１】
　なお、所定の最大値（例えばメダル５０枚分）となるまでの余剰の投入メダルや入賞時
の獲得メダルを仮想メダルとして貯留記憶するように設定された「クレジットモード」と
、余剰の投入メダルや入賞時の獲得メダルを現実のメダルとして払い出すように設定され
た「ダイレクトモード」とを切換可能としたスロットマシンの場合には、前記精算スイッ
チ８０に、モード切換のための切換スイッチとしての機能を付加してもよい。この場合、
精算スイッチ（切換スイッチ）８０は、１度押されるとオン状態になり、もう１度押され
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るとオフ状態になり、その後押下操作が行われるごとにオンオフが切り替わるように構成
される。そして、精算スイッチ８０がオン状態のときにはクレジットモードとされ、精算
スイッチ８０がオフ状態のときにはダイレクトモードとされる。クレジットモードからダ
イレクトモードに切り換えられた際に仮想メダルがある場合には、その分の仮想メダルが
現実のメダルとして払い出される。これにより、遊技者はクレジットモードとダイレクト
モードとを切り換えることで自身の好みに応じた形式で遊技を実行することができる。か
かる精算スイッチ８０は投入価値及び遊技価値の取扱形式を切り換える切換操作手段を構
成する。
【０１２２】
　遊技パネル３０の表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒ下方には、貯留記憶された仮想メダル
数を表示するクレジット表示部３５と、ＢＢゲームが終了するまでに獲得できる残りのメ
ダル数を表示する残獲得枚数表示部３６と、入賞時に獲得したメダルの枚数を表示する獲
得枚数表示部３７とがそれぞれ設けられている。これら表示部３５～３７は７セグメント
表示器によって構成されているが、液晶表示器等によって代替することは当然可能である
。
【０１２３】
　ここで、メダルがベットされる手順について説明する。但し、本スロットマシン１０で
は、遊技状態が通常ゲームの場合とＢＢゲームとでベットされる手順が異なっている。そ
こで、以下の手順の説明では通常ゲームについて説明し、ＢＢゲームについては後ほど説
明する。
【０１２４】
　遊技の開始時にメダル投入口７５からメダルが投入されるとベットとなる。すなわち、
１枚目のメダルがメダル投入口７５に投入されると、第１有効ライン表示部３２が点灯し
、そしてこれに対応する中ラインが有効ラインとなり、２枚目のメダルがメダル投入口７
５に投入されると、更に第２有効ライン表示部３３が点灯すると共に、これに対応する上
ライン及び下ラインを含む合計３本の組合せラインがそれぞれ有効ラインとなり、３枚目
のメダルがメダル投入口７５に投入されると、更に第３有効ライン表示部３４が点灯し、
そしてこれに対応する一対の斜めラインを含む合計５本の組合せライン全てが有効ライン
となる。
【０１２５】
　また、４枚以上のメダルがメダル投入口７５に投入されると、３枚を超える余剰メダル
は、そのときに貯留記憶されている仮想メダルが５０枚未満であれば、スロットマシン内
部に貯蓄されると共にクレジット表示部３５の仮想メダル数が加算表示される。一方、仮
想メダル数が５０枚のとき又は５０枚に達したときには、セレクタ８４により貯留用通路
８１から排出用通路８２への切替がなされ、メダル排出口１７からメダル受け皿１８へと
余剰メダルが返却される。
【０１２６】
　また、クレジット表示部３５に貯留枚数が表示されている場合には、第１～第３クレジ
ット投入スイッチ７７～７９のいずれかが押された際にも仮想メダルが投入されたことと
なりベットとなる。第３クレジット投入スイッチ７９が押された際には、仮想メダルが１
枚投入されたこととしてクレジット表示部３５に表示されている数値が１つ減算され、第
１有効ライン表示部３２が点灯して中ラインが有効ラインとなる。第２クレジット投入ス
イッチ７８が押された際には、仮想メダルが２枚投入されたこととしてクレジット表示部
３５に表示されている数値が２つ減算され、第１有効ライン表示部３２および第２有効ラ
イン表示部３３が点灯して合計３本の組合せラインが有効ラインとなる。第１クレジット
投入スイッチ７７が押された際には、仮想メダルが３枚投入されたこととしてクレジット
表示部３５に表示されている数値が３つ減算され、全ての有効ライン表示部３２～３４が
点灯して合計５本の組合せラインが有効ラインとなる。
【０１２７】
　なお、第１～第３クレジット投入スイッチ７７～７９のいずれかが押された際に投入さ
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れるべき仮想メダルが貯留されていない場合、例えばクレジット表示部３５の表示が２の
ときに第１クレジット投入スイッチ７７が押された場合等には、クレジット表示部３５の
数値が全て減算されて０となり、投入可能な仮想メダル分だけベットされる。
【０１２８】
　前面扉１２の上部には、遊技の進行に伴い点灯したり点滅したりする上部ランプ１３と
、遊技の進行に伴い種々の効果音を鳴らしたり、遊技者に遊技状態を報知したりする左右
一対のスピーカ１４と、遊技者に各種情報を与える補助表示部１５とが設けられている。
補助表示部１５は、本実施形態では表示内容の多様化及び表示演出の重厚化を意図して液
晶表示器によって構成されているが、ドットマトリックス表示器等の他の表示器を使用し
てもよい。補助表示部１５は、遊技の進行に伴って各種表示演出を実行するためのもので
あり、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒによる遊技を主表示部によるものと考えることが
できることから、本実施形態では補助表示部１５と称している。補助表示部１５の背面に
は上部ランプ１３やスピーカ１４、補助表示部１５を駆動させるための表示制御装置１１
１が設けられている。
【０１２９】
　筐体１１の内部においてホッパ装置９１の左方には、電源ボックス１２１が設けられて
いる。電源ボックス１２１は、電源スイッチ１２２やリセットスイッチ１２３や設定キー
挿入孔１２４などを備えている。電源スイッチ１２２は、主制御装置１３１を始めとする
各部に電源を供給するための起動スイッチである。リセットスイッチ１２３は、スロット
マシン１０のエラー状態をリセットするためのスイッチである。また、設定キー挿入孔１
２４は、ホール管理者などがメダルの出玉調整を行うためのものである。すなわち、ホー
ル管理者等が設定キーを設定キー挿入孔１２４へ挿入してＯＮ操作することにより、スロ
ットマシン１０の当選確率を設定できるようになっている。
【０１３０】
　リールユニット４１の上方には、主制御装置１３１が筐体１１の背板１１ｃに取り付け
られている。主制御装置１３１は、主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶した
ＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデータを一時的に記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡
をとるポート、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロック回路等を含む主基板
を具備しており、主基板が透明樹脂材料等よりなる被包手段としての基板ボックスに収容
されて構成されている。基板ボックスは、略直方体形状のボックスベースと該ボックスベ
ースの開口部を覆うボックスカバーとを備えている。これらボックスベースとボックスカ
バーとは封印手段としての封印ユニットによって開封不能に連結され、これにより基板ボ
ックスが封印されている。
【０１３１】
　次に、本スロットマシン１０の電気的構成について、図９のブロック図に基づいて説明
する。
【０１３２】
　主制御装置１３１には、演算処理手段であるＣＰＵ１５１を中心とするマイクロコンピ
ュータが搭載されている。ＣＰＵ１５１には、電源ボックス１２１の内部に設けられた電
源装置１６１の他に、入出力ポート１５５などが内部バスを介して接続されている。かか
る主制御装置１３１は、スロットマシン１０に内蔵されるメイン基盤としての機能を果た
すものである。
【０１３３】
　主制御装置１３１の入力側には、スタートレバー７１の操作を検出するスタート検出セ
ンサ７１ａ、各ストップスイッチ７２，７３，７４の操作を個別に検出するストップ検出
センサ７２ａ，７３ａ，７４ａ、メダル投入口７５から投入されたメダルを検出する投入
メダル検出センサ７５ａ、各クレジット投入スイッチ７７，７８，７９の操作を個別に検
出するクレジット投入検出センサ７７ａ，７８ａ，７９ａ、精算スイッチ８０の操作を検
出する精算検出センサ８０ａ、各リール４２の回転位置（原点位置）を個別に検出するリ
ールインデックスセンサ５５、ホッパ装置９１から払い出されるメダルを検出する払出検
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出センサ９１ａ、リセットスイッチ１２３の操作を検出するリセット検出センサ１２３ａ
、設定キー挿入孔１２４に設定キーが挿入されてＯＮ操作されたことを検出する設定キー
検出センサ１２４ａ等の各種センサが接続されており、これら各種センサからの信号は入
出力ポート１５５を介してＣＰＵ１５１へ出力されるようになっている。
【０１３４】
　また、主制御装置１３１の入力側には、入出力ポート１５５を介して電源装置１６１に
設けられた停電監視回路１６１ｂが接続されている。電源装置１６１には、主制御装置１
３１を始めとしてスロットマシン１０の各電子機器に駆動電力を供給する電源部１６１ａ
や、上述した停電監視回路１６１ｂなどが搭載されている。
【０１３５】
　停電監視回路１６１ｂは電源の遮断状態を監視し、停電時はもとより、電源スイッチ１
２２による電源遮断時に停電信号を生成するためのものである。そのため停電監視回路１
６１ｂは、電源部１６１ａから出力されるこの例では直流１２ボルトの安定化駆動電圧を
監視し、この駆動電圧が例えば１０ボルト未満まで低下したとき電源が遮断されたものと
判断して停電信号が出力されるように構成されている。停電信号はＣＰＵ１５１と入出力
ポート１５５のそれぞれに供給され、ＣＰＵ１５１ではこの停電信号を認識することによ
り後述する停電時処理が実行される。
【０１３６】
　電源部１６１ａは、出力電圧が１０ボルト未満まで低下した場合でも、主制御装置１３
１などの制御系における駆動電圧として使用される５ボルトの安定化電圧が出力されるよ
うに構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、主制御装置１３１によ
る停電時処理を実行するに十分な時間が確保されている。
【０１３７】
　主制御装置１３１の出力側には、各有効ライン表示部３２，３３，３４、クレジット表
示部３５、残獲得枚数表示部３６、獲得枚数表示部３７、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２
Ｒを回転させるための各ステッピングモータ６１（６１Ｌ，６１Ｍ，６１Ｒ）、セレクタ
８４に設けられたメダル通路切替ソレノイド８３、ホッパ装置９１、表示制御装置１１１
、図示しないホール管理装置などに情報を送信できる外部集中端子板１７１等が入出力ポ
ート１５５を介して接続されている。
【０１３８】
　上述したＣＰＵ１５１には、このＣＰＵ１５１によって実行される各種の制御プログラ
ムや固定値データを記憶したＲＯＭ１５２と、このＲＯＭ１５２内に記憶されている制御
プログラムを実行するに当たって各種のデータを一時的に記憶する作業エリアを確保する
ためのＲＡＭ１５３のほかに、図示はしないが周知のように割込み回路を始めとしてタイ
マ回路、データ送受信回路などスロットマシン１０において必要な各種の処理回路や、各
ＢＢゲームにおける残払出数をカウントするための残払出枚数カウンタ１５４等の各種カ
ウンタが内蔵されている。ＲＯＭ１５２とＲＡＭ１５３によって記憶手段としてのメイン
メモリが構成され、図１１以降のフローチャートに示される各種処理を実行するためのプ
ログラムやスベリテーブルデータ群１５２ａなどといった各種のデータ群はＲＯＭ１５２
に記憶されている。
【０１３９】
　ＲＡＭ１５３には、各種のデータを一時的に記憶するためのメモリや、スベリテーブル
のアドレス情報が格納されるスベリテーブル格納エリア１５３ａ、遊技状態がＢＢゲーム
である場合にＢＢ設定フラグが格納されるＢＢ設定フラグ格納エリア１５３ｂ、遊技状態
がＲＢゲームである場合にＲＢ設定フラグが格納されるＲＢ設定フラグ格納エリア１５３
ｃ及びＢＢゲームにおいて払い出されたメダルの枚数を記憶する払出枚数格納エリア１５
３ｄなどの格納エリアが設けられている。また、ＲＡＭ１５３には、停電などの発生によ
り電源が遮断された場合において、電源遮断時（電源スイッチ１２２の操作による電源遮
断をも含む。以下同様）のスタックポインタの値を記憶しておくためのバックアップエリ
アが設けられている。なお、ＣＰＵ１５１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には
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、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路１６１ｂからの停電信号が入力される
ように構成されており、停電等の発生に伴う停電フラグ生成処理としてのＮＭＩ割込み処
理が即座に実行される。
【０１４０】
　次に、表示制御装置１１１の電気的構成について、図１０のブロック図に基づいて説明
する。
【０１４１】
　表示制御装置１１１には、演算処理手段であるＣＰＵ１８１を中心とするマイクロコン
ピュータが搭載されている。ＣＰＵ１８１には、このＣＰＵ１８１によって実行される各
種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ１８２と、このＲＯＭ１８２内に記
憶されている制御プログラムを実行するに当たって各種のデータを一時的に記憶する作業
エリアを確保するためのＲＡＭ１８３などが内蔵されている。
【０１４２】
　表示制御装置１１１には、図示しない入出力ポートが設けられており、入力側に主制御
装置１３１が接続されており、出力側に上部ランプ１３、スピーカ１４、及び補助表示部
１５が接続されている。そして、主制御装置１３１から入力する各種コマンドに基づいて
上部ランプ１３、スピーカ１４、及び補助表示部１５を駆動制御する。つまり、表示制御
装置１１１は、遊技を統括管理するメイン基盤たる主制御装置１３１との関係では補助的
な制御を実行するサブ基盤となっている。即ち、間接的な遊技に関する音声やランプ、表
示についてはサブ基盤を設けることにより、メイン基盤の負担軽減を図っている。なお、
各種表示部３２～３７を表示制御装置１１１が制御する構成としてもよい。
【０１４３】
　かかる構成において、表示制御装置１１１のＲＯＭ１８２にはＢＢゲーム用動画データ
群１８４が記憶されている。このＢＢゲーム用動画データ群１８４が補助表示部１５に対
して適宜セットされることにより、当該補助表示部１５においてＢＢゲーム中動画が表示
される。また、ＲＯＭ１８２には、特定演出ＲＢ用動画データ群１８５ａと、補助演出Ｒ
Ｂ用動画データ群１８５ｂとからなるＲＢゲーム用動画データ群１８５が記憶されている
。特定演出又は補助演出ＲＢ用動画データ群が補助表示部１５に対してセットされること
により、当該補助表示部１５においてＲＢゲーム中に特定演出又は補助演出が行われる。
特定演出及び補助演出については後述する。
【０１４４】
　次に、主制御装置１３１内のＣＰＵ１５１により実行される各制御処理を図１１～図２
６のフローチャート等を参照しながら説明する。かかるＣＰＵ１５１の処理としては大別
して、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に（本実施の形態では１．４９ｍ
ｓｅｃ周期で）起動されるタイマ割込み処理と、ＮＭＩ端子（ノンマスカブル端子）への
停電信号の入力により起動されるＮＭＩ割込み処理とがあり、説明の便宜上、はじめにＮ
ＭＩ割込み処理とタイマ割込み処理とを説明し、その後メイン処理を説明する。
【０１４５】
　図１１はＮＭＩ割込み処理の一例を示すフローチャートである。停電の発生などによっ
て電源が遮断されると、電源装置１６１の停電監視回路１６１ｂでは停電信号が生成され
、主制御装置１３１に対して出力される。ＮＭＩ端子を介して停電信号を入力した主制御
装置１３１では、ＮＭＩ割込み処理が実行される。
【０１４６】
　ＮＭＩ割込み処理では、まずステップＳ１０１において、ＣＰＵ１５１内に設けられた
使用レジスタのデータをＲＡＭ１５３内に設けられたバックアップエリアに退避させる。
続いて、ステップＳ１０２では、停電フラグをＲＡＭ１５３内に設けられた停電フラグ格
納エリアにセットする。その後、ステップＳ１０３にてＲＡＭ１５３のバックアップエリ
アに退避させたデータを再びＣＰＵ１５１の使用レジスタに復帰させる。この復帰処理で
ＮＭＩ割込み処理が終了する。なお、ＣＰＵ１５１の使用レジスタのデータを破壊せずに
停電フラグのセット処理が可能な場合には、バックアップエリアへの退避および復帰処理
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を省くことができる。
【０１４７】
　図１２は、主制御装置１３１で定期的に実行されるタイマ割込み処理のフローチャート
であり、主制御装置１３１のＣＰＵ１５１により例えば１．４９ｍｓｅｃごとにタイマ割
込みが発生する。
【０１４８】
　先ず、ステップＳ２０１に示すレジスタ退避処理では、後述する通常処理で使用してい
るＣＰＵ１５１内の全レジスタの値をＲＡＭ１５３のバックアップエリアに退避させる。
ステップＳ２０２では停電フラグがセットされているか否かを確認し、停電フラグがセッ
トされているときにはステップＳ２０３に進み、停電時処理を実行する。
【０１４９】
　ここで、停電時処理について図１３を用いて説明する。この停電時処理は、タイマ割込
み処理のうち特にレジスタ退避処理の直後に行われるため、その他の割込み処理を中断す
ることなく実行できる。従って、例えば各種コマンドの出力処理中、スイッチの状態（オ
ンオフ）の読み込み処理中などのように、それぞれの処理に割り込んでこの停電時処理が
実行されることはなく、かかるタイミングで実行されることをも考慮した停電時処理のプ
ログラムを作成する必要がなくなる。これにより停電時処理用の処理プログラムを簡略化
してプログラム容量を削減できる。
【０１５０】
　ステップＳ３０１では、コマンド出力が終了しているか否かを判定する。出力が終了し
ていない場合には本処理を終了してタイマ割込み処理に復帰し、コマンド出力を終了させ
る。このように停電時処理の初期段階でコマンドの出力が完了しているか否かを判断し、
出力が未完であるときには出力処理を優先し、単位コマンドの出力処理終了後に停電時処
理を実行する構成とすることにより、コマンドの出力途中で停電時処理が実行されること
をも考慮した停電時処理プログラムを構築する必要がなくなる。その結果停電時処理プロ
グラムを簡略化してＲＯＭ１５２の小容量化を図ることができる実益を有する。
【０１５１】
　ステップＳ３０１がＹＥＳ、すなわちコマンドの出力が完了している場合には、ステッ
プＳ３０２に進み、ＣＰＵ１５１のスタックポインタの値をＲＡＭ１５３内のバックアッ
プエリアに保存する。その後ステップＳ３０３では、停止処理として後述するＲＡＭ判定
値をクリアすると共に入出力ポート１５５における出力ポートの出力状態をクリアし、図
示しない全てのアクチュエータをオフ状態にする。ステップＳ３０４では、ＲＡＭ判定値
を算出し、バックアップエリアに保存する。ＲＡＭ判定値とは、具体的にはＲＡＭ１５３
の作業領域アドレスにおけるチェックサムの２の補数である。ＲＡＭ判定値をバックアッ
プエリアに保存することにより、ＲＡＭ１５３のチェックサムは０となる。ＲＡＭ１５３
のチェックサムを０とすることにより、ステップＳ３０５においてそれ以後のＲＡＭアク
セスを禁止する。その後は、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるのに備え、無
限ループに入る。
【０１５２】
　タイマ割込み処理の説明に戻り、ステップＳ２０２にて停電フラグがセットされていな
い場合には、ステップＳ２０４以降の各種処理を行う。
【０１５３】
　すなわち、ステップＳ２０４では、誤動作の発生を監視するためのウオッチドッグタイ
マの値を初期化するウオッチドッグタイマのクリア処理を行う。ステップＳ２０５では、
ＣＰＵ１５１自身に対して次回のタイマ割込みを設定可能とする割込み終了宣言処理を行
う。ステップＳ２０６では、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒを回転させるために、それ
ぞれの回胴駆動モータであるステッピングモータ６１Ｌ～６１Ｒを駆動させるステッピン
グモータ制御処理を行う。ステップＳ２０７では、入出力ポート１５５に接続された各種
センサ（図９参照）の状態を読み込むと共に、読み込み結果が正常か否かを監視するセン
サ監視処理を行う。ステップＳ２０８では、タイマの値を減算するタイマ演算処理を行う
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。ステップＳ２０９では、メダルのベット数や、払い出し枚数をカウントした結果を外部
集中端子板１７１へ出力するカウンタ処理を行う。
【０１５４】
　ステップＳ２１０では、各種コマンドを表示制御装置１１１へ出力するコマンド出力処
理を行う。ステップＳ２１１では、クレジット表示部３５、残獲得枚数表示部３６及び獲
得枚数表示部３７にそれぞれ表示されるセグメントデータを設定するセグメントデータ設
定処理を行う。ステップＳ２１２では、セグメントデータ設定処理で設定されたセグメン
トデータを各表示部３５～３７に供給して該当する数字、記号などを表示するセグメント
データ表示処理を行う。ステップＳ２１３では、入出力ポート１５５からＩ／Ｏ装置に対
応するデータを出力するポート出力処理を行う。ステップＳ２１４では、先のステップＳ
２０１にてバックアップエリアに退避させた各レジスタの値をそれぞれＣＰＵ１５１内の
対応するレジスタに復帰させる。その後ステップＳ２１５にて次回のタイマ割込みを許可
する割込み許可処理を行い、この一連のタイマ割込み処理を終了する。
【０１５５】
　図１４は電源投入後に実行される主制御装置１３１でのメイン処理を示すフローチャー
トである。メイン処理は、停電からの復旧や電源スイッチ１２２のオン操作によって電源
が投入された際に実行される。
【０１５６】
　先ずステップＳ４０１では、初期化処理として、スタックポインタの値をＣＰＵ１５１
内に設定すると共に、割込み処理を許可する割込みモードを設定し、その後ＣＰＵ１５１
内のレジスタ群や、Ｉ／Ｏ装置等に対する各種の設定などを行う。
【０１５７】
　これらの初期化処理が終了すると、ステップＳ４０２では設定キーが設定キー挿入孔１
２４に挿入されてＯＮ操作されているか否か、より詳しくは設定キー検出センサ１２４ａ
からＯＮ信号を入力しているか否かを判定する。設定キーのＯＮ操作がなされている場合
にはステップＳ４０３に進み、強制的ＲＡＭクリア処理としてＲＡＭ１５３に記憶された
データを全てクリアする。続くステップＳ４０４では当選確率設定処理を行う。
【０１５８】
　ここで、当選確率設定処理について図１５を用いて説明する。スロットマシン１０には
、「設定１」から「設定６」まで６段階の当選確率が予め用意されており、当選確率設定
処理とは、いずれの当選確率に基づいて内部処理を実行させるのかを設定するための処理
である。
【０１５９】
　ステップＳ５０１では設定キーが挿入されてＯＮ操作されているか否かを判定し、ＯＮ
操作されていない場合にはそのまま本処理を終了する。ＯＮ操作されている場合には、ス
テップＳ５０２にて次回のタイマ割込みを許可する。その後、ステップＳ５０３にて現在
の設定値を読み込むと共に、ステップＳ５０４では現在の設定値をクレジット表示部３５
に表示する。但し、設定キーが挿入されてＯＮ操作された直後の処理では、先の強制的Ｒ
ＡＭクリア処理によりＲＡＭ１５３のデータがクリアされているため、クレジット表示部
３５に表示される設定値は「１」である。
【０１６０】
　ステップＳ５０５ではスタートレバー７１が操作されたか否かを判定し、操作されてい
ない場合にはステップＳ５０６～ステップＳ５０７に示す設定更新処理を行う。ステップ
Ｓ５０６では、リセットスイッチ１２３が操作されたか否かを判定する。リセットスイッ
チ１２３が操作されていない場合にはそのままステップＳ５０４に戻り、操作された場合
にはステップＳ５０７にて設定値を１更新した後にステップＳ５０４に戻る。つまり、設
定更新処理では、リセットスイッチ１２３が操作される毎に設定値が１更新され、更新さ
れた設定値がクレジット表示部３５に表示される。なお、設定値が「６」のときにリセッ
トスイッチ１２３が操作された場合、設定値は「１」に更新される。
【０１６１】
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　ステップＳ５０５にてスタートレバー７１が操作された場合には、ステップＳ５０８に
て設定キーのＯＮ操作が継続してなされているか否かを判定する。設定キーのＯＮ操作が
継続してなされている場合にはそのまま待機し、ＯＮ操作が終了された場合にはステップ
Ｓ５０９にて次回のタイマ割込みを禁止する。その後、ステップＳ５１０にて設定値を保
存し、ステップＳ５１１にてＲＡＭ１５３に記憶された設定値以外のデータをクリアして
本処理を終了する。
【０１６２】
　メイン処理の説明に戻り、ステップＳ４０４にて当選確率設定処理を行った後には、ス
テップＳ４０５にて遊技に関わる主要な制御を行う通常処理を実行する。
【０１６３】
　一方、ステップＳ４０２にて設定キーが挿入されていない場合には、ステップＳ４０６
以降に示す復電処理を行う。復電処理とは、スロットマシン１０の状態を電源遮断前の状
態に復帰させる処理である。従って、復電処理では先ずＲＡＭ１５３のデータが正常かど
うかを確認する必要がある。
【０１６４】
　そこで、ステップＳ４０６では設定値が正常か否かを判定する。具体的には、設定値が
１～６のいずれかである場合に正常であると判定し、０又は７以上である場合に異常であ
ると判定する。設定値が正常である場合には、ステップＳ４０７にて停電フラグがセット
されているか否かを確認する。停電フラグがセットされている場合には、さらにステップ
Ｓ４０８にてＲＡＭ判定値が正常であるか否かを確認する。具体的には、ＲＡＭ１５３の
チェックサムの値を調べ、その値が正常、つまりＲＡＭ判定値を加味したチェックサムの
値が０か否かを確認する。ＲＡＭ判定値を加味したチェックサムの値が０である場合、Ｒ
ＡＭ１５３のデータは正常であると判定する。
【０１６５】
　ステップＳ４０８においてＲＡＭ判定値が正常であると判定した場合にはステップＳ４
０９に進み、バックアップエリアに保存されたスタックポインタの値をＣＰＵ１５１のス
タックポインタに書き込み、スタックの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。
次に、ステップＳ４１０において、復電処理の実行を伝える復電コマンドを表示制御装置
１１１に出力する。その後、ステップＳ４１１にて遊技状態として打ち止め及び自動精算
設定保存処理を行い、ステップＳ４１２にてスタート検出センサ７１ａ等の各種センサの
初期化を行う。以上の処理が終了した後、ステップＳ４１３にて停電フラグをクリアし、
電源遮断前の番地に戻る。具体的には、先に説明したタイマ割込み処理に復帰し、ウォッ
チドッグタイマクリア処理（ステップＳ２０４）が実行されることとなる。
【０１６６】
　一方、ステップＳ４０６～ステップＳ４０８のいずれかがＮＯ、すなわち、設定値が異
常である、電源遮断時にセットされる筈の停電フラグがセットされていない、又はＲＡＭ
判定値が異常である場合には、ＲＡＭ１５３のデータが破壊された可能性が高い。このよ
うな場合には、ステップＳ４１４～ステップＳ４１６に示す動作禁止処理を行う。動作禁
止処理として、先ずステップＳ４１４にて次回のタイマ割込み処理を禁止し、ステップＳ
４１５では入出力ポート１５５内の全ての出力ポートをクリアすることにより、入出力ポ
ート１５５に接続された全てのアクチュエータをオフ状態に制御する。その後、ステップ
Ｓ４１６にてホール管理者等にエラーの発生を報知するエラー報知処理を行う。かかる動
作禁止状態は、上述した当選確率設定処理が行われるまで維持される。
【０１６７】
　次に、遊技に関わる主要な制御を行う通常処理について図１６のフローチャートに基づ
き説明する。
【０１６８】
　先ずステップＳ６０１では、ベット枚数設定処理を実行する。ベット枚数設定処理では
、ＲＡＭ１５３のＢＢ設定フラグ格納エリア１５３ｂにＢＢ設定フラグが格納されている
か否かを判定し、遊技状態が通常ゲームでありＢＢ設定フラグが格納されていない場合に



(31) JP 2014-100508 A 2014.6.5

10

20

30

40

50

は、任意ベット設定処理を実行する。任意ベット設定処理では、遊技を開始する上で必要
なベット枚数を１枚に設定し、さらに受入が許容されるベット枚数を３枚に設定する。こ
れにより、メダル又は仮想メダルを１枚ベットしない限り遊技の開始に必要なメダルがベ
ットされた状態とならない。また、メダル投入口７５に４枚以上のメダルが投入された場
合には、３枚を超えるメダルは仮想メダルとして貯留記憶されるか、そのときに貯留記憶
されている仮想メダルが５０枚のとき又は５０枚に達したときにはメダル受け皿１８へ返
却される。
【０１６９】
　一方、遊技状態がＢＢゲームでありＢＢ設定フラグが格納されている場合には、１枚ベ
ット設定処理を実行する。１枚ベット設定処理では、遊技を開始する上で必要なベット枚
数を１枚に設定し、さらに受入が許容されるベット枚数も１枚に設定する。受入が許容さ
れるベット枚数が１枚に設定されることにより、メダル投入口７５に２枚以上のメダルが
投入された場合には、１枚を超えるメダルは仮想メダルとして貯留記憶されるか、そのと
きに貯留記憶されている仮想メダルが５０枚のとき又は５０枚に達したときはメダル受け
皿１８へ返却される。さらに、第１クレジット投入スイッチ７７又は第２クレジット投入
スイッチ７８が操作された場合には、２枚以上の仮想メダルが貯留記憶されていたとして
も１枚の仮想メダルのみがベットされる。
【０１７０】
　ステップＳ６０１にてベット枚数設定処理を実行した後は、ステップＳ６０２にて、遊
技の開始に必要なメダルがベットされているか否かを判定する。遊技の開始に必要なメダ
ルがベットされているときには、続いてステップＳ６０３にてスタートレバー７１が操作
されたか否かを判定する。
【０１７１】
　その後、ステップＳ６０４の有効ライン設定処理、ステップＳ６０５の抽選処理、ステ
ップＳ６０６のリール制御処理、ステップＳ６０７のメダル払出処理、ステップＳ６０８
のＢＢゲーム処理を順に実行し、ステップＳ６０１に戻る。一方、ステップＳ６０２にて
メダルがベットされていない、またはステップＳ６０３にてスタートレバー７１が操作さ
れていない場合には、ステップＳ６０１に戻る。
【０１７２】
　次に、ステップＳ６０４の有効ライン設定処理について、図１７のフローチャートに基
づき説明する。
【０１７３】
　有効ライン設定処理では、先ずステップＳ７０１にて、ＲＡＭ１５３のＢＢ設定フラグ
格納エリア１５３ｂにＢＢ設定フラグが格納されている又はＲＢ設定フラグ格納エリア１
５３ｃにＲＢ設定フラグが格納されているか否かを判定する。ＢＢ設定フラグ又はＲＢ設
定フラグが格納されておらず、遊技状態が通常ゲームである場合には、ステップＳ７０１
にて否定判定しステップＳ７０２に進む。
【０１７４】
　ステップＳ７０２では、今回の遊技回でベットされたメダル又は仮想メダルの数が３枚
か否かを判定する。３枚の場合にはステップＳ７０３にて有効ラインを設定可能な最大数
である５ラインに設定して本有効ライン設定処理を終了する。３枚でない場合にはステッ
プＳ７０４に進む。
【０１７５】
　ステップＳ７０４では、今回の遊技回でベットされたメダル又は仮想メダルの数が２枚
か否かを判定する。２枚の場合にはステップＳ７０５にて有効ラインを３ラインに設定し
て本有効ライン設定処理を終了する。２枚でない場合には、今回の遊技回でベットされた
メダル又は仮想メダルの数が１枚であることを意味するため、ステップＳ７０６にて有効
ラインを１ラインに設定して本有効ライン設定処理を終了する。
【０１７６】
　一方、ＢＢ設定フラグ又はＲＢ設定フラグが格納されており、遊技状態がＢＢゲーム又
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はＲＢゲームである場合には、ステップＳ７０１にて肯定判定しステップＳ７０３に進む
。ステップＳ７０３では、有効ラインを５ラインに設定して本有効ライン設定処理を終了
する。つまり、本スロットマシン１０では、ＢＢゲーム又はＲＢゲームにおいて各遊技回
で必要なベット枚数及び許容されるベット枚数が１枚に設定されるにも関わらず、設定可
能な最大数の有効ラインが設定される。
【０１７７】
　次に、ステップＳ６０５の抽選処理について、図１８のフローチャートに基づき説明す
る。
【０１７８】
　抽選処理では、先ずステップＳ８０１～ステップＳ８０５にて、当否決定用の抽選テー
ブルを選択する抽選テーブル選択処理を実行する。つまり、ステップＳ８０１にて、ＲＡ
Ｍ１５３のＢＢ設定フラグ格納エリア１５３ｂにＢＢ設定フラグが格納されているか否か
を判定する。ステップＳ８０１においてＢＢ設定フラグが格納されている場合にはステッ
プＳ８０２に進み。ＢＢゲーム用抽選テーブルを選択する。ステップ８０１においてＢＢ
設定フラグが格納されていない場合にはステップＳ８０３に進み、ＲＡＭ１５３のＲＢ設
定フラグ格納エリア１５３ｃにＲＢ設定フラグが格納されているか否かを判定する。ステ
ップＳ８０３にてＲＢ設定フラグが格納されている場合、ステップＳ８０４に進みＲＢ用
抽選テーブルを選択する。ステップＳ８０３にてＲＢ設定フラグが格納されていなかった
場合、遊技状態が通常ゲームであり、通常ゲーム用抽選テーブルを選択する。
【０１７９】
　ここで、通常ゲーム用抽選テーブル、ＢＢゲーム用抽選テーブル及びＲＢゲーム用抽選
テーブルについて説明する。先ず通常ゲーム用抽選テーブルについて説明する。通常ゲー
ム用抽選テーブルはスロットマシン１０の現在の設定状態に対応させて設けられており、
さらにベットされるメダルの枚数に対応させて設けられている。したがって、ステップＳ
８０２における処理では現在の設定状態、及び今回の遊技回にてベットされたメダルの枚
数に対応した通常ゲーム用抽選テーブルを選択する。ちなみに、スロットマシン１０の設
定状態は「設定１」～「設定６」のいずれかであり、「設定１」のときにＢＢ役当選確率
が最も低い通常ゲーム用抽選テーブルが選択され、「設定６」のときにＢＢ役当選確率が
最も高い通常ゲーム用抽選テーブルが選択される。また、ベットされるメダルの枚数は１
～３枚のいずれかであり、ベット枚数が多いほどＢＢ役当選確率が高い通常ゲーム用抽選
テーブルが選択される。
【０１８０】
　「設定１」の状態下で３枚ベットされた場合に選択される通常ゲーム用抽選テーブルを
図１９（ａ）に例示する。通常ゲーム用抽選テーブルには、入賞となる役の数と同数のイ
ンデックス値ＩＶが設定されている。すなわち、通常ゲーム下では、再遊技、チェリー、
ベル、スイカ、ＢＢの５種類の入賞が発生し得るため、１～５の５つのインデックス値Ｉ
Ｖが設定されている。そして、各インデックス値ＩＶには、入賞となる役がそれぞれ一義
的に対応付けられると共に、ポイント値ＰＶが設定されている。
【０１８１】
　ちなみに、図１９（ａ）に示した通常ゲーム用抽選テーブルが選択された場合、ＢＢ役
当選確率は約３２７分の１である。一方、再遊技及び小役当選確率はＢＢ役当選確率より
も高く設定されており、再遊技当選確率は約７．３分の１、チェリー役当選確率は１２８
分の１、ベル役当選確率は約４８分の１、スイカ役当選確率は１２８分の１である。
【０１８２】
　次に、ＢＢゲーム用抽選テーブルについて説明する。ＢＢゲーム用抽選テーブルは、通
常ゲーム用抽選テーブルと異なり１パターンのみとなっている。つまり、ＢＢゲーム用抽
選テーブルはスロットマシン１０の現在の設定状態とは無関係に設けられている。また、
上記のとおりＢＢゲームでは１枚ベット設定処理が実行されるため、各遊技回のベット枚
数は１枚に限定される。
【０１８３】
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　ＢＢゲーム用抽選テーブルを図１９（ｂ）に例示する。ＢＢゲーム用抽選テーブルは、
インデックス値ＩＶが３つ設定されている。通常ゲーム用抽選テーブルと同様に、各イン
デックス値ＩＶには、入賞となる役がそれぞれ一義的に対応付けられると共に、ポイント
値ＰＶが設定されている。
【０１８４】
　ちなみに、ＢＢゲームにおける当選確率は、ベル役当選確率は約１．０７分の１、ＲＢ
役当選確率は３２分の１、シングルボーナス（以下ＳＢともいう）＋再遊技役当選確率は
６４分の１であり。したがって、ＢＢゲームでは、ベル役当選が比較的高い確率で発生す
ることとなる。ＳＢ＋再遊技役は、シングルボーナス役と再遊技役との複数当選役である
。ＳＢ＋再遊技役については後述する。また、本実施形態においては、ＲＢ役はＢＢゲー
ムにおいてのみ抽選される構成となっている。
【０１８５】
　次にＲＢゲーム用抽選テーブルについて説明する。ＲＢゲーム用抽選テーブルもＢＢゲ
ーム用抽選テーブルと同様に、１パターンのみとなっている。また、上記のとおり、ＲＢ
ゲームでは１枚ベット設定処理が実行されるため、各遊技回のベット枚数は１枚に限定さ
れる。
【０１８６】
　ＲＢゲーム用抽選テーブルを図１９（ｃ）に例示する。ＲＢゲーム用抽選テーブルは、
インデックス値ＩＶが１つのみ設定されており、このインデックス値ＩＶにはベル役が対
応付けられている。また、このインデックス値ＩＶに対応したポイントＰＶは「６３１５
０」となっており、ベル役当選確率は１．０４分の１となっている。したがって、ＲＢゲ
ームでは、ベル役当選が比較的高い確率で発生する。
【０１８７】
　ステップＳ８０２、ステップＳ８０４又はステップＳ８０５の処理を実行した後は、ス
テップＳ８０６にてインデックス値ＩＶを１とし、続くステップＳ８０７では役の当否を
判定する際に用いる判定値ＤＶを設定する。かかる判定値設定処理では、現在の判定値Ｄ
Ｖに、現在のインデックス値ＩＶと対応するポイント値ＰＶを加算して新たな判定値ＤＶ
を設定する。なお、初回の判定値設定処理では、スタートレバー７１が操作されたときに
乱数カウンタよりラッチした乱数値を現在の判定値ＤＶとし、この乱数値に現在のインデ
ックス値ＩＶである１と対応するポイント値ＰＶを加算して新たな判定値ＤＶとする。こ
こで、乱数カウンタについて簡単に説明すると、本スロットマシン１０では、８ビットの
シフトレジスタを２つ用いて「０～６５５３５」の乱数を生成している。各シフトレジス
タは定期的（例えば１００ｎｓ毎）に１ずつ更新され、各シフトレジスタの上位ビットと
下位ビットを入れ替えた値がＣＰＵ１５１に入力され、スタートレバー７１が操作された
とき（すなわちスタート検出センサ７１ａのＯＮ信号を受信したとき）に入力されている
値が乱数値としてラッチされる。これは初回の判定値設定処理にて用いられる乱数値を不
規則なものとするための工夫であり、例えば各シフトレジスタのビットをランダムに入れ
替えた値が乱数値としてラッチされる構成であってもよい。
【０１８８】
　その後、ステップＳ８０８ではインデックス値ＩＶと対応する役の当否判定を行う。役
の当否判定では判定値ＤＶが６５５３５を超えたか否かを判定し、６５５３５を超えた場
合には、ステップＳ８０９にてそのときのインデックス値ＩＶと対応する役の当選フラグ
をＲＡＭ１５３に設けられた対応する各当選フラグ格納エリアに格納する。例えば、ＢＢ
役に対応したインデックス値ＩＶである場合にはＢＢ当選フラグ格納エリアにＢＢ当選フ
ラグを格納する。
【０１８９】
　ここで、当選フラグが小役当選フラグ又は再遊技当選フラグである場合、これら当選フ
ラグは、該当選フラグが格納された遊技回の終了時にクリアされる。一方、当選フラグが
ＢＢ又はＲＢ当選フラグである場合、そのＢＢ又はＲＢ当選フラグはそれぞれＢＢ又はＲ
Ｂ図柄の組合せが有効ライン上に成立したことを条件の１つとしてクリアされる。すなわ
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ち、ＢＢ及びＲＢ当選フラグは、複数の遊技回にわたって有効とされる場合がある。なお
、ＢＢ又はＲＢ当選フラグを持ち越した次遊技回以降における役の当否判定では、小役又
は再遊技の当否判定は行うが、ＢＢ及びＲＢ役に関する当否判定は行わない。
【０１９０】
　ステップＳ８０６にて判定値ＤＶが６５５３５を超えなかった場合には、インデックス
値ＩＶと対応する役に外れたことを意味する。かかる場合にはステップＳ８１０にてイン
デックス値ＩＶを１加算し、続くステップＳ８１１ではインデックス値ＩＶと対応する役
があるか否か、すなわち当否判定すべき役があるか否かを判定する。具体的には、１加算
されたインデックス値ＩＶが抽選テーブルに設定されたインデックス値ＩＶの最大値を超
えたか否かを判定する。当否判定すべき役がある場合にはステップＳ８０７に戻り、役の
当否判定を継続する。このとき、ステップＳ８０７では、先の役の当否判定に用いた判定
値ＤＶ（すなわち現在の判定値ＤＶ）に現在のインデックス値ＩＶと対応するポイント値
ＰＶを加算して新たな判定値ＤＶとし、ステップＳ８０８では、当該判定値ＤＶに基づい
て役の当否判定を行う。
【０１９１】
　ステップＳ８０９にて当選フラグを格納した後、又はステップＳ８１１にて当否判定す
べき役がないと判定された場合には、ステップＳ８１２にてリール停止制御用のスベリテ
ーブル（停止テーブル）を設定するスベリテーブル設定処理を行った後に本抽選処理を終
了する。
【０１９２】
　次に、スベリテーブル設定処理について説明する。
【０１９３】
　スベリテーブルとは、ストップスイッチ７２～７４が押されたタイミングからリールを
どれだけ滑らせた（回転させた）上で停止させるかが定められたテーブルである。すなわ
ち、スベリテーブルとは、ストップスイッチ７２～７４が押された際に基点位置（本実施
形態では下ライン上）に到達している到達図柄と、前記基点位置に実際に停止させる停止
図柄との関係が定められた停止データ群である。
【０１９４】
　本スロットマシン１０では、ストップスイッチ７２～７４が操作された場合に、到達図
柄をそのまま停止させる場合、対応するリールを１図柄分滑らせた後に停止させる場合、
２図柄分滑らせた後に停止させる場合、３図柄分滑らせた後に停止させる場合、４図柄分
滑らせた後に停止させる場合の５パターンがリールの停止態様として用意されている。こ
れは、遊技者がストップスイッチ７２～７４を操作するタイミングと、各表示窓３２Ｌ，
３２Ｍ，３２Ｒから視認可能な範囲に停止する図柄配列（以下、「停止出目」と言う）と
を密接に関連付けるための工夫である。つまり、ストップスイッチ７２～７４が操作され
たタイミングから規定時間（１９０ｍｓｅｃ）が経過するまでに各リール４２Ｌ，４２Ｍ
，４２Ｒを停止させることにより、遊技者の操作によってあたかも停止出目が決定された
かのような印象を遊技者に抱かせることが可能となる。また、４図柄分までは滑らせるこ
とが可能な構成とすることにより、かかる規定時間内で可能な限り抽選に当選した役と対
応する図柄の組合せを有効ライン上に停止させることが可能となる。
【０１９５】
　図２０は、スイカ図柄を有効ライン上に停止させる場合にセットされるスベリテーブル
の一例である。滑り数が０である番号の図柄は、下ライン上に実際に停止する図柄である
。例えば、左リール４２Ｌの１１番図柄たる「リプレイ」図柄が下ライン上に到達してい
る際に左ストップスイッチ７２が押された場合、左リール４２Ｌは滑ることなくそのまま
停止し、１３番図柄たる「スイカ」図柄が上ライン上に停止する。また、滑り数が０でな
い番号の図柄は、記載された図柄数分だけリールが滑ることを意味する。例えば、左リー
ル４２Ｌの７番図柄たる「リプレイ」図柄が下ライン上に到達している際に左ストップス
イッチ７２が押された場合、左リール４２Ｌは４図柄分だけ滑り、１３番図柄たる「スイ
カ」図柄が上ライン上に停止する。すなわち、滑り数が０でない番号の図柄が下ライン上
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に到達している際にストップスイッチが押された場合、対応するリールはその滑り数分だ
け滑った後に停止する。このように、スベリテーブルでは、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４
２Ｒに付された図柄が下ライン上に到達したタイミングでストップスイッチ７２～７４を
押された場合の滑り数が図柄番号毎に設定されている。
【０１９６】
　但し、上記スベリテーブルがセットされた場合であっても、ストップスイッチの押され
たタイミングによっては「スイカ」図柄が有効ライン上に停止せず、所謂取りこぼしが発
生することもある。これは、滑らせることのできる範囲をストップスイッチの押されたタ
イミングから１９０ｍｓｅｃ以内（到達図柄を停止させる場合よりも最大４図柄分）と予
め決めており、下ライン上に到達した「スイカ」図柄と次に下ライン上に到達する「スイ
カ」図柄との間に５図柄分以上の区間（５個以上の図柄が存在する区間）が設定されてい
るためである。
【０１９７】
　この取りこぼしに関して、本スロットマシン１０においては、取りこぼしが発生する場
合の態様が２パターンある。このうち第１パターンは、同種の図柄の間に５図柄分以上の
区間が設定されている場合に発生し得る。詳細には、上記のとおり抽選処理にてチェリー
役を除く何れかの役に当選したとしても、その当選役に対応した入賞図柄の組合せが一の
有効ライン上に並ばない限り入賞とならない。また、各リール４２Ｌ，４２Ｍ、４２Ｒの
うち２つのリールが停止した段階では、当選役に対応した入賞図柄の組合せが並ぶ有効ラ
イン（以下、当該ラインを成立ラインともいう）が限定される。かかる状況において、残
りのリールにおいて入賞図柄の組合せを構成する同種の図柄間に５図柄分以上の区間が設
定されていると、ストップスイッチの操作タイミングによっては成立ライン上に入賞図柄
の組合せを構成する図柄が停止せず、取りこぼしが発生することもある。また、当該第１
パターンの態様の取りこぼしは、当選役に対応した入賞図柄の組合せを停止させる有効ラ
イン（以下、当該ラインを優先ラインともいう）が第１停止や第２停止の段階で限定され
る場合にも発生し得る。
【０１９８】
　第２パターンは、同種の図柄の間に７図柄分以上の区間（７個以上の図柄が存在する区
間）が設定されている場合に発生し得る。詳細には、本スロットマシン１０では上記のと
おり表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒを介して全体を視認可能な図柄数は各リール３個ずつ
とされており、各有効ラインはこれら各３個の図柄が停止する合計９個の位置のいずれか
３個を直線状に通るようにして設定されている。かかる状況において、各リール４２Ｌ，
４２Ｍ，４２Ｒのうちいずれかのリールにおいて入賞図柄の組合せを構成する同種の図柄
間に７図柄分以上の区間が設定されていると、当該リールを第１停止させる場合であった
としてもストップスイッチの操作タイミングによってはいずれの有効ライン上にも入賞図
柄の組合せを構成する図柄が停止せず、第１停止の段階で取りこぼしが発生することもあ
る。
【０１９９】
　「スイカ」図柄については、例えば左リール４２Ｌでは、０番の「スイカ」図柄から１
３番の「スイカ」図柄までの間は１２図柄分の区間が設定されている。このため、例えば
左リール４２Ｌの３番の「リプレイ」図柄が下ライン上に到達しているタイミングで左ス
トップスイッチ７２が押された場合、仮に左リール４２Ｌを４図柄分滑らせても「スイカ
」図柄を有効ライン上に停止させることはできない。つまり、スイカ役については、上記
第１，第２パターンの両方の取りこぼしの態様が発生し得る。
【０２００】
　ここで、スイカ役の取りこぼしだけでなく他の小役の取りこぼし発生の有無に関して説
明する。チェリー役については、上記のとおり左リール４２Ｌの「チェリー」図柄が有効
ライン上に停止した場合、チェリー役入賞となる。したがって、上記第１パターンの態様
の取りこぼしは発生しない。一方、左リール４２Ｌにおいて、５番の「チェリー」図柄か
ら１７番の「チェリー」図柄までの間は１１図柄分の区間が設定されている。したがって
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、上記第２パターンの態様の取りこぼしは発生し得る。
【０２０１】
　また、再遊技については、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒにおいて「リプレイ」図柄
は、各図柄の間の図柄数が４図柄以下となるように配置されている。したがって、上記第
１，第２パターンのいずれの取りこぼしの態様も発生することはない。つまり、各ストッ
プスイッチ７２，７３，７４が如何なるタイミングで操作された場合であっても、再遊技
当選フラグがセットされていれば再遊技入賞図柄の組合せを有効ライン上に停止させるこ
とができる。
【０２０２】
　また、ベル役については、中リール４２Ｍ及び右リール４２Ｒにおいて「ベル」図柄は
、各図柄の間の図柄数が４図柄以下となるように配置されている。一方、左リール４２Ｌ
において、２番の「ベル」図柄から８番の「ベル」図柄までの間は５図柄分の区間が設定
されている。また、１４番の「ベル」図柄から２０番の「ベル」図柄までの間も５図柄分
の区間が設定されている。但し、７図柄分以上の区間は設定されていない。当該図柄配列
においては、上記第２パターンの態様の取りこぼしは発生しないものの、各リール４２Ｌ
，４２Ｍ，４２Ｒの停止順序などによっては上記第１パターンの態様の取りこぼしが発生
することがある。例えば、第３停止として左リール４２Ｌを停止させる場合には、上記第
１パターンの態様の取りこぼしが発生し得る。より具体的には、成立ラインが中ラインの
場合に下ラインに１４番の「ベル」図柄又は２番の「ベル」図柄が到達しているタイミン
グで左ストップスイッチ７２が停止操作されると上記第１パターンの態様の取りこぼしが
発生する。また、優先ラインが設定される場合にも上記第１パターンの態様の取りこぼし
が発生することがある。つまり、優先ラインが中ラインの場合に、下ラインに１４番の「
ベル」図柄又は２番の「ベル」図柄が到達しているタイミングで左ストップスイッチ７２
が停止操作されると上記第１パターンの態様の取りこぼしが発生する。
【０２０３】
　ＢＢ役に対応した「７」図柄については、例えば左リール４２Ｌでは、１番の「７」図
柄から１２番の「７」図柄までの間は１０図柄分の区間が設定されている。このため、例
えば左リール４２Ｌの３番の「リプレイ」図柄が下ライン上に到達しているタイミングで
左ストップスイッチ７２が押された場合、仮に左リール４２Ｌを４図柄分滑らせても「７
」図柄を有効ライン上に停止させることはできない。つまり、ＢＢ役については、上記第
１，第２パターンの両方の取りこぼしの態様が発生し得る。
【０２０４】
　ＲＢ役に対応した「ＣＨＡＮＣＥ」図柄については、例えば左リール４２Ｌでは、４番
の「ＣＨＡＮＣＥ」図柄から１６番の「ＣＨＡＮＣＥ」図柄までの間は１１図柄分の区間
が設定されている。このため、例えば左リール４２Ｌの７番の「リプレイ」図柄が下ライ
ン上に到達しているタイミングで左ストップスイッチ７２が押された場合、仮に左リール
４２Ｌを４図柄分滑らせても「ＣＨＡＮＣＥ」図柄を有効ライン上に停止させることはで
きない。つまり、ＢＢ役については、上記第１，第２パターンの両方の取りこぼしの態様
が発生し得る。
【０２０５】
　ＲＢ役及びＢＢ役については、当該ＲＢ及びＢＢ入賞が成立するまでＲＢ役及びＢＢ役
当選がクリアされず、ＲＢ役及びＢＢ役当選が持ち越される。上記のように、ＲＢ役及び
ＢＢ役は所定のタイミングにて各ストップスイッチ７２～７４を操作しなければ、ＲＢ及
びＢＢ入賞が成立しないため、ＲＢ及びＢＢ役に当選したとしても、ＲＢ及びＢＢ入賞が
成立するまでに遊技者に付与されているメダルの数が減少する場合がある。
【０２０６】
　図２１に示すように、スベリテーブル設定処理では、先ずステップＳ９０１にてＲＡＭ
１５３のＢＢ当選フラグ格納エリアにＢＢ当選フラグが格納されている又はＲＢ当選フラ
グ格納エリアにＲＢ当選フラグが格納されているか否かを判定する。ＢＢ当選フラグ及び
ＲＢ当選フラグが格納されていない場合にはステップＳ９０２に進み、当選フラグと一義



(37) JP 2014-100508 A 2014.6.5

10

20

30

40

50

的に対応する第１当選番号をＲＡＭ１５３の当選番号格納エリアに格納する。当選番号と
はスベリテーブルをセットする際に用いるための番号であり、第１当選番号が格納されて
いる場合には、当選フラグが格納されていない又は当選フラグが１つだけ格納されている
ことを意味する。続くステップＳ９０３では、第１当選番号の値から一義的に定まるスベ
リテーブルのアドレス情報をＲＡＭ１５３のスベリテーブル格納エリア１５３ａに格納し
、本処理を終了する。
【０２０７】
　ステップＳ９０１にてＢＢ当選フラグ又はＲＢ当選フラグが格納されていると判定した
場合には、さらにステップＳ９０４にてＲＡＭ１５３の他の当選フラグ格納エリアに当選
フラグが格納されているか否かを判定する。他の当選フラグが格納されていない場合には
ＢＢ当選フラグ又はＲＢ当選フラグのみが格納されていることを意味するため、上述した
ステップＳ９０２～ステップＳ９０３の処理を行い、本処理を終了する。一方、他の当選
フラグが格納されている場合には、ＢＢ当選フラグ又はＲＢ当選フラグを持ち越した状態
で小役又は再遊技に当選したことを意味する。かかる場合にはステップＳ９０５に進み、
格納されている当選フラグと一義的に対応する第２当選番号をＲＡＭ１５３の当選番号格
納エリアに格納する。第２当選番号が格納されている場合には、ＢＢ当選フラグ又はＲＢ
当選フラグと、小役当選フラグ又は再遊技当選フラグの２つが格納されていることを意味
する。続くステップＳ９０６では、第２当選番号の値から一義的に定まるスベリテーブル
のアドレス情報をＲＡＭ１５３のスベリテーブル格納エリア１５３ａに格納し、本処理を
終了する。このとき、本スロットマシン１０では、ＢＢ当選フラグと他の当選フラグの少
なくとも一方と対応する図柄が有効ライン上のいずれかに停止するよう設定されたスベリ
テーブルをセットする。
【０２０８】
　次に、ステップＳ６０６のリール制御処理について、図２２のフローチャートに基づき
説明する。
【０２０９】
　リール制御処理では、先ずステップＳ１００１において各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２
Ｒの回転を開始させる回転開始処理を行う。回転開始処理では、前回の遊技回においてリ
ールの回転を開始した時点から所定時間（例えば４．１秒）が経過したか否かを確認し、
当該時間が経過するまで待機するウエイト処理を行った後に各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４
２Ｒの回転を開始させる。このため、遊技者がメダルをベットしてスタートレバー７１を
操作したとしても、直ちに各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒが回転を開始しない場合があ
る。続くステップＳ１００２では、ストップスイッチ７２～７４のいずれかが押下操作さ
れてリールの停止指令が発生したか否か、より具体的にはストップ検出センサ７２ａ～７
４ａからのＯＮ信号を受信したか否かを判定し、停止指令が発生していない場合には停止
指令が発生するまで待機する。但し、本実施形態では、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒ
が回転を開始してから所定の速度で定速回転するまでの期間を無効期間として設定してお
り、この無効期間内にストップスイッチ７２～７４が押下操作されても、ストップ検出セ
ンサ７２ａ～７４ａからのＯＮ信号を無効化する。ちなみに本実施形態では、各リール４
２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒが回転を開始してから０．５秒が経過するまでの期間を無効期間と
して設定している。
【０２１０】
　ステップＳ１００２にてストップスイッチ７２～７４のいずれかが押下操作されて停止
指令が発生した場合には、ステップＳ１００３に進み、今回の停止指令が第３停止指令か
否か、すなわち１つのリールのみが回転しているときにストップスイッチが押下操作され
たか否かを判定する。今回の停止指令が第３停止指令でない場合にはステップＳ１００４
にてスベリテーブル第１変更処理を行う。
【０２１１】
　ここで、スベリテーブル第１変更処理について図２３のフローチャートを用いて説明す
る。スベリテーブル第１変更処理では、ステップＳ１１０１にて今回の停止指令が第１停
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止指令か否か、すなわち全てのリールが回転しているときにストップスイッチが押下操作
されたか否かを判定する。第１停止指令である場合にはステップＳ１１０２～ステップＳ
１１０５に示す第１停止変更処理を行う。第１停止変更処理では、ステップＳ１１０２に
ていずれのストップスイッチが操作されたかを確認し、ステップＳ１１０３では、左スト
ップスイッチ７２が操作されたか否かを判定する。そして、左ストップスイッチ７２が操
作された場合には、スベリテーブルを変更することなくそのまま本処理を終了する。これ
は、先のスベリテーブル設定処理（図２１参照）において、左ストップスイッチ７２が最
初に操作されることを想定してスベリテーブルを設定しているためである。一方、左スト
ップスイッチ７２以外のストップスイッチが操作された場合、想定された順序と異なる順
序でストップスイッチが操作されたことを意味する。かかる場合にはステップＳ１１０４
に進み、ＲＡＭ１５３の当選番号格納エリアに格納された当選番号を確認する。続くステ
ップＳ１１０５では、ＲＡＭ１５３のスベリテーブル格納エリア１５３ａに格納されたス
ベリテーブルのアドレス情報を、当選番号及び操作されたストップスイッチと対応する変
則押し用スベリテーブルのアドレス情報に変更して本処理を終了する。換言すれば、第１
停止変更処理は、格納されている当選フラグの種別と、操作されたストップスイッチとに
基づいてスベリテーブルを変更する処理であると言える。
【０２１２】
　ステップＳ１１０１にて今回の停止指令が第１停止指令でないと判定した場合には、当
該停止指令が第２停止指令であること、すなわち１つのリールが停止している状況下でス
トップスイッチが押下操作されたことを意味する。かかる場合には、ステップＳ１１０６
～ステップＳ１１０９に示す第２停止変更処理を行う。第２停止変更処理では、先ずステ
ップＳ１１０６において、第１停止指令時に操作されたストップスイッチと、第２停止指
令時に操作されたストップスイッチ、すなわちストップスイッチの操作された順序を確認
する。続くステップＳ１１０７では、第２停止指令時に操作されたストップスイッチと対
応するストップ検出センサからＯＮ信号を受信したタイミングにおいて、下ライン上に何
番の図柄が到達しているかを確認する。続くステップＳ１１０８では、下ライン上に到達
している到達図柄が、現在格納されているアドレス情報に対応したスベリテーブルから一
義的に導かれる変更図柄か否かを確認する。到達図柄の図柄番号と変更図柄の図柄番号が
一致した場合にはステップＳ１１０９に進み、ＲＡＭ１５３のスベリテーブル格納エリア
１５３ａに格納されたスベリテーブルのアドレス情報を、ライン変更用スベリテーブルの
アドレス情報に変更して本処理を終了する。また、到達図柄の図柄番号と変更図柄の図柄
番号が一致しなかった場合にはそのまま本処理を終了する。換言すれば、第２停止変更処
理は、スベリテーブルから導かれる当選フラグの種別と、ストップスイッチの操作タイミ
ング（リールの停止開始位置）とに基づいてスベリテーブルを変更する処理であると言え
る。
【０２１３】
　リール制御処理の説明に戻り、スベリテーブル第１変更処理を行った後、または今回の
停止指令が第３停止指令であった場合には、ステップＳ１００５にて下ライン上に到達し
ている到達図柄の図柄番号を確認する。ステップＳ１００６では、ＲＡＭ１５３のスベリ
テーブル格納エリア１５３ａに格納されたアドレス情報に対応したスベリテーブルから到
達図柄と対応するスベリ量を算出し、ステップＳ１００７にて下ライン上に実際に停止さ
せる停止図柄の図柄番号を決定する。ステップＳ１００８では到達図柄の図柄番号と停止
図柄の図柄番号が等しくなったか否かを判定し、等しくなった場合にはステップＳ１００
９にてリールを停止させるリール停止処理を行う。ステップＳ１０１０では全てのリール
が停止したか否かを判定し、全てのリールが停止していない場合にはステップＳ１０１１
にてスベリテーブル第２変更処理を行う。
【０２１４】
　ここで、スベリテーブル第２変更処理について図２４のフローチャートを用いて説明す
る。スベリテーブル第２変更処理では、ステップＳ１２０１にて現在停止しているリール
の下ライン上に停止した停止図柄の図柄番号を確認する。ステップＳ１２０２では、停止
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図柄の図柄番号が、現在格納されているアドレス情報に対応したスベリテーブルから一義
的に導かれる変更図柄の図柄番号と一致しているか否かを判定する。一致しない場合には
スベリテーブルを変更することなくそのまま本処理を終了する。一致した場合にはステッ
プＳ１２０３に進み、ＲＡＭ１５３のスベリテーブル格納エリア１５３ａに格納されたス
ベリテーブルのアドレス情報を、ライン変更用スベリテーブルのアドレス情報に変更して
本処理を終了する。そして、スベリテーブル第２変更処理を行った後は、回転中のリール
が存在するためステップＳ１００２に戻る。換言すれば、スベリテーブル第２変更処理は
、スベリテーブルから導かれる当選フラグの種別と、リールの停止位置とに基づいてスベ
リテーブルを変更する処理であると言える。
【０２１５】
　ステップＳ１０１０にて全てのリールが停止していた場合には、ステップＳ１０１２に
進み、払出判定処理を行って本処理を終了する。払出判定処理とは、入賞図柄の組合せが
有効ライン上に並んでいることを条件の１つとしてメダルの払出枚数を設定する処理であ
る。具体的には、小役入賞が有効ライン上に成立しているか否かを判定し、小役入賞が有
効ライン上に成立していないときには小役当選フラグをクリアすると共にＲＡＭ１５３の
払出予定数格納エリアに「０」をセットする。小役入賞が有効ライン上に成立していると
きには、小役当選フラグをクリアすると共に、ＲＡＭ１５３の払出予定数格納エリアに成
立した役と対応する払出数をセットする。また、再遊技入賞が有効ライン上に成立した場
合には、再遊技当選フラグをクリアすると共に払出予定数格納エリアに「０」をセットし
、再遊技を可能とする再遊技処理を行う。再遊技処理では、かかる遊技回のベット数を確
認し、確認結果と同数のベット数を再度設定する処理を行う。従って、再遊技入賞が成立
すると、遊技者は所有するメダルを減らすことなく且つメダルを投入することなく次の遊
技回を開始することが可能となる。
【０２１６】
　また、払出判定処理では、上記払出枚数等の設定を行うとともに、入賞が正当のものか
否かを判定する。つまり、小役入賞や再遊技入賞が小役当選フラグや再遊技当選フラグと
対応する図柄の組合せか否かを判定し、一致していないときには上部ランプ１３等により
エラー表示を行うと共に払出予定数格納エリアに「０」をセットする。さらに、ＢＢ入賞
についても入賞が正当のものか否かを判定する。つまり、ＢＢ入賞が各ＢＢ当選フラグに
対応する図柄の組合せか否かを判定し、一致していないときには上部ランプ１３等により
エラー表示を行う。
【０２１７】
　次に、ステップＳ６０７のメダル払出処理について、図２５のフローチャートに基づき
説明する。
【０２１８】
　メダル払出処理では、先ずステップＳ１３０１にて払出完了数カウンタがカウントした
払出完了数と、払出予定数格納エリアに格納された払出予定数とが一致しているか否かを
判定する。払出完了数と払出予定数とが一致していないときには、ステップＳ１３０２に
てクレジットカウンタのカウント値が上限（貯留されているメダル数が５０枚）に達して
いるか否かを判定する。上限に達していないときには、ステップＳ１３０３，Ｓ１３０５
にてクレジットカウンタのカウント値及び払出完了数カウンタの払出完了数をそれぞれ１
加算する。その後、ステップＳ１３０６では、クレジット表示部３５及び獲得枚数表示部
３７の枚数をそれぞれ１加算する表示部変更処理を行う。
【０２１９】
　一方、ステップＳ１３０２にてクレジットカウンタのカウント値が上限に達していると
きには、ステップＳ１３０４にてメダル払出用回転板を駆動してメダルをホッパ装置９１
からメダル排出口１７を介してメダル受け皿１８へ払い出す。続くステップＳ１３０５で
はホッパ装置９１に取り付けられた払出検出センサ９１ａのメダル検出信号に応じて払出
完了数カウンタの払出完了数を１加算する。その後、ステップＳ１３０６にて獲得枚数表
示部３７の枚数を１加算する表示部変更処理を行う。ステップＳ１３０６にて表示部変更
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処理を行った後、再びステップＳ１３０１に戻る。
【０２２０】
　ステップＳ１３０１で払出完了数と払出予定数とが一致したときには、ステップＳ１３
０７にてＲＢ当選フラグが有るか否か、すなわち、主制御装置１３１のＣＰＵのＲＡＭ１
５３に設けられたＲＢ当選フラグ格納エリアにＲＢ当選フラグがセットされているか否か
を判定する。ＲＢ当選フラグとは、ＲＢ役に当選した場合にセットされるフラグである。
ステップＳ１３０７にてＲＢ当選フラグがセットされていた場合にはステップＳ１３０８
に進み、払出枚数格納エリア１５３ｄに記憶されている値から今回の遊技回でベットされ
たメダルの枚数を減算するとともに、ステップＳ１３０１～ステップＳ１３０６にて払い
出したメダルの払出数を加算する。払出枚数格納エリア１５３ｄについては後述するＢＢ
ゲーム，ＲＢゲーム処理にて参照する。
【０２２１】
　なお、本実施の形態では、今回の遊技回にてベットされたメダルの枚数は、有効ライン
設定処理にて設定された有効ラインの数から判定する。例えば、有効ラインが５ラインに
設定されている場合にはベットされたメダルの枚数は３枚と判定される。また、有効ライ
ン設定処理のステップＳ７０２及びステップＳ７０４にてベット枚数を判定した場合に、
当該ベット枚数を主制御装置１３１のＲＡＭ１５３に記憶することによってベットしたメ
ダルの枚数を判定してもよいのはいうまでもない。
【０２２２】
　ステップＳ１３０７にてＲＢ当選フラグがＲＢ当選フラグ格納エリアに格納されていな
い場合、ステップＳ１３０８の処理を行った場合、ステップＳ１３０９に進む。ステップ
Ｓ１３０９では、ＲＡＭ１５３のＢＢ設定フラグ格納エリア１５３ｂにＢＢ設定フラグが
格納されている又はＲＢ設定フラグ格納エリア１５３ｃにＲＢ設定フラグが格納されてい
るか否かを判定する。ＢＢ設定フラグ及びＲＢ設定フラグが格納されていない場合にはス
テップＳ１３１１に進み、払出終了処理を行った後に本処理を終了する。払出終了処理で
は、払出予定数格納エリアや払出完了数カウンタの値を「０」にクリアする。なお、獲得
枚数表示部３７の値は、次の遊技回を開始すべくメダルがベットされたときにクリアされ
る。
【０２２３】
　一方、ＢＢ設定フラグ又はＲＢ設定フラグが格納されている場合には、ステップＳ１３
１０にてＣＰＵ１５１の残払出枚数カウンタ１５４のカウント値から今回の払出完了数を
減算すると共に、残獲得枚数表示部３６の枚数を減算する処理を行う。その後、ステップ
Ｓ１３１１にて払出終了処理を行い、本処理を終了する。
【０２２４】
　次に、ステップＳ６０８のＢＢゲーム処理について、図２６のフローチャートに基づき
説明する。
【０２２５】
　ＢＢゲーム処理では、先ずステップＳ１４０１にてＲＡＭ１５３のＢＢ設定フラグ格納
エリア１５３ｂにＢＢ設定フラグが格納されているか否かを判定する。遊技状態が通常ゲ
ームである場合にはＢＢ設定フラグが格納されていないため、ステップＳ１４０１にて否
定判定しステップＳ１４０２に進む。
【０２２６】
　ステップＳ１４０２では、ＲＡＭ１５３のＢＢ当選フラグ格納エリアにＢＢ当選フラグ
が格納されているか否かを判定する。ＢＢ当選フラグが格納されていない場合にはそのま
ま本ＢＢゲーム処理を終了する。ＢＢ当選フラグが格納されている場合には、ステップＳ
１４０３にて今回有効ライン上にＢＢ入賞図柄の組合せが停止したか否かを判定する。Ｂ
Ｂ入賞図柄の組合せが停止していない場合には、そのまま本ＢＢゲーム処理を終了する。
ＢＢ入賞図柄の組合せが停止している場合には、ステップＳ１４０４にてＢＢゲーム開始
処理を実行した後に本ＢＢゲーム処理を終了する。
【０２２７】
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　ＢＢゲーム開始処理では、ＲＡＭ１５３のＢＢ当選フラグ格納エリアからＢＢ当選フラ
グをクリアするとともに、ＲＡＭ１５３のＢＢ設定フラグ格納エリア１５３ｂにＢＢ設定
フラグを格納する。また、ＣＰＵ１５１の残払出枚数カウンタ１５４にＢＢゲームにおけ
るメダルの総払出枚数の規定数として「３４５」をセットする。また、ＢＢゲーム開始処
理では、開始コマンドをセットする。この開始コマンドは、上述したタイマ割込み処理（
図１２）におけるステップＳ２１０のコマンド出力処理にて表示制御装置１１１に対して
出力される。表示制御装置１１１では、主制御装置１３１から開始コマンドを入力するこ
とにより、補助表示部１５を制御してＢＢゲーム用の表示を開始する。
【０２２８】
　ステップＳ１４０１においてＢＢ設定フラグが格納されている場合には、遊技状態がＢ
Ｂゲームであり、ステップＳ１４０５に進む。ステップＳ１４０５ではＲＢ当選フラグ格
納エリアにＲＢ当選フラグが格納されているかを判定し、ＲＢ当選フラグが格納されてい
ると判定された場合、ステップＳ１４０６に進み、ＢＢゲームにおけるメダルの払出枚数
をセットする。ＢＢゲームにおけるメダルの払出枚数のセットとは、ＢＢゲームにおいて
払い出されたメダルの枚数を払出枚数格納エリア１５３ｄに入力することである。なお、
ＢＢゲームにおいて払い出されたメダルの枚数は、残払出枚数カウンタ１５４から算出さ
れる。具体的には残払出枚数カウンタ１５４の値が「３００」の場合、払出枚数格納エリ
ア１５３ｄには「４５」が入力される。払出枚数格納エリア１５３ｄに入力された値は後
述するＲＢゲーム処理において参照される。
【０２２９】
　一方、ステップＳ１４０５においてＲＢ当選フラグが格納されていないと判断された場
合、ステップＳ１４０７に進み、ＳＢ＋再遊技役に当選しているか否かを判定する。ＳＢ
＋再遊技役に当選していなかった場合、ステップＳ１４０８に進み、残払出枚数カウンタ
１５４が「０」か否かを判定する。残払出枚数カウンタ１５４が「０」でないと判定され
た場合は、本ＢＢゲーム処理を終了する。
【０２３０】
　ステップＳ１４０６にて払出枚数格納エリア１５３ｄにＢＢゲームにおけるメダルの払
い出枚数をセットした場合、ステップＳ１４０７においてＳＢ＋再遊技役に当選している
と判定された場合、又はステップＳ１４０８において残払出枚数カウンタ１５４の値が「
０」と判定された場合、ステップＳ１４０９に進み、ＢＢゲーム終了処理を実行した後に
本ＢＢゲーム処理を終了する。
【０２３１】
　ＢＢゲーム終了処理では、ＲＡＭ１５３のＢＢ設定フラグ格納エリア１５３ｂからＢＢ
設定フラグをクリアする。また、ＢＢゲーム終了処理では、終了コマンドをセットする。
この終了コマンドは、上述したタイマ割込み処理（図１２）におけるステップＳ２１０の
コマンド出力処理にて表示制御装置１１１に対して出力される。表示制御装置１１１では
、主制御装置１３１から終了コマンドを入力することにより、補助表示部１５を制御して
ＢＢゲーム用の表示を終了する。
【０２３２】
　上述したように、ＢＢゲーム中にＲＢ役に当選した場合、ＢＢゲーム中にＳＢ＋再遊技
役に当選した場合又は残払出枚数カウンタ１５４の値が「０」になった場合に、ＢＢゲー
ムが終了する。それぞれＢＢゲームが終了する場合について説明する。
【０２３３】
　先ず、残払出枚数カウンタ１５４の値が０になった場合（ステップＳ１４０８がＹＥＳ
）について詳細に説明する。
【０２３４】
　上述したとおり、ＢＢゲームは予め定められた規定数である３４５枚以上のメダルが払
い出されることを条件として終了する。これは、ＢＢゲーム中のメダル払出数に上限をも
たせることにより遊技者の射幸心を抑え、遊技の健全性を担保するための工夫である。
【０２３５】
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　また、ＢＢゲーム処理はメダル払出処理の後に実行される。したがって、メダルの払出
途中で残払出枚数カウンタ１５４が「０」となったとしても、その遊技回の入賞に関わる
メダルの払い出しは完了される。つまり、ＢＢゲーム中における入賞に関わるメダルの払
い出しは、メダルの総払出枚数が規定数に達したことに基づいて途中で中止されないよう
になっている。
【０２３６】
　残払出枚数カウンタ１５４の値が０になった場合は、ステップＳ１４０９のＢＢゲーム
終了処理において終了コマンドがセットされ、補助表示部１５にＢＢゲームのエンディン
グ図柄が表示され、ＢＢゲームが終了する。
【０２３７】
　次にＳＢ＋再遊技役又はＲＢ役に当選した場合（ステップＳ１４０５又はステップＳ１
４０７がＹＥＳ）について詳細に説明する。
【０２３８】
　先ず、ＳＢ＋再遊技役について説明する。ＳＢ＋再遊技役はＢＢゲームにおいてのみ抽
選される。ＳＢ＋再遊技役は、ＳＢ役と再遊技役との複数当選役である。さらに、再遊技
役には単独当選役と複数当選役とが設定されている一方、ＳＢ役には複数当選役のみが設
定されており単独当選役が設定されていない。ＳＢ＋再遊技役に当選した場合、リール制
御処理では再遊技役に単独で当選した場合と同様の処理を行い、ＳＢ役に対応した図柄が
有効ラインに成立することがない。すなわち、ＳＢ＋再遊技役に当選した場合は、「リプ
レイ」図柄、「リプレイ」図柄、「リプレイ」図柄が表示窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒの有
効ライン上に成立する。したがって、ＳＢ＋再遊技役入賞が成立した場合は、スロットマ
シン１０の内部的には、ＳＢと再遊技役との複数に当選しているが、外見上は再遊技役入
賞が成立する場合と同様である。なお、本実施の形態では、ＳＢ役が成立することはない
ため、記憶容量を削減するために、ＳＢ役に対応した図柄の組合せは設定されていない。
【０２３９】
　ＢＢゲームにおいてＳＢ＋再遊技役に当選した場合、上述したとおり表示窓３１Ｌ，３
１Ｍ，３１Ｒの有効ライン上に「リプレイ」、図柄「リプレイ」、図柄「リプレイ」図柄
が成立し、そのままＢＢゲームが終了する。残払出枚数カウンタ１５４の値が「０」と判
定された場合（ステップＳ１４０８がＹＥＳ）と異なり、ＳＢ＋再遊技役に当選し、ＢＢ
ゲーム終了処理において終了コマンドがセットされた場合は、補助表示部１５にＢＢゲー
ム用のエンディング図柄が表示されずそのままＢＢゲーム及びＢＢゲーム用の表示を終了
する。また、ＳＢ＋再遊技役の当選フラグは、その他の子役同様、該当選フラグが格納さ
れた遊技回の終了時にクリアされる。したがって、ＳＢ＋再遊技役の抽選は、ＢＢゲーム
を終了するか否かの抽選を行っているともいえる。
【０２４０】
　ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選した場合は、ＳＢ＋再遊技役に当選した場合と同様、
ＢＢゲーム終了処理ではＢＢゲーム用のエンディング図柄が表示されずそのままＢＢゲー
ム及びＢＢゲーム用の表示を終了する。
【０２４１】
　次にＲＢ役に当選した場合について図２７のＲＢゲーム処理を用いて詳細に説明する。
【０２４２】
　先ず、ステップＳ１５０１においてＲＢ設定フラグがＲＢ設定フラグ格納エリア１５３
ｃにセットされているかを判定し、セットされている場合は現在の遊技状態がＲＢゲーム
であることを意味し、ステップＳ１５０２に進む。ステップＳ１５０２において残払出枚
数カウンタ１５４の値が「０」か否かを判定し、「０」でなかった場合、本ＲＢゲーム処
理を終了する。ステップＳ１５０２において残払出枚数カウンタ１５４の値が「０」と判
定された場合はステップＳ１５０３のＲＢゲーム終了処理を行い、本ＲＢゲーム処理を終
了する。
【０２４３】
　ＲＢゲーム終了処理では、ＲＡＭ１５３のＲＢ設定フラグ格納エリア１５３ｃからＲＢ
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設定フラグをクリアする。また、ＲＢゲーム終了処理では、終了コマンドをセットする。
この終了コマンドは、上述したタイマ割込み処理（図１２）におけるステップＳ２１０の
コマンド出力処理にて表示制御装置１１１に対して出力される。表示制御装置１１１では
、主制御装置１３１から終了コマンドを入力することにより、補助表示部１５を制御して
ＲＢゲーム用の表示を終了する。
【０２４４】
　一方、ステップＳ１５０１においてＲＢ設定フラグがＲＢ設定フラグ格納エリア１５３
ｃにセットされているか否かを判定し、ＲＢ設定フラグが格納されていなかった場合は、
ステップＳ１５０４に進み、ＲＢ当選フラグがＲＢ当選フラグ格納エリアにセットされて
いるかを判定する。ステップＳ１５０４においてＲＢ当選フラグがセットされていないと
判定された場合は、本ＲＢゲーム処理を終了する。ステップＳ１５０４においてＲＢ当選
フラグがセットされていると判定された場合、ステップＳ１５０５に進み、ＲＢ入賞図柄
の組合せが停止したか否かを判定し、ＲＢ入賞が成立していなかった場合、本ＲＢゲーム
処理を終了する。ステップＳ１５０５においてＲＢ入賞が成立していた場合、ステップＳ
１５０６に進み、ＲＢゲーム開始処理を行う。
【０２４５】
　ＲＢゲーム開始処理では、ＲＡＭ１５３のＲＢ当選フラグ格納エリアからＲＢ当選フラ
グをクリアするとともに、ＲＡＭ１５３のＲＢ設定フラグ格納エリア１５３ｃにＲＢ設定
フラグを格納する。また、ＣＰＵ１５１の残払出枚数カウンタ１５４にＲＢゲームにおけ
るメダルの総払出枚数の規定数として「１５０」をセットする。
【０２４６】
　ＲＢゲーム開始処理を行ったらステップＳ１５０７に進み、上述したステップＳ１４０
６にて入力した払出枚数格納エリア１５３ｄの値からメダル払出処理のステップＳ１３０
７にてベットしたメダルの枚数を減算し、さらに、払い出されたメダルの枚数を加算した
値（以下、便宜上、加減算数ともいう）と、ＲＢゲームで払い出されるメダルの規定数（
本実施形態では１５０枚）との合計が「３４５」を上回るか否かを判定する。なお、「３
４５」を上回るか否かとは、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計が、ＢＢゲー
ムにおける規定数を上回るか否かを判定することである。
【０２４７】
　例えば、ＢＢゲームにて２１０枚のメダルが払い出され、ＲＢ役に当選した場合、当初
払出枚数格納エリア１５３ｄには「２１０」がセットされる。ＲＢ役に当選した次の遊技
回でメダルを３枚ベットし、いずれの役の入賞が成立しなかった場合には、払出枚数格納
エリア１５３ｄから「３」が減算され、払出枚数格納エリア１５３ｄに記憶されている値
は「２０７」となる。その次の遊技回にてメダルを３枚ベットし、ＲＢ役入賞が成立した
場合にも、メダルを３枚ベットしているため、払出枚数格納エリア１５３ｄから「３」を
減算し、払出枚数格納エリア１５３ｄに記憶されている値は「２０４」となる。「２０４
」にＲＢゲームの規定数である「１５０」を加算した場合、「３５４」となり、ステップ
Ｓ１５０７にて「３４５」を上回ると判定される。
【０２４８】
　ステップＳ１５０７において、「３４５」を上回ると判定された場合は、ステップＳ１
５０８に進み、特定演出開始コマンドをセットする。この特定演出開始コマンドは、上述
したタイマ割込み処理（図１２）におけるステップＳ２１０のコマンド出力処理にて表示
制御装置１１１に対して出力される。主制御装置１３１から特定演出開始コマンドを受信
することにより、表示制御装置１１１は上述した特定演出ＲＢ用動画データ群１８５ａを
補助表示部１５にセットする。特定演出ＲＢ用動画データ群１８５ａを補助表示部１５に
セットすることにより、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計がＢＢゲームにお
ける規定数を上回ったことを教示する特定演出がＲＢゲームにおいて行われる。
【０２４９】
　ステップＳ１５０７において「３４５」以下であると判定された場合は、ステップＳ１
５０９に進み、補助演出開始コマンドをセットする。この補助演出開始コマンドは、上述
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したタイマ割込み処理（図１２）におけるステップＳ２１０のコマンド出力処理にて表示
制御装置１１１に対して出力される。主制御装置１３１から補助演出開始コマンドを受信
することにより、表示制御装置１１１は上述した補助演出ＲＢ用動画データ群１８５ｂを
補助表示部１５にセットする。補助演出ＲＢ用動画データ群１８５ｂを補助表示部１５に
セットすることにより、加減算数と、ＲＢゲームにおける規定数との合計がＢＢゲームに
おける規定数以下であったことを教示する補助演出がＲＢゲームにおいて行われる。特定
演出開始コマンド又は補助演出開始コマンドをセットしたら本ＲＢゲーム処理を終了する
。
【０２５０】
　次に、ＲＢゲーム中に補助表示部１５にて表示される特定演出について、図２８（ａ）
～図２８（ｄ）に示す一実施例に基づき説明する。
【０２５１】
　ＢＢゲーム中に２７０枚のメダルの払い出しが行われ、ＲＢ役に当選し、ＢＢゲームが
終了する。その次の遊技回にメダルを３枚ベットして各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒを
停止させた際に有効ライン上にＲＢゲーム図柄が揃った場合、ＢＢゲーム中に払い出され
たメダルの数である「２７０」からベットしたメダルの数を減算し、払出枚数格納エリア
１５３ｄに記憶されている値は「２６７」となる。この場合、加減算数とＲＢゲームにお
ける規定数（具体的には１５０）との合計が「４１７」となり、ＢＢゲームにおける規定
数を上回るとＲＢゲーム処理におけるステップＳ１５０７において判定される。このため
、特定演出開始コマンドがセットされる。これにより、表示制御装置１１１が補助演出Ｒ
Ｂ用動画データ群１８５ｂを補助表示部１５にセットするため、ＲＢゲーム中に特定演出
が行われる。
【０２５２】
　具体的には、図２８（ａ）に示すように、補助表示部１５の略中央部に杖を持った少女
キャラクタが表示され、この少女キャラクタがこれから変身する旨と、変身に成功すれば
加減算数が、ＢＢゲームにおける規定数より多いことを教示する。補助表示部１５の略左
上部には、ＲＢゲームが開始した旨を示すメッセージが表示される（本実施形態では「Ｓ
ＴＡＲＴ」）。
【０２５３】
　その後、図２８（ｂ）に示すように、補助表示部１５の略左上部には、加減算数とＲＢ
ゲームにおける払出枚数との合計が表示され、さらに、ＲＢゲームにおけるメダル払出可
能枚数が表示される。この際、補助表示部１５の略中央部には、少女キャラクタが呪文を
唱えながら杖を上空にかざす様に表示される。その後、ＲＢゲームが進行しメダルが払い
出された場合、補助表示部１５の略左上部では、当該合計が増加していき、メダル払出可
能枚数が減少し、補助表示部１５の略中央部では、少女キャラクタが眩い光に囲まれる様
が表示される（図２８（ｃ））。その後、メダル払出可能枚数が０枚となった時点で補助
表示部１５の略左上部には、当該合計が表示されるとともに、ＲＢゲームが終了したこと
を教示するメッセージ（本実施の形態では、「ＲＢ終了」）が表示される。
【０２５４】
　この際、補助表示部１５の略中央部には変身に成功して大きくなった少女キャラクタが
表示され、当該合計が、ＢＢゲームにおける規定数よりも多かった旨を祝福するメッセー
ジ（本実施形態では「おめでとう」）が表示される。（図２８（ｄ））。
【０２５５】
　次に、ＲＢゲーム中に補助表示部１５にて報知される補助演出について、図２８（ｅ）
～図２８（ｈ）に示す一実施例に基づき説明する。
【０２５６】
　ＢＢゲーム中に２１０枚のメダルの払い出しが行われ、ＲＢ役に当選するとＢＢゲーム
が終了する。その後、５遊技回に亘りメダルを３枚ベットして遊技を行い、その間子役及
びＲＢ役が成立せず、さらに、その次の遊技回にてメダルを３枚ベットして各リール４２
Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒを停止させ、有効ライン上にＲＢゲーム図柄が揃った場合、ＲＢ役に
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当選してからＲＢ入賞が成立するまでにメダルが１８枚減少していることとなる。払出枚
数格納エリア１５３ｄにセットされている値は「１９２」のため、加減算数とＲＢゲーム
における規定数との合計が、ＢＢゲームにおける規定数以下であるとＲＢゲーム処理にお
けるステップＳ１５０７において判定される。このため、補助演出開始コマンドがセット
され、表示制御装置１１１は上述した補助演出ＲＢ用動画データ群１８５ｂを補助表示部
１５にセットするため、ＲＢゲーム中に特定演出が表示されず補助演出が行われる。本実
施の形態では、ＢＢゲームにおけるメダルの払出枚数とＲＢゲームにおける規定数との合
計がＢＢゲームにおける規定数を上回るとしても、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選しＢ
Ｂゲームが終了してから当該ＲＢ役を入賞させるまでに減少したメダルの数を当該合計か
ら減算した値がＢＢゲームの規定数以下である場合には補助演出を行う。これにより、Ｂ
ＢゲームにおいてＲＢ役に当選し、当該ＲＢ役に基づいたＲＢゲームが終了するまでに払
い出されたメダルの数がＢＢゲームにおける規定数を確実に上回っている場合にのみ、特
定演出が行われることとなる。
【０２５７】
　仮にＢＢゲームにおいて、２１０枚のメダルの払出があった場合にＲＢ役に当選しＢＢ
ゲームが終了したとする。この時点ではＢＢゲームの払出枚数である「２１０」とＲＢゲ
ームにおける規定数である「１５０」の合計は「３６０」であるため、ＢＢゲームの規定
数である「３４５」を上回ることとなる。しかしながら、ＢＢゲームが終了してからＲＢ
役の入賞を成立させるまでにメダルを３枚ベットして１０遊技回行い、さらにその間子役
に当選しなかった場合にはメダルの払出は「０」であるため減少したメダルの数は「３０
」となる。ＢＢゲームにおけるメダルの払出枚数とＲＢゲームにおける規定数との合計は
「３６０」であったが、「３６０」から減少したメダルの数として「３０」を減算すると
「３３０」となるためＢＢゲームの規定数である「３４５」以下となる。よってこの場合
には補助演出が行われることとなる。
【０２５８】
　具体的には、図２８（ｅ）に示すように、補助表示部１５の略中央部に杖を持った少女
キャラクタが表示され、この少女キャラクタがこれから変身する旨と、変身に成功すれば
加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計が、ＢＢゲームにおける規定数より多いこ
とを教示する。すなわち、変身に失敗することによって当該合計が、当該規定数よりも少
なかったことを教示する。
【０２５９】
　補助表示部１５の略左上部には、ＲＢゲームが開始した旨を示すメッセージが表示され
る（本実施形態では「ＳＴＡＲＴ」）。その後、図２８（ｆ）に示すように、補助表示部
１５の略左上部には、特定演出とは異なり当該合計が表示されず、ＲＢゲームのメダル払
出可能枚数が表示される。この際、補助表示部１５の略中央部には少女キャラクタは呪文
を唱えながら杖を上空にかざす様に表示される。その後、ＲＢゲームが進行しメダルが払
い出された場合、補助表示部１５の略左上部ではメダル払出可能枚数が減少し、補助表示
部１５の略中央部では変身に失敗して落胆する少女キャラクタが表示される（図２８（ｇ
））。
【０２６０】
　その後、残りのメダル払出可能枚数が０枚となった時点で補助表示部１５の略左上部に
は、ＲＢゲームが終了したことを教示するメッセージ（本実施の形態では、「ＲＢ終了」
）が表示される。この際、補助表示部１５の略中央部には木の妖精キャラクタと、変身に
失敗して落胆する少女キャラクタとが表示され、木の妖精キャラクタはＲＢゲームが終了
する旨を教示する（図２８（ｈ））。
【０２６１】
　なお、詳細な説明は省略するが、本実施の形態では、ＲＢゲーム処理のステップＳ１５
０８にて特定演出開始コマンドがセットされ、当該コマンドを表示制御装置１１１に送信
する場合に払出枚数格納エリア１５３ｄの値も同時に送信する。さらに、メダルの払い出
しが行われる度にメダル払出枚数を表示制御装置１１１に送信する。これらによって、特
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定演出を行う場合に上記合計を表示することが可能となる。
【０２６２】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２６３】
　ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選した場合にはＢＢゲームが終了する構成とした。これ
により、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選するか否かに一層注目することが考えられる。
よって、ＢＢゲームにおける遊技への注目度を一層向上させることができる。
【０２６４】
　ＢＢゲームにおいてのみＲＢ役の抽選が行われる構成とした。これにより、ＢＢゲーム
においてＲＢ役に当選した場合にのみＲＢゲームに移行する。これにより、遊技者は、Ｂ
Ｂゲームにおいて、ＲＢ役に当選するか否かに一層注目し、ＢＢゲームにおける遊技への
注目度を一層高めることができる。
【０２６５】
　ＢＢゲームにおいてＳＢ＋再遊技役の抽選を行い、ＳＢ＋再遊技役に当選した場合には
ＢＢゲームが終了する構成とした。ＢＢゲームを終了させるか否かの終了抽選を役の当否
判定によって行うことが可能となり、容易な構成でＢＢゲーム中の遊技を多様化できる。
【０２６６】
　また、ＳＢ役と再遊技役は複数当選役であり、再遊技役の入賞が優先して成立する構成
とした。これにより、ＳＢ役に対応した図柄の組合せを記憶しておく必要がなく、ＳＢ役
に対応した図柄の組合せを記憶している遊技機と比して、容量の増大化を抑制することが
できる。
【０２６７】
　さらに、ＳＢ＋再遊技役に当選した場合には再遊技役入賞が成立するため、再遊技役に
当選した場合に、ＢＢゲームが終了するということもでき、遊技における興趣を向上させ
ることができる。また、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選した場合にもＢＢゲームが終了
するため、ＢＢゲームが終了した場合に、ＳＢ＋再遊技役に当選したこと又はＲＢ役に当
選したことのどちらに基づいてＢＢゲームが終了したかに注目して遊技者は遊技を行う。
これにより、遊技への注目度をさらに高めることができる。
【０２６８】
　ＢＢ及びＲＢゲームにおけるメダル払出枚数に規定数を設け、メダル払出枚数が規定数
に達することにより、ＢＢ及びＲＢゲームが終了する構成とした。一度のＢＢ及びＲＢゲ
ームにおいて大量のメダルが獲得され遊技ホールが多大な損害を被ることや、遊技者の射
幸心を過度に煽ることを抑制することが可能となる。その一方、ＲＢ役と、ＳＢ＋再遊技
役との抽選をそれぞれＢＢゲーム中に行うことによって、単調となりがちなＢＢゲーム中
の遊技においても、ＲＢ役又はＳＢ＋再遊技役に当選しているか否かに遊技者は注目する
ため、遊技への注目度を高めることが可能となる。
【０２６９】
　ＢＢゲームは、ＲＢゲームよりも規定数が多い構成とした。これにより、ＢＢゲームに
おけるメダルの獲得期待値をより高め、メダルの払い出しに関するＲＢゲームに対するＢ
Ｂゲームの優位性を高めることができる。
【０２７０】
　ＢＢゲーム中にＲＢ役に当選した場合、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計
がＢＢゲームにおける規定数を上回ることによって、特定演出が補助表示部１５にて行わ
れる構成とした。ＲＢ役に当選し、ＢＢゲームが終了した場合、ＢＢゲームよりもＲＢゲ
ームは終了条件である規定数が少ないため、遊技者は不利益を被ったと考えることがある
。しかしながら、ＢＢゲームにおける規定数を当該合計が上回った場合には、加減算数と
ＲＢゲームとによってＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選しなかった場合よりも多くのメダ
ルを遊技者は獲得している。ＢＢゲームにおける規定数を当該合計が上回る場合には特定
演出が行われるため、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選しなかった場合よりも獲得したメ
ダルの数が多いことを、特定演出を認識することによって遊技者は好適に理解することが
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できる。これにより、ＲＢ役に当選し、ＢＢゲームが終了したために不利益を被ったと遊
技者が誤解することを好適に抑制することができる。
【０２７１】
　また、ＲＢ役に当選しＢＢゲームが終了した場合、ＢＢゲームが終了してから当該ＲＢ
役に基づくＲＢゲームに移行するまでにメダルが減少した場合、ＢＢゲームにおける払出
数から当該減少したメダルの数を減算した値とＲＢゲームにおける規定数との合計によっ
て特定演出を行うか否かを決定した。ＢＢゲームにおける払出枚数とＲＢゲームにおける
規定数との合計がＢＢゲームにおける規定数を上回るタイミングにてＲＢ役に当選したと
しても、当該ＲＢ役入賞が成立するまでにメダルが減少してしまい、当該合計より減少し
たメダルの枚数を減算した値がＢＢゲームにおける規定数以下である場合には、ＢＢゲー
ムにおいてＲＢ役に当選しなかった場合よりも多くのメダルを遊技者は獲得しているとい
えない。ＲＢ役に当選してからメダルが減少したとしてもＢＢゲームにおける規定数を上
回らなければ、特定演出が行われないために、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選しなかっ
た場合よりも確実に多くのメダルが払い出された場合のみ特定演出を行うことが可能とな
る。
【０２７２】
　また、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計が、ＢＢゲームにおける規定数以
下である場合に補助演出が行われる構成とした。かかる構成とすることによって、ＢＢゲ
ームにおいてＲＢ役に当選しなかった場合よりも、補助演出が行われた場合は当該合計が
少ないことを遊技者に理解させることが可能となる。したがって、特定演出又は補助演出
が表示される構成にしたことによって、当該合計が当該規定数より多かったのか否かを遊
技者は容易に理解することができる。
【０２７３】
　特定演出として、補助表示部１５に加減算数と、ＲＢゲームにおけるメダルの払出枚数
との合計を表示した。これによって、ＲＢゲームが終了した場合に、ＢＢゲームが開始し
てからとＲＢゲームが終了するまでにどれだけのメダルの払い出しがあったかを遊技者は
容易に把握することができる。また、ＢＢゲームにおける規定数に達することによってＢ
Ｂゲームが終了する場合のメダル払出枚数と比して、どの程度メダル払出枚数が多かった
かも遊技者は容易に理解することができる。
【０２７４】
　特定演出、補助演出をそれぞれＲＢボーナス中に補助表示部１５にて行う構成とした。
これによって、ＲＢゲームにおいて特定演出又は補助演出のどちらが行われるかに遊技者
は注目して遊技を行う。これにより、ＲＢゲームにおける遊技への注目度を高めることが
できる。
【０２７５】
　ＢＢゲームにおいて補助表示部１５に残払出枚数を表示する構成とした。これによって
、何枚のメダルが払い出されるとＢＢゲームが終了するのかを遊技者に理解させることが
できる。さらに、何枚のメダルが払い出された状態でＲＢ役に当選すると、特定演出が表
示されるか遊技者に容易に理解させることができる。
【０２７６】
　＜第２の実施形態＞
　上記第１の実施形態では、ＳＢ＋再遊技役の複数当選役を設定する一方、ＳＢ役の入賞
が成立しない構成としたがかかる構成を変更する。すなわち、ＳＢ入賞が成立し、ＳＢゲ
ームに移行することが可能な構成とする。なお、スロットマシン１０の基本構成は上記第
１の実施形態と同じであるため、ここでは上記第１の実施形態との相違点を説明する。
【０２７７】
　先ず、ＳＢ入賞が成立する構成にするためにＳＢ役に対応した絵柄を設定する。図２９
には、入賞となる図柄の組合せと、入賞となった場合に払い出されるメダル払い出し枚数
が表示されている。
【０２７８】
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　上記第１の実施形態とは異なり、ＳＢ入賞に対応した絵柄が設定されている。有効ライ
ン上に、左リール４２Ｌの「チェリー」図柄が停止した場合、ＳＢ入賞となり、ＳＢゲー
ムに移行する。即ち、ＳＢ入賞の場合には、中リール４２Ｍ及び右リール４２Ｒの有効ラ
イン上に停止する図柄はどのような図柄であってもよい。但し、かかるＳＢ入賞が成立し
たとしても、メダルの払い出しは行われない。すなわち、左リール４２Ｌの「チェリー」
図柄が有効ライン上に停止し際は、ＳＢゲームに移行するのみである。換言すれば、左リ
ール４２Ｌの「チェリー」図柄は、遊技状態をＳＢゲームに移行させるための状態移行図
柄であるといえる。
【０２７９】
　また、ＳＢ役にのみ当選している場合のリール制御処理は、上記第１の実施形態におけ
るチェリー役に当選している場合と同様の処理を行う。
【０２８０】
　なお、本構成では、左リール４２Ｌの「チェリー」図柄が有効ライン上に停止した際に
、ＳＢ入賞としてＳＢゲームに移行する構成としたが、ＳＢ役に対応した絵柄は「チェリ
ー」図柄に限るものでないことはいうまでもない。
【０２８１】
　また、ＳＢ＋再遊技役に当選した場合には、ＲＡＭ１５３に設けられた図示しないＳＢ
当選フラグ格納エリアにＳＢ当選フラグがセットされる。さらに、ＳＢ入賞が成立した場
合にはＳＢ当選フラグをクリアしてＲＡＭ１５３に設けられた図示しないＳＢ設定フラグ
格納エリアにＳＢ設定フラグがセットされる。これにより、ＳＢ設定フラグはＳＢ入賞が
成立したことを条件の１つとしてクリアされる。すなわち、ＳＢ当選フラグは、ＢＢ及び
ＲＢ当選フラグと同様、複数の遊技回にわたって有効とされる場合がある。なお、ＳＢ当
選フラグを持ち越した次遊技回以降における役の当否判定では、小役又は再遊技の当否判
定は行うが、ＢＢ、ＲＢ及びＳＢ役に関する当否判定は行わない。さらには、ＳＢ当選フ
ラグは複数の遊技回にわたって有効とされる必要はなく、ＳＢ役が成立しなかったとして
も、ＳＢ役に当選した遊技回が終了するとＳＢ当選フラグがクリアされてもよい。
【０２８２】
　次に、第２の実施形態における抽選処理について図３０を用いて説明する。上記第１の
実施形態における抽選処理との相違点として、ステップＳ８１３においてＳＢ設定フラグ
格納エリアにＳＢ設定フラグがセットされているかを判定し、ＳＢ設定フラグが格納され
ている場合には、現在の遊技状態がＳＢゲームであることを意味し、ステップＳ８１４に
進み、ＳＢゲーム用抽選テーブルを選択する。一方、ステップＳ８１３にてＳＢ設定フラ
グが格納されていないと判定した場合、ステップＳ８０５に進み、通常ゲーム用抽選テー
ブルを選択する。
【０２８３】
　ここで、本実施形態における通常ゲーム用抽選テーブル及びＳＢゲーム用抽選テーブル
について説明する。
【０２８４】
　先ず、抽選処理におけるステップＳ８０５にて通常ゲーム用抽選テーブルが選択された
場合について説明する。
【０２８５】
　通常ゲーム用抽選テーブルには、入賞となる役の数と同数のインデックス値ＩＶが設定
されている。すなわち、通常ゲーム下では、再遊技、ベル、スイカ、ＢＢの４種類の入賞
が発生し得るため、１～４の４つのインデックス値ＩＶが設定されている。そして、各イ
ンデックス値ＩＶには、入賞となる役がそれぞれ一義的に対応付けられると共に、ポイン
ト値ＰＶが設定されている。
【０２８６】
　ちなみに、図３１（ａ）に示した通常ゲーム用抽選テーブルが選択された場合、ＢＢ役
当選確率は約３２７分の１である。一方、再遊技及び小役当選確率はＢＢ役当選確率より
も高く設定されており、再遊技役当選確率は約７．３分の１、ベル役当選確率は約４８分
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の１、スイカ役当選確率は１２８分の１である。
【０２８７】
　続き、図３１（ｂ）に示したＳＢゲーム用抽選テーブルが選択された場合について説明
する。
【０２８８】
　ＳＢゲーム用抽選テーブルを図３１（ｂ）に例示する。ＳＢゲーム用抽選テーブルは、
ＲＢゲーム用抽選テーブルと同様、インデックス値ＩＶが１つのみ設定されており、この
インデックス値ＩＶにはベル役が対応付けられている。また、このインデックス値ＩＶに
対応したポイントＰＶは「６３１５０」となっており、ベル役当選確率は１．０４分の１
となっている。したがって、ＳＢゲームでは、ベル役当選が比較的高い確率で発生する。
なお、本構成ではＳＢゲーム用抽選テーブルは、ＲＢゲーム用抽選テーブルと同様の抽選
を行う構成としたがかかる構成に限定されず、いかなる抽選テーブルを用いてもよいこと
はいうまでもない。
【０２８９】
　次に、ＳＢゲーム処理について図３２，３３を用いて説明する。
【０２９０】
　先ず、本構成では、ＳＢゲームに移行可能な構成であるため、図３２の通常処理に示す
ようにステップＳ６１０においてＳＢゲーム処理が上記第１の実施形態と比して追加され
ている。
【０２９１】
　次にＳＢ役に当選している場合について図３３のＳＢゲーム処理を用いて詳細に説明す
る。
【０２９２】
　先ず、ステップＳ１６０１においてＳＢ設定フラグがＳＢ設定フラグ格納エリアにセッ
トされているかを判定し、セットされている場合は現在の遊技状態がＲＢゲームであるこ
とを意味し、ステップＳ１６０２に進む。ステップＳ１６０２において残払出枚数カウン
タ１５４の値が「０」か否かを判定し、「０」でなかった場合、本ＳＢゲーム処理を終了
する。ステップＳ１６０２において残払出枚数カウンタ１５４の値が「０」と判定された
場合はステップＳ１６０３のＳＢゲーム終了処理を行い、本ＳＢゲーム処理を終了する。
【０２９３】
　ＳＢゲーム終了処理では、ＲＡＭ１５３のＳＢ設定フラグ格納エリアからＳＢ設定フラ
グをクリアする。また、ＳＢゲーム終了処理では、終了コマンドをセットする。この終了
コマンドは、上述したタイマ割込み処理（図１２）におけるステップＳ２１０のコマンド
出力処理にて表示制御装置１１１に対して出力される。表示制御装置１１１では、主制御
装置１３１から終了コマンドを入力することにより、補助表示部１５を制御してＳＢゲー
ム用の表示を終了する。
【０２９４】
　一方、ステップＳ１６０１においてＳＢ設定フラグがＳＢ設定フラグ格納エリアにセッ
トされているか否かを判定し、ＳＢ設定フラグが格納されていなかった場合は、ステップ
Ｓ１６０４に進み、ＳＢ当選フラグがＳＢ当選フラグ格納エリアにセットされているかを
判定する。ステップＳ１６０４においてＳＢ当選フラグがセットされていないと判定した
場合は、本ＳＢゲーム処理を終了する。ステップＳ１６０４においてＳＢ当選フラグがセ
ットされていると判定した場合、ステップＳ１６０５に進み、ＳＢ入賞が成立したか否か
を判定し、ＳＢ入賞が成立していなかった場合、本ＳＢゲーム処理を終了する。ステップ
Ｓ１６０５においてＳＢ入賞が成立していた場合、ステップＳ１６０６に進み、ＳＢゲー
ム開始処理を行う。
【０２９５】
　ＳＢゲーム開始処理では、ＲＡＭ１５３のＳＢ当選フラグ格納エリアからＲＢ当選フラ
グをクリアするとともに、ＲＡＭ１５３のＳＢ設定フラグ格納エリアにＳＢ設定フラグを
格納する。また、ＣＰＵ１５１の残払出枚数カウンタ１５４にＳＢゲームにおけるメダル
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の払出枚数の規定数として「１５」をセットする。さらに、開始コマンドをセットする。
この開始コマンドは、上述したタイマ割込み処理（図１２）におけるステップＳ２１０の
コマンド出力処理にて表示制御装置１１１に対して出力される。表示制御装置１１１では
、主制御装置１３１から開始コマンドを受信することにより、補助表示部１５を制御して
ＳＢゲーム用の表示を開始する。なお、ＳＢゲーム開始処理において残払出枚数カウンタ
１５４にセットする値は「１５」でなくともよく、「３０」、「４５」又は「６０」等、
セットする値を限定しない。ただし、ＲＢゲーム開始処理において残払出枚数カウンタ１
５４にセットされる値より少ない値でなくてはならない。
【０２９６】
　以上、詳述した本構成によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２９７】
　ＢＢゲームから移行できる特別遊技状態としてＳＢゲームが設定されている構成とした
。これにより、ＢＢゲームにおいて役に当選したことに基づいて移行する特別遊技状態に
、ＲＢゲームと、ＳＢゲームとが構成されているため、遊技が多様化し、遊技おける興趣
を飛躍的に向上させることができる。
【０２９８】
　ＳＢゲームは、ＲＢゲームよりも規定数が少ない構成とした。これにより、ＳＢゲーム
に対するＲＢゲームのメダルの払出に関する優位性を高める効果が発揮される。このため
、ＢＢゲームにおいてＳＢ役ではなく、ＲＢ役に当選することを期待して遊技者は遊技を
行い、遊技への注目度の向上を図ることができる。
【０２９９】
　＜第３の実施形態＞
　上記第１の実施形態では、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計がＢＢゲーム
における規定数以下となる場合に補助演出を行ったが、かかる構成を変更する。当該合計
が当該規定数以下となる場合に、設定値の示唆が行われるものについて説明する。なお、
基本構成は上記第１の実施形態と同じであるため、ここでは上記第１の実施形態との相違
点を説明する。
【０３００】
　先ず、図３４を用いて設定値の違いによる当選確率の違いについて図３４（ａ）、（ｂ
）を用いて説明する。図３４（ａ）は通常ゲームにおける当選確率を説明するための説明
図、図３４（ｂ）はＢＢゲームにおける当選確率を説明するための説明図である。
【０３０１】
　通常ゲームでは、図３４（ａ）に示すように、入賞となる役として、再遊技、チェリー
役、ベル役、スイカ役、ＢＢ役の５種類が設定されており、再遊技を除いて設定値に対応
させて当選確率が設定されている。具体的には、チェリー役、ベル役及びスイカ役といっ
た小役は、基本的に設定値の所定の範囲に対応させて当選確率が設定されており、設定値
が大きい側が小さい側よりも当選確率が高くなるように設定されている。ＢＢ役は、設定
値に１対１で対応させて当選確率が設定されており、設定値が大きいほど当選確率が高く
なるように設定されている。
【０３０２】
　なお、設定値と当選確率との関係は上記のものに限定されることはなく、設定値が大き
いほどメダルの獲得期待値が高くなるのであれば任意である。例えば、設定値が大きくな
るほど小役の当選確率が高くなる構成であれば、ＢＢ役の当選確率を全設定値で同一とし
てもよく、また設定値が大きくなるほどＢＢ役の当選確率が高くなる構成であれば、他の
役の当選確率を全設定値で同一としてもよい。さらには、総合して設定値が大きいほどメ
ダルの獲得期待値が高くなるのであれば、設定値が大きくなるほどＢＢ役の当選確率又は
その他の役の当選確率が低くなる構成としてもよい。
【０３０３】
　なお、第１の実施形態にて説明したように、ベットされるメダルの枚数（１～３枚）に
１対１で対応させて抽選テーブルが用意されており、ベットされたメダルの枚数に基づい
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て抽選テーブルが選択される。例えば、３枚ベットされたときの役の当選確率は、１枚ベ
ットされたときの役の当選確率と比して３倍よりも高い確率となっている。
【０３０４】
　ＢＢゲームでは、図３４（ｂ）に示すように、入賞となる役として、ベル役、ＲＢ役及
びＳＢ＋再遊技役の３種類が設定されている。通常ゲームでは上記のとおり、設定値に対
応させて当選確率が設定されていたが、ＢＢゲームでは設定値に対応させて当選確率が設
定されておらず、いずれの設定値であっても当選確率が同一となっている。なお、ＢＢゲ
ームにおいても設定値に対応させて当選確率を変更する構成としてもよい。
【０３０５】
　このように設定値を変更することによってメダルの払出期待値を低く又は高くすること
ができるようになっている。このような設定機能により、遊技ホール内にある多数の遊技
機において、メダルの獲得期待値に抑揚が与えられる。また、上記設定機能が設けられて
いることにより、遊技者にとっては、遊技ホールに多数設置されたスロットマシンの中か
ら特典の獲得期待値が高い設定値のスロットマシンを選別することが、遊技の勝敗を左右
する上で重要な要素となっている。
【０３０６】
　次に本実施形態における表示制御装置１１１について図３５を用いて説明する。
【０３０７】
　本実施の形態では第１の実施形態とは異なり、表示制御装置１１１のＲＢゲーム用動画
データ群１８５に補助演出ＲＢ用動画データ群１８５ｂが記憶されておらず、これにかわ
り、示唆ＲＢ用動画データ群１８５ｃが記憶されている。示唆ＲＢ用動画データ群１８５
ｃが補助表示部１５に対して適宜セットされることにより、当該補助表示部１５において
ＲＢゲーム中に示唆演出が行われる。
【０３０８】
　また、表示制御装置１１１のＲＡＭ１８３には、設定値格納エリア１８３ａ、ＲＢ設定
示唆演出フラグ格納エリア１８３ｂ、及びＲＢ設定フラグ格納エリア１８３ｃが設けられ
ている。設定値格納エリア１８３ａに値がセットされることによって表示制御装置１１１
は現在の設定値を認識することが可能となる。
【０３０９】
　示唆ＲＢ用動画データ群１８５ｃ、設定値格納エリア１８３ａ、示唆演出フラグ格納エ
リア１８３ｂ及びＲＢ設定フラグ格納エリア１８３ｃについては後述する。
【０３１０】
　次に本実施の形態における当選確率設定処理について図３６を用いて詳細に説明する。
【０３１１】
　第１の実施形態とは異なり、ステップＳ５１１のＲＡＭクリア処理を行った後にステッ
プＳ５１２に進み、設定値コマンドをセットする。このセットされた設定値コマンドは、
上記タイマ割込み処理（図１２）におけるステップＳ２１０のコマンド出力処理にて表示
制御装置１１１に対して出力される。表示制御装置１１１は受信した設定値を設定値格納
エリア１８３ａに格納する。これにより、表示制御装置１１１では、複数段階ある設定値
の中から現在設定されている設定値を把握することができる。その後、本当選確率設定処
理を終了する。
【０３１２】
　次に本実施の形態におけるＲＢゲーム処理について図３７を用いて説明する。
【０３１３】
　第１の実施の形態では、ステップＳ１５０７にて払出枚数格納エリア１５３ｄに記憶さ
れている値と、ＲＢゲームにおける規定数（１５０）との合計が３４５以下であると判定
された場合に補助演出開始コマンドがセットされた。本実施の形態では、この場合に補助
演出が行われずに設定値を示唆する示唆演出が行われる。そのためステップＳ１５０７で
３４５以下であると判定された場合にはステップＳ１５１０に進み、示唆演出開始コマン
ドをセットする。タイマ割込み処理におけるステップＳ２１０のコマンド出力処理にて表
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示制御装置１１１に示唆演出開始コマンドが送信される。当該コマンドを受信することに
より、表示制御装置１１１は、ＲＢゲーム中に示唆演出を行うように補助表示部１５を制
御する。
【０３１４】
　次に、表示制御装置１１１によるＲＢゲーム表示処理について図３８を用いて説明する
。
【０３１５】
　先ずステップＳ１７０１にてＲＢ設定フラグがあるか否か、すなわち、表示制御装置１
１１のＲＡＭ１８３に設けられたＲＢ設定フラグ格納エリア１８３ｃにＲＢ設定フラグが
セットされているか否かを判定する。ＲＢ設定フラグがセットされていなかった場合には
、ステップＳ１７０２に進み、特定演出開始コマンドを受信したか否かを判定する。ＲＢ
ゲーム開始コマンドを受信していない場合にはステップＳ１７０３に進み、示唆演出開始
コマンドを受信したか否かを判定し、当該開始コマンドを受信していない場合には本ＲＢ
ゲーム表示処理を終了する。ステップＳ１７０３にて示唆演出開始コマンドを受信した場
合には、ステップＳ１７０４に進み、示唆演出フラグを示唆演出フラグ格納エリア１８３
ｂにセットする。示唆演出フラグが示唆演出フラグ格納エリア１８３ｂにセットされてい
ることによってＲＢゲーム中に示唆演出が行われる。
【０３１６】
　ステップＳ１７０２にて特定演出開始コマンドを受信していた場合及びステップＳ１７
０４にて示唆演出フラグをセットした場合、ステップＳ１７０５に進み、ＲＢ設定フラグ
をＲＢ設定フラグ格納エリア１８３ｃにセットする。ＲＢ設定フラグがセットされている
ことによって、遊技状態がＲＢゲームであると表示制御装置１１１は判定することができ
る。ステップＳ１７０６にてＲＢ設定フラグをセットしたらステップＳ１７０６に進み、
ＲＢ開始表示処理を行う。このＲＢ開始表示処理によってこれからＲＢゲームが始まるこ
とを教示する演出が補助表示部１５にて行われることとなる。ＲＢ開始表示処理を行った
ら本ＲＢゲーム表示処理を終了する。
【０３１７】
　一方、ステップＳ１７０１にてＲＢ設定フラグがセットされている場合、遊技状態がＲ
Ｂゲーム中であることを意味し、ステップＳ１７０７に進み、ＲＢゲームの終了コマンド
を受信したか否かを判定する。終了コマンドを受信していた場合、ステップＳ１７０８に
進み、ＲＢゲーム終了処理を行う。ＲＢゲーム終了処理とは、ＲＢ設定フラグ及び示唆演
出フラグをクリアするとともに、補助表示部１５を制御してＲＢゲーム用の表示を終了す
る。ＲＢゲーム終了処理を行ったら、本ＲＢゲーム表示処理を終了する。
【０３１８】
　一方、ステップＳ１７０７にて終了コマンドを受信しなかった場合には演出設定処理が
行われる。演出設定処理について図３９を用いて説明する。
【０３１９】
　先ず、ステップＳ１８０１にて演出実行フラグがあるか否か、すなわち、表示制御装置
１１１のＲＡＭ１８３に設けられた図示しない演出実行フラグ格納エリアに演出実行フラ
グが格納されているか否かを判定する。演出実行フラグがセットされていた場合にはステ
ップＳ１８０２にてメダルがベットされたか否かを判定し、メダルがベットされていなか
った場合には本演出設定処理及びＲＢゲーム表示処理を終了する。メダルがベットされた
と判定した場合、ステップＳ１８０３に進み、待機画面表示処理を行い、さらに、演出実
行フラグをクリアする。待機画面表示処理とは、リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒが停止し
ている場合におけるＲＢ用の待機画面を表示することである。待機画面表示処理及び演出
実行フラグをクリアしたら本演出設定処理及びＲＢゲーム表示処理を終了する。なお、メ
ダルがベットされたか否かは、通常処理におけるステップＳ６０２にてメダルがベットさ
れたと判定した場合に、タイマ割込み処理におけるコマンド出力処理にて主制御装置１３
１から表示制御装置１１１に送信される。これにより、表示制御装置１１１にてメダルが
ベットされたか否かを判定することができる。
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【０３２０】
　一方、ステップＳ１８０１にて演出実行フラグがセットされていないと判定された場合
、ステップＳ１８０４に進み、スタート指令ありか否かを判定する。スタート指令ありか
否かとは上述したベットありか否かと同様に、通常処理におけるステップＳ６０３にてス
タート指令ありと判定された場合に、主制御装置１３１から表示制御装置１１１に対して
スタート指令があったことが送信される。スタート指令がなかったと判定された場合には
、本演出設定処理及びＲＢゲーム表示処理を終了する。
【０３２１】
　ステップＳ１８０４にてスタート指令ありと判定された場合、ステップＳ１８０５に進
み、示唆演出フラグがセットされているか否かを判定する。示唆演出フラグがセットされ
ていると判定された場合にはステップＳ１８０６に進み、示唆演出抽選処理を行う。
【０３２２】
　ここで、示唆演出抽選処理について図４０を用いて詳細に説明する。
【０３２３】
　示唆演出フラグが設定されている場合には、遊技回毎に設定値の示唆を行うか否かの抽
選が行われる。具体的には、表示制御装置１１１には示唆抽選乱数カウンタが備えられて
いる。示唆抽選乱数カウンタは主制御装置１３１のコマンド処理が行われ、表示制御装置
１１１に何らかの信号が送信される度に更新されるループカウンタとなっている。例えば
０～６５５３５の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値（つまり６５５３５）に達した後
０に戻る構成となっている。
【０３２４】
　示唆抽選に当選となる乱数は設定毎に異なっており、設定値格納エリア１８３ａにセッ
トされている値に基づいて当選したか否かが判定される。例えば、設定１ならば、示唆抽
選乱数カウンタの値が０～１３１０６の場合に示唆抽選に当選したとされる。ちなみに、
図３８に示した示唆抽選テーブルの場合、示唆演出が行われる確率は設定値１で約５分の
１、設定２で役４．５分の１、設定３で約４分の１、設定４で約３．５分の１、設定５で
役３分の１、設定６で約２分の１となっている。遊技者は示唆演出が行われる頻度を把握
することによって設定値の推測を行うことが可能となる。例えば、１０ゲームの間に示唆
演出が５回行われた場合には、設定値が６である可能性が高いと遊技者は考える。
【０３２５】
　ステップＳ１８０６にて示唆演出抽選処理を行ったらステップＳ１８０７に進み、示唆
演出抽選に当選したか否かを判定する。示唆演出に当選していた場合には、ステップＳ１
８０８に進み、示唆演出表示処理を行い、さらに演出実行フラグを演出実行フラグ格納エ
リアにセットする。示唆演出表示処理とは、補助表示部１５にて示唆演出を行うことであ
る。一方、ステップＳ１７１１にて示唆演出抽選処理に当選していなかった場合には、ス
テップＳ１８０９に進み、ＲＢ表示処理を行い、さらに、演出実行フラグを演出実行フラ
グに格納する。ＲＢ表示処理とは、示唆演出が行われない場合のＲＢゲーム中における演
出のことである。示唆演出表示処理及びＲＢ表示処理を行ったら本ＲＢゲーム表示処理を
終了する。
【０３２６】
　次に、ＲＢゲーム中に補助表示部１５にて行われる示唆演出について、図４１（ａ）～
図４１（ｅ）に示す一実施例に基づき説明する。
【０３２７】
　具体的には、図４１（ａ）に示すように、補助表示部１５の略中央部に杖を持った少女
キャラクタが表示され、この少女キャラクタがこれから変身する旨と、変身に成功した回
数によって幸運度が推測できることを教示する。補助表示部１５の略左上部には、ＲＢゲ
ームが開始した旨を示すメッセージが表示される（本実施形態では「ＳＴＡＲＴ」）。な
お、本実施の形態では、幸運度が推測できることを教示したが、具体的に設定値の推測が
できることを教示してもよい。
【０３２８】
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　その後、図４１（ｂ）に示すように、補助表示部１５の略左上部には、ＲＢゲームにお
ける残払出枚数が表示され、さらに、ＲＢゲームにおけるメダル払出可能枚数が表示され
る。この際、補助表示部１５の略中央部には、少女キャラクタが呪文を唱えながら杖を上
空にかざす様に表示される。ＲＢゲームが進行しメダルが払い出された場合、補助表示部
１５の略左上部では、メダル払出可能枚数が減少する。
【０３２９】
　ここで、示唆演出抽選に当選した場合について説明する。ＲＢゲーム表示処理における
示唆演出抽選に当選した場合、補助表示部１５の略中央部では、少女キャラクタが眩い光
に囲まれる様が表示され、その後に、変身に成功して大きくなった少女キャラクタが表示
される（図４１（ｃ））。変身して大きくなった少女キャラクタを認識することによって
示唆演出抽選に当選したことを遊技者は理解することができる。
【０３３０】
　次に示唆演出抽選に当選しなかった場合について説明する。示唆演出抽選に当選しなか
った場合、補助表示部１５の中央部では、少女キャラクタが眩い光に囲まれる様が表示さ
れ、その後に、変身に失敗した少女が表示される。変身に失敗した少女を認識することに
よって遊技者は示唆演出に当選しなかったことを遊技者は理解することができる（図４１
（ｄ））。
【０３３１】
　その後、残りのメダル払出可能枚数が０枚となった時点で補助表示部１５の略左上部に
は、ＲＢゲームが終了したことを教示するメッセージ（本実施の形態では、「ＲＢ終了」
）が表示される。この際、補助表示部１５の略中央部には木の妖精キャラクタと、変身に
失敗して落胆する少女キャラクタとが表示され、木の妖精キャラクタはＲＢゲームが終了
する旨を教示する（図４１（ｅ））。
【０３３２】
　本実施の形態では、示唆演出が行われるＲＢゲームにおいては、遊技回毎に少女が変身
に成功または失敗する演出が行われる。変身に成功した回数をカウントすることによって
遊技者は設定値の推測を行うことができる。
【０３３３】
　なお、示唆演出を行うか否かの抽選は１遊技回に１回のみ行われる。変身に成功又は失
敗した少女キャラクタは次の遊技を行うためにメダルがベットされるまで表示される（演
出設定処理におけるステップＳ１８０１及びステップＳ１８０２）。また、演出設定処理
におけるステップＳ１８０３の待機画面表示処理では、図４１（ｂ）と同様に補助表示部
１５の略中央部に少女キャラクタが呪文を唱えながら杖を上空にかざす態様を表示する。
【０３３４】
　以上、詳述した本構成によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３３５】
　本実施の形態では、示唆演出が行われるためには、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選す
る必要がある。したがって、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選することを期待して遊技者
は遊技を行うものと考えられる。よって、示唆演出により設定値の推測を遊技者に行わせ
ることで遊技への注目度の向上が図られるだけでなく、ＢＢゲームにおける遊技の注目度
を高めることができる。また、遊技者にとっては設定値の示唆が行われたことを認識する
ことで設定値の推測を行うことが可能である。よって、設定値の推測を遊技者に行わせる
ことが可能となり、遊技への注目度の向上を図ることができる。
【０３３６】
　加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計がＢＢゲームにおける規定数以下である
場合に、設定値の示唆が行われる構成とした。当該合計がＢＢゲームにおける規定数以下
であった場合には、ＢＢゲームにおけるメダルの払出数と、ＲＢゲームにおけるメダルの
払出数との合計数からＲＢ役に当選してからＲＢゲームに移行するまでに減少したメダル
の数を減算した数又は、当該合計数にＲＢ役に当選してからＲＢゲームに移行するまでに
増加したメダルの数を加算した数がＢＢゲームにおける規定数以下であることとなる。よ
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って、この場合、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選しなかった場合よりも遊技者が獲得し
た遊技媒体が少なくなる。よって、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選したことによって遊
技者に不利益が発生しているといえる。この場合に示唆演出が行われるため、示唆演出を
行うことによって上記に不利益が発生したことに対する救済措置を遊技者に与えていると
いうことができる。
【０３３７】
　また、ＲＢ役に当選してからＲＢゲームに移行するまでにメダルが減少した場合、ＢＢ
ゲームにおけるメダルの払出数とＲＢゲームにおける規定数との合計から当該減少した遊
メダルの数を減算した値によって設定値の示唆を行うか否かを決定した。当該合計がＢＢ
ゲームにおける規定数を上回る場合にＲＢ役に当選したとしても、ＲＢゲームに移行する
までにメダルが減少してしまい、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計がＢＢゲ
ームにおける規定数以下である場合には、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選しなかった場
合よりも多くのメダルを遊技者は獲得しているといえない。当該合計がＢＢゲームにおけ
る規定数以下である場合に示唆演出が行われるため、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選し
なかった場合よりも、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選した場合におけるＢＢゲームに移
行してからＲＢゲームが終了するまでに遊技者が獲得したメダルの数が少なかった場合に
のみ示唆演出を行うことが可能となる。
【０３３８】
　また、ストップスイッチ７２～７４を所定のタイミングにて操作できない遊技者（以下
、初級遊技者ともいう）は、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選したとしても、ＲＢゲーム
に移行するまでに多量のメダルを投入することとなり、メダルを減少させてしまうことが
考えられる。本実施の形態によれば、ＢＢゲームにおけるメダルの払出数と、ＲＢゲーム
における規定数との合計がＢＢゲームにおける規定数を上回るタイミングにてＲＢ役に当
選したとしても、ＲＢゲームに移行するまでにメダルが減少してしまい、加減算数とＲＢ
ゲームにおける規定数との合計がＢＢゲームにおける規定数以下になってしまった場合に
は示唆演出が行われる。よって、上記初級遊技者がＲＢ役に当選してからＲＢゲームに移
行するまでにメダルを減少させてしまったとしても、示唆演出が行われることによってメ
ダルが減少したことに対する救済措置を与えることができる。また、この場合、ＢＢゲー
ムにおいてＲＢ役に当選し、ＲＢゲームに移行することなく経過した遊技回数に基づいて
示唆演出が行われるということが可能となる。
【０３３９】
　ＢＢゲームと比して、ＲＢゲームは終了条件である規定数が少なく設定されている。こ
のため、ＢＢゲームと比してＲＢゲームは遊技者の遊技への注目度が高まらないことが考
えられる。しかしながら、本実施の形態では、示唆演出がＲＢゲームにおいて行われる構
成とした。これにより、ＲＢゲームにおいて示唆演出が行われるか否かに注目して遊技者
は遊技を行い、ＲＢゲームにおける遊技の注目度を高めることができる。
【０３４０】
　＜第４の実施形態＞
　上記第３の実施形態では、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計がＢＢゲーム
における規定数以下となる場合に設定値の示唆を行ったが、かかる構成を変更する。ＢＢ
役に当選してから予め定められた期間が経過した後にＢＢ役が成立したことに基づいて設
定値の示唆が行われるものについて説明する。なお、基本構成は上記第３の実施形態と同
じであるため、ここでは上記第３の実施形態との相違点を中心に説明する。
【０３４１】
　先ず、図４２を用いて本実施の形態における入賞となる図柄の組合せと、入賞となった
場合に払い出されるメダル払出枚数とについて説明する。
【０３４２】
　本実施の形態では、上記第３の実施形態とは異なり、ＲＢ入賞に対応した絵柄が設定さ
れていない。すなわち、上記第３の実施形態にて説明したＲＢゲームに本実施の形態では
移行することがない。ＲＢ入賞に対応した絵柄が設定されていないことを除き、入賞とな
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る図柄の組合せと、入賞となった場合に払い出されるメダル数とは上記第３の実施形態と
同様のものである。
【０３４３】
　次に、本実施の形態における電気的構成について、図４３のブロック図に基づいて説明
する。
【０３４４】
　本実施の形態では、上述したようにＲＢ入賞に対応した絵柄が設定されておらず、ＲＢ
ゲームに移行することがない。このため、上記第３の実施形態とは異なりＲＢ設定フラグ
格納エリア１５３ｃが設けられていない。また、払出枚数格納エリア１５３ｄが設けられ
ておらず、投入枚数カウンタエリア１５３ｅが設けられている。その他の点については上
記第３の実施形態と同様である。
【０３４５】
　次に、図４４を用いて設定値の違いによる当選確率の違いについて説明する。図４４（
ａ）は通常ゲームにおける当選確率を説明するための説明図、図４４（ｂ）はＢＢゲーム
における当選確率を説明するための説明図である。
【０３４６】
　図４４（ａ）については、上記第３の実施形態における図３４（ａ）と同様である。本
実施の形態においても、設定値に対応して通常ゲームにおける当選確率が異なっているた
め、設定値によって単位期間におけるメダルの獲得期待値を異ならせることが可能となる
。
【０３４７】
　本実施の形態におけるＢＢゲームの当選確率について図４４（ｂ）を用いて説明する。
【０３４８】
　本実施の形態では、上記第３の実施形態とは異なり、ＢＢゲームにおいてＲＢ役とＳＢ
＋再遊技役との抽選は行われない。すなわち、ＢＢゲームにおいては、入賞となる役とし
て、ベル役のみが設定されている。上記第３の実施形態にて説明したように、通常ゲーム
では設定値に対応させて当選確率が設定されていたが、ＢＢゲームではいずれの設定値で
あっても当選確率が同一となっている。なお、ＢＢゲームにおいても設定値に対応させて
当選確率を変更する構成としてもよい。
【０３４９】
　次に本実施形態における表示制御装置１１１について図４５を用いて説明する。
【０３５０】
　本実施の形態では、上記第３の実施形態とは異なり、表示制御装置１１１のＲＯＭにＲ
Ｂゲーム用動画データ群１８５が設けられておらず、また、表示制御装置１１１のＲＡＭ
１８３にＲＢ設定フラグ格納エリア１８３ｃが設けられていない。これは、上述したよう
に、上記第３の実施形態とは異なり、ＢＢゲームにおいてＲＢ役の抽選が行われないため
である。さらに、本実施の形態では、表示制御装置１１１のＲＯＭにおけるＢＢゲーム用
動画データ群１８４として通常ＢＢゲーム用動画データ群１８４ａと示唆ＢＢゲーム用動
画データ群１８４ｂとが記憶されている。各ＢＢゲーム用動画データ群１８４ａ，１８４
ｂが補助表示部１５に適宜セットされることにより、ＢＢゲームにおいて演出が行われる
こととなる。そして、示唆ＢＢゲーム用動画データ群１８４ｂが補助表示部１５にセット
された場合には、ＢＢゲームにおいて示唆演出が行われることとなる。
【０３５１】
　次に本実施の形態における通常処理について図４６を用いて説明する。本実施の形態で
は、ＲＢゲームに移行することがないため、ＲＢゲーム処理が行われない。すなわち、上
述した通常処理におけるステップＳ６０１～ステップＳ６０８の処理を繰り返すこととな
る。
【０３５２】
　上述したように、本実施の形態では、ＲＢ役が抽選されず、ＲＢゲームに移行すること
がない。これにより、通常処理におけるステップＳ６０５の抽選処理にてＲＢ設定フラグ
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があるか否かの判定が行われず、ＲＢゲーム用抽選テーブルが選択されることがなくなる
。すなわち、上記第１，第３の実施形態の抽選処理におけるステップＳ８０３及びステッ
プＳ８０４が行われない。
【０３５３】
　次に、本実施の形態におけるステップＳ６０７のメダル払出処理について、図４７のフ
ローチャートに基づき説明する。
【０３５４】
　本実施の形態におけるステップＳ１９０１～ステップＳ１９０６の処理は、上述した図
２５のメダル払出処理におけるステップＳ１３０１～ステップＳ１３０６と同様である。
【０３５５】
　ステップＳ１９０１で払出完了数と払出予定数とが一致したときには、ステップＳ１９
０７にてＢＢ当選フラグがあるか否か、すなわち、主制御装置１３１のＣＰＵのＲＡＭ１
５３に設けられたＢＢ当選フラグ格納エリアにＢＢ当選フラグがセットされているか否か
を判定する。ＢＢ当選フラグとは、ＢＢ役に当選した場合にセットされるフラグである。
ステップＳ１９０７にてＢＢ当選フラグがセットされていた場合にはステップＳ１９０８
に進み、投入枚数カウンタエリア１５３ｅに記憶されている値に今回の遊技回でベットさ
れたメダルの枚数を加算する。
【０３５６】
　また、第１の実施形態にて説明したように、本実施の形態では、今回の遊技回にてベッ
トされたメダルの枚数は、有効ライン設定処理にて設定された有効ラインの数から判定す
る。例えば、有効ラインが５ラインに設定されている場合にはベットされたメダルの枚数
は３枚と判定される。また、有効ライン設定処理のステップＳ７０２及びステップＳ７０
４にてベット枚数を判定した場合に、当該ベット枚数を主制御装置１３１のＲＡＭ１５３
に記憶することによってベットしたメダルの枚数を判定してもよいのはいうまでもない。
【０３５７】
　ステップＳ１９０７にてＢＢ当選フラグがＢＢ当選フラグ格納エリアにセットされてい
ない場合、又はステップＳ１９０８の処理を行った場合、ステップＳ１９０９に進む。ス
テップＳ１９０９では、ＲＡＭ１５３のＢＢ設定フラグ格納エリア１５３ｂにＢＢ設定フ
ラグがセットされているか否かを判定する。ＢＢ設定フラグがセットされていない場合に
はステップＳ１９１１に進み、払出終了処理を行った後に本処理を終了する。払出終了処
理では、払出予定数格納エリアや払出完了数カウンタの値を「０」にクリアする。なお、
獲得枚数表示部３７の値は、次の遊技回を開始すべくメダルがベットされたときにクリア
される。
【０３５８】
　一方、ＢＢ設定フラグがセットされている場合には、ステップＳ１９１０にてＣＰＵ１
５１の残払出枚数カウンタ１５４のカウント値から今回の払出完了数を減算すると共に、
残獲得枚数表示部３６の枚数を減算する処理を行う。その後、ステップＳ１９１１にて払
出終了処理を行い、本処理を終了する。
【０３５９】
　次に、本実施の形態の通常処理におけるステップＳ６０８のＢＢゲーム処理について図
４８を用いて説明する。
【０３６０】
　先ず、ステップＳ２００１では、主制御装置１３１のＲＡＭ１５３のＢＢ設定フラグ格
納エリア１５３ｂにＢＢ設定フラグがセットされているか否かを判定する。ＢＢ設定フラ
グがセットされていなかった場合には、ステップＳ２００２に進み、主制御装置１３１の
ＲＡＭ１５３のＢＢ当選フラグ格納エリアにＢＢ当選フラグがセットされているか否かを
判定し、ＢＢ当選フラグがセットされていなかった場合には本ＢＢゲーム処理を終了する
。ステップＳ２００２にてＢＢ当選フラグがセットされていた場合には、ステップＳ２０
０３に進み、ＢＢ入賞が成立したか否かを判定する。ＢＢ入賞が成立したか否かとは、上
述したＢＢ役に対応した絵柄（「７，７，７」）の組合せが成立したか否かの判定をする
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ことである。ＢＢ入賞が成立していなかった場合には本ＢＢゲーム処理を終了する。ＢＢ
入賞が成立していた場合には、ステップＳ２００４に進み、ＢＢゲーム開始処理を行う。
具体的にＢＢゲーム開始処理では、ＢＢ当選フラグをクリアするとともに、ＢＢ設定フラ
グをＢＢ設定フラグ格納エリア１５３ｂにセットする。さらに、残払出枚数カウンタ１５
４に「３４５」をセットする。
【０３６１】
　ステップＳ２００４の処理を行ったら、ステップＳ２００５に進み、投入枚数カウンタ
エリア１５３ｅの値が「１５」より大きいか否かを判定する。投入枚数カウンタエリア１
５３ｅの値が「１５」より大きい場合は、ステップ２００６に進み、投入枚数カウンタエ
リア１５３ｅの値をクリアするとともに、示唆ＢＢ用開始コマンドをセットする。一方、
ステップＳ２００５にて投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１５」以下の場合には
ステップＳ２００７に進み、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値をクリアするとともに
、通常ＢＢ用開始コマンドをセットする。示唆，通常ＢＢ用開始コマンドはそれぞれタイ
マ割込み処理におけるステップＳ２１０のコマンド出力処理にて表示制御装置１１１に送
信される。表示制御装置１１１は、示唆ＢＢ用開始コマンドを受信した場合にＢＢゲーム
中に示唆演出を行うように補助表示部１５を制御する。
【０３６２】
　一方、ステップＳ２００１にて、ＢＢ設定フラグがセットされていた場合、ステップＳ
２００８に進み、残払出枚数カウンタ１５４が「０」か否かを判定する。残払出枚数カウ
ンタ１５４が「０」でないと判定された場合は、本ＢＢゲーム処理を終了する。ステップ
Ｓ２００８にて残払出枚数カウンタ１５４の値が「０」と判定された場合、ステップＳ２
００９に進み、ＢＢゲーム終了処理を行う。ＢＢゲーム終了処理については第１の実施形
態にて説明したものと同様である。ＢＢゲーム終了処理を行ったら本ＢＢゲーム処理を終
了する。
【０３６３】
　なお、上述したとおり、ＢＢゲーム処理はメダル払出処理の後に実行される。したがっ
て、メダルの払出途中で残払出枚数カウンタ１５４が「０」となったとしても、その遊技
回の入賞に関わるメダルの払い出しは完了される。つまり、ＢＢゲーム中における入賞に
関わるメダルの払い出しは、メダルの総払出枚数が規定数に達したことに基づいて途中で
中止されないようになっている。
【０３６４】
　次に、表示制御装置１１１によるＢＢゲーム表示処理について図４９を用いて説明する
。
【０３６５】
　先ずステップＳ２１０１にてＢＢ設定フラグがあるか否か、すなわち、表示制御装置１
１１のＲＡＭ１８３に設けられたＢＢ設定フラグ格納エリアにＢＢ設定フラグがセットさ
れているか否かを判定する（このＢＢ設定フラグは、表示制御装置１１１においてＢＢゲ
ーム表示処理のステップＳ２１０５にセットされるものである）。ＢＢ設定フラグがセッ
トされていなかった場合には、ステップＳ２１０２に進み、主制御装置１３１から通常Ｂ
Ｂ用開始コマンドを受信したか否かを判定する。通常ＢＢ用開始コマンドを受信していな
い場合にはステップＳ２１０３に進み、主制御装置１３１から示唆ＢＢ用開始コマンドを
受信したか否かを判定し、示唆ＢＢ用開始コマンドを受信していない場合には本ＢＢゲー
ム表示処理を終了する。ステップＳ２１０３にて示唆ＢＢ用開始コマンドを受信した場合
には、ステップＳ２１０４に進み、示唆演出フラグを示唆演出フラグ格納エリア１８３ｂ
にセットする。示唆演出フラグが示唆演出フラグ格納エリア１８３ｂにセットされている
ことによってＢＢゲーム中に示唆演出が行われる。
【０３６６】
　ステップＳ２１０２にて通常ＢＢ用開始コマンドを受信していた場合又はステップＳ２
１０４にて示唆演出フラグをセットした場合、ステップＳ２１０５に進み、ＢＢ設定フラ
グをＢＢ設定フラグ格納エリアにセットする。このＢＢ設定フラグがセットされているこ
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とによって、遊技状態がＢＢゲームであると表示制御装置１１１は判定する。ステップＳ
２１０５にてＢＢ設定フラグをセットしたらステップＳ２１０６に進み、ＢＢ開始表示処
理を行う。このＢＢ開始表示処理によってこれからＢＢゲームが始まることを教示する演
出が補助表示部１５にて行われることとなる。ＢＢ開始表示処理を行ったら本ＢＢゲーム
表示処理を終了する。
【０３６７】
　一方、ステップＳ２１０１にてＢＢ設定フラグがセットされている場合（本処理におけ
るステップＳ２１０５）、遊技状態がＢＢゲーム中であることを意味し、ステップＳ２１
０７に進み、主制御装置１３１からＢＢゲームの終了コマンドを受信したか否かを判定す
る。終了コマンドを受信していた場合、ステップＳ２１０８に進み、ＢＢ終了表示処理を
行う。ＢＢ終了表示処理とは、ＢＢ設定フラグ及び示唆演出フラグをクリアするとともに
、補助表示部１５を制御してＢＢゲーム用の表示を終了することである。ＢＢ終了表示処
理を行ったら、本ＢＢゲーム表示処理を終了する。
【０３６８】
　一方、ステップＳ２１０７にて終了コマンドを受信しなかった場合には演出設定処理が
行われる。演出設定処理について図５０を用いて説明する。
【０３６９】
　先ず、ステップＳ２２０１にて演出実行フラグがあるか否か、すなわち、表示制御装置
１１１のＲＡＭ１８３に設けられた図示しない演出実行フラグ格納エリアに演出実行フラ
グがセットされているか否かを判定する。演出実行フラグがセットされていた場合にはス
テップＳ２２０２にてメダルがベットされたか否かを判定し、メダルがベットされていな
かった場合には本演出設定処理及びＢＢゲーム表示処理を終了する。メダルがベットされ
たと判定した場合、ステップＳ２２０３に進み、待機画面表示処理を行い、さらに、演出
実行フラグをクリアする。待機画面表示処理とは、リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒが停止
している場合におけるＢＢ用の待機画面を表示することである。待機画面表示処理及び演
出実行フラグをクリアしたら本演出設定処理及びＢＢゲーム表示処理を終了する。なお、
メダルがベットされたか否かは、通常処理におけるステップＳ６０２にてメダルがベット
されたと判定した場合に、タイマ割込み処理におけるコマンド出力処理にて主制御装置１
３１から表示制御装置１１１に送信される。これにより、表示制御装置１１１にてメダル
がベットされたか否かを判定することができる。
【０３７０】
　一方、ステップＳ２２０１にて演出実行フラグがセットされていないと判定された場合
、ステップＳ２２０４に進み、スタート指令ありか否かを判定する。スタート指令ありか
否かとは上述したベットありか否かと同様に、通常処理におけるステップＳ６０３にてス
タート指令ありと判定された場合に、主制御装置１３１から表示制御装置１１１に対して
スタート指令があったことが送信される。スタート指令がなかったと判定された場合には
、本演出設定処理及びＢＢゲーム表示処理を終了する。
【０３７１】
　ステップＳ２２０４にてスタート指令ありと判定された場合、ステップＳ２２０５に進
み、示唆演出フラグがセットされているか否かを判定する。示唆演出フラグがセットされ
ていると判定された場合にはステップＳ２２０６に進み、示唆演出抽選処理を行う。この
示唆演出抽選処理については第３の実施形態にて説明したもの（図３９におけるステップ
Ｓ１８０６）と同様のものである。すなわち、示唆演出フラグがセットされている場合、
設定値によって示唆演出抽選処理に当選する確率が異なっており、示唆演出の出現率によ
って設定値の推測を遊技者は行うことが可能となる。
【０３７２】
　ステップＳ２２０６にて示唆演出抽選処理を行ったらステップＳ２２０７に進み、示唆
演出抽選に当選したか否かを判定する。示唆演出抽選に当選していた場合には、ステップ
Ｓ２２０８に進み、示唆演出表示処理を行い、さらに演出実行フラグを演出実行フラグ格
納エリアにセットする。示唆演出表示処理とは、補助表示部１５にて示唆演出を行うこと
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である。
【０３７３】
　一方、ステップＳ２２０５にて示唆演出フラグがセットされていなかった場合、ステッ
プＳ２２０７にて示唆演出抽選処理に当選していなかった場合には、ステップＳ２２０９
に進み、ＢＢ表示処理を行い、さらに、演出実行フラグを演出実行フラグにセットする。
ＢＢ表示処理とは、示唆演出が行われない場合のＢＢゲーム中における演出のことである
。示唆演出表示処理又はＢＢ表示処理を行ったら本演出設定処理及びＢＢゲーム表示処理
を終了する。
【０３７４】
　なお、本実施の形態では、示唆演出表示処理が行われた場合には、上述した示唆ＢＢゲ
ーム用動画データ群１８４ｂが補助表示部１５にセットされ、補助表示部１５にて示唆演
出が行われることとなる。そして、ＢＢ表示処理が行われた場合には、上述した通常ＢＢ
ゲーム用動画データ群１８４ａが補助表示部１５にセットされ、補助表示部１５にて示唆
演出が行われない場合のＢＢゲームにおける演出が行われることとなる。
【０３７５】
　次に、ＢＢゲーム中に補助表示部１５にて行われる示唆演出について、図５１（ａ）～
図５１（ｅ）に示す一実施例に基づき説明する。
【０３７６】
　具体的には、先ず図５１（ａ）に示すように、補助表示部１５の略中央部に杖を持った
少女キャラクタが表示され、この少女キャラクタがこれから変身する旨と、変身に成功し
た回数によって設定値が推測できる旨とを教示する。補助表示部１５の略左上部には、Ｂ
Ｂゲームが開始した旨を示すメッセージが表示される（本実施形態では「ＳＴＡＲＴ」）
。
【０３７７】
　その後、図５１（ｂ）に示すように、補助表示部１５の略左上部には、ＢＢゲームにお
ける残払出枚数が表示され、さらに、ＢＢゲームにおけるメダル払出可能枚数が表示され
る。この際、補助表示部１５の略中央部には、少女キャラクタが呪文を唱えながら杖を上
空にかざす様に表示される。ＢＢゲームが進行しメダルが払い出された場合、補助表示部
１５の略左上部では、メダル払出可能枚数が減少する。
【０３７８】
　ここで、示唆演出抽選に当選した場合について説明する。ＢＢゲーム表示処理における
示唆演出抽選に当選した場合、補助表示部１５の略中央部では、少女キャラクタが眩い光
に囲まれる様が表示された後に、図５１（ｃ）に示すように、変身に成功して大きくなっ
た少女キャラクタが表示される。変身して大きくなった少女キャラクタを認識することに
よって示唆演出抽選に当選したことを遊技者は理解することができる。
【０３７９】
　次に示唆演出抽選に当選しなかった場合について説明する。示唆演出抽選に当選しなか
った場合、補助表示部１５の中央部では、少女キャラクタが眩い光に囲まれる様が表示さ
れた後に、図５１（ｄ）に示すように変身に失敗した少女キャラクタが表示される。変身
に失敗した少女キャラクタを認識することによって遊技者は示唆演出に当選しなかったこ
とを遊技者は理解することができる。
【０３８０】
　その後、残りのメダル払出可能枚数が０枚となった時点で補助表示部１５の略左上部に
は、ＢＢゲームが終了したことを教示するメッセージ（本実施の形態では、「ＢＢ終了」
）が表示される。この際、図５１（ｅ）に示すように、補助表示部１５の略中央部には木
の妖精キャラクタと、変身に失敗して落胆する少女キャラクタとが表示され、木の妖精キ
ャラクタはＢＢゲームが終了する旨を教示する。
【０３８１】
　本実施の形態では、示唆演出が行われるＢＢゲームにおいては、遊技回毎に少女キャラ
クタが変身に成功又は失敗する演出が行われる。
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【０３８２】
　なお、示唆演出を行うか否かの抽選は１遊技回に１回のみ行われる。設定値毎に示唆演
出抽選に当選する確率が異なっているため、示唆演出が行われるＢＢゲームにおいて変身
に成功した回数をカウントすることによって遊技者は設定値の推測を行うことができる。
【０３８３】
　また、変身に成功又は失敗した少女キャラクタは次の遊技を行うためにメダルがベット
されるまで表示される（演出設定処理におけるステップＳ２２０１～ステップＳ２２０３
）。また、演出設定処理におけるステップＳ２２０３の待機画面表示処理では、図５１（
ｂ）と同様に補助表示部１５の略中央部に少女キャラクタが呪文を唱えながら杖を上空に
かざす態様を表示する。
【０３８４】
　また、本実施の形態では、示唆演出フラグがセットされていないＢＢゲームにおいても
少女キャラクタが変身に失敗する演出が行われるが、示唆演出フラグがセットされていな
いＢＢゲームにおいては、少女キャラクタが変身しようとする演出が行われなくともよい
。この場合、示唆演出フラグがセットされていなかった場合（ステップＳ２２０５がＮＯ
）と、示唆演出抽選に当選しなかった場合（ステップＳ２２０７がＮＯ）とにおいて異な
る処理を行えばよい。
【０３８５】
　以上、詳述した本構成によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３８６】
　複数段階の設定値の中から決定された設定値に基づいてメダルの払出期待値が変更され
る。この場合、遊技ホールの管理者などによる設定値の決定操作によりメダルの払出期待
値を低く又は高くすることができるようになっている。このような設定機能により、遊技
ホール内にある多数のスロットマシンにおいて、メダルの獲得期待値に抑揚が与えられる
。また、上記設定機能が設けられていることにより、遊技者にとっては、遊技ホールに多
数設置されたスロットマシンの中から遊技媒体の獲得期待値が高い設定値のスロットマシ
ンを選別することが、遊技の勝敗を左右する上で重要な要素となっている。
【０３８７】
　また、ＢＢ役に当選した場合にはその当選に基づいたＢＢゲームに移行させ、そのＢＢ
ゲームが終了した場合には再びＢＢ役に当選するか否かに遊技者は注目するものと考えら
れる。仮に、ＢＢ役の抽選以外に注目すべき点がないとすると、ＢＢ役に当選するか否か
のみの遊技であると遊技者が考え、遊技者の遊技への注目度が高まらないおそれがある。
【０３８８】
　これに対して本実施の形態によれば、ＢＢ役に当選してからＢＢゲームに移行するまで
に投入されたメダルの数によって示唆演出が行われる。遊技者にとっては示唆演出が行わ
れたことを認識することで設定値の推測を行うことが可能である。よって、設定値の推測
を遊技者に行わせることが可能となり、遊技への注目度の向上を図ることができる。また
、ＢＢ役に当選した場合、ＢＢ役に当選してからＢＢゲームに移行するまでに投入したメ
ダルの数に遊技者は注目して遊技を行い、遊技への注目度を高めることができる。
【０３８９】
　また、仮に、ＢＢ役に当選してからＢＢ入賞が成立するまでの期間に基づいて設定値の
示唆が行われないとすると、ＢＢ役に当選した場合には、そのＢＢ役当選に基づいたＢＢ
入賞を成立させるのみの遊技性となってしまうことが考えられる。この場合、設定値の示
唆が行われないとすると、ＢＢ役に当選した場合、ＢＢ入賞を成立することなく遊技が進
行すると遊技者が所持しているメダルが減少してしまい、遊技者に不利益のみが発生して
しまう。
【０３９０】
　さらに、「７」図柄、「７」図柄、「７」図柄の絵柄の組合せが停止することによって
ＢＢ入賞となり、その絵柄の組合せはストップスイッチ７２～７４を所定のタイミングに
て操作しなければ成立しない。例えば、ストップスイッチ７２～７４を所定のタイミング
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で操作できない遊技者（以下、初級遊技者ともいう）は、ＢＢ役に当選したとしてもＢＢ
入賞を成立させるまでに所持しているメダルが減少してしまい、上記不利益が発生するこ
とが考えられる。上記実施の形態によれば、初級遊技者がＢＢ役に当選してからＢＢゲー
ムに移行するまでにメダルを減少させてしまったとしても、示唆演出が行われることによ
って、メダルが減少してしまったことに対する救済措置を遊技者に与えることができる。
また、ＢＢ役に当選してからＢＢ入賞が成立するまでに投入されたメダルの枚数に基づい
て示唆演出を行うか否かが決定されるため、ＢＢ役に当選した後に示唆演出が行われるメ
ダルの投入枚数となる前に偶然ＢＢ入賞が成立した場合には示唆演出が行われない。よっ
て、初級遊技者が遊技を行っていたとしても不利益が発生した場合にのみ示唆演出が行わ
れ、上記救済措置としての効果を高めることができる。
【０３９１】
　さらに、ストップスイッチ７２～７４を所定のタイミングにて操作できる遊技者（以下
、上級遊技者ともいう）は、示唆演出を視認したい場合には、示唆演出が行われるメダル
の投入枚数となるまでＢＢ入賞が成立しないようにストップスイッチ７２～７４を操作し
、示唆演出を視認したくない又は視認する必要がない場合、示唆演出が行われるメダルの
投入枚数となる前にＢＢ入賞を成立させればよい。このように上級遊技者はＢＢ入賞を成
立させるタイミングを遊技者自身にて決定することができる。よって、ＢＢ役に当選して
から投入したメダルの枚数に注目して遊技者は遊技を行い、遊技者の遊技への注目度を高
めることができる。
【０３９２】
　以上のように、上記実施の形態によれば、ＢＢ役に当選してからＢＢゲームに移行する
までに投入されたメダルの数によって示唆演出が行われるため、初級遊技者に救済措置を
与えつつ、上級遊技者であったとしても遊技への注目度を高めることができる。よって、
上記実施の形態を適用すれば、初級遊技者及び上級遊技者のようなどのような遊技者に対
しても上述した優れた効果を得ることができる。
【０３９３】
　示唆演出はＢＢゲームにおいて行われる。これにより、ＢＢゲームにおいて示唆演出が
行われるか否かに注目して遊技者は遊技を行い、ＢＢゲームにおける遊技の注目度を高め
ることができる。また、示唆演出フラグがセットされているＢＢゲームにおいて抽選によ
り設定値の示唆を行うか否かを決定することで、設定値の示唆の実行に関して不規則性が
付加される。
【０３９４】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。
【０３９５】
　（１）上記第４の実施形態では、示唆演出はＢＢゲームにおいて行われたが、かかる構
成に限定しない。すなわち、示唆演出が行われるタイミングについては限定しない。
【０３９６】
　例えば、ＢＢゲームが終了した後に示唆演出が行われる遊技状態に移行してもよいし、
ＢＢゲームに移行した遊技回やＢＢゲームが終了する遊技回において示唆演出が行われて
もよい。また、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１５」より大きくなってからＢ
Ｂ入賞が成立するまでの期間において示唆演出が行われてもよい。
【０３９７】
　さらには、上記第４の実施形態とは反対に投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１
５」以下となっていることに基づいて示唆演出が行われてもよい。但し、この場合、上述
したメダルが減少したことに対する救済措置の効果が低下してしまうことが考えられる。
【０３９８】
　（２）上記第４の実施形態では、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１５」以下
の場合には示唆演出が行われなかったが、かかる構成に限定しない。
【０３９９】
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　投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１５」以下であったとしても、示唆演出が行
われてもよい。ただし、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１５」を上回っていた
場合よりも、設定値の推測が容易になってはならない。この場合、投入枚数カウンタエリ
ア１５３ｅの値によって示唆演出が行われる頻度（設定値の推測のしやすさ）が段階的に
設けられているということも可能となる。
【０４００】
　例えば、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１５」以下であった場合には、ＢＢ
ゲームにおけるエンディングにて示唆演出抽選が行われるものが考えられる。なお、この
場合、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１５」以下であったことによって示唆演
出が行われているのか又は投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１５」を上回ってい
たことによって示唆演出が行われているのかを遊技者に教示するのが望ましい。
【０４０１】
　（３）上記第４の実施形態では、ＢＢ役に当選し、ＢＢ入賞が成立するまでの期間にお
いて投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「１５」より大きかった場合に示唆演出が行
われたが、かかる構成に限定しない。
【０４０２】
　例えば、示唆演出が行われる場合として、ＢＢ役に当選してから予め定められた遊技回
が経過した場合、予め定められた時間が経過した場合などが考えられる。
【０４０３】
　さらに、ＢＢ役に当選してからＢＢ入賞が成立するまでに減少したメダルの数から示唆
演出を行うか否かを決定してもよい。この場合について、図５２のメダル払出処理を用い
て説明する。なお、本構成におけるメダル払出処理のステップＳ２３０１～２３０７及び
ステップＳ２３０９～２３１１については、上記第４の実施形態にて説明した図４７のメ
ダル払出処理におけるステップＳ１９０１～１９０７及びステップＳ１９０９～ステップ
Ｓ１９１１と同様のものであるため説明を省略する。
【０４０４】
　本構成においては、ステップＳ２３０８において投入枚数カウンタエリア１５３ｅにベ
ット枚数を加算するとともに、投入枚数カウンタエリア１５３ｅからその遊技回において
払い出されたメダルの枚数を減算する。
【０４０５】
　この加算及び減算を行うことによってＢＢ役に当選してからＢＢ入賞が成立するまでに
１５枚より多くメダルが減少した場合にのみ示唆演出を行うことが可能となる。これによ
り、ＢＢ役に当選してからＢＢ入賞までに遊技者が所持しているメダルが減少した場合に
のみ示唆演出を行うことが可能となる。よって、所持しているメダルが確実に減少した場
合にのみ示唆演出を行うことが可能となり、上記救済措置としての効果を高めることがで
きる。
【０４０６】
　（４）上記第４の実施の形態では、ＢＢゲームにおけるメダルの払出枚数が３４５枚に
達することによってＢＢゲームが終了したが、かかる構成に限定されるものではない。例
えば、メダルの払出枚数が４００枚、２４５枚、２００枚等の所定枚数に達することによ
ってＢＢゲームが終了してもよい。また、ＢＢゲームにおいて予め定められた規定数の遊
技回が経過した場合や、ＢＢゲームにおいて所謂ＪＡＣゲームに移行することがあり、そ
のＪＡＣゲームに規定回数移行した場合にＢＢゲームが終了してもよい。すなわち、ＢＢ
ゲームの終了条件は任意である。
【０４０７】
　（５）上記第４の実施形態では、特別遊技状態としてＢＢゲームのみが設定されていた
が、かかる構成に限定しない。
【０４０８】
　ＢＢゲーム以外にＲＢゲーム，リプレイタイム，アシストタイム，ＣＴゲーム等の第２
特別遊技状態が設定されていてもよい。この場合、示唆演出はＢＢゲームにおいて行う必
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要はなく、ＢＢゲーム以外の特別遊技状態において行ってもよい。
【０４０９】
　この場合、示唆演出を行う条件として、ＢＢ役ではなくＢＢゲーム以外の特別遊技状態
への移行契機役に当選し、その当選から予め定められた枚数のメダルが投入されたことに
基づいて示唆演出を行ってもよい。
【０４１０】
　（６）上記第４の実施の形態では、ＢＢゲームにおいてＢＢ役，ＲＢ役の抽選が行われ
ない構成としたが、ＢＢゲームにおいてＲＢ役、ＢＢ役の抽選が行われる構成にしてもよ
い。かかる構成によれば、ＢＢゲームから再びＢＢゲーム、又はＢＢゲームからＲＢゲー
ムに移行することができる。したがって、ＢＢゲームの遊技においても、ＢＢ役又はＲＢ
役に当選するか否かに注目して遊技者に遊技を行わせることができる。
【０４１１】
　（７）上記第３，第４の実施形態において示唆演出は、示唆演出が行われた回数によっ
て設定値を推測するものであったが、かかる構成に限定しない。
【０４１２】
　例えば、示唆演出が行われた場合に、設定値を推測することができる図柄が補助表示部
１５に表示され、当該図柄を認識することによって設定値を推測するものが考えられる。
【０４１３】
　例えば、示唆演出が行われた場合に運勢が表示され、表示された運勢によって設定値を
推測するものが考えられ、大吉と補助表示部１５に表示された場合に設定６の可能性が５
０％であり、大凶が補助表示部１５に表示された場合には設定１の可能性が６０％となる
。なお、この場合、ＲＢ，ＢＢゲームにおいて１回のみ運勢が表示されてもよいし、第３
，第４の実施形態のように一度のＲＢ，ＢＢゲームにおいて複数回の示唆演出が行われて
もよい。
【０４１４】
　すなわち、設定値を推測させる方法は限定しないし、示唆演出が行われる頻度も限定し
ない。さらには、示唆演出を行う場合に表示される図柄及び動画も限定しない。なお、示
唆演出に用いる図柄又は動画は、示唆演出が行われていることを遊技者が理解しやすいも
のを表示するのが望ましい。
【０４１５】
　（８）上記第３，第４の実施の形態では、示唆演出は１種類のみであったが、かかる構
成に限定しない。すなわち、複数種類の示唆演出が設定されていてもよい。
【０４１６】
　例えば、設定１，３，５の場合は少女キャラクタが変身する確率は３０％に設定されて
おり、設定２，４，６の場合は少女キャラクタが変身する確率は６０％に設定されている
。すなわち、少女キャラクタが変身に成功するか否かによって奇数設定又は偶数設定かを
遊技者は推測することが可能となる。さらに、少年キャラクタが変身する演出が設定され
ており、設定値１～３では少年キャラクタが変身に成功する確率は３０％に設定されてお
り、設定４～６では少年キャラクタが変身に成功する確率は６０％に設定されている。す
なわち、少年キャラクタが変身に成功するか否かによって、設定１～３又は設定４～６で
あるかを遊技者は推測することが可能である。
【０４１７】
　このように、少年キャラクタ及び少女キャラクタが変身するか否かによって複数の演出
から遊技者に設定を推測させることが可能となり、示唆演出が単調なものとなってしまう
ことを抑制できる。なお、上記のように設定値に対応して行われる示唆演出は何種類設定
されていてもよいし、示唆演出に対応した設定値はどのように設定されていてもよい。
【０４１８】
　（９）上記第４の実施の形態では、ＢＢ役に当選してからＢＢ入賞が成立するまでのメ
ダルの投入枚数によって、示唆演出を行ったがかかる構成に限定しない。
【０４１９】



(65) JP 2014-100508 A 2014.6.5

10

20

30

40

50

　ＢＢ役に当選してからＢＢ入賞が成立するまでの期間に基づいて、ＢＢ入賞が成立した
後の演出が異なっていてもよい。
【０４２０】
　例えば、ＢＢ役に当選してから特定期間が経過したことに基づいて、ＢＢゲームにおけ
る演出態様が異なっていてもよい。この演出態様として例えば、ＢＢ役に当選後特定期間
が経過したことに基づいて第１の実施の形態における特定演出が行われ、特定期間が経過
する前にＢＢ入賞が成立したことに基づいて第１の実施の形態における補助演出が行われ
るものが考えられる。
【０４２１】
　また、ＢＢ役に当選してからＢＢ入賞が成立するまでの期間に基づいて、ＢＢゲームが
終了した後の演出態様が異なっていてもよい。
【０４２２】
　（１０）上記第３、４の実施の形態では、ＢＢ役に当選した後に投入枚数カウンタエリ
ア１５３ｅの値が「１５」を上回る場合に示唆演出が行われたが、かかる構成に限定しな
い。
【０４２３】
　すなわち、示唆演出が行われるための投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値は任意であ
る。例えば、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値が「２０」以上の場合にＢＢ入賞が成
立したことに基づいて示唆演出が行われてもよいし、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの
値が「１０」以上の場合にＢＢ入賞が成立したことに基づいて示唆演出が行われてもよい
。
【０４２４】
　また、ＢＢ役に当選した場合に、示唆演出が行われるための投入枚数カウンタエリア１
５３ｅの値を決定してもよい。この場合、主制御装置１３１のＲＯＭ１５２に示唆演出が
行われるための規定値を決定する規定値選択テーブルが設けられており、ＢＢ役に当選し
た場合、規定値選択テーブルから示唆演出が行われるための投入枚数カウンタエリア１５
３ｅの値を決定すればよい。例えば、ＢＢ役に当選した場合、規定値選択テーブルから３
～１００の値のうちいずれかが選択され、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの値がその規
定値より大きいか否かによって示唆演出を行うか否かを決定すればよい。この場合、選択
された規定値を教示するか否かは任意であり、選択された規定値を教示しなければ、示唆
演出を視認したい遊技者はＢＢ役に当選した後に選択テーブルによって決定される規定値
の最大数より多くのメダルを投入することによって（本構成の場合、１００枚より多く）
示唆演出を視認することができる。本構成においても、ＢＢ役に当選してから投入したメ
ダルの枚数に注目して遊技者は遊技を行い、遊技への注目度を高めることができる。
【０４２５】
　（１１）また、ベットされたメダルの枚数を加算することによってカウントするもので
あったがかかる構成に限定しない。すなわち、カウンタエリアにセットされた値からメダ
ルがベットされる度にベットされた枚数を減算してもよい。
【０４２６】
　この場合、例えば、投入枚数カウンタエリア１５３ｅにもともと「１６」がセットされ
ており、メダルがベットされる度にその値が減算され、投入枚数カウンタエリア１５３ｅ
の値が「０」となり、ＢＢ入賞が成立した場合に示唆演出を行えばよい。
【０４２７】
　さらに、例えば、投入枚数カウンタエリア１５３ｅにもともと「２０」がセットされて
おり、メダルがベットされる度にその値が減算され、投入枚数カウンタエリア１５３ｅの
値が３以下となった後にＢＢ入賞が成立した場合に示唆演出を行えばよい。
【０４２８】
　（１２）上記第４の実施の形態では、ＢＢ役に当選した後にベットされたメダルの枚数
をカウントしたが、かかる構成に限定しない。
【０４２９】



(66) JP 2014-100508 A 2014.6.5

10

20

30

40

50

　規定枚数以上のメダルがベットされたことに基づいて遊技が行われた場合のみ、ベット
されたメダルの枚数をカウントしてもよい。上記各実施の形態では、メダルを１～３枚ベ
ットすることによって遊技を行うことができたが、例えば、ベットできる最高枚数である
３枚のメダルがベットされたことに基づいて遊技が行われた場合のみ投入枚数カウンタエ
リア１５３ｅにその値をカウントしてもよい。この場合、図４７のメダル払出処理のステ
ップＳ１９０８においてベット枚数が３枚か否かを判定し、ベット枚数が３枚であった場
合にのみ、投入枚数カウンタエリア１５３ｅにベットされたメダルの枚数を加算すればよ
い。
【０４３０】
　（１３）上記第４の実施形態では、ＢＢ役に当選したことに基づいて示唆演出が行われ
たが、かかる構成に限定しない。
【０４３１】
　ＢＢ役等の移行契機役以外の特定役に当選したことに基づいて示唆演出が行われてもよ
い。特定役に当選した場合には、特定役の入賞が成立するまで特定役当選フラグが持ち越
されるようにすればよい。そして、特定役当選後、規定枚数のメダルがベットされたこと
に基づいて示唆演出を行えばよい。
【０４３２】
　（１４）また、ＢＢ役に当選した後に規定枚数のメダルがベットされたことに基づいて
示唆演出が行われるのではなく、ＢＢ入賞を成立させることが可能となってから規定枚数
のメダルがベットされたことに基づいて示唆演出が行われてもよい。
【０４３３】
　例えば、ＢＢ役に当選したとしても、ある条件が成立しない限りそのＢＢ役当選に基づ
いたＢＢ入賞を成立させることができない所謂ストック機において、ＢＢ入賞を成立させ
ることが可能となった後に規定枚数のメダルがベットされたことに基づいて示唆演出が行
われるものが考えられる。
【０４３４】
　（１５）上記各実施の形態では、ボーナスゲームが終了となる規定数をボーナスゲーム
において払い出したメダルの数によって判断する構成としたが、獲得したメダルの数によ
って判断してもよい。すなわち、遊技者が１枚のメダルを投入して「ベル」図柄が揃った
場合、１５枚のメダルが払い出されるが遊技者は１枚のメダルを投入しているため、獲得
枚数は１４枚となる。規定数を獲得枚数で設定することによって、１度のボーナスゲーム
で獲得できるメダルの数がほぼ同一になる。かかる構成にするならば、残払出枚数カウン
タ１５４の値を、獲得した枚数によって減算する構成にすればよい。
【０４３５】
　（１６）ＢＢゲームやＲＢゲームにおいてボーナスゲーム中に補助表示部１５に残払出
枚数を表示する構成としたが、ＢＢゲームやＲＢゲームにおいて残払出枚数を補助表示部
１５に表示しない構成としてもよい。なお、残払出枚数を表示しない構成とするならば、
補助表示部１５において残払出枚数を教示する演出を行うか、残払出枚数をランプの色や
音声で教示する等、何れかの形で遊技者に払出枚数を教示するのが望ましい。
【０４３６】
　（１７）上記各実施の形態では、ＢＢゲーム又はＲＢゲームにおいてメダルが払い出さ
れた場合、残払出枚数カウンタ１５４の値が減算されていく構成としたがかかる構成に限
定されるものではない。ＢＢゲーム又はＲＢゲームにおいてメダルが払い出された場合、
残払出枚数カウンタ１５４の値が加算されていき、残払出枚数カウンタ１５４の値が「３
４５」又は「１５０」になった場合にＢＢゲーム又はＲＢゲームが終了する構成にしても
よい。
【０４３７】
　かかる構成にするならば、メダル払出処理におけるステップＳ１３０８において払い出
されたメダル枚数を加算し、ＢＢゲーム処理におけるステップＳ１４０８において残払出
枚数カウンタ１５４の値が「３４５」か否かを判定し、ＲＢゲーム処理におけるステップ
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Ｓ１５０２では残払出枚数カウンタ１５４の値が「１５０」か否かを判定すればよい。さ
らに、ＲＢゲーム処理におけるステップＳ１５０７では、残払出枚数カウンタ１５４の値
を参照してＢＢゲームにおいて払い出されたメダルの枚数を認識できる。なお、ＲＢゲー
ム処理におけるステップＳ１５０７で残払出枚数カウンタ１５４の値を参照する構成にす
るならばＢＢゲーム処理におけるＢＢゲーム終了処理では残払出枚数カウンタ１５４の値
をクリアしないよう設定する必要が考えられる。
【０４３８】
　（１８）上記第１及び第２の実施形態では、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との
合計が、ＢＢゲームにおける規定数を上回る場合、ＲＢゲームが進行するのに伴って特定
演出を行う構成としたが、これに限定されるものではない。ＲＢゲームの最終ゲームのみ
特定演出を行ってもよい。さらに、特定演出を行うタイミングはＲＢゲーム中のみに限定
されるものではなく、ＲＢ役に当選したタイミングや、ＲＢゲームが終了した場合に、特
定演出が行われてもよい。
【０４３９】
　（１９）上記第１及び第２の実施形態では、特定演出において補助表示部１５において
メダル払出可能枚数を表示するとともに、加減算数とＲＢゲームにおけるメダル払出枚数
との合計を表示し、少女キャラクタが変身に成功する演出を行う構成とした。また、補助
演出においてはメダル払出可能枚数のみを表示し、少女キャラクタが変身に失敗する演出
を行う構成とした。しかしながら、特定演出が加減算数とＲＢゲームの払出枚数との合計
がＢＢゲームにおける規定数よりも多いことが分かる構成であれば、かかる構成に限定さ
れるものではない。例えば、特定演出は補助表示部１５に主人公キャラクタと敵キャラク
タの２種類のキャラクタを表示して対決演出を行う。そして、成立した小役図柄に応じて
主人公キャラクタが敵キャラクタに攻撃を行い、ＢＢゲームにおいて払い出されたメダル
の数と、ＲＢゲームにおいて払い出されたメダルの数との合計が、ＢＢゲームの終了条件
である規定数を上回った時点で敵役キャラクタが敗北を認める演出を行う。一方、補助演
出においては敵キャラクタが逃亡する演出を行ってもよい。特定演出と補助演出とに明確
な差異を設けることによって、特定演出が行われた場合には、ＢＢゲームに予め定められ
た規定数よりもメダル払出枚数が多いことが遊技者に容易に理解させることができる。
【０４４０】
　（２０）上記各実施の形態では、リールを３つ並列して備え、有効ラインとして５ライ
ンを有するスロットマシンについて説明したが、かかる構成に限定されるものではなく、
例えばリールを５つ並列して備えたスロットマシンや、有効ラインを７ライン有するスロ
ットマシンであってもよい。また、いわゆるＡタイプのスロットマシンに限らず、Ｂタイ
プ、Ｃタイプ、ＡタイプとＣタイプの複合タイプ、ＢタイプとＣタイプの複合タイプなど
、どのようなスロットマシンにこの発明を適用してもよい。
【０４４１】
　（２１）各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒの図柄としては、絵、数字、文字等に限らず
、幾何学的な線や図形等であってもよい。また、光や色等によって図柄を構成することも
可能であるし、立体的形状等によっても図柄を構成し得るし、これらを複合したものであ
っても図柄を構成し得る。即ち、図柄は識別性を有した情報（識別情報）としての機能を
有するものであればよい。
【０４４２】
　（２２）上記各実施の形態では、スロットマシン１０について具体化した例を示したが
、スロットマシンとパチンコ機とを融合した形式の遊技機に適用してもよい。即ち、スロ
ットマシンのうち、メダル投入及びメダル払出機能に代えて、パチンコ機のような球投入
及び球払出機能をもたせた遊技機としてもよい。かかる遊技機をスロットマシンに代えて
使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチン
コ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値た
るメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を
解消し得る。
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【０４４３】
　（２３）上記第１～第３の実施の形態では、ＲＢゲームにおいてＢＢ役、ＲＢ役の抽選
が行われない構成としたが、ＲＢゲームにおいてＲＢ役、ＢＢ役の抽選が行われる構成に
してもよい。かかる構成によれば、ＲＢゲームから再びＲＢゲーム、又はＲＢゲームから
ＢＢゲームに移行することができる。したがって、ＲＢゲームの遊技においても、ＲＢ役
又はＢＢ役に当選するか否かに注目して遊技者に遊技を行わせることができる。
【０４４４】
　（２４）特定演出が行われることを遊技者に報知する構成にしてもよい。なお、特定演
出が行われることを報知する手段としては、例えばランプ等の発光装置やスピーカ等の音
声装置が挙げられる。また、特定演出が行われることを報知し、さらに補助演出が行われ
ることも報知する構成にしてもよい。例えば、特定演出が行われる場合にスピーカ１４か
ら報知音を発生し、特定演出が行われない場合にはスピーカ１４から特定演出が行われる
場合とは異なる報知音を発生する構成が考えられる。この場合、特定演出又は補助演出が
行われる場合に発生する音を２種類設定することで、特定演出又は補助演出が行われてい
るかを遊技者は理解することができる。
【０４４５】
　（２５）上記各実施の形態では、特定演出は補助表示部１５にて行われる構成としたが
、これに限られるものではない。特定演出が光、音声等を用いられたものでもよい。例え
ば、特定演出として特定演出用の音声が報知される構成や、特定演出用の光が発せられる
構成としてもよい。
【０４４６】
　（２６）上記各実施の形態では、特別遊技状態としてＢＢゲームを用いる構成にしたが
、ＢＢゲームではなくその他の特別遊技状態でもかまわない。例えば、チャレンジボーナ
ス（以下、ＣＢ）ゲームと称する構成としてもよい。
【０４４７】
　ＣＢゲームとは、有効ライン上で入賞が成立すると、当選フラグの有無に関わらず入賞
成立役と対応する特典が付与される遊技状態である。したがって、例えばベル当選フラグ
がセットされていない場合であっても、ベル入賞が成立すれば１０枚のメダル払出が行わ
れる。そして、ＣＢゲーム状態は、メダル払出数が所定数に達した場合に終了する。さら
に、上述したＳＢ＋再遊技又はＲＢ役の抽選にＣＢゲームにおいて当選した場合もＣＢゲ
ームが終了する。
【０４４８】
　ここで、ＣＢゲームについて詳細に説明する。ＣＢゲームでは、通常ゲームとは異なる
リール制御が行われる。通常ゲームでは、ストップスイッチが操作されてから最大４図柄
分まで滑らせることが可能なリール制御が、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒについて行
われる。換言すれば、通常ゲームでは、ストップスイッチが操作されてから規定時間（１
９０ｍｓｅｃ）が経過するまでに停止させるリール制御が、各リール４２Ｌ，４２Ｍ，４
２Ｒについて行われるとも言える。一方、ＣＢゲームでは、中リール４２Ｍと右リール４
２Ｒについて上記リール制御、すなわち通常ゲームと同様のリール制御が行われるが、左
リール４２Ｌについて上記リール制御が行われない。左リール４２Ｌについては、左スト
ップスイッチ７２を操作されてから最大１図柄分までしか滑らせないリール制御が行われ
る。換言すれば、ＣＢゲーム状態では、左ストップスイッチ７２が操作されてから規定時
間より短い第２規定時間（７５ｍｓｅｃ）が経過するまでに停止させるリール制御が、左
リール４２Ｌについて行われるとも言える。
【０４４９】
　かかる構成にしても、第１～第３の実施形態においては、ＣＢ中にＲＢ役の抽選を行う
ことによって上記実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。
【０４５０】
　なお、ＣＢゲームにおいて、最大１図柄分までしか滑らないリール制御は、左リール４
２Ｌに限定されるものではなく、最初に操作されたストップスイッチに対応したリールが
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最大１図柄分までしか滑らない制御が行われてもよいし、予め定められたリールのみ最大
１図柄分しか滑らないリール制御が行われてもよい。さらには、２番目に操作されたスト
ップスイッチ又は最後に操作されたストップスイッチに対応したリールにて最大１図柄分
までしか滑らないリール制御が行われるといったように、ある順番目に操作されたストッ
プスイッチに対応したリールにて最大１図柄分しか滑らないリール制御が行われてもよい
。
【０４５１】
　（２７）上記各実施の形態では、ＲＢ役の抽選はＢＢゲームにおいてのみ行われる構成
としたが、通常ゲームにおいてもＲＢ役及びＳＢ＋再遊技役の抽選が行われる構成にして
もよい。かかる構成によれば、いずれかのボーナスに当選した場合、遊技者はＢＢ役及び
ＲＢ役に対して当選したか否かについて注目する。よって、通常ゲームにおいても遊技が
単調化することを抑制できる。かかる構成にするならば通常ゲームにおける抽選テーブル
にＲＢ役及びＳＢ＋再遊技役に対応したＩＶ及びＰＶを設定すればよい。
【０４５２】
　（２８）ＢＢゲームにおいてＲＢ役又はＳＢ＋再遊技役に当選し、ＢＢゲームが終了す
る場合に、ＢＢゲームが終了することを補助表示部１５に表示して遊技者に教示してもよ
い。ＲＢ役又はＳＢ＋再遊技役に当選したゲームにおいて、ＢＢゲームが終了することを
遊技者に教示することによって、ＢＢゲームが終わってしまうことを遊技者が混乱するこ
となく把握することができる。
【０４５３】
　（２９）ＳＢ役の抽選は、ＳＢ＋再遊技役の複数当選役のみではなく、ＳＢ役又は再遊
技役の少なくとも一方が、複数当選役ではない単独役として当選する構成にしてもよい。
かかる構成にする場合、抽選テーブルに単独でＳＢ役又は再遊技役に当選するＩＶ及びＰ
Ｖを予め設定しておけばよい。
【０４５４】
　また、ＢＢゲームにおいて単独役として再遊技役に当選する構成にすれば、再遊技役入
賞が成立した場合に、ＳＢ＋再遊技役に当選していた場合にはＢＢゲームが終了するため
、単独役の再遊技役に当選した又は複数当選役のＳＢ役＋再遊技役に当選したのかに遊技
者は注目して遊技を行うため、遊技に対する注目度を一層向上させることができる。さら
に、再遊技役入賞が成立した場合に、ＢＢゲームが終了する場合と、終了しない場合とが
発生するため、遊技が多様化し、遊技における興趣が飛躍的に向上する効果も発揮される
。
【０４５５】
　（３０）上記各実施の形態ではＳＢ＋再遊技役の抽選を行う構成としたが、ＳＢ＋最遊
技役が抽選されない構成にしてもよい。かかる構成にしてもＢＢゲーム中にＲＢ役の抽選
を行うことによってＢＢゲームにおける注目度を高めることができる。
【０４５６】
　また、ＳＢ役と同時に抽選となる複数当選役は再遊技役でなくともよい。ベル役、スイ
カ役、チェリー役等、再遊技役以外の役と同時に抽選されるよう設定されていてもよい。
【０４５７】
　（３１）上記第１及び第２の実施形態では、補助演出によって加減算数とＲＢゲームに
おける規定数との合計が、ＢＢゲームにおける規定数より少ないことを教示する構成とし
たがこれに限られるものではない。補助演出は払い出したメダルの数を一切教示しなくて
もよいし、補助演出がない構成にしてもよい。
【０４５８】
　（３２）上記各実施の形態では、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選するとＢＢゲームを
終了し、ＲＢゲームに移行し得る状態になる構成としたが、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に
当選するとＲＢゲームに移行し得る状態になり、ＲＢゲーム図柄が有効ラインに揃うこと
によってＢＢゲームが終了する構成にしてもよい。
【０４５９】
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　（３３）上記第１～第３の実施の形態では、特別遊技状態としてＢＢ及びＲＢゲームが
設定されている構成としたがかかる構成に限定されるものではない。
【０４６０】
　上記実施の形態におけるＢＢゲーム、ＲＢゲームに加え、ＣＴゲーム，ＲＴゲーム，Ａ
Ｔゲームなどが設定されている等どのような遊技機にこの発明を適用してもよい。
【０４６１】
　また、ＢＢゲーム又はＲＢゲームの少なくとも一方がなく、それにかわり、ＣＴゲーム
，ＲＴゲーム，ＡＴゲームなどが設定されていてもよい。すなわち、少なくとも２種の特
別遊技状態が設定されており、予め定められた第１特別遊技状態において当該第１特別遊
技状態とは異なる第２特別遊技状態に対応した役の抽選が行われていればよい。なお、第
２特別遊技状態は、第１特別遊技状態よりも規定数が少なく設定されていなければならな
い。例えば、ＢＢゲームにおいてＣＴゲームを発生させるか否かの抽選が行われており、
当該抽選に当選した場合にＣＴゲームに移行する構成が考えられる。この場合、ＢＢゲー
ムよりＣＴゲームの方が規定数が少なく設定されているならば、ＣＴゲームを上記実施の
形態におけるＲＢゲームとして処理を行えばよい。
【０４６２】
　（３４）ＲＢゲームにおいて払い出されるメダルの枚数としてＲＢゲームに設定されて
いる規定数を用いる構成としたがかかる構成に限定されるものではない。ＲＢゲームに払
い出されるメダル枚数の期待数が、規定数とは別途設定されており、ＢＢゲームおける規
定数を上回るか否かを判断するのに、ＢＢゲームにおけるメダル払出枚数と当該期待数と
の合計から判断する構成にしてもよい。
【０４６３】
　（３５）上記各実施の形態では、ＢＢゲーム及びＲＢゲームにそれぞれ対応した抽選テ
ーブルは、設定値に関係なく１パターンのみ設定されている構成としたがかかる構成に限
定されるものではない。ＢＢゲーム又はＲＢゲームの少なくとも一方が、設定値毎に抽選
テーブルが設定されていてもよい。かかる構成にするならば、抽選処理におけるＢＢゲー
ム及びＲＢゲーム用抽選テーブルを選択する場合に、現在の設定値に対応した抽選テーブ
ルを選択すればよい。
【０４６４】
　（３６）上記各実施の形態では、ＢＢゲーム及びＲＢゲーム中は、メダルを１枚ベット
することによって有効ラインが５ラインに設定される構成としたがかかる構成に限定され
るものではない。通常ゲームと同様、ＢＢゲーム又はＲＢゲームの少なくとも一方は、メ
ダルを３枚ベットすることによって有効ラインが５ラインに設定されてもよい。
【０４６５】
　（３７）上記各実施の形態では、円筒骨格部材５０の外周面に、図柄が印刷されたベル
トを貼付する構成としたが、円筒骨格部材とベルトとを一体形成し、このベルトの外周面
に図柄を個別に貼付する構成としてもよい。かかる場合には、この一体形成の外周面が無
端状ベルトに相当する。
【０４６６】
　（３８）上記第１及び第２の実施形態では、加減算数とＲＢゲームの払出枚数との合計
がＢＢゲームにおける規定数を上回った場合に、特定演出が行われたが、かかる構成に限
定しない。
【０４６７】
　当該合計がＢＢゲームの規定数以上になった場合に、特定演出が行われてもよい。すな
わち、当該合計とＢＢゲームの規定数とが等しい場合にも特定演出が行われる。
【０４６８】
　また、当該合計とＢＢゲームにおける規定数とが等しい場合には、特定演出及び補助演
出が行われずに、別の演出が行われてもよい。この場合、特定演出でも補助演出でもない
演出を行うことによって、当該合計とＢＢゲームにおける規定数との合計が等しかったこ
とを遊技者は好適に理解することができる。
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【０４６９】
　（３９）上記各実施の形態では、残払出枚数カウンタ１５４から役と対応する払出枚数
を減算し、その結果が０以下となった際にＢＢゲームを終了させる構成としたが、当該減
算処理において残払出枚数カウンタ１５４の減算状況を常時確認し、０となった時点でＢ
Ｂゲームが終了してもよい。例えば、ベル役入賞に伴う１５枚のメダル払出途中で規定数
（３４５枚）に到達した場合、１５枚のメダルを払い出すことなくＢＢゲームが終了する
。この場合、役と対応する払出枚数が払い出されることなくＢＢゲームが終了することと
なるが、遊技ホールが遊技者の技量レベルに応じて多大な損害を被ることや遊技者の射幸
心を過度に煽ることを抑制することが可能となる。なお、役と対応する払出枚数が払い出
されることなくＢＢゲームが終了することに対して遊技者が違和感を抱かないように、補
助表示部１５や照明部材等により種々の演出を行うことが好ましい。
【０４７０】
　（４０）上記第１，第２の実施形態では、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合
計がＢＢゲームにおける規定数以下となる場合に補助演出が行われたが、かかる構成に限
定しない。
【０４７１】
　加減算数には関係なく、ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選した場合、ＲＢ入賞が成立す
るまでの期間によって特定演出を行うか補助演出を行うかを決定してもよい。なお、成立
するまでの期間として、ＲＢ役に当選してから予め定められた遊技回が経過した場合、Ｒ
Ｂ役に当選してから予め定められてメダルの数を投入した場合、予め定められた時間が経
過した場合などが考えられる。
【０４７２】
　なお、予め定められたメダルの数を投入した場合とは、予め定められたメダルの数を遊
技に使用したことである。例えば、メダルを３枚ベットして遊技を行った場合、役入賞成
立の有無に関わらず投入したメダルの数は「３」である。
【０４７３】
　（４１）上記第３の実施形態では、示唆演出はＲＢゲームにおいて行われたが、かかる
構成に限定しない。すなわち、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計がＢＢゲー
ムにおける規定数以下となることによって示唆演出が行われるならば、示唆演出が行われ
るタイミングについては限定しない。例えば、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との
合計がＢＢゲームにおける規定数を上回った場合に、当該ＲＢゲームが終了した後に示唆
演出が行われる遊技状態に移行してもよいし、ＲＢゲームに移行した遊技回又はＲＢゲー
ム終了する遊技回において示唆演出が行われてもよい。
【０４７４】
　（４２）上記第３の実施形態では、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計がＢ
Ｂゲームにおける規定数上回る場合には示唆演出が行われなかったが、かかる構成に限定
しない。
【０４７５】
　当該合計が当該規定数を上回っていたとしても、示唆演出が行われてもよい。但し、当
該合計が当該規定数以下であった場合よりも、設定値の推測が容易になってはならない。
例えば、当該合計が当該規定数以下であった場合には、ＲＢゲームにおけるエンディング
にて示唆演出抽選が行われるものが考えられる。なお、当該合計が当該規定数を上回った
ことによって示唆演出が行われているのか又は当該合計が当該規定数以下であったことに
よって示唆演出が行われているのかを遊技者に教示するのが望ましい。
【０４７６】
　（４３）上記第３の実施形態では、加減算数とＲＢゲームの払出枚数との合計がＢＢゲ
ームにおける規定数以下となった場合に示唆演出が行われたが、かかる構成に限定しない
。
【０４７７】
　当該合計がＢＢゲームの規定数を下回った場合に、示唆演出が行われてもよい。すなわ
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【０４７８】
　また、当該合計とＢＢゲームにおける規定数とが等しい場合には、上回った場合及び下
回った場合とは異なる演出が行われてもよい。
【０４７９】
　（４４）上記第１～第３の実施の形態では、メダルの払出枚数がＢＢゲームでは３４５
枚、ＲＢゲームでは１５０枚に達するとボーナスゲームが終了する構成としたが、かかる
構成に限定されるものではない。例えば、ＢＢゲームが４００枚、ＲＢゲームが２００枚
としてもよいし、ＢＢゲームが２００枚、ＲＢゲームが１５０枚に達するとボーナスゲー
ムを終了してもよいし、ＢＢが２４５枚に設定されていてもよい。また、ＢＢ又はＲＢゲ
ームがＪＡＣゲームを備える構成にしてもよい。すなわち、ＢＢゲーム及びＲＢゲームが
終了するメダルの払出枚数の値はいくつに設定されていてもよい。
【０４８０】
　（４５）上記第３の実施形態では、加減算数とＲＢゲームにおける規定数との合計がＢ
Ｂゲームにおける規定数以下となる場合に示唆演出が行われたが、かかる構成に限定しな
い。
【０４８１】
　ＢＢゲームにおいてＲＢ役に当選した場合、ＲＢ入賞が成立するまでの期間によって示
唆演出を行うか補助演出を行うかを決定してもよい。成立するまでの期間として、ＲＢ役
に当選してから予め定められた遊技回が経過した場合、ＲＢ役に当選してから予め定めら
れてメダルの数を投入した場合、予め定められた時間が経過した場合などが考えられる。
【０４８２】
　また、加減算数によって示唆演出を行うか否かを判定するのではなく、ＢＢゲームにお
けるメダルの払出数と、ＲＢゲームにおける規定数の合計によって示唆演出を行うか否か
を判定してもよい。すなわち、ＢＢゲームにおけるメダルの払出数と、ＲＢゲームにおけ
る規定数との合計がＢＢゲームにおける規定数以下となる場合に示唆演出が行われる。こ
の場合、ＲＢ役に当選してからのメダルの増加又は減少を計算する必要がないため、上記
メダル払出処理におけるステップＳ１３０７及びステップＳ１３０８の処理が必要なくな
る。
【０４８３】
　また、ＢＢゲームにおけるメダルの払出数と、ＲＢゲームにおける規定数との合計がＢ
Ｂゲームにおける規定数を上回る場合にＲＢ役に当選し、さらに、加減算数とＲＢゲーム
における規定数との合計がＢＢゲームにおける規定数以下となる場合に示唆演出が行われ
てもよい。すなわち、ＢＢゲームにおけるメダルの払出数と、ＲＢゲームにおける規定数
との合計がＢＢゲームにおける規定数を上回る場合にＲＢ役に当選し、その後に、加減算
数とＲＢゲームにおける規定数との合計がＢＢゲームにおける規定数以下となるまでメダ
ルが減少してしまった場合に示唆演出が行われるようにしてもよい。この場合、第３の実
施形態と比して、ＲＢゲームにおいて過度に示唆演出が行われることを抑制し、遊技者が
容易に設定値を推測してしまうことが可能となる。
【符号の説明】
【０４８４】
　１０…遊技機としてのスロットマシン、１５…演出実行手段としての補助表示部、４２
Ｌ，４２Ｍ，４２Ｒ…周回体としての左リール，中リール，右リール、６１Ｌ，６２Ｍ，
６２Ｒ…駆動手段としてのステッピングモータ、７１…始動操作手段としてのスタートレ
バー、７２～７４…停止操作手段としてのストップスイッチ、７５…投入手段を構成する
メダル投入口、７７～７９…投入手段を構成するクレジット投入スイッチ、９１…払出手
段を構成するホッパ装置、１１１…演出制御手段としての表示制御装置、１３１…主制御
装置。
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