
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤中央部の図柄表示画面 ぐよう ンプ表示部を設け、前記図柄表示画面の画
面表示と前 ンプ表示部の点灯表示との組み合わせにより統合した演出を行なうパチン
コ遊技機であって、
　
　

　前 ンプ表示部は 記遊技盤に穿設された貫通孔と、該貫通孔に沿って配列された
発光素子群と、前記貫通孔を塞ぐように配設された透光部材とを備えて構成され、前記貫
通孔は、前記遊技盤に打ち込まれる遊技釘の位置を避けるように前記遊技盤に穿設されて
なることを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項２】
前記発光素子群は、前記遊技盤に各々組み付けられるセンター役物部材、配線処理部材及
びサイドランプ部材の各回路基板に配設されてなることを特徴とする請求項１記載のパチ
ンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ遊技機、特に、リーチ予告時、リーチ発生時、大当たり予告時、大当
たり発生時などに遊技者に対し視覚に訴える効果的な演出を行なうようにしたパチンコ遊
技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
第１種パチンコ遊技機は、遊技者が遊技盤下方の発射ハンドルを操作し、発射された遊技
球が、遊技盤の始動入賞口に入賞すると、遊技盤中央部の液晶表示器（ＬＣＤ）やプラズ
マディスプレイ等からなる図柄表示装置の図柄表示画面に停止表示されている複数の表示
図柄例えば左右中列の各表示図柄を変動表示させる。また、始動入賞口への入賞に伴い、
始動条件成立時には、主基板（主演算処理装置）において乱数を取得し大当たり抽選が行
なわれる。抽選結果が「大当たり」である場合、上記変動を開始した表示図柄は、リーチ
予告演出（機種によってはリーチ予告演出が行なわれない場合もある）、リーチ演出、大
当たり予告演出（機種によっては大当たり予告演出が行なわれない場合もある）などを行
い、最終的に大当たり図柄で変動停止させて大当たり演出を行ない、一方、上記抽選結果
が「ハズレ」である場合には、リーチ予告演出、リーチ演出を経て、あるいは、これらの
演出を行なうことなくハズレ図柄で変動停止させる。そして、大当たり図柄で変動停止し
た場合には大当たり状態（特別遊技状態）となり、遊技盤の可変入賞口（大入賞口）が所
定ラウンド数だけ間欠的に開放されて多数の遊技球が入賞可能となり、多数の賞球が受皿
に払い出されて遊技者に特典が与えられる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のパチンコ遊技機は、リーチ予告演出、リーチ演出、大当たり予告演出など
を行なう際、遊技者の期待感や喜びを高揚させるために、遊技盤の遊技領域の端部に設け
た発光装置を点灯、点滅させるようにしているが、単に発光装置を点灯、点滅させるだけ
の単純な演出に終わり、ダイナミックな演出を行なうことができず、遊技者に対して強い
インパクトを与えることはできなかった。
【０００４】
本発明は、上記のような従来技術の問題点を解決し、ダイナミックな演出が可能で、遊技
者に対して強いインパクトを与えることができるパチンコ遊技機を提供することを目的と
する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係るパチンコ遊技機は、遊技盤中央部の図柄表示画面 ぐよう ンプ表
示部を設け、前記図柄表示画面の画面表示と前 ンプ表示部の点灯表示との組み合わせ
により統合した演出を行なうパチンコ遊技機であって、

前
ンプ表示部は 記遊技盤に穿設された貫通孔と、該貫通孔に沿って配列された発光素子
群と、前記貫通孔を塞ぐように配設された透光部材とを備えて構成され、前記貫通孔は、
前記遊技盤に打ち込まれる遊技釘の位置を避けるように前記遊技盤に穿設されてなること
を特徴とする。
【０００６】
　請求項１に係るパチンコ遊技機によると、遊技盤に打ち込まれる遊技釘の位置を避け

ンプ表示部を設けるようにしたため、遊技盤中央部の図柄表示画面による画面表示
ンプ表示部によるランプ表示との組合せによりダイナミックな演出が可能となり、遊技者
に対して強いインパクトを与えることが可能になる。
【０００７】
請求項２に係るパチンコ遊技機は、請求項１において、前記発光素子群は、前記遊技盤に
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各々組み付けられるセンター役物部材、配線処理部材及びサイドランプ部材の各回路基板
に配設されてなることを特徴とする。これにより、既存の部材を用いて発光素子群を配置
させることができるとともに、図柄表示画面から遊技盤の端部に至るまでの長いエリアを
利用できてダイナミックな演出が可能となる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【０００９】
図１及び図２は、それぞれ本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の遊技盤の正面図を
示し、図１は演出表示が行なわれていない状態、図２は演出表示が行なわれている状態に
対応している。図３は、遊技盤のベニヤ板の正面図、図４は、ベニヤ板に遊技釘などを設
けた状態の正面図、図５は、ベニヤ板に対する回路基板の配置図、図６は、図柄表示装置
の正面図、図７は、センター役物部材の正面図、図８は、センター役物部材の分解側面図
、図９は、配線処理部材の正面図、図１０は、配線処理部材の側面図、図１１は、左サイ
ドランプ部材の正面図、図１２は、右サイドランプ部材の正面図、図１３は、左サイドラ
ンプ部材の分解側面図、図１４は、ベニヤ板にセンター役物部材、配線処理部材及び左サ
イドランプ部材を組み付け、かつ、配線処理部材に液晶ボックスを組み付けた状態を表し
た側面図、図１５は、演出表示を行なうための回路ブロック図、図１６は、演出表示を行
なうための処理内容を表したフローチャートをそれぞれ示す。
【００１０】
遊技盤は、図１及び図２に示すように、意匠フィルムが貼着された表面に遊技釘１、風車
２、始動入賞口３、大入賞口４、アウト口５、誘導レール６などが配設されたベニヤ板７
をベース部材として備える。ベニヤ板７は、図３及び図４に示すように、中央部に大孔８
、左下部及び右下部に円弧状孔９，１０がそれぞれ穿設されており、大孔８には図７及び
図８に示すようなセンター役物部材１１が正面側から組み付けられ、左下部の円弧状孔９
には図１１に示すような左サイドランプ部材１２、右下部の円弧状孔１０には図１２に示
すような右サイドランプ部材１３がそれぞれ組み付けられる。また、ベニヤ板７の裏面に
は、大孔８を取り囲むように図９及び図１０に示すような配線処理部材１４が組み付けら
れる。配線処理部材１４には、図６に示すような、図柄表示装置（ＬＣＤ）１５、図柄制
御基板（図示せず）などを収容する液晶ボックス１６が組み付けられている。
【００１１】
センター役物部材１１は、図８に示すように前部材１７と後部材１８を合体させて構成さ
れる。センター役物部材１１の中央部には、図柄表示装置１５の図柄表示画面１９が挿入
される四角形状の大孔２０が形成されている。大孔２０の上方には、日本刀の柄２１の一
部と鍔２２と鞘２３の一部の模型が配設されており、柄２１及び鞘２３は、日本刀を抜い
たときに似せて左右方向へ移動可能である。この抜刀動作は、後部材１８の裏面に配設さ
れたソレノイド２４及びリンク機構（図示せず）によって行なわれる。
【００１２】
また、センター役物部材１１には、大孔２０の上辺２０ａの左部から左上方へ直線状に延
びる透光部材２５、上辺２０ａの右部から右上方へ直線状に延びる透光部材２６、下辺２
０ｂの左部から左下方へ直線状に延びる透光部材２７、下辺２０ｂの右部から右下方へ直
線状に延びる透光部材２８がそれぞれ配設されている。左上部の透光部材２５と右下部の
透光部材２８は大孔２０を挟んで１直線上に位置し、また、右上部の透光部材２６と左下
部の透光部材２７は大孔２０を挟んで１直線上に位置している。センター役物部材１１の
裏面側には、図５、図７及び図８に示すように複数の回路基板２９，３０，３１，３２が
配設されている。これらの回路基板２９，３０，３１，３２には、多数の発光素子（ＬＥ
Ｄ）が実装されており、その一部の発光素子３４，３５，３６，３７は、透光部材２５，
２６，２７，２８の真下となる位置に実装されている。これらの発光素子３４，３５，３
６，３７は、ベニヤ板７の大孔８から左上方及び右上方へそれぞれ延びる直線状の貫通孔
８ａ，８ｂ内に位置し、また、貫通孔８ａ，８ｂは透光部材２５，２６によって塞がれる
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。なお、センター役物部材１１の下中央部には、遊技球を始動入賞口３へ案内するガイド
通路３８が形成されている。
【００１３】
左サイドランプ部材１２は、図１３に示すように本体部３９とカバー部４０を合体させて
構成される。左サイドランプ部材１２には、左端から右上方へセンター役物部材１１の左
下部の透光部材２７まで直線状に延びる透光部材４１が配設されており、この透光部材４
１の右部４１ａは、ベニヤ板７の左下部の円弧状孔９から右上方へ延びた貫通孔４２を塞
ぐ。本体部３９の裏面には１つの回路基板４３が配設されており、この回路基板４３には
、多数の発光素子が実装されており、その一部の発光素子４４は、透光部材４１の真下と
なる位置に実装されている。上記貫通孔４２は、図４に示すように、遊技盤に打ち込まれ
る遊技釘１の位置を避けるように遊技盤に穿設されている。
【００１４】
右サイドランプ部材１３は、図示しないが左サイドランプ部材１２と同様、本体部とカバ
ー部を合体させて構成される。右サイドランプ部材１３には、右端から左上方へセンター
役物部材１１の右下部の透光部材２８まで直線状に延びる透光部材４５が配設されており
、この透光部材４５の左部４５ａは、ベニヤ板７の中央部の大孔８と右下部の円弧状孔１
０との中間に斜めに延びた貫通孔４６を塞ぐ。なお、透光部材４５は、図１２に示すよう
に左部４５ａと右部４５ｂとに完全に分割されたものであってもよい。左サイドランプ部
材１２と同様、本体部の裏面には１つの回路基板４７が配設されており、この回路基板４
７には、多数の発光素子が実装されており、その一部の発光素子４８は、透光部材４５の
真下となる位置に実装されている。上記貫通孔４６は、図４に示すように、遊技盤に打ち
込まれる遊技釘１の位置を避けるように遊技盤に穿設されている。
【００１５】
配線処理部材１４は、その裏面側に中継基板を保持するとともに配線をクリップして配線
を整然化させるためのものである。また、配線処理部材１４には、上述したように、液晶
ボックス１６が組み付けられている。また、配線処理部材１４には、図５、図９及び図１
０に示すように複数の回路基板４９，５０，５１，５２が配設されており、これらの回路
基板４９，５０，５１，５２において、センター役物部材１１の左上部の透光部材２５の
真下となる位置、センター役物部材１１の右上部の透光部材２６の真下となる位置、セン
ター役物部材１１の左下部の透光部材２７の真下となる位置、センター役物部材１１の右
下部の透光部材２８の真下となる位置、左サイドランプ部材１２の透光部材４１の真下と
なる位置、右サイドランプ部材１３の透光部材４５の真下となる位置に、それぞれ発光素
子５３が実装されている。
【００１６】
　なお、貫通孔８ｂ、４２と発光素子５４、３５、３６、５５、４４と透光部材２６、２
７、４１は第１ランプ表示部 １００を構成し、また、貫通孔８ａ、４６
と発光素子５３、３４、３７、５６、４８と透光部材２５、２８、４５は第２ランプ表示

２００を構成している。
【００１７】
次に、上記のように構成される遊技盤によって行なわれる演出表示を図１５及び図１６に
基づいて説明する。
【００１８】
図１５において、始動入賞スイッチ３００は、始動入賞口３への遊技球の入賞を検出する
ためのスイッチである。主基板４００は、始動入賞スイッチ３００がオンして所定の始動
条件が成立したとき大当たり抽選を行い、取得した乱数に基づいて遊技状態（演出表示を
含む。）を決定するなどの処理を行なう基板である。図柄制御基板５００は、主基板４０
０からコマンドを受信し、図柄表示装置１５の表示を制御するとともにランプ制御基板６
００にコマンドを送信する基板である。ランプ制御基板６００は、図柄制御基板５００か
らコマンドを受信し、第１ランプ表示部１００の発光素子５４，３５，３６，５５，４４
及び第２ランプ表示部２００の発光素子５３，３４，３７，５６，４８の点灯制御などラ
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ンプ表示制御を行なう基板である。
【００１９】
主基板４００及び図柄制御基板５００は、演出表示のために図１６に示すような処理を行
なう。
【００２０】
図１６において、主基板４００は、抽選によって取得した乱数に基づいて決定した変動パ
ターンに関するコマンドを図柄制御基板５００に送信する（ステップＳ１）。コマンドを
受信した図柄制御基板５００は、変動パターンが特定コマンドであるか否かを判定する（
ステップＳ２）。
【００２１】
変動パターンが特定コマンドである場合、図柄制御基板５００はＸ斬り演出を行なうかど
うかの抽選を行なう（ステップＳ３）。ここで、Ｘ斬り演出とは、図２に示すように、図
柄表示画面１９の画面表示と第１、第２ランプ表示部１００，２００によるランプ表示と
を組み合わせて「Ｘ」の表示を行なう演出である。なお、Ｘ斬り演出は、正確には、まず
、第２ランプ表示部２００を消灯かつ第１ランプ表示部１００を点灯させるとともに第１
ランプ表示部１００を結ぶ直線１９ａを図柄表示画面１９に表示することによって左下が
りの直線を表示し、その直後に、今度は第１ランプ表示部１００を消灯かつ第２ランプ表
示部２００を点灯させるとともに第２ランプ表示部２００を結ぶ直線１９ｂを図柄表示画
面１９に表示することによって右下がりの直線を表示する。このとき、模型の日本刀２１
，２２，２３は抜刀動作を行なうよう制御される。この「Ｘ」表示は、稲妻のように表示
することがよりダイナミックな表示となるため好ましい。
【００２２】
次に、Ｘ斬り演出が当選したか否かを判定する（ステップＳ４）。
【００２３】
Ｘ斬り演出が当選した場合、図柄制御基板５００からランプ制御基板６００に変動パター
ンコマンド及びＸ斬りコマンドを送信し（ステップＳ５，６）、ランプ制御基板６００は
この受信したコマンドに従って図柄表示装置１５及び第１、第２ランプ表示部１００，２
００を制御し、図柄表示装置１５及び第１、第２ランプ表示部１００，２００はＸ斬り演
出を行なう（ステップＳ７）。
【００２４】
一方、ステップＳ２にて変動パターンが特定コマンドでないと判定した場合、又は、ステ
ップＳ４にてＸ斬り演出が当選していないと判定した場合、図柄表示装置１５及び第１、
第２ランプ表示部１００，２００はＸ斬り演出を行なわず、第１、第２ランプ表示部１０
０，２００によるランプ表示は行なわれず、図柄表示装置１５などによってコマンドに基
づいた演出を行なう（ステップＳ８，７）。
【００２５】
以上説明したように、本実施形態に係るパチンコ遊技機は、遊技盤中央部の図柄表示画面
１９を各々跨ぐように第１ランプ表示部１００及び第２ランプ表示部２００を設け、図柄
表示画面１９の画面表示と第１、第２ランプ表示部１００，２００の点灯表示との組み合
わせにより統合した演出を行なうパチンコ遊技機であって、第１ランプ表示部１００及び
第２ランプ表示部２００は、それぞれ、遊技盤に穿設された直線状貫通孔８ａ，８ｂ，４
２，４６と、貫通孔８ａ，８ｂ，４２，４６に沿って直線状に配列された発光素子群５４
，３５，３６，５５，４４，５３，３４，３７，５６，４８と、貫通孔８ａ，８ｂ，４２
，４６を塞ぐように配設された透光部材２６，２７，４１，２５，２８，４５とを備えて
構成され、貫通孔８ａ，８ｂ，４２，４６は、遊技盤に打ち込まれる遊技釘１の位置を避
けるように遊技盤に穿設されてなる。
【００２６】
本実施形態に係るパチンコ遊技機によると、遊技盤に打ち込まれる遊技釘１の位置を避け
て第１、第２ランプ表示部１００，２００を設けるようにしたため、遊技盤中央部の図柄
表示画面１９による画面表示と第１、第２ランプ表示部１００，２００によるランプ表示
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との組合せによりダイナミックな演出が可能となり、遊技者に対し強いインパクトを与え
ることが可能になる。
【００２７】
また、発光素子群５４，３５，３６，５５，４４，５３，３４，３７，５６，４８は、遊
技盤に各々組み付けられるセンター役物部材１１、配線処理部材１４及びサイドランプ部
材１２，１３の各回路基板２９，３０，３２，４９，５０，５１，５２，４３，４７に配
設されてなるため、既存の部材を用いて発光素子群５４，３５，３６，５５，４４，５３
，３４，３７，５６，４８を配置させることができるとともに、遊技盤の端部から遊技盤
の他端部に至るまでの長いエリアを利用できてダイナミックな演出が可能となる。
【００２８】
【発明の効果】
本発明のパチンコ遊技機によると、ダイナミックな演出が可能で、遊技者に対して強いイ
ンパクトを与えることができるパチンコ遊技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の遊技盤の演出表示が行なわれていな
い状態の正面図である。
【図２】遊技盤の演出表示が行なわれている状態の正面図である。
【図３】遊技盤のベニヤ板の正面図である。
【図４】ベニヤ板に遊技釘などを設けた状態の正面図である。
【図５】ベニヤ板に対する回路基板の配置図である。
【図６】図柄表示装置の正面図である。
【図７】センター役物部材の正面図である。
【図８】センター役物部材の分解側面図である。
【図９】配線処理部材の正面図である。
【図１０】配線処理部材の側面図である。
【図１１】左サイドランプ部材の正面図である。
【図１２】右サイドランプ部材の正面図である。
【図１３】左サイドランプ部材の分解側面図である。
【図１４】ベニヤ板にセンター役物部材、配線処理部材及び左サイドランプ部材を組み付
け、かつ、配線処理部材に液晶ボックスを組み付けた状態を表した側面図である。
【図１５】演出表示を行なうための回路ブロック図である。
【図１６】演出表示を行なうための処理内容を表したフローチャートである。
【符号の説明】
１　遊技釘
１００　第１ランプ表示部
２００　第２ランプ表示部
８ａ、８ｂ、４２、４６　貫通孔
５４、３５、３６、５５、４４、５３、３４、３７、５６、４８　発光素子
２６、２７、４１、２５、２８、４５　透光部材
１９　図柄表示画面
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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