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(57)【要約】
【課題】設定値の変更を報知するか否かを選択可能であ
り、かつ、設定値変更後の最初の特定の遊技状態でのみ
設定値の変更の報知が行われ得るスロットマシンを提供
する。
【解決手段】設定値の変更を知らせるか否かを選択させ
る設定変更報知選択スイッチと、設定値が変更されたと
きに設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変
更を知らせる旨が選択されていると設定変更報知フラグ
をセットする設定変更報知フラグセット手段181と、特
定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセッ
トされていると設定値の変更を報知する設定変更報知手
段184と、特定の遊技状態を契機に設定変更報知フラグ
をクリアする設定変更報知フラグクリア手段187とを備
える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲に複数の図柄が付されている複数の回転リールと、
　各回転リールの回転開始に係るスタートスイッチと、
　各回転リールの回転停止に係るものでありかつ各回転リールにそれぞれ対応して設けら
れているストップスイッチと、
　複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行うための役抽選手段と、
　役抽選手段の抽選結果と各ストップスイッチが操作されたときの対応する回転リールの
回転位置とに基づいて各回転リールの停止制御を行うための停止制御手段と、
　すべての回転リールの回転が停止した際における図柄の配列に基づいて複数の役のいず
れかに入賞したかまたは入賞なしかの判定を行うための入賞判定手段とを備えるとともに
、
　あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれか１つを記憶するための設定値記憶
手段と、
　設定値記憶手段に記憶されている設定値を所定の操作に基づいて変更するための設定変
更手段とを備え、
　役抽選手段は、設定値記憶手段に記憶されている設定値に基づいて複数の役のいずれか
に当選したかまたはハズレかの抽選を行うように形成されているスロットマシンであって
、
　設定値の変更を知らせるか否かを選択させるための設定変更報知選択スイッチと、
　設定変更手段により設定値が変更されたときに設定変更報知選択スイッチの操作により
設定値の変更を知らせる旨が選択されていると設定変更報知フラグをセットするための設
定変更報知フラグセット手段と、
　特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更
を報知するための設定変更報知手段と、
　特定の遊技状態を契機に設定変更報知フラグをクリアするための設定変更報知フラグク
リア手段と、
　を備えていることを特徴とするスロットマシン。
【請求項２】
　周囲に複数の図柄が付されている複数の回転リールと、
　各回転リールの回転開始に係るスタートスイッチと、
　各回転リールの回転停止に係るものでありかつ各回転リールにそれぞれ対応して設けら
れているストップスイッチと、
　複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行うための役抽選手段と、
　役抽選手段の抽選結果と各ストップスイッチが操作されたときの対応する回転リールの
回転位置とに基づいて各回転リールの停止制御を行うための停止制御手段と、
　すべての回転リールの回転が停止した際における図柄の配列に基づいて複数の役のいず
れかに入賞したかまたは入賞なしかの判定を行うための入賞判定手段とを備えるとともに
、
　あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれか１つを記憶するための設定値記憶
手段と、
　設定値記憶手段に記憶されている設定値を所定の操作に基づいて変更するための設定変
更手段とを備え、
　役抽選手段は、設定値記憶手段に記憶されている設定値に基づいて複数の役のいずれか
に当選したかまたはハズレかの抽選を行うように形成されているスロットマシンであって
、
　設定値の変更を知らせるか否かを選択させるための設定変更報知選択スイッチと、
　設定変更手段により設定値が変更されたときに設定変更報知選択スイッチの操作により
設定値の変更を知らせる旨が選択されていると設定変更報知フラグをセットするための設
定変更報知フラグセット手段と、
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　特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更
を報知するための設定変更報知手段と、
　設定変更報知手段による報知を契機に設定変更報知フラグをクリアするための報知時設
定変更報知フラグクリア手段と、
　を備えていることを特徴とするスロットマシン。
【請求項３】
　周囲に複数の図柄が付されている複数の回転リールと、
　各回転リールの回転開始に係るスタートスイッチと、
　各回転リールの回転停止に係るものでありかつ各回転リールにそれぞれ対応して設けら
れているストップスイッチと、
　複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行うための役抽選手段と、
　役抽選手段の抽選結果と各ストップスイッチが操作されたときの対応する回転リールの
回転位置とに基づいて各回転リールの停止制御を行うための停止制御手段と、
　すべての回転リールの回転が停止した際における図柄の配列に基づいて複数の役のいず
れかに入賞したかまたは入賞なしかの判定を行うための入賞判定手段とを備えるとともに
、
　あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれか１つを記憶するための設定値記憶
手段と、
　設定値記憶手段に記憶されている設定値を所定の操作に基づいて変更するための設定変
更手段とを備え、
　役抽選手段は、設定値記憶手段に記憶されている設定値に基づいて複数の役のいずれか
に当選したかまたはハズレかの抽選を行うように形成されているスロットマシンであって
、
　設定値の変更を知らせるか否かを選択させるための設定変更報知選択スイッチと、
　設定変更手段により設定値が変更されたときに設定変更報知選択スイッチの操作により
設定値の変更を知らせる旨が選択されていると設定変更報知フラグをセットするための設
定変更報知フラグセット手段と、
　特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更
を報知するか否かの抽選を行うための設定変更報知抽選手段と、
　設定変更報知抽選手段による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると設定値の
変更を報知するための当選時設定変更報知手段と、
　特定の遊技状態を契機に設定変更報知フラグをクリアするための設定変更報知フラグク
リア手段と、
　を備えていることを特徴とするスロットマシン。
【請求項４】
　周囲に複数の図柄が付されている複数の回転リールと、
　各回転リールの回転開始に係るスタートスイッチと、
　各回転リールの回転停止に係るものでありかつ各回転リールにそれぞれ対応して設けら
れているストップスイッチと、
　複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行うための役抽選手段と、
　役抽選手段の抽選結果と各ストップスイッチが操作されたときの対応する回転リールの
回転位置とに基づいて各回転リールの停止制御を行うための停止制御手段と、
　すべての回転リールの回転が停止した際における図柄の配列に基づいて複数の役のいず
れかに入賞したかまたは入賞なしかの判定を行うための入賞判定手段とを備えるとともに
、
　あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれか１つを記憶するための設定値記憶
手段と、
　設定値記憶手段に記憶されている設定値を所定の操作に基づいて変更するための設定変
更手段とを備え、
　役抽選手段は、設定値記憶手段に記憶されている設定値に基づいて複数の役のいずれか
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に当選したかまたはハズレかの抽選を行うように形成されているスロットマシンであって
、
　設定値の変更を知らせるか否かを選択させるための設定変更報知選択スイッチと、
　設定変更手段により設定値が変更されたときに設定変更報知選択スイッチの操作により
設定値の変更を知らせる旨が選択されていると設定変更報知フラグをセットするための設
定変更報知フラグセット手段と、
　特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更
を報知するか否かの抽選を行うための設定変更報知抽選手段と、
　設定変更報知抽選手段による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると設定値の
変更を報知するための当選時設定変更報知手段と、
　設定変更報知抽選手段による抽選を契機に設定変更報知フラグをクリアするための抽選
時設定変更報知フラグクリア手段と、
　を備えていることを特徴とするスロットマシン。
【請求項５】
　スロットマシンは、態様が異なる複数パターンの演出用の演出データを記憶する演出デ
ータ記憶手段と、演出データ記憶手段から１の演出データを選択するための演出データ選
択手段と、演出データ選択手段が選択した演出データに基づいて演出を実行するための演
出実行手段とを備え、
　設定変更報知手段は、特定の遊技状態となった場合において設定変更報知フラグがセッ
トされているときとセットされていないときとで異なる演出データを演出データ選択手段
に選択させるための演出データ選択指示手段を備えていることを特徴とする請求項１また
は２記載のスロットマシン。
【請求項６】
　スロットマシンは、態様が異なる複数パターンの演出用の演出データを記憶する演出デ
ータ記憶手段と、演出データ記憶手段から１の演出データを選択するための演出データ選
択手段と、演出データ選択手段が選択した演出データに基づいて演出を実行するための演
出実行手段とを備え、
　当選時設定変更報知手段は、設定変更報知抽選手段による抽選の結果が設定値の変更を
報知する旨となったときと報知しない旨となったときとで異なる演出データを演出データ
選択手段に選択させるための抽選結果対応演出データ選択指示手段を備えていることを特
徴とする請求項３または４記載のスロットマシン。
【請求項７】
　スロットマシンは、一般的な遊技である一般遊技の制御を行うための一般遊技制御手段
と、遊技者にとって一般遊技よりも有利な遊技である有利遊技の制御を行うための有利遊
技制御手段とを備え、
　設定変更報知手段は、有利遊技を特定の遊技状態として認識するための特定遊技状態認
識手段を備えていることを特徴とする請求項１、２または５記載のスロットマシン。
【請求項８】
　スロットマシンは、一般的な遊技である一般遊技の制御を行うための一般遊技制御手段
と、遊技者にとって一般遊技よりも有利な遊技である有利遊技の制御を行うための有利遊
技制御手段とを備え、
　設定変更報知抽選手段は、有利遊技を特定の遊技状態として認識するための特定遊技状
態認識手段を備えていることを特徴とする請求項３、４または６記載のスロットマシン。
【請求項９】
　スロットマシンは、音量を調節するためのボリュームスイッチを備え、
　設定変更報知フラグセット手段は、ボリュームスイッチを設定変更報知選択スイッチと
して認識するとともに設定変更報知選択スイッチとしてのボリュームスイッチが音量ゼロ
に設定されていると設定値の変更を知らせる旨が選択されていると認識するための報知選
択認識手段を備えていることを特徴とする請求項１、２、３、４、５、６、７または８記
載のスロットマシン。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシンに関し、さらに詳しくは、設定値を変更した旨を遊技者に報
知するか否かを管理者が選択できるスロットマシンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　スロットマシンでは、メダルの投入を条件に、スタートスイッチを操作すると、複数の
役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選（役抽選）が行われる。また、役抽選と
ほぼ同時に、３個すべての回転リールの回転が開始する。その後に、３個のストップスイ
ッチのうちの１個を操作すると、当該ストップスイッチに対応した回転リールの回転が停
止する。ここで、役抽選でいずれかの役に当選したときには、その役に対応した入賞図柄
配列がいずれかの有効な入賞ライン上に揃い得るように、かつ、その役以外の入賞図柄配
列についてはいずれの有効な入賞ライン上にも揃わないように、各回転リールの回転が停
止する。一方、役抽選でハズレたときには、いずれの有効な入賞ライン上にも、いずれの
入賞図柄配列も揃わないように、各回転リールの回転が停止する。そして、３個すべての
ストップスイッチの操作を終え、３個すべての回転リールの回転が停止したときに、いず
れかの有効な入賞ライン上にいずれかの入賞図柄配列が揃うと、当該入賞図柄配列に対応
した役の入賞となり、入賞態様に応じた枚数のメダルが払い出される。
【０００３】
　また、スロットマシンでは、いわゆる出玉率の設定が可能となっている。具体的には、
スロットマシンでは、１から６までの６段階の設定値のうちのいずれか１つを設定できる
ようになっているとともに、スロットマシンの管理者の操作により、この設定値を変更で
きるようになっている。また、役抽選手段は、役抽選テーブルとして、第１から第６まで
の６つの役抽選テーブルを備えている。また、これら６つの役抽選テーブルは、番号が大
きくなるに従って所定の役の当選確率が次第に高くなるように形成されている。そして、
役抽選手段は、設定値に対応した役抽選テーブルを用いて、具体的には、設定値が１のと
きには第１役抽選テーブルを用いて、設定値が２のときには第２役抽選テーブルを用いて
、設定値が３のときには第３役抽選テーブルを用いて、設定値が４のときには第４役抽選
テーブルを用いて、設定値が５のときには第５役抽選テーブルを用いて、設定値が６のと
きには第６役抽選テーブルを用いて、役抽選を行うように形成されている。このため、設
定値を１から６のいずれに設定するかによって、所定の役の当選確率が変化し、ひいては
出玉率が変化するようになっている。したがって、設定値の変更が行われたか否かは、遊
技者にとって興味ある情報の一つとなっている。
【０００４】
　ここで、従来のスロットマシンでは、液晶ディスプレイに表示される画面が設定値の変
更の前後で微妙に変化するものや、演出の内容が設定値の変更の前後で微妙に変化するも
のや、設定値の変更後のｎゲーム目（「ｎ」は特定の正整数、例えば「５」）において液
晶ディスプレイに特定のキャラクター（例えば「カラス」）が表示されるものや、特定の
小役（例えば「ベル」）の当選確率が設定値の変更の前後で実感できる程度に変化するも
のなどがあった。
　そして、遊技に熟練した遊技者は、設定値の変更の前後での上述したような挙動の変化
から、設定値の変更が行われたか否かを予測していた。
【０００５】
　なお、設定値の変更の報知に関する先行技術文献として、下記の特許文献１がある。
【特許文献１】特開２０００－３４２８３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来のスロットマシンにおける設定値の変更の前後での上述したような挙動の
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変化は、主としてスロットマシンの動作を制御するソフトウエアの設計上の問題に起因す
るものであり、スロットマシンの管理者による「設定値の変更を知らせたい」とか「設定
値の変更を知らせたくない」とかの思惑通りにはならなかった。
　そこで、本発明は、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かをスロットマシンの
管理者が選択可能とするとともに、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態におい
てのみ設定値を変更した旨の報知が行われ得るようにすることにより、ひとたび特定の遊
技状態となるまでは遊技者が遊技を続けるであろうと期待でき、また、最初の特定の遊技
状態において設定値を変更した旨の報知が行われなかったからといって設定値の変更がさ
れていないとは限らないことから遊技者が直ちに遊技を止めてしまうことはないであろう
と期待でき、また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって設定値そのものや設定
値の高低までは報知されないのでスロットマシンの挙動から設定値の高低を推測する楽し
みを遊技者から奪わないようにすることができるスロットマシンを提供することを目的と
する。
【０００７】
　また、本発明は、特定の遊技状態となったときの演出の態様を通常時とは異ならせるこ
とで設定値の変更の報知を行うことにより、特定の遊技状態での演出に注目を集めること
ができるスロットマシンを提供することを目的とする。
　また、本発明は、有利遊技を特定の遊技状態とすることにより、有利遊技への遊技者の
期待感をより一層高めることができるスロットマシンを提供することを目的とする。
　さらに、本発明は、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かをボリュームスイッ
チを用いて選択させることにより、パーツを兼用にしてコストの削減を図るとともに、音
量ゼロで営業することはないと推測されることからパーツを兼用にしても間違って操作さ
れることはないと期待できるスロットマシン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】
【０００８】
　（請求項１）
　請求項１記載の発明は、周囲に複数の図柄が付されている複数の回転リール40と、各回
転リール40の回転開始に係るスタートスイッチ50と、各回転リール40の回転停止に係るも
のでありかつ各回転リール40にそれぞれ対応して設けられているストップスイッチ60と、
複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行うための役抽選手段120と、
役抽選手段120の抽選結果と各ストップスイッチ60が操作されたときの対応する回転リー
ル40の回転位置とに基づいて各回転リール40の停止制御を行うための停止制御手段140と
、すべての回転リール40の回転が停止した際における図柄の配列に基づいて複数の役のい
ずれかに入賞したかまたは入賞なしかの判定を行うための入賞判定手段150とを備えると
ともに、あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれか１つを記憶するための設定
値記憶手段125と、設定値記憶手段125に記憶されている設定値を所定の操作に基づいて変
更するための設定変更手段160とを備え、役抽選手段120は、設定値記憶手段125に記憶さ
れている設定値に基づいて複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行う
ように形成されているスロットマシン10であって、設定値の変更を知らせるか否かを選択
させるための設定変更報知選択スイッチと、設定変更手段160により設定値が変更された
ときに設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されてい
ると設定変更報知フラグをセットするための設定変更報知フラグセット手段181と、特定
の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更を報知
するための設定変更報知手段184と、特定の遊技状態を契機に設定変更報知フラグをクリ
アするための設定変更報知フラグクリア手段187と、を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、「回転リール40」は、周囲に複数個（例えば２１個）の図柄が付されているも
のであって、複数個（例えば３個）備えられるものである。
　また、「スタートスイッチ50」は、各回転リール40の回転開始に係るスイッチである。
スタートスイッチ50が操作されると、各回転リール40の回転が開始する。
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　また、「ストップスイッチ60」は、各回転リール40の回転停止に係るスイッチである。
また、ストップスイッチ60は、各回転リール40にそれぞれ対応して設けられる。
　例えば、左リール41、中リール42、及び右リール43の３個の回転リール40が備えられる
場合にあっては、左リール41に対応して左リール用のストップスイッチ60が備えられ、ま
た、中リール42に対応して中リール用のストップスイッチ60が備えられ、また、右リール
43に対応して右リール用のストップスイッチ60が備えられる。そして、左リール用のスト
ップスイッチ60が操作されると、左リール41の回転が停止し、また、中リール用のストッ
プスイッチ60が操作されると、中リール42の回転が停止し、また、右リール用のストップ
スイッチ60が操作されると、右リール43の回転が停止する。
【００１０】
　また、「役」として、例えば、ビッグボーナス（ＢＢ）と、レギュラーボーナス（ＲＢ
）と、第１小役と、第２小役と、第３小役と、Ｒｅｐｌａｙとを設けることができる。
　また、「当選」として、例えば、ＢＢに対応するビッグボーナス当選（ＢＢ当選）と、
ＲＢに対応するレギュラーボーナス当選（ＲＢ当選）と、第１小役に対応する第１小役当
選と、第２小役に対応する第２小役当選と、第３小役に対応する第３小役当選と、Ｒｅｐ
ｌａｙに対応するＲｅｐｌａｙ当選とを設けることができる。
　また、「入賞」として、例えば、ＢＢに対応するビッグボーナス入賞（ＢＢ入賞）と、
ＲＢに対応するレギュラーボーナス入賞（ＲＢ入賞）と、第１小役に対応する第１小役入
賞と、第２小役に対応する第２小役入賞と、第３小役に対応する第３小役入賞と、Ｒｅｐ
ｌａｙに対応するＲｅｐｌａｙ入賞とを設けることができる。
【００１１】
　また、「当選」とは、役抽選手段120の抽選で当たることを意味し、また、「入賞」と
は、いずれかの有効な入賞ライン300上に所定の入賞図柄配列が揃うことを意味する。
　また、「役抽選手段120」は、複数の役のいずれかに当選したか、またはハズレかの抽
選を行うためのものである。
　例えば、役抽選手段120は、ＢＢ当選か、ＲＢ当選か、第１小役当選か、第２小役当選
か、第３小役当選か、Ｒｅｐｌａｙ当選か、またはハズレかの抽選を行うように形成する
ことができる。
　また、「停止制御手段140」は、役抽選手段120の抽選結果と、各ストップスイッチ60が
操作されたときの対応する回転リール40の回転位置とに基づいて、各回転リール40の停止
制御を行うためのものである。
【００１２】
　例えば、役抽選手段120の抽選結果がいずれかの役の当選となると、停止制御手段140は
、当選した役に対応する入賞図柄配列がいずれかの有効な入賞ライン300上に揃い得るよ
うに、かつ、当選した役以外の役に対応する入賞図柄配列がいずれの有効な入賞ライン30
0上にも揃わないように、各回転リール40の停止制御を行う。つまり、停止制御手段140は
、当選した役に対応する入賞を引き当て得るように、かつ、当選した役以外の役に対応す
る入賞を引き当て得ないように、各回転リール40の停止制御を行う。
　具体的には、例えば、役抽選手段120の抽選結果がＢＢ当選となったとする。この場合
、停止制御手段140は、ＢＢ入賞図柄配列（例えば「７」「７」「７」）がいずれかの有
効な入賞ライン300上に揃い得るように、かつ、ＢＢ入賞図柄配列以外の入賞図柄配列が
いずれの有効な入賞ライン300上にも揃わないように、各回転リール40の停止制御を行う
。つまり、停止制御手段140は、ＢＢ入賞を引き当て得るように、かつ、ＢＢ入賞以外の
入賞を引き当て得ないように、各回転リール40の停止制御を行う。
【００１３】
　また、例えば、役抽選手段120の抽選結果がハズレとなると、停止制御手段140は、いず
れの有効な入賞ライン300上にも、いずれの入賞図柄配列も揃わないように、各回転リー
ル40の停止制御を行う。つまり、停止制御手段140は、いずれの入賞も引き当て得ないよ
うに、各回転リール40の停止制御を行う。
　また、「入賞判定手段150」は、すべての回転リール40の回転が停止した際における図



(8) JP 2008-132246 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

柄の配列に基づいて、複数の役のいずれかに入賞したかまたは入賞なしかの判定を行うた
めのものである。
　例えば、いずれかの有効な入賞ライン300上に、ＢＢ入賞図柄配列（例えば「７」「７
」「７」）が揃うと、入賞判定手段150は、ＢＢ入賞と判定する。
【００１４】
　また、「設定値」は、複数段階とされる。また、設定値を何段階とするかは、あらかじ
め定められる。
　例えば、設定値を、「１」から「６」までの６段階とすることを、あらかじめ定めるこ
とができる。
　また、「設定値記憶手段125」は、あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれ
か１つを記憶するためのものである。
　例えば、設定値記憶手段125は、「１」から「６」までの６段階の設定値のうちのいず
れか１つを記憶する。
【００１５】
　また、「設定変更手段160」は、設定値記憶手段125に記憶されている設定値を所定の操
作に基づいて変更するためのものである。
　例えば、設定変更手段160は、設定値記憶手段125に記憶されている設定値を、所定の操
作に基づいて、「２」から「５」へ変更する。
　また、設定値の変更のための「所定の操作」は、例えば、以下に示すような操作とする
ことができる。
　電源スイッチ91をＯＦＦにした状態で、キー式スイッチである設定変更モードスイッチ
92を回してＯＮの位置にし、その後に電源スイッチ91をＯＮにする。そうすると、設定変
更モードへ移行する。また、設定変更モード中は、押しボタン式スイッチである設定値変
更スイッチ93を押圧操作する毎に、設定予定値が「１」から「６」まで１ずつ繰り上がり
、「６」の次は再び「１」となる。また、設定予定値は、設定値表示器95としての７セグ
メントＬＥＤに表示される。そして、設定変更モード中に、レバー式スイッチであるスタ
ートスイッチ50を揺動操作し、その後に設定変更モードスイッチ92を回してＯＦＦの位置
にすると、設定予定値が変更後の新たな設定値として設定値記憶手段125に記憶されて、
設定変更モードが終了する。
【００１６】
　また、役抽選手段120は、設定値記憶手段125に記憶されている設定値に基づいて複数の
役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行う。
　例えば、役抽選手段120は、役抽選テーブルとして、第１から第６までの６つの役抽選
テーブルを備えることができる。また、これら６つの役抽選テーブルは、番号が大きくな
るに従ってＢＢ当選やＲＢ当選などの所定の役の当選確率が次第に高くなるように形成す
ることができる。そして、役抽選手段120は、設定値記憶手段125に記憶されている設定値
に対応した役抽選テーブルを用いて、具体的には、設定値が１のときには第１役抽選テー
ブルを用いて、設定値が２のときには第２役抽選テーブルを用いて、設定値が３のときに
は第３役抽選テーブルを用いて、設定値が４のときには第４役抽選テーブルを用いて、設
定値が５のときには第５役抽選テーブルを用いて、設定値が６のときには第６役抽選テー
ブルを用いて、役抽選を行うように形成することができる。そうすると、設定値を１から
６のいずれに設定するかによって、所定の役の当選確率を変化させることができる。
【００１７】
　また、「設定変更報知選択スイッチ」は、設定値の変更を知らせるか否かを選択させる
ためのスイッチである。
　また、設定変更報知選択スイッチは、スロットマシン10の管理者は操作できるが、遊技
者は操作できないようにされる。
　具体的には、例えば、スロットマシン10固有の鍵で施錠装置のロックを解除しなければ
、前扉21を開放できないようにした上で、スロットマシン10の筐体20の内部に、設定変更
報知選択スイッチを設ける。そして、スロットマシン10固有の鍵を、スロットマシン10の
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管理者の管理下におく。そうすると、スロットマシン10の管理者は、設定変更報知選択ス
イッチを操作できるが、遊技者は、設定変更報知選択スイッチを操作できないようにする
ことができる。
【００１８】
　また、設定変更報知選択スイッチは、専用スイッチとしてもよく、他のスイッチとの兼
用スイッチとしてもよい。
　また、「設定変更報知フラグセット手段181」は、設定変更手段160により設定値が変更
されたときに、設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていると、設定変更報知フラグをセットするためのものである。
　設定変更手段160により設定値が変更されたときに、設定変更報知選択スイッチの操作
により設定値の変更を知らせる旨が選択されていると、設定変更報知フラグセット手段18
1は、設定変更報知フラグをセットするが、たとえ設定変更手段160により設定値が変更さ
れたとしても、設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていなければ（設定値の変更を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フ
ラグセット手段181は、設定変更報知フラグをセットしない。
【００１９】
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
フラグセット手段181は、設定変更報知フラグをセットしない。
　また、「設定変更報知手段184」は、特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フ
ラグがセットされていると、設定値の変更を報知するためのものである。
　特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセットされていると、設定変更
報知手段184は、設定値の変更を報知するが、たとえ特定の遊技状態になったとしても、
設定変更報知フラグがセットされていなければ、設定変更報知手段184は、設定値の変更
を報知しない。
【００２０】
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定変更報知手段184は、設定値の変更を報知しない。
　また、「設定変更報知フラグクリア手段187」は、特定の遊技状態を契機に設定変更報
知フラグをクリアするためのものである。
　また、「特定の遊技状態を契機に」とは、特定の遊技状態の開始時や、特定の遊技状態
中の所定時や、特定の遊技状態の終了時などを含む趣旨である。ただし、設定変更報知フ
ラグのクリアは、設定変更報知手段184による、設定変更報知フラグがセットされている
か否かの判定後に行われる。また、設定変更報知手段184による、設定変更報知フラグが
セットされているか否かの判定後であれば、いずれのタイミングを選択するかは、設計事
項である。具体的には、例えば、特定の遊技状態の開始時であって、設定変更報知手段18
4による、設定変更報知フラグがセットされているか否かの判定後に、設定変更報知フラ
グをクリアするように、設定変更報知フラグクリア手段187を形成してもよく、また、特
定の遊技状態中の所定時であって、設定変更報知手段184による、設定変更報知フラグが
セットされているか否かの判定後に、設定変更報知フラグをクリアするように、設定変更
報知フラグクリア手段187を形成してもよく、また、特定の遊技状態の終了時であって、
設定変更報知手段184による、設定変更報知フラグがセットされているか否かの判定後に
、設定変更報知フラグをクリアするように、設定変更報知フラグクリア手段187を形成し
てもよい。
【００２１】
　また、特定の遊技状態を契機に、設定変更報知フラグクリア手段187は、設定変更報知
フラグをクリアするが、特定の遊技状態にならなければ、設定変更報知フラグクリア手段
187は、設定変更報知フラグをクリアしない。ひとたび設定変更報知フラグがセットされ
ると、特定の遊技状態になり、設定変更報知フラグクリア手段187により設定変更報知フ
ラグがクリアされるまでは、設定変更報知フラグはセットされたままとなる。
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　本発明によれば、設定変更手段160により設定値が変更されたときに、設定変更報知選
択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていると、設定変更報知フ
ラグがセットされる。さらに、特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセ
ットされていると、設定値の変更が報知される。そして、特定の遊技状態を契機に、設定
変更報知フラグがクリアされる。
【００２２】
　一方、たとえ設定変更手段160により設定値が変更されたとしても、設定変更報知選択
スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていなければ（設定値の変更
を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フラグはセットされない。この場合
、特定の遊技状態になったとしても、設定値の変更が報知されることはない。
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
フラグはセットされない。この場合も、設定値が変更されていないので当然ではあるが、
特定の遊技状態になったとしても、設定値の変更が報知されることはない。
【００２３】
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定値の変更が報知されることはない。
　このため、本発明によれば、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かを、スロッ
トマシン10の管理者が選択できる。
　また、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態においてのみ、設定値を変更した
旨の報知が行われ得ることから、ひとたび特定の遊技状態となるまでは、遊技者が遊技を
続けるであろうと期待できる。
　また、最初の特定の遊技状態において設定値を変更した旨の報知が行われなかったから
といって、設定値の変更を知らせる旨が選択されなかった（設定値の変更を知らせない旨
が選択された）可能性もあることから、設定値が変更されていないとは限らないので、遊
技者が直ちに遊技を止めてしまうことはないであろうと期待できる。
【００２４】
　また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって、設定値そのものや設定値の高低
までは報知されないので、スロットマシン10の挙動から設定値の高低を推測する楽しみを
遊技者から奪わないようにすることができる。
　（請求項２）
　請求項２記載の発明は、周囲に複数の図柄が付されている複数の回転リール40と、各回
転リール40の回転開始に係るスタートスイッチ50と、各回転リール40の回転停止に係るも
のでありかつ各回転リール40にそれぞれ対応して設けられているストップスイッチ60と、
複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行うための役抽選手段120と、
役抽選手段120の抽選結果と各ストップスイッチ60が操作されたときの対応する回転リー
ル40の回転位置とに基づいて各回転リール40の停止制御を行うための停止制御手段140と
、すべての回転リール40の回転が停止した際における図柄の配列に基づいて複数の役のい
ずれかに入賞したかまたは入賞なしかの判定を行うための入賞判定手段150とを備えると
ともに、あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれか１つを記憶するための設定
値記憶手段125と、設定値記憶手段125に記憶されている設定値を所定の操作に基づいて変
更するための設定変更手段160とを備え、役抽選手段120は、設定値記憶手段125に記憶さ
れている設定値に基づいて複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行う
ように形成されているスロットマシン10であって、設定値の変更を知らせるか否かを選択
させるための設定変更報知選択スイッチと、設定変更手段160により設定値が変更された
ときに設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されてい
ると設定変更報知フラグをセットするための設定変更報知フラグセット手段181と、特定
の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更を報知
するための設定変更報知手段184と、設定変更報知手段184による報知を契機に設定変更報
知フラグをクリアするための報知時設定変更報知フラグクリア手段191と、を備えている
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ことを特徴とする。
【００２５】
　本発明は、請求項１記載の発明が備える「設定変更報知フラグクリア手段187」に代え
て、「報知時設定変更報知フラグクリア手段191」を備えたものであり、「特定の遊技状
態」に代えて、「設定変更報知手段184による報知」を契機に、設定変更報知フラグをク
リアするようにしたものである。
　ここで、「報知時設定変更報知フラグクリア手段191」は、設定変更報知手段184による
報知を契機に、設定変更報知フラグをクリアするためのものである。
　また、「設定変更報知手段184による報知を契機に」とは、設定変更報知手段184による
報知が行われることが決まったときや、設定変更報知手段184による報知の開始時や、設
定変更報知手段184による報知中の所定時や、設定変更報知手段184による報知の終了時な
どを含む趣旨である。例えば、設定変更報知手段184による報知が行われることが決まっ
たときに、設定変更報知フラグをクリアするように、報知時設定変更報知フラグクリア手
段191を形成してもよく、また、設定変更報知手段184による報知の開始時に、設定変更報
知フラグをクリアするように、報知時設定変更報知フラグクリア手段191を形成してもよ
く、また、設定変更報知手段184による報知中の所定時に、設定変更報知フラグをクリア
するように、報知時設定変更報知フラグクリア手段191を形成してもよく、また、設定変
更報知手段184による報知の終了時に、設定変更報知フラグをクリアするように、報知時
設定変更報知フラグクリア手段191を形成してもよい。
【００２６】
　また、設定変更報知手段184による報知を契機に、報知時設定変更報知フラグクリア手
段191は、設定変更報知フラグをクリアするが、設定変更報知手段184による報知が行われ
ないときには、報知時設定変更報知フラグクリア手段191は、設定変更報知フラグをクリ
アしない。ひとたび設定変更報知フラグがセットされると、設定変更報知手段184による
報知が行われ、報知時設定変更報知フラグクリア手段191により設定変更報知フラグがク
リアされるまでは、設定変更報知フラグはセットされたままとなる。
　本発明によれば、請求項１記載の発明と同様の作用効果が得られる。
　すなわち、本発明によれば、設定変更手段160により設定値が変更されたときに、設定
変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていると、設定
変更報知フラグがセットされる。さらに、特定の遊技状態になったときに、設定変更報知
フラグがセットされていると、設定値の変更が報知される。そして、設定値の変更の報知
を契機に、設定変更報知フラグがクリアされる。
【００２７】
　一方、たとえ設定変更手段160により設定値が変更されたとしても、設定変更報知選択
スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていなければ（設定値の変更
を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フラグはセットされない。この場合
、特定の遊技状態になったとしても、設定値の変更が報知されることはない。
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
フラグはセットされない。この場合も、設定値が変更されていないので当然ではあるが、
特定の遊技状態になったとしても、設定値の変更が報知されることはない。
【００２８】
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定値の変更が報知されることはない。
　このため、本発明によれば、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かを、スロッ
トマシン10の管理者が選択できる。
　また、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態においてのみ、設定値を変更した
旨の報知が行われ得ることから、ひとたび特定の遊技状態となるまでは、遊技者が遊技を
続けるであろうと期待できる。
　また、最初の特定の遊技状態において設定値を変更した旨の報知が行われなかったから
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といって、設定値の変更を知らせる旨が選択されなかった（設定値の変更を知らせない旨
が選択された）可能性もあることから、設定値が変更されていないとは限らないので、遊
技者が直ちに遊技を止めてしまうことはないであろうと期待できる。
【００２９】
　また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって、設定値そのものや設定値の高低
までは報知されないので、スロットマシン10の挙動から設定値の高低を推測する楽しみを
遊技者から奪わないようにすることができる。
　（請求項３）
　請求項３記載の発明は、周囲に複数の図柄が付されている複数の回転リール40と、各回
転リール40の回転開始に係るスタートスイッチ50と、各回転リール40の回転停止に係るも
のでありかつ各回転リール40にそれぞれ対応して設けられているストップスイッチ60と、
複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行うための役抽選手段120と、
役抽選手段120の抽選結果と各ストップスイッチ60が操作されたときの対応する回転リー
ル40の回転位置とに基づいて各回転リール40の停止制御を行うための停止制御手段140と
、すべての回転リール40の回転が停止した際における図柄の配列に基づいて複数の役のい
ずれかに入賞したかまたは入賞なしかの判定を行うための入賞判定手段150とを備えると
ともに、あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれか１つを記憶するための設定
値記憶手段125と、設定値記憶手段125に記憶されている設定値を所定の操作に基づいて変
更するための設定変更手段160とを備え、役抽選手段120は、設定値記憶手段125に記憶さ
れている設定値に基づいて複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行う
ように形成されているスロットマシン10であって、設定値の変更を知らせるか否かを選択
させるための設定変更報知選択スイッチと、設定変更手段160により設定値が変更された
ときに設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されてい
ると設定変更報知フラグをセットするための設定変更報知フラグセット手段181と、特定
の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更を報知
するか否かの抽選を行うための設定変更報知抽選手段192と、設定変更報知抽選手段192に
よる抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると設定値の変更を報知するための当選
時設定変更報知手段193と、特定の遊技状態を契機に設定変更報知フラグをクリアするた
めの設定変更報知フラグクリア手段187と、を備えていることを特徴とする。
【００３０】
　本発明は、請求項１記載の発明が備える「設定変更報知手段184」に代えて、「設定変
更報知抽選手段192」および「当選時設定変更報知手段193」を備えたものであり、「特定
の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更を報知
する」のに代えて、「特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされて
いると、設定値の変更を報知するか否かの抽選を行い、この抽選の結果が設定値の変更を
報知する旨となると、設定値の変更を報知する」ようにしたものである。
　ここで、「設定変更報知抽選手段192」は、特定の遊技状態になったときに、設定変更
報知フラグがセットされていると、設定値の変更を報知するか否かの抽選を行うためのも
のである。
【００３１】
　特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセットされていると、設定変更
報知抽選手段192は、設定値の変更を報知するか否かの抽選を行うが、たとえ特定の遊技
状態になったとしても、設定変更報知フラグがセットされていなければ、設定変更報知抽
選手段192は、設定値の変更を報知するか否かの抽選を行わない。
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定変更報知抽選手段192は、設定値の変更を報知するか否かの抽選を行わな
い。
　また、「当選時設定変更報知手段193」は、設定変更報知抽選手段192による抽選の結果
が設定値の変更を報知する旨となると設定値の変更を報知するためのものである。
【００３２】
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　設定変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると、当
選時設定変更報知手段193は、設定値の変更を報知するが、たとえ特定の遊技状態になっ
たときに設定変更報知フラグがセットされていたとしても、設定変更報知抽選手段192に
よる抽選の結果が設定値の変更を報知する旨とならなければ、当選時設定変更報知手段19
3は、設定値の変更を報知しない。
　また、「特定の遊技状態を契機に」とは、特定の遊技状態の開始時や、特定の遊技状態
中の所定時や、特定の遊技状態の終了時などを含む趣旨であることは、請求項１記載の発
明と同様である。ただし、本発明では、設定変更報知フラグクリア手段187による、設定
変更報知フラグのクリアは、設定変更報知抽選手段192による、設定変更報知フラグがセ
ットされているか否かの判定後に行われる。また、設定変更報知抽選手段192による、設
定変更報知フラグがセットされているか否かの判定後であれば、いずれのタイミングを選
択するかは、設計事項である。具体的には、例えば、特定の遊技状態の開始時であって、
設定変更報知抽選手段192による、設定変更報知フラグがセットされているか否かの判定
後に、設定変更報知フラグをクリアするように、設定変更報知フラグクリア手段187を形
成してもよく、また、特定の遊技状態中の所定時であって、設定変更報知抽選手段192に
よる、設定変更報知フラグがセットされているか否かの判定後に、設定変更報知フラグを
クリアするように、設定変更報知フラグクリア手段187を形成してもよく、また、特定の
遊技状態の終了時であって、設定変更報知抽選手段192による、設定変更報知フラグがセ
ットされているか否かの判定後に、設定変更報知フラグをクリアするように、設定変更報
知フラグクリア手段187を形成してもよい。
【００３３】
　本発明によれば、設定変更手段160により設定値が変更されたときに、設定変更報知選
択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていると、設定変更報知フ
ラグがセットされる。さらに、特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセ
ットされていると、設定値の変更を報知するか否かの抽選が行われ、この抽選の結果が設
定値の変更を報知する旨となると、設定値の変更が報知される。そして、特定の遊技状態
を契機に、設定変更報知フラグがクリアされる。
　一方、たとえ設定変更手段160により設定値が変更されたとしても、設定変更報知選択
スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていなければ（設定値の変更
を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フラグはセットされない。この場合
、特定の遊技状態になったとしても、設定値の変更が報知されることはない。
【００３４】
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
フラグはセットされない。この場合も、設定値が変更されていないので当然ではあるが、
特定の遊技状態になったとしても、設定値の変更が報知されることはない。
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定値の変更が報知されることはない。
　また、たとえ特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていたと
しても、設定変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となら
なければ、設定値の変更が報知されることはない。
【００３５】
　このため、本発明によれば、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かを、スロッ
トマシン10の管理者が選択できる。
　また、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態においてのみ、設定値を変更した
旨の報知が行われ得ることから、ひとたび特定の遊技状態となるまでは、遊技者が遊技を
続けるであろうと期待できる。
　また、最初の特定の遊技状態において設定値を変更した旨の報知が行われなかったから
といって、設定値の変更を知らせる旨が選択されなかった（設定値の変更を知らせない旨
が選択された）可能性もあり、また、抽選の結果が設定値の変更を報知する旨とならなか
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った可能性もあることから、設定値が変更されていないとは限らないので、遊技者が直ち
に遊技を止めてしまうことはないであろうと期待できる。
【００３６】
　また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって、設定値そのものや設定値の高低
までは報知されないので、スロットマシン10の挙動から設定値の高低を推測する楽しみを
遊技者から奪わないようにすることができる。
　（請求項４）
　請求項４記載の発明は、周囲に複数の図柄が付されている複数の回転リール40と、各回
転リール40の回転開始に係るスタートスイッチ50と、各回転リール40の回転停止に係るも
のでありかつ各回転リール40にそれぞれ対応して設けられているストップスイッチ60と、
複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行うための役抽選手段120と、
役抽選手段120の抽選結果と各ストップスイッチ60が操作されたときの対応する回転リー
ル40の回転位置とに基づいて各回転リール40の停止制御を行うための停止制御手段140と
、すべての回転リール40の回転が停止した際における図柄の配列に基づいて複数の役のい
ずれかに入賞したかまたは入賞なしかの判定を行うための入賞判定手段150とを備えると
ともに、あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれか１つを記憶するための設定
値記憶手段125と、設定値記憶手段125に記憶されている設定値を所定の操作に基づいて変
更するための設定変更手段160とを備え、役抽選手段120は、設定値記憶手段125に記憶さ
れている設定値に基づいて複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選を行う
ように形成されているスロットマシン10であって、設定値の変更を知らせるか否かを選択
させるための設定変更報知選択スイッチと、設定変更手段160により設定値が変更された
ときに設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されてい
ると設定変更報知フラグをセットするための設定変更報知フラグセット手段181と、特定
の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更を報知
するか否かの抽選を行うための設定変更報知抽選手段192と、設定変更報知抽選手段192に
よる抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると設定値の変更を報知するための当選
時設定変更報知手段193と、設定変更報知抽選手段192による抽選を契機に設定変更報知フ
ラグをクリアするための抽選時設定変更報知フラグクリア手段194と、を備えていること
を特徴とする。
【００３７】
　本発明は、請求項３記載の発明が備える「設定変更報知フラグクリア手段187」に代え
て、「抽選時設定変更報知フラグクリア手段194」を備えたものであり、「特定の遊技状
態」に代えて、「設定変更報知抽選手段192による抽選」を契機に、設定変更報知フラグ
をクリアするようにしたものである。
　ここで、「抽選時設定変更報知フラグクリア手段194」は、設定変更報知抽選手段192に
よる抽選を契機に、設定変更報知フラグをクリアするためのものである。
　また、「設定変更報知抽選手段192による抽選を契機に」とは、設定変更報知抽選手段1
92による抽選が行われることが決まったときや、設定変更報知抽選手段192による抽選時
や、設定変更報知抽選手段192による抽選後の所定時などを含む趣旨である。例えば、設
定変更報知抽選手段192による抽選が行われることが決まったときに、設定変更報知フラ
グをクリアするように、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194を形成してもよく、ま
た、設定変更報知抽選手段192による抽選時に、設定変更報知フラグをクリアするように
、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194を形成してもよく、また、設定変更報知抽選
手段192による抽選後の所定時に、設定変更報知フラグをクリアするように、抽選時設定
変更報知フラグクリア手段194を形成してもよい。
【００３８】
　また、設定変更報知抽選手段192による抽選を契機に、抽選時設定変更報知フラグクリ
ア手段194は、設定変更報知フラグをクリアするが、設定変更報知抽選手段192による抽選
が行われないときには、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194は、設定変更報知フラ
グをクリアしない。ひとたび設定変更報知フラグがセットされると、設定変更報知抽選手
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段192による抽選が行われ、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194により設定変更報知
フラグがクリアされるまでは、設定変更報知フラグはセットされたままとなる。
　本発明によれば、請求項３記載の発明と同様の作用効果が得られる。
　すなわち、本発明によれば、設定変更手段160により設定値が変更されたときに、設定
変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていると、設定
変更報知フラグがセットされる。さらに、特定の遊技状態になったときに、設定変更報知
フラグがセットされていると、設定値の変更を報知するか否かの抽選が行われ、この抽選
の結果が設定値の変更を報知する旨となると、設定値の変更が報知される。そして、設定
値の変更を報知するか否かの抽選を契機に、設定変更報知フラグがクリアされる。
【００３９】
　一方、たとえ設定変更手段160により設定値が変更されたとしても、設定変更報知選択
スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていなければ（設定値の変更
を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フラグはセットされない。この場合
、特定の遊技状態になったとしても、設定値の変更が報知されることはない。
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
フラグはセットされない。この場合も、設定値が変更されていないので当然ではあるが、
特定の遊技状態になったとしても、設定値の変更が報知されることはない。
【００４０】
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定値の変更が報知されることはない。
　また、たとえ特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていたと
しても、設定変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となら
なければ、設定値の変更が報知されることはない。
　このため、本発明によれば、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かを、スロッ
トマシン10の管理者が選択できる。
　また、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態においてのみ、設定値を変更した
旨の報知が行われ得ることから、ひとたび特定の遊技状態となるまでは、遊技者が遊技を
続けるであろうと期待できる。
【００４１】
　また、最初の特定の遊技状態において設定値を変更した旨の報知が行われなかったから
といって、設定値の変更を知らせる旨が選択されなかった（設定値の変更を知らせない旨
が選択された）可能性もあり、また、抽選の結果が設定値の変更を報知する旨とならなか
った可能性もあることから、設定値が変更されていないとは限らないので、遊技者が直ち
に遊技を止めてしまうことはないであろうと期待できる。
　また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって、設定値そのものや設定値の高低
までは報知されないので、スロットマシン10の挙動から設定値の高低を推測する楽しみを
遊技者から奪わないようにすることができる。
【００４２】
　（請求項５）
　請求項５記載の発明は、請求項１または２記載の発明を限定したものであって、スロッ
トマシン10は、態様が異なる複数パターンの演出用の演出データを記憶する演出データ記
憶手段171と、演出データ記憶手段171から１の演出データを選択するための演出データ選
択手段172と、演出データ選択手段172が選択した演出データに基づいて演出を実行するた
めの演出実行手段173とを備え、設定変更報知手段184は、特定の遊技状態となった場合に
おいて設定変更報知フラグがセットされているときとセットされていないときとで異なる
演出データを演出データ選択手段172に選択させるための演出データ選択指示手段185を備
えていることを特徴とする。
【００４３】
　ここで、「演出データ記憶手段171」は、態様が異なる複数パターンの演出用の演出デ
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ータを記憶するものである。
　また、「演出データ」とは、例えば、スピーカ82から出力する音声のデータや、液晶デ
ィスプレイ83に表示させる映像のデータや、あるいは演出用ランプ81の点滅のパターンを
示すパターンデータなどを意味するものである。
　また、「演出データ選択手段172」は、演出データ記憶手段171から１の演出データを選
択するためのものである。
　また、「演出実行手段173」は、演出データ選択手段172が選択した演出データに基づい
て演出を実行するためのものである。
【００４４】
　また、「演出データ選択指示手段185」は、特定の遊技状態となった場合において設定
変更報知フラグがセットされているときとセットされていないときとで異なる演出データ
を演出データ選択手段172に選択させるためのものである。
　本発明によれば、特定の遊技状態となった場合において、設定変更報知フラグがセット
されているときとセットされていないときとで、異なる演出データが選択される。このた
め、特定の遊技状態となった場合において、設定変更報知フラグがセットされているとき
とセットされていないときとで、態様が異なる演出が実行されることとなる。
　つまり、本発明は、特定の遊技状態になったときの演出の態様を通常時とは異ならせる
ことで、設定値の変更の報知を行うようにしたものである。
【００４５】
　このため、本発明によれば、特定の遊技状態になったときの演出に注目を集めることが
できる。
　（請求項６）
　請求項６記載の発明は、請求項３または４記載の発明を限定したものであって、スロッ
トマシン10は、態様が異なる複数パターンの演出用の演出データを記憶する演出データ記
憶手段171と、演出データ記憶手段171から１の演出データを選択するための演出データ選
択手段172と、演出データ選択手段172が選択した演出データに基づいて演出を実行するた
めの演出実行手段173とを備え、当選時設定変更報知手段193は、設定変更報知抽選手段19
2による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となったときと報知しない旨となったと
きとで異なる演出データを演出データ選択手段172に選択させるための抽選結果対応演出
データ選択指示手段195を備えていることを特徴とする。
【００４６】
　ここで、「抽選結果対応演出データ選択指示手段195」は、設定変更報知抽選手段192に
よる抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となったときと報知しない旨となったときと
で異なる演出データを演出データ選択手段172に選択させるためのものである。
　本発明によれば、特定の遊技状態になったときの演出に注目を集めることができる。
　（請求項７）
　請求項７記載の発明は、請求項１、２または５記載の発明を限定したものであって、ス
ロットマシン10は、一般的な遊技である一般遊技の制御を行うための一般遊技制御手段11
1と、遊技者にとって一般遊技よりも有利な遊技である有利遊技の制御を行うための有利
遊技制御手段とを備え、設定変更報知手段184は、有利遊技を特定の遊技状態として認識
するための特定遊技状態認識手段186を備えていることを特徴とする。
【００４７】
　ここで、「一般遊技」とは、一般的な遊技をいう。
　また、「一般遊技制御手段111」は、一般遊技の制御を行うためのものである。
　また、「有利遊技」とは、遊技者にとって一般遊技よりも有利な遊技をいう。
　例えば、所定の役の入賞確率が一般遊技よりも高い遊技を実行可能なレギュラーボーナ
スゲーム（ＲＢゲーム）を、有利遊技とすることができ、また、所定の役の入賞確率が一
般遊技よりも高い遊技をＲＢゲームよりも多く実行可能なビッグボーナスゲーム（ＢＢゲ
ーム）を、有利遊技とすることもでき、また、ＲＢゲームおよびＢＢゲームを含むボーナ
スゲームを、有利遊技とすることもできる。また、例えば、複数の回転リール40の全部ま
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たは一部について役抽選手段120の抽選結果に基づく停止制御を中止するチャレンジタイ
ム（ＣＴ）を、有利遊技とすることもでき、また、Ｒｅｐｌａｙ当選の当選確率を通常よ
りも高くするリプレイタイム（ＲＴ）を、有利遊技とすることもでき、また、役抽選手段
120の抽選結果に係る情報を遊技者に知らせる確率を高くするアシストタイム（ＡＴ）を
、有利遊技とすることもできる。
【００４８】
　また、「有利遊技制御手段」は、有利遊技の制御を行うためのものである。
　例えば、ＲＢゲームを有利遊技とする場合にあっては、ＲＢゲームを制御するためのレ
ギュラーボーナスゲーム制御手段112（ＲＢゲーム制御手段112）を有利遊技制御手段とす
ることができ、また、ＢＢゲームを有利遊技とする場合にあっては、ＢＢゲームを制御す
るためのビッグボーナスゲーム制御手段113（ＢＢゲーム制御手段113）を有利遊技制御手
段とすることができ、また、ＲＢゲームおよびＢＢゲームを含むボーナスゲームを有利遊
技とする場合にあっては、ＲＢゲーム制御手段112およびＢＢゲーム制御手段113を有利遊
技制御手段とすることができる。
【００４９】
　また、「特定遊技状態認識手段186」は、有利遊技を特定の遊技状態として認識するた
めのものである。
　本発明によれば、有利遊技になると、特定の遊技状態になったと認識される。
　つまり、本発明は、設定値を変更した旨を報知する旨が選択された状態で設定値の変更
が行われると、その後に最初に実行される有利遊技において、設定値を変更した旨の報知
が行われるようにしたものである。
　このため、本発明によれば、有利遊技への遊技者の期待感をより一層高めることができ
る。
【００５０】
　（請求項８）
　請求項８記載の発明は、請求項３、４または６記載の発明を限定したものであって、ス
ロットマシン10は、一般的な遊技である一般遊技の制御を行うための一般遊技制御手段11
1と、遊技者にとって一般遊技よりも有利な遊技である有利遊技の制御を行うための有利
遊技制御手段とを備え、設定変更報知抽選手段192は、有利遊技を特定の遊技状態として
認識するための特定遊技状態認識手段186を備えていることを特徴とする。
　本発明によれば、有利遊技になると、特定の遊技状態になったと認識される。
　つまり、本発明は、設定値を変更した旨を報知する旨が選択された状態で設定値の変更
が行われると、その後に最初に実行される有利遊技において、設定値の変更を報知するか
否かの抽選が行われ、この抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると、設定値を変
更した旨の報知が行われるようにしたものである。
【００５１】
　このため、本発明によれば、有利遊技への遊技者の期待感をより一層高めることができ
る。
　（請求項９）
　請求項９記載の発明は、請求項１、２、３、４、５、６、７または８記載の発明を限定
したものであって、スロットマシン10は、音量を調節するためのボリュームスイッチ97を
備え、設定変更報知フラグセット手段181は、ボリュームスイッチ97を設定変更報知選択
スイッチとして認識するとともに設定変更報知選択スイッチとしてのボリュームスイッチ
97が音量ゼロに設定されていると設定値の変更を知らせる旨が選択されていると認識する
ための報知選択認識手段182を備えていることを特徴とする。
【００５２】
　ここで、「ボリュームスイッチ97」は、音量を調節するためのものである。
　また、ボリュームスイッチ97は、スロットマシン10の筐体20の内部に設けられるもので
あり、スロットマシン10の管理者は操作できるが、遊技者は操作できないものである。つ
まり、スロットマシン10の筐体20の内部は、スロットマシン10固有の鍵で施錠装置のロッ
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クを解除して前扉21を開放しなければアクセスできないところであり、ボリュームスイッ
チ97は、このようなスロットマシン10の筐体20の内部に設けられるものである。そして、
スロットマシン10固有の鍵は、スロットマシン10の管理者の管理下におかれるものである
。このため、スロットマシン10の管理者は、ボリュームスイッチ97を操作できるが、遊技
者は、ボリュームスイッチ97を操作できないのである。
【００５３】
　また、「報知選択認識手段182」は、ボリュームスイッチ97を設定変更報知選択スイッ
チとして認識するとともに、設定変更報知選択スイッチとしてのボリュームスイッチ97が
音量ゼロに設定されていると、設定値の変更を知らせる旨が選択されていると認識するた
めのものである。
　本発明によれば、ボリュームスイッチ97が音量ゼロに設定されていると、設定値の変更
を知らせる旨が選択されていると認識され、一方、ボリュームスイッチ97が音量ゼロ以外
に設定されていると、設定値の変更を知らせる旨が選択されていない（設定値の変更を知
らせない旨が選択されている）と認識される。
【００５４】
　つまり、本発明は、ボリュームスイッチ97と設定変更報知選択スイッチとを兼用にし、
設定値の変更を報知するか否かを、ボリュームスイッチ97を用いて選択させるようにした
ものである。そして、ボリュームスイッチ97を音量ゼロに設定する操作を、設定値の変更
を知らせる旨を選択する操作とし、ボリュームスイッチ97を音量ゼロ以外に設定する操作
を、設定値の変更を知らせる旨を選択しない操作（設定値の変更を知らせない旨を選択す
る操作）としたものである。
　このため、本発明によれば、パーツを兼用にすることによるコスト削減効果が得られる
とともに、音量ゼロで営業することはないであろうと推測されることから、パーツを兼用
にしても間違って操作されることはないと期待できる。
【発明の効果】
【００５５】
　本発明によれば、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かをスロットマシンの管
理者が選択でき、また、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態においてのみ設定
値を変更した旨の報知が行われ得るようにすることにより、ひとたび特定の遊技状態とな
るまでは遊技者が遊技を続けるであろうと期待でき、また、最初の特定の遊技状態におい
て設定値を変更した旨の報知が行われなかったからといって設定値の変更がされていない
とは限らないことから遊技者が直ちに遊技を止めてしまうことはないであろうと期待でき
、また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって設定値そのものや設定値の高低ま
では報知されないのでスロットマシンの挙動から設定値の高低を推測する楽しみを遊技者
から奪わないようにすることができるスロットマシンを提供できる。
【００５６】
　また、本発明によれば、特定の遊技状態となったときの演出の態様を通常時とは異なら
せることで設定値の変更の報知を行うことから、特定の遊技状態となったときの演出に注
目が集まるスロットマシンを提供できる。
　また、本発明によれば、有利遊技を特定の遊技状態としたことから、有利遊技への遊技
者の期待感がより一層高められるスロットマシンを提供できる。
　さらに、本発明によれば、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かをボリューム
スイッチを用いて選択させることから、パーツを兼用にしてコストの削減を図ることがで
きるとともに、音量ゼロで営業することはないであろうと推測されることからパーツを兼
用にしても間違って操作されることはないと期待できるスロットマシンを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　（第１の実施の形態）
　（図面の説明）
　図１ないし図９は、本発明の第１の実施の形態を示すものである。
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　図１は、スロットマシン10のブロック図、図２は、スロットマシン10の外観図、図３は
、図柄表示窓26、出目及び入賞ライン300の概念図、図４ないし図９は、スロットマシン1
0の動作の概略を示すフローチャートである。
　本実施の形態では、「前面」とは、スロットマシン10において遊技を行う際に遊技者が
向き合う面をいう。また、「右側」とは、スロットマシン10の前面に向き合って遊技を行
う遊技者から見て右側をいう。また、「左側」とは、スロットマシン10の前面に向き合っ
て遊技を行う遊技者から見て左側をいう。
【００５８】
　（スロットマシン10）
　図２に示すように、本実施の形態に係るスロットマシン10は、前面に開口部を有する箱
型の筐体20を備えている。また、筐体20の前面には、開口部を塞ぐ前扉21を備えている。
また、前扉21の前面上部には、上パネル22が備えられ、また、前扉21の前面中央には、中
パネル23が備えられ、また、前扉21の前面下部には、下パネル24が備えられている。また
、上パネル22には、入賞となる図柄配列（入賞図柄配列）や、各役に入賞した際に払い出
されるメダルの枚数（配当）などが表示され、また、下パネル24には、当該スロットマシ
ン10の機種名のロゴやイメージキャラクターなどが表示されている。また、前扉21の前面
における、中パネル23と下パネル24との間には、前方へ向けて突出する操作部25が設けら
れている。また、筐体20の内部には、３個の回転リール40を横並びに設けたリールユニッ
ト30が備えられている。また、３個の回転リール40のうち、左側に設けられているのが左
リール41であり、また、中央に設けられているのが中リール42であり、また、右側に設け
られているのが右リール43である。また、各回転リール40の周囲には、複数種類の図柄が
所定の配列で合計２１個付されている。また、中パネル23のほぼ中央には、各回転リール
40の周囲に付されている２１個の図柄のうちの３個を表示するための図柄表示窓26が設け
られている。
【００５９】
　また、図柄表示窓26は、各回転リール40の前方に設けられており、３個すべての回転リ
ール40の回転が停止した際には、図３に示すように、縦３列横３行に配列した合計９個の
図柄を表示可能に形成されている。
　具体的には、左リール41の周囲には合計２１個の図柄が付されているが、左リール41の
回転が停止した際には、２１個の図柄のうちの３個が図柄表示窓26に表示される。すなわ
ち、左リール41の回転が停止すると、図柄表示窓26の左側部分には、３個の図柄が縦並び
に表示される。中リール42及び右リール43についても同様である。これにより、３個すべ
ての回転リール40の回転が停止すると、図柄表示窓26には、縦３列横３行に配列した合計
９個の図柄が表示される。また、図柄表示窓26に表示される縦３列横３行の図柄配列は、
「出目」などと呼ばれる。
【００６０】
　また、本実施の形態では、３個の図柄が図柄表示窓26に対して適正な位置に表示される
ときの各回転リール40の停止位置を、「適正停止位置」という。
　例えば、図３に示すように、３個の図柄が図柄表示窓26に対して適正な位置に表示され
るときの各回転リール40の停止位置が、「適正停止位置」である。
　すなわち、各回転リール40が「適正停止位置」で停止すると、図柄表示窓26には各回転
リール40毎に３個の図柄が正しく表示されることとなる。
　また、本実施の形態では、図３に示すように、左リール41の回転がいずれかの適正停止
位置で停止した際に図柄表示窓26に表示される３個の図柄を上から順にそれぞれ「左リー
ル上図柄201」「左リール中図柄202」「左リール下図柄203」とし、また、中リール42の
回転がいずれかの適正停止位置で停止した際に図柄表示窓26に表示される３個の図柄を上
から順にそれぞれ「中リール上図柄204」「中リール中図柄205」「中リール下図柄206」
とし、また、右リール43の回転がいずれかの適正停止位置で停止した際に図柄表示窓26に
表示される３個の図柄を上から順にそれぞれ「右リール上図柄207」「右リール中図柄208
」「右リール下図柄209」としている。
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【００６１】
　また、本実施の形態では、第１から第５までの５本の入賞ライン300を設けている。
　左リール中図柄202と中リール中図柄205と右リール中図柄208とを通るのが「第１入賞
ライン301」であり、また、左リール上図柄201と中リール上図柄204と右リール上図柄207
とを通るのが「第２入賞ライン302」であり、また、左リール下図柄203と中リール下図柄
206と右リール下図柄209とを通るのが「第３入賞ライン303」であり、また、左リール下
図柄203と中リール中図柄205と右リール上図柄207とを通るのが「第４入賞ライン304」で
あり、また、左リール上図柄201と中リール中図柄205と右リール下図柄209とを通るのが
「第５入賞ライン305」である。
【００６２】
　また、操作部25の上面右側には、メダルを投入するためのメダル投入口85が設けられ、
また、操作部25の上面左側には、貯留に係るメダルを投入するためのベットスイッチ70が
設けられ、また、操作部25の前面右側には、貯留に係るメダルを払い出すためのキャンセ
ルスイッチ73が設けられ、また、操作部25の前面左側には、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50が設けられ、また、操作部25の前面中央には、回転リール
40の回転を停止させるための３個のストップスイッチ60が横並びに設けられている。
　また、前扉21の前面における、上パネル22と中パネル23との間には、表示装置としての
横長の液晶ディスプレイ83が設けられ、また、前扉21の上部には、演出に用いられる演出
用ランプ81が設けられている。
【００６３】
　また、前扉21の下部中央には、メダルを払い出すためのメダル払出口86が設けられ、ま
た、メダル払出口86の下方には、メダル払出口86から払い出されたメダルを受け止めて貯
留するためのメダル受け皿87が設けられている。また、メダル払出口86の左右両側には、
効果音などを鳴らすためのスピーカ82がそれぞれ設けられている。
　また、前扉21の裏面における、メダル投入口85の裏側に相当する位置には、メダル投入
口85に投入されたメダルを処理するためのメダル処理ユニットが備えられている。
　また、前扉21の裏面の所定位置には、変更に係る設定値を表示するための設定値表示器
95が備えられている。また、設定値表示器95は、専用の７セグメントＬＥＤを用いて構成
されている。なお、設定値表示器95は、メダルの投入枚数や払出枚数を表示するための７
セグメントＬＥＤと兼用構成にしてもよい。
【００６４】
　また、筐体20の内部には、スロットマシン10を制御するための制御装置100や、メダル
を払い出すためのホッパーユニットや、スロットマシン10が備える各装置に電力を供給す
るための電源ユニット90などが備えられている。
　また、筐体20の内部の所定位置には、音量を調節するためのボリュームスイッチ97や、
前扉21が開放状態であることを検知するための前扉開放検知センサー96などが備えられて
いる。また、本実施の形態では、ボリュームスイッチ97にはロータリースイッチが用いら
れ、また、前扉開放検知センサー96にはフォトセンサーが用いられている。また、本実施
の形態では、ボリュームスイッチ97は、音量を調節するためのスイッチとして機能するの
みならず、設定値の変更を知らせるか否かを選択させるための設定変更報知選択スイッチ
としても機能するものとなっている。
【００６５】
　（リールユニット30）
　リールユニット30は、フレームと、このフレームに横並びに固定した３個のステッピン
グモータと、各ステッピングモータの出力軸に固定した３個の回転リール40とを備えてい
る。
　また、各回転リール40の周囲には、「７」「ＢＡＲ」「ベル」「スイカ」「チェリー」
「Ｒ」などの複数種類の図柄が所定の配列で合計２１個付されている。
　また、本実施の形態では、「７」の図柄は、ビッグボーナス入賞（ＢＢ入賞）に対応し
た図柄とされ、また、「ＢＡＲ」の図柄は、レギュラーボーナス入賞（ＲＢ入賞）に対応
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した図柄とされ、また、「ベル」の図柄は、第１小役入賞に対応した図柄とされ、また、
「スイカ」の図柄は、第２小役入賞に対応した図柄とされ、また、「チェリー」の図柄は
、第３小役入賞に対応した図柄とされ、また、「Ｒ」の図柄は、Ｒｅｐｌａｙ入賞に対応
した図柄とされている。
【００６６】
　（スタートスイッチ50）
　スタートスイッチ50は、回転リール40の回転を開始させるためのものであって、図２に
示すように、操作部25の前面左側に設けられている。また、スタートスイッチ50にはレバ
ー式スイッチが用いられており、レバーの先端を押し下げると、スタート信号が出力され
て、３個すべての回転リール40の回転が開始するようになっている。
　（ストップスイッチ60）
　ストップスイッチ60は、回転リール40の回転を停止させるためのものであって、図２に
示すように、操作部25の前面中央に設けられている。また、ストップスイッチ60は、３個
設けられており、また、各ストップスイッチ60は、各回転リール40にそれぞれ対応してい
る。また、３個のストップスイッチ60は、操作部25の前面中央に横並びに設けられている
。また、左側のストップスイッチ60は、左リール41に対応し、また、中央のストップスイ
ッチ60は、中リール42に対応し、また、右側のストップスイッチ60は、右リール43に対応
している。また、各ストップスイッチ60は、それぞれ、押しボタン式スイッチを用いて構
成されており、左リール41用のストップスイッチ60が備えるボタンを押すと、左リール41
用のストップ信号が出力されて、左リール41の回転が停止し、また、中リール42用のスト
ップスイッチ60が備えるボタンを押すと、中リール42用のストップ信号が出力されて、中
リール42の回転が停止し、また、右リール43用のストップスイッチ60が備えるボタンを押
すと、右リール43用のストップ信号が出力されて、右リール43の回転が停止するようにな
っている。
【００６７】
　（ベットスイッチ70）
　ベットスイッチ70は、ベット信号を出力するためのものである。また、「ベット信号」
とは、メダルの投入に係る信号をいう。また、ベットスイッチ70を操作すると、ベット信
号が出力されて、貯留装置に貯留されているメダルが投入される。また、「貯留装置」と
は、メダル投入口85から投入されたメダル及び遊技により獲得されたメダルを貯留するこ
とにより、遊技者が新たにメダル投入口85からメダルを投入することなく、ベットスイッ
チ70の操作により、当該貯留に係るメダルの中からあらかじめ定められた数のメダルを順
次投入することができることとなる装置で、メダル投入口85から投入されたメダル及び遊
技により獲得されたメダルの総数から、ベットスイッチ70の操作により投入されたメダル
の総数を減じた数を、電磁的方法により記録することができるものをいう。
【００６８】
　本実施の形態では、ベットスイッチ70は、図２に示すように、操作部25の上面左側に設
けられている。また、ベットスイッチ70としては、シングルベットスイッチ71と、マック
スベットスイッチ72とが備えられている。また、図２に示すように、シングルベットスイ
ッチ71及びマックスベットスイッチ72は、操作部25の上面左側に横並びに設けられている
。左側に位置するのがシングルベットスイッチ71であり、右側に位置するのがマックスベ
ットスイッチ72である。
　また、シングルベットスイッチ71には押しボタン式スイッチが用いられており、ボタン
を押すと、ベット信号としての１枚ベット信号が出力されるようになっている。ボタンを
１回押すと、１枚ベット信号が１回出力され、また、ボタンを２回押すと、１枚ベット信
号が２回出力され、また、ボタンを３回押すと、１枚ベット信号が３回出力される。そし
て、１枚ベット信号が１回出力されると、貯留装置に貯留されているメダルの総数が１つ
減じられて、１枚のメダルが投入され、また、１枚ベット信号が２回出力されると、貯留
装置に貯留されているメダルの総数が２つ減じられて、２枚のメダルが投入され、また、
１枚ベット信号が３回出力されると、貯留装置に貯留されているメダルの総数が３つ減じ



(22) JP 2008-132246 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

られて、３枚のメダルが投入されるようになっている。
【００６９】
　また、マックスベットスイッチ72も、シングルベットスイッチ71と同様に、押しボタン
式スイッチを用いて構成されている。ただ、マックスベットスイッチ72は、ボタンを１回
押すと、ベット信号としてのマックスベット信号が出力される。そして、マックスベット
信号が出力されると、貯留装置に貯留されているメダルの総数が３つ減じられて、３枚の
メダルが投入されるようになっている。
　（キャンセルスイッチ73）
　キャンセルスイッチ73は、貯留装置に貯留されているメダルを払い出すためのものであ
って、図２に示すように、操作部25の前面右側に設けられている。また、キャンセルスイ
ッチ73には押しボタン式スイッチが用いられており、ボタンを押すと、キャンセル信号が
出力されて、ホッパーユニットの送出機構が駆動し、貯留装置に貯留されているメダルの
総数と同数のメダルがメダル払出口86から払い出されるとともに、貯留装置に貯留されて
いるメダルの総数が０になる。
【００７０】
　（演出用ランプ81）
　演出用ランプ81は、遊技者に当選または入賞などを知らせるためのものであって、図２
に示すように、前扉21の上部に設けられている。
　（スピーカ82）
　スピーカ82は、効果音などを鳴らすためのものであって、図２に示すように、メダル払
出口86の左右両側にそれぞれ設けられている。また、スピーカ82は、表示装置を構成する
ものである。
　（液晶ディスプレイ83）
　液晶ディスプレイ83は、演出に係る映像などを表示するためのものであって、図２に示
すように、前扉21の前面における、上パネル22と中パネル23との間に設けられている。
【００７１】
　（メダル投入口85）
　メダル投入口85は、メダルを投入するためのものであって、図２に示すように、操作部
25の上面右側に設けられている。
　（メダル払出口86）
　メダル払出口86は、メダルを払い出すためのものであって、図２に示すように、前扉21
の下部中央に設けられている。
　（メダル受け皿87）
　メダル受け皿87は、メダル払出口86から払い出されたメダルを受け止めて貯留するため
のものであって、図２に示すように、メダル払出口86の下方に設けられている。
【００７２】
　（ホッパーユニット）
　ホッパーユニットは、メダルを払い出すためのものであって、筐体20の内部に設けられ
ている。また、ホッパーユニットは、メダルを貯留するためのメダルタンクと、メダルタ
ンクに貯留されているメダルを送り出すための送出機構とを備えている。そして、送出機
構によって送り出されたメダルは、メダル払出口86から払い出されるようになっている。
　（メダル処理ユニット）
　メダル処理ユニットは、メダル投入口85から投入されたメダルを処理するためのもので
あって、前扉21の裏面における、メダル投入口85の裏側に相当する位置に設けられている
。また、メダル処理ユニットは、メダル投入口85に投入されたメダルを一定方向へ誘導す
るためのメダル通路と、メダル通路の途中から分岐するメダル返却通路と、メダル通路か
らメダル返却通路が分岐する分岐部に位置するメダルセレクターとを有している。また、
メダル通路の途中であって、メダルセレクターよりも下流側には、メダル投入口85から投
入されたメダルを検知するためのメダルセンサーが設けられている。また、メダル通路は
、ホッパーユニットのメダルタンクに連通し、また、メダル返却通路は、メダル払出口86



(23) JP 2008-132246 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

に連通している。
【００７３】
　また、メダルセンサーは、メダル投入口85から投入されたメダルを検出するためのもの
であって、図示しないが、フォトセンサーを用いて構成されている。メダル通路を流下す
るメダルは、フォトセンサーの発光部と受光部との間を通るようになっている。発光部か
ら発せられた光は、常態では、受光部まで到達するようになっているが、メダル通路を流
下するメダルがフォトセンサーの発光部と受光部との間を通過するときには、受光部まで
届かなくなる。そして、フォトセンサーの受光部に光が届かなくなると、メダル検出信号
が出力されて、メダルが１枚投入されたものと判定されるようになっている。
　（電源ユニット90）
　電源ユニット90は、スロットマシン10が備える各装置、具体的には、例えば、制御装置
100や、リールユニット30や、ホッパーユニットなどに電力を供給するためのものである
。
【００７４】
　また、電源ユニット90には、スロットマシン10の電源をＯＮまたはＯＦＦにするための
電源スイッチ91の他に、設定値の変更が可能な状態である設定変更モードへの移行に係る
設定変更モードスイッチ92や、設定値の変更に係る設定値変更スイッチ93などが設けられ
ている。また、設定変更モードスイッチ92にはキー式スイッチが用いられ、また、設定値
変更スイッチ93には押しボタン式スイッチが用いられている。
　また、電源ユニット90は、筐体20の内部に備えられており、電源スイッチ91や設定変更
モードスイッチ92や設定値変更スイッチ93は、スロットマシン10の管理者は操作できるが
、遊技者は操作できないようになっている。
【００７５】
　（制御装置100）
　制御装置100は、スロットマシン10を制御するためのものである。
　本実施の形態では、制御装置100は、主として遊技の制御を行うためのメイン制御装置1
01と、メイン制御装置101からの信号を受信して主として演出の制御を行うためのサブ制
御装置102とを備えている。
　また、メイン制御装置101は、メイン基板などとも呼ばれるものであって、ＣＰＵ、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭ、およびＩ／Ｏなどを備えたマイクロコンピュータを用いて構成されている
。
【００７６】
　また、サブ制御装置102は、サブ基板などとも呼ばれるものであって、メイン制御装置1
01と同様に、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、およびＩ／Ｏなどを備えたマイクロコンピュータ
を用いて構成されている。
　また、制御装置100の入力手段としては、図１に示すように、スタートスイッチ50、ス
トップスイッチ60、シングルベットスイッチ71、マックスベットスイッチ72、キャンセル
スイッチ73、前扉開放検知センサー96、ボリュームスイッチ97、設定変更モードスイッチ
92、および設定値変更スイッチ93などが接続されている。
　また、制御装置100の出力手段としては、図１に示すように、リールユニット30、演出
用ランプ81、スピーカ82、液晶ディスプレイ83、および設定値表示器95などが接続されて
いる。
【００７７】
　また、本実施の形態では、メイン制御装置101は、一般遊技と、ボーナスゲームとを実
行可能に形成されている。
　また、本実施の形態では、メイン制御装置101は、ボーナスゲームとして、ビッグボー
ナスゲーム（ＢＢゲーム）と、レギュラーボーナスゲーム（ＲＢゲーム）とを実行可能に
形成されている。
　また、本実施の形態では、一般遊技とは、一般的な遊技をいい、また、ＲＢゲームとは
、所定の役の入賞確率が一般遊技よりも高い遊技を実行可能な遊技をいい、また、ＢＢゲ
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ームとは、所定の役の入賞確率が一般遊技よりも高い遊技をＲＢゲームよりも多く実行可
能な遊技をいう。
【００７８】
　また、図１に示すように、メイン制御装置101は、一般遊技制御手段111、レギュラーボ
ーナスゲーム制御手段（ＲＢゲーム制御手段）112、ビッグボーナスゲーム制御手段（Ｂ
Ｂゲーム制御手段）113、ＢＢ開始信号送信手段115、ＢＢ終了信号送信手段116、役抽選
手段120、設定値記憶手段125、停止制御手段140、入賞判定手段150、設定変更手段160、
および設定値送信手段166などを備えている。ＣＰＵがＲＯＭに記憶された所定のプログ
ラムを実行することにより、メイン制御装置101を構成するマイクロコンピュータが、一
般遊技制御手段111、ＲＢゲーム制御手段112、ＢＢゲーム制御手段113、ＢＢ開始信号送
信手段115、ＢＢ終了信号送信手段116、役抽選手段120、設定値記憶手段125、停止制御手
段140、入賞判定手段150、設定変更手段160、および設定値送信手段166などとして機能す
るのである。また、停止テーブル130は、プログラムなどとともに、ＲＯＭに記憶されて
いるものである。
【００７９】
　また、図１に示すように、サブ制御装置102は、演出制御手段170、設定変更報知フラグ
セット手段181、設定変更報知手段184、および設定変更報知フラグクリア手段187などを
備えている。ＣＰＵがＲＯＭに記憶された所定のプログラムを実行することにより、サブ
制御装置102を構成するマイクロコンピュータが、演出制御手段170、設定変更報知フラグ
セット手段181、設定変更報知手段184、および設定変更報知フラグクリア手段187などと
して機能するのである。
　以下、メイン制御装置101が備える各手段について詳述する。
　（一般遊技制御手段111）
　一般遊技制御手段111は、一般遊技を制御するためのものである。
【００８０】
　また、一般遊技とは、一般的な遊技をいう。
　以下、本実施の形態における一般遊技について説明する。
　メダルを投入すると、メダルの投入枚数に応じた本数の入賞ライン300が有効になる。
具体的には、１回の遊技につき投入可能なメダルの枚数は、最大で３枚とされている。ま
た、メダルの投入には、メダル投入口85からのメダルの投入と、ベットスイッチ70（シン
グルベットスイッチ71またはマックスベットスイッチ72）の操作による貯留に係るメダル
の投入とがある。そして、メダルの投入枚数が１枚のときには、第１入賞ライン301のみ
が有効になり、また、メダルの投入枚数が２枚のときには、第１から第３までの３本の入
賞ライン301～303が有効になり、また、メダルの投入枚数が３枚のときには、第１から第
５までの５本すべての入賞ライン301～305が有効になる。また、メダルの投入を条件に、
スタートスイッチ50を操作すると、複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽
選（役抽選）が行われる。また、役抽選とほぼ同時に、３個すべての回転リール40の回転
が開始する。その後に、３個のストップスイッチ60のうちの１個を操作すると、当該スト
ップスイッチ60に対応した回転リール40の回転が停止する。そして、３個すべてのストッ
プスイッチ60の操作を終えると、３個すべての回転リール40の回転が停止する。このとき
、いずれかの有効な入賞ライン300上にいずれかの入賞図柄配列が揃うと、当該入賞図柄
配列に対応した役の入賞となり、入賞態様に応じた枚数のメダルが払い出される。また、
メダルの払い出しには、メダル払出口86からのメダルの払い出しと、貯留装置に貯留させ
ることによるメダルの払い出しとがある。また、メダルの払い出しに代えて、あるいはメ
ダルの払い出しとともに、遊技者に対して所定の利益が付与されることもある。
【００８１】
　また、本実施の形態では、「役」として、ビッグボーナス（ＢＢ）と、レギュラーボー
ナス（ＲＢ）と、第１小役と、第２小役と、第３小役と、Ｒｅｐｌａｙとを設けている。
　また、本実施の形態では、「当選」として、ＢＢに対応するビッグボーナス当選（ＢＢ
当選）と、ＲＢに対応するレギュラーボーナス当選（ＲＢ当選）と、第１小役に対応する
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第１小役当選と、第２小役に対応する第２小役当選と、第３小役に対応する第３小役当選
と、Ｒｅｐｌａｙに対応するＲｅｐｌａｙ当選とを設けている。
　また、本実施の形態では、「入賞」として、ＢＢに対応するビッグボーナス入賞（ＢＢ
入賞）と、ＲＢに対応するレギュラーボーナス入賞（ＲＢ入賞）と、第１小役に対応する
第１小役入賞と、第２小役に対応する第２小役入賞と、第３小役に対応する第３小役入賞
と、Ｒｅｐｌａｙに対応するＲｅｐｌａｙ入賞とを設けている。
【００８２】
　また、「当選」とは、役抽選手段120の抽選で当たることを意味し、また、「入賞」と
は、いずれかの有効な入賞ライン300上に所定の入賞図柄配列が揃うことを意味する。
　そして、役抽選手段120の抽選結果がＢＢ当選となると、いずれかの有効な入賞ライン3
00上に「７」「７」「７」の図柄配列が揃い得るようになり、このとき、いずれかの有効
な入賞ライン300上に「７」「７」「７」の図柄配列が揃うと、ＢＢ入賞となり、ＢＢゲ
ームへ移行する。つまり、「７」「７」「７」の図柄配列は、ＢＢ入賞となる入賞図柄配
列である。
　また、役抽選手段120の抽選結果がＲＢ当選となると、いずれかの有効な入賞ライン300
上に「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」の図柄配列が揃い得るようになり、このとき、いず
れかの有効な入賞ライン300上に「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」の図柄配列が揃うと、
ＲＢ入賞となり、ＲＢゲームへ移行する。つまり、「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」の図
柄配列は、ＲＢ入賞となる入賞図柄配列である。
【００８３】
　また、役抽選手段120の抽選結果が第１小役当選となると、いずれかの有効な入賞ライ
ン300上に「ベル」「ベル」「ベル」の図柄配列が揃い得るようになり、このとき、いず
れかの有効な入賞ライン300上に「ベル」「ベル」「ベル」の図柄配列が揃うと、第１小
役入賞（ベル入賞）となり、所定枚数（例えば１２枚）のメダルが払い出される。つまり
、「ベル」「ベル」「ベル」の図柄配列は、ベル入賞となる入賞図柄配列である。
　また、役抽選手段120の抽選結果が第２小役当選となると、いずれかの有効な入賞ライ
ン300上に「スイカ」「スイカ」「スイカ」の図柄配列が揃い得るようになり、このとき
、いずれかの有効な入賞ライン300上に「スイカ」「スイカ」「スイカ」の図柄配列が揃
うと、第２小役入賞（スイカ入賞）となり、所定枚数（例えば８枚）のメダルが払い出さ
れる。つまり、「スイカ」「スイカ」「スイカ」の図柄配列は、スイカ入賞となる入賞図
柄配列である。
【００８４】
　また、役抽選手段120の抽選結果が第３小役当選となると、いずれかの有効な入賞ライ
ン300上に「チェリー」「ＡＮＹ」「ＡＮＹ」の図柄配列が揃い得るようになり、このと
き、いずれかの有効な入賞ライン300上に「チェリー」「ＡＮＹ」「ＡＮＹ」の図柄配列
が揃うと、第３小役入賞（チェリー入賞）となり、所定枚数（例えば２枚）のメダルが払
い出される。つまり、「チェリー」「ＡＮＹ」「ＡＮＹ」の図柄配列は、チェリー入賞と
なる入賞図柄配列である。なお、「ＡＮＹ」とは、いずれの図柄でもよいことを意味する
。左リール41に付されている「チェリー」の図柄が有効な入賞ライン300上に停止すると
、中リール42及び右リール43に付されている図柄の停止位置にかかわらず、チェリー入賞
となり、２枚のメダルが払い出される。なお、メダルの投入枚数が３枚であり、かつ、「
チェリー」の図柄の停止位置が図柄表示窓26の上段または下段であれば、４枚のメダルが
払い出される。
【００８５】
　また、役抽選手段120の抽選結果がＲｅｐｌａｙ当選となると、いずれかの有効な入賞
ライン300上に「Ｒ」「Ｒ」「Ｒ」の図柄配列が揃い得るようになり、このとき、いずれ
かの有効な入賞ライン300上に「Ｒ」「Ｒ」「Ｒ」の図柄配列が揃うと、Ｒｅｐｌａｙ入
賞となり、新たにメダルを投入することなく、前回の遊技と同じ条件で再度遊技を行うこ
とができる。つまり、再遊技を実行できる。また、「Ｒ」「Ｒ」「Ｒ」の図柄配列は、Ｒ
ｅｐｌａｙ入賞となる入賞図柄配列である。
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　また、役抽選手段120の抽選結果がハズレとなると、いずれの有効な入賞ライン300上に
も、いずれの入賞図柄配列も揃えることができなくなる。
【００８６】
　また、役抽選手段120の抽選結果の如何にかかわらず、いずれの有効な入賞ライン300上
にも、いずれの入賞図柄配列も揃わないと、入賞なしとなる。
　（ＲＢゲーム制御手段112）
　ＲＢゲーム制御手段112は、ボーナスゲームとしてのＲＢゲームを制御するためのもの
である。また、ＲＢゲーム中は、所定の役の入賞確率が一般遊技よりも高い遊技であるＪ
ＡＣゲームが行われる。
　以下に、ＲＢゲームについて説明する。
　役抽選手段120の抽選結果がＲＢ当選となると、ＲＢ当選フラグがセットされて、ＲＢ
内部当たり状態となるとともに、停止制御手段140により、ＲＢ入賞を引き当て得るよう
に、各回転リール40の停止制御が行われる。このとき、いずれかの有効な入賞ライン300
上に「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」の入賞図柄配列が揃い得るようになるとともに、「
ＢＡＲ」「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」以外の入賞図柄配列については、いずれの有効な入賞ライ
ン300上にも揃わなくなる。そして、３個すべての回転リール40の回転を停止させたとき
に、いずれかの有効な入賞ライン300上に「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」の入賞図柄配
列が揃うと、ＲＢ入賞となり、ＲＢゲームフラグがセットされて、ＲＢゲームへ移行する
。また、ＲＢ入賞が引き当てられると、ＲＢ当選フラグがクリアされて、ＲＢ内部当たり
状態は終了する。一方、３個すべての回転リール40の回転を停止させたときに、いずれの
有効な入賞ライン300上にも「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」の入賞図柄配列が揃わない
と、入賞なしとなるものの、ＲＢ当選フラグはクリアされず、ＲＢ内部当たり状態は継続
する。ＲＢ当選フラグは、ＲＢ入賞が引き当てられるまで、クリアされずにセットされた
ままとなる。
【００８７】
　ＲＢゲームへ移行すると、「ＪＡＣゲーム」が行われる。
　また、「ＪＡＣゲーム」では、役抽選手段120の抽選の結果所定の役の当選となる確率
が一般遊技よりも高くなり、そして、いずれかの有効な入賞ライン300上に役抽選手段120
の抽選結果に対応した所定の図柄配列が揃うと入賞となる遊技が行われる。これにより、
ＪＡＣゲーム中は、所定の役の入賞確率が一般遊技中よりも高くなる。
　また、「ＪＡＣゲーム」中は、遊技を最大１２回行うことができ、そのうち、最大８回
の入賞が可能である。すなわち、「ＪＡＣゲーム」中に、遊技が１２回行われるか、ある
いは入賞が８回あると、「ＪＡＣゲーム」は終了する。つまり、「ＪＡＣゲーム」の終了
条件は、ＪＡＣゲーム中に、遊技が１２回行われたこと、または入賞が８回あったことで
ある。
【００８８】
　そして、「ＪＡＣゲーム」が終了すると、ＲＢゲームも終了して、一般遊技に戻る。
　（ＢＢゲーム制御手段113）
　ＢＢゲーム制御手段113は、ボーナスゲームとしてのＢＢゲームを制御するためのもの
である。また、ＢＢゲーム中は、ＲＢゲーム中よりも多く、ＪＡＣゲームが実行可能であ
る。
　以下に、ＢＢゲームについて説明する。
　役抽選手段120の抽選結果がＢＢ当選となると、ＢＢ当選フラグがセットされて、ＢＢ
内部当たり状態となるとともに、停止制御手段140により、ＢＢ入賞を引き当て得るよう
に、各回転リール40の停止制御が行われる。つまり、役抽選手段120の抽選結果がＢＢ当
選になると、停止制御手段140は、ＢＢ入賞に対応した停止テーブル130を選択し、この停
止テーブル130に基づいて、各回転リール40の停止制御を行う。このとき、いずれかの有
効な入賞ライン300上に「７」「７」「７」の入賞図柄配列が揃い得るようになるととも
に、「７」「７」「７」以外の入賞図柄配列については、いずれの有効な入賞ライン300
上にも揃わなくなる。そして、３個すべての回転リール40の回転を停止させたときに、い
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ずれかの有効な入賞ライン300上に「７」「７」「７」の入賞図柄配列が揃うと、ＢＢ入
賞となり、ＢＢゲームフラグがセットされて、ＢＢゲームへ移行する。つまり、ＢＢゲー
ムの開始条件は、いずれかの有効な入賞ライン300上に「７」「７」「７」の入賞図柄配
列が揃うことである。また、ＢＢ入賞が引き当てられると、ＢＢ当選フラグがクリアされ
て、ＢＢ内部当たり状態は終了する。一方、３個すべての回転リール40の回転を停止させ
たときに、いずれの有効な入賞ライン300上にも「７」「７」「７」の入賞図柄配列が揃
わないと、入賞なしとなるものの、ＢＢ当選フラグはクリアされず、ＢＢ内部当たり状態
は継続する。ＢＢ当選フラグは、ＢＢ入賞が引き当てられるまで、クリアされずにセット
されたままとなる。つまり、ＢＢ内部当たり状態は、ＢＢ入賞が引き当てられるまで継続
する。
【００８９】
　ＢＢゲームでは、「ＢＢ中一般遊技」と「ＪＡＣゲーム」とが交互に行われる。
　ＢＢゲームへ移行すると、まず、「ＢＢ中一般遊技」が行われる。
　また、「ＢＢ中一般遊技」では、複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽
選（役抽選）が行われ、３個すべての回転リール40の回転が停止した際に、いずれかの有
効な入賞ライン300上にいずれかの入賞図柄配列が揃うか否かによって、入賞か否かの判
定が行われる。
　また、「ＢＢ中一般遊技」では、いずれかの有効な入賞ライン300上に、「Ｒ」「Ｒ」
「Ｒ」の図柄配列が揃うと、ＪＡＣＩＮ入賞となり、「ＢＢ中一般遊技」から「ＪＡＣゲ
ーム」へ移行する。
【００９０】
　また、「ＪＡＣゲーム」では、役抽選手段120の抽選の結果所定の役の当選となる確率
が一般遊技よりも高くなり、そして、いずれかの有効な入賞ライン300上に役抽選手段120
の抽選結果に対応した所定の図柄配列が揃うと入賞となる遊技が行われる。これにより、
ＪＡＣゲーム中は、所定の役の入賞確率が一般遊技中よりも高くなる。
　また、「ＪＡＣゲーム」中は、遊技を最大１２回行うことができ、そのうち、最大８回
の入賞が可能である。すなわち、「ＪＡＣゲーム」中に、遊技が１２回行われるか、ある
いは入賞が８回あると、「ＪＡＣゲーム」は終了する。つまり、「ＪＡＣゲーム」の終了
条件は、ＪＡＣゲーム中に、遊技が１２回行われたこと、または入賞が８回あったことで
ある。
【００９１】
　また、「ＪＡＣゲーム」が終了すると、「ＢＢゲーム」の終了条件が満たされない限り
、「ＢＢ中一般遊技」へ移行し、この「ＢＢ中一般遊技」でＪＡＣＩＮ入賞となると、「
ＪＡＣゲーム」へ移行する。
　つまり、一般遊技からＢＢゲームへ移行すると、まず、１回目の「ＢＢ中一般遊技」が
行われる。また、１回目の「ＢＢ中一般遊技」でＪＡＣＩＮ入賞となると、１回目の「Ｊ
ＡＣゲーム」へ移行する。また、１回目の「ＪＡＣゲーム」が終了すると、「ＢＢゲーム
」の終了条件が満たされない限り、２回目の「ＢＢ中一般遊技」へ移行する。その後も同
様である。このように、「ＢＢゲーム」中は、「ＢＢゲーム」の終了条件が満たされない
限り、「ＢＢ中一般遊技」と「ＪＡＣゲーム」とが繰り返し行われる。
【００９２】
　そして、「ＢＢゲーム」中のメダルの払い出し枚数が所定枚数（例えば４６５枚）に達
すると、ＢＢゲームフラグがクリアされて、ＢＢゲームは終了する。つまり、ＢＢゲーム
の終了条件は、ＢＢゲーム中のメダルの払い出し枚数が所定枚数（例えば４６５枚）に達
したことである。１の「ＪＡＣゲーム」の実行途中であっても、ＢＢゲームの終了条件が
満たされると、その実行途中の「ＪＡＣゲーム」が終了するとともに、ＢＢゲームも終了
して、一般遊技に戻る。
　（役抽選手段120）
　役抽選手段120は、複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレかの抽選（役抽選）
を行うためのものである。
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【００９３】
　また、役抽選手段120は、ＢＢ当選フラグや、ＲＢ当選フラグが持ち越されている間も
、役抽選を行う。
　また、役抽選手段120は、役抽選用乱数発生手段と、役抽選用乱数抽出手段と、役抽選
テーブルと、テーブル選択手段と、役抽選判定手段とを備えている。
　また、役抽選用乱数発生手段は、役抽選用の乱数を、所定の範囲内（例えば、１０進数
で０～１６３８３）で発生させるためのものである。
　また、役抽選用乱数発生手段は、例えば、発振回路と、この発振回路が発生させたクロ
ック信号をカウントするカウンタ回路とによって構成できる（いわゆるハード乱数）。
【００９４】
　また、役抽選用乱数発生手段は、例えば、平均採中法で乱数を発生させる手段や、ある
いは素数の加算によって乱数を発生させる手段によって構成することもできる。また、こ
れらの手段は、例えば、ＣＰＵに所定のプログラムを実行させることによって構成できる
（いわゆるソフト乱数）。
　また、役抽選用乱数抽出手段は、役抽選用乱数発生手段が発生させた乱数を、所定の契
機（例えば、スタートスイッチ50の操作）で抽出するためのものである。
　なお、役抽選用乱数発生手段は、カウンタ回路などによって構成されるため、役抽選用
乱数発生手段が発生させる数値は、厳密には乱数ではない。ただ、スタートスイッチ50が
操作されるタイミングは、ランダムであると考えられるため、役抽選用乱数抽出手段が抽
出する数値は、実質的には乱数として取り扱うことができる。
【００９５】
　また、役抽選テーブルは、役抽選用乱数発生手段が発生させる範囲内の各乱数について
、複数の役のいずれかに当選させるかまたはハズレかをあらかじめ定めたものである。
　また、本実施の形態では、役抽選テーブルとして、一般遊技中に用いられる一般役抽選
テーブルと、ＢＢ中一般遊技中に用いられるＢＢ中用役抽選テーブルと、ＪＡＣゲーム中
に用いられるＪＡＣ中用役抽選テーブルとを備えている。
　また、一般役抽選テーブルは、役抽選用乱数発生手段が発生させる範囲内の各乱数につ
いて、ＢＢ当選にするか、ＲＢ当選にするか、第１小役当選にするか、第２小役当選にす
るか、第３小役当選にするか、Ｒｅｐｌａｙ当選にするか、あるいはハズレにするかを、
あらかじめ定めている。
【００９６】
　さらに、本実施の形態では、一般役抽選テーブルとして、第１から第６までの６つの一
般役抽選テーブルを備えている。また、これら６つの一般役抽選テーブルは、番号が大き
くなるに従ってＢＢ当選やＲＢ当選などの所定の役の当選確率が次第に高くなるように形
成されている。
　また、ＢＢ中用役抽選テーブルは、抽選結果として、ＪＡＣＩＮ当選と、第１小役当選
と、第２小役当選と、第３小役当選と、ハズレとをそれぞれ所定の割合で定めている。
　また、ＪＡＣ中用役抽選テーブルは、抽選結果として、ＪＡＣ当選と、ハズレとをそれ
ぞれ所定の割合で定めている。
【００９７】
　また、テーブル選択手段は、複数の役抽選テーブルの中から１の役抽選テーブルを選択
するためのものである。テーブル選択手段は、一般遊技中には、設定値記憶手段125に記
憶されている設定値に対応した一般役抽選テーブルを選択し、また、ＢＢ中一般遊技中に
は、ＢＢ中用役抽選テーブルを選択し、また、ＪＡＣゲーム中には、ＪＡＣ中用役抽選テ
ーブルを選択する。
　また、一般遊技中における役抽選テーブルの選択についてさらに詳しく説明すると、テ
ーブル選択手段は、設定値記憶手段125に記憶されている設定値が「１」のときには第１
一般役抽選テーブルを選択し、同設定値が「２」のときには第２一般役抽選テーブルを選
択し、同設定値が「３」のときには第３一般役抽選テーブルを選択し、同設定値が「４」
のときには第４一般役抽選テーブルを選択し、同設定値が「５」のときには第５一般役抽
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選テーブルを選択し、同設定値が「６」のときには第６一般役抽選テーブルを選択する。
このため、設定値が「１」から「６」のいずれに設定されているかによって、ＢＢ当選や
ＲＢ当選などの所定の役の当選確率が変化し、ひいては出玉率が変化することとなる。
【００９８】
　また、役抽選判定手段は、役抽選用乱数抽出手段が抽出した乱数と、テーブル選択手段
が選択した役抽選テーブルとを照合して、複数の役のいずれかに当選したかまたはハズレ
かの判定を行うためのものである。
　本実施の形態では、役抽選判定手段は、役抽選用乱数抽出手段が抽出した乱数と、テー
ブル選択手段が選択した役抽選テーブルとを照合して、ＢＢ当選か、ＲＢ当選か、第１小
役当選か、第２小役当選か、第３小役当選か、Ｒｅｐｌａｙ当選か、あるいはハズレかの
判定を行う（ＢＢ中一般遊技中であれば、ＪＡＣＩＮ当選か、第１小役当選か、第２小役
当選か、第３小役当選か、あるいはハズレかの判定を行い、また、ＪＡＣゲーム中であれ
ば、ＪＡＣ当選か、あるいはハズレかの判定を行う）。
【００９９】
　なお、「ＪＡＣＩＮ当選」とは、ＪＡＣゲームへの移行に係る当選をいう。ＢＢ中一般
遊技中における役抽選の結果がＪＡＣＩＮ当選となり、このとき、いずれかの有効な入賞
ライン300上に「Ｒ」「Ｒ」「Ｒ」の図柄配列が揃うと、ＪＡＣゲームへの移行に係る入
賞である「ＪＡＣＩＮ入賞」となり、ＢＢ中一般遊技からＪＡＣゲームへ移行する。
　また、「ＪＡＣ当選」とは、ＪＡＣゲーム中における抽選結果の一つであって、所定枚
数のメダルの払い出しに係る当選をいう。ＪＡＣゲーム中における役抽選の結果がＪＡＣ
当選となり、このとき、いずれかの有効な入賞ライン300上に「Ｒ」「Ｒ」「Ｒ」の図柄
配列が揃うと、所定枚数のメダルの払い出しに係る「ＪＡＣ入賞」となり、所定枚数のメ
ダルが払い出される。
【０１００】
　（停止テーブル130）
　停止テーブル130は、各回転リール40の停止位置を決定するためのものであって、各ス
トップスイッチ60が操作されたときの対応する回転リール40の回転位置に応じて、各回転
リール40の滑りコマ数をあらかじめ定めたものである。
　また、「滑りコマ数」とは、ストップスイッチ60の操作から対応する回転リール40の回
転がいずれかの適正停止位置で停止するまでの間に通過する適正停止位置の数をいう。
　例えば、ストップスイッチ60の操作後における最初の適正停止位置で対応する回転リー
ル40の回転が停止した場合、ストップスイッチ60の操作から対応する回転リール40の回転
が停止するまでの間に通過した適正停止位置の数は「０」であるから、滑りコマ数は「０
」である。
【０１０１】
　また、ストップスイッチ60の操作後における最初の適正停止位置を通過し、その次の適
正停止位置で対応する回転リール40の回転が停止した場合、ストップスイッチ60の操作か
ら対応する回転リール40の回転が停止するまでの間に通過した適正停止位置の数は「１」
であるから、滑りコマ数は「１」である。
　また、本実施の形態では、役抽選手段120の抽選結果等に対応して、複数種類の停止テ
ーブル130が備えられている。
　また、本実施の形態では、各停止テーブル130は、０以上４以下の範囲内で、各回転リ
ール40の滑りコマ数を定めている。
【０１０２】
　また、いずれかの役に対応した停止テーブル130は、その役に対応した入賞図柄配列が
いずれかの有効な入賞ライン300上に揃い得るように、かつ、その役以外の入賞図柄配列
についてはいずれの有効な入賞ライン300上にも揃わないように、各回転リール40の滑り
コマ数を定めている。
　具体的には、例えば、「ＢＢ入賞」に対応した停止テーブル130は、「７」「７」「７
」の入賞図柄配列がいずれかの有効な入賞ライン300上に揃い得るように、かつ、「７」
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「７」「７」以外の入賞図柄配列についてはいずれの有効な入賞ライン300上にも揃わな
いように、各回転リール40の滑りコマ数を定めている。これにより、「ＢＢ入賞」に対応
した停止テーブル130は、ＢＢ入賞を引き当て得るようにするとともに、ＢＢ入賞以外の
入賞を引き当て得ないようにしている。「ＲＢ入賞」「第１小役入賞」「第２小役入賞」
「第３小役入賞」及び「Ｒｅｐｌａｙ入賞」に対応した各停止テーブル130についても同
様である。
【０１０３】
　また、「入賞なし」に対応した停止テーブル130は、いずれの有効な入賞ライン300上に
も、いずれの入賞図柄配列も揃わないように、各回転リール40の滑りコマ数を定めている
。
　（停止制御手段140）
　停止制御手段140は、各回転リール40の停止制御を行うためのものである。
　また、停止制御手段140は、役抽選手段120の抽選結果と、各ストップスイッチ60が操作
されたときの対応する回転リール40の回転位置とに基づいて、各回転リール40の停止制御
を行う。
【０１０４】
　また、各回転リール40の停止制御は、以下に示すようにして行われる。
　まず、役抽選手段120の抽選結果等に基づいて、複数の停止テーブル130の中から一の停
止テーブル130が選択される。
　具体的には、例えば、役抽選手段120の抽選結果が「第１小役当選」となった場合には
、「第１小役入賞」に対応した停止テーブル130が選択される。
　次に、この選択された一の停止テーブル130と、各ストップスイッチ60が操作されたと
きの対応する回転リール40の回転位置とから、各回転リール40の滑りコマ数が決定される
。
【０１０５】
　ここで、滑りコマ数が「０」と決定されると、ストップスイッチ60の操作後における最
初の適正停止位置で、対応する回転リール40の回転が停止する。このとき、ストップスイ
ッチ60の操作時に図柄表示窓26の上段の直前に位置していた図柄は、ストップスイッチ60
の操作後ほとんど移動せずに、図柄表示窓26の上段に停止するように見える。
　また、滑りコマ数が「１」と決定されると、ストップスイッチ60の操作後における最初
の適正停止位置を通過し、その次の適正停止位置で、対応する回転リール40の回転が停止
する。このとき、ストップスイッチ60の操作時に図柄表示窓26の上段の直前に位置してい
た図柄は、ストップスイッチ60の操作後に回転リール40の回転方向に１コマ滑るようにし
て移動して、図柄表示窓26の中段に停止するように見える。
【０１０６】
　また、滑りコマ数が「２」と決定されると、ストップスイッチ60の操作後における最初
の適正停止位置と、その次の適正停止位置とを通過し、３番目の適正停止位置で、対応す
る回転リール40の回転が停止する。このとき、ストップスイッチ60の操作時に図柄表示窓
26の上段の直前に位置していた図柄は、ストップスイッチ60の操作後に回転リール40の回
転方向に２コマ滑るようにして移動して、図柄表示窓26の下段に停止するように見える。
　またここで、上述したように、本実施の形態では、ＢＢ当選フラグやＲＢ当選フラグが
持ち越されている間も、役抽選手段120による役抽選は行われる。そして、例えば、ＢＢ
当選フラグの持ち越し中に、役抽選手段120の抽選結果が、例えば、第１小役当選となる
と、その遊技では、停止制御手段140は、いずれかの有効な入賞ライン300上に、ＢＢ入賞
図柄配列または第１小役入賞図柄配列のいずれかを揃え得るように、各回転リール40の停
止制御を行う。つまり、停止制御手段140は、ＢＢ入賞または第１小役入賞のいずれかを
引き当て得るように、各回転リール40の停止制御を行う。より具体的には、停止制御手段
140は、ＢＢ入賞に対応した停止テーブル130、または第１小役入賞に対応した停止テーブ
ル130のいずれか一方を選択し、次に、選択したいずれか一方の停止テーブル130と、各ス
トップスイッチ60が操作されたときの対応する回転リール40の回転位置とから、各回転リ
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ール40の滑りコマ数を決定し、この決定した滑りコマ数の分だけ回転させたところで、各
回転リール40の回転を停止させる。
【０１０７】
　また、いずれの入賞図柄配列を揃え得るようにするか（いずれの入賞を引き当て得るよ
うにするか、より具体的には、いずれの停止テーブル130を用いるか）の選択については
、本実施の形態では、停止制御手段140は、最初に操作されたストップスイッチ60の操作
タイミングにより入賞可能な方を選択する。
　つまり、最初に操作されたストップスイッチ60に対応する回転リール40の回転を停止さ
せるに際し、４コマの滑りコマ数の範囲内でいずれかの有効な入賞ライン300上に引き込
み可能な図柄の中に、ＢＢ入賞に対応する「７」の図柄があれば、ＢＢ入賞図柄配列を揃
え得るようにすべく、ＢＢ入賞に対応した停止テーブル130を選択し、一方、ＢＢ入賞に
対応する「７」の図柄がなければ、第１小役入賞図柄配列を揃え得るようにすべく、第１
小役入賞に対応した停止テーブル130を選択する。ＢＢ当選フラグまたはＲＢ当選フラグ
が持ち越されている間に、役抽選手段120の抽選結果が第１小役当選、第２小役当選、ま
たは第３小役当選となった場合についても同様である。
【０１０８】
　また、例えば、ＢＢ当選フラグの持ち越し中に、役抽選手段120の抽選結果がＲｅｐｌ
ａｙ当選となると、その遊技では、停止制御手段140は、最初に操作されたストップスイ
ッチ60の操作タイミングにかかわらず、常にＲｅｐｌａｙを優先させて、Ｒｅｐｌａｙ入
賞図柄配列のみを揃え得るように、各回転リール40の停止制御を行う。
　つまり、ＢＢ当選フラグの持ち越し中に、役抽選手段120の抽選結果がＲｅｐｌａｙ当
選となると、その遊技では、停止制御手段140は、最初に操作されたストップスイッチ60
の操作タイミングにかかわらず、常にＲｅｐｌａｙ入賞に対応した停止テーブル130を選
択し、次に、このＲｅｐｌａｙ入賞に対応した停止テーブル130に基づいて、Ｒｅｐｌａ
ｙ入賞を引き当て得るように、各回転リール40の停止制御を行う。ＲＢ当選フラグが持ち
越されている間に、役抽選手段120の抽選結果がＲｅｐｌａｙ当選となった場合について
も同様である。
【０１０９】
　なお、上述したような回転リール40の停止制御は、停止テーブル130を用いた制御であ
ることから、「テーブル制御」などと呼ばれる。
　（入賞判定手段150）
　入賞判定手段150は、すべての回転リール40の回転が停止した際における各入賞ライン3
00上の図柄の配列に基づいて、複数の役のいずれかに入賞したかまたは入賞なしかの判定
を行うためのものである。
　また、入賞判定手段150は、すべての回転リール40の回転が停止した際に、いずれかの
有効な入賞ライン300上に、いずれかの入賞図柄配列が揃うと、当該入賞図柄配列に対応
した役に入賞したと判定する。
【０１１０】
　具体的には、入賞判定手段150は、すべての回転リール40の回転が停止した際に、いず
れかの有効な入賞ライン300上に「７」「７」「７」の図柄配列が揃うと、「ＢＢ入賞」
と判定する。
　また、入賞判定手段150は、すべての回転リール40の回転が停止した際に、いずれかの
有効な入賞ライン300上に「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」「ＢＡＲ」の図柄配列が揃うと、「ＲＢ
入賞」と判定する。
　また、入賞判定手段150は、すべての回転リール40の回転が停止した際に、いずれかの
有効な入賞ライン300上に「ベル」「ベル」「ベル」の図柄配列が揃うと、「第１小役入
賞」と判定する。
【０１１１】
　また、入賞判定手段150は、すべての回転リール40の回転が停止した際に、いずれかの
有効な入賞ライン300上に「スイカ」「スイカ」「スイカ」の図柄配列が揃うと、「第２
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小役入賞」と判定する。
　また、入賞判定手段150は、すべての回転リール40の回転が停止した際に、いずれかの
有効な入賞ライン300上に「チェリー」「ＡＮＹ」「ＡＮＹ」の図柄配列が揃うと、「第
３小役入賞」と判定する。
　また、入賞判定手段150は、すべての回転リール40の回転が停止した際に、いずれかの
有効な入賞ライン300上に「Ｒ」「Ｒ」「Ｒ」の図柄配列が揃うと、「Ｒｅｐｌａｙ入賞
」と判定する。
【０１１２】
　また、入賞判定手段150は、すべての回転リール40の回転が停止した際に、いずれの有
効な入賞ライン300上にも、いずれの入賞図柄配列も揃わないと、「入賞なし」と判定す
る。
　（設定値記憶手段125）
　設定値記憶手段125は、あらかじめ定めた複数段階の設定値のうちのいずれか１つを記
憶するためのものである。
　本実施の形態では、「１」から「６」までの６段階の設定値をあらかじめ定めている。
そして、設定値記憶手段125は、「１」から「６」までの６段階の設定値のうちのいずれ
か１つを記憶するようになっている。そして、上述したように、設定値記憶手段125に記
憶されている設定値が「１」のときには、役抽選手段120は、第１一般役抽選テーブルを
用いて役抽選を行い、また、設定値記憶手段125に記憶されている設定値が「２」のとき
には、役抽選手段120は、第２一般役抽選テーブルを用いて役抽選を行い、また、設定値
記憶手段125に記憶されている設定値が「３」のときには、役抽選手段120は、第３一般役
抽選テーブルを用いて役抽選を行い、また、設定値記憶手段125に記憶されている設定値
が「４」のときには、役抽選手段120は、第４一般役抽選テーブルを用いて役抽選を行い
、また、設定値記憶手段125に記憶されている設定値が「５」のときには、役抽選手段120
は、第５一般役抽選テーブルを用いて役抽選を行い、また、設定値記憶手段125に記憶さ
れている設定値が「６」のときには、役抽選手段120は、第６一般役抽選テーブルを用い
て役抽選を行う。このように、本実施の形態では、設定値記憶手段125に記憶されている
設定値が「１」から「６」のいずれかによって、ＢＢ当選やＲＢ当選などの所定の役の当
選確率が変化し、ひいては出玉率が変化するようになっている。
【０１１３】
　（設定変更手段160）
　設定変更手段160は、設定値記憶手段125に記憶されている設定値を、所定の操作に基づ
いて、変更するためのものである。
　例えば、設定変更手段160は、設定値記憶手段125に記憶されている設定値を、所定の操
作に基づいて、「２」から「５」へ変更する。
　また、図１に示すように、本実施の形態では、設定変更手段160は、所定の操作に基づ
いて設定値の変更が可能な状態である設定変更モードへ移行させるための設定変更モード
移行手段161と、設定値記憶手段125に記憶させる予定の設定値である設定予定値を記憶す
るための設定予定値記憶手段162と、設定変更モード中に設定値変更スイッチ93が操作さ
れる毎に設定予定値記憶手段162に記憶されている設定予定値を変更するための設定予定
値変更手段163と、設定変更モード中に設定予定値記憶手段162に記憶されている設定予定
値を設定値表示器95に表示させるための設定予定値表示手段164と、所定の操作に基づい
て設定予定値記憶手段162に記憶されている予定設定値を変更後の新たな設定値として設
定値記憶手段125に記憶させて設定変更モードを終了させるための設定値確定手段165とを
備えている。
【０１１４】
　また、設定変更モード移行手段161は、所定の操作に基づいて、設定値の変更が可能な
状態である設定変更モードへ移行させるためのものである。本実施の形態では、電源スイ
ッチ91をＯＦＦにした状態で、キー式スイッチである設定変更モードスイッチ92を回して
ＯＮの位置にし、その後に電源スイッチ91をＯＮにすると、前扉21が開放状態であること
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が前扉開放検知センサー96によって検知されていることを条件に、設定変更モード移行手
段161が、設定変更モードへ移行させる。つまり、本実施の形態では、設定変更モードへ
移行させるための「所定の操作」は、電源スイッチ91をＯＦＦにした状態で、設定変更モ
ードスイッチ92をＯＮにし、その後に電源スイッチ91をＯＮにすることである。
【０１１５】
　また、設定予定値記憶手段162は、設定値記憶手段125に記憶させる予定の設定値である
設定予定値を記憶するためのものである。
　また、設定予定値変更手段163は、設定変更モード中に、設定値変更スイッチ93が操作
される毎に、設定予定値記憶手段162に記憶されている設定予定値を変更するためのもの
である。本実施の形態では、設定予定値変更手段163は、設定変更モード中に、押しボタ
ン式スイッチである設定値変更スイッチ93が押圧操作される毎に、設定予定値を「１」か
ら「６」まで１ずつ繰り上げ、「６」の次は再び「１」とする。
　また、設定予定値表示手段164は、設定変更モード中に、設定予定値記憶手段162に記憶
されている設定予定値を設定値表示器95に表示させるためのものである。つまり、設定変
更モード中は、設定予定値記憶手段162に記憶されている設定予定値が、設定予定値表示
手段164により、設定値表示器95に表示される。このため、設定変更モード中は、設定値
変更スイッチ93を操作する毎に、設定値表示器95に表示される数字が「１」から「６」ま
で１ずつ繰り上がり、「６」の次は再び「１」となる。
【０１１６】
　また、設定値確定手段165は、所定の操作に基づいて、設定予定値記憶手段162に記憶さ
れている設定予定値を変更後の新たな設定値として設定値記憶手段125に記憶させて設定
変更モードを終了させるためのものである。本実施の形態では、設定変更モード中に、レ
バー式スイッチであるスタートスイッチ50を揺動操作し、その後に設定変更モードスイッ
チ92を回してＯＦＦの位置にすると、設定値確定手段165が、設定予定値を変更後の新た
な設定値として設定値記憶手段125に記憶させて、設定変更モードを終了させる。つまり
、本実施の形態では、設定予定値を変更後の新たな設定値として設定値記憶手段125に記
憶させて設定変更モードを終了させるための「所定の操作」は、設定変更モード中に、ス
タートスイッチ50を操作し、その後に設定変更モードスイッチ92をＯＦＦにすることであ
る。
【０１１７】
　（設定値送信手段166）
　設定値送信手段166は、メイン制御装置101に備えられているものであって、設定変更手
段160により設定値が変更されると、メイン制御装置101からサブ制御装置102へ設定値を
送信するためのものである。設定値送信手段166がメイン制御装置101からサブ制御装置10
2へ設定値を送信することにより、サブ制御装置102では、設定値を認識できるとともに、
メイン制御装置101が備える設定変更手段160により設定値が変更されたことを認識できる
のである。
　（ＢＢ開始信号送信手段115）
　ＢＢ開始信号送信手段115は、メイン制御装置101に備えられているものであって、入賞
判定手段150によりＢＢ入賞が引き当てられたと判定されると、メイン制御装置101からサ
ブ制御装置102へＢＢ開始信号を送信するためのものである。ＢＢ開始信号送信手段115が
メイン制御装置101からサブ制御装置102へＢＢ開始信号を送信することにより、サブ制御
装置102では、ＢＢ入賞が引き当てられて特別遊技としてのＢＢゲームが開始されること
を認識できるのである。
【０１１８】
　（ＢＢ終了信号送信手段116）
　ＢＢ終了信号送信手段115は、メイン制御装置101に備えられているものであって、ＢＢ
ゲーム制御手段113によりＢＢゲームの終了条件が満たされたと判定されると、メイン制
御装置101からサブ制御装置102へＢＢ終了信号を送信するためのものである。ＢＢ終了信
号送信手段116がメイン制御装置101からサブ制御装置102へＢＢ終了信号を送信すること
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により、サブ制御装置102では、ＢＢゲームの終了条件が満たされて特別遊技としてのＢ
Ｂゲームが終了することを認識できるのである。
　以下さらに、サブ制御装置102が備える各手段について詳述する。
【０１１９】
　（演出制御手段170）
　演出制御手段170は、演出の制御を行うためのものである。
　また、図１に示すように、本実施の形態では、演出制御手段170は、態様が異なる複数
パターンの演出用の演出データを記憶する演出データ記憶手段171と、演出データ記憶手
段171から１の演出データを選択するための演出データ選択手段172と、演出データ選択手
段172が選択した演出データに基づいて演出を実行するための演出実行手段173とを備えて
いる。
　また、演出データ記憶手段171は、態様が異なる複数パターンの演出用の演出データを
記憶するものである。
【０１２０】
　また、演出データ選択手段172は、演出データ記憶手段171から１の演出データを選択す
るためのものである。
　また、演出実行手段173は、演出データ選択手段172が選択した演出データに基づいて演
出を実行するためのものである。
　また、演出は、演出用ランプ81やスピーカ82や液晶ディスプレイ83などを用いて行われ
る。つまり、演出制御手段170は、演出用ランプ81やスピーカ82や液晶ディスプレイ83な
どの動作を制御するものである。
　（設定変更報知フラグセット手段181）
　設定変更報知フラグセット手段181は、設定変更手段160により設定値が変更されたとき
に、設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されている
と、設定変更報知フラグをセットするためのものである。
【０１２１】
　設定変更手段160により設定値が変更されたときに、設定変更報知選択スイッチの操作
により設定値の変更を知らせる旨が選択されていると、設定変更報知フラグセット手段18
1は、設定変更報知フラグをセットするが、たとえ設定変更手段160により設定値が変更さ
れたとしても、設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていなければ（設定値の変更を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フ
ラグセット手段181は、設定変更報知フラグをセットしない。
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
フラグセット手段181は、設定変更報知フラグをセットしない。
【０１２２】
　また、本実施の形態では、設定変更報知フラグセット手段181は、ボリュームスイッチ9
7を設定変更報知選択スイッチとして認識するとともに設定変更報知選択スイッチとして
のボリュームスイッチ97が音量ゼロに設定されていると設定値の変更を知らせる旨が選択
されていると認識するための報知選択認識手段182と、メイン制御装置101から送信された
設定値を受信すると設定変更手段160により設定値が変更されたと認識するための設定値
変更認識手段183とを備えている。
　また、報知選択認識手段182は、ボリュームスイッチ97を設定変更報知選択スイッチと
して認識するとともに、設定変更報知選択スイッチとしてのボリュームスイッチ97が音量
ゼロに設定されていると、設定値の変更を知らせる旨が選択されていると認識するための
ものである。これにより、本実施の形態では、設定変更報知フラグセット手段181は、設
定値の変更を知らせる旨が選択されていることを認識する。
【０１２３】
　また、設定変更認識手段183は、メイン制御装置101から送信された設定値を受信すると
、設定変更手段160により設定値が変更されたと認識するためのものである。これにより
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、本実施の形態では、設定変更報知フラグセット手段181は、設定値が変更されたことを
認識する。
　（設定変更報知手段184）
　設定変更報知手段184は、特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセッ
トされていると、設定値の変更を報知するためのものである。
　特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセットされていると、設定変更
報知手段184は、設定値の変更を報知するが、たとえ特定の遊技状態になったとしても、
設定変更報知フラグがセットされていなければ、設定変更報知手段184は、設定値の変更
を報知しない。
【０１２４】
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定変更報知手段184は、設定値の変更を報知しない。
　また、本実施の形態では、設定変更報知手段184は、特定の遊技状態となった場合にお
いて設定変更報知フラグがセットされているときとセットされていないときとで異なる演
出データを演出データ選択手段172に選択させるための演出データ選択指示手段185と、有
利遊技としてのＢＢゲームを特定の遊技状態として認識するための特定遊技状態認識手段
186とを備えている。
　また、演出データ選択指示手段185は、特定の遊技状態となった場合において設定変更
報知フラグがセットされているときとセットされていないときとで異なる演出データを演
出データ選択手段172に選択させるためのものである。本実施の形態では、特定の遊技状
態となった場合において設定変更報知フラグがセットされているときとセットされていな
いときとで異なる演出データを演出データ選択手段172に選択させることにより、態様が
異なる演出を演出実行手段173に実行させる。
【０１２５】
　このように、本実施の形態では、設定変更報知手段184は、特定の遊技状態となった場
合において設定変更報知フラグがセットされているときとセットされていないときとで態
様が異なる演出を演出制御手段170に実行させることにより、設定値を変更した旨の報知
を行う。
　また、特定遊技状態認識手段186は、有利遊技としてのＢＢゲームを特定の遊技状態と
して認識するためのものである。本実施の形態では、特定遊技状態認識手段186は、ＢＢ
開始信号を受信すると、特定の遊技状態になったと認識するとともに、ＢＢ終了信号を受
信すると、特定の遊技状態が終了したと認識する。
【０１２６】
　このようにして、本実施の形態では、設定変更報知手段184は、有利遊技としてのＢＢ
ゲームを特定の遊技状態として認識する。
　つまり、本実施の形態では、設定変更報知手段184は、ＢＢ開始信号を受信すると、特
定の遊技状態になったと認識し、設定変更報知フラグがセットされているときとセットさ
れていないときとで態様が異なるＢＢゲーム中演出を演出制御手段170に実行させること
により、設定値を変更した旨の報知を行う。
　（設定変更報知フラグクリア手段187）
　設定変更報知フラグクリア手段187は、特定の遊技状態を契機に、設定変更報知フラグ
をクリアするためのものである。
【０１２７】
　また、特定の遊技状態を契機に、設定変更報知フラグクリア手段187は、設定変更報知
フラグをクリアするが、特定の遊技状態にならなければ、設定変更報知フラグクリア手段
187は、設定変更報知フラグをクリアしない。ひとたび設定変更報知フラグがセットされ
ると、特定の遊技状態になり、設定変更報知フラグクリア手段187により設定変更報知フ
ラグがクリアされるまでは、設定変更報知フラグはセットされたままとなる。
　また、本実施の形態では、特定の遊技状態としてのＢＢゲームが終了するときに、設定
変更報知フラグをクリアする。
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　また、本実施の形態では、特定の遊技状態としてのＢＢゲームが終了するときに、設定
変更報知フラグクリア手段187は、設定変更報知フラグをクリアするが、それ以外のとき
には、設定変更報知フラグクリア手段187は、設定変更報知フラグをクリアしない。ひと
たび設定変更報知フラグがセットされると、特定の遊技状態としてのＢＢゲームが終了し
て、設定変更報知フラグクリア手段187により設定変更報知フラグがクリアされるまでは
、設定変更報知フラグはセットされたままとなる。
【０１２８】
　上述したように、本実施の形態では、設定変更報知手段184は、ＢＢ開始信号を受信す
ると、特定の遊技状態になったと認識して、設定変更報知フラグがセットされているとき
とセットされていないときとで態様が異なるＢＢゲーム中演出を演出制御手段170に実行
させることにより、設定値を変更した旨の報知を行う。また、本実施の形態では、演出制
御手段170は、ＢＢ終了信号を受信すると、ＢＢゲーム中演出を終了する。これにより、
通常時とは態様が異なるＢＢゲーム中演出が実行されている場合には、設定値を変更した
旨の報知が終了することとなる。そして、本実施の形態では、設定変更報知フラグクリア
手段187は、ＢＢ終了信号を受信すると、設定変更報知フラグをクリアする。このように
して、本実施の形態では、設定変更報知フラグクリア手段187は、特定の遊技状態として
のＢＢゲームが終了するときに、設定変更報知フラグをクリアするようにしている。
【０１２９】
　また、本実施の形態では、設定変更報知フラグクリア手段187は、ＢＢ終了信号を受信
すると、設定変更報知フラグが設定されているか否かにかかわらず、ＲＡＭ上の設定変更
報知フラグ用のエリアをクリアすることにより、設定変更報知フラグをクリアするように
している。
　なお、本実施の形態では、ＲＢ入賞が引き当てられると、メイン制御装置101からサブ
制御装置102へＲＢ開始信号が送信されるとともに、ＲＢゲームの終了条件が満たされる
と、メイン制御装置101からサブ制御装置102へＲＢ終了信号が送信されるようになってい
るが、設定変更報知フラグクリア手段187は、ＲＢ終了信号を受信しても、ＲＡＭ上の設
定変更報知フラグ用のエリアはクリアしない。
【０１３０】
　（スロットマシン10の動作）
　以下、図４ないし図９に示すフローチャートに基づいて、本実施の形態に係るスロット
マシン10の動作の概略を説明する。
　まず、図４に示すフローチャートに基づいて、メイン処理について説明する。
　ステップ１００において、役抽選手段120により、役抽選が行われる。そして、役抽選
が行われると、ステップ１０１に進む。
　ステップ１０１において、制御装置100により、役抽選手段120の抽選結果がＢＢ当選か
否かの判断が行われる。ここで、役抽選手段120の抽選結果がＢＢ当選であると判断され
ると、ステップ１０２に進む。一方、役抽選手段120の抽選結果がＢＢ当選ではないと判
断されると、ステップ１０３に進む。
【０１３１】
　ステップ１０２において、制御装置100により、ＢＢ当選フラグがセットされる。そし
て、ステップ１０５に進む。
　ステップ１０３において、制御装置100により、役抽選手段120の抽選結果がＲＢ当選か
否かの判断が行われる。ここで、役抽選手段120の抽選結果がＲＢ当選であると判断され
ると、ステップ１０４に進む。一方、役抽選手段120の抽選結果がＲＢ当選ではないと判
断されると、ステップ１０５に進む。
　ステップ１０４において、制御装置100により、ＲＢ当選フラグがセットされる。そし
て、ステップ１０５に進む。
【０１３２】
　ステップ１０５において、「遊技処理」が行われる。「遊技処理」とは、回転リール40
の回転開始処理、停止制御手段140による停止テーブル130の選択処理、停止制御手段140
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による回転リール40の回転停止処理、入賞判定手段150による入賞判定処理、及び入賞払
出処理からなる一連の処理をいう。「遊技処理」については後で詳しく説明する。そして
、「遊技処理」が行われると、ステップ１０６に進む。
　ステップ１０６において、入賞判定手段150により、ＢＢ入賞したか否かの判断が行わ
れる。ここで、ＢＢ入賞したと判断されると、ステップ１０７に進む。一方、ＢＢ入賞し
なかったと判断されると、ステップ１０９に進む。
【０１３３】
　ステップ１０７において、ＢＢゲーム制御手段113により、ＢＢ当選フラグがクリアさ
れるとともに、ＢＢゲームフラグがセットされる。そして、ステップ１０８に進む。
　ステップ１０８において、ＢＢ開始信号送信手段115により、ＢＢ開始信号が送信され
る。そして、ステップ１００に戻る。
　ステップ１０９において、入賞判定手段150により、ＲＢ入賞したか否かの判断が行わ
れる。ここで、ＲＢ入賞したと判断されると、ステップ１１０に進む。一方、ＲＢ入賞し
なかったと判断されると、ステップ１１１に進む。
　ステップ１１０において、ＲＢゲーム制御手段112により、ＲＢ当選フラグがクリアさ
れるとともに、ＲＢゲームフラグがセットされる。そして、ステップ１００に戻る。
【０１３４】
　ステップ１１１において、ＢＢゲーム制御手段113により、ＢＢゲームの終了条件が満
たされたか否かの判断が行われる。ここで、ＢＢゲームの終了条件が満たされたと判断さ
れると、ステップ１１２に進む。一方、ＢＢゲームの終了条件が満たされなかったと判断
されると、ステップ１１４に進む。
　ステップ１１２において、ＢＢゲーム制御手段113により、ＢＢゲームフラグがクリア
される。そして、ステップ１１３に進む。
　ステップ１１３において、ＢＢ終了信号送信手段116により、ＢＢ終了信号が送信され
る。そして、ステップ１００に戻る。
【０１３５】
　ステップ１１４において、ＲＢゲーム制御手段112により、ＲＢゲームの終了条件が満
たされたか否かの判断が行われる。ここで、ＲＢゲームの終了条件が満たされたと判断さ
れると、ステップ１１５に進む。一方、ＲＢゲームの終了条件が満たされなかったと判断
されると、ステップ１００に戻る。
　ステップ１１５において、ＲＢゲーム制御手段112により、ＲＢゲームフラグがクリア
される。そして、ステップ１００に戻る。
　次に、図５に示すフローチャートに基づいて、遊技処理について説明する。
　ステップ２００において、制御装置100により、回転リール40の回転開始処理が行われ
る。そして、ステップ２０１に進む。
【０１３６】
　ステップ２０１において、停止制御手段140により、役抽選の結果に基づき、１の停止
テーブル130の選択処理が行われる。そして、ステップ２０２に進む。
　ステップ２０２において、停止制御手段140により、選択した停止テーブル130を用いて
、回転リール40の回転停止処理が行われる。そして、ステップ２０３に進む。
　ステップ２０３において、入賞判定手段150により、入賞判定処理が行われる。そして
、ステップ２０４に進む。
　ステップ２０４において、制御装置100により、入賞払出処理が行われる。そして、入
賞払出処理が終了すると、遊技処理は終了する。
【０１３７】
　次に、図６に示すフローチャートに基づいて、設定変更処理について説明する。
　ステップ３０１において、電源スイッチ91がＯＮにされると、ステップ３０２に進む。
　ステップ３０２において、設定変更モード移行手段161により、前扉開放検知センサー9
6がＯＮか否かの判断が行われる。具体的には、前扉21が開放状態であるか否かの判断が
行われる。ここで、前扉開放検知センサー96がＯＮであると判断されると、すなわち、前



(38) JP 2008-132246 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

扉21が開放状態であると判断されると、ステップ３０３に進む。一方、前扉開放検知セン
サー96がＯＦＦであると判断されると、すなわち、前扉21が閉じられた状態であると判断
されると、設定変更処理は終了する。
【０１３８】
　ステップ３０３において、設定変更モード移行手段161により、設定変更モードスイッ
チ92がＯＮか否かの判断が行われる。ここで、設定変更モードスイッチ92がＯＮであると
判断されると、ステップ３０４に進む。一方、設定変更モードスイッチ92がＯＦＦである
と判断されると、設定変更処理は終了する。
　ステップ３０４において、設定変更モード移行手段161により、設定変更モードへの移
行が行われる。そして、ステップ３０５に進む。
　ステップ３０５において、設定予定値変更手段163が、設定値記憶手段125に記憶されて
いる設定値（以下「現設定値」という）の読み出しを行う。そして、ステップ３０６に進
む。
【０１３９】
　ステップ３０６において、設定予定値変更手段163が、設定値記憶手段125から読み出し
た現設定値を、設定予定値記憶手段162に設定予定値として記憶させる。そして、ステッ
プ３０７に進む。
　ステップ３０７において、設定予定値表示手段164が、設定予定値記憶手段162に記憶さ
れている設定予定値を、設定値表示器95に表示する。そして、ステップ３０８に進む。
　ステップ３０８において、設定値確定手段165により、スタートスイッチ50がＯＮにさ
れたか否かの判断が行われる。ここで、スタートスイッチ50がＯＮにされたと判断される
と、ステップ３１１に進む。一方、スタートスイッチ50がＯＮにされていないと判断され
ると、ステップ３０９に進む。
【０１４０】
　ステップ３０９において、設定予定値変更手段163により、設定値変更スイッチ93が操
作されたか否かの判断が行われる。ここで、設定値変更スイッチ93が操作されたと判断さ
れると、ステップ３１０に進む。一方、設定値変更スイッチ93が操作されていないと判断
されると、ステップ３０７に戻る。
　ステップ３１０において、設定予定値変更手段163が、設定予定値記憶手段162に記憶さ
れている設定予定値を更新する。具体的には、設定予定値が「１」のときに設定値変更ス
イッチ93が操作されれば、設定予定値変更手段163は、設定予定値を「２」に変更し、ま
た、設定予定値が「２」のときに設定値変更スイッチ93が操作されれば、設定予定値変更
手段163は、設定予定値を「３」に変更し、また、設定予定値が「３」のときに設定値変
更スイッチ93が操作されれば、設定予定値変更手段163は、設定予定値を「４」に変更し
、また、設定予定値が「４」のときに設定値変更スイッチ93が操作されれば、設定予定値
変更手段163は、設定予定値を「５」に変更し、また、設定予定値が「５」のときに設定
値変更スイッチ93が操作されれば、設定予定値変更手段163は、設定予定値を「６」に変
更し、また、設定予定値が「６」のときに設定値変更スイッチ93が操作されれば、設定予
定値変更手段163は、設定予定値を「１」に変更する。そして、ステップ３０７に戻る。
【０１４１】
　ステップ３１１において、設定値確定手段165により、設定変更モードスイッチ92がＯ
ＦＦにされたか否かの判断が行われる。ここで、設定変更モードスイッチ92がＯＦＦにさ
れたと判断されると、ステップ３１２に進む。一方、設定変更モードスイッチ92がＯＦＦ
にされていないと判断されると、すなわち、設定変更モードスイッチ92がＯＮのままであ
ると判断されると、再度ステップ３１１となる。
　ステップ３１２において、設定値確定手段165が、設定予定値記憶手段162に記憶されて
いる予定設定値を、変更後の新たな設定値として設定値記憶手段125に記憶させる。そし
て、ステップ３１３に進む。
【０１４２】
　ステップ３１３において、設定値送信手段166が、メイン制御装置101からサブ制御装置
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102へ、設定値を送信する。そして、ステップ３１４に進む。
　ステップ３１４において、設定値確定手段165が、設定変更モードを終了させる。そし
て、設定変更処理は終了する。
　次に、図７に示すフローチャートに基づいて、報知フラグセット処理について説明する
。
　ステップ４０１において、設定変更認識手段183により、設定値を受信したか否かの判
断が行われる。ここで、設定値を受信したと判断されると、ステップ４０２に進む。一方
、設定値を受信していないと判断されると、報知フラグセット処理は終了する。
【０１４３】
　ステップ４０２において、報知選択認識手段182により、ボリュームスイッチ97が音量
ゼロに設定されているか否かの判断が行われる。ここで、ボリュームスイッチ97が音量ゼ
ロに設定されていると判断されると、ステップ４０３に進む。一方、ボリュームスイッチ
97が音量ゼロに設定されていない（音量ゼロ以外に設定されている）と判断されると、報
知フラグセット処理は終了する。
　ステップ４０３において、設定変更報知フラグセット手段181により、設定変更報知フ
ラグがセットされる。そして、報知フラグセット処理は終了する。
　次に、図８に示すフローチャートに基づいて、報知処理について説明する。
【０１４４】
　ステップ５０１において、特定遊技状態認識手段186により、ＢＢ開始信号を受信した
か否かの判断が行われる。ここで、ＢＢ開始信号を受信したと判断されると、ステップ５
０２に進む。一方、ＢＢ開始信号を受信していないと判断されると、報知処理は終了する
。
　ステップ５０２において、設定変更報知手段184により、設定変更報知フラグがセット
されているか否かの判断が行われる。ここで、設定変更報知フラグがセットされていると
判断されると、ステップ５０３に進む。一方、設定変更報知フラグがセットされていない
と判断されると、ステップ５０４に進む。
【０１４５】
　ステップ５０３において、演出データ選択指示手段185が、演出データ選択手段172に、
通常時とは異なる演出データを選択させる。そして、ステップ５０５に進む。
　ステップ５０４において、演出データ選択手段172が、通常の演出データを選択する。
そして、ステップ５０５に進む。
　ステップ５０５において、演出実行手段173が、演出データ選択手段172により選択され
た演出データに基づいて演出を実行する。そして、報知処理は終了する。
　次に、図９に示すフローチャートに基づいて、報知フラグクリア処理について説明する
。
【０１４６】
　ステップ６０１において、設定変更報知フラグクリア手段187により、ＢＢ終了信号を
受信したか否かの判断が行われる。ここで、ＢＢ終了信号を受信したと判断されると、ス
テップ６０２に進む。一方、ＢＢ終了信号を受信していないと判断されると、報知フラグ
クリア処理は終了する。
　ステップ６０２において、設定変更報知フラグクリア手段187により、ＲＡＭ上の設定
変更報知フラグ用のエリアがクリアされることにより、設定変更報知フラグがクリアされ
る。そして、報知フラグクリア処理は終了する。
　以上説明したように、本実施の形態では、設定変更手段160により設定値が変更された
ときに、設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されて
いると、設定変更報知フラグセット手段181により、設定変更報知フラグがセットされる
。さらに、特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセットされていると、
設定変更報知手段184により、設定値を変更した旨が報知される。そして、特定の遊技状
態が終了するときに、設定変更報知フラグクリア手段187により、設定変更報知フラグが
クリアされる。
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【０１４７】
　一方、たとえ設定変更手段160により設定値が変更されたとしても、設定変更報知選択
スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていなければ（設定値の変更
を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フラグはセットされない。この場合
、特定の遊技状態になったとしても、設定値を変更した旨が報知されることはない。
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
フラグはセットされない。この場合も、設定値が変更されていないので当然ではあるが、
特定の遊技状態になったとしても、設定値を変更した旨が報知されることはない。
【０１４８】
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定値を変更した旨が報知されることはない。
　このため、本実施の形態では、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かを、スロ
ットマシン10の管理者が選択できる。
　また、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態においてのみ、設定値を変更した
旨の報知が行われ得ることから、ひとたび特定の遊技状態となるまでは、遊技者が遊技を
続けるであろうと期待できる。
　また、最初の特定の遊技状態において設定値を変更した旨の報知が行われなかったから
といって、設定値の変更を知らせる旨が選択されなかった（設定値の変更を知らせない旨
が選択された）可能性もあることから、設定値が変更されていないとは限らないので、遊
技者が直ちに遊技を止めてしまうことはないであろうと期待できる。
【０１４９】
　また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって、設定値そのものや設定値の高低
までは報知されないので、スロットマシン10の挙動から設定値の高低を推測する楽しみを
遊技者から奪わないようにすることができる。
　また、本実施の形態では、ボリュームスイッチ97を音量ゼロに設定すると、設定値の変
更を知らせる旨を選択したものと認識され、一方、ボリュームスイッチ97を音量ゼロ以外
に設定すると、設定値の変更を知らせる旨を選択しなかった（設定値の変更を知らせない
旨を選択した）ものと認識される。
　つまり、本実施の形態では、ボリュームスイッチ97と設定変更報知選択スイッチとを兼
用にし、設定値の変更を報知するか否かを、ボリュームスイッチ97を用いて選択させるよ
うにしている。そして、ボリュームスイッチ97を音量ゼロに設定する操作を、設定値の変
更を知らせる旨を選択する操作とし、ボリュームスイッチ97を音量ゼロ以外に設定する操
作を、設定値の変更を知らせる旨を選択しない操作（設定値の変更を知らせない旨を選択
する操作）としている。
【０１５０】
　このため、本実施の形態では、パーツを兼用にすることによるコスト削減効果が得られ
るとともに、音量ゼロで営業することはないであろうと推測されることから、パーツを兼
用にしても間違って操作されることはないと期待できる。
　また、本実施の形態では、特定の遊技状態となった場合において、設定変更報知フラグ
がセットされているときとセットされていないときとで、異なる演出データが選択される
。このため、特定の遊技状態となった場合において、設定変更報知フラグがセットされて
いるときとセットされていないときとで、態様が異なる演出が実行されることとなる。
　つまり、本実施の形態では、特定の遊技状態になったときの演出の態様を通常時とは異
ならせることで、設定値の変更の報知を行うようにしている。
【０１５１】
　このため、本実施の形態では、特定の遊技状態になったときの演出に注目を集めること
ができる。
　また、本実施の形態では、有利遊技としてのＢＢゲームとなると、特定の遊技状態にな
ったと認識される。
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　つまり、本実施の形態では、ボリュームスイッチ97を音量ゼロに設定することによって
設定値の変更を報知する旨を選択し、この状態で設定値の変更を行うと、その後に最初に
実行されるＢＢゲームにおいて、通常時とは異なる態様のＢＢゲーム中演出が実行される
ことにより、設定値を変更した旨の報知が行われる。
【０１５２】
　このため、本実施の形態では、ＢＢゲームへの遊技者の期待感をより一層高めることが
できるとともに、開店後に最初に実行されるＢＢゲームでの演出に注目を集めることがで
きる。
　なお、本実施の形態では、設定値送信手段166がメイン制御装置101からサブ制御装置10
2へ設定値を送信することにより、設定値が変更されたことをサブ制御装置102で認識でき
るようにしたが、例えば、設定値が変更されると所定の状態へ移行させるとともに、この
所定の状態に移行したことをメイン制御装置101からサブ制御装置102へ送信することによ
り、設定値が変更されたことをサブ制御装置102で認識できるようにしてもよい。つまり
、本実施の形態では、設定値が変更されたことをサブ制御装置102に直接的に認識させる
ようにしたが、設定値が変更されたことをサブ制御装置102に間接的に認識させるように
してもよい。
【０１５３】
　（第２の実施の形態）
　（図面の説明）
　図１０および図１１は、本発明の第２の実施の形態を示すものである。
　図１０は、スロットマシン10のブロック図、図１１は、スロットマシン10の動作の概略
を示すフローチャートである。
　図１０に示すように、第２の実施の形態に係るスロットマシン10は、第１の実施の形態
に係るスロットマシン10が備える「設定変更報知フラグクリア手段187」に代えて、「報
知時設定変更報知フラグクリア手段191」を備えたものであり、「特定の遊技状態」に代
えて、「設定変更報知手段184による報知」を契機に、設定変更報知フラグをクリアする
ようにしたものである。
【０１５４】
　また、第２の実施の形態に係るスロットマシン10は、「報知時設定変更報知フラグクリ
ア手段191」以外の点については、第１の実施の形態と同様である。
　（報知時設定変更報知フラグクリア手段191）
　報知時設定変更報知フラグクリア手段191は、設定変更報知手段184による報知を契機に
、設定変更報知フラグをクリアするためのものである。
　設定変更報知手段184による報知を契機に、報知時設定変更報知フラグクリア手段191は
、設定変更報知フラグをクリアするが、設定変更報知手段184による報知が行われないと
きには、報知時設定変更報知フラグクリア手段191は、設定変更報知フラグをクリアしな
い。ひとたび設定変更報知フラグがセットされると、設定変更報知手段184による報知が
行われ、報知時設定変更報知フラグクリア手段191により設定変更報知フラグがクリアさ
れるまでは、設定変更報知フラグはセットされたままとなる。
【０１５５】
　具体的には、本実施の形態では、演出データ選択指示手段185が通常時とは異なる演出
データを演出データ選択手段172に選択させると、報知時設定変更報知フラグクリア手段1
91は、設定変更報知フラグをクリアするが、それ以外のときには、報知時設定変更報知フ
ラグクリア手段191は、設定変更報知フラグをクリアしない。
　（スロットマシン10の動作）
　以下、図１１に示すフローチャートに基づいて、第２の実施の形態における報知処理に
ついて説明する。
　ここで、第２の実施の形態では、メイン処理、遊技処理、設定変更処理、報知フラグセ
ット処理、および報知処理が行われる。また、メイン処理、遊技処理、設定変更処理、お
よび報知フラグセット処理については、第１の実施の形態と同様である。
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【０１５６】
　ステップ７０１において、特定遊技状態認識手段186により、ＢＢ開始信号を受信した
か否かの判断が行われる。ここで、ＢＢ開始信号を受信したと判断されると、ステップ７
０２に進む。一方、ＢＢ開始信号を受信していないと判断されると、報知処理は終了する
。
　ステップ７０２において、設定変更報知手段184により、設定変更報知フラグがセット
されているか否かの判断が行われる。ここで、設定変更報知フラグがセットされていると
判断されると、ステップ７０３に進む。一方、設定変更報知フラグがセットされていない
と判断されると、ステップ７０４に進む。
【０１５７】
　ステップ７０３において、演出データ選択指示手段185が、演出データ選択手段172に、
通常時とは異なる演出データを選択させる。そして、ステップ７０５に進む。
　ステップ７０４において、演出データ選択手段172が、通常の演出データを選択する。
そして、ステップ７０６に進む。
　ステップ７０５において、報知時設定変更報知フラグクリア手段191により、設定変更
報知フラグがクリアされる。そして、ステップ７０６に進む。
　ステップ７０６において、演出実行手段173が、演出データ選択手段172により選択され
た演出データに基づいて演出を実行する。そして、報知処理は終了する。
【０１５８】
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態と同様の効果が得られる。
　すなわち、第２の実施の形態では、設定変更手段160により設定値が変更されたときに
、設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていると
、設定変更報知フラグセット手段181により、設定変更報知フラグがセットされる。さら
に、特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセットされていると、設定変
更報知手段184により、設定値を変更した旨が報知される。そして、設定変更報知手段184
による報知を契機に、報知時設定変更報知フラグクリア手段191により、設定変更報知フ
ラグがクリアされる。
【０１５９】
　一方、たとえ設定変更手段160により設定値が変更されたとしても、設定変更報知選択
スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていなければ（設定値の変更
を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フラグはセットされない。この場合
、特定の遊技状態になったとしても、設定値を変更した旨が報知されることはない。
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
フラグはセットされない。この場合も、設定値が変更されていないので当然ではあるが、
特定の遊技状態になったとしても、設定値を変更した旨が報知されることはない。
【０１６０】
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定値を変更した旨が報知されることはない。
　このため、本実施の形態では、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かを、スロ
ットマシン10の管理者が選択できる。
　また、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態においてのみ、設定値を変更した
旨の報知が行われ得ることから、ひとたび特定の遊技状態となるまでは、遊技者が遊技を
続けるであろうと期待できる。
　また、最初の特定の遊技状態において設定値を変更した旨の報知が行われなかったから
といって、設定値の変更を知らせる旨が選択されなかった（設定値の変更を知らせない旨
が選択された）可能性もあることから、設定値が変更されていないとは限らないので、遊
技者が直ちに遊技を止めてしまうことはないであろうと期待できる。
【０１６１】
　また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって、設定値そのものや設定値の高低
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までは報知されないので、スロットマシン10の挙動から設定値の高低を推測する楽しみを
遊技者から奪わないようにすることができる。
　他の効果についても、第１の実施の形態と同様である。
　（第３の実施の形態）
　（図面の説明）
　図１２および図１３は、本発明の第３の実施の形態を示すものである。
　図１２は、スロットマシン10のブロック図、図１３は、スロットマシン10の動作の概略
を示すフローチャートである。
【０１６２】
　図１２に示すように、第３の実施の形態に係るスロットマシン10は、第１の実施の形態
に係るスロットマシン10が備える「設定変更報知手段184」に代えて、「設定変更報知抽
選手段192」および「当選時設定変更報知手段193」を備えたものであり、「特定の遊技状
態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると設定値の変更を報知する」の
に代えて、「特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていると、
設定値の変更を報知するか否かの抽選を行い、この抽選の結果が設定値の変更を報知する
旨となると、設定値の変更を報知する」ようにしたものである。
　また、第３の実施の形態に係るスロットマシン10は、「設定変更報知抽選手段192」お
よび「当選時設定変更報知手段193」以外の点については、第１の実施の形態と同様であ
る。
【０１６３】
　（設定変更報知抽選手段192）
　設定変更報知抽選手段192は、特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグが
セットされていると、設定値の変更を報知するか否かの抽選を行うためのものである。
　特定の遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセットされていると、設定変更
報知抽選手段192は、設定値の変更を報知するか否かの抽選を行うが、たとえ特定の遊技
状態になったとしても、設定変更報知フラグがセットされていなければ、設定変更報知抽
選手段192は、設定値の変更を報知するか否かの抽選を行わない。
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定変更報知抽選手段192は、設定値の変更を報知するか否かの抽選を行わな
い。
【０１６４】
　また、本実施の形態では、設定変更報知抽選手段192は、有利遊技としてのＢＢゲーム
を特定の遊技状態として認識するための特定遊技状態認識手段186を備えている。
　また、特定遊技状態認識手段186は、有利遊技としてのＢＢゲームを特定の遊技状態と
して認識するためのものである。本実施の形態では、特定遊技状態認識手段186は、ＢＢ
開始信号を受信すると、特定の遊技状態になったと認識するとともに、ＢＢ終了信号を受
信すると、特定の遊技状態が終了したと認識する。
　このようにして、本実施の形態では、設定変更報知抽選手段192は、有利遊技としての
ＢＢゲームを特定の遊技状態として認識する。
【０１６５】
　（当選時設定変更報知手段193）
　当選時設定変更報知手段193は、設定変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値の
変更を報知する旨となると、設定値の変更を報知するためのものである。
　設定変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると、当
選時設定変更報知手段193は、設定値の変更を報知するが、たとえ特定の遊技状態になっ
たときに設定変更報知フラグがセットされていたとしても、設定変更報知抽選手段192に
よる抽選の結果が設定値の変更を報知する旨とならなければ、当選時設定変更報知手段19
3は、設定値の変更を報知しない。
【０１６６】
　また、本実施の形態では、当選時設定変更報知手段193は、設定変更報知抽選手段192に
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よる抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となったときと報知しない旨となったときと
で異なる演出データを演出データ選択手段172に選択させるための抽選結果対応演出デー
タ選択指示手段195を備えている。
　また、本実施の形態では、抽選結果対応演出データ選択指示手段195は、設定変更報知
抽選手段192による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると、通常時とは異なる
演出データを演出データ選択手段172に選択させる。
　（スロットマシン10の動作）
　以下、図１３に示すフローチャートに基づいて、第３の実施の形態における報知処理に
ついて説明する。
【０１６７】
　なお、メイン処理、遊技処理、設定変更処理、報知フラグセット処理および報知フラグ
クリア処理については、第１の実施の形態と同様である。
　ステップ８０１において、特定遊技状態認識手段186により、ＢＢ開始信号を受信した
か否かの判断が行われる。ここで、ＢＢ開始信号を受信したと判断されると、ステップ８
０２に進む。一方、ＢＢ開始信号を受信していないと判断されると、報知処理は終了する
。
　ステップ８０２において、設定変更報知手段184により、設定変更報知フラグがセット
されているか否かの判断が行われる。ここで、設定変更報知フラグがセットされていると
判断されると、ステップ８０３に進む。一方、設定変更報知フラグがセットされていない
と判断されると、ステップ８０６に進む。
【０１６８】
　ステップ８０３において、設定変更報知抽選手段192により、設定値の変更を報知する
か否かの抽選が行われる。そして、ステップ８０４に進む。
　ステップ８０４において、当選時設定変更報知手段193により、設定変更報知抽選手段1
92による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨か否かの判断が行われる。ここで、設定
変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨であると判断される
と、ステップ８０５に進む。一方、設定変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値
の変更を報知する旨ではないと判断されると、ステップ８０６に進む。
　ステップ８０５において、抽選結果対応演出データ選択指示手段195が、演出データ選
択手段172に、通常時とは異なる演出データを選択させる。そして、ステップ８０７に進
む。
【０１６９】
　ステップ８０６において、演出データ選択手段172が、通常の演出データを選択する。
そして、ステップ８０７に進む。
　ステップ８０７において、演出実行手段173が、演出データ選択手段172により選択され
た演出データに基づいて演出を実行する。そして、報知処理は終了する。
　第３の実施の形態では、設定変更手段160により設定値が変更されたときに、設定変更
報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていると、設定変更
報知フラグセット手段181により、設定変更報知フラグがセットされる。さらに、特定の
遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセットされていると、設定値の変更を報
知するか否かの抽選が行われ、この抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると、設
定値の変更が報知される。そして、特定の遊技状態を契機に、設定変更報知フラグクリア
手段187により、設定変更報知フラグがクリアされる。
【０１７０】
　一方、たとえ設定変更手段160により設定値が変更されたとしても、設定変更報知選択
スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていなければ（設定値の変更
を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フラグはセットされない。この場合
、特定の遊技状態になったとしても、設定値を変更した旨が報知されることはない。
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
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フラグはセットされない。この場合も、設定値が変更されていないので当然ではあるが、
特定の遊技状態になったとしても、設定値を変更した旨が報知されることはない。
【０１７１】
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定値を変更した旨が報知されることはない。
　また、たとえ特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていたと
しても、設定変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となら
なければ、設定値の変更が報知されることはない。
　このため、本実施の形態では、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かを、スロ
ットマシン10の管理者が選択できる。
　また、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態においてのみ、設定値を変更した
旨の報知が行われ得ることから、ひとたび特定の遊技状態となるまでは、遊技者が遊技を
続けるであろうと期待できる。
【０１７２】
　また、最初の特定の遊技状態において設定値を変更した旨の報知が行われなかったから
といって、設定値の変更を知らせる旨が選択されなかった（設定値の変更を知らせない旨
が選択された）可能性もあり、また、抽選の結果が設定値の変更を報知する旨とならなか
った可能性もあることから、設定値が変更されていないとは限らないので、遊技者が直ち
に遊技を止めてしまうことはないであろうと期待できる。
　また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって、設定値そのものや設定値の高低
までは報知されないので、スロットマシン10の挙動から設定値の高低を推測する楽しみを
遊技者から奪わないようにすることができる。
【０１７３】
　他の効果についても、第１の実施の形態と同様である。
　（第４の実施の形態）
　（図面の説明）
　図１４および図１５は、本発明の第４の実施の形態を示すものである。
　図１４は、スロットマシン10のブロック図、図１５は、スロットマシン10の動作の概略
を示すフローチャートである。
　図１４に示すように、第４の実施の形態に係るスロットマシン10は、第３の実施の形態
に係るスロットマシン10が備える「設定変更報知フラグクリア手段187」に代えて、「抽
選時設定変更報知フラグクリア手段194」を備えたものであり、「特定の遊技状態」に代
えて、「設定変更報知抽選手段192による抽選」を契機に、設定変更報知フラグをクリア
するようにしたものである。
【０１７４】
　また、第４の実施の形態に係るスロットマシン10は、「抽選時設定変更報知フラグクリ
ア手段194」以外の点については、第３の実施の形態と同様である。
　（抽選時設定変更報知フラグクリア手段194）
　抽選時設定変更報知フラグクリア手段194は、設定変更報知抽選手段192による抽選を契
機に、設定変更報知フラグをクリアするためのものである。
　設定変更報知抽選手段192による抽選を契機に、抽選時設定変更報知フラグクリア手段1
94は、設定変更報知フラグをクリアするが、設定変更報知抽選手段192による抽選が行わ
れないときには、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194は、設定変更報知フラグをク
リアしない。ひとたび設定変更報知フラグがセットされると、設定変更報知抽選手段192
による抽選が行われ、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194により設定変更報知フラ
グがクリアされるまでは、設定変更報知フラグはセットされたままとなる。
【０１７５】
　具体的には、本実施の形態では、設定変更報知抽選手段192による抽選が行われると、
その直後に、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194は、設定変更報知フラグをクリア
するが、それ以外のときには、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194は、設定変更報
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知フラグをクリアしない。
　（スロットマシン10の動作）
　以下、図１５に示すフローチャートに基づいて、第４の実施の形態における報知処理に
ついて説明する。
　ここで、第４の実施の形態では、メイン処理、遊技処理、設定変更処理、報知フラグセ
ット処理、および報知処理が行われる。また、メイン処理、遊技処理、設定変更処理、お
よび報知フラグセット処理については、第３の実施の形態と同様である。
【０１７６】
　ステップ９０１において、特定遊技状態認識手段186により、ＢＢ開始信号を受信した
か否かの判断が行われる。ここで、ＢＢ開始信号を受信したと判断されると、ステップ９
０２に進む。一方、ＢＢ開始信号を受信していないと判断されると、報知処理は終了する
。
　ステップ９０２において、設定変更報知手段184により、設定変更報知フラグがセット
されているか否かの判断が行われる。ここで、設定変更報知フラグがセットされていると
判断されると、ステップ９０３に進む。一方、設定変更報知フラグがセットされていない
と判断されると、ステップ９０７に進む。
【０１７７】
　ステップ９０３において、設定変更報知抽選手段192により、設定値の変更を報知する
か否かの抽選が行われる。そして、ステップ９０４に進む。
　ステップ９０４において、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194により、設定変更
報知フラグがクリアされる。そして、ステップ９０５に進む。
　ステップ９０５において、当選時設定変更報知手段193により、設定変更報知抽選手段1
92による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨か否かの判断が行われる。ここで、設定
変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨であると判断される
と、ステップ９０６に進む。一方、設定変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値
の変更を報知する旨ではないと判断されると、ステップ９０７に進む。
【０１７８】
　ステップ９０６において、抽選結果対応演出データ選択指示手段195が、演出データ選
択手段172に、通常時とは異なる演出データを選択させる。そして、ステップ９０８に進
む。
　ステップ９０７において、演出データ選択手段172が、通常の演出データを選択する。
そして、ステップ９０８に進む。
　ステップ９０８において、演出実行手段173が、演出データ選択手段172により選択され
た演出データに基づいて演出を実行する。そして、報知処理は終了する。
　第４の実施の形態では、設定変更手段160により設定値が変更されたときに、設定変更
報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていると、設定変更
報知フラグセット手段181により、設定変更報知フラグがセットされる。さらに、特定の
遊技状態になったときに、設定変更報知フラグがセットされていると、設定値の変更を報
知するか否かの抽選が行われ、この抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となると、設
定値の変更が報知される。そして、設定変更報知手段184により設定値を変更した旨が報
知されるときに、抽選時設定変更報知フラグクリア手段194により、設定変更報知フラグ
がクリアされる。
【０１７９】
　一方、たとえ設定変更手段160により設定値が変更されたとしても、設定変更報知選択
スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択されていなければ（設定値の変更
を知らせない旨が選択されていれば）、設定変更報知フラグはセットされない。この場合
、特定の遊技状態になったとしても、設定値を変更した旨が報知されることはない。
　また、たとえ設定変更報知選択スイッチの操作により設定値の変更を知らせる旨が選択
されていたとしても、設定変更手段160により設定値が変更されなければ、設定変更報知
フラグはセットされない。この場合も、設定値が変更されていないので当然ではあるが、
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特定の遊技状態になったとしても、設定値を変更した旨が報知されることはない。
【０１８０】
　また、たとえ設定変更報知フラグがセットされていたとしても、特定の遊技状態になら
なければ、設定値を変更した旨が報知されることはない。
　また、たとえ特定の遊技状態になったときに設定変更報知フラグがセットされていたと
しても、設定変更報知抽選手段192による抽選の結果が設定値の変更を報知する旨となら
なければ、設定値の変更が報知されることはない。
　このため、本実施の形態では、設定値を変更した旨を遊技者に報知するか否かを、スロ
ットマシン10の管理者が選択できる。
　また、設定値の変更後における最初の特定の遊技状態においてのみ、設定値を変更した
旨の報知が行われ得ることから、ひとたび特定の遊技状態となるまでは、遊技者が遊技を
続けるであろうと期待できる。
【０１８１】
　また、最初の特定の遊技状態において設定値を変更した旨の報知が行われなかったから
といって、設定値の変更を知らせる旨が選択されなかった（設定値の変更を知らせない旨
が選択された）可能性もあり、また、抽選の結果が設定値の変更を報知する旨とならなか
った可能性もあることから、設定値が変更されていないとは限らないので、遊技者が直ち
に遊技を止めてしまうことはないであろうと期待できる。
　また、設定値を変更した旨が報知されるのみであって、設定値そのものや設定値の高低
までは報知されないので、スロットマシン10の挙動から設定値の高低を推測する楽しみを
遊技者から奪わないようにすることができる。
【０１８２】
　他の効果についても、第３の実施の形態と同様である。
【図面の簡単な説明】
【０１８３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るスロットマシンのブロック図。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係るスロットマシンの外観図。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係るスロットマシンの図柄表示窓、出目及び入賞ラ
インの概念図。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係るスロットマシンの動作の概略を示すフローチャ
ート。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係るスロットマシンの動作の概略を示すフローチャ
ート。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係るスロットマシンの動作の概略を示すフローチャ
ート。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係るスロットマシンの動作の概略を示すフローチャ
ート。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係るスロットマシンの動作の概略を示すフローチャ
ート。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係るスロットマシンの動作の概略を示すフローチャ
ート。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係るスロットマシンのブロック図。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係るスロットマシンの動作の概略を示すフローチ
ャート。
【図１２】本発明の第３の実施の形態に係るスロットマシンのブロック図。
【図１３】本発明の第３の実施の形態に係るスロットマシンの動作の概略を示すフローチ
ャート。
【図１４】本発明の第４の実施の形態に係るスロットマシンのブロック図。
【図１５】本発明の第４の実施の形態に係るスロットマシンの動作の概略を示すフローチ
ャート。
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【符号の説明】
【０１８４】
10　スロットマシン　　　　　　　　　　　20　筐体
21　前扉　　　　　　　　　　　　　　　　22　上パネル
23　中パネル　　　　　　　　　　　　　　24　下パネル
25　操作部　　　　　　　　　　　　　　　26　図柄表示窓
30　リールユニット　　　　　　　　　　　40　回転リール
41　左リール　　　　　　　　　　　　　　42　中リール
43　右リール　　　　　　　　　　　　　　50　スタートスイッチ
60　ストップスイッチ　　　　　　　　　　70　ベットスイッチ
71　シングルベットスイッチ　　　　　　　72　マックスベットスイッチ
73　キャンセルスイッチ　　　　　　　　　81　演出用ランプ
82　スピーカ　　　　　　　　　　　　　　83　液晶ディスプレイ
85　メダル投入口　　　　　　　　　　　　86　メダル払出口
87　メダル受け皿　　　　　　　　　　　　90　電源ユニット
91　電源スイッチ　　　　　　　　　　　　92　設定変更モードスイッチ
93　設定値変更スイッチ　　　　　　　　　95　設定値表示器
96　前扉開放検知センサー　　　　　　　　97　ボリュームスイッチ
100　制御装置　　　　　　　　　　　　　101　メイン制御装置
102　サブ制御装置　　　　　　　　　　　111　一般遊技制御手段
112　レギュラーボーナスゲーム制御手段（ＲＢゲーム制御手段）
113　ビッグボーナスゲーム制御手段（ＢＢゲーム制御手段）
112　特別遊技制御手段　　　　　　　　　115　ＢＢ開始信号送信手段
116　ＢＢ終了信号送信手段　　　　　　　120　役抽選手段
125　設定値記憶手段　　　　　　　　　　130　停止テーブル
140　停止制御手段　　　　　　　　　　　150　入賞判定手段
160　設定変更手段　　　　　　　　　　　161　設定変更モード移行手段
162　設定予定値記憶手段　　　　　　　　163　設定予定値変更手段
164　設定予定値表示手段　　　　　　　　165　設定値確定手段
166　設定値送信手段　　　　　　　　　　170　演出制御手段
171　演出データ記憶手段　　　　　　　　172　演出データ選択手段
173　演出実行手段　　　　　　　　　　　181　設定変更報知フラグセット手段
182　報知選択認識手段　　　　　　　　　183　設定変更認識手段
184　設定変更報知手段　　　　　　　　　185　演出データ選択指示手段
186　特定遊技状態認識手段　　　　　　　187　設定変更報知フラグクリア手段
191　報知時設定変更報知フラグクリア手段
192　設定変更報知抽選手段　　　　　　　193　当選時設定変更報知手段
194　抽選時設定変更報知フラグクリア手段
195　抽選結果対応演出データ選択指示手段
201　左リール上図柄　　　　　　　　　　202　左リール中図柄
203　左リール下図柄　　　　　　　　　　204　中リール上図柄
205　中リール中図柄　　　　　　　　　　206　中リール下図柄
207　右リール上図柄　　　　　　　　　　208　右リール中図柄
209　右リール下図柄
300　入賞ライン　　　　　　　　　　　　301　第１入賞ライン
302　第２入賞ライン　　　　　　　　　　303　第３入賞ライン
304　第４入賞ライン　　　　　　　　　　305　第５入賞ライン
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