
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技領域へ遊技球を発射する発射装置と、該発射装置へ供給する前の遊技球を貯留する

遊技球貯留皿とを備えた遊技機において、

ことを特
徴とする遊技機。
【請求項２】
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遊
技球貯留部を有する
前記遊技球貯留皿は、
　前記遊技球貯留部の前面および下面を覆う皿カバー部と、
　前記皿カバー部の左右両側に形成されるランプ装着部と、
　前記ランプ装着部にはめ込まれ、遊技状態の装飾を行う電気的発光手段を有するランプ
ユニットと、
を備え、
　前記ランプ装着部は、内側壁として前記遊技球貯留部の縁部より上方に延設された遊技
球貯留部囲い壁を備えるとともに、前記ランプユニットの前面を露出させるように当該ラ
ンプユニットがはめ込まれる枠体に構成し、
　前記ランプユニットは、前記遊技球貯留部囲い壁に形成された照明窓を介して光を遊技
球貯留部に照射して当該遊技球貯留部を照明する遊技球貯留部照明手段を備えた

前記遊技球貯留部内の遊技球を検出する球貯留量検出センサを該遊技球貯留部の左右方向
の複数箇所に配設し、
　前記皿カバー部は、前記球貯留量検出センサからの検出信号に基づき、前記遊技球貯留



ことを特徴とする請
求項１記載の遊技機。
【請求項３】

ことを特徴とする請求項１又は２記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ機等の遊技機に係わり、詳しくは前面装飾性等の向上を図った遊技機
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の遊技機は、島設備へ遊技機を設置するための機枠と、この機枠に開閉可能に備えら
れ遊技領域を形成した遊技盤を収納可能な前面枠と、この前面枠に対して開閉可能で遊技
領域の前面部を覆うクリア部材を保持して、遊技領域の外縁を構成するとともに前面側か
ら遊技領域を視認可能とするガラス枠と、前面枠に対して開閉可能でガラス枠の下部に備
えられて遊技球を貯留する上皿（遊技球貯留皿）が配設された開閉パネルと、この開閉パ
ネルの下部に備えられ上皿のオーバーフロー球や玉抜き球を受ける下皿（遊技球受け皿）
と発射装置の操作を行なう操作部と灰皿等が配設された操作パネル（下部パネル）と、か
ら構成されていた。
【０００３】
遊技領域には、可変表示装置、変動入賞装置、障害釘等が配設され、発射装置により遊技
球を遊技領域に発射することにより遊技を可能にしていた。そして上皿は、発射装置（詳
しくは発射装置における発射球待機部へ遊技球を送る玉送り装置）へ遊技球を供給する前
の遊技球を貯留するものであった。
また上皿は、賞球や玉貸しにより遊技球を排出する玉排出口を有し、この玉排出口から排
出された遊技球を多量に貯留するため横幅を広くした部分（遊技球貯留部）を備え、さら
に貯留した遊技球を前記玉送り装置に１個づつ供給するために横幅を絞った整列部を備え
ていた。
【０００４】
そして、従来の遊技機における遊技状態の報知や装飾、或いは枠側の機能である賞球や補
給（遊技機内の玉不足状態）等の枠情報の報知や装飾は、遊技盤におけるランプ（電球）
やＬＥＤ、或いは前面枠上部に配設されたパイロットランプやスピーカーによりおこなわ
れていた。
また、最近の遊技機においてはガラス枠を樹脂化してランプやＬＥＤを配設して主に遊技
状態の装飾を行なうものも考えられている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来の遊技機にあっては、前面装飾性等の面で、以下のような問題点があった
。
（イ）従来の遊技機の場合、遊技状態或いは枠情報の装飾や報知は、遊技盤や前面枠或い
はガラス枠で行っていて、上皿部（開閉パネル部）には装飾や報知を行なう機能が備えら
れていなかったため、遊技機全体での装飾や報知が行なえず、装飾性と報知効果の面で十
分ではなかった。
（ロ）特に最近の遊技店においては、照明や音響設備が充実した場合が多くなってきてい
るが、それらの遊技店にマッチした遊技機になっていなくて、遊技店の要望に応えられて
いなかった。
【０００６】
（ハ）また、最近の遊技店においては、遊技機の演出効果を上げるため店内照明を暗くし
て、より遊技機の照明を目立つようにしている場合があるが、それらの遊技店においても
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部における遊技球の貯留状態の報知を行う貯留状態報知手段を備えた

前記皿カバー部の下面に、前記遊技球貯留皿の下部に配設された操作パネルに光を照射す
る操作パネル照明手段を備えた



従来の遊技機の場合は装飾効果を十分にあげられるものではなかった。
（ニ）また、店内照明を暗くすることにより従来の遊技機の場合は、開閉パネル部回りが
暗くなってしまうため、上皿や下皿内の玉の残量の確認が困難になったり、上皿部におけ
るカード操作部や玉抜き操作部が見づらくなったり、などの点で問題があった。
【０００７】
そこで本発明は、遊技機前面の装飾性向上が実現できるとともに、遊技機において発生す
る多数種の状態報知又は状態演出が効果的に可能で、さらには店内照明が暗い場合でも上
皿内或いはカード操作部等が見やすい遊技機を提供することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的達成のため、請求項１記載の発明による遊技機は、遊技領域へ遊技球を発射する
発射装置と、該発射装置へ供給する前の遊技球を貯留する 遊技球貯
留皿とを備えた遊技機において、

ことを特
徴とする。
【０００９】
また、好ましい態様として、例えば請求項２記載のように、

【００１０】
また、例えば請求項３記載のように、

【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、パチンコ装置に適用した一実施例として図面を参照して説
明する。
【００１２】
Ａ．パチンコ装置の正面構成及び全体構造
まず図１により、本例のパチンコ装置１の正面構成及び全体構造について説明する。
このパチンコ装置１は、図１に示すように、この場合いわゆるＣＲ機（カードリーディン
グ機）と称されるもので、大きく分けてパチンコ機２と、遊技媒体貸出装置としてのカー
ド式玉貸機３（以下、単に玉貸機或いはカードサンドという）とによって構成され、これ
らが対をなして設置される。玉貸機３には、カードリーダーが内蔵され、前面にはプリペ
イドカードが挿入されるカード挿入口４等が設けられている。
【００１３】
パチンコ機２は、前面枠１１がこの前面枠１１の裏面側に配された機枠（図示省略）に対
して開閉自在に取付けられ、遊技領域が形成された遊技盤（図示略）は、この前面枠１１
の上側中央部に取付けられている。また、この前面枠１１には、その前面上側を覆うよう
にガラス枠１３（前面開閉枠）が開閉自在に取付けられ、このガラス枠１３により保持さ
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遊技球貯留部を有する

前記遊技球貯留皿は、
　前記遊技球貯留部の前面および下面を覆う皿カバー部と、
　前記皿カバー部の左右両側に形成されるランプ装着部と、
　前記ランプ装着部にはめ込まれ、遊技状態の装飾を行う電気的発光手段を有するランプ
ユニットと、
を備え、
　前記ランプ装着部は、内側壁として前記遊技球貯留部の縁部より上方に延設された遊技
球貯留部囲い壁を備えるとともに、前記ランプユニットの前面を露出させるように当該ラ
ンプユニットがはめ込まれる枠体に構成し、
　前記ランプユニットは、前記遊技球貯留部囲い壁に形成された照明窓を介して光を遊技
球貯留部に照射して当該遊技球貯留部を照明する遊技球貯留部照明手段を備えた

前記遊技球貯留部内の遊技球
を検出する球貯留量検出センサを該遊技球貯留部の左右方向の複数箇所に配設し、
　前記皿カバー部は、前記球貯留量検出センサからの検出信号に基づき、前記遊技球貯留
部における遊技球の貯留状態の報知を行う貯留状態報知手段を備えたようにしてもよい。

前記皿カバー部の下面に、前記遊技球貯留皿の下部
に配設された操作パネルに光を照射する操作パネル照明手段を備えたようにしてもよい。



れるガラス１４（クリア部材）を介して前面枠１１に取付けられた遊技盤前面の遊技領域
が視認可能となっている。また、このガラス枠１３の下側には、前面枠１１の前面下側を
覆うように、開閉パネル１５が配置され、前面枠１１に対して開閉自在に取付けられてい
る。さらに、この開閉パネル１５の前面側には、上皿１６（遊技球貯留皿）と操作パネル
１７が上下に配置されている。
【００１４】
なお上皿１６及び操作パネル１７は、例えば開閉パネル１５の前面の上下にそれぞれ取付
けられて開閉パネル１５とともに前面枠１１に対して開閉自在に設けられている。また、
これら上皿１６及び操作パネル１７は、開閉パネル１５に一体成形されていてもよいし、
開閉パネル１５に対して別体の部材をネジ止め等により固定して設けてもよい。
またこのパチンコ機は、遊技盤、前面枠１１、機枠、ガラス枠１３、開閉パネル１５、上
皿１６、及び操作パネル１７等を構成する主な構成部材が、全て合成樹脂により形成され
ている。そしてこの場合、これら合成樹脂の成型方法としては、ガスインジェクション法
を採用しているが、これについては図６，７により後述する。
またクリア部材は、上記ガラス１４（ガラス板）に限られず、例えば透明又は半透明のプ
ラスチックボードであってもよいことはいうまでもない。
【００１５】
また、遊技盤の前面には、パチンコ玉を上方から落下させつつアウトあるいはセーフの判
定を行う領域（遊技領域）が形成され、入賞口に玉が入って有効にセーフとなる場合は、
所定数の賞品玉が上皿１６に排出されるように制御される構成となっている。
なおここでは、遊技盤における遊技領域はどのようなものでもよく、遊技球を使用するパ
チンコ遊技機であれば、任意の構成を取り得る。例えば、いわゆる「第１種」に属するも
ので、複数の図柄を可変表示可能な可変表示装置を備え、この表示装置における可変表示
結果が予め定められた特別図柄で表示されたことを条件に遊技者に有利な特別遊技状態（
大当り状態）を発生可能な遊技機でもよい。また、表示装置の図柄内容を変化させてゲー
ムを行うもので、「第３種」に属する遊技機、あるいは表示装置を備えた他の種類の遊技
機、いわゆる「第２種」に属する遊技機、又はその他の機種（例えば、他種タイプ）等に
幅広く適用が可能である。また、表示装置を備えていない各種類の遊技機にも適用するこ
とができる。
本例では「第１種」に属するタイプのものを用いた例を以下説明する。
【００１６】
前面枠１１は、上部の左右両側に、後述のスピーカー１５９（図６に示す）が内蔵され、
この箇所の表面に複数形成された放音孔１９又は２０を経由して前面側にステレオ音が放
音される構成となっている。
また、前面枠１１の開閉側（右側）の縁部には、前面枠１１及びガラス枠１３の施錠装置
（図示省略）の鍵挿入部２１が形成されている。前面枠１１を開く場合には、鍵挿入部２
１に所定のキーを挿入して一方向（例えば時計回り方向）に回動操作すれば、施錠装置の
ロック状態が解除されて前面枠１１のみがオープンし、また鍵挿入部２１に所定のキーを
挿入して他方向（例えば反時計回り方向）に回動操作すれば、ガラス枠１３が前面枠１１
に対してオープンする。
なお、挿入したキーを一方向に所定角度（例えば９０度）回転させると前面枠１１がオー
プンし、さらに一方向に所定角度（例えばさらに９０度）回転させるとガラス枠１３もオ
ープンするといった構成とすることもできる。
【００１７】
また、開閉パネル１５は、例えばガラス枠１３を開けることにより、オープン可能となり
、ガラス枠１３が閉じていると、図示省略した係止部によりガラス枠１３に対して係止し
開動不能とされる（即ち、ロックされる）。或いは、開閉パネル１５を前面枠１１に対し
て施錠する施錠装置を設け、この施錠装置の解錠操作部を内部（ガラス枠１３の裏側等）
に設けて、ガラス枠１３を開けることにより、この解除操作部が操作可能となる構成でも
よい。
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なお、図１に示すように、鍵挿入部２１は若干ガラス枠１３側に食込むように配置されて
おり、ガラス枠１３の側端面には、これに対応する位置に断面半円状の切り欠きが形成さ
れている。
【００１８】
ガラス枠１３は、ほぼ中央に開口部１３ａが形成され、開口部１３ａを通して遊技盤にお
ける遊技領域が見えるようになっている。このガラス枠１３の上部、即ちガラス面（視認
領域）上部は、上方まで大きく延びており、またこのガラス枠１３の上部左右両側は、前
述のスピーカーの配置場所を避けるように、湾曲した外形となっていて、結果としてガラ
ス枠１３は全体として楕円形状の外形となっている。
このガラス枠１３の外周部前面側には、前面側に突出するように膨出状に形成された前面
開閉枠装飾部材３０が設けられている。この前面開閉枠装飾部材３０は、ガラス枠１３の
前面縁部における上辺部と左右の側辺部とに連続状態に配設され、内側に複数の電気的発
光源（電球或いはＬＥＤ等）が連続的に配設されたカバー部材よりなるもので、表面形状
により或いは色分けにより区画されることにより、パイロットランプ３１、補給ランプ３
２、玉排出ランプ３３、ガラス枠ＬＥＤ部３４，３５、及び後述のガラス枠ランプ３４ａ
，３５ａが各部に形成されている。
すなわち、前面開閉枠装飾部材３０を構成するカバー部材の上辺部が左右に細長い流線形
とされ、さらに例えば赤系統の色に着色されることにより、パイロットランプ３１が形成
されている。また、上辺部の左右両側（パイロットランプ３１の左右両側）の帯状部分が
色分けされることにより（例えば灰色系統の色に着色されることにより）、補給ランプ３
２、或いは玉排出ランプ３３がそれぞれ形成されている。また、左右側辺部の略中央には
、縦長の線状部分が前面に小さく膨出するように区画され、左右側辺部の全体が例えば黄
色系統の色に着色されているのに対して、この縦長部分のみが例えば赤系統の色に着色さ
れることにより、ガラス枠ＬＥＤ部３４，３５が形成されている。
なお、前面開閉枠装飾部材３０内には、上記各ランプやＬＥＤ部以外の部分（例えば、ガ
ラス枠ＬＥＤ部３４，３５に隣接する両側部分）にも複数の発光源（電球等）が連続状態
に配設されており、以下これをガラス枠ランプ３４ａ，３５ａと称することとする。
【００１９】
上皿１６は、賞出又は玉貸しにより排出された発射前の遊技球を一時保持し、これら遊技
球を前面枠１１の裏面下側に設けられた発射装置（図示省略）への玉送り装置（図示省略
）に順次供給するもので、左右両側には自動車のヘッドライトをイメージしたようなデザ
インの上皿ランプ２２，２３（電気的装飾手段）が設けられ、さらに前面中央には、カー
ド操作部２４が形成されている。なお、この上皿１６の詳細構成については、図２～図５
により後述する。
また、操作パネル１７には、灰皿２５と、下皿２６（遊技球受け皿）と、下皿２６に貯留
された玉を外部下方に抜くための玉抜きレバー２７と、前記発射装置の操作を行う発射操
作ハンドル２８（発射操作部）とが設けられている。
なお、図１において符号１６ａで示すものは、前面枠１１の裏面等に設けられた排出装置
（図示略）から送出される賞球や貸玉を上皿１６内に排出するための上皿排出口であり、
また符号２６ａで示すものは、発射されたが遊技領域に達しなかったファール球や、上皿
１６から抜き出された玉や、上皿１６がいっぱいになったときに図示省略したオーバーフ
ロー流路から流出する賞球等（いわゆるオーバーフロー球）を、下皿２６内に排出するた
めの下皿排出口である。
【００２０】
なお、このパチンコ機の前面形状（前面開閉枠装飾部材３０、上皿１６、灰皿２５、下皿
２６、発射操作ハンドル２８等の形状）は、各部が丸みをおびた表面形状で前面に膨出す
る形とされ、全体としてコンセプトカーのような流面形スタイルとなっている。
また、各表面には一定の色彩が施されていてもよいし、統一された模様をなすカラフルな
色彩が施されていてもよい。
【００２１】
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Ｂ．上皿の構造
（ａ）第１例
次に、上皿１６の構成の第１例について、図２～図４により説明する。図２は上皿１６の
斜視図であり、図３は上皿１６の分解斜視図であり、図４は上皿ランプ２３の分解斜視図
である。
上皿１６は、図２に示すように、前述した前面開閉枠装飾部材３０の両側下端に連続する
ように開閉パネル１５の上部前面に取付けられたもので、図３に示すように、開閉パネル
１５に取付けられる裏面カバー４０と、この裏面カバー４０の前面に取付けられる前面カ
バー５０と、この前面カバー５０の左右両側に取付けられて前記上皿ランプ２２，２３を
構成するランプユニット６０，７０と、前面カバー５０の内面に取付けられる玉貯留量表
示基盤８０及びカード操作基盤９０と、前記前面カバー５０の下面に取付けられる操作パ
ネル照明ランプ１００（操作パネル照明手段）とを備える。
【００２２】
裏面カバー４０は、図３に示すように、遊技球を貯留する皿状の遊技球貯留部４１と、こ
の遊技球貯留部４１の左右両側に形成された扇状の取付け板部４２，４３とを有するもの
である。
そして、遊技球貯留部４１内の奥面左側には、前述の上皿排出口１６ａを構成する開口部
４４が形成され、また遊技球貯留部４１の下面右側には、上皿１６内（遊技球貯留部４１
内）の玉を下皿２６に移す玉通路開閉用の玉抜きレバー４５が設けられている。また、こ
の遊技球貯留部４１の下面における左右方向の複数箇所（例えば３箇所）には、玉貯留量
検出センサー４６をワンタッチで装着するための取付部４７が形成されている。
【００２３】
なお、玉貯留量検出センサー４６は、近接スイッチ等よりなり遊技球貯留部４１内の遊技
球を検出するもので、図２に示すように上皿１６の遊技球貯留部４１の左右方向の複数箇
所（この場合３箇所）に配設されて、順次右側（発射装置への供給側）に移動する遊技球
貯留部４１内の遊技球の残量を後述の排出制御装置２２０又は枠制御装置３００が判定す
るためのものである。すなわち、遊技球貯留部４１内の遊技球の残量が少なくなると、遊
技球貯留部４１内の左側には遊技球が存在しなくなり、より残量が少なくなるにつれ、こ
の遊技球が存在しない位置は右側に移動することになって、これにつれてより左側に位置
するセンサー４６の検出部からの検出信号が出力されなくなるので、これにより排出制御
装置２２０等が遊技球の残量を検知するようになっている。
また、取付部４７に装着された玉貯留量検出センサー４６の配線４６ａは、開閉パネル１
５等の開閉枠のヒンジ側を経由して裏面側に引回されて、前面枠１１の裏面等に配設され
た後述の排出制御装置２２０等に接続されている。
【００２４】
取付け板部４２，４３は、裏面カバー４０の取付状態において、前述した前面開閉枠装飾
部材３０の両側下部に接合されるもので、前面カバー５０を取付けるためのネジを裏面か
ら挿入するための貫通孔４２ａ，４３ａが、それぞれ複数箇所（図３では３箇所）に形成
されている。
また、これら取付け板部４２，４３の内縁上部には、図２に示す表示カード４８の両端を
それぞれ上から挿入するための縦方向の溝４２ｂ，４３ｂがそれぞれ形成され、これによ
り前記表示カード４８が上皿１６の奥面の表示カード設置部に脱着自在に配置できる構成
となっている。
なお、ここで表示カード４８は、遊技や遊技店のルールの説明や、特別台であることの表
示等を行うパネルである。
【００２５】
前面カバー５０は、図３に示すように、裏面カバー４０における遊技球貯留部４１の前面
及び下面を覆う皿カバー部５１と、この皿カバー部５１の左右両側に形成され、前記取付
け板部４２，４３の前面を覆うとともに、ランプユニット６０，７０がそれぞれ裏面側か
らはめ込まれるランプ装着部５２，５３とを備える。
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皿カバー部５１の前面中央には、カード操作基盤９０の後述する操作パネル９１を前面に
露出させるための開口５４が形成され、またこの皿カバー部５１の前面上縁部における左
側、中央及び右側には、それぞれ後述の玉貯留量表示ＬＥＤ８１又は９２を露出させるた
めの角孔５５，５６，５７がそれぞれ複数個（この場合３個）横並びに形成されている。
なお、上記開口５４に、カード操作基盤９０の後述する操作パネル９１がはめ込まれるこ
とにより、前述のカード操作部２４が構成される。
【００２６】
ランプ装着部５２，５３は、前面が略球面状である三角錐形のランプユニット６０，７０
がそれぞれ裏面側からはめ込まれる枠体であり、裏面及び前面が開口して、はめ込まれた
ランプユニット６０，７０の前面（発光部）が前面に露出するようになっている。また、
これらランプ装着部５２，５３の内側壁５２ｃ，５３ｃには、後述する上皿照明ランプ７
４の出力光を導いて遊技球貯留部４１内に照射する照明窓５２ａ，５３ａがそれぞれ形成
されている。なお、これら照明窓５２ａ，５３ａは、遊技球貯留部４１に向って開口した
もので、この開口部を介して光を照射するものであってもよいし、或いは透明又は半透明
とされて光を透過させることで遊技球貯留部４１内に照射するものであってもよい。
なおここで、ランプ装着部５２，５３の内側壁５２ｃ，５３ｃは、遊技球貯留部４１の縁
部より延設された本発明の遊技球貯留部囲い壁として機能している。
また、ランプ装着部５２，５３の内部裏面側における前述の貫通孔４２ａ，４３ａに対応
する位置には、図３に示すように取付けボス５２ｂ，５３ｂが形成され、これら取付けボ
ス５２ｂ，５３ｂには前述の前面カバー５０を取付けるためのネジが裏面から捩じ込み可
能なネジ穴が形成されている。
【００２７】
ランプユニット６０，７０は、前面カバー５０の上記ランプ装着部５２，５３に装着され
ることにより、前述の上皿ランプ２２，２３を構成するもので、これらは互に左右対称構
造であるため、以下代表として右側のランプユニット７０について図４により説明し、左
側のランプユニット６０についてはその詳細構成の説明を省略する。
ランプユニット７０は、ランプケース７１内に、上皿ランプの本体である電球７２（電気
的発光手段）及び反射部材７３と、遊技球貯留部４１の照明手段である上皿照明ランプ７
４（遊技球貯留部照明手段）とを取付け、ランプケース７１の前面をカバー７５で覆った
ものである。
【００２８】
ここでランプケース７１は、前述のランプ装着部５２，５３内に装着可能な三角錐形状の
もので、略球面状の前面が開口し、この開口の周縁の複数箇所（この場合３箇所）には、
カバー７５をネジ止めするためのネジ穴７１ａが形成されている。
このランプケース７１の内側面には、上皿照明ランプ７４を内側に露出させるための開口
７６と、この開口７６の周囲に複数形成されて上皿照明ランプ７４を搭載した基盤７４ａ
に弾力的に係合する固定片７７と、反射部材７３の前面に形成された固定部７３ａ，７３
ｂに弾力的に係合する固定片７８ａ，７８ｂとが形成されている。
また、このランプケース７１における、前述の裏面カバー４０の扇状の取付け板部４２，
４３に接合する側面には、前述の貫通孔４３ａに対応する３箇所の位置に取付け片７１ｂ
が突設され、これら取付け片７１ｂには前述の貫通孔４３ａから挿通される取付けネジが
貫通する貫通孔がそれぞれ形成されて、前述の貫通孔４３ａから挿通される取付けネジに
より、前面カバー５０のランプ装着部５３とランプユニット７０とが、前述の扇状の取付
け板部４３に一体的に締結される構成となっている。
【００２９】
電球７２は、反射部材７３の後部内にその先端の発光部がはめ込まれた状態に取付けられ
、その配線７２ａは、ランプケース７１の底面等に形成された開口（図示省略）から引出
され、開閉パネル１５等の開閉枠のヒンジ側を経由して前面枠１１の裏面等に配設された
後述の遊技盤制御装置２００又は枠制御装置３００に接続されており、後述する如く点灯
制御される。
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反射部材７３は、電球７２から出力された光を反射して前面側に放射する金属製の部材で
、ランプケース７１内に全体が収納される形状寸法とされており、ランプケース７１内に
はめ込むと前述の固定片７８ａ，７８ｂが固定部７３ａ，７３ｂに弾力的に係合して、ワ
ンタッチで取付け可能となっている。
【００３０】
上皿照明ランプ７４は、電球或いはＬＥＤ等よりなり基盤７４ａに搭載されたもので、基
盤７４ａを前述の固定片７７に係合させて取付けるだけで、ワンタッチでランプケース７
１内の所定位置に装着可能となっており、この電球７４の出力光は、前述した照明窓５３
ａを介して遊技球貯留部４１内に照射される構成となっている。なお、上皿照明ランプ７
４の配線７４ｂは、ランプケース７１の底面等に形成された開口（図示省略）から引出さ
れ、開閉パネル１５等の開閉枠のヒンジ側を経由して前面枠１１の裏面等に配設された後
述の排出制御装置２２０又は枠制御装置３００に接続されており、後述する如く点灯制御
される。
【００３１】
またカバー７５は、ランプケース７１の前面開口を覆うように外形が三角形で略球面状の
形状とされ、透明又は半透明とされて反射部材７３により反射された光も含めて上皿ラン
プ（電球７２）からの出力光をパチンコ機の前面側に透過させるものである。このカバー
７５の三つの角部には、それぞれネジ挿通用の貫通孔７５ａが形成され、これら貫通孔７
５ａに挿通したネジをランプケース７１の前述のネジ穴７１ａに捩じ込むことにより、こ
のカバー７５がランプケース７１に取付けられる。
なお、このカバー７５には、例えば黄色系統の色を着色し、上皿ランプ（電球７２）から
の出力光を着色してさらに装飾効果を高めるようにしてもよい。
【００３２】
次に玉貯留量表示基盤８０は、図３に示すように、前述の皿カバー部５１の上縁部の内側
における左側及び右側の２箇所に、それぞれネジ止め等により取付けられるもので、前述
の角孔５５，５７からそれぞれ前面側に露出する玉貯留量表示ＬＥＤ８１（貯留状態報知
手段）をこの場合３個づつ搭載している。なお、これら玉貯留量表示ＬＥＤ８１の配線８
２は、開閉パネル１５等の開閉枠のヒンジ側を経由して前面枠１１の裏面等に配設された
後述の排出制御装置２２０又は枠制御装置３００に接続されており、後述する如く点灯制
御される。
【００３３】
カード操作基盤９０は、前述の皿カバー部５１の上縁部の内側における中央位置にネジ止
め等により取付けられるもので、前述の開口５４にはめ込まれてカード操作部２４を構成
する操作パネル９１と、前述の角孔５６から前面側に露出する玉貯留量表示ＬＥＤ９２（
貯留状態報知手段）とを搭載している。
ここで、操作パネル９１には、図３に示すように、玉貨機３に投入されたプリペードカー
ドの残高を表示するカード残高表示器９４と、玉を購入するときに操作される玉貸釦９５
と、プリペイドカードを排出するときに操作されるカード排出釦９６と、玉貸しの有効状
態を表示する玉貸し有効表示ＬＥＤ９７とが設けられている。
なお、このカード操作基盤９０の配線９３（玉貯留量表示ＬＥＤ９２や操作パネル９１上
の機器の配線）は、開閉パネル１５等の開閉枠のヒンジ側を経由して前面枠１１の裏面等
に配設された後述の排出制御装置２２０又は枠制御装置３００或いは中継装置２２４等に
接続されており、玉貯留量表示ＬＥＤ９２は後述の排出制御装置２２０又は枠制御装置３
００により後述の如く点灯制御される。
【００３４】
操作パネル照明ランプ１００は、例えばネオン管よりなるもので、前面カバー５０の下面
に取付けられて、操作パネル１７（特に、灰皿２５、下皿２６、発射操作ハンドル２８等
）に光を照射するものである。
この操作パネル照明ランプ１００の配線１０１は、開閉パネル１５等の開閉枠のヒンジ側
を経由して前面枠１１の裏面等に配設された後述の発射制御装置２１０や排出制御装置２
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２０或いは枠制御装置３００に接続され、後述の如く点灯制御される。
【００３５】
（ｂ）第２例
次に、上皿１６の構成の第２例について、図５により説明する。図５は右側のスピーカー
ユニットの分解斜視図である。
この例の上皿１６は、前述の第１例における上皿ランプ２２，２３の箇所に、ランプユニ
ット６０，７０に代えてスピーカーユニットを取付けたものであり、他の構成は第１例と
同様であるので、他の構成については同符号を付してその説明を省略する。
なお本例のスピーカーユニットも、左右両側で対称構造であるため、以下右側のスピーカ
ーユニット１１０についてのみ説明する。
【００３６】
スピーカーユニット１１０は、図５に示すように、スピーカーケース１１１の内部に、ス
ピーカー１１２（音声発生手段）を取付け、前面をカバー１１３で覆ったものである。
ここでスピーカーケース１１１は、前面カバー５１のランプ装着部５２，５３内に装着可
能な三角錐形状のもので、略球面状の前面が開口し、この開口の周縁の複数箇所（この場
合３箇所）には、カバー１１３をネジ止めするためのネジ穴１１１ａが形成されている。
このスピーカーケース１１１の内側面には、スピーカー１１２に弾力的に係合する固定片
１１４，１１５が形成されている。
また、このスピーカーケース１１１における、前述の裏面カバー４０の扇状の取付け板部
４２，４３に接合する側面には、前述の貫通孔４３ａに対応する３箇所の位置に取付け片
１１１ｂが突設され、これら取付け片１１１ｂには前述の貫通孔４３ａから挿通される取
付けネジが貫通する貫通孔がそれぞれ形成されて、前述の貫通孔４３ａから挿通される取
付けネジにより、前面カバー５０のランプ装着部５３とスピーカーユニット１１０とが、
前述の扇状の取付け板部４３に一体的に締結される構成となっている。
【００３７】
なお、スピーカー１１２の配線（図示省略）は、スピーカーケース１１１の底面等に形成
された開口（図示省略）から引出され、開閉パネル１５等の開閉枠のヒンジ側を経由して
前面枠１１の裏面等に配設された後述の遊技盤制御装置２００又は枠制御装置３００に接
続されており、後述する如く制御される。
またカバー１１３は、スピーカーケース１１１の前面開口を覆うように外形が三角形で略
球面状の形状とされ、複数の放音孔１１３ａが形成されてスピーカー１１２からの出力音
を前面側に放音するものである。このカバー１１３の三つの角部には、それぞれネジ挿通
用の貫通孔１１３ｂが形成され、これら貫通孔１１３ｂに挿通したネジをスピーカーケー
ス１１１の前述のネジ穴１１１ａに捩じ込むことにより、このカバー１１３がスピーカー
ケース１１１に取付けられる。
【００３８】
Ｃ．前面枠の構造
次に、前面枠１１の構造を、図６，７により説明する。図６は前面枠１１の裏面図、図７
は前面枠１１の部分断面斜視図である。
前面枠１１は、図６に示すように、外周縁１５１が裏側に折返された全体として額縁状の
もので、この場合遊技盤を収納する取付けフレーム１５２とともに後述するガスインジェ
クション法による合成樹脂の成形によって一体的に形成されている。また、外周縁１５１
と取付けフレーム１５２の外周面との間には、前面枠１１の裏面側外周部の空間を直角に
仕切る複数の補強リブ１５３が一体形成されるとともに、補強金属板１５４，１５５を取
付けるためのネジ穴が形成された取付けボス１５６が複数箇所に一体成形さられている。
【００３９】
なお補強金属板１５４は、前面枠１１の裏面側上辺部を覆うように取付けられるもので、
また補強金属板１５５は、前面枠１１の裏面側における左右両側部を覆うように取付けら
れるものである。各補強金属板１５４，１５５には、これらを前面枠１１に固定するため
に前述の取付けボス１５６に捩じ込まれるネジを挿通するための貫通孔１５４ａ，１５５
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ａが対応位置に形成されている。
また、前面枠１１の裏面の上辺部の左右両側において補強リブ１５３により仕切られた空
間は、スピーカー収納部１５７，１５８を構成しており、これらスピーカー収納部１５７
，１５８に前述のスピーカー１５９が収納されて取付けられている。なお、スピーカー１
５９の配線１５９ａは、補強金属板１５４の配線用開口１５４ｂから引出されて、前面枠
１１の裏面（遊技盤の裏面）等に配設された後述の遊技盤制御装置２００又は枠制御装置
３００に接続されている。
【００４０】
そして、この前面枠１１の裏面側の折返し隅部（外周縁１５１の内側隅部、或いは取付け
フレーム１５２の外周側の隅部等）には、図６，７で符号１６１，１６２で示すように、
外周に沿う方向に連続する肉厚部が形成され、これら肉厚部１６１，１６２をガスチャン
ネルとして、この前面枠１１の樹脂成形がガスインジェクション法により行われる構成と
なっている。
ここで用いられるガスインジェクション法は、成形時に成形品の裏面側の隅部（折返し部
分）に肉厚部（ガスチャンネル）を形成し、この肉厚部の内部にガスを注入して成形する
合成樹脂の成形方法であり、金型内部からガスを注入する方法と、成形品の外側からノズ
ルにより注入する方法とがある。なお、図６に示す前面枠１１の場合には、裏面下辺部中
央に形成されたガス注入ゲート１６３や、或いは裏面上辺部中央に形成されたガス注入ゲ
ート１６４から、それぞれ肉厚部１６１，１６２に対してノズルによりガスを注入する方
法を採用している。
【００４１】
なお本例では、前面枠１１のみならず、前面枠１１が取付けられる機枠（図示省略）、ガ
ラス枠１３、開閉パネル１５、或いは操作パネル１７等の少なくとも主要部が、全て上記
ガスインジェクション法による合成樹脂の成形により構成されている。
また、従来は、例えば前面枠等を樹脂成形する場合には、主に樹脂の内部に発泡気体を注
入する発泡成形（低発泡成形等）により樹脂の肉厚を増やすことにより強度を高めていた
。しかし、このような従来の成形方法では、肉厚のために重量が非常に重くなってしまう
という問題や、肉厚になってしまうために例えば前面枠の裏面側に各種機構体を配置する
ような空間部が形成できなくなるという問題があったが、本例のガスインジェクション法
であれば、このような問題点が解決されて以下のような優れた効果が奏される。
すなわち、肉薄に成形でき軽量になるとともに、中空部（ガス注入部）の形成によりリブ
効果が発揮されて強度が向上する。また、いわゆるヒケやソリといった樹脂成形における
不具合の発生が格段に抑制され、寸法精度も向上する。また、肉薄であるため、例えば前
面枠の裏面側に各種機構体（例えば、本例ではスピーカー１５９）を配置するような場合
でも十分に配置スペースを確保できるとともに、釘打ちが可能になる。さらに、肉厚の違
う部材を一体成形する場合でも、ヒケやソリといった不具合が発生しないので、より複雑
な形状の部材を一体品として製作でき、部品点数の軽減や設計の自由度向上に貢献できる
。
【００４２】
Ｄ．制御系の構成（第１例）
次に、図８は本発明を適用したパチンコ装置における制御系の第１例のブロック図である
。
図８において、この制御系は大きく分けると、遊技盤制御装置２００、発射制御装置２１
０、排出制御装置２２０、及びこれら各制御装置に接続されるセンサや表示器等の各種機
器によって構成される。
遊技盤制御装置２００は、マイクロコンピュータを含む回路で、例えば遊技盤の裏面に取
付けられたボードユニット（図示省略）により実現されている。
この遊技盤制御装置２００は、図８に示すように、遊技盤に設けられた各種電気機器２０
１（例えば普通電動始動口の始動スイッチや駆動ソレノイド、特別入賞装置のカウントス
イッチや継続スイッチ或いは駆動ソレノイド、普通図柄表示器等）や、表示制御装置２０
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２との間で信号の授受を行い、遊技盤上の特別入賞装置や普通図柄表示装置、或いは可変
表示装置（特別図柄表示装置）を制御して遊技を進行させるものである。また遊技盤制御
装置２００は、スピーカー１５９や、前面開閉枠装飾部材３０内のパイロットランプ３１
、ガラス枠ＬＥＤ３４，３５、ガラス枠ランプ３４ａ，３５ａ、及び左右の上皿ランプ（
電球７２等）にそれそれ接続されて、これらを制御し、後述するような遊技状態に関する
各種報知又は演出（枠ＬＥＤ制御処理）を行う機能も有する。
【００４３】
なお、ここで表示制御装置２０２は、遊技盤制御装置２００から命令やデータを受けて可
変表示装置（図示略）の図柄を可変作動させるための制御を行うものである。
また、遊技盤制御装置２００は、遊技盤外部入出力端子２０４及び中継装置２３１を介し
て、遊技ホールの集中管理コンピュータ２３０に接続され、各種の遊技情報（例えば大当
り回数等）が送受信されるようになっている。ここで、中継装置２３１は、例えば遊技ホ
ールにおいて複数の遊技機が設置される遊技島に遊技機毎に設けられるものであって、こ
の場合店員を呼出すための呼出ランプを備える。
【００４４】
発射制御装置２１０は、発射関連機器２１１（例えば、発射装置や発射操作ハンドル２８
等）との間で信号の授受を行い、発射操作ハンドル２８の操作に応じて遊技球を発射させ
る発射制御を行うものである。また発射制御装置２１０は、上皿１６の下面に設けられた
操作パネル照明ランプ１００に接続されて、これを制御し、後述するような発射状態に関
する報知又は演出（枠ＬＥＤ制御処理）を行う機能も有する。
【００４５】
次に、排出制御装置２２０は、排出関連機器２２１（例えば入賞球センサ、排出装置等）
や補給スイッチ２２２、オーバーフロースイッチ２２３或いはガラス枠スイッチ（図示略
）との間で信号の授受を行うとともに、中継装置２２４を介して玉貸機（カードサンド）
３と信号を送受信して、排出制御を行うものである。
ここで、排出制御とは、入賞があったときに所定数の賞球を排出したり、玉貸し指令に基
づいて貸し玉を排出する制御である。
また排出制御装置２２０は、上皿１６に設けられた前述の操作パネル照明ランプ１００、
上皿照明ランプ７４、玉貯留量表示ＬＥＤ８１（左右２ヵ所）又は９２、或いは前面開閉
枠装飾部材３０内の補給ランプ３２、玉排出ランプ３３、ガラス枠ランプ３４ａ，３５ａ
にそれそれ接続されて、これらを制御し、後述するような排出状態やその他の枠情報（補
給スイッチオン状態、オーバーフロースイッチオン状態、ガラス枠開放状態含む）に関す
る各種報知又は演出（枠ＬＥＤ制御処理）を行う機能も有する。
【００４６】
また、発射制御装置２１０及び排出制御装置２２０は、枠外部入出力端子２１２及び中継
装置２３１を介して、遊技ホールの集中管理コンピュータ２３０に接続され、各種の枠情
報が送受信されるようになっている。ここで、枠情報には、例えば、玉補給信号（大）、
玉補給信号（小）、玉発射信号、賞球排出信号、及びガラス枠開放信号等がある。なお、
ガラス枠開放信号は、ガラス枠１３の施錠装置等に設けられてガラス枠１３の開放を検出
するガラス枠スイッチ（図示略）の信号を受けて、この場合排出制御装置２２０より出力
される。
【００４７】
Ｅ．制御系の動作（第１例）
次に、上記第１例の制御系により行われるパチンコ機の制御について説明する。なおここ
では、繁雑になるのを避けるため、発射制御装置２１０による発射制御、及び排出制御装
置２２０による排出制御についての説明は省略する。
（ａ）遊技制御
まず、遊技制御の概要について説明する。遊技制御は、遊技盤制御装置２００により行わ
れる。
始動スイッチからの信号により、遊技盤上の普通電動始動口（図示略）に玉が入ったこと
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を検知した遊技盤制御装置２００は、可変表示装置の表示図柄を回転させるとともに、所
定の大当り確率に基づいて、所定のタイミングで乱数抽出等を行って特別遊技状態（大当
り状態）を発生させるか否かの判定処理を実行し、さらに可変表示装置の停止図柄を決定
して、これに応じて可変表示装置の表示図柄を変化させる。
例えば、大当りと決定した場合には、可変表示装置の表示図柄を最終的にゾロ目（例えば
「７７７」）で停止させ、大当りでない場合には、表示図柄をゾロ目以外の状態（例えば
「２２７」）で停止させる。
なおこの際の大当り確率の設定は、例えば乱数抽出において大当りとなる数字の設定数の
増減等により行われる。この大当り確率は、いわゆる確率変動を行わないノーマル機にお
いては予め設定された一定値であるが、いわゆる確率変動機と呼ばれる機種の場合には、
遊技盤制御装置２００の遊技制御中の処理において、遊技状態に応じて自動的に設定変更
され増減する。例えば、大当りしたときの表示図柄が、所定の確率変動図柄であることを
条件に、その後の大当り確率を一定期間増加させる等の処理が行われる。
また、可変表示装置の表示図柄の回転を停止させる際には、所定の条件によりリーチ発生
か否かを決定し、リーチ発生の場合には所定のリーチアクションを行う。例えば、大当り
を発生させないと決定した場合でも、決定された停止図柄の左右が等しい場合（例えば「
２３２」）には、まず、左右の図柄を所定の停止図柄（「２」）に停止させた後、中央の
図柄をゆっくり回転させた後、最終的に所定の停止図柄（「３」）に停止させるという表
示動作を行って、遊技のスリル等を高める演出を行う。
なおこの際、遊技盤制御装置２００の制御により、前面開閉枠装飾部材３０内のガラス枠
ＬＥＤ３４，３５等が点灯制御（詳細後述する）され、スピーカー１５９（或いはスピー
カー１１２）から効果音出力が行われることによっても、このリーチアクションの演出が
行われる。
【００４８】
そして、前述の判定で大当りと決定し、可変表示装置の表示図柄を最終的にゾロ目（例え
ば「７７７」）で停止させると（即ち、大当りが発生すると）、遊技盤制御装置２００は
以下の大当り処理を行う。すなわち、特別変動入賞装置の大入賞口を所定期間開放して開
く動作を複数回連続させる。例えば、特別変動入賞装置のカウントスイッチから検知され
る入賞球の数をカウントして所定数となったときに大入賞口を閉じる処理を行い、また大
入賞口の開放中に継続スイッチの信号によりいわゆるＶ入賞した玉があったことを判別し
た場合には、一定の限界に達するまで再度連続して大入賞口を開放する処理を実行し、大
当り状態を継続する。
なおこの大当り状態においても、遊技盤制御装置２００の制御により、上皿ランプ、又は
前面開閉枠装飾部材３０内のパイロットランプ３１、ガラス枠ランプ３４ａ，３５ａ等が
点灯制御（詳細後述する）されることにより、或いはスピーカー１５９（或いはスピーカ
ー１１２）から効果音が放音されることによって、この大当り状態の演出が行われる。
【００４９】
また、遊技盤制御装置２００は、上記大当りに関する処理を行う一方で、普通図柄表示器
（通常一桁の数字等を回転表示する表示器で、以下普図という。）の動作を伴う普図当り
に関する処理も行う。
すなわち、所定のセンサによりいわゆる遊技盤上の普図始動ゲート（いわゆるゴーチャッ
カー）を玉が通過したことを検知した遊技盤制御装置２００は、遊技盤上の普図の表示図
柄を回転させるとともに、所定の普図当り確率に基づいて、所定のタイミングで乱数抽出
等を行って普図当り状態を発生させるか否かの判定処理を実行し、さらに普図の停止図柄
を決定して、これに応じて普図の表示図柄を変化させる。
例えば、普図当りと決定した場合には、普図の表示図柄を最終的に所定の図柄（例えば「
７」）で停止させ、普図当りでない場合には、表示図柄を所定の図柄以外の状態（例えば
「２」）で停止させる。
【００５０】
そして、上述の判定で普図当りと決定し、普図の表示図柄を最終的に所定の図柄（例えば
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「７」）で停止させると（即ち、普図当りが発生すると）、遊技盤制御装置２００は以下
の普図当り処理を行う。すなわち、例えばチューリップタイプの普通電動始動口を所定時
間（通常０．５秒程度）開く動作を行い、普通電動始動口に入賞し易くする。
なお、上記普図当り処理において、普図の表示図柄の回転を開始し、最終的にいずれかの
図柄に停止させるまでの時間（以下、普図回転時間という。）は、通常は例えば６０秒程
度であるが、例えば前述の大当りが発生した後の一定期間においては、この普図回転時間
を例えば５～６秒に短くして、普図当りが生じ易くする処理（以下、普図時短制御）が行
われる。そして、この普図時短制御中に普図当りとなると、普通電動始動口を開く時間を
例えば３秒程度に長くする。また、この普図時短制御は、例えば可変表示装置の表示図柄
回転（大当り判定処理）が所定回数（例えば５０回）行われると終了する。
【００５１】
（ｂ）遊技盤制御装置による枠ＬＥＤ制御処理
次に、上皿に設けられた各ランプ類や、前面開閉枠装飾部材３０の各ランプ類を点灯又は
点滅させることによって行われる報知又は演出処理（以下、枠ＬＥＤ制御処理という。）
であって、遊技盤制御装置２００により行われるものについて、図９のフローチャートに
より説明する。
なおこの処理は、上記遊技制御の処理の一部であって、プログラム上では、上記遊技制御
のメインルーチン（図示省略）、或いはその下位のサブルーチンに対するサブルーチンと
して実行される処理である。そして、遊技制御のメインルーチンは、パチンコ装置の電源
投入と同時に開始され、例えば最終ステップ終了後のリセット待ち処理において所定のサ
イクルタイムでハード的に割込みがかかって繰返し実行され、これに伴ってこの処理もメ
インルーチンの一部として繰返し実行される。
【００５２】
この処理のサブルーチンが開始されると、まずステップＳ１００で大当り状態であるか否
か判定され、大当り状態であればステップＳ１０２～Ｓ１０６に順次進み、大当り状態で
なければステップＳ１０８に進む。
ステップＳ１０２～Ｓ１０６では、大当り状態の報知及び演出のために、前面開閉枠装飾
部材３０内のパイロットランプ３１を点滅させる処理、ガラス枠ランプ３４ａ，３５ａを
移動点滅させる処理、左右の上皿ランプ２２，２３（電球７２）を点滅させる処理を順次
行い、ステップＳ１１４に進む。
これらステップＳ１０２～Ｓ１０６の処理により、大当り状態の枠側装飾による報知及び
演出が従来にない効果的なものとなる。すなわち、前面開閉枠であるガラス枠１３の周縁
部分（上辺部及び左右両側辺部）と、ガラス枠１３の両側下端に位置する自動車のヘッド
ライトのような上皿ランプ２２，２３の点滅により、パチンコ機前面全体での電気的な光
の装飾による従来にない斬新的な演出がなされる。特に、遊技店の照明が暗い場合でも、
自動車のヘッドライトのような上皿ランプ２２，２３の点滅により遊技者に強い印象を与
える効果的な演出がなされる。また、大当りしたことが他の遊技者や遊技店の係員に直に
認識させることができる。
なおここで、移動点滅とは、連続的に配置された複数の発光源を順次連続的に点滅させる
ことで、点灯しているランプやＬＥＤ等の位置が順次一方向又は両方向に進んで行くよう
な点滅制御の方式をいう。
【００５３】
次にステップＳ１０８では、リーチ状態であるか否か判定され、リーチ状態であればステ
ップＳ１１０，Ｓ１１２に順次進み、リーチが発生していなければステップＳ１１４に進
む。
ステップＳ１１０，Ｓ１１２では、リーチ状態の報知及び演出のために、前面開閉枠装飾
部材３０内のガラス枠ランプ３４ａ，３５ａ或いはガラス枠ＬＥＤ３４，３５を点滅させ
る処理を行い、ステップＳ１１４に進む。
具体的には、ガラス枠ランプ３４ａ，３５ａ或いはガラス枠ＬＥＤ３４，３５の全ての発
光源を例えば同期させて一体的に点滅させる。

10

20

30

40

50

(13) JP 3916173 B2 2007.5.16



これにより、リーチ状態の枠側装飾による報知及び演出が従来にない効果的なものとなる
。すなわち、前面開閉枠であるガラス枠１３の周縁（即ち遊技領域の周囲）において、電
気的な光の装飾による演出がなされる。
【００５４】
次にステップＳ１１４では、確率変動状態であるか否か判定され、確率変動状態であれば
ステップＳ１１６に進み、確率変動状態でなければステップＳ１１８に進む。
ステップＳ１１６では、確率変動状態の報知及び演出のために、前面開閉枠装飾部材３０
内のパイロットランプ３１を所定のパターン（パターン１）で移動点滅させる処理を行い
、ステップＳ１１８に進む。
具体的には、例えばパイロットランプ３１内の複数の発光源を右端から左端に向けて順次
点滅させ、点灯している箇所が右端から左端に移動するような移動点滅を行う。
これにより、確率変動状態の枠側装飾による報知及び演出が従来にない効果的なものとな
る。すなわち、前面開閉枠であるガラス枠１３の上辺部において、電気的な光の装飾によ
る演出がなされる。
【００５５】
次にステップＳ１１８では、普図時短制御中か否か判定され、普図時短制御中であればス
テップＳ１２０に進み、普図時短制御中でなければステップＳ１２２に進む。
ステップＳ１２０では、普図時短状態の報知及び演出のために、前面開閉枠装飾部材３０
内のパイロットランプ３１を所定のパターン（パターン２）で移動点滅させる処理を行い
、ステップＳ１２２に進む。
具体的には、例えばパイロットランプ３１内の複数の発光源を中央から左右両側に向けて
順次点滅させ、点灯している箇所が中央から右左両端に移動するような移動点滅を行う。
これにより、普図時短状態の枠側装飾による報知及び演出が従来にない効果的なものとな
る。すなわち、前面開閉枠であるガラス枠１３の上辺部（即ち遊技領域の上部）において
、電気的な光の装飾による演出がなされる。
なお、移動点滅のパターンを、確率変動状態と普図時短状態とで異ならせたことにより、
他の遊技者や係員に状態の違いを的確に認識させることができる。
【００５６】
次にステップＳ１２２では、変動中（可変表示装置の表示図柄が回転中）か否か判定され
、変動中であればステップＳ１２４に進み、変動中でなければメインルーチン等にリター
ンする。
ステップＳ１２４では、変動中の報知及び演出のために、前面開閉枠装飾部材３０内のガ
ラス枠ＬＥＤ３４，３５のみを点滅させる処理を行い、終了後にメインルーチン等にリタ
ーンする。
具体的には、ガラス枠ＬＥＤ３４，３５の全ての発光源（ＬＥＤ）を同期させて一体的に
点滅させる。
これにより、変動中の枠側装飾による報知及び演出が従来にない効果的なものとなる。す
なわち、前面開閉枠であるガラス枠１３の周縁部（即ち遊技領域の周縁部）において、電
気的な光の装飾による演出がなされる。
また、各遊技状態に対応する状態信号は、呼出しランプを備えた中継装置２２４に送信さ
れ、中継装置２２４の呼出しランプにおいてもこの遊技状態に応じた点灯表示が行われ、
遊技機と島設備とで一体的な装飾及び報知が行われる。
【００５７】
（ｃ）発射制御装置によるによる枠ＬＥＤ制御処理
次に、発射制御装置２１０により行われる枠ＬＥＤ制御処理について、図１０のフローチ
ャートにより説明する。
なおこの処理は、発射制御の処理の一部であって、プログラム上では、発射制御のメイン
ルーチン（図示省略）、或いはその下位のサブルーチンに対するサブルーチンとして実行
される処理である。そして、発射制御のメインルーチンは、パチンコ装置の電源投入と同
時に開始され、例えば最終ステップ終了後のリセット待ち処理において所定のサイクルタ
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イムでハード的に割込みがかかって繰返し実行され、これに伴ってこの処理もメインルー
チンの一部として繰返し実行される。
【００５８】
この処理のサブルーチンが開始されると、まずステップＳ１３０で発射処理中であるか否
か判定され、発射処理中であればステップＳ１３２，Ｓ１３４に順次進み、発射処理中で
なければメインルーチン等にリターンする。なお、ステップＳ１３０での発射処理中であ
るか否かの判定は、発射装置のソレノイドが駆動中であるか否か、或いは発射操作ハンド
ル２８に設けられたタッチセンサの検出信号が出力されているか否かにより行われる。
ステップＳ１３２，Ｓ１３４では、発射状態の報知及び演出のために、上皿１６の下面に
設けられた操作パネル照明ランプ１００を点灯させる処理、上皿照明ランプ７４を点灯さ
せる処理を行い、メインルーチン等にリターンする。
【００５９】
これにより、発射状態の枠側装飾による報知及び演出が従来にない効果的なものとなる。
すなわち、操作パネル照明ランプ１００により操作パネル１７（灰皿２５，下皿２６及び
発射操作ハンドル２８）に光が照射され、また上皿照明ランプ７４により上皿１６の遊技
球貯留部４１等に光が照射されて電気的な光の装飾がなされる。また、遊技店の照明が暗
い場合でも、上皿１６、カード操作部２４、下皿２６、灰皿２５、さらには発射操作ハン
ドル２８等が遊技者によく見えて便利となる。
またこの場合、発射操作ハンドル２８の近傍が発光することになるため、特に発射状態の
報知が確実になる。
なお、発射制御装置２１０により行われる枠ＬＥＤ制御処理は、上記のような発射状態に
基づく処理に限られず、例えばカードによる玉貸しが有効中であるときのみに、上記操作
パネル照明ランプ１００や上皿照明ランプ７４を点灯させる処理であってもよい。
【００６０】
（ｄ）排出制御装置によるによる枠ＬＥＤ制御処理
次に、排出制御装置２２０により行われる枠ＬＥＤ制御処理について、図１１のフローチ
ャートにより説明する。
なおこの処理は、排出制御の処理の一部であって、プログラム上では、排出制御のメイン
ルーチン（図示省略）、或いはその下位のサブルーチンに対するサブルーチンとして実行
される処理である。そして、排出制御のメインルーチンは、パチンコ装置の電源投入と同
時に開始され、例えば最終ステップ終了後のリセット待ち処理において所定のサイクルタ
イムでハード的に割込みがかかって繰返し実行され、これに伴ってこの処理もメインルー
チンの一部として繰返し実行される。
【００６１】
この処理のサブルーチンが開始されると、まずステップＳ１４０で賞球処理中（賞球排出
処理中）であるか否か判定され、賞球処理中であればステップＳ１４２に進み、賞球処理
中でなければステップＳ１４４に進む。
ステップＳ１４２では、賞球処理の報知及び演出のために、前面開閉枠装飾部材３０内の
玉排出ランプ３３を点灯させる処理を行い、ステップＳ１４４に進む。具体的には、玉排
出ランプ３３内のＬＥＤ９８を例えば同期させて一体的に点灯させる。
これにより、前面開閉枠装飾部材３０において他の部分と異なる固有の色彩が施された玉
排出ランプ３３のみが発光して、賞球処理の枠側装飾による報知及び演出が的確かつ効果
的なものとなる。
【００６２】
次にステップＳ１４４では、玉貸し処理中（貸し玉排出処理中）であるか否か判定され、
玉貸し処理中であればステップＳ１４６に進み、玉貸し処理中でなければステップＳ１４
８に進む。
ステップＳ１４６では、玉貸し処理の報知のために、前面開閉枠装飾部材３０内の玉排出
ランプ３３を点灯させる処理を行い、ステップＳ１４８に進む。具体的には、玉排出ラン
プ３３内のＬＥＤ９８を例えば同期させて一体的に点灯させる。
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これにより、前面開閉枠装飾部材３０において他の部分と異なる固有の色彩が施された玉
排出ランプ３３のみが発光して、玉貸し処理の報知が的確になされる。
【００６３】
次に、ステップＳ１４８で補給スイッチ２２２がオンであるか否か判定され、オンであれ
ばステップＳ１５０に進み、オンでなければステップＳ１５２に進む。なおここで、補給
スイッチ２２２とは、前面枠１１の裏面上部等に取付けられて遊技島側から補給される遊
技球を一時的に貯留する貯留タンク内に設けられたセンサで、この貯留タンク内の遊技球
が残り少なくなるとオンするものであり、この補給スイッチのオンにより遊技球の補給処
理が島側に指令されて実行される。
ステップＳ１５０では、補給スイッチのオン状態の報知のために、前面開閉枠装飾部材３
０内の補給ランプ３２を点灯させる処理を行う。具体的には、補給ランプ３２内の複数の
発光源を例えば同期させて一体的に点灯させる。
これにより、前面開閉枠装飾部材３０において他の部分と異なる固有の色彩が施された補
給ランプ３２のみが発光して、補給スイッチオン状態の枠側装飾による報知が的確になさ
れる。
【００６４】
次にステップＳ１５２では、ガラス枠スイッチがオンであるか否か判定され、オンであれ
ばステップＳ１５４に進み、オンでなければステップＳ１５６に進む。なおここで、ガラ
ス枠スイッチ（図示省略）とは、ガラス枠１３の施錠装置等に設けられてガラス枠１３の
開放を検出するスイッチである。
ステップＳ１５４では、ガラス枠開放状態の報知のために、前面開閉枠装飾部材３０内の
ガラス枠ランプ３４ａ，３５ａを単独で優先的に点灯させる処理を行う。具体的には、ガ
ラス枠ランプ３４ａ，３５ａ内の複数の発光源を他のランプ類の点灯状態に係わらず例え
ば同期させて一体的に点灯させる。
これにより、ガラス枠１３が開放されると、このガラス枠１３の両サイドが発光すること
になり、ガラス枠１３が開放状態であることの報知が的確になされるとともに、不正にガ
ラス枠１３を開放したことが即刻係員に分り不正行為が防止される。
【００６５】
次にステップＳ１５６では、オーバーフロースイッチ２２３がオンであるか否か判定され
、オンであればステップＳ１５８に進み、オンでなければステップＳ１６０を実行した後
にメインルーチン等にリターンする。なおここで、オーバーフロースイッチ２２３とは、
下皿２６に賞球等をオバーフローさせる流路内に設けられ、この流路内に遊技球が充満し
たこと、即ち下皿２６がいっばいであること（オバーフロー状態）を検出するスイッチで
ある。
ステップＳ１５８では、上記オバーフロー状態の報知のために、操作パネル照明ランプ１
００を単独で優先的に点滅させる処理を行う。
これにより、オバーフロー状態であることが、操作パネル１７（特に下皿２６）への光の
間欠的な照射により、的確に報知される。
【００６６】
次にステップＳ１６０では、玉貯留量検出センサー４６に基づく前述の上皿１６内の遊技
球の残量検知が行われ、この残量を表示すべく、上皿１６の前面上縁に沿って横方向に複
数配設された前述の玉貯留量表示ＬＥＤ８１（左右２箇所）又は９２（合計３箇所）のう
ち、この残量に応じた箇所のＬＥＤのみを点灯させる。
具体的には、例えば上皿１６の遊技球貯留部４１内の３個の玉貯留量検出センサー４６の
検出信号に基づき、遊技球が存在している位置に対応するＬＥＤのみを点灯させる。
これによって、遊技店の照明が暗い場合でも、遊技球貯留部４１内を覗くことなく遊技者
は確実に遊技球の残量を知ることができる。すなわち、この場合玉貯留量表示ＬＥＤ８１
又は９２のうち全てのＬＥＤが点灯していれば、遊技球貯留部４１内の左端近傍まで遊技
球が存在し、残量が多いことが分るし、また例えば玉貯留量表示ＬＥＤ８１又は９２のう
ち右端の一部のＬＥＤのみが点灯していれば、遊技球貯留部４１内の右側だけに遊技球が
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存在し、残量が少ないことが分る。
【００６７】
以上のように本例では、遊技球貯留皿（上皿１６）の所定箇所に、或いはこの遊技球貯留
皿に隣接して備えられ、遊技に関連した状態の装飾或いは報知を行なう電気的装飾手段と
、これら電気的装飾手段を制御する制御手段（遊技盤制御装置２００、発射制御装置２１
０、排出制御装置２２０）とを備えた。
そして、前記電気的装飾手段としては、遊技球貯留皿の両側部に配設されて遊技状態の装
飾を行なう電気的発光手段（上皿ランプ２２，２３）、或いは遊技球貯留皿の両側部に配
設されて遊技状態の音声装飾を行なう音声発生手段（スピーカー１１２）と、遊技球貯留
皿における遊技球の貯留状態の報知を行なう貯留状態報知手段（玉貯留量表示ＬＥＤ８１
，９２）と、遊技球貯留皿における遊技球貯留部４１を照明する遊技球貯留部照明手段（
上皿照明ランプ７４）と、操作パネル１７を照明する操作パネル照明手段（操作パネル照
明ランプ１００）とを設けた。
特に、上記遊技球貯留部照明手段（上皿照明ランプ７４）は、遊技球貯留皿における遊技
球貯留部４１の縁部より延設した遊技球貯留部囲い壁（内側壁５２ｃ，５３ｃ）を形成し
、この遊技球貯留部囲い壁の壁面に配設した。
したがって、以下の効果を得ることができる。
【００６８】
（１）遊技球貯留皿の所定箇所に装飾或いは報知を行なう電気的装飾手段を備えたことに
より、遊技機全体で装飾や報知が行なえ、従来の遊技機よりも装飾効果及び報知効果が向
上する。また、最近の設備の充実した遊技店においても装飾的にマッチしたものになり、
遊技店の要望に応えられるものになる。
（２）特に上記電気的装飾手段として、遊技球貯留皿の両側に配設され、遊技状態の装飾
を行なう電気的発光手段（上皿ランプ２２，２３）を設けたため、自動車のヘッドライト
のような従来にない斬新で強烈な感覚を遊技者に与えることができて、装飾効果の格段の
向上が実現される。
（３）また、前記電気的装飾手段として、遊技球貯留皿における遊技球の貯留状態の報知
を行なう貯留状態報知手段（玉貯留量表示ＬＥＤ８１，９２）を有しているため、遊技球
貯留皿内を遊技者が覗かなくても遊技球の貯留量が的確かつ容易に（間接的に）認識でき
、例えば、照明を暗くするような遊技店においてはより効果的である。
（４）また、電気的装飾手段として、遊技球貯留皿における遊技球貯留部を照明する遊技
球貯留部照明手段（上皿照明ランプ７４）を設けているため、遊技球の貯留量が的確に（
直接的に）認識でき、例えば、照明を暗くするような遊技店においてはより効果的である
。
【００６９】
（５）また、遊技球貯留皿における遊技球貯留部４１の縁部より延設した遊技球貯留部囲
い壁（内側壁５２ｃ，５３ｃ）を形成し、この遊技球貯留部囲い壁の壁面に遊技球貯留部
照明手段（上皿照明ランプ７４）を配設したことにより、貯留部４１より遊技球がこぼれ
ることを防止するとともに、囲い壁により貯留部が見ずらくなることがない。また、遊技
球貯留部照明手段により遊技球貯留部に光が照射されるので店内の照明を暗くする遊技店
にも対応する。
（６）また、電気的装飾手段として、遊技球貯留皿の両側部に配設されて遊技状態の音声
装飾を行なう音声発生手段（スピーカー１１２）を設けた場合には、遊技機前面の比較的
低位置からの従来にない斬新な音声出力が可能であり、音声装飾効果が向上する。また、
ステレオ出力回路を備えることにより、ステレオ音を効果的に出力可能である。
（７）また、電気的装飾手段として、操作パネルを照明する操作パネル照明手段（操作パ
ネル照明ランプ１００）が設けられているため、下皿２６の玉貯留状態や発射操作ハンド
ル２８の操作状態が的確に認識でき、照明を暗くするような遊技店においても効果的であ
る。また、本例においては、灰皿も照明しているため、灰皿の位置がよく分り灰が落ちる
などを防止する効果もある。

10

20

30

40

50

(17) JP 3916173 B2 2007.5.16



【００７０】
Ｆ．制御系の構成（第２例）
次に、図１２は本発明を適用したパチンコ装置における制御系の他の例（第２例）のブロ
ック図である。なお、図８に示す第１例の制御系と同様の構成要素には同符号を付してそ
の説明を省略する。
この第２例の制御系は、各ランプ類やスピーカーの制御（即ち、枠ＬＥＤの制御処理等）
を専用に行う枠制御装置３００を備える点に特徴を有する。
枠制御装置３００は、例えばマイクロコンピュータを含む回路で、例えば前面枠の裏面或
いはガラス枠裏面に取付けられたボードユニット（図示省略）により実現されている。
この枠制御装置３００は、図１２に示すように、他の制御装置（遊技盤制御装置２００，
排出制御装置２２０及び発射制御装置２１０）と、各ランプ類（２２，２３，３１，３２
，３３，３４，３５，７４，８１，９２，１００）とに接続され、他の制御装置からの信
号（遊技情報，発射情報及び排出情報等）に応じて、後述するように各ランプ類等を制御
するものである。またこの枠制御装置３００は、スピーカー１５９，１１２に接続されて
、スピーカーによる音出力処理も行う。
【００７１】
Ｇ．制御系の動作（第２例）
次に、上記第２例の制御系により行われるパチンコ機の制御について説明する。なおここ
では、枠制御装置３００による枠ＬＥＤ制御処理のみを、図１３及び図１４のフローチャ
ートにより説明し、他の制御（遊技制御等）は、第１例と同様であるので、その説明を省
略する。
なおこの処理は、例えばパチンコ装置の電源投入と同時に開始され、最終ステップ終了後
のリセット待ち処理（図示略）において所定のサイクルタイムでハード的に割込みがかか
って繰返し実行される。
【００７２】
この処理が開始されると、まずステップＳ２００，Ｓ２０２，Ｓ２０４で順次他の制御装
置（遊技盤制御装置２００、発射制御装置２１０、排出制御装置２２０）からの情報が受
信される。具体的には、遊技盤制御装置２００から、大当り状態か否か等の遊技情報を含
む情報が入力され、発射制御装置２１０から、発射処理中か否か等の発射情報を含む情報
が入力され、排出制御装置２２０からは、賞球処理中か否か等の排出情報を含む情報が入
力される。
【００７３】
そして、ステップＳ２０６～Ｓ２３０では、図９に示す前述の遊技盤制御装置２００によ
る枠ＬＥＤ制御処理（ステップＳ１００～Ｓ１２４）と同様の処理が、枠制御装置３００
により行われる。
次いで、ステップＳ２３２～Ｓ２３６では、図１０に示す前述の発射制御装置２１０によ
る枠ＬＥＤ制御処理（ステップＳ１３０～Ｓ１３４）と同様の処理が、枠制御装置３００
により行われる。
さらに、ステップＳ２３８～Ｓ２５８では、図１１に示す前述の排出制御装置２２０によ
る枠ＬＥＤ制御処理（ステップＳ１４０～Ｓ１６０）と同様の処理が、枠制御装置３００
により行われる。
【００７４】
この第２例の制御系の構成及び動作によっても、第１例と同様に、遊技機前面全体の装飾
性の向上や、遊技状態等の効果的な演出又は報知が可能となる等の効果がある。
また、この第２例の制御系の構成によれば、上記第１例と同様の効果に加えて、以下の効
果も奏する。すなわち、専用の枠制御装置３００を備えることにより、他の制御装置で装
飾部材のＬＥＤの出力制御を行わなくてもよく、プログラム容量が軽減される。また、枠
制御装置３００内のＲＯＭ内容を交換すれば、装飾部材のＬＥＤの出力制御を容易かつ自
由に変更できる。さらに、枠制御装置３００は、枠側に残せるので、遊技盤交換時に交換
する必要がなく、機種変更等に伴う遊技盤交換がさらに低コストで行えるといった効果が
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ある。
【００７５】
なお、本発明は上記形態例の態様に限られず、各種の変形，応用があり得る。例えば、本
発明の電気的装飾手段を構成する発光手段としては、上述したような電球，ＬＥＤ，ネオ
ン管等以外にも各種の発光手段（例えば、蛍光燈やＥＬ（エレクトロルミネセンス）など
）を使用することができる。また、電気的装飾手段を設ける位置は、遊技球貯留皿、或い
はその隣接位置であればいずれに設けてもよい。例えば、遊技球貯留皿全体が発光するよ
うに複数の発光手段を遊技球貯留皿全体に配設してもよいし、また遊技球貯留皿の周辺（
開閉パネル又は操作パネルの前面）に発光手段を配置してもよい。
【００７６】
また、電気的装飾部材を構成する各レンズ部材（カバー部材）の色や発光手段の発光色を
、各箇所で複雑に異ならせた構成でもよい。
また上記形態例では、操作パネル１７が開閉パネル１５の前面に取付けられた態様を例示
したが、操作パネル１７は開閉パネル１５の下側に開閉パネル１５とは独立に設けられ、
前面枠１１に一体成形されていてもよいし、或いは前面枠１１に対して別体のパネル部材
をネジ止め等により固定して設けられていてもよい。
【００７７】
また、玉貸機の配置場所は上記例に限られず、例えば開閉パネルの部分等に設けるように
してパチンコ機と一体にしてもよい。
また、本発明はカードリーダを備えていないパチンコ機にも適用できるのは勿論である。
さらに本発明に係わる遊技機は上記例のようなプリペイドカード方式のパチンコ機に適用
する例に限らない。例えば、クレジット方式のパチンコ機にも適用することができる。ま
た、例えばプリペイドカード方式でなく、全くカードを使用しないパチンコ機についても
幅広く適用することが可能である。また、アレンジボール機や雀球遊技機にも適用するこ
とができる。
【００７８】
【発明の効果】
本発明によれば、 装飾や報知が行なえ、従来の遊技機よりも装飾効果及び報
知効果が向上する。また、最近の設備の充実した遊技店においても装飾的にマッチしたも
のになり、遊技店の要望に応えられるものになる。

自動車のヘッドライトのような従来にない斬新で強烈な感覚を遊技者に与えること
ができて、装飾効果の格段の向上が実現される。

ことにより、 貯留部より遊技球がこぼれるこ
とを防止するとともに、囲い壁により貯留部が見ずらくなることがない。また、遊技球貯
留部照明手段により遊技球貯留部に光が照射されるので店内の照明を暗くする遊技店にも
対応できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一形態例であるパチンコ装置の全体を示す正面図である。
【図２】同パチンコ装置の上皿の外観を示す斜視図である。
【図３】同パチンコ装置の上皿の構造を示す分解斜視図である。
【図４】同パチンコ装置の上皿ランプを構成するランプユニットの分解斜視図である。
【図５】本発明の他の形態例におけるスピーカーユニットの分解斜視図である。
【図６】本発明の一形態例であるパチンコ装置の前面枠の構造を示す裏面斜視図である。
【図７】同パチンコ装置の前面枠の要部構造を示す部分断面視図である。
【図８】同パチンコ装置の制御系の第１例の構成を示すブロック図である。
【図９】同パチンコ装置の制御系の第１例の動作を示すフローチャートであって、遊技盤
制御装置による電気的発光手段（枠ＬＥＤ）の制御処理を示すフローチャートである。
【図１０】同パチンコ装置の制御系の第１例の動作を示すフローチャートであって、発射
制御装置による電気的発光手段（枠ＬＥＤ）の制御処理を示すフローチャートである。
【図１１】同パチンコ装置の制御系の第１例の動作を示すフローチャートであって、排出
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遊技機全体で

また、

さらに、遊技球貯留部囲い壁を備える 遊技球



制御装置による電気的発光手段（枠ＬＥＤ）の制御処理を示すフローチャートである。
【図１２】同パチンコ装置の制御系の第２例の構成を示すブロック図である。
【図１３】同パチンコ装置の制御系の第２例の動作を示すフローチャートであって、枠制
御装置による電気的発光手段（枠ＬＥＤ）制御処理を示すフローチャートである。
【図１４】同パチンコ装置の制御系の第２例の動作を示すフローチャートであって、枠制
御装置による電気的発光手段（枠ＬＥＤ）制御処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　パチンコ装置
２　パチンコ機
１１　前面枠
１３　ガラス枠
１６　上皿（遊技球貯留皿）
２２，２３　上皿ランプ（電気的装飾手段、電気的発光手段）
２６　下皿（遊技球受け皿）
２８　発射操作ハンドル（発射操作部）
４１　遊技球貯留部

５２ｃ，５３ｃ　内側壁（遊技球貯留部囲い壁）
７２　上皿ランプを構成する電球（電気的発光手段）
７４　上皿照明ランプ（電気的装飾手段、遊技球貯留部照明手段）
８１，９２　玉貯留量表示ＬＥＤ（電気的装飾手段、貯留状態報知手段）
１００　操作パネル照明ランプ（電気的装飾手段、操作パネル照明手段）
１１２　スピーカー（電気的装飾手段、音声発生手段）
２００　遊技盤制御装置（制御手段）
２１０　発射制御装置（制御手段）
２２０　排出制御装置（制御手段）
３００　枠制御装置（制御手段）
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４６　玉貯留量検出センサー
５１　皿カバー部
５２，５３　ランプ装着部



【 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 】

(23) JP 3916173 B2 2007.5.16



【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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