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(57)【要約】

（修正有）

【課題】演出の流れを阻害することなく、攻略性を排除
しつつ、適正なペナルティを実行可能とする遊技機を提
供する。
【解決手段】ＡＴ状態終了時からのゲーム数をカウント
するゲーム数カウンタのカウント値が所定値に達した場
合に、ＡＴ準備状態に移行させることができるとともに
、通常状態中に、ゲーム数カウンタのカウント値が所定
値に達するまでの間の特定値に達した場合には、所定の
前兆演出を実行可能である。ゲーム数カウンタのカウン
ト値が特定値に達する前に、変則押しがされた場合には
ただちにペナルティを実行し、ゲーム数カウンタのカウ
ント値が特定値に達した後に、変則押しがされた場合に
は、ＡＴ準備状態に移行した後にペナルティを実行する
。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の図柄を表示した複数の回転リールと、
前記複数の回転リールの回転を開始させるためのスタートスイッチと、
回転中の前記回転リールを個々に停止させるための複数のストップスイッチと、
前記スタートスイッチ、前記ストップスイッチの操作に基づき前記回転リールの回転及
び停止を制御する遊技制御手段と、
遊技の進行に伴う演出を制御する演出制御手段とを備え、
遊技結果に基づいて、所定の利益を付与するように形成された遊技機であって、
前記演出制御手段の制御に基づく演出状態として、前記ストップスイッチの操作態様に
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関する報知を行う補助演出が行われる補助演出状態と、前記補助演出状態に移行する準備
段階である補助演出準備状態と、それらの状態に該当しない通常状態とが設けられ、
前記演出制御手段は、前記補助演出状態の実行に基づく所定の契機からのゲーム数をカ
ウントするゲーム数カウンタを備え、このゲーム数カウンタのカウント値が所定値に達し
た場合に、演出状態を、前記通常状態から前記補助演出準備状態に移行させることができ
るとともに、前記通常状態中において、所定のペナルティ実行契機が発生した場合には、
前記補助演出状態に関わる所定のペナルティを実行可能に形成された遊技機において、
前記演出制御手段は、
前記通常状態中に、前記ゲーム数カウンタのカウント値が前記所定値に達するまでの間
の特定値に達した場合には、前記補助演出状態への移行の可能性を示唆する移行示唆演出
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を実行可能であり、
前記ゲーム数カウンタのカウント値が前記特定値に達する前に、前記ペナルティ実行契
機が発生した場合にはただちにペナルティを実行し、前記ゲーム数カウンタのカウント値
が前記特定値に達した後であって前記補助演出準備状態へ移行する前に、前記ペナルティ
実行契機が発生した場合には、前記補助演出準備状態に移行した後にペナルティを実行可
能に形成されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記演出制御手段は、前記移行示唆演出において、前記補助演出状態への移行確定を示
唆する演出を実行可能であり、前記通常状態中に、前記ゲーム数カウンタのカウント値が
前記特定値に達した後に前記ペナルティ実行契機が発生した場合であって、前記補助演出
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状態への移行確定が示唆される移行示唆演出が実行される場合に、前記補助演出準備状態
に移行した後のペナルティを実行することを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
前記演出制御手段は、前記移行示唆演出において、前記補助演出状態への移行が確定し
たことの報知を実行可能であり、前記通常状態中に、前記ゲーム数カウンタのカウント値
が前記特定値に達した後であって前記補助演出準備状態へ移行する前に前記ペナルティ実
行契機が発生し、かつ前記補助演出状態への移行が確定したことの報知が実行される場合
、あるいは実行される可能性がある場合に、前記補助演出準備状態に移行した後のペナル
ティを実行することを特徴とする請求項１又は２記載の遊技機。
【請求項４】
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前記ゲーム数カウンタのカウント値が前記特定値に達した後であって前記補助演出準備
状態へ移行する前に、前記ペナルティ実行契機が発生した場合には、前記補助演出準備状
態中にペナルティを実行可能に形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれ
か１項に記載の遊技機。
【請求項５】
前記演出状態として、前記通常状態中に前記ゲーム数カウンタのカウント値が前記特定
値に達する前に、所定の契機に該当することより開始され、あらかじめ定められたゲーム
数の実行により終了する特別演出状態をさらに備え、
前記特別演出状態中において、特定の役が当選又は入賞した場合には、前記ゲーム数カ
ウンタのカウント値が前記所定値に達する前であっても、ただちに前記補助演出準備状態
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に移行可能に形成され、
前記特別演出状態中に、前記ペナルティ実行契機が発生した場合には、前記特別演出状
態が終了した後にペナルティを実行可能に形成されていることを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか１項に記載の遊技機。
【請求項６】
前記演出制御手段は、前記通常状態中に前記ゲーム数カウンタのカウント値が前記特定
値に達する前において、所定条件に該当した場合には、前記通常状態から前記補助演出準
備状態への移行を決定可能であるとともに、所定条件に該当して前記補助演出状態への移
行が決定された場合には、前記補助演出準備状態に移行する前に、前記補助演出状態への
移行が確定したことの報知が行われ得る所定ゲームにわたる特定演出を実行可能であり、
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前記特定演出の実行中に、前記ペナルティ実行契機が発生した場合には、前記補助演出
準備状態に移行した後にペナルティを実行可能に形成されていることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載の遊技機。
【請求項７】
複数の図柄を表示した複数の回転リールと、
前記複数の回転リールの回転を開始させるためのスタートスイッチと、
回転中の前記回転リールを個々に停止させるための複数のストップスイッチと、
前記スタートスイッチ、前記ストップスイッチの操作に基づき前記回転リールの回転及
び停止を制御する遊技制御手段と、
遊技の進行に伴う演出を制御する演出制御手段とを備え、
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遊技結果に基づいて、所定の利益を付与するように形成された遊技機であって、
前記演出制御手段の制御に基づく演出状態として、前記ストップスイッチの操作態様に
関する報知を行う補助演出が行われる補助演出状態と、前記補助演出状態に移行する準備
段階である補助演出準備状態と、それらの状態に該当しない通常状態とが設けられ、
前記演出制御手段は、前記通常状態中において、所定のペナルティ実行契機が発生した
場合には、前記補助演出状態に関わる所定のペナルティを実行可能に形成された遊技機に
おいて、
前記演出状態として、所定の契機に該当することより開始され、あらかじめ定められた
ゲーム数の実行により終了する特別演出状態をさらに備え、
前記演出制御手段は、前記特別演出状態中において、特定の役が当選又は入賞した場合
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には、前記補助演出準備状態に移行可能に形成され、
前記特別演出状態中に、前記ペナルティ実行契機が発生した場合には、前記特別演出状
態が終了した後にペナルティを実行可能に形成されていることを特徴とする遊技機。
【請求項８】
複数の図柄を表示した複数の回転リールと、
前記複数の回転リールの回転を開始させるためのスタートスイッチと、
回転中の前記回転リールを個々に停止させるための複数のストップスイッチと、
前記スタートスイッチ、前記ストップスイッチの操作に基づき前記回転リールの回転及
び停止を制御する遊技制御手段と、
遊技の進行に伴う演出を制御する演出制御手段とを備え、
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遊技結果に基づいて、所定の利益を付与するように形成された遊技機であって、
前記演出制御手段の制御に基づく演出状態として、前記ストップスイッチの操作態様に
関する報知を行う補助演出が行われる補助演出状態と、前記補助演出状態に移行する準備
段階である補助演出準備状態と、それらの状態に該当しない通常状態とが設けられ、
前記演出制御手段は、前記通常状態中において、所定のペナルティ実行契機が発生した
場合には、前記補助演出状態に関わる所定のペナルティを実行可能に形成された遊技機に
おいて、
前記演出制御手段は、前記通常状態中に所定条件に該当した場合には、前記通常状態か
ら前記補助演出状態への移行を決定可能であるとともに、所定条件に該当して前記補助演
出状態への移行が決定された場合には、前記補助演出状態に移行する前に、前記補助演出
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状態への移行が確定したことの報知が行われ得る所定ゲームにわたる特定演出を実行可能
であり、
前記特定演出の実行中に、前記ペナルティ実行契機が発生した場合には、前記特定演出
が終了した後にペナルティを実行可能に形成されてい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】
この発明は、制御装置の制御に基づき作動する遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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この種の遊技機、例えばスロットマシンにおいては、スタートスイッチの操作に基づき
当選か否かの役抽選が行われるとともに複数の回転リールが回転開始し、ストップスイッ
チの操作に基づき回転している回転リールが停止し、回転リールが全て停止したときに表
示される図柄組合せに応じて、入賞メダルが払い出されたり、通常よりも有利な有利遊技
状態に移行するように形成されている。有利遊技状態には、役抽選における当選確率を高
くして入賞メダルの払い出し率を高くしたボーナスゲームの他に、役抽選の結果に関する
情報、例えば当選役を入賞させることができるストップスイッチの操作順番などを遊技者
に報知（ナビ）して、報知に従いストップスイッチを操作することにより有利な遊技結果
を得られるようにしたＡＴやＡＲＴなどが知られている。
【０００３】
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かかるＡＴを搭載している遊技機においては、ＡＴでない場合にＡＴ役が入賞したり遊
技状態が移行したりすることを防ぐために、通常状態における停止操作の態様を所定の態
様（例えば左第一停止）とする決まりを設けている。そして、この決まりが守られない場
合には、ＡＴの開始時期を遅延させたり所定のナビを行わない等のペナルティが付与され
る。例えば特許文献１には、禁止操作手順などによりペナルティに該当した場合には、ペ
ナルティが付与されない特定遊技潜伏期間のゲーム数と、ペナルティゲーム数を足したゲ
ーム数を消化することにより、特定遊技（ＡＴ）が開始されるようにした遊技機が開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１０−７５７５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ここで、ＡＴ終了後、所定ゲーム数の消化により次のＡＴが開始される、いわゆる天井
を設けている遊技機の場合、ＡＴ開始が近くなると、ＡＴへの移行確定を報知する演出が
行われる場合がある。このような場合に、ＡＴの開始時期を遅延させるペナルティを行う
と、例えば液晶画面などによってＡＴに移行することを表示する確定表示がされているに
もかかわらず、ＡＴが発動しないという不都合が生じる場合がある。
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一方、ＡＴ開始が近くなり確定演出が出現し得る状況でペナルティに該当する行為が行
われた場合、全くペナルティを付与しない仕様にすると、ＡＴ終了後のゲーム数が、次の
ＡＴが開始されると推測されるゲーム数に近くなったときには、ペナルティに該当する行
為、例えばあらかじめ設定されたストップスイッチの操作態様を遵守しない場合でも、ペ
ナルティがかからないということになる。そうすると、通常時には入賞し得ない役を入賞
させるなどして獲得メダルを増やし、有利な結果を得ることができるという攻略性が生ま
れてしまう。
【０００６】
また、ＡＴ開始が近くなったときにはペナルティを行わず、例えばＡＴ終了後にペナル
ティを実行するようにすると、ペナルティ行為を行った遊技者ではなく、次にその遊技機
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で遊技を行う遊技者がペナルティを被る場合が生じ、公平性に欠ける。
そこで、本願発明は、演出の流れを阻害することなく、攻略性を排除しつつ、適正なペ
ナルティを実行可能とする遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、上記した目的を達成するためになされたものであり、本発明の特徴点を図面
に示した発明の実施の形態を用いて、以下に説明する。
なお、括弧内の符号は、発明の実施の形態において用いた符号を示し、本発明の技術的
範囲を限定するものではない。
（第１の発明）
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第１の発明の発明は、複数の図柄を表示した複数の回転リール(40)と、前記複数の回転
リール(40)の回転を開始させるためのスタートスイッチ(30)と、回転中の前記回転リール
(40)を個々に停止させるための複数のストップスイッチ(50)と、前記スタートスイッチ(3
0)、前記ストップスイッチ(50)の操作に基づき前記回転リール(40)の回転及び停止を制御
する遊技制御手段（メイン制御装置21）と、遊技の進行に伴う演出を制御する演出制御手
段（サブ制御装置22）とを備え、遊技結果に基づいて、所定の利益を付与するように形成
された遊技機であって、前記演出制御手段(22)の制御に基づく演出状態として、前記スト
ップスイッチ(50)の操作態様に関する報知を行う補助演出（ＡＴ）が行われる補助演出状
態（ＡＴ又はＡＲＴ状態）と、前記補助演出状態に移行する準備段階である補助演出準備
状態（準備状態）と、それらの状態に該当しない通常状態（サブ通常状態）とが設けられ
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、前記演出制御手段(22)は、前記補助演出状態の実行に基づく所定の契機からのゲーム数
をカウントするゲーム数カウンタ（実行ゲーム数カウンタ142）を備え、このゲーム数カ
ウンタ(142)のカウント値が所定値(M)に達した場合に、演出状態を、前記通常状態から前
記補助演出準備状態に移行させることができるとともに、前記通常状態中において、所定
のペナルティ実行契機が発生した場合には、前記補助演出状態に関わる所定のペナルティ
を実行可能に形成された遊技機に係る。
【０００８】
そして、前記演出制御手段(22)は、前記通常状態中に、前記ゲーム数カウンタ(142)の
カウント値が前記所定値(M)に達するまでの間の特定値(P)に達した場合には、前記補助演
出状態への移行の可能性を示唆する移行示唆演出（前兆演出）を実行可能であり、前記ゲ
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ーム数カウンタ(142)のカウント値が前記特定値(P)に達する前に、前記ペナルティ実行契
機が発生した場合にはただちにペナルティを実行し、前記ゲーム数カウンタ(142)のカウ
ント値が前記特定値に達した後であって前記補助演出準備状態へ移行する前に、前記ペナ
ルティ実行契機が発生した場合には、前記補助演出準備状態に移行した後にペナルティを
実行可能に形成されていることを特徴とする。
【０００９】
（作用・効果）
本発明には、補助演出状態が所定ゲーム数の消化により開始される、いわゆる天井機能
を有する遊技機に係る。
本発明において、通常状態中であってゲーム数カウンタ(142)のカウント値が特定値(P)
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に達する前に、所定のペナルティ実行契機が発生した場合には、所定のペナルティがただ
ちに実行される。ここで、「ペナルティ実行契機が発生」とは、遊技者が遊技の進行に伴
い行う行為や、遊技者の行為に起因して起こり得る現象が、ペナルティ付与の対象となる
行為や現象に合致することである。例えばストップスイッチ(50)の操作態様が、禁止され
ている態様に合致していること（又は推奨されている態様と合致していないこと）や、表
示させてはいけない特定の図柄組合せが表示されること（又は表示させるべき特定の図柄
組合せが表示されないこと）が該当する。またここで、「所定のペナルティ」とは、遊技
者が受ける一定の不利益であって、例えば、ゲーム数カウンタ(142)のカウントを停止し
て補助演出状態の開始を遅延させることや、遊技者に有利な結果をもたらす報知を行わな
いことなどが該当する。
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【００１０】
また、本発明において、ゲーム数カウンタ(142)のカウント値が特定値(P)に達した後、
つまり、移行示唆演出が実行され得る期間中にペナルティ実行契機が発生した場合には、
ペナルティの実行を留保して、補助演出準備状態に移行した後にペナルティを実行する。
移行示唆演出には、補助演出状態への移行が確定していることを示唆する演出が含まれて
いてもよい。ここで、補助演出準備状態に移行した後に行われるペナルティは、ゲーム数
カウンタ(142)のカウント値が特定値(P)に達する前に行われるペナルティと、同種のもの
であってもよいし、異なる態様のものであってもよい。異なる態様のペナルティを実行す
る場合には、遊技者が受ける不利益が同等となるように設定するのが好ましい。
【００１１】
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本発明によれば、移行示唆演出において補助演出状態への移行や移行確定が示唆されて
いるのに、補助演出準備状態に移行しない（補助演出状態が開始されない）という不都合
を防止できる。
また、移行示唆演出が行われ得る期間は、遊技者がペナルティに該当する行為をしても
ペナルティが実行されないが、そのペナルティに該当する行為に対しては、補助演出準備
状態に移行してから対処される。補助演出準備状態は、いわば補助演出状態への移行待ち
状態であるので、遊技者がこの状態で遊技を中止することは考えにくい。したがって、ペ
ナルティが実行されない期間中にペナルティに該当する行為を行って不当な利益を得たと
しても、その後にペナルティが付与されるので意味が無く、攻略性が生じないとともに、
他の遊技者がペナルティを被ることもなく、公平性を保つことができる。
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【００１２】
さらに、本発明では、移行示唆演出が行われ得る期間中は、移行示唆演出が実際に行わ
れるか否かや、移行示唆演出の内容にかわらず、一律にペナルティの実行を留保すること
ができる。これにより、ペナルティの有無によって演出態様を変更させたり演出の有無に
よってペナルティの実行の有無を判断する必要がなく、制御を簡素化することができる。
（第２の発明）
第２の発明の発明は、上記した第１の発明の特徴点に加え、前記演出制御手段(22)は、
前記移行示唆演出において、前記補助演出状態への移行確定を示唆する演出を実行可能で
あり、前記通常状態中に、前記ゲーム数カウンタ(142)のカウント値が前記特定値(P)に達
した後に前記ペナルティ実行契機が発生した場合であって、前記補助演出状態への移行確
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定が示唆される移行示唆演出が実行される場合に、前記補助演出準備状態に移行した後の
ペナルティを実行することを特徴とする。
【００１３】
（作用・効果）
本発明は、ペナルティの実行が留保される場合を限定したものである。すなわち、移行
示唆演出において、補助演出状態への移行確定を示唆する演出が行われる場合にはペナル
ティの実行を留保するが、補助演出状態への移行確定を示唆する演出が行われない場合に
は、直ちにペナルティを実行可能としたものである。
ここで、「補助演出状態への移行確定が示唆される移行示唆演出が実行される場合」に
は、かかる移行示唆演出が実行されている場合と、かかる移行示唆演出の実行が決定され
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ている場合が含まれる。
【００１４】
本発明によれば、ペナルティ実行契機が発生した場合に、移行示唆演出が行われ得る期
間から補助演出準備状態にいたるまでの演出の流れを阻害することなく、かつ、ペナルテ
ィを行った遊技者に対してできるだけ早期にペナルティを課すことができる。
（第３の発明）
第３の発明は、上記した第１又は第２の発明の特徴点に加え、前記演出制御手段(22)は
、前記移行示唆演出において、前記補助演出状態への移行が確定したことの報知を実行可
能であり、前記通常状態中に、前記ゲーム数カウンタ(142)のカウント値が前記特定値に
達した後であって前記補助演出準備状態へ移行する前に前記ペナルティ実行契機が発生し
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、かつ前記補助演出状態への移行が確定したことの報知が実行される場合、あるいは実行
される可能性がある場合に、前記補助演出準備状態に移行した後のペナルティを実行する
ことを特徴とする。
【００１５】
（作用・効果）
本発明によれば、補助演出状態への移行が確定したことの報知が実行される場合のみ、
遊技者がペナルティに該当する行為をしてもペナルティが実行されないので、移行示唆演
出が行われ得る期間から補助演出準備状態にいたるまでの演出の流れを阻害することなく
、極力ペナルティを実行することができる。
（第４の発明）

10

第４の発明は、上記した第１から第３のいずれかの発明の特徴点に加え、前記ゲーム数
カウンタ(142)のカウント値が前記特定値に達した後であって前記補助演出準備状態へ移
行する前に、前記ペナルティ実行契機が発生した場合には、前記補助演出準備状態中にペ
ナルティを実行可能に形成されていることを特徴とする。
【００１６】
（作用・効果）
本発明は、留保されていたペナルティの実行時期を限定したものである。
本発明によれば、ゲーム数カウンタ(142)のカウント値が特定値に達する前に行われた
ペナルティ行為によっても、ゲーム数カウンタ(142)のカウント値が特定値に達した後に
行われたペナルティ行為によっても、補助演出状態に移行する前にペナルティを課すこと
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ができる。
（第５の発明）
第５の発明は、上記した第１から第４のいずれかの発明の特徴点に加え、前記演出状態
として、前記通常状態中に前記ゲーム数カウンタ(142)のカウント値が前記特定値に達す
る前に、所定の契機に該当することより開始され、あらかじめ定められたゲーム数の実行
により終了する特別演出状態をさらに備え、前記特別演出状態中において、特定の役が当
選又は入賞した場合には、前記ゲーム数カウンタ(142)のカウント値が前記所定値に達す
る前であっても、ただちに前記補助演出準備状態に移行可能に形成され、前記特別演出状
態中に、前記ペナルティ実行契機が発生した場合には、前記特別演出状態が終了した後に
ペナルティを実行可能に形成されていることを特徴とする。
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【００１７】
（作用・効果）
ここで、「特別演出状態の終了後」とは、補助演出準備状態に移行しないまま特別演出
状態が終了した場合には通常状態が該当し、特別演出状態から補助演出準備状態に移行し
た場合には、補助演出準備状態又は補助演出状態が該当する。
本発明によれば、ゲーム数カウンタ(142)のカウント値が特定値に達する前に、補助演
出状態に移行可能な設定を有している場合においても、遊技者が補助演出状態への移行を
知っているのに補助演出状態が開始されないという不都合を防止できる。
（第６の発明）
第６の発明は、上記した第１から第５のいずれかの発明の特徴点に加え、前記演出制御
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手段(22)は、前記通常状態中に前記ゲーム数カウンタ(142)のカウント値が前記特定値に
達する前において、所定条件に該当した場合には、前記通常状態から前記補助演出準備状
態への移行を決定可能であるとともに、所定条件に該当して前記補助演出状態への移行が
決定された場合には、前記補助演出準備状態に移行する前に、前記補助演出状態への移行
が確定したことの報知が行われ得る所定ゲームにわたる特定演出を実行可能であり、前記
特定演出の実行中に、前記ペナルティ実行契機が発生した場合には、前記補助演出準備状
態に移行した後にペナルティを実行可能に形成されていることを特徴とする。
【００１８】
（作用・効果）
ここで、通常状態から補助演出準備状態へと移行可能とする所定条件は、例えば、役抽

50

(8)

JP 2014‑79346 A 2014.5.8

選の結果特定の役が当選した場合に行われる、補助演出状態に移行させるか否かの抽選（
ＡＴ実行抽選）に当選した場合とすることができる。
本発明によれば、第６の発明と同様の効果を得ることができる。
（第７の発明）
第７の発明は、複数の図柄を表示した複数の回転リール(40)と、前記複数の回転リール
(40)の回転を開始させるためのスタートスイッチ(30)と、回転中の前記回転リール(40)を
個々に停止させるための複数のストップスイッチ(50)と、前記スタートスイッチ(30)、前
記ストップスイッチ(50)の操作に基づき前記回転リール(40)の回転及び停止を制御する遊
技制御手段（メイン制御装置21）と、遊技の進行に伴う演出を制御する演出制御手段（サ
ブ制御装置22）とを備え、遊技結果に基づいて、所定の利益を付与するように形成された
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遊技機であって、前記演出制御手段(22)の制御に基づく演出状態として、前記ストップス
イッチ(50)の操作態様に関する報知を行う補助演出（ＡＴ）が行われる補助演出状態（Ａ
Ｔ又はＡＲＴ状態）と、前記補助演出状態に移行する準備段階である補助演出準備状態（
準備状態）と、それらの状態に該当しない通常状態（サブ通常状態）とが設けられ、前記
演出制御手段(22)は、前記通常状態中において、所定のペナルティ実行契機が発生した場
合には、前記補助演出状態に関わる所定のペナルティを実行可能に形成された遊技機に係
る。
【００１９】
そして、本発明に係る遊技機は、前記演出状態として、前記通常状態中に前記ゲーム数
カウンタ(142)のカウント値が前記特定値に達する前に、所定の契機に該当することより
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開始され、あらかじめ定められたゲーム数の実行により終了する特別演出状態をさらに備
え、前記演出制御手段(22)は、前記特別演出状態中において、特定の役が当選又は入賞し
た場合には、前記補助演出準備状態に移行可能に形成され、前記特別演出状態中に、前記
ペナルティ実行契機が発生した場合には、前記特別演出状態が終了した後にペナルティを
実行可能に形成されていることを特徴とする。
（作用・効果）
本発明は、特別演出状態中に行われたペナルティ行為に対するペナルティが、特別演出
状態の終了後に実行されるようにしたものである。「特別演出状態の終了後」は、第５の
発明について説明した内容と同様である。
【００２０】
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本発明によっても、遊技者が補助演出状態への移行を知っているのに補助演出状態が開
始されないという不都合を防止できる。
（第８の発明）
第８の発明は、複数の図柄を表示した複数の回転リール(40)と、前記複数の回転リール
(40)の回転を開始させるためのスタートスイッチ(30)と、回転中の前記回転リール(40)を
個々に停止させるための複数のストップスイッチ(50)と、前記スタートスイッチ(30)、前
記ストップスイッチ(50)の操作に基づき前記回転リール(40)の回転及び停止を制御する遊
技制御手段（メイン制御装置21）と、遊技の進行に伴う演出を制御する演出制御手段（サ
ブ制御装置22）とを備え、遊技結果に基づいて、所定の利益を付与するように形成された
遊技機であって、前記演出制御手段(22)の制御に基づく演出状態として、前記ストップス
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イッチ(50)の操作態様に関する報知を行う補助演出（ＡＴ）が行われる補助演出状態（Ａ
Ｔ又はＡＲＴ状態）と、前記補助演出状態に移行する準備段階である補助演出準備状態（
準備状態）と、それらの状態に該当しない通常状態（サブ通常状態）とが設けられ、前記
演出制御手段(22)は、前記通常状態中において、所定のペナルティ実行契機が発生した場
合には、前記補助演出状態に関わる所定のペナルティを実行可能に形成された遊技機に係
る。
【００２１】
そして、前記演出制御手段(22)は、前記通常状態中において、所定条件に該当した場合
には、前記通常状態から前記補助演出状態への移行を決定可能であるとともに、所定条件
に該当して前記補助演出状態への移行が決定された場合には、前記補助演出状態に移行す
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る前に、前記補助演出状態への移行が確定したことの報知が行われ得る所定ゲームにわた
る特定演出を実行可能であり、前記特定演出の実行中に、前記ペナルティ実行契機が発生
した場合には、前記特定演出が終了した後にペナルティを実行可能に形成されていること
を特徴とする。
（作用・効果）
本発明は、補助演出状態への移行が確定している場合に行われ得る特定演出中に行われ
たペナルティ行為に対するペナルティが、特定演出が終了した後に実行されるようにした
ものである。「特定演出の終了後」には、補助演出準備状態中と、補助演出中が含まれる
。
【００２２】
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本発明によっても、遊技者が補助演出状態への移行を知っているのに補助演出状態が開
始されないという不都合を防止できる。
【発明の効果】
【００２３】
本発明は、以上のように構成されているので、演出の流れを阻害することなく、攻略性
を排除しつつ、適正なペナルティを実行可能とする遊技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第一の実施の形態であって、スロットマシンの外観正面図である。
【図２】第一の実施の形態であって、スロットマシンの入力、出力及び制御装置を示すブ
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ロック図である。
【図３】第一の実施の形態であって、回転リールの図柄配列を示す図である。
【図４】第一の実施の形態であって、役に対応する図柄組合せを示す図である。
【図５】第一の実施の形態であって、役抽選テーブルの当選領域を示す図である。
【図６】第一の実施の形態であって、メイン状態の移行を示す図である。
【図７】第一の実施の形態であって、サブ状態の移行を示す図である。
【図８】第一の実施の形態であって、ＡＲＴの終了から開始までを示すタイムチャートで
ある。
【図９】第一の実施の形態であって、メイン制御装置の制御に基づくスロットマシンの作
動の概略を示すフローチャートである。
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【図１０】第一の実施の形態であって、サブ制御装置の制御に基づくサブ処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１１】第一の実施の形態であって、サブ処理のうちの通常時における処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１２】第一の実施の形態であって、サブ処理のうちの準備中における処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】第一の実施の形態であって、サブ処理のうちのＡＲＴ中の処理を示すフローチ
ャートである。
【図１４】本発明の第二の実施の形態であって、サブ処理のうちの準備中における処理を
示すフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００２５】
本発明の好適な実施の形態を、遊技機としてスロットマシンを例に、第一の実施の形態
から第三の実施の形態に分けて、図面に基づき説明する。
（第一の実施の形態）
（スロットマシン10）
第一の実施の形態におけるスロットマシン10は、図１に示すように、正面側が開口する
方形箱状の筐体11と、この筐体11の正面開口を開閉自在に設けられた前扉３を有している
。前記筐体11の内部において、開口上部には、３個の回転リール40を有するリールユニッ
ト60が設置され、開口下部には、ホッパーユニット65と、電源ユニット５が設けられてい
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る。また、前記リールユニット60の上方には、スロットマシン10の全体の動作を制御する
ための制御装置20が配置されている。
【００２６】
前記前扉３は、筐体11にヒンジ（図示せず）を介して水平方向に回動自在に取り付けら
れた板状の扉である。前扉３には、図１に示すように、遊技者側に向かって臨む正面パネ
ル12が設けられており、正面パネル12には、３個の回転リール40の図柄を視認可能な図柄
表示窓13が形成されている。そして、この図柄表示窓13の下方であってスロットマシン10
の高さ方向略中央部は、スロットマシン10を作動させるための操作手段が設けられたカウ
ンター状の操作部3Aとなっている。操作手段としては、メダル投入口14、ベットスイッチ
16、精算スイッチ17、スタートスイッチ30、ストップスイッチ50が設けられている。なお
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、操作スイッチとしては、その操作によりスロットマシン10により行われる演出に関わる
選択を行うことができる演出選択スイッチが設けられていてもよい。前扉３の下部には、
ホッパーユニット65から払い出されたメダルを受ける下皿3Bが設けられている。また、メ
ダル投入口14の下方であって前扉３の裏側には、投入メダルを検知しメダルを判別するた
めのメダルセレクター４が設けられている。
【００２７】
前記リールユニット60は、筐体11の内部に収納される枠体に固定された３個のステッピ
ングモータ（図示せず）と、各ステッピングモータの出力軸に固定された３個の回転リー
ル40から構成されている。ここで、３個の回転リール40について、個々の回転リール40を
特定して説明する場合には、正面視したときに左側に位置する回転リール40を左リール41
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と称し、中央に位置する回転リール40を中リール42と称し、右側に位置する回転リール40
を右リール43と称するものとし、個々の回転リール40を特定しない場合には、単に回転リ
ール40というものとする。
各回転リール40は、合成樹脂からなる回転ドラムと、この回転ドラムの周囲に貼付され
るテープ状のリールテープとを備えている。このリールテープの表面には、図３に示すよ
うに、「赤７」、「青７」、「リプレイ」、「スイカ」、「ベルａ」、「ベルｂ」、「ベ
ルｃ」、「ＢＡＲ」、「チェリー」などの図柄が、１つの回転リール40につき２１個ずつ
、表示されている。なお、「ダミー」は、何の役にも対応付けられていない図柄である。
また、図３において左端の数字は、各図柄を特定するための図柄番号を示している。
【００２８】
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そして、スロットマシン10を正面視したとき、図柄表示窓13からは、各回転リール40の
図柄がそれぞれ３個ずつ、合計９個視認できるようになっている。
また、特に図示しないが、各回転リール40には、リールユニット60に設けられたインデ
ックスセンサ60A（図２参照）に検知される検知部としてのスタートインデックスが設け
られている。スタートインデックスは、例えば回転ドラムの内側や回転ドラムとステッピ
ングモータをつなぐスポークに設けられた突片とすることができる。
前記ホッパーユニット65は、図１に示すように、筐体11の内部に設けられた払い出し装
置であって、遊技の結果に基づいて、遊技者にメダルを払い出すためのものである。前記
電源ユニット５は、スロットマシン10の主電源のＯＮ／ＯＦＦを行うためのものである。
【００２９】

40

（制御装置20）
上記制御装置20は、図示しないが、ＣＰＵを中心に構成され、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ
等を備えている。ここでＣＰＵは、１個に限定されず、二個以上のＣＰＵで制御するよう
にしてもよい。また、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びＩ／Ｏ等は一体化されてワンチップを
構成してもよい。そして、ＣＰＵがＲＯＭに記憶されたプログラムを読み込むことで、図
２に示すように、メイン制御装置21及びサブ制御装置22を構成する。
ここで、メイン制御装置21の制御に基づくスロットマシン10の作動状態をメイン状態と
いい、サブ制御装置22の制御に基づくスロットマシン10の作動状態をサブ状態（演出状態
）という。また、メイン状態とサブ状態とにより特定されるスロットマシン10の全体とし
ての作動状態を遊技状態というものとする。
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【００３０】
そして、制御装置20の入力側には、図２に示すように、メダルセンサ15、ベットスイッ
チ16、精算スイッチ17、スタートスイッチ30、ストップスイッチ50、インデックスセンサ
60Aの各パーツが接続されている。
前記メダルセンサ15は、図１に示すように、メダルセレクター４に内蔵された検知セン
サであって、投入された遊技メダルの通過を検知するものである。
前記ベットスイッチ16は、カウンター状の操作部3Aの上面左側に設けられたボタンスイ
ッチであって、クレジットをメダル投入に代えるためのものである。ここで、クレジット
とは、次ゲーム以降に使用するためのメダルをあらかじめ遊技機内部に貯留しておくこと
であり、スロットマシン10は、メダル投入口14から投入されたメダル、又は入賞により払

10

い出されるメダルを、最大５０枚まで、遊技機内部に貯留する扱いができるように形成さ
れている。
【００３１】
前記精算スイッチ17は、操作部3Aの上面左端に設けられたボタンスイッチであって、ク
レジットを払い戻すためのものである。
前記スタートスイッチ30は、操作部3Aの正面左側に設けられたレバー状のスイッチであ
って、回転リール40を回転開始させるためのものである。スタートスイッチ30の筐体内部
側には、特に図示しないが、レバーの位置移動を検出する接触センサあるいは遮光センサ
が設けられており、センサの検出信号がスタートスイッチ30の操作信号として扱われるよ
うになっている。

20

ストップスイッチ50は、操作部3Aの正面中央部に設けられた３個のボタンスイッチであ
って、回転中の回転リール40を停止させるためのものである。ここで、３個のストップス
イッチ50について、個々のストップスイッチ50を特定して説明する場合には、正面視した
ときに左側に位置するストップスイッチ50を左停止スイッチ51と称し、中央に位置するス
トップスイッチ50を中停止スイッチ52と称し、右側に位置するストップスイッチ50を右停
止スイッチ53と称するものとし、個々のストップスイッチ50を特定しない場合には、単に
ストップスイッチ50というものとする。３個のストップスイッチ50は、それぞれ、３個の
回転リール40に対応して設けられている。具体的には、左リール41には左停止スイッチ51
が対応し、中リール42には中停止スイッチ52が対応し、右リール43には右停止スイッチ53
が対応している。各ストップスイッチ50の筐体内部側には、特に図示しないが、ボタンの

30

位置移動を検出する接触センサあるいは遮光センサがそれぞれ設けられており、センサの
検出信号が各ストップスイッチ50の操作信号として扱われるようになっている。そして、
左停止スイッチ51の操作により左リール41を停止させることができ、中停止スイッチ52の
操作により中リール42を停止させることができ、右停止スイッチ53の操作により右リール
43を停止させることができる。
【００３２】
前記インデックスセンサ60Aは、特に図示しないが、リールユニット60の枠体に設けら
れた検知部であって、回転リール40の回転を検知するためのものである。
一方、制御装置20の出力側には、図２に示すように、リールユニット60、ホッパーユニ
ット65、液晶表示装置67、ランプ68、スピーカ69の各パーツが接続されている。液晶表示

40

装置67は、図１に示すように、図柄表示窓13の上側に設けられており、入賞の報知その他
の演出画像を表示するためのものである。ランプ68は正面パネル12の周囲に設けられてお
り、発光体の点灯又は点滅により入賞等を報知するためのものである。スピーカ69は、下
皿3Bの奥壁に設けられており、ＢＧＭや操作音等、所定の音声を出力するためのものであ
る。
【００３３】
（メイン制御装置21）
メイン制御装置21は、スタートスイッチ30及びストップスイッチ50の操作により、回転
リール40の回転及び停止を制御する遊技制御手段である。そして、メイン制御装置21は、
図２に示すように、役抽選手段70、メイン状態移行制御手段80、リール制御手段90、遊技
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進行停止手段100、遊技結果判定手段110、ホッパー制御手段120、信号出力手段130の各手
段として機能する。
（役抽選手段70）
役抽選手段70は、複数の図柄から構成される図柄組合せが対応付けられた所定の「役」
について、当選したか否かを抽選により決定するものであり、図示しないが、役抽選テー
ブルと、判定手段とを備えている。そして、スタートスイッチ30の操作信号受信のタイミ
ングで、図示しないカウント抽出手段が、図示しないループカウンタの数値を読み取り、
判定手段がこの数値と役抽選テーブルとを比較して、当選の有無を判定するものである。
【００３４】
役抽選テーブルは、前記ループカウンタがカウントする数値（例えば０〜６５５３５）

10

を全領域として各当選項目の当選領域を規定したものである。なお、役抽選テーブルの詳
細については後述する。判定手段は、カウント抽出手段がピックアップしたカウントデー
タと、前記役抽選テーブルの当選判定領域データとを照合し、カウントデータが所定の当
選領域に属する場合には当該当選領域に対応する当選を決定し、カウントデータがいずれ
の当選領域にも属さない場合には、「ハズレ」の決定をするものである。
ここで、スロットマシン10は、ストップスイッチ50の操作によって所定の当選役に対応
する図柄組合せが有効ライン上に揃って表示される（以下、このことを入賞という）と、
役に応じた利益が付与されるようになっている。なお、有効ラインとは、３個の回転リー
ル40のそれぞれに表示されている図柄であって図柄表示窓13の上段、中段、下段に位置す
る各回転リール40につき１個ずつの図柄を繋いでできるライン（入賞ライン）のうち、入

20

賞するために有効となる図柄組合せの並びを規定したラインである。入賞ラインは、規定
数のメダルをベットすることにより有効ラインになる。ここで、規定数とは、１回の遊技
を行うために賭けることができるメダル数である。本実施の形態においては、図１に示す
ように、各回転リール40の中段に位置する図柄を繋いでできる中段ラインＬ１と、各回転
リール40の下段に位置する図柄を繋いでできる下段ラインＬ２と、左リール41の上段に位
置する図柄、中リール42の中段に位置する図柄、右リール43の下段に位置する図柄を繋い
でできる右下がりラインＬ３とが入賞ラインとして設定されている。そして、本実施の形
態では、１回の遊技につき、メダルを３枚ベットすることが可能となっており、３枚のメ
ダルをベットすると、入賞ラインＬ１〜Ｌ３が有効になる。
【００３５】

30

本実施の形態においては、前記役として、図４に示すように、ボーナス役と、再遊技役
と、小役とが設けられている。ボーナス役が入賞すると、次ゲームからボーナスゲームが
開始される。再遊技役が入賞すると、再遊技が作動し、次ゲームにおいて、新たにメダル
を投入することなくスタートスイッチ30が操作可能となる。小役が入賞すると、所定枚数
のメダルが払い出される。
前記ボーナス役としては、「赤７・赤７・赤７」の図柄組合せが対応付けられたＢＢ（
ビッグボーナス）と、「ＢＡＲ・ＢＡＲ・ＢＡＲ」の図柄組合せが対応付けられたＲＢ（
レギュラーボーナス）が設けられている。また、再遊技役としては、「リプレイ・リプレ
イ・リプレイ」の図柄組合せが対応付けられたリプレイ１と、「リプレイ・リプレイ・ベ
ル（ベルａ又はベルｂ又はベルｃ）」の図柄組合せが対応付けられたリプレイ２と、「リ

40

プレイ・ベル（ベルａ又はベルｂ又はベルｃ）・リプレイ」の図柄組合せが対応付けられ
たリプレイ３とが設けられている。そして、小役としては、入賞により９枚のメダルが払
い出される２８個のベル役と、入賞により５枚のメダルが払い出されるスイカ役と、入賞
により４枚のメダルが払い出されるチェリー役が設けられている。スイカ役には「スイカ
・スイカ・スイカ」の図柄組合せが対応付けられており、チェリー役には、「チェリー・
ＡＮＹ・ＡＮＹ」（ＡＮＹは何の図柄でもよい）の図柄組合せが対応付けられている。
【００３６】
前記した２８個のベル役は、ベルａ図柄、ベルｂ図柄、ベルｃ図柄（以下ベル図柄と総
称する）の３種類の図柄の順列により構成される２７個のベル役（ベル１〜ベル２７）と
、３個のベル図柄及び赤７図柄、青７図柄、チェリー図柄の６種類の図柄の順列により構
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成される２７個の図柄組合せが対応付けられたベル２８とからなる。
前記ボーナス役が入賞すると、次ゲームからボーナスゲームが開始される。すなわち、
ＢＢが入賞した場合にはビッグボーナスゲーム（ＢＢゲーム）が開始され、ＲＢが入賞し
た場合にはレギュラーボーナスゲーム（ＲＢゲーム）が開始される。ＲＢゲームは、他の
遊技期間に比べて小役の当選確率が高く設定された遊技期間であり、所定回数の入賞又は
所定回数のゲーム消化により終了する。ＢＢゲームは、ＲＢゲームが連続して行われる遊
技期間である。なお、ＲＢゲームに移行した場合には投入メダルの規定数を１枚に変更す
るように形成してもよい。規定数を１枚にした場合には、ベットにより入賞ラインＬ１〜
Ｌ３のいずれかが有効になるようにしてもよいし、異なるライン、例えば上段ラインのみ
が有効になるようにしてもよい。そして、ＢＢゲームに移行すると、ＲＢゲームが無条件

10

で、すなわちＲＢゲームに移行させるための図柄（ＲＢ図柄）を揃えることなく開始され
、１回のＲＢゲームが終了すると、再び無条件で次のＲＢゲームが開始される。そして、
ＢＢゲームは、払い出しメダルの総数があらかじめ定められた一定枚数を超えた場合に終
了する。
【００３７】
なお、ＢＢゲーム中に、所定のＲＢ図柄を揃えた場合にＲＢゲームが開始されるように
してもよい。また、ボーナス役が入賞した場合に、所定枚数（例えば１５枚）のメダルを
払い出した後に、ボーナス状態に移行するようにしてもよい。また、ＢＢゲーム、ＲＢゲ
ームの終了条件を、他の条件（例えばゲーム回数）としてもよい。
ここで、抽選の結果、いずれかの役が当選すると、当選に対応する当選フラグが成立す

20

る。当選役が小役の場合には小役フラグ（チェリーフラグ、ベルフラグなど）が、ボーナ
ス役の場合にはボーナスフラグ（ＢＢフラグ）が、再遊技役の場合にはリプレイフラグが
それぞれ成立する。小役フラグ及びリプレイフラグは当該遊技限りでリセットされるが、
ボーナスフラグは、当該ボーナス役が入賞するまでリセットされない。すなわち、ボーナ
ス役当選の場合には、当選の権利が次ゲーム以降に持ち越されるようになっている。また
、ボーナスフラグが持ち越されている間（ボーナス内部中）は、ボーナス役の当選判定は
行われない。また、本実施の形態では、以下に述べるように、役抽選テーブルには、複数
の役が同時に当選となる重複当選領域が設けられており、カウント抽出手段が抽出したル
ープカウンタのカウントデータが前記した重複当選領域に属する場合には、当該領域に含
まれる役の全てについて、それぞれに対応する当選フラグを成立させることになる。

30

【００３８】
（役抽選テーブル）
本実施の形態における役抽選テーブルの概念図を図５に示す。ここで、図５は、複数の
役抽選テーブルに設定されている当選領域の有無を示したものであり、役抽選テーブルに
左欄に示した当選領域が含まれている場合を丸印で表し、その当選領域が含まれていない
場合には無印で表している。
役抽選テーブル71としては、図５に示すように、通常状態において用いられる通常テー
ブルと、ＲＴ状態において用いられるＲＴテーブルと、ボーナス内部中状態において用い
られる内部中テーブルと、ボーナス作動中状態において用いられるＲＢテーブルとが設け
られている。

40

【００３９】
ここで、通常状態とは、スロットマシン10の初期状態（工場出荷時又は設定変更後）の
メイン状態をいうものである。ＲＴ状態とは、再遊技役の当選確率が通常状態とは異なる
ように設定されているメイン状態であり、いわゆるリプレイタイムと呼ばれるものである
。ボーナス内部中状態とは、ボーナスフラグが持ち越されているメイン状態であり、ボー
ナス作動中状態とはビッグボーナスゲームが行われるメイン状態である。
各役抽選テーブルには、当選の領域と、ハズレの領域とが設定されている。当選の領域
としては、一の役に対応付けられた当選領域である単独当選領域の他に、複数種類の役に
対応付けられた重複当選領域が設定されている。図５において、「リプレイＡ」「スイカ
」「チェリー」「ＢＢ」「ＲＢ」の当選領域は、それぞれ、リプレイ役、スイカ役、チェ
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リー役、ＢＢ、ＲＢの単独当選領域である。一方、「左ベル１」から「右ベル３」までの
９個の当選領域は、それぞれ、複数のベル役の重複当選領域となっている。具体的には、
図４に示すベル１〜ベル２７のうちのいずれかのベル役と、ベル２８が同時に当選する当
選領域である。また、「リプレイＢ」の当選領域は、リプレイ１及びリプレイ２の重複当
選領域であり、「リプレイＣ」の当選領域は、リプレイ１及びリプレイ３の重複当選領域
である。そして、「ベル」の当選領域は、ベル役全ての重複当選領域となっている。
【００４０】
ここで、上記した「左ベル１」〜「右ベル３」の９個の重複当選領域に対しては、３個
のストップスイッチ50に基づく３通りの操作順序（押し順）が、それぞれ割り当てられて
いる。具体的には、「左ベル１」〜「左ベル３」の各当選領域に対しては、左停止スイッ

10

チ51を最初に操作する押し順（左第一停止）が、「中ベル１」〜「中ベル３」の各当選領
域に対しては、中停止スイッチ52を最初に操作する押し順（中第一停止）が、「右ベル１
」〜「右ベル３」の各当選領域に対しては、右停止スイッチ53を最初に操作する押し順（
右第一停止）が、それぞれ割り当てられている。割り当てられている押し順が、各当選領
域の当選に対する正解の押し順となる。以下、「左ベル１」から「右ベル３」までの９個
の当選領域に含まれる当選領域を「押し順ベル」と総称するものとする。そして、いずれ
かの「押し順ベル」が当選した場合、正解の押し順で、ストップスイッチ50が操作（停止
操作）されたか否かによって、ベル役が入賞し得るか否かが変化するようになっているが
、これについては後述する。
【００４１】
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なお、押し順の設定は、上記した３通りを設定する場合に限られない。例えば、各当選
領域に、３個のストップスイッチ50に基づく６通りの押し順（左中右、左右中、中左右、
中右左、右中左、右左中）をそれぞれ割り当てることもできる。
さらに、「リプレイＢ」「リプレイＣ」の当選時には、ストップスイッチ50の押し順に
より、入賞する再遊技役が変化するようになっているが、この詳細については後述する。
さて、図５では明記していないが、各役抽選テーブルにおける小役の、当選領域の全領
域に対する割合（以下当選確率という）は、通常テーブル、ＲＴテーブル及び内部中テー
ブルにおいては、同等に設定されている。ＲＢテーブルでは、全ての小役の当選確率の合
計が他のテーブルに比べて非常に高く、例えば約１／１．１に設定されている。ここで、
「押し順リプレイ」のうち、「左ベル１」〜「左ベル３」の当選確率の合計は、「中ベル

30

１」〜「中ベル３」の当選確率の合計、「右ベル１」〜「右ベル３」の当選確率の合計の
いずれと比べても低く設定されているが、これついては後述する。また、「リプレイＢ」
「リプレイＣ」の当選領域は通常テーブルにのみ設けられており、ＲＢテーブルには再遊
技役の当選領域は設けられていない。各役抽選テーブル71における再遊技役の当選確率は
、ＲＴテーブルが最も高く、通常テーブル及び内部中テーブルはそれよりも低くなるよう
に設定されている。例えば、ＲＴテーブルでは、再遊技役の当選確率が約１／１．５に設
定されており、通常テーブル及び内部中テーブルでは、再遊技役の当選確率が約１／７．
３に設定されている。これにより、メイン状態がＲＴ状態である遊技は、ベットなしで遊
技を行える再遊技の回数が増えるとともに、小役の当選確率は変化しないので、手持ちの
メダルの目減りが少なくなる。

40

【００４２】
なお、上記した役抽選テーブルの構成や当選確率は一例であって、上記した態様や数値
に限られるものではない。
（メイン状態移行制御手段80）
メイン状態移行制御手段80は、メイン状態を特定し、メイン状態の移行を制御するため
のものであり、図示しないが、移行条件判定手段、状態記憶手段、遊技カウンタの各手段
を備えている。
移行条件判定手段は、役抽選手段70の抽選結果、後述する遊技結果判定手段100の判定
結果、及び以下に述べる遊技カウンタの計測値に基づいて、遊技状況が、メイン状態を移
行させるための所定条件に該当するか否かを判定するためのものである。また、状態記憶
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手段は、前記移行条件判定手段の判定結果及び役抽選手段70の抽選結果に基づいて、現在
のメイン状態を記憶するためのものである。遊技カウンタは、遊技に関する数値を計測す
るものである。具体的には、ＢＢ（ＲＢ）ゲーム中のゲーム回数、入賞回数、払出枚数な
どのカウントなどを行うものである。
【００４３】
移行条件判定手段は、役抽選手段70の抽選結果に基づいてボーナス内部中状態への移行
及びＲＴ状態の終了を決定し、遊技結果判定手段100の判定結果に基づいて、ボーナス内
部中状態の終了、ボーナス作動中状態への移行、再遊技の作動、ＲＴ状態への移行又は終
了（通常状態への移行）を決定し、遊技カウンタの計測値に基づいて、ボーナス状態の終
了などを決定する。そして、状態記憶手段が記憶している記憶内容に応じて、役抽選手段

10

70が対応する役抽選テーブル71を選択し役抽選を行うことにより、通常状態、ボーナス内
部中状態、ボーナス作動中状態、ＲＴ状態などの所定のメイン状態が発動するようになっ
ている。
【００４４】
メイン状態移行制御手段80の制御に基づくメイン状態の移行について、図６のフローを
参照しつつ説明する。本実施の形態では、上述したように、メイン状態として、通常状態
、ボーナス内部中状態、ボーナス作動中状態及びＲＴ状態を有している。
本実施の形態におけるスロットマシン10は、初期状態（工場出荷時）のメイン状態は、
通常状態となっている。すなわち、役抽選手段70は、役抽選に用いる役抽選テーブルとし
て通常テーブル（図５参照）を取得している。そして、通常状態中に、ＢＢが当選した場

20

合にはボーナス内部中状態に移行し、ボーナス内部中状態においてＢＢが入賞した場合に
は、ボーナス作動中状態に移行する。そして、払い出しメダル数が所定値を超えてＢＢゲ
ームが終了することによりボーナス作動中状態が終了すると、通常状態に移行する。
【００４５】
一方、通常状態中に特定の再遊技役（リプレイ２又はリプレイ３）が入賞した場合には
、ＲＴ状態に移行する。また、ＲＴ状態中（以下ＲＴ中と省略する）に、ＢＢが当選した
場合にはボーナス内部中状態に移行し、ベルブランクが表示された場合には通常状態に移
行するようになっている。ここで、通常状態中においては、所定条件の下で、後述するＡ
Ｔ制御手段140の制御に基づき、「リプレイＢ」または「リプレイＣ」が当選した場合に
、特定の再遊技役を入賞させるためのストップスイッチ50の押し順を報知（ナビ）するナ

30

ビ演出（移行ナビ）が行われるとともに、ＲＴ中においては、「押し順ベル」が当選した
場合に正解の押し順をナビするナビ演出（ベルナビ）が行われるようになっているが、こ
れについては後述する。
【００４６】
（リール制御手段90）
リール制御手段90は、スタートスイッチ30及びストップスイッチ50の操作信号に基づい
て、回転リール40の回転及び停止を制御するためのものであり、図２に示すように、回転
制御手段91と、停止制御手段92とを少なくとも備えている。
（回転制御手段91）
回転制御手段91は、スタートスイッチ30の有効な操作信号を受信した場合に、リールユ

40

ニット60のステッピングモータを駆動させて回転リール40を回転させるためのものである
。具体的には、規定数のベットがされている状態でスタートスイッチ30の操作信号を入力
した場合には、所定のウエイト時間（前ゲームのスタートスイッチ30の操作から４．１秒
）が経過していることを条件に、各ステッピングモータに駆動信号を出力することにより
、全ての回転リール40の回転を一斉に、あるいは所定の順番で開始させる。そして、全て
の回転リール40の回転速度が所定の定常回転速度（例えば８０ｒｐｍ）に達すると、この
定常回転速度で定速回転を行わせるものとなっている。
【００４７】
（停止制御手段92）
停止制御手段92は、ストップスイッチ50の操作信号を受信した場合に、リールユニット
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60のステッピングモータの駆動を停止させるための停止信号を出力して、回転中の回転リ
ール40を停止させる制御を行うものである。
また、停止制御手段92は、リールユニット60に設けられた回転リール40の回転を検知す
るためのインデックスセンサ（図示せず）の検知信号に基づき、現時点における回転リー
ル40の回転角度を把握し、ストップスイッチ50が操作された時点での回転リール40の回転
角度から、所定の有効ライン上に位置している図柄を特定することができるようになって
いる。そして、特定された図柄を基準として、この基準図柄から回転方向にあらかじめ定
められた個数（最大スベリコマ数、例えば４コマ）移動したときの図柄までの範囲で、対
応する回転リール40を停止させるように形成されている。換言すれば、停止制御手段92は
、ストップスイッチ50が操作された時点から対応する回転リール40が停止するまでに、こ
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の回転リール40が回転する回転量があらかじめ定められたコマ数の範囲内となるように、
ステッピングモータの駆動停止を制御するものである。具体的には、前記基準図柄をその
位置に停止させてもよい場合にはそのまま回転リール40を停止させ、その位置に停止させ
てはいけない場合には、回転リール40が停止するまでの時間（停止信号を出力するまでの
時間）を遅らせて、有効ライン上からその当選図柄を蹴飛ばして停止させる。また、最大
スベリコマ数の範囲内に、当選図柄が含まれている場合には、回転リール40が停止するま
での時間を遅らせて、有効ライン上にその当選図柄を引き込んで停止させる。
【００４８】
ここで、停止制御手段92は、複数の当選フラグが同時に成立している場合に、引き込み
制御において、当選した複数の役のうちいずれの役を優先して引き込むかをあらかじめ設
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定している。例えば、異種役が同時当選している場合の引き込み優先順位を、再遊技役＞
小役＞ボーナス役に設定している。具体的には、ボーナス役と小役が同時に当選している
場合には小役の図柄を優先して引き込み、ボーナス役と再遊技役が同時に当選している場
合には再遊技役の図柄を優先して引き込む。
停止制御手段92は、メイン状態に応じて、「押し順ベル」が当選した場合の引き込み制
御を異なるものとすることができるように形成されている。以下、「押し順ベル」当選時
の停止制御について詳述する。
【００４９】
ここで、本実施の形態では、図３のリール図柄の配列に示すように、ベル１〜２７役に
対応する図柄組合せに含まれる図柄は、全ての回転リール40において、最大スベリコマ数
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の範囲内で有効ライン上に引き込み可能となるように配置されているわけではないので、
ストップスイッチ50の操作のタイミングにより、それらの図柄組合せに含まれる図柄を有
効ライン上に引き込める場合もあるし、引き込めない場合もある。一方、ベル２８役に対
応付けられている図柄組合せに含まれる図柄は、個々の図柄組合せについてみると、全て
の回転リール40において、最大スベリコマ数の範囲内で有効ライン上に引き込み可能とな
るように配置されているものではないが、ベル２８役が当選している場合には、ストップ
スイッチ50の操作のタイミングにかかわらず、ベル２８役に対応付けられているいずれか
の図柄組合せに含まれる図柄を、有効ライン上に引き込むことができるようになっている
。
【００５０】
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停止制御手段92は、役抽選により、いずれかの「押し順ベル」が当選した場合には、ス
トップスイッチ50の操作態様に応じて、ベル役に対応する図柄組合せか、あるいは他のい
ずれの役に対応付けられた図柄組合せにも該当しない特定のハズレの図柄組合せであるブ
ランク（ベルブランク）を有効ライン上に停止表示させるように停止制御を行う。
具体的には、当選した「押し順ベル」に対して割り当てられている正解の押し順でスト
ップスイッチ50が操作されると、ストップスイッチ50の操作のタイミングにかかわらず、
中リール42及び右リール43において、ベル１〜２７役に対応する図柄（ベルａ図柄、ベル
ｂ図柄、ベルｃ図柄）に優先して、ベル２８役に対応するいずれかの図柄（赤７図柄、青
７図柄又はチェリー図柄）を有効ライン上に引き込んで、ベル２８役を入賞させる。前記
したように、この場合には、ベル２８役が必ず入賞する。一方、その正解の押し順以外の

50

(17)

JP 2014‑79346 A 2014.5.8

押し順（不正解の押し順）でストップスイッチ50が操作された場合には、中リール42及び
右リール43において、ストップスイッチ50の操作のタイミングが、ベル１〜２７役のうち
のいずれかのベル役に対応する図柄を有効ライン上に引き込み可能な場合には、当該図柄
を有効ライン上に引き込んで、ベル役を入賞させることができる。しかし、ベル１〜２７
役のうちのベル役に対応する図柄のうちのいずれも有効ライン上に引き込むことができな
い場合には、ベルブランクを有効ライン上に停止表示させ、この場合には入賞はしない。
【００５１】
このように、「押し順ベル」が当選した場合において、当該「押し順ベル」に設定され
た正解の押し順でストップスイッチ50が操作された場合には、必ずベル２８役が入賞し、
正解の押し順でストップスイッチ50が操作されなかった場合には、ベル２８役は入賞せず
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、ベル１〜２７役のうちのいずれかが入賞するか、あるいは何の役も入賞しないようにな
っている。
さらに、停止制御手段92は、「リプレイＢ」又は「リプレイＣ」が当選した場合には、
ストップスイッチ50の押し順によって、入賞する再遊技役が変化するように停止制御を行
う。具体的には、「リプレイＢ」の当選時において、左第一停止または中第一停止でスト
ップスイッチ50が操作された場合には、右リール43において、ベル図柄に優先して、リプ
レイ図柄を有効ライン上に引き込んで、リプレイ１を入賞させる。一方、右第一停止でス
トップスイッチ50が操作された場合には、右リール43においてベル図柄を優先して有効ラ
イン上に引き込んで、リプレイ２を入賞させる。また、「リプレイＣ」の当選時において
、左第一停止又は右第一停止でストップスイッチ50が操作された場合には、中リール42に

20

おいて、ベル図柄に優先して、リプレイ図柄を有効ライン上に引き込んで、リプレイ１を
入賞させる。一方、中第一停止でストップスイッチ50が操作された場合には、中リール42
において、リプレイ図柄に優先して、ベル図柄を有効ライン上に引き込んで、リプレイ３
を入賞させる。前述したように、通常状態中にリプレイ２又はリプレイ３が入賞すると、
メイン状態がＲＴ状態に移行するようになっている。
【００５２】
停止制御手段92は、上記したような制御を、優先度に基づいて停止位置候補を特定する
ための優先度判定データと、基準図柄から図柄何コマ分回転させて回転リール40を停止さ
せるかを役抽選の結果及びストップスイッチ50の操作タイミングに応じて各当選図柄ごと
にテーブル上に規定した停止テーブルとに基づいて、行うようになっている。また、停止
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図柄の情報は所定の記憶部に記憶される。
（遊技結果判定手段100）
遊技結果判定手段100は、ストップスイッチ50の操作によって回転リール40が全て停止
したときに、当該遊技の結果を判定するためのものである。
【００５３】
具体的には、停止制御手段92の記憶している停止図柄の情報に基づき、有効ライン上に
揃った図柄組合せが、所定の役に対応するものか否かを判断し、所定の役に対応する図柄
組合せが有効ライン上に表示されたと判断した場合には、その判定結果情報を、ホッパー
制御手段110及びメイン状態移行制御手段80に送信する。また、役に対応する図柄組合せ
ではないが、メイン状態の移行契機となっている図柄組合せが表示されたと判断した場合
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には、その判定結果情報を、メイン状態移行制御手段80に送信する。判定結果情報を受信
したホッパー制御手段110は、入賞メダルの払い出し処理を行い、メイン状態移行制御手
段80は、ボーナス状態やＲＴ状態への移行処理、あるいは再遊技作動処理を行う。再遊技
が作動すると、次ゲーム開始前に、自動的に規定数のメダルが投入された扱い（自動ベッ
ト）とされる。具体的には、ベットスイッチ16の操作又はメダル投入によらず、図示しな
い所定のベット表示部にベット表示（掛け枚数の表示）がされて、その後のスタートスイ
ッチ30の操作が可能となる。さらに、サブ制御装置22に所定の信号出力を行うことにより
、液晶表示装置67やランプ68やスピーカ69により、入賞やボーナスゲームの開始に際して
所定の演出が行われる。
【００５４】
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（ホッパー制御手段110）
ホッパー制御手段110は、遊技結果判定手段110の判定結果及び精算スイッチ17の操作に
基づいて、ホッパーユニット65を作動させメダルを払い出させるものである。すなわち、
遊技結果判定手段110が払い出し小役の入賞を判定した場合には、当該小役入賞に応じた
メダルを払い出し、クレジットが１以上ある場合に精算スイッチ17が操作されたときには
、クレジットとして貯留されているメダルを払い出すようになっている。
（サブ制御装置22）
サブ制御装置22は、メイン制御装置21からの出力信号を一方向的に入力して、演出を実
行させるための演出制御手段である。そして、サブ制御装置22は、図２に示すように、少
なくとも、サブ状態移行制御手段130、ＡＴ制御手段140、ペナルティ制御手段150、及び

10

演出実行制御手段160を備えている。
【００５５】
（サブ状態移行制御手段130）
サブ状態移行制御手段130は、現在のサブ状態を記憶するとともに、所定条件に応じて
、サブ状態の移行を制御するためのものである。
サブ状態には、図７に示すように、サブ通常状態と、補助演出準備状態としての準備状
態と、補助演出状態としてのＡＲＴ（アシストリプレイタイム）状態とが設けられている
。ここで、ＡＲＴ状態は、ＡＴ制御手段140の制御に基づくアシストタイム（ＡＴ）が行
われるサブ状態であって、メイン状態がＲＴ状態の場合のサブ状態である。ＡＴは、スト
ップスイッチ50の操作態様に関する報知である補助演出が行われる所定期間である。準備
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状態は、ＡＲＴ状態への移行待ち状態である。サブ通常状態は、上記以外のサブ状態であ
り、メイン状態が通常状態である場合の他、メイン状態がボーナス作動中状態である場合
も含まれる。
【００５６】
そして、サブ状態移行制御手段130は、遊技状態が上記した各サブ状態の条件に該当す
るか否かを判断して、それぞれのサブ状態を記憶する。サブ状態移行制御手段130の記憶
に応じて、ＡＴ制御手段140の制御に基づく報知内容が変化する。
（サブ状態の移行）
ここで、サブ状態移行制御手段130の制御に基づくサブ状態の移行の具体例を、図７に
基づき説明する。

30

前述したように、スロットマシン10は、初期状態（工場出荷時等）においては、メイン
状態は通常状態であり、サブ状態もサブ通常状態となっている。そして、サブ通常状態中
において、所定のゲーム数が消化された場合には、準備状態に移行させる。所定のゲーム
数は、あらかじめ設定されたゲーム数（例えば１０００ゲーム）、又は所定契機（ＡＲＴ
終了時）に行われる設定ゲーム数抽選より決定されたゲーム数（設定ゲーム数）である。
【００５７】
準備状態中（以下準備中という）においては、ＲＴ状態への移行契機役となっているリ
プレイ２又はリプレイ３（以下移行リプレイという）の当選時に移行ナビが行われ、ナビ
に従って停止操作された場合には、メイン状態がＲＴ状態に移行する。準備中に移行リプ
レイが入賞した場合には、サブ状態移行制御手段130は、サブ状態をＡＲＴ状態に移行さ

40

せる。なお、ペナルティ制御手段150の制御に基づきペナルティ状態となっている場合に
は、準備状態やＡＲＴ状態に移行させない場合があるが、それについては後述する。
ＡＲＴ状態中（以下ＡＲＴ中という）においては、所定回数のＡＴゲームが保証されて
おり、後述する上乗せ抽選で当選した場合にはさらに所定回数のゲーム数が上乗せされる
。そして、設定された回数のゲームが終了した場合には、ＡＲＴ状態を終了させてサブ通
常状態に移行させる。また、ＡＲＴ中にベルブランクが表示されてＡＲＴ状態が終了した
場合は、ＡＴゲーム数が残っていてもサブ状態をサブ通常状態に移行させる。一方、ＡＲ
Ｔ中にボーナスが入賞してＡＲＴが終了した場合でＡＴゲーム数が残っている場合には、
ボーナス終了後に準備状態に移行させる。
【００５８】
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（ＡＴ制御手段140）
ＡＴ制御手段140は、メイン制御装置21から出力される役抽選の結果や遊技結果に関す
る情報等に基づき、ＡＴの開始及び終了を制御するものである。
そして、ＡＴ制御手段140は、図２に示すように、設定ゲーム数抽選手段141、実行ゲー
ム数カウンタ142、ＡＴ抽選手段143、ＡＴカウンタ144及び報知実行手段145を備えている
。
（設定ゲーム数抽選手段141）
設定ゲーム数抽選手段141は、準備状態に移行するまでのゲーム数を、抽選により決定
するためのものである。具体的には、ＡＲＴの終了時に、次回の準備状態までのゲーム数
を、例えば６０ゲーム、１００ゲーム、６００ゲーム、１０００ゲームの中から抽選によ

10

り決定する。決定したゲーム数は、設定ゲーム数Ｍ（図８参照）として所定の記憶部に記
憶される。
【００５９】
（実行ゲーム数カウンタ142）
実行ゲーム数カウンタ142は、ＡＲＴ終了後のサブ通常状態中の実行ゲーム数をカウン
トするものである。具体的には、カウント値を記憶する所定の記憶部を備え、ＡＲＴ終了
後、ゲーム開始ごとに、カウント値を１ずつ加算する。そして、カウント値すなわち実行
ゲーム数が設定ゲーム数Ｍに達した場合には、カウント値をリセットする。実行ゲーム数
が設定ゲーム数Ｍに達すると、所定の記憶部に、次ゲームから準備状態である旨が記憶さ
れる（次ゲーム準備中の設定が行われる）。そして、サブ状態移行制御手段130は、次ゲ
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ーム準備中の設定に基づいて、当該ゲームの終了後、サブ状態を準備状態に移行させる。
次ゲーム準備中の設定は、準備状態への移行を契機にリセットされる。
【００６０】
また、実行ゲーム数カウンタ142のカウント値が、設定ゲーム数Ｍよりも少ない特定値
Ｐ（Ｎゲーム前）となった場合（図８参照）には、演出実行制御手段160が所定の前兆演
出を開始する。前兆演出に関しては後述する。特定値Ｐは、あらかじめ設定されている固
定値であってもよいし、例えば設定ゲーム数Ｍの決定時などに抽選によって決定される値
としてもよい。
実行ゲーム数カウンタ142は、ゲーム数のカウント中にボーナスが当選した場合には、
ゲーム数のカウントを中断する。また、後述するペナルティが実行される場合にも、ゲー
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ム数のカウントを中断する。
【００６１】
なお、実行ゲーム数カウンタ142の初期値を設定ゲーム数Ｍとして、ゲーム開始ごとに
カウント値を減算するように形成してもよい。
（ＡＴ抽選手段143）
ＡＴ抽選手段143は、ＡＴに関する抽選を行うものである。本実施の形態においては、
上乗せ抽選と、ゲーム数短縮抽選を行う。具体的には、所定の契機、例えば、準備中や、
ＡＲＴ中における所定の契機役の当選時に、ＡＴゲーム数の上乗せ抽選を行う。上乗せゲ
ーム数は、例えば１〜３００ゲームの中から抽選により決定する。上乗せ抽選に当選する
と、当選に係るゲーム数が後述するＡＴカウンタ144に加算される。また、サブ通常状態

40

中の所定時（契機役当選時等）に、準備状態移行までの設定ゲーム数を短縮するゲーム数
短縮抽選を行うようにしてもよい。
【００６２】
（ＡＴカウンタ144）
ＡＴカウンタ144は、ＡＲＴ状態のゲーム数をカウントするものである。具体的には、
設定ゲーム数抽選手段141により準備状態に移行するまでのゲーム数が設定されると、最
低限保証されているＡＴゲーム数、例えば４０ゲームを所定の記憶部に記憶するとともに
、ＡＲＴ状態への移行後、ゲーム開始ごとに、記憶値を１ずつ減算する。そして、ゲーム
消化によってゲーム数が０になると、ＡＲＴが終了する。ＡＲＴが終了すると、ベルナビ
が行われなくなり、ベルブランクが表示されることにより、メイン状態はＲＴ状態から通
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常状態に戻る。また、ＡＲＴ中にベルブランクが表示された場合には、ゲーム数を初期化
（０クリア）する。すなわち、ゲーム数が残っていてもメイン状態がＲＴ状態から通常状
態に転落した場合にはＡＲＴが終了するようになっている。また、ＡＲＴ中にボーナスが
入賞した場合には、ＡＴカウンタはカウント値を初期化しないが、ＡＲＴは終了する。な
お、未消化のＡＴゲーム数は、次回ＡＲＴに持ち越される。ＡＴカウンタがゲーム数を有
している場合において上乗せ抽選に当選した場合には、抽選に基づくゲーム数がＡＴカウ
ンタに加算される。ＡＴカウンタは、ＡＲＴ中でないときにはゲーム数の減算を行わない
。
【００６３】
（報知実行手段145）

10

報知実行手段145は、演出実行制御手段160によるナビ演出の実行を管理するためのもの
である。具体的には、準備中には、ＲＴ状態への移行ナビを行わせ、ＡＲＴ中には、ベル
ナビを行わせるように形成されている。
移行ナビは、準備中において、「リプレイＢ」が当選した場合に、リプレイ２を入賞さ
せるための押し順（右第一停止）を報知し、「リプレイＣ」が当選した場合に、リプレイ
３を入賞させるための押し順（中第一停止）を報知するものである。ナビに従って停止操
作された場合には、リプレイ２又はリプレイ３（移行リプレイ）が必ず入賞して、メイン
状態がＲＴ状態に移行するとともに、ＡＲＴが開始される。ナビに従わなかった場合には
、リプレイ１役が必ず入賞するが、メイン状態は変化せず、サブ状態も変わらない。なお
、報知実行手段145は、サブ通常状態では、移行リプレイを含む「リプレイＢ」や「リプ
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レイＣ」が当選しても、移行ナビを行わせないので、メイン状態がＲＴ状態に移行するこ
とはない。なお、ナビが行われないのに中第一停止又は右第一停止で停止操作された結果
、メイン状態がＲＴ状態に移行しても、設定ゲーム数Ｍが消化されない限りＡＲＴ状態に
は移行しない。また、かかる場合には、所定のペナルティが付与される。
【００６４】
ベルナビは、ＡＲＴ中において、「押し順ベル」が当選した場合に正解の押し順を報知
するものである。前述したように、正解の押し順で停止操作された場合には、ベル役（ベ
ル２８）が必ず入賞し、不正解の押し順で停止操作された場合には、いずれかのベル役が
入賞するか、ベルブランクが表示される。ＡＲＴ中は、ナビに従って停止操作することに
よりベル役を必ず入賞させることができるので、サブ通常状態よりも多くの利益を獲得す
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ることが可能となる。なお、既述したが、左第一停止が正解の押し順に設定されている「
押し順ベル」（左ベル１〜左ベル３）の当選確率（合算値）は、他の押し順が正解の押し
順に設定されている「押し順ベル」の当選確率よりも低く設定されている。これは、遊技
進行が適正に行われるように、通常状態において左第一停止以外の操作順で停止操作する
こと（いわゆる変則押し）を禁じる（以下に述べるペナルティが課せられる）とともに、
普通は左第一停止で停止操作すると思われる通常状態よりも、左第一停止以外の操作順が
許可されるＡＲＴ中の有利度が高くなるようするためである。
【００６５】
（ペナルティ制御手段150）
ペナルティ制御手段150は、ＡＴに関するペナルティを管理するためのものであり、図
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２に示すように、ペナルティ判定手段151と、ペナルティ実行決定手段152と、ペナルティ
カウンタ153とを備えている。
ここで、ペナルティカウンタ153は、ペナルティゲーム数をカウントするものであり、
ペナルティゲーム数を記憶する所定の記憶部を備えている。そして、ペナルティゲーム数
が１以上記憶されている場合に、ゲーム開始ごとに、ペナルティゲーム数を１ずつ減算す
るようになっている。
【００６６】
（ペナルティ判定手段151）
ペナルティ判定手段151は、遊技結果が、あらかじめ設定されたペナルティ実行条件に
該当しているか否かを判定するものである。
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具体的には、ペナルティ判定手段151は、サブ通常状態において、ストップスイッチ50
の操作順として許可されている操作順（左第一停止）が遵守されなかった場合に、ペナル
ティに該当していると判断する。ペナルティ判定手段151がペナルティ実行条件に該当し
ていると判断した場合には、ペナルティカウンタ153に所定のペナルティゲーム数（例え
ば１０ゲーム）が設定される。
【００６７】
（ペナルティ実行決定手段152）
ペナルティ実行決定手段152は、前記ペナルティ判定手段151がペナルティ実行条件に該
当していると判断した場合（ペナルティ実行契機が発生した場合）に、当該ペナルティを
即座に実行するか否かを、サブ状態に応じて判断するためのものである。

10

具体的には、ペナルティ実行決定手段152は、サブ状態がサブ通常状態であって、実行
ゲーム数カウンタ142のカウント値が特定値Ｐに達していない場合のいずれかのゲーム（
図８のＸ参照）で、ペナルティ実行契機が発生した場合には、ペナルティ状態中であるこ
とを記憶しておくためのペナルティフラグをＯＮにして、即座にペナルティの実行を決定
する。ペナルティフラグがＯＮとなっている間は、実行ゲーム数カウンタ142よる実行ゲ
ーム数のカウントが中断されることより、設定ゲーム数が実質的に延長される（ＡＲＴ状
態への移行が延期される）というペナルティが付与されることとなる。具体的には、ペナ
ルティフラグがＯＮとなっている場合には、ペナルティカウンタ153は、設定されたペナ
ルティゲーム数の減算を行うが、実行ゲーム数カウンタ142は実行ゲーム数の加算を行わ
ない。そして、ペナルティ実行決定手段152は、ペナルティカウンタ153のカウントするペ
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ナルティゲーム数が０なると、ペナルティフラグをＯＦＦにして、ペナルティ状態を解除
する。ペナルティフラグがＯＦＦの場合は、実行ゲーム数カウンタ142は実行ゲーム数の
加算を行うので、ペナルティ状態が解除されることより、実行ゲーム数カウンタ142の実
行ゲーム数カウントが再開されることとなる。
【００６８】
一方、実行ゲーム数カウンタ142のカウント値が特定値Ｐに達している場合かつ設定ゲ
ーム数Ｍに達する前のいずれかのゲーム（図８のＹ参照）で、ペナルティ実行契機が発生
した場合には、ペナルティ実行契機の発生を記憶するもののペナルティフラグをＯＮにし
ない。この場合、ペナルティカウンタ153は、ペナルティ実行契機の発生に伴い設定され
たペナルティゲーム数を有しているが、ペナルティ状態とはなっていない扱いとなる。こ
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のように、カウント値が特定値Ｐから設定ゲーム数Ｍの間であるＮゲーム中にペナルティ
実行契機が発生した場合、実行ゲーム数カウンタ142のカウントを停止させるペナルティ
を実行しないこととしたのは、実行ゲーム数カウンタ142のカウント値が特定値Ｐになる
と、前兆演出が行われ、この前兆演出によって、ＡＲＴの確定報知が行われる可能性が高
いからである。すなわち、前兆演出によってＡＲＴの確定報知が行われているもかかわら
ず、ペナルティのために実行ゲーム数カウンタ142のカウント値が設定ゲーム数Ｍに達し
ていないことより、準備状態に移行しないという不自然な状況を避けるためである。
【００６９】
そして、ペナルティ実行決定手段152は、次ゲーム準備中の設定がされた場合、換言す
れば、実行ゲーム数が設定ゲーム数Ｍに達した場合において、ペナルティゲーム数が０で
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ない場合には、当該ゲーム終了時に、ペナルティフラグをＯＮにして、ペナルティの実行
を決定する。すなわち、準備状態の開始とともに、ペナルティ状態とする。ペナルティフ
ラグがＯＮとなっている場合に、ペナルティカウンタ153が、設定されたペナルティゲー
ム数の減算を行うのは上記と同様である。そして、準備中においてペナルティカウンタ15
3がペナルティゲーム数を有している間は、サブ状態移行制御手段130は、移行リプレイが
当選しても、移行ナビを行わせない制御を行う。これにより、結果として、準備状態に滞
在する期間が延長され、ＡＲＴ状態への移行が延期されることになる。また、準備状態で
はベルナビも行われないので、実質的にサブ通常状態と変わらないものとなる。
【００７０】
なお、ひとたび移行リプレイの当選時に移行ナビを行わせないペナルティを付与した後
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は、ペナルティカウンタをクリアしてペナルティフラグをＯＦＦにするようにしてもよい
。移行ナビが行われないまま、あまりにも長期間、準備状態に滞在することとなるのは、
準備状態前にペナルティが実行される場合と格差が付きすぎて好ましくないからである。
あるいは、準備中のペナルティとして、ペナルティフラグがＯＮである間は、移行リプレ
イが入賞してもＡＲＴ状態に移行させない（ベルナビを行わない）こととしてもよい。さ
らに、特定役が当選するとＡＴゲーム数の上乗せ抽選が行われる設定となっている場合に
、前兆演出期間中においてペナルティの実行条件に該当する行為（ペナルティ行為）が行
われた場合には、準備中に特定役が当選しても上乗せ抽選を行わないようにしてもよい。
【００７１】
（演出実行制御手段160）

10

演出実行制御手段160は、画像表示部67やランプ68やスピーカ69等の演出装置の作動を
制御するためのものである。具体的には、ＡＴ制御手段140や、図示しない演出決定手段
の決定に基づき、ＲＯＭに記憶されている演出データをもとに、各演出装置に演出データ
やコマンドを出力して、演出を実行させる。
前記演出データとしては、画像表示部67としての液晶表示装置に所定の動画や静止画を
表示させるための画像データ、ランプ68を所定の態様で点灯点滅させるための発光パター
ンデータ、スピーカ69から所定の音声を出力させるための音声データなどが設けられてい
る。また、これらのデータに基づき実行される演出パターンのデータとして、少なくとも
、ナビ演出を行わせる場合に用いられるナビ演出データと、ナビ演出を行わない場合に用
いられる通常演出データと、実行ゲーム数カウンタ142のカウント値が特定値Ｐとなった
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場合に用いられる前兆演出データと、準備状態において用いられる準備中演出データが設
けられている。この他にも、ＡＲＴ中にナビ演出と同時に行われる演出の演出データや、
メイン状態がボーナス中であるときに用いられる特別演出データや、その他の報知（例え
ば変則押しに対する警告）に係るデータなどが設けられているが、説明は省略する。
【００７２】
ナビ演出データは、押し順が設定された当選領域の当選時に押し順を報知する、いわゆ
る押し順ナビに係る演出データである。具体的には、画像表示部67に、停止操作すべきス
トップスイッチ50の位置を左、中、右などの文字で表示させたり、スピーカ69から音声に
より指示したり、ストップスイッチ50のボタンの内部に設けた発光体の発光色を変化させ
て、最初に操作すべきストップスイッチ50を指示したりするものである。

30

通常演出データには、演出表現のパターンが異なる演出ステージごとに、役抽選結果が
ハズレの場合などの一般的なゲームに用いられる演出データや、所定の役例えば特定の小
役やボーナスが当選した場合に用いられる演出データや、複数回のゲームにわたり連続し
て実行される連続演出に係る演出データが含まれる。
【００７３】
前兆演出データは、ＡＲＴへの移行を示唆する移行示唆演出である前兆演出に係る演出
データであって、抽選により決定された、あるいはあらかじめ定められたゲーム数（図８
のＮゲーム）にわたって、所定の筋書きに沿った連続演出が行われる演出データに係る。
そして、連続演出の最終回は、ＡＲＴへの移行の有無を示唆する結果表示（確定演出）が
行われるようなっている。例えば、主人公と敵キャラクターとのバトルが繰り広げられる

40

連続演出の最終回に、主人公が敵に勝利する場面が表示される。なお、前兆演出データの
中には、連続演出の最終回でなくても、連続演出の内容によって、ＡＲＴ確定を示唆する
表現の演出表示が行われる演出に係るものを設けてもよい。例えば、特定の演出ステージ
においてはＡＲＴへの移行が確定している場合に高確率で（あるいは必ず）特定のバトル
が行われる設定としたり、ＡＲＴへの移行が確定している場合には高確率で（あるいは必
ず）特定のキャラクターが登場するようなものとすることができる。また、前兆演出デー
タとして、いわゆる鉄板演出（当該演出が行われた場合には必ずＡＲＴが開始されるとい
う演出、換言すれば、ＡＲＴへの移行が確定している場合にのみ実行され得る演出）に係
る演出データを設けてもよい。例えば、画面中のキャラクターが持つ小物として特定のも
のが出現したら１００％ＡＲＴへの移行が確定するようなものとすることができる。また
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、ＡＲＴへの移行確定を示唆する確定演出が行われない前兆演出データを設けてもよい。
例えば、バトルの結果引き分けとなるような場面が表示されるものとすることができる。
これらの演出データのうちいずれを用いて前兆演出を行わせるかは、例えば前兆演出の開
始時に、前兆演出抽選によって決定する。
【００７４】
ここで、ＡＲＴへの移行を示唆する前兆演出には、実行ゲーム数カウンタ142のカウン
ト値が特定値Ｐとなった場合に行われる本来の前兆演出の他に、実行ゲーム数カウンタ14
2のカウント値が特定値Ｐとなっていない場合であっても所定の演出実行抽選の結果に基
づいて行われるフェイク前兆演出が含まれる。フェイク前兆演出は、例えば、所定契機（
特定役の当選時又は不当選時）に行われる演出実行抽選の抽選結果に基づいて行われる。

10

本来の前兆演出と、フェイク前兆演出とでは、確定演出までに同様の演出が行われる場合
もあるが、本来の前兆演出では、ＡＲＴへの移行確定を報知する確定演出が行われるのに
対し、フェイク前兆演出では、ＡＲＴに移行しないことを報知する確定演出が行われる。
例えばバトルに負ける結果表示が行われる。あるいは、フェイク前兆演出では、確定演出
自体が行われないようにしてもよい。いずれにせよ、準備状態への移行が確定している場
合のみ、ＡＲＴへの移行確定を示唆する確定演出が行われるようになっている。また、準
備状態への移行が確定している場合にＡＲＴへの移行確定を示唆する確定演出が行われな
い場合はあり得るが、準備状態への移行が確定していない場合（フェイクの場合）には、
ＡＲＴへの移行確定を示唆する確定演出が行われないようになっている。
【００７５】

20

なお、フェイク前兆演出中に、例えばゲーム数短縮抽選に当選するなどして、実行ゲー
ム数カウンタ142のカウント値が特定値Ｐとなった場合には、実行中のフェイク前兆演出
がＡＲＴ確定の前兆演出に書き換えられ、ＡＲＴへの移行確定を示唆する確定演出が行わ
れる。また、フェイク前兆演出中に、ペナルティ実行契機が発生した場合には、実際には
実行ゲーム数カウンタ142のカウント値が特定値Ｐとなっていない状態であるので、直ち
に、実行ゲーム数のカウントが中断されるペナルティが実行される。
準備中演出データは、ＡＲＴ準備中であることを知らせる準備中演出に係る演出データ
である。準備中演出は、画像表示部67などにより、ＡＲＴへの移行が確定している状態で
あることの告知がされるものである。例えば、ＡＲＴ中と同様の又は近似した画像が表示
されるものの、当該画像中に「準備中」の文字が表示される演出を行わせることができる

30

。準備状態に移行した場合には、この準備中演出が行われることによって、遊技者は近い
将来ＡＲＴが開始されることを確信することができるものとなる。なお、準備中は、移行
ナビのみが行われるようにしてもよいし、移行ナビとベルナビの両方が行われるようにし
てもよい。
【００７６】
なお、準備中に所定の契機役が当選した場合には上乗せ抽選が行われ、上乗せ抽選に当
選した場合には、その旨が当選したゲーム数とともに告知される。また、移行リプレイが
入賞してＡＲＴが開始される場合には、「ＳＴＡＲＴ」などの表示によりその旨が告知さ
れる。
（スロットマシン10の作動）

40

次に、上記構成を有するスロットマシン10の、メイン制御装置21の制御に基づく遊技作
動の概略を、図９のフローに基づき説明する。図９は、１回のゲームの流れを示す。
まず、図９に示すステップ１００において、規定数のメダルがベットされたか否かが判
断される。ベットには、メダルの投入、ベットスイッチ16の操作の他、再遊技作動による
自動ベットも含まれる。規定数のメダルがベットされない場合にはステップ１００に戻り
、規定数のメダルが投入された場合には、次のステップ１０１に進む。
【００７７】
ステップ１０１において、スタートスイッチ30がＯＮとなったか否かが判断される。ス
タートスイッチ30がＯＮにならない場合には、ステップ１０１に戻り、スタートスイッチ
30がＯＮとなった場合には、次のステップ１０２に進む。
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ステップ１０２において、役抽選手段70により役抽選処理が行われる。そして、次のス
テップ１０３に進む。
ステップ１０３において、回転リール40の回転開始処理が行われる。そして、次のステ
ップ１０４に進む。
ステップ１０４において、いずれかのストップスイッチ50がＯＮとなったか否かが判断
される。ストップスイッチ50がＯＮとならない場合には、ステップ１０４に戻り、いずれ
かのストップスイッチ50がＯＮとなった場合には、次のステップ１０５に進む。
【００７８】
ステップ１０５において、回転リール40の回転停止処理が行われる。そして、次のステ
ップ１０６に進む。

10

ステップ１０６において、全ての回転リール40が停止したか、すなわち３個の回転リー
ル40に対応するストップスイッチ50の操作が行われたか否かが判定される。全ての回転リ
ール40が停止していない場合にはステップ１０４に戻り、全ての回転リール40が停止した
場合には、次のステップ１０７に進む。
ステップ１０７において、遊技結果判定処理が行われる。そして、次のステップ１０８
に進み、遊技結果に応じた処理が行われる。すなわち、所定の役が入賞した場合には、入
賞メダルの払い出しや、再遊技作動や、ボーナスゲームへの移行処理が行われ、１回の遊
技が終了する。所定の役は入賞しないものの、メイン状態の移行契機となる図柄組合せが
表示された場合には、メイン状態の移行処理が行われる。何の役も入賞せず、かつメイン
状態の移行契機となる図柄組合せも表示されない場合には、そのまま１回のゲームが終了

20

する。
【００７９】
次に、サブ制御装置22の制御に基づくサブ処理ついて、図１０のフローに基づき説明す
る。なお、図１０は、１回のゲームにおける処理を示すものである。なお、役抽選の結果
やメイン状態は、メイン制御装置21から遊技の進行に応じて出力される情報信号の入力に
基づき判断される。
まず、図１０のステップ２００において、サブ状態が準備中か否かが判断される。すな
わち、サブ状態移行制御手段130が準備中である旨を記憶しているか否かが判断される（
以下同様）。準備中であると判断された場合には、次のステップ２０１において準備中の
処理が行われる。準備中でないと判断された場合には、次のステップ２０２に進む。

30

【００８０】
ステップ２０２において、ＡＲＴ中か否かが判断される。ＡＲＴ中であると判断された
場合には、次のステップ２０３において準備中の処理が行われる。ＡＲＴ中でないと判断
された場合には、次のステップ２０４に進む。
ステップ２０４において、通常時の処理、すなわちサブ状態がサブ通常状態である場合
の処理が行われる。そして１回の処理を終了する。
ここで、上記したステップ２０４の通常時の処理について、図１１のフローに基づき説
明する。
まず、図１１のステップ３００おいて、ペナルティフラグがＯＮであるか否かが判断さ
れる。ペナルティフラグがＯＮである場合、すなわちペナルティ状態である場合には、次

40

のステップ３０１に進む。
【００８１】
ステップ３０１において、ペナルティゲーム数が減算される。そして、次のステップ３
０２に進む。
ステップ３０２において、ペナルティゲーム数が０になったか否かが判断される。ペナ
ルティゲーム数が０なった場合には、次のステップ３０３において、ペナルティフラグが
ＯＦＦとされる。そして、ステップ３０７に進む。ペナルティゲーム数が０でない場合に
は、そのままステップ３０７に進む。
前記ステップ３００において、ペナルティフラグがＯＮでない場合、すなわちペナルテ
ィ状態でない場合には、ステップ３０４に進む。
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【００８２】
ステップ３０４において、実行ゲーム数が加算される。そして、次のステップ３０５に
進む。
ステップ３０５において、実行ゲーム数が設定ゲーム数（図８のＭ値）に達したか否か
が判断される。実行ゲーム数が設定ゲーム数に達した場合は、次のステップ３０６に進み
、次ゲーム準備中の設定が行われる。そして、ステップ３０７に進む。一方、実行ゲーム
数が設定ゲーム数に達していない場合は、ステップ３０６を飛び越してステップ３０７に
進む。
ここにおいて、ステップ３００からステップ３０６までは、ゲーム開始時（スタートス
イッチ30の操作時）における処理である。このように、ゲーム開始時において、ペナルテ

10

ィ状態であるか否かによって、ペナルティゲーム数が減算されるか、実行ゲーム数が加算
されるかのいずれかの処理が行われるようになっている。
【００８３】
さて、ステップ３０７において、当該ゲームにおいてペナルティ実行契機が発生したか
否かが判断される。すなわち、ストップスイッチ50が左第一停止以外の操作順で操作（変
則押し）されたか否かが判断される。ペナルティ実行契機が発生している場合には、次の
ステップ３０８において、ペナルティカウンタ153に所定のペナルティゲーム数が設定さ
れる。なお、ペナルティゲーム数を有しているときにペナルティ実行契機が発生した場合
は、ペナルティゲーム数が上書き（あるいは加算）されるようにしてもよい。そして、次
のステップ３０９に進む。一方、ペナルティ実行契機が発生していない場合には、ステッ

20

プ３０８を飛び越してステップ３０９に進む。
【００８４】
ステップ３０９において、ペナルティゲーム数が０か否かが判断される。ペナルティゲ
ーム数が０の場合には、そのまま通常時の処理を終了する。一方、ペナルティゲーム数が
０でない場合には、次のステップ３１０に進む。
ステップ３１０において、ペナルティフラグがＯＮか否かが判断される。ペナルティフ
ラグがＯＮの場合は、そのまま通常時の処理を終了する。一方、ペナルティフラグがＯＮ
でない場合、すなわち、当該ゲームでペナルティ実行契機が発生した場合には、次のステ
ップ３１１に進む。
ステップ３１１において、実行ゲーム数が特定値（図８のＰ）未満か、すなわち、設定
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ゲーム数Ｍに到達するまでＮゲーム以上あるか否かが判断される。実行ゲーム数が特定値
未満でない場合、すなわち、実行ゲーム数が特定値以上の場合（特定値に達している場合
）には、次のステップ３１２に進む。
【００８５】
ステップ３１２において、次ゲーム準備中の設定がなされているか否かが判断される。
次ゲーム準備中の設定がなされていない場合、換言すれば、実行ゲーム数が設定ゲーム数
に達していない場合には、そのまま通常時の処理を終了する。一方、次ゲーム準備中の設
定がなされている場合、換言すれば、実行ゲーム数が設定ゲーム数に達している場合には
、次のステップ３１３に進む。
前記ステップ３１１において、実行ゲーム数が特定値実行ゲーム数が特定値未満である

40

場合は、ステップ３１２を飛び越してステップ３０３に進む。
ステップ３０３において、ペナルティフラグがＯＮとされる。そして、通常時の処理を
終了する。
【００８６】
このように、通常時にペナルティ実行契機が発生した場合において、実行ゲーム数が特
定値に達している場合にはペナルティフラグがＯＮとならず（つまり準備状態のＮゲーム
前まではペナルティ状態とならず）、実行ゲーム数が設定値に達した場合にペナルティフ
ラグがＯＮとなる（つまり準備状態への移行時にペナルティ状態となる）ようになってい
る。
なお、上記フローは、実行ゲーム数カウンタ142が実行ゲーム数を加算していく態様で
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説明したが、実行ゲーム数カウンタ142の初期値を設定ゲーム数にして、ゲームごとに減
算していくようにしてもよい。この場合には、ステップ３０５において、カウント値が０
となったか否かが判断され、ステップ３１１では、残りゲーム数が特定値よりも大きいか
否かが判断されるように形成することができる。
【００８７】
次に、図１０のステップ２０１における準備中の処理ついて、図１２のフローに基づき
説明する。
ここで、図１２のステップ４００からステップ４０３までの流れは、図１１のステップ
３００からステップ３０３までの流れと同様であるので、説明を省略する。
ステップ４００においてペナルティフラグがＯＮでない場合、及びステップ４０２にお

10

いてペナルティゲーム数が０でない場合には、ステップ４０４に進む。
ステップ４０４において、役抽選の結果、移行リプレイ（リプレイ２又は３）が当選し
たか否かが判断される。移行リプレイが当選した場合には、次のステップ４０５に進む。
【００８８】
ステップ４０５において、ペナルティフラグがＯＮであるか否かが判断される。ペナル
ティフラグがＯＮでない場合には、次のステップ４０６において、移行リプレイを入賞さ
せるためのストップスイッチ50の操作順をナビする移行ナビ実行処理が行われる。そして
、次のステップ４０７進む。
前記ステップ４０４で移行リプレイが当選していない場合、及びステップ４０５でペナ
ルティフラグがＯＮである場合は、ステップ４０６を飛び越してステップ４０７に進む。
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ステップ４０７において、当該ゲームにおいてペナルティ実行契機が発生したか否かが
判断される。ペナルティ実行契機が発生している場合には、次のステップ４０８において
、ペナルティカウンタ153に所定のペナルティゲーム数が設定される。そして、次のステ
ップ４０９に進む。
【００８９】
ステップ４０９において、ペナルティフラグがＯＮか否かが判断される。ペナルティフ
ラグがＯＮ０でない場合には、次のステップ４１０に進む。
ステップ４１０において、ペナルティフラグがＯＮとされる。そして、ステップ４１１
に進む。
前記ステップ４０９においてペナルティフラグがＯＮの場合には、ステップ４１０を飛
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び越してステップ４１１進む。
前記ステップ４０７において、当該ゲームにおいてペナルティ実行契機が発生していな
い場合には、ステップ４１１に進む。
【００９０】
ステップ４１１において、当該ゲームで移行リプレイが入賞したか否かが判断される。
移行リプレイが入賞していない場合は、そのまま準備中の処理を終了する。移行リプレイ
が入賞した場合には、次のステップ４１２に進み、ＡＲＴ状態の設定が行われる。すなわ
ち、サブ状態移行制御手段130が、サブ状態をＡＲＴ状態に移行させ、ＡＴカウンタ143に
は所定のＡＴゲーム数がセットされる。そして、準備中の処理を終了する。
なお、上記フローは、準備中にベルナビが行われない場合の例であるが、準備中にベル

40

ナビを行う場合には、ペナルティ状態中はベルナビを行わない設定にすることができる。
続いて、図１０のステップ２０３おけるＡＲＴ中の処理について、図１３のフローに基
づき説明する。
【００９１】
ここで、図１３のステップ５００からステップ５０３までの流れは、図１１のステップ
３００からステップ３０３までの流れと同様であるので、説明を省略する。ここまでの流
れにより、ＡＲＴ開始時にペナルティ状態であっても、ゲーム消化によってペナルティが
解除されるようになっている。なお、ＡＲＴ状態の設定時にペナルティゲーム数をクリア
してペナルティフラグをＯＦＦにしてもよい。
ステップ５００においてペナルティフラグがＯＮでない場合には、ステップ５０４に進
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む。
ステップ５０４において、役抽選の結果「押し順ベル」が当選したか否かが判断される
。「押し順ベル」が当選している場合には、次のステップ５０５において、当選している
「押し順ベル」に割り当てられたストップスイッチ50の正解の押し順をナビするベルナビ
実行処理が行われる。そして、次のステップ５０６に進む。「押し順ベル」が当選してい
ない場合には、ステップ５０５を飛び越してステップ５０６に進む。
【００９２】
前記ステップ５０２において、ペナルティゲーム数が０でない場合には、ステップ５０
３、５０４を飛び越してステップ５０６に進む。すなわち、ペナルティ状態中は、ベルナ
ビが行われない。

10

ステップ５０６において、当該ゲームでベルブランクが表示されたか否かが判断される
。ベルブランクが表示されていない場合には、次のステップ５０７に進み、ＡＴゲーム数
が減算される。そして、次のステップ５０８に進む。
ステップ５０８において、ＡＴゲーム数が０となったか否かが判断される。ＡＴゲーム
数が０でない場合は、そのままＡＲＴ中の処理を終了する。一方、ＡＴゲーム数が０の場
合には、次のステップ５１０に進む。
【００９３】
前記ステップ５０６において、ベルブランクが表示された場合には、ステップ５０９に
進み、ＡＴゲーム数が０にされる。またこの際、ペナルティカウンタ153のペナルティゲ
ーム数が０にされるとともに、ペナルティフラグがＯＦＦとなって、ペナルティがクリア

20

される。がそして、ステップ５１０に進む。
ステップ５１０において、次回の準備状態への移行までの設定ゲーム数を決定する設定
ゲーム数抽選が行われる。抽選結果は設定ゲーム数として記憶される。そして、次のステ
ップ５１１において、サブ通常状態の設定が行われる。すなわち、サブ状態移行制御手段
130が、サブ状態をサブ通常状態に移行させる。そして、ＡＲＴ中の処理を終了する。
【００９４】
（まとめ）
以上のように、第一の実施の形態では、ゲーム数の消化によってＡＲＴへの移行が可能
となり、ＡＲＴに移行する前には準備状態が設けられているともに、準備状態の所定ゲー
ム前の特定期間（前兆演出期間）になると、ＡＲＴへの移行可能性を示唆する演出が行わ

30

れるようになっている場合において、特定期間よりも前にペナルティ実行契機が発生した
場合には、実行ゲーム数のカウントを行わないペナルティをただちに実行するが、特定期
間中にペナルティ実行契機が発生した場合には、ペナルティを実行させないようにしてい
る。具体的には、特定期間中に発生したペナルティ実行契機ついては、ペナルティゲーム
数を設定するものの、ペナルティ状態にはしない（ペナルティフラグをＯＮとしない）。
つまり、ペナルティゲーム数の設定によりペナルティの実行を留保させている。このよう
に形成することにより、ＡＴ移行の確定演出が行われているのにＡＴが開始される旨の演
出が行われない（見た目上、ＡＴが発動しない）という不自然な状態を回避でき、プログ
ラムにバグが発生しているのではないかと遊技者が疑念を持つこともなく、商品性を保つ
ことができる。

40

【００９５】
また、実行ゲーム数が設定ゲーム数に達した場合には、ペナルティゲーム数の有無を判
断して、ペナルティ状態（ペナルティフラグＯＮ）としている。これにより、準備状態に
移行してから、ペナルティが実行されることとなる。本実施の形態では、ペナルティ中は
移行ナビを行わないことより、ＡＲＴの開始時期を遅延させるペナルティを付与している
。
ここで、確定演出が出現し得る状況でペナルティ行為（変則押し）が行われた場合、全
くペナルティを付与しない仕様にすると、ＡＴ終了時に決定される次回ＡＴまでのいわゆ
るハマリゲーム数（設定ゲーム数）の傾向、例えば何ゲーム目にＡＴに移行する可能性が
ある（何ゲーム目はアツい）ということを把握している遊技者が、ＡＲＴ終了後のゲーム
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回数が当該ゲーム数に近くなったときに変則押しをしても、ペナルティがかからない可能
性が高い。そうすると、ペナルティを受けないまま、通常時には入賞しない設定となって
いる正解役（「中ベル１〜３」、「右ベル１〜３」）を入賞させて獲得メダルを増やした
り、メイン状態を、通常時からは移行させない設定となっているＲＴに移行させて消費メ
ダル数を少なくしたりして、有利な結果を得ることができるという攻略性が生まれること
となる。本実施の形態では、かかる攻略性を排除することができる。
【００９６】
またここで、確定演出が出現し得る状況において実行を留保したペナルティは、できる
だけ早い時期に実行するのが好ましい。例えば、ＡＲＴ終了後にペナルティが実行される
ような仕様にすると、ペナルティ行為を行った遊技者はＡＲＴ終了直後に遊技を終了して

10

しまい、次にその台についた遊技者が、前遊技者のペナルティを被るという問題が発生し
得る。その点、本実施の形態では、ＡＲＴへの移行待ち状態である準備中にペナルティを
実行するようになっている。準備中に遊技者が途中で遊技を終了してしまうことは考え難
いことから、ＡＲＴの開始前にペナルティ行為を行った遊技者自身に、ペナルティを受け
させることができ、公平性を保つことができる。
【００９７】
さらに、本実施の形態では、特定期間中は、前兆演出の内容にかかわらず、一律にペナ
ルティの実行を留保することとしているので、ペナルティの有無により確定演出までの流
れを左右されず、演出内容に応じてペナルティを実行するか否かを判断するような処理の
複雑化を必要としない。例えば、ペナルティ行為が行われた場合に、確定演出が行われる

20

前兆演出を確定演出が行われない前兆演出に変更することや、確定演出が行われない前兆
演出の実行中にペナルティ行為が行われた場合にはただちにペナルティを実行するが、確
定演出が行われる前兆演出の実行中にペナルティ行為が行われた場合にはペナルティの実
行を留保するといった、複雑な制御を行う必要がない。これにより、プログラム作成の簡
素化を図ることができるとともに、サブ制御装置22にかかる負担を軽減することができる
。
【００９８】
なお、上記した第一の実施の形態では、正解の押し順で停止操作をすると所定の役（ベ
ル役）が必ず入賞し、不正解の押し順で停止操作をすると所定の役と同等のメダルが払い
出される他の役（他のベル役）が入賞する場合があるという設定となっていたが、ＡＴの

30

態様はそのような設定であるものに限られない。例えば、正解の押し順で停止操作をする
と所定の役が必ず（あるいは操作タイミングに応じて）入賞するが、不正解の押し順で停
止操作すると所定の役よりも払い出し枚数の少ない他の役が入賞し得る（あるいは必ず入
賞する）設定となっている場合であっても、本発明を利用できる。また、正解の押し順で
停止操作をすると所定の役に対応付けられた図柄組合せが複数の有効ライン上に揃って所
定の役が重複入賞し得る（あるいは必ず入賞する）が、不正解の押し順で停止操作をする
と所定の役に対応付けられた図柄組合せが単独の有効ライン上に揃って所定の役が単独入
賞し得る（あるいは必ず入賞する）ような設定となっている場合であっても、本発明を利
用可能である。
【００９９】

40

また、上記した第一の実施の形態においては、ＡＴは、ストップスイッチ50の操作態様
として押し順を報知するものとなっていたが、ストップスイッチ50の操作タイミングを合
わせて目押しすべき指標図柄（当選役に対応付けられた図柄組合せに含まれる図柄）を報
知するものであってもよい。ストップスイッチ50を正解の押し順で停止操作し、かつ目押
しをしないと正解役の当選図柄を有効ライン上に引き込めないようになっている場合には
、正解の押し順と、目押しすべき図柄の種類や色を報知するような設定とすることができ
る。
さらに、上記した実施の形態では、ゲーム数の消化によって準備状態に移行し、準備状
態からＡＲＴ状態へと移行するものとして説明したが、設定ゲーム数を消化していなくて
も（設定ゲーム数のカウント中であっても）、特定役、例えば特定の再遊技役が当選ある
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いは入賞した場合には、ただちにＡＲＴ状態に移行するような仕様となっていてもよい。
【０１００】
（第二の実施の形態）
図１４は、本発明の第二の実施の形態を示すものである。なお、図１乃至図１１、図１
３は本実施の形態にも適用できる。また、本実施の形態におけるスロットマシン10の基本
的構成は、第一の実施の形態と同様であるので、重複する部分は説明を省略し、第二の実
施の形態の特徴点のみ説明する。
上記した第一の実施の形態では、準備状態においてメイン状態がＲＴ状態に移行した場
合にＡＲＴが開始される設定となっていたが、第二の実施の形態では、準備状態に移行し
た際のメイン状態の如何にかかわらず、ＡＴが開始される仕様となっている。

10

【０１０１】
第二の実施の形態におけるスロットマシン10は、図示しないが、サブ状態として、サブ
通常状態と、準備状態と、ＡＴ状態と、ＡＲＴ状態とを有している。第一の実施の形態と
同様に、サブ通常状態において所定のゲーム数（設定ゲーム数）を消化することにより準
備状態に移行するが、準備状態からＡＴ状態に移行する条件は、所定のゲーム数を消化し
た場合となっている。準備状態の滞在ゲーム数は、例えば、デフォルトで１ゲームとする
ことができ、画像表示部67等でＡＴ開始の告知演出を行ったり、ＡＴ中の演出モードを遊
技者が所定の操作スイッチ（例えばストップスイッチ50や演出選択スイッチ）により選択
可能な状態となる期間とすることかできる。また、準備中は、ベルナビや移行ナビは行わ
れない。

20

【０１０２】
そして、準備状態の所定ゲーム前の特定期間中にペナルティ実行契機が発生した場合に
は、準備状態において、ペナルティが実行される。具体的には、ペナルティカウンタ153
は、ゲームごとに、設定されたペナルティゲーム数を減算するが、ペナルティゲーム数が
残っている間は、準備状態からＡＴ状態に移行させない処理を行う。これにより、結果と
して、準備状態に滞在する期間が延長され、ＡＴ状態への移行が延期されることになる。
なお、準備状態のデフォルトの滞在ゲーム数が２ゲーム以上である場合には、準備状態の
滞在ゲーム数をカウントする手段を設け、滞在ゲーム数のカウントが終了したらＡＴ状態
に移行するように形成するとともに、ペナルティ中は、滞在ゲーム数のカウントを行わな
いように形成すればよい。

30

【０１０３】
準備状態の終了後は、ＡＴ状態あるいはＡＲＴ状態に移行する。すなわち、ペナルティ
状態でない場合には次ゲームからＡＴが開始され、ペナルティ状態である場合には、所定
のペナルティゲーム数を消化した後に、ＡＴが開始される。ＡＴ状態及びＡＲＴ状態にお
いては、ベルナビが行われるとともに、ＡＴ状態（メイン状態がＲＴ状態でない場合）で
は、移行リプレイの当選時に移行ナビが行われる。移行リプレイが入賞すると、サブ状態
はＡＲＴ状態になる。なお、ベルブランクの表示によりメイン状態が通常状態に戻り、Ａ
ＲＴが終了しても、ＡＴカウンタ143がＡＴゲーム数を有している場合には、ＡＴ状態を
継続させる。ＡＴの終了時には、設定ゲーム数抽選が行われ、次回準備状態に移行するま
でのゲーム数が決定される。

40

【０１０４】
次に、第二の実施の形態おける準備中の処理について、図１４のフロー基づき説明する
。図１４は、準備状態のデフォルト滞在ゲーム数が１ゲームである場合の例である。
まず、図１４のステップ６００において、ペナルティフラグがＯＮであるか否かが判断
される。ペナルティフラグがＯＮである場合には、次のステップ６０１に進む。
ステップ６０１において、ペナルティゲーム数が減算される。そして、次のステップ６
０２に進む。
ステップ６０２において、ペナルティゲーム数が０になったか否かが判断される。ペナ
ルティゲーム数が０なった場合には、次のステップ６０３において、ペナルティフラグが
ＯＦＦとされる。そして、ステップ６０４に進む。ペナルティゲーム数が０でない場合に
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は、ステップ６０３を飛び越してステップ３０４に進む。
【０１０５】
前記ステップ６００において、ペナルティフラグがＯＮでない場合には、ステップ６０
１〜６０３を飛び越してステップ６０４に進む。
ステップ６０４において、当該ゲームにおいてペナルティ実行契機が発生したか否かが
判断される。ペナルティ実行契機が発生している場合には、次のステップ６０５において
、ペナルティカウンタ153に所定のペナルティゲーム数が設定される。なお、ペナルティ
ゲーム数を有しているときにペナルティ実行契機が発生した場合は、ペナルティゲーム数
が上書き（あるいは加算）されるようにしてもよい。そして、次のステップ６０６に進む
10

。
【０１０６】
ステップ６０６において、ペナルティフラグがＯＮとされる。なお、すでにペナルティ
フラグがＯＮとなっている場合には、ＯＮ状態が維持される。そして、次のステップ６０
７に進む。
前記ステップ６０４において、ペナルティ実行契機が発生していない場合には、ステッ
プ６０５、６０６を飛び越してステップ６０７に進む。
ステップ６０７において、ペナルティフラグがＯＮか否かが判断される。ペナルティフ
ラグがＯＮの場合は、そのまま準備中の処理を終了する。一方、ペナルティフラグがＯＮ
でない場合には、次のステップ６０８に進む。
【０１０７】

20

ステップ６０８において、サブ状態がＡＴ状態に設定される。そして準備中の処理を終
了する。
以上のように形成することにより、準備状態前の前兆演出期間においてペナルティ行為
が行われた場合には、ＡＴ状態あるいはＡＲＴ状態への移行が遅延されることとなる。
第二の実施の形態によれば、第一の実施の形態の効果に加え、前兆演出中に行ったペナ
ルティ行為に対するペナルティと、準備中に行ったペナルティ行為に対するペナルティを
全く同一とする（同じペナルティゲーム数分だけＡＴ開始が遅延される）ことができる。
（第三の実施の形態）
図示しないが、第三の実施の形態について説明する。なお、図１乃至図１３は本実施の
形態にも適用できる。本実施の形態におけるサブ状態の移行と準備中の処理に関しては、

30

第一の実施の形態の仕様であっても第二の実施の形態の仕様であってもよい。本実施の形
態におけるスロットマシン10の基本的構成は、第一又は第二のいずれかの実施の形態と同
様であるので、重複する部分は説明を省略し、第三の実施の形態の特徴点のみ説明する（
以下第四から第六までの実施の形態において同じ）。
【０１０８】
第三の実施の形態は、実行されている又は実行が決定されている前兆演出が、ＡＴ又は
ＡＲＴへの移行確定の示唆を含む態様（確定演出）である場合にはペナルティの実行を留
保するものの、確定演出でない場合には、ただちにペナルティを実行させるようにしたも
のである。
具体的には、図１１のステップ３１２でＮｏと判断された後に、実行中の演出は確定演
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出か（実行している演出又は実行する予定の演出のデータとしてそのような前兆演出デー
タが選択されているか）否かが判断される。そして、確定演出である場合にはそのまま処
理を終了し、確定演出でない場合にはペナルティフラグをＯＮにしてペナルティ状態を設
定する。このように形成することにより、前兆演出で確定演出が行われる場合にのみ、ペ
ナルティの実行が留保されることとなる。
【０１０９】
本実施の形態によれば、前兆演出中にペナルティ実行契機が発生した場合において、前
兆演出から準備状態へと至る演出の流れを阻害することなく、かつ、ペナルティ行為を行
った遊技者に対してできるだけ早期にペナルティを課すことができる。
（第四の実施の形態）
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第四の実施の形態は、ＡＴ終了後、次回ＡＴの準備状態に移行するまでの残りゲーム数
が所定ゲーム数となった場合は前兆演出が行われ、この際には、前兆演出中に確定演出が
行われる可能性のある演出データが選択されるように設定されている。そして、前記した
所定ゲーム数の間にペナルティ行為が行われた場合には、準備中にペナルティを実行する
ようにしたものである。
【０１１０】
ここで、所定ゲーム数は、あらかじめ設定されていても、可変であってもよい。例えば
、前兆演出のゲーム数が可変となっており、前兆演出の最大ゲーム数が１０ゲームの場合
には所定ゲーム数は８ゲーム、前兆演出の最大ゲーム数が６ゲームの場合には所定ゲーム
数は５ゲームとなるように形成してもよい。またここで、前兆演出中に確定演出が行われ

10

る可能性のある演出データとは、既述したいわゆる鉄板演出の演出データを含み、液晶画
面上に特定のキャラクターが登場したり特定の小物が出現するような内容のものである。
本実施の形態によっても、上記した第三の実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【０１１１】
（第五の実施の形態）
第五の実施の形態は、上記した各実施の形態と同様に、サブ通常状態において所定のゲ
ーム数（設定ゲーム数）を消化することにより準備状態に移行するが、設定ゲーム数を消
化する前であっても、特定役の当選又は入賞を契機にＡＴ状態に移行可能となる所定のゲ
ーム期間（特別演出状態）が設けられている。そして、この特別演出状態中にペナルティ

20

行為が行われた場合には、特別演出状態の終了後にペナルティを実行するように形成した
ものである。
ここで、特別演出状態は、サブ通常状態において、所定の契機、例えば特定役の当選又
は入賞や、特定役の当選又は入賞時、あるいはゲームごとに行われる所定の抽選に当選し
た場合に開始され、あらかじめ定められたゲーム数の消化により終了する。そして、この
特別演出状態に、特定役が当選した場合、又は特定役が入賞した場合に、ＡＴ状態への移
行が確定する。
【０１１２】
具体的には、特定役の当選によりＡＴ状態への移行が確定するように形成した場合には
、当該ゲームの結果に関わらず、ＡＴ状態への移行が確定する。特定役が当選した場合に
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は、当該ゲームにおいて、特定役に対応付けられた図柄組合せ、特定役と同時当選してい
る他の役（重複当選領域に含まれる役）に対応付けられた図柄組合せ、特定役が当選した
ときに表示し得る図柄組合せであって入賞の態様でない図柄組合せ（同時に特定役に対応
付けられた図柄組合せが表示される場合も含む）、のうちのいずれかを表示させることが
でき、いずれの図柄組合せが表示された場合でも、次ゲームから準備状態に移行する。
また、特定役の入賞によりＡＴ状態への移行が確定するように形成した場合には、特定
役が当選したゲームにおいて、特定役に対応付けられた図柄組合せ、特定役と同時当選し
ている他の役に対応付けられた図柄組合せ、特定役が当選したときに表示し得る図柄組合
せであって入賞の態様でない図柄組合せ（同時に特定役に対応付けられた図柄組合せが表
示される場合も含む）、のうちのいずれかを表示させることができた場合に、ＡＴ状態へ
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の移行が確定する。この場合、特定役の当選時には、ストップスイッチ
50の操作タイミングにかかわらず、上記したいずれかの図柄組合せが必ず表示可能な設定
となっていてもよいし、ストップスイッチ50の操作タイミングによって、上記したいずれ
かの図柄組合せを表示可能な設定となっていてもよい。そして、上記したいずれの図柄組
合せが表示された場合でも、次ゲームから準備状態に移行する。
【０１１３】
そして、かかる特別演出状態の最中に、ペナルティ実行契機が発生した場合には、特別
演出状態の終了後にペナルティが実行される。具体的には、前記特定役が当選又は入賞し
ないで特別演出状態が終了した場合には、サブ通常状態に戻るので、実行ゲーム数カウン
タ142のカウントを行わないペナルティを実行する。一方、前記特定役が当選又は入賞し
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た場合は、準備中において、ベルナビや移行ナビを行わないペナルティ、あるいは、準備
状態に所定ゲーム滞在するペナルティを実行する。
前記したように、特別演出状態は、特定役の当選又は入賞によってＡＴ状態に移行する
可能性がある期間であり、特定役が入賞したり、特定役に対応付けられていない図柄組合
せ（ＡＴ状態への移行契機となる特定の出目）が表示されたりすれば、遊技者はＡＴが開
始されることを必ず認知してしまう。したがって、この期間中に、ＡＴの開始時期を遅ら
せるペナルティを実行すると、特定役が当選又は入賞しても、ＡＴが開始されない場合が
生じ得る。そこで、特別演出状態中は、ペナルティを実行しない設定とし、特別演出状態
中に発生したペナルティ実行契機に対するペナルティは、特別演出状態の終了後に行うよ
うにしたものである。

10

【０１１４】
本実施の形態においても、ＡＴが開始されるはずの状況でＡＴが開始されない不都合を
防止することができる。
（第六の実施の形態）
第六の実施の形態は、サブ通常状態中であって実行ゲーム数カウンタ142のカウント値
が特定値Ｐに達する前に、所定のゲーム数にわたり行われる連続演出（特定演出）を実行
可能であり、この連続演出において、当該連続演出のゲーム数として設定されたゲーム数
の残りゲーム数が所定ゲーム数となった場合に、ペナルティ実行契機が発生してもペナル
ティを実行せず、準備状態に移行した後に実行するようにしたものである。
【０１１５】

20

連続演出は、サブ通常状態中に、特定役が当選した場合に行われるＡＴ抽選に当選した
場合に実行が決定され、所定ゲーム数（例えば５ゲーム）にわたり、例えばバトルが行わ
れる演出とすることができる。なお、所定ゲーム数はあらかじめ設定されていても、可変
であってもよい。連続演出の実行を決定する際に、ゲーム数の抽選よって決定することが
できる。また、連続演出が行われる前に、所定ゲームの前兆期間（煽り演出期間）を設け
てもよい。連続演出の最終回、あるいは連続演出中の残りゲーム数が所定ゲーム（例えば
残り３ゲーム）となると、ＡＴへの移行が確定した旨の報知（確定報知）が行われ得るよ
うになっている。
【０１１６】
そして、連続演出の残りゲーム数が所定ゲームとなった場合、すなわち確定報知が発生
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する可能性のある期間には、ペナルティ実行契機が発生してもペナルティを実行せず、準
備状態に移行してから、前記期間中に行われたペナルティ行為に対するペナルティを実行
する（ペナルティを持ち越す）。このよう形成した場合でも、ＡＴが開始されるはずの状
況でＡＴが開始されない不都合を防止することができる。
なお、実行に係る演出データとして、確定報知が発生する可能性のある連続演出データ
が選択されている場合に、当該連続演出の開始から終了までの全てのゲームで、ペナルテ
ィの実行を準備状態への移行後に持ち越すようにしてもよい（残りゲーム数＝連続演出の
全ゲーム数）。を持ち越すようしてもよい。あるいは、確定報知が発生する可能性のある
連続演出データが選択されている場合に、ペナルティ実行契機が発生したときは、当該連
続演出データにおいて、確定報知を行う予定のゲームよりも前であればただちにペナルテ
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ィを実行し、確定報知を行う予定のゲーム以降であれば、ペナルティの実行を準備状態へ
の移行後に持ち越すようにしてもよい。
【０１１７】
（変形例）
上記した第一乃至第六の実施の形態では、通常時の変則押しをペナルティ行為とし、Ａ
Ｔ（ＡＴ状態又はＡＲＴ状態）の開始時期を遅らせるペナルティが課せられるものとなっ
ていたが、ペナルティの態様はこのようなものに限られない。例えば、遊技の結果、表示
させてはいけないことになっている特定の図柄組合せが表示された場合、あるいは、表示
させるべきであることになっている特定の図柄組合せが表示されなかった場合に、ペナル
ティが課せられるようにしてもよい。
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また、前兆演出中に発生したペナルティ行為に対するペナルティを実行する時期は、準
備中に限られず、ＡＴ中又はＡＲＴ中に実行するようにしてもよい。この場合には、ＡＴ
状態やＡＲＴ状態に移行しても、ペナルティゲーム数を有している間は、ベルナビや移行
ナビが行われないこととなる。
【０１１８】
また、上記した第一乃至第六の実施の形態では、実行ゲーム数カウンタ142は、ＡＴ（
ＡＴ状態又はＡＲＴ状態）終了を契機にサブ通常状態中の実行ゲーム数をカウントするよ
うに形成されていたが、実行ゲーム数カウンタ142のカウント開始契機は、ＡＴ終了に限
られず、ＡＴの開始時や、契機役の当選に基づくＡＴ抽選に当選してＡＴの開始が決定さ
れたときとしてもよい。要は、ＡＴの実行に基づく所定の契機からのゲーム数をカウント
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するようになっていればよい。
本発明は、スロットマシン以外の遊技機にも応用できる。例えば、遊技媒体として遊技
球（パチンコ球）を用いてスロットマシンと同様の遊技を行わせるパロット遊技機に応用
できる。また、所定の操作手段の操作に基づいて遊技が進行する遊技機にも応用できる。
【０１１９】
さらに、本発明は、ゲーム数消化によってＡＴが開始される、いわゆる天井を有してい
ない遊技機についても応用可能である。具体的には、上記した第五の実施の形態や第六の
実施の形態に記載されている内容に適用することができる。このように形成した場合でも
、ＡＴが開始されるはずの状況でＡＴが開始されない不都合を防止することができる。
上述した実施の形態及び変形例に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
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範囲における変形および改良なども含む。そして、本発明は、矛盾が生じない範囲で、上
述した実施の形態又は変形例に記載されている構成要件を適宜組み合わせる、または組み
替えることもできるものである。
【符号の説明】
【０１２０】
10

スロットマシン

20

制御装置

21

メイン制御装置（遊技制御手段）

22

サブ制御装置（演出制御手段）

30

スタートスイッチ

40

回転リール

50

ストップスイッチ

60

リールユニット

65

ホッパーユニット

67

液晶表示装置（演出装置）

70

役抽選手段

90

リール制御手段

142

実行ゲーム数カウンタ（ゲーム数カウンタ）

150

ペナルティ制御手段

30

(34)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

JP 2014‑79346 A 2014.5.8

(35)
【図６】

【図８】

【図７】

【図９】

【図１０】

JP 2014‑79346 A 2014.5.8

(36)
【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

JP 2014‑79346 A 2014.5.8

(37)

JP 2014‑79346 A 2014.5.8

フロントページの続き
(72)発明者 森下 恭好
東京都台東区東上野二丁目１１番７号 株式会社オリンピア内
(72)発明者 石原 孝洋
東京都台東区東上野二丁目１１番７号 株式会社オリンピア内
(72)発明者 片山 和也
東京都台東区東上野二丁目１１番７号 株式会社オリンピア内
(72)発明者 飯沼 卓巳
東京都台東区東上野二丁目１１番７号 株式会社オリンピア内

10

(72)発明者 長村 友和
東京都台東区東上野二丁目１１番７号 株式会社オリンピア内
(72)発明者 丸田 智行
東京都台東区東上野二丁目１１番７号 株式会社オリンピア内
(72)発明者 工藤 恭弘
東京都台東区東上野二丁目１１番７号 株式会社オリンピア内
(72)発明者 福田 英之
東京都台東区東上野二丁目１１番７号 株式会社オリンピア内
Ｆターム(参考) 2C082 AA02 AB06 AB12 AB16 AC14 AC23 AC34 AC52 AC64 AC65
AC82 BA03 BA17 BA22 BA35 BA38 BB02 BB16 BB48 BB64
BB78 BB93 CA02 CA27 CB04 CB23 CB32 CC01 CC13 CC24
CC28 CD12 CD18 CD32 CD48 CD49 DA52 DA54 DA58 DA63

20

