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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤前面に遊技球が流下する遊技領域が形成されており、遊技に係る演出を行う複数
の液晶表示装置を、それぞれの図柄表示部が前記遊技領域内に開設された開口部から露出
するように設置してなるパチンコ機であって、
　第一の液晶表示装置を、その図柄表示部が前記遊技盤の前面に対して略平行となるよう
に設置する一方、
　第二の液晶表示装置を、その図柄表示部が、前記第一の液晶表示装置の図柄表示部と隣
接し、且つ、前記遊技盤の前面に対して、前記第一の液晶表示装置の図柄表示部から遠く
なるにしたがい前方へせり出すように傾斜させて設置し、
　前記第二の液晶表示装置の図柄表示部の一端が前記第一の液晶表示装置よりも後方に位
置する一方、他端が前記遊技盤の前面よりも前方へ突出する又は前記遊技盤の前面と同平
面に位置することを特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　第一の液晶表示装置の図柄表示部が遊技領域の略中央部に位置する一方、第二の液晶表
示装置の図柄表示部が、前記遊技領域の周縁部へ向かうにしたがって前方にせり出すよう
に傾斜していることを特徴とする請求項１に記載のパチンコ機。
【請求項３】
　第一の液晶表示装置を設置するための第一の取付部材に、第二の液晶表示装置を設置す
るための第二の取付部材を固定可能な固定部を設けたことを特徴とする請求項１又は２に
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記載のパチンコ機。
【請求項４】
　開口部の前方を覆うようにフレーム状の飾り部材を設置し、当該飾り部材に、第一の液
晶表示装置の図柄表示部を視認可能とするための第一表示窓と、第二の液晶表示装置の図
柄表示部を視認可能とするための第二表示窓とを開設するとともに、前記第一表示窓と前
記第二表示窓とを仕切る部分に、遊技球が通過可能な筒状の遊技球通路を設けたことを特
徴とする請求項１～３のいずれかに記載のパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域内に複数の表示装置を備えたパチンコ機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技盤の前面に設けられた遊技領域内に複数の表示装置の図柄表示部を露出させ
てなるパチンコ機としては、たとえば特許文献１又は２に開示されているようなものがあ
る。特許文献１のパチンコ機では、複数の表示装置を左右へ並設しており、特許文献２の
パチンコ機では、複数の表示装置を上下に並設している。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２５４９９３号公報
【特許文献２】特開２００５－１６１０４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、パチンコ機においては、遊技者に迫力があり興趣に富んだ画像、映像を提供すべ
く表示面積の拡大が図られている。しかしながら、従来のパチンコ機では、遊技領域に開
口した表示窓内や表示窓後方等に、図柄表示部が遊技盤の前面と略平行になるように表示
装置を設置しているため、遊技者が視認可能な表示面積は表示窓の開口面積と同程度にし
かならない。ここで、遊技領域内において遊技球の流下スペースやチューリップ式電動役
物等の各種部材の設置スペース等を考慮すると、表示窓の開口面積は自ずと限られる。し
たがって、表示面積を拡大するためには、限られた開口面積をより有効に利用しなければ
ならないといった課題がある。
　また、遊技領域内に複数の図柄表示部を設ける場合、図柄表示部が遊技領域の中央部か
ら左右又は上下に離れるにつれ、遊技者の視野角から外れやすく、該図柄表示部における
表示内容が視認しづらくなるといった問題もある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みなされたものであって、限られた開口面積において
より広い表示面積を遊技者に視認させ得ることができ、また図柄表示部における表示内容
が視認しづらくなるといった不具合も生じないパチンコ機を提供しようとするものである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１に記載の発明は、遊技盤前面に遊技
球が流下する遊技領域が形成されており、遊技に係る演出を行う複数の液晶表示装置を、
それぞれの図柄表示部が前記遊技領域内に開設された開口部から露出するように設置して
なるパチンコ機であって、第一の液晶表示装置を、その図柄表示部が前記遊技盤の前面に
対して略平行となるように設置する一方、第二の液晶表示装置を、その図柄表示部が、前
記第一の液晶表示装置の図柄表示部と隣接し、且つ、前記遊技盤の前面に対して、前記第
一の液晶表示装置の図柄表示部から遠くなるにしたがい前方へせり出すように傾斜させて
設置し、前記第二の液晶表示装置の図柄表示部の一端が前記第一の液晶表示装置よりも後
方に位置する一方、他端が前記遊技盤の前面よりも前方へ突出する又は前記遊技盤の前面
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と同平面に位置することを特徴とする。
　尚、請求項１における「遊技に係る演出を行う」とは、所謂「大当たり抽選」の結果表
示に用いる数字や絵柄等からなる「特別図柄」を変動及び確定表示したりすることに加え
、キャラクターの動画等を用いた「キャラクター演出」等をも含む。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、第一の液晶表示装置の図柄
表示部が遊技領域の略中央部に位置する一方、第二の液晶表示装置の図柄表示部が、前記
遊技領域の周縁部へ向かうにしたがって前方にせり出すように傾斜していることを特徴と
する。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、第一の液晶表示装置
を設置するための第一の取付部材に、第二の液晶表示装置を設置するための第二の取付部
材を固定可能な固定部を設けたことを特徴とする。
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において、開口部の前
方を覆うようにフレーム状の飾り部材を設置し、当該飾り部材に、第一の液晶表示装置の
図柄表示部を視認可能とするための第一表示窓と、第二の液晶表示装置の図柄表示部を視
認可能とするための第二表示窓とを開設するとともに、前記第一表示窓と前記第二表示窓
とを仕切る部分に、遊技球が通過可能な筒状の遊技球通路を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、図柄表示部が遊技盤の前面に対して傾斜するような姿
勢で第二の液晶表示装置を設置している。したがって、第二の液晶表示装置に関し、図柄
表示部を遊技盤の前面と略平行に設置する場合と比較して、遊技者に同面積の開口部から
より広い表示面積を視認させ得ることができ、より多彩で迫力のある映像演出を実施する
ことができる。さらに、第二の液晶表示装置の図柄表示部が、第一の液晶表示装置の図柄
表示部と隣接し、且つ、第一の液晶表示装置の図柄表示部から遠くなるにしたがい前方へ
せり出すように傾斜させているため、両液晶表示装置にて一体感の高い表示演出を行うこ
とができる。加えて、第二の液晶表示装置の図柄表示部の一端が第一の液晶表示装置より
も後方に位置する一方、他端が遊技盤の前面よりも前方へ突出する又は遊技盤の前面と同
平面に位置するため、第二の液晶表示装置において、従来よりも立体感のある演出が可能
となる。
　また、請求項２に記載の発明によれば、第一の液晶表示装置の図柄表示部を遊技領域の
略中央部に位置させる一方、第二の液晶表示装置の図柄表示部を、遊技領域の周縁部へ向
けて前方にせり出すように傾斜させているため、遊技時における遊技領域の周縁部に位置
する第二の液晶表示装置の図柄表示部の視認性を向上することができる。
　さらに、請求項３に記載の発明によれば、第一の液晶表示装置を設置するための第一の
取付部材に、第二の液晶表示装置を設置するための第二の取付部材を固定可能な固定部を
設けているため、第二液晶表示装置の固定を限られた固定スペース内で確実に行うことが
できるし、空間の有効利用による構成の合理化を図ることができ、固定スペースがとれな
いため第二液晶表示装置をしなければならないといった事態も生じない。
　加えて、請求項４に記載の発明によれば、開口部の前方を覆うようにフレーム状の飾り
部材を設置し、当該飾り部材に、第一の液晶表示装置の図柄表示部を視認可能とするため
の第一表示窓と、第二の液晶表示装置の図柄表示部を視認可能とするための第二表示窓と
を開設するとともに、第一表示窓と第二表示窓とを仕切る部分に、遊技球が通過可能な筒
状の遊技球通路を設けている。したがって、開口部の前方をも遊技球が流下する流下態様
の多様なパチンコ機とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明に係るパチンコ機の一実施例について、図面をもとに説明する。
【００１０】
　まず、パチンコ機１の構造について、図１～５をもとに説明する。図１は、パチンコ機
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１全体の正面を示した説明図であり、図２は、各種遊技部材が設置された状態における遊
技盤１０の正面を示した説明図である。また、図３は、センター部材２２を取り外した状
態における遊技盤１０及び第一液晶表示装置１１、第二液晶表示装置１２を示した説明図
であり、図４は、センター部材２２の斜視説明図である。さらに、図５は、遊技盤１０と
両液晶表示装置１１、１２との位置関係を上方から示した説明図である。
【００１１】
　パチンコ機１は、パチンコ機１本体を支持する機枠２に、金属製のフレーム状部材であ
るミドル枠７（図６に示す）を介して遊技盤１０を設置してなるものであって、遊技盤１
０の前面側には、該遊技盤１０の前方を閉塞可能な前扉３が機枠２に対して片開き自在に
取り付けられている。そして、該前扉３により閉塞される遊技盤１０の前方空間（遊技盤
１０の前面）が、遊技球が流下する略円形の遊技領域１３となっている。遊技領域１３は
、その周囲を、円弧状に配設された外レール１９及び内レール２０等により囲まれており
、当該遊技領域１３へは、外レールと１９と内レール２０との間の発射通路を介して遊技
球を打ち込み可能となっている。また、遊技領域１３には、図示しない多数の遊技釘、遊
技球が通過可能なゲート部材１４、一対の爪片１５、１５を開閉動作可能に備えたチュー
リップ式電動役物１６、開閉動作可能な扉部材を有する大入賞装置１７、風車１８等が設
けられている。
【００１２】
　また、遊技領域１３（遊技盤１０）には、その中央から右方にかけて開口部２１が設け
られており、該開口部２１の一部前方を覆うようにセンター部材２２が設置されている。
該センター部材２２は合成樹脂製のフレーム状部材であって、後述する第一液晶表示装置
１１の表示部１１ａを露出させるための第一表示窓２３、及び第一液晶表示装置１１の右
方で、第二液晶表示装置１２の表示部１２ａ、１２ｂを露出させるための第二表示窓２４
ａ、２４ｂを備えている。また、第一表示窓２３の下縁には、遊技球を揺動可能なステー
ジ２５が設けられており、第一表示窓２３の左側部の内部には、遊技領域１３内を流下す
る遊技球を上記ステージ２５へ導くための誘導路（図示せず）が設けられている。加えて
、第一表示窓２３の上部には、普通図柄表示部８や保留数表示部９等を露出するための小
窓２６が開設されている。
【００１３】
　一方、第一表示窓２３の右側には、第一表示窓２３と第二表示窓２４ａ、２４ｂとを仕
切るように筒状の遊技球通路２７が上下方向へ延設されている。該遊技球通路２７は、セ
ンター部材２２の上面に入球口２７ａを有しており、該入球口２７ａから内部へ進入する
遊技球を、センター部材２２の下部に設けられた排出口２７ｂから排出するようになって
いる。また、遊技球通路２７は、正面視で開口部２１内に位置する中間部が遊技盤１０の
前面よりも後方に位置するように、側面視で凹状に形成されているとともに、該中間部の
第一表示窓２３の右側位置が、正面視で第二液晶表示装置１２の図柄表示部の前方に重な
る位置まで膨出する膨出部２８となっている。
【００１４】
　さらに、該膨出部２８からは、透明な合成樹脂製のフランジ部２９が左方（膨出部２８
内方）へ一体的に突設されている。該フランジ部２９は、その端縁部に沿って帯状のシー
ル部材３０を貼着してなる遮蔽部と、膨出部２８と遮蔽部との間の視認部２９ａとからな
り、視認部２９ａを介しては、その後方にある第二液晶表示装置１２の表示部１２ａ等を
視認することができるようにしている。一方、遮蔽部に貼着されているシール部材３０に
は遮光性を有する部材を用いており、遊技者から、当該貼着位置の後方に位置する第一液
晶表示装置１１の表示部周囲を支持する支持フレーム１１ｂを遮蔽している。
　加えて、上記第一表示窓２３の右方の開口窓を、仕切部により上下に仕切って第二表示
窓２４ａ、２４ｂが形成されているとともに、該第二表示窓２４ａ、２４ｂの右側部によ
り、第二液晶表示装置１２の表示部周囲を支持する支持フレーム１２ｃを遊技者から遮蔽
するようにしている。尚、２７ｃは、遊技領域１３内を流下する遊技球の第二表示窓２４
ａ、２４ｂ側への進入を防止するための防止壁であり、透明な合成樹脂により一体成形さ
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れている。
【００１５】
　加えて、遊技盤１０には、以下に記載の如き第一液晶表示装置１１及び第二液晶表示装
置１２が、遊技盤１０の開口部２１から各表示部を露出させて設置されている。
　第一液晶表示装置１１は、図柄表示部が遊技盤１０の前面と略平行になるような姿勢で
開口部２１から露出するように、取付部材５１を介して遊技盤１０の後面に取り付けられ
ている。そして、当該図柄表示部内の第一表示窓２３内に位置する所定領域が表示部１１
ａとして、後述する液晶制御基板３２ａの液晶制御ＭＰＵ３２ｂにて設定されている。一
方、第二液晶表示装置１２は、第一液晶表示装置１１の右方において、その図柄表示部が
、遊技盤１０の前面に対して所定角度傾斜するような姿勢で開口部２１から露出するよう
に取り付けられている。そして、図５に示す如く、図柄表示部の一方側端部が、第一液晶
表示装置１１よりも後方に位置し、他方側端部が遊技盤１０の前面よりも前方へ突出する
ようになっている。また、該第二液晶表示装置１２の図柄表示部内の上部領域が表示部１
２ａとして、下部領域が表示部１２ｂとして液晶制御ＭＰＵ３２ｂにて夫々設定されてい
る。尚、第二液晶表示装置１２の図柄表示部の傾斜方向は、遊技領域１３の中央から周縁
部へ向かって、徐々に前方へせり出す方向である。また、取付部材５１に右部には、第二
液晶表示装置１２を支持するための取付部材５２を取付可能な固定部５３が設けられてお
り、第二液晶表示装置１２は、取付部材５２を介して遊技盤１０の後面及び取付部材５１
に取り付けられる。
【００１６】
　尚、機枠２の下部には、遊技球を発射装置３６（図６に示す）へ供給するための供給皿
４、及び該供給皿から溢れた遊技球を貯留するための貯留皿５が片開き可能に取り付けら
れているとともに、発射装置３６を作動させるための発射ハンドル６等が設置されている
。
【００１７】
　一方、遊技盤１０の後方の構造について、図６をもとに説明する。図６は、パチンコ機
１を後方から示した説明図である。
　パチンコ機１の後方部には、遊技に係る制御（チューリップ式電動役物１６を開動作さ
せるか否かを判定する所謂「当たり判定」や大入賞装置１７の扉部材を断続的に開成させ
るか否かを判定する所謂「大当たり抽選」等）を行う主制御基板３１ａを収納した主制御
装置３１が設置されている。また、第一液晶表示装置１１及び第二液晶表示装置１２にお
ける図柄表示動作を制御する液晶制御基板３２ａ、スピーカからの効果音発生動作等を制
御する音制御基板３３ａ、主制御基板３１ａの指令のもとで液晶制御基板３２ａや音制御
基板３３ａ等を統合して制御するサブ統合基板３７ａ、普通図柄表示部８及び保留数表示
部９における表示動作を制御する表示制御基板３４ａ等が、夫々ケース部材内に収納され
た状態で設置されている。さらに、供給皿４へ賞品球を払い出すための払出装置３５、及
び発射ハンドル６の回動操作に伴って遊技球を発射する発射装置３６等が設置されている
。
【００１８】
　次に、パチンコ機１の制御機構について、図７をもとに説明する。図７は、パチンコ機
１の制御機構を示したブロック構成図である。
　主制御基板３１ａは、ＲＯＭやＲＡＭといった記憶手段やＣＰＵ等を内蔵したメインＭ
ＰＵ（Micro Processing Unit）３１ｂ、インターフェイス３１ｃ、タイマ３１ｄ等を搭
載してなり、インターフェイス３１ｃを介して、遊技球のゲート部材１４の通過を検出す
る通過検出スイッチ１４ａ、チューリップ式電動役物１６への遊技球の入賞を検出する入
賞検出スイッチ１６ａ、チューリップ式電動役物１６の爪片１５、１５を開閉動作させる
駆動装置１６ｂ、大入賞装置１７への遊技球の入賞を検出する入賞検出スイッチ１７ａ、
大入賞装置１７の扉部材を開閉動作させる駆動装置１７ｂ、払出装置３５、及び表示制御
基板３４ａ等と電気的に接続されている。また、主制御基板３１ａは、サブ統合基板３７
ａを介して、液晶制御基板３２ａ及び音制御基板３３ａと電気的に接続されている。
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【００１９】
　主制御基板３１ａのメインＭＰＵ３１ｂには、「当たり判定」に使用するａカウンタ、
「大当たり抽選」に使用するｃカウンタ、「大当たり抽選」に基づいて表示される「０」
～「９」の数字や絵柄等からなる特別図柄を決定するｄ、ｅ、ｆカウンタ、主に特別図柄
の変動継続時間である「特別変動態様」を決定するｇカウンタ等といったループカウンタ
が内蔵されている。各ループカウンタは、電源投入時から所定の規則に従って所定の数値
の間をごく短時間（１割込２．０００ｍｓ）のうちに１ずつ加算しながらループカウント
するもので、当該ループカウンタからの数値の取得は、乱数の取得とみなすことができる
。また、ａカウンタは０～１００（１０１通り）の間を、ｃカウンタは０～７００（７０
１通り）の間を夫々ループカウントするようになっており、メインＭＰＵ３１ｂは、遊技
球のゲート部材１４の通過を契機として、ループカウントしているａカウンタから１つの
数値を取得するとともに、遊技球のチューリップ式電動役物１６への入賞を契機として、
ループカウントしているｃ～ｇカウンタから１つの数値を取得する。
【００２０】
　また、メインＭＰＵ３１ｂには、第一液晶表示装置１１の表示部１１ａに確定表示され
る「特別図柄」がｄ、ｅ、ｆカウンタの各数値に対応付けて記憶されている。さらに、メ
インＭＰＵ３１ｂには、「大当たり抽選」の結果「はずれ」であった場合に使用する第一
特別変動態様テーブルと、「大当たり抽選」の結果「大当たり」であった場合に使用する
第二特別変動態様テーブルとが記憶されており、各特別変動態様テーブルにおいては、変
動継続時間が夫々異なる「特別変動態様」がｇカウンタの各数値に対応づけて設定されて
いる。
【００２１】
　さらに、メインＭＰＵ３１ｂは、たとえば「特別図柄」の変動表示中におけるチューリ
ップ式電動役物１６へ遊技球が入賞するような場合等に、当該入賞に伴う各カウンタの取
得数値を保留情報として記憶する保留記憶部や、「当たり判定」の結果に伴い普通図柄表
示部８に確定表示する「普通図柄」等も記憶している。尚、保留記憶部には、「当たり判
定」に係る保留情報と「大当たり抽選」に係る保留情報とが夫々４つずつ記憶可能となっ
ており、保留数表示部９においては、保留記憶部に記憶されている各保留情報の数を表す
表示がなされる。また、保留記憶部に記憶されている保留情報は、「普通図柄」の確定表
示や「特別図柄」の確定表示等に伴い順次消化され、該消化に伴い順次新たな保留情報が
記憶可能となる。
【００２２】
　一方、サブ統合基板３７ａは、サブ統合ＭＰＵ３７ｂ、インターフェイス３７ｃ、タイ
マ３７ｄ等を搭載してなり、インターフェイス３７ｃを介して、主制御基板３１ａ、液晶
制御基板３２ａ、及び音制御基板３３ａと電気的に接続されている。サブ統合ＭＰＵ３７
ｂには、第一特別変動態様テーブルにて「特別変動態様」が選択された場合における「特
別図柄」の変動表示態様やキャラクターの動画等を用いた「キャラクター演出」等といっ
た「詳細変動パターン」を決定するための第一詳細変動態様テーブル、第二特別変動態様
テーブルにて「特別変動態様」が選択された場合における「詳細変動パターン」を決定す
るための第二詳細変動態様テーブルが記憶されており、各詳細変動態様テーブルにおいて
は、複数の「詳細変動パターン」が「特別変動態様」に対応付けて設定されている。さら
に、サブ統合ＭＰＵ３７ｂには、通常遊技中等（たとえば、「大当たり状態」でない場合
等）に第一液晶表示装置１１から第二液晶表示装置１２にわたり表示される「背景図柄」
等も記憶されている。尚、一部の「詳細変動パターン」では、第一液晶表示装置１１から
第二液晶表示装置１２にわたり一連となる図柄や、変動表示中に「特別図柄」や「キャラ
クター」が第一液晶表示装置１１と第二液晶表示装置１２との間を往復するような表示演
出態様が含まれている。
　また、詳細変動態様テーブルと同様に、サブ統合ＭＰＵ３７ｂには第一音声テーブル及
び第二音声テーブルも記憶されており、各音テーブルには、複数の「音声パターン（各種
効果音や音声）」が「特別変動態様」に対応付けて設定されている。
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【００２３】
　さらに、液晶制御基板３２ａは、液晶制御ＭＰＵ３２ｂ及びインターフェイス３２ｃを
備えており、インターフェイス３２ｃを介してサブ統合基板３７ａ及び第一液晶表示装置
１１、第二液晶表示装置１２と電気的に接続されている。そして、サブ統合基板３７ａか
らの指令にもとづき、第一液晶表示装置１１及び第二液晶表示装置１２における「特別図
柄」の変動表示態様や「キャラクター演出」等を制御する。
　加えて、音制御基板３３ａは、音ＭＰＵ３３ｂ及びインターフェイス３３ｃを備えてお
り、インターフェイス３３ｃを介してサブ統合基板３７ａやスピーカと電気的に接続され
ている。そして、サブ統合基板３７ａからの指令にもとづき、スピーカからの音声の発生
動作を制御する。
【００２４】
　次に、パチンコ機１における遊技動作について、以下簡略に説明する。
　遊技者によって発射ハンドル６が回動操作されると、発射装置３６が作動して、遊技球
が遊技領域１３内へ打ち込まれる。遊技領域１３内へ打ち込まれた遊技球がゲート部材１
４を通過すると、通過検出スイッチ１４ａにより当該通過が検出される。そして、メイン
ＭＰＵ３１ｂは、当該通過検出のタイミングでループカウントしているａカウンタから１
つの数値を取得し、当該取得数値が所定の「当たり数値（たとえば“７”）」であるか否
かを判定するといった「当たり判定」を実施する。そして、「当たり判定」の結果、「当
たり」である（すなわち、取得数値が「当たり数値」である）場合、普通図柄表示部８に
おいて「普通図柄」を所定時間にわたり変動表示させた後、「当たり図柄」を確定表示す
るとともに、チューリップ式電動役物１６の爪片１５、１５を所定の時間（たとえば、０
．５秒間）だけ開動作させる。一方、「当たり判定」の結果、「はずれ」である場合には
、変動表示後、普通図柄表示部８に「はずれ図柄」を確定表示する。
　尚、「普通図柄」の変動表示中に、遊技球がゲート部材１４を通過した場合には、当該
通過検出のタイミングで取得されたａカウンタの数値が保留情報として記憶されることに
なる。
【００２５】
　また、遊技領域１３内を流下する遊技球がチューリップ式電動役物１６へ入賞すると、
入賞検出スイッチ１６ａにより当該入賞が検出される。そして、メインＭＰＵ３１ｂは、
当該入賞検出のタイミングでループカウントしているｃ～ｇカウンタから夫々１つの数値
を取得するとともに、ｃカウンタの取得数値が所定の「大当たり数値（たとえば、“０”
、“３００”）」であるか否かを判定するといった「大当たり抽選」を実施する。そして
、「大当たり抽選」の結果、「大当たり」である場合、メインＭＰＵ３１ｂは、ｄ～ｆカ
ウンタの取得数値に対応する「特別図柄」を読み出すとともに、第二特別変動態様テーブ
ルからｇカウンタの取得数値に対応する「特別変動態様」を選択し、該「特別図柄」及び
「特別変動態様」等をサブ統合基板３７ａへ出力する。また、当該出力後にタイマによる
時間計測を開始し、選択した「特別変動態様」に対応する変動継続時間の経過に伴い、サ
ブ統合基板３７ａへ変動停止信号を出力する。
【００２６】
　ここで、サブ統合ＭＰＵ３７ｂでは、受信した「特別変動態様」をもとに第二詳細変動
態様テーブルから対応する「詳細変動パターン」を読み出し、当該「詳細変動パターン」
にもとづいて、第一液晶表示装置１１及び第二液晶表示装置１２にて「特別図柄」が変動
表示されたり、「キャラクター演出」が行われたりするように液晶制御基板３２ａを制御
する。また、音声についても同様の制御を行う。そして、主制御基板３１ａからの変動停
止信号の受信にもとづいて、受信した「特別図柄」のうちｄカウンタの取得数値に対応す
る「特別図柄」を第一液晶表示装置１１の表示部１１ａに左右方向へ３つ並べて確定表示
させる。尚、変動表示中においては、第一液晶表示装置１１のみでなく、第二液晶表示装
置１２の表示部１２ａ、１２ｂ等においても「特別図柄」を表示する。
　さらに、主制御基板３１ａは、「特別図柄」が確定表示となった後、大入賞装置１７を
動作させ、扉部材が所定回数にわたり断続的に開成するといった「大当たり状態」を生起
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させる。
【００２７】
　一方、「大当たり抽選」の結果、「はずれ」である場合、メインＭＰＵ３１ｂは、ｄ～
ｆカウンタの取得数値に対応する「特別図柄」を読み出すとともに、第一特別変動態様テ
ーブルからｇカウンタの取得数値に対応する「特別変動態様」を選択し、該「特別図柄」
及び「特別変動態様」等をサブ統合基板３７ａへ出力する。また、「大当たり」の場合同
様、タイマによる時間計測を開始し、選択した「特別変動態様」に対応する変動継続時間
の経過に伴い、サブ統合基板３７ａへ変動停止信号を出力する。
【００２８】
　また、サブ統合ＭＰＵ３７ｂでは、受信した「特別変動態様」に対応する「詳細変動パ
ターン」を第一詳細変動態様テーブルから読み出し、当該「詳細変動パターン」にもとづ
いて、第一液晶表示装置１１及び第二液晶表示装置１２にて「特別図柄」が変動表示され
たり、「キャラクター演出」が行われたりするように液晶制御基板３２ａを制御する。さ
らに、音声についても同様の制御を行う
【００２９】
　ここで、「特別変動態様」が所謂「リーチ態様」に対応する場合、サブ統合ＭＰＵ３７
ｂは、ｄカウンタに対応する「特別図柄」を２つ左右方向へ確定表示した後に、ｆカウン
タに対応する「特別図柄」を２つの「特別図柄」の右側に確定表示する。尚、ｄカウンタ
の取得数値に対応する「特別図柄」とｆカウンタの取得数値に対応する「特別図柄」とで
、上記「大当たり状態」を生起させるような確定表示態様が構成されることを防止すべく
、当該場合には、予めメインＭＰＵ３１ｂにおいて、ｆカウンタの取得数値に更に「１」
を加えた「特別図柄」が読み出され、サブ統合基板３７ａへ出力されることになる。
　また、「特別変動態様」が「リーチ態様」でない場合、サブ統合ＭＰＵ３７ｂは、ｄ～
ｆカウンタに対応する「特別図柄」を左右方向へ確定表示する。尚、ｄカウンタの取得数
値に対応する「特別図柄」とｅカウンタの取得数値に対応する「特別図柄」とで「リーチ
態様」に該当するような確定表示態様が構成されることを防止すべく、当該場合には、予
めメインＭＰＵ３１ｂにおいて、ｅカウンタの取得数値に「１」を加えた「特別図柄」が
読み出され、サブ統合基板３７ａへ出力されることになる。
　尚、「特別図柄」の当該変動表示中に、遊技球がチューリップ式電動役物１６へ入賞し
た場合には、該入賞検出のタイミングで取得された各カウンタの数値が保留情報として記
憶されることになる。
【００３０】
　以上のように構成されるパチンコ機１では、第二液晶表示装置１２を、その図柄表示部
が遊技盤１０の前面に対して所定角度傾斜するような姿勢で開口部２１から露出するよう
に設置しているため、図柄表示部を遊技盤１０の前面と略平行に設置する場合と比較して
、遊技者に同面積の開口部からより広い表示面積を視認させ得ることができる。したがっ
て、より多彩で迫力のある映像演出を実施することができ、パチンコ機１の遊技性を向上
することができる。
【００３１】
　また、図柄表示部を傾斜させて第二液晶表示装置１２を設置するにあたり、遊技領域１
３の中央部から周縁部へ向かって徐々に前方へせり出すような傾斜方向としているため、
遊技時における遊技領域１３の周縁部に位置する表示部１２ａ、１２ｂの視認性を向上す
ることができる。
　さらに、第二液晶表示装置１２を、その図柄表示部が遊技盤の後方から前方へわたるよ
うに設置しているため、従来よりも立体感のある演出が可能となるし、第一液晶表示装置
１１に隣接設置しているため、両液晶表示装置１１、１２にて一体感の高い表示演出を行
うことができる。加えて、第二液晶表示装置１２の図柄表示部の一方側端部を、第一液晶
表示装置１１よりも後方に位置させているため、第二液晶表示装置１２の第一液晶表示装
置１１側の支持フレームを遊技者から遮蔽する部材を別途設ける必要がなく、部材点数の
削減、省スペース化を図ることができる。
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【００３２】
　さらにまた、遊技盤１０に、開口部２１の一部前方を覆うようなセンター部材２２を設
置し、当該センター部材２２に第一表示窓２３及び第二表示窓２４ａ、２４ｂを開設して
、各表示窓内から第一液晶表示装置１１又は第二液晶表示装置１２の表示部を露出させる
一方、センター部材２２の表示窓周縁部により各液晶表示装置の支持フレームを遊技者か
ら遮蔽するようにしているため、美観が損なわれたりしない。
　またさらに、第一表示窓２３と第二表示窓２４ａ、２４ｂとを仕切るように筒状の遊技
球通路２７を設けており、センター部材２２の上面に到達して入球口２７ａから進入した
遊技球をセンター部材２２の下部まで導くようにしている。したがって、遊技球の流下態
様が多様なパチンコ機１とすることができる。加えて、センター部材２２に遊技球通路２
７を設けることにより、遊技領域１３内に袋小路となるような部分が形成されず、球詰ま
り等が生じにくい。さらに、遊技球通路２７を設けることにより、遊技者は、遊技領域内
１３へ打ち込む全ての遊技球を遊技球通路２７へ導いていたのでは興趣に欠けるため、遊
技領域１３内への打ち込み強度を適切な強度に調整することになる。したがって、特に最
大打ち込み強度で遊技球が同一箇所に長時間にわたり衝突するといった事態の発生を防止
することができ、センター部材２２やレール部材等の遊技部材の損傷を防止することがで
きる。
【００３３】
　また、遊技球通路２７を、その中間部が遊技盤１０前面よりも後方に位置する凹状に形
成することにより、第二液晶表示装置１２の表示部１２ａ、１２ｂにおける表示をより視
認させやすくしている。
　さらに、該中間部の一部を第二液晶表示装置１２側へ膨出させるとともに、該膨出部２
８の内方へ透明なフランジ部２９を突設することにより、膨出部２８に隣接した位置に開
口部２１内を視認可能な視認部２９ａを設けている。したがって、遊技者に、開口部２１
内に露出する第二液晶表示装置１２の図柄表示部の最も後方部分における表示内容を視認
させ得ることができ、傾斜させて設置したことにより生じる立体感を最大限生かした表示
演出を実施することができる。
【００３４】
　さらにまた、フランジ部２９の第一液晶表示装置１１の支持フレーム１１ｂの前方とな
る位置には、遮光性を有するシール部材３０を貼着しているため、支持フレーム１１ｂが
見えることによる美観の低下といった事態を防止することができる。
　またさらに、センター部材２２に第一表示窓２３と第二表示窓２４ａ、２４ｂとを設け
ている、すなわち第一液晶表示装置１１の表示部周囲を被覆する部材と第二液晶表示装置
１２の表示部周囲を被覆する部材とを一体成形しているため、部材点数を少なくすること
ができ、設置作業の容易化、低コスト化等を図ることができる。
　加えて、第一液晶表示装置１１を設置する取付部材５１に、第二液晶表示装置１２を設
置する取付部材５２を固定可能な固定部５３を設けているため、第二液晶表示装置１２を
限られた固定スペース内で確実に固定することができるし、空間の有効利用による構成の
合理化を図ることができ、固定スペースがとれないため第二液晶表示装置をしなければな
らないといった事態も生じない。
【００３５】
　なお、本発明に係るパチンコ機の構成は、上記実施例に記載の態様に何ら限定されるも
のではなく、液晶表示装置やセンター部材の構成、配置等について、本発明の趣旨を逸脱
しない範囲で必要に応じて適宜変更することができる。
【００３６】
　たとえば、上記実施形態に記載のパチンコ機では、図柄表示部が遊技盤前面と略平行な
第一液晶表示装置の右方に、図柄表示部が遊技盤前面に対して傾斜する第二液晶表示装置
を設置しているが、第一液晶表示装置の上方や下方、或いは左方に第二液晶表示装置を設
置してもよいし、図柄表示部が傾斜する液晶表示装置を複数設置しても何ら問題はない。
つまり、上記実施形態における第二液晶表示装置を、上下に２つの液晶表示装置を連設す
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る等してもよく、当該構成を採用した場合には、第二表示窓を上下に仕切る仕切部（すな
わち、センター部材の一部）により液晶表示装置間のフレーム部分を遮蔽するように構成
すればよい。
　また、設置する液晶表示装置の全てを、図柄表示部が遊技盤に対して傾斜するように設
置することも可能である。さらに、図柄表示部を傾斜させた状態で液晶表示装置を設置す
るにあたり、上記実施例では図柄表示部が遊技盤の前方から後方にわたって位置するよう
に液晶表示装置を設置しているが、図柄表示部が遊技盤の後方又は前方においてのみ位置
するように液晶表示装置を設置することも可能であるし、図柄表示部の最前部が遊技盤の
前面と同平面内に位置するように設置してもよい。加えて、上記実施例では、同一の開口
部内に第一液晶表示装置と第二液晶表示装置とを隣接設置する構成としているが、液晶表
示装置毎に開口部を別途設けるようにしてもよく、その際、開口部間を遊技球が流下でき
るように構成することも当然可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】パチンコ機全体の正面を示した説明図である。
【図２】各種遊技部材が設置された状態における遊技盤の正面を示した説明図である。
【図３】センター部材を取り外した状態における遊技盤及び第一液晶表示装置、第二液晶
表示装置を示した説明図である。
【図４】センター部材の斜視説明図である。
【図５】遊技盤と両液晶表示装置との位置関係を上方から示した説明図である。
【図６】パチンコ機を後方から示した説明図である。
【図７】パチンコ機の制御機構を示したブロック構成図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１・・パチンコ機、１０・・遊技盤、１１・・第一液晶表示装置、１２・・第二液晶表
示装置、１１ａ、１２ａ、１２ｂ・・表示部、２１・・開口部、２２・・センター部材、
２３・・第一表示窓、２４ａ、２４ｂ・・第二表示窓、２６・・小窓、２７・・遊技球通
路、２８・・膨出部、２９・・フランジ部、２９ａ・・視認部、３０・・シール部材、３
１・・主制御装置、５１、５２・・取付部材、５３・・固定部。
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