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(57)【要約】
【課題】不具合の発見が容易な遊技機を提供する。
【解決手段】遊技機は、互いに異なる電圧を供給する複
数の電源ライン９０と、複数のＬＥＤ１０１と、を備え
る電子回路基板７２を有し、前記複数のＬＥＤ１０１の
それぞれは、前記複数の電源ライン９０のそれぞれに対
応して設けられ、複数のＬＥＤ１０１は、複数の電源ラ
イン９０のそれぞれが所望の電圧を供給している状態に
おいて、互いに同様の色かつ同様の明るさで光って見え
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる電圧を供給する複数の電源ラインと、
　複数のＬＥＤと、を備える電子回路基板を有し、
　前記複数のＬＥＤのそれぞれは、前記複数の電源ラインのそれぞれに対応して設けられ
、
　前記複数のＬＥＤは、前記複数の電源ラインのそれぞれが所望の電圧を供給している状
態において、互いに同様の色かつ同様の明るさで光って見えることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スロットマシンやパチンコ遊技機等の遊技機は、演出用のＬＥＤや、検査用のＬＥＤ等
、複数のＬＥＤを備えている。また、遊技機においては、効果的な演出を行うべく（見栄
えをよくするため）演出用のＬＥＤについて、光り方を調整することが知られている（例
えば、特許文献１参照）。また、検査用のＬＥＤについて、遊技機の状態に応じて、点灯
させたり消灯させたり点滅させたりすることが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－０００５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、これまでの遊技機では発見が困難な不具合があった。
【０００５】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたもので、不具合の発見が容易な遊技機を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明の遊技機は、互いに異なる電圧を供給する複数の電
源ラインと、
　複数のＬＥＤと、を備える電子回路基板を有し、
　前記複数のＬＥＤのそれぞれは、前記複数の電源ラインのそれぞれに対応して設けられ
、
　前記複数のＬＥＤは、前記複数の電源ラインのそれぞれが所望の電圧を供給している状
態において、互いに同様の色かつ同様の明るさで光って見えることを特徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば、複数の電源ラインそれぞれに所望の電圧が供給されている状
態においては、複数のＬＥＤは互いに同様の色かつ同様の明るさで光ることとなる。この
ため、例えば、複数のＬＥＤのうちの１つが、他のＬＥＤと異なる明るさで光っている場
合には、この電源ラインに所望の電圧以外の電圧が供給されていることとなる。したがっ
て、複数のＬＥＤが互いに同様の色かつ同様の明るさで光っているかを確認することによ
って、複数の電源ラインそれぞれに所望の電圧が供給されているかを確認することができ
る。
【０００８】
　従来の遊技機では、複数の電源ラインそれぞれに設けられた各ＬＥＤについて、正常動
作時の明るさが統一されていないため、基本的には点灯しているかあるいは消灯している
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かの確認しかできず、光り方の強弱に基づいて検査を行うことは困難であった。すなわち
、従来の遊技機において、光度が正常動作時よりも弱いか確認しようとすると、検査担当
者の感覚に頼るしかなく、正確に光度の低下を見抜くことは困難であった。このため、従
来の遊技機では、基本的に各電源ラインの電圧がＬＥＤが点灯する電圧以上となっている
か未満となっているかの確認しかできなかった。しかし、本発明によれば、ＬＥＤの光度
が他のＬＥＤと相対的に等しくなっているか異なっているかを確認することで、複数の電
源ラインそれぞれに所望の電圧が供給されているか否かを確認することができる。したが
って、検査担当者の感覚に頼ることなく、電源の不具合を幅広く発見することが可能とな
る。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の遊技機によれば、不具合の発見が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機の一例を示す斜視図である。
【図２】同、前扉を開いた状態の斜視図である。
【図３】同、モニタＬＥＤに係る回路の概略図である。
【図４】同、基板上におけるモニタＬＥＤの配置を説明するための図である。
【図５】同、電源モニタＬＥＤの特性を説明するための図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る遊技機の他の例を示すもので、その斜視図である。
【図７】同、遊技盤を正面側から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。本実施の形態は本発
明を遊技機の一つであるスロットマシンに適用した場合を例にとって説明するが、本発明
は、スロットマシンに限ることなく、パチンコ遊技機等の遊技機に適用されてもよい。ま
た、以下の説明において、基本的に、「前後」とは、スロットマシンの前側に遊技者が居
る場合に、遊技者側が「前」で、スロットマシン側が「後」を意味し、「上下」とはスロ
ットマシンの上面側が「上」で、下面側が「下」を意味し、「左右」とはスロットマシン
を遊技する遊技者の左手側が「左」を意味し、右手側が「右」を意味する。
【００１２】
　まず、発明が適用されるスロットマシンＸの概略構成について説明する。
　図１はスロットマシンＸを示す斜視図である。このスロットマシンＸは、筐体１０を備
えており、この筐体１０は、底板、左右の側板、天板および背板を備え、当該筐体１０の
正面側に開口する正面開口部を有する箱形に形成されている。また、筐体１０の正面には
、筐体１０の正面開口部を開閉可能に閉塞する前扉１２が設けられており、この前扉１２
は、前記開口部の上部を開閉可能に閉塞する上扉３０と、前記開口部の下部を開閉可能に
閉塞する下扉４０とを備えている。なお、前扉１２を上扉３０と下扉４０とに分けない一
体の構造としてもよい。
【００１３】
　筐体１０内の下部には、図２に示すように、各部品に電力を供給するための電源装置を
内蔵した電源ユニット１４、メダルを貯留するとともにメダルを払い出す払い出し装置と
してのホッパーユニット１６、ホッパーユニット１６内のメダルの量が所定量以上となる
とホッパーユニット１６からメダルが送り出されるキャッシュボックス１８等が設けられ
ている。また、電源ユニット１４は、電源スイッチを備えており、電源スイッチがＯＮ状
態になると、電源ユニット１４から各部品に電力が供給されるようになっている。なお、
一部の部品には、電源ユニット１４がＯＦＦ状態でも電力が供給されるようになっていて
もよい。
【００１４】
　また、筐体１０内には、リールユニット２０や主制御基板７０（主制御装置）、副制御
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基板７２（副制御装置：電子回路基板）等が設けられている。リールユニット２０は、周
囲に複数の図柄を表示した３個の回転リール（第１リール２０ａ、第２リール２０ｂ、第
３リール２０ｃ）と、リール２０ａ～２０ｃを回転させるための駆動モータ（ステッピン
グモータ）と、各リール２０ａ～２０ｃに対応して設けられたインデックスセンサと、を
有している。各インデックスセンサは、各リール２０ａ～２０ｃの内側に取り付けられた
半円帯状のインデックスのエッジを検知するようになっている。そして、このインデック
スセンサによる検知情報に基づいて、リール２０ａ～２０ｃの停止制御等が行われる。
【００１５】
　図１に示すように、上扉３０の下部中央には、表示窓３１が設けられ、この表示窓３１
の奥には、３個のリール２０ａ～２０ｃが横一列に設けられている。各リール２０ａ～２
０ｃの外周面には複数種類の図柄が配列されており、リール２０ａ～２０ｃが停止すると
表示窓３１を通して１リール当たり３個の図柄が表示される。表示窓３１には、各リール
２０ａ～２０ｃの図柄を視認するための表示位置として、上段、中段、下段が設けられて
おり、各リール２０ａ～２０ｃの表示位置の組合せによって有効ラインが設定されている
。また、本実施形態の遊技機では、１回の遊技に関して必要なメダルの数（規定枚数）が
、３枚に設定されており、規定枚数のメダルが投入されると、各リール２０ａ～２０ｃの
中段によって構成される有効ラインが有効化される。また、遊技開始に伴って各リール２
０ａ～２０ｃが回転を開始するとともに当選役抽選が実行されて当選役のいずれかの当選
またはハズレ（不当選）が決定される。次いで、リール２０ａ～２０ｃが停止したときに
、当選役抽選で当選した当選役に対応する図柄組合せが有効ラインに表示されると、この
当選役が入賞となり、入賞した当選役に対応する処理（入賞処理）が実行される。すなわ
ち、リール２０ａ～２０ｃが停止したときに表示窓３１を通して表示される図柄の組み合
わせによって当選役が入賞したか否かが表示される。
【００１６】
　また、上扉３０の上部中央には、表示窓３１の上方に表示窓３２が設けられている。こ
の表示窓３２の奥には、液晶ディスプレイ３４（画像表示装置）が設けられている。液晶
ディスプレイ３４には、遊技を補助したり、遊技を盛り上げたりするための各種の映像（
画像）が表示される。また、上扉３０や下扉４０には、スピーカ１００が複数設けられて
いる。スピーカ１００からは、遊技を補助したり、遊技を盛り上げたりするための各種の
演出音（音楽、効果音、音声等）が出力される。また、前扉１２には、報知や演出などを
行うための照明装置３８が複数設けられている。
【００１７】
　また、表示窓３１の左右両側には報知や演出などを行なうための演出用パネル６１が設
けられ、右側の演出用パネル６１には演出ボタン（演出操作部）６２が設けられている。
演出ボタン６２は、遊技者によって押下操作されるものであり、押下されることで例えば
表示窓３２を通して見える液晶ディスプレイ３４に表示される演出画像の態様を変化させ
、遊技者に対して遊技への参加意識を高めるとともに、興趣を高めるようにしたものであ
る。例えば、演出ボタン６２の操作に連動して液晶ディスプレイ３４に表示される演出画
像を選択することができる。なお、演出ボタン６２の配置は、これに限定されるものでは
なく、遊技者が押下操作可能な位置に設けられていればよい。
【００１８】
　また、上扉３０は、筐体１０にヒンジ３５を介して回動可能に連結されることで、筐体
１０の開口上部を開閉するようになっている。また、下扉４０は筐体１０にヒンジ３５を
介して回動可能に連結されることで、筐体１０の開口下部を開閉するようになっている。
　なお、このスロットマシンＸは、分離型筐体タイプの構造を有するものであり、機種の
交換時に筐体１０、下扉４０および筐体１０内の電源ユニット１４やホッパーユニット１
６等が遊技店の島設備に取り付けられたままで、上扉３０およびリールユニット２０等を
交換可能となっている。また、スロットマシンＸは、分離型筐体タイプに限られるもので
はなく、機種交換時にスロットマシン全体を交換するものであってもよい。
【００１９】
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　また、上扉３０の下端部には、下扉４０の前面より後方側で下扉４０の上端より下側に
突出する係合部が設けられ、下扉４０が閉じた状態で、上扉３０を開放することができな
い構造になっている。
【００２０】
　また、下扉４０の下部には、スロットマシンＸの内部よりメダルを排出するためのメダ
ル払い出し口と、メダル払い出し口から排出されたメダルを溜めておくためのメダル受け
皿４３とが形成されている。また、下扉４０の上部にはスロットマシンＸを操作するため
の操作部５０が設けられており、この操作部５０とメダル受け皿４３との間には液晶表示
パネル４５が取り付けられている。
【００２１】
　操作部５０には、クレジットされたメダルを払い出すための精算ボタン５２、遊技を開
始させるためのスタートレバー５３、３個のリール２０ａ～２０ｃそれぞれの回転を停止
させるための３個のストップボタン５４、メダルを投入するためのメダル投入口４２、メ
ダル投入口４２の下方のメダル通路内で発生したメダル詰まりを解消するリジェクトボタ
ン５５、最大数の３枚のメダルをベットするときに操作されるＭＡＸベットボタン５６（
ベットボタン）等が設けられる他、遊技の演出等を選択するための演出操作部５７や、表
示ユニット５８も設けられている。演出操作部５７は操作部５０の幅方向（左右方向）の
略中央部に配置され、メダル投入口４２およびリジェクトボタン５５を挟んで、右側に表
示ユニット５８が配置されている。なお、演出操作部５７は、演出等の選択用の十字キー
、決定ボタン、キャンセルボタン等を有している。
【００２２】
　ここで、本実施の形態の遊技機における基本的な遊技の流れを説明する。遊技者がＭＡ
Ｘベットボタン５６を押下すると、クレジットされたメダルが投入（ベット）され、遊技
を開始することが可能な状態となる。そして、遊技者が遊技を開始する操作としてスター
トレバー５３を押下する操作を行なうと、リール２０ａ～２０ｃが回転を始め、リール２
０ａ～２０ｃの回転速度が所定の速度まで上昇するとストップボタン５４の押下操作が有
効な状態となる。その後、遊技者が任意のタイミングでストップボタン５４を押下してい
くと、各リール２０ａ～２０ｃが停止する。そして、すべてのリール２０ａ～２０ｃが停
止すると、遊技の結果に応じて、メダルを払い出す処理や、メダルを新たに消費すること
なく再度遊技を開始可能な状態とする処理等が行なわれ、１回の遊技が終了する。
【００２３】
　また、演出ボタン６２は、例えば、ボーナスに当たったことや、遊技者にとって有利な
状態に移行することが決定したこと等の、遊技者にとって喜ばしいことを遊技者に報知す
る場合や、遊技者にとっての勝負所等の所定のタイミングで、演出の態様を変化させるた
めの押下操作が有効な状態となる。そして、当該押下操作が有効な状態で、演出ボタン６
２が押下されると、液晶ディスプレイ３４に表示される演出画像の態様が変化したり、可
動役物が動いたりして、演出の態様が変化する。
【００２４】
　スロットマシンＸは主制御基板７０と副制御基板７２とによって制御される。主制御基
板７０は、ＭＡＸベットボタンを含むベットボタン５６、スタートレバー５３、ストップ
ボタン５４、メダル投入口４２から投入されるメダルの通過を検知するメダルセンサ、精
算ボタン５２等の入力手段からの入力信号を受けて、遊技を実行するための各種の演算を
行ない、演算結果に基づいてリール２０ａ，２０ｂ，２０ｃや、ホッパーユニット１６等
の出力手段の制御を行なう。また、副制御基板７２は、主制御基板７０から送られてくる
信号（コマンド）を受けて、演出を実行するための各種の演算を行ない、演算結果に基づ
いて液晶ディスプレイ３４、スピーカ１００および照明装置３８等の演出用の装置の制御
を行なう。また、副制御基板７２は、演出ボタン６２や演出操作部５７等の入力手段から
の入力信号を受けて、演出に係る各種の演算を行い、演出を進行させたり、演出に係る設
定を変更したりする。すなわち、副制御基板７２は、演出を制御する。
【００２５】
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　主制御基板７０と副制御基板７２とは電気的に接続されており、主制御基板７０から副
制御基板７２へは遊技状態を示す情報など各種情報（コマンド）の送信が可能となってい
るが、副制御基板７２から主制御基板７０へは情報を送信できないようになっている。
　また、主制御基板７０や副制御基板７２等の各基板の機能は、各種のプロセッサ（ＣＰ
Ｕ、ＤＳＰ等）、ＩＣ、あるいはＲＯＭやＲＡＭ等の情報記憶媒体等のハードウェアや、
ＲＯＭ等に予め記憶されている所定のプログラムからなるソフトウェアにより実現される
。
【００２６】
　副制御基板７２は、図３に示すように、２４Ｖの電源を供給するための電源ライン（２
４Ｖ電源ライン９０ａ）と、１２Ｖの電源を供給するための電源ライン（１２Ｖ電源ライ
ン９０ｂ）と、５Ｖの電源を供給するための電源ライン（５Ｖ電源ライン９０ｃ）と、３
．３Ｖの電源を供給するための電源ライン（３．３Ｖ電源ライン９０ｄ）と、１．２５Ｖ
の電源を供給するための電源ライン（１．２５Ｖ電源ライン９０ｅ）との５種類の電源ラ
イン９０を有している。そして、これら５種類の電源ライン９０を介して副制御基板７２
上の各回路（ＩＣ等の電子部品）や、副制御基板７２と直接または間接的に接続された他
の基板上の各回路（ＩＣ等の電子部品）に電源が供給されるようになっている。
【００２７】
　２４Ｖの電圧（ＤＣ２４Ｖ）および１２Ｖの電圧（ＤＣ１２Ｖ）は、電源ユニット１４
において商用電源（ＡＣ１００Ｖ）から生成されている。そして、この２４Ｖ電圧および
１２Ｖ電圧が、それぞれ２４Ｖ電源ライン９０ａまたは１２Ｖ電源ライン９０ｂを介して
各回路に供給されている。また、５Ｖの電圧（ＤＣ５Ｖ）、３．３Ｖの電圧（ＤＣ３．３
Ｖ）および１．２５Ｖの電圧（ＤＣ１．２５Ｖ）は、電源ユニット１４で生成された１２
Ｖ電圧に基づいて、副制御基板７２上で、レギュレータ（スイッチングレギュレータ）等
によって生成されている。そして、この５Ｖ電圧、３．３Ｖ電圧および１．２５Ｖ電圧が
、それぞれ５Ｖ電源ライン９０ｃ、３．３Ｖ電源ライン９０ｄまたは１．２５Ｖ電源ライ
ン９０ｅを介して各回路に供給されている。なお、５Ｖ電圧、３．３Ｖ電圧および１．２
５Ｖ電圧を、２４Ｖ電圧から生成してもよい。
【００２８】
　副制御基板７２には、複数のモニタＬＥＤ（モニタランプ）１００が設けられている。
モニタＬＥＤ１００は、点検（検査）用のＬＥＤであり、遊技機の各部に故障が無いかを
確認したり、遊技機においてエラーが発生していないかを確認したりするために使用され
る。換言すると、モニタＬＥＤ１００は、異常が発生しているか否かを確認するために使
用される。本実施形態の遊技機では、モニタＬＥＤ１００として、電源の異常を確認（監
視）するために使用される電源モニタＬＥＤ（第１モニタＬＥＤ）１０１と、電源以外に
関する所定の異常を確認（監視）するために使用される第２モニタＬＥＤ１０２とが用意
されている。
　なお、電源モニタＬＥＤ１０１および第２モニタＬＥＤ１０２は、前扉３が閉じた状態
において外部から視認できないようになっている。
【００２９】
　副制御基板７２は、５個の電源モニタＬＥＤ１０１を有している。具体的には、副制御
基板７２は、２４Ｖ電源に関する異常を確認可能な電源モニタＬＥＤ１０１ａと、１２Ｖ
電源に関する異常を確認可能な電源モニタＬＥＤ１０１ｂと、５Ｖ電源に関する異常を確
認可能な電源モニタＬＥＤ１０１ｃと、３．３Ｖ電源に関する異常を確認可能な電源モニ
タＬＥＤ１０１ｄと、１．２５Ｖ電源に関する異常を確認可能な電源モニタＬＥＤ１０１
ｅと、を有している。換言すると、電源モニタＬＥＤ１０１ａは２４Ｖ電源を監視し、電
源モニタＬＥＤ１０１ｂは１２Ｖ電源を監視し、電源モニタＬＥＤ１０１ｃは５Ｖ電源を
監視し、電源モニタＬＥＤ１０１ｄは３．３Ｖ電源を監視し、電源モニタＬＥＤ１０１ｅ
は１．２５Ｖ電源を監視するようになっている。
【００３０】
　各電源モニタＬＥＤ１０１は、互いに同一種類（同一仕様、同一型番、同一製品）のＬ
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ＥＤとなっている。具体的には、各電源モニタＬＥＤ１０１は、所定の色で発光する単色
のチップＬＥＤとなっている。より具体的には、各電源モニタＬＥＤ１０１は、緑色のチ
ップＬＥＤとなっている。
　なお、電源モニタＬＥＤ１０１は、砲弾型ＬＥＤ等であってもよく、その他の発光素子
であってもよい。
【００３１】
　モニタＬＥＤ１００の配置例を図４（ａ）～（ｃ）にそれぞれ示す。図４（ａ）～（ｃ
）に示す各配置例のように、５個の電源モニタＬＥＤ１０１は、副制御基板７２の一方の
面（本実施形態の遊技機では、後側を向く面７２ａ）の所定位置に、基板の長手方向（左
右方向）に沿って一列に、かつ等間隔に並べて配置されている。すなわち、５個の電源モ
ニタＬＥＤ１０１は、副制御基板７２の所定箇所にまとめて配置されている。ここで、隣
り合う電源モニタＬＥＤ１０１同士の間隔は、電源モニタＬＥＤ１０１の長手方向の長さ
Ｌの２倍以下であることが好ましく、１倍以下であることがさらに好ましい。
【００３２】
　図３に示すように、電源モニタＬＥＤ１０１ａは、アノードが２４Ｖ電源ライン９０ａ
に接続されている。また、カソードが第１抵抗１０４ａの一方の端子に接続されている。
また、第１抵抗１０４ａの他方の端子は、グランド（ＧＮＤ）に接続されている。また、
第１抵抗１０４ａは、４．７ｋΩの抵抗となっている。そして、２４Ｖ電源ライン９０ａ
に２４Ｖ電圧が供給された状態において、電源モニタＬＥＤ１０１ａには、約２Ｖの順方
向電圧がかかり、約４．７ｍＡの電流が流れるようになっている。
【００３３】
　電源モニタＬＥＤ１０１ｂは、アノードが１２Ｖ電源ライン９０ｂに接続されている。
また、カソードが第２抵抗１０４ｂの一方の端子に接続されている。また、第２抵抗１０
４ｂの他方の端子は、グランド（ＧＮＤ）に接続されている。また、第２抵抗１０４ｂは
、２．２ｋΩの抵抗となっている。そして、１２Ｖ電源ライン９０ｂに１２Ｖ電圧が供給
された状態において、電源モニタＬＥＤ１０１ｂには、約２Ｖの順方向電圧がかかり、約
４．５ｍＡの電流が流れるようになっている。
【００３４】
　電源モニタＬＥＤ１０１ｃは、アノードが５Ｖ電源ライン９０ｃに接続されている。ま
た、カソードが第３抵抗１０４ｃの一方の端子に接続されている。また、第３抵抗１０４
ｃの他方の端子は、グランド（ＧＮＤ）に接続されている。また、第３抵抗１０４ｃは、
６８０Ωの抵抗となっている。そして、５Ｖ電源ライン９０ｂに５Ｖ電圧が供給された状
態において、電源モニタＬＥＤ１０１ｃには、約２Ｖの順方向電圧がかかり、約４．４ｍ
Ａの電流が流れるようになっている。
【００３５】
　電源モニタＬＥＤ１０１ｄは、アノードが３．３Ｖ電源ライン９０ｄに接続されている
。また、カソードが第４抵抗１０４ｄの一方の端子に接続されている。また、第４抵抗１
０４ｄの他方の端子は、グランド（ＧＮＤ）に接続されている。また、第４抵抗１０４ｄ
は、２００Ωの抵抗となっている。そして、３．３Ｖ電源ライン９０ｄに３．３Ｖ電圧が
供給された状態において、電源モニタＬＥＤ１０１ｄには、約２Ｖの順方向電圧がかかり
、約６．３ｍＡの電流が流れるようになっている。
【００３６】
　電源モニタＬＥＤ１０１ｅは、アノードが３．３Ｖ電源ライン９０ｄに接続されている
。また、カソードが第５抵抗１０４ｅの一方の端子に接続されている。また、第５抵抗１
０４ｅの他方の端子は、ＮＰＮ型バイポーラトランジスタ、より具体的にはバイアス抵抗
内蔵型のバイポーラトランジスタ１０５のコレクタ端子に接続されている。また、バイポ
ーラトランジスタ１０５のエミッタ端子は、グランド（ＧＮＤ）に接続されている。また
、バイポーラトランジスタ１０５のベース端子は、１．２５Ｖ電源ライン９０ｅに接続さ
れている。また、第５抵抗１０４ｅは、２００Ωの抵抗となっている。そして、３．３Ｖ
電源ライン９０ｄに３．３Ｖ電圧が供給され、かつ１．２５Ｖ電源ライン９０ｅに１．２
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５Ｖ電圧が供給された状態において、電源モニタＬＥＤ１０１ｅには、約２Ｖの順方向電
圧がかかり、約６．０ｍＡの電流が流れるようになっている。なお、このとき、バイポー
ラトランジスタ１０５のコレクタエミッタ間電圧は約６０ｍＶとなっている。また、３．
３Ｖ電源ライン９０ｄに３．３Ｖ電圧が供給され、かつ１．２５Ｖ電圧が供給されていな
い状態、具体的には例えば１．２５Ｖ電源ライン９０ｅの電圧が０．５Ｖ以下となる状態
においては、バイポーラトランジスタ１０５がＯＦＦ状態となり、電源モニタＬＥＤ１０
１ｅには、電流が流れない（流れるとしても０．１ｍＡ以下しか流れない）ようになって
いる。
【００３７】
　本実施形態の遊技機では、抵抗やトランジスタ等の電子部品によって、各電源モニタＬ
ＥＤ１０１に流れる順方向電流が同程度になるように揃えられている。そして、各電源モ
ニタＬＥＤ１０１は、正常動作時において、互いに同様の色、かつ同様の光度（輝度）で
光るようにされている。換言すると、各電源モニタＬＥＤ１０１は、正常動作時において
人が見た際に、互いに同様の色かつ同様の明るさで光って見えるようになっている。ここ
で、正常動作時とは、各電源モニタＬＥＤ１０１が監視する各電源が、所望の電圧を供給
している状態をいう。すなわち、正常動作時とは、各モニタＬＥＤ１００が監視する事項
について、異常が生じていない状態をいう。具体的には、２４Ｖ電源ライン９０ａの電圧
が２４Ｖであり、１２Ｖ電源ライン９０ｂの電圧が１２Ｖであり、５Ｖ電源ライン９０ｃ
の電圧が５Ｖであり、３．３Ｖ電源ライン９０ｄの電圧が３．３Ｖであり、１．２５Ｖ電
源ライン９０ｅの電圧が１．２５Ｖである状態をいう。
【００３８】
　図５に、電源モニタＬＥＤ１０１の、順方向電流対光度の特性を示す。
　本実施形態の遊技機では、最大定格の順方向電流を流したときの電源モニタＬＥＤ１０
１の光度で正規化した相対光度（順方向電流が最大定格電流のときの光度を１とし、順方
向電流０ｍＡのときの電源モニタＬＥＤ１０１の光度を０として正規化した光度）につい
て、５個の電源モニタＬＥＤ１０１同士の光度（相対光度）の差が、０．２５以下となる
ようにしている。電源モニタＬＥＤ１０１同士の光度（相対光度）の差は、０．２以下と
することがより好ましく、０．１以下とすることがさらに好ましい。
　なお、本実施形態の遊技機では、電源モニタＬＥＤ１０１の順方向電流の最大定格は、
約２０ｍＡに設定されている。
【００３９】
　また、本実施形態の遊技機では、５個の電源モニタＬＥＤ１０１同士の順方向電流の差
を、最大定格電流の１５％以内（本電源モニタＬＥＤ１０１では３ｍＡ以内）、より具体
的には最大定格電流の１０％以内（本電源モニタＬＥＤ１０１では２ｍＡ以内）としてい
るが、最大定格電流の５％以内（本電源モニタＬＥＤ１０１では１ｍＡ以内）としてもよ
い。
【００４０】
　各電源モニタＬＥＤ１０１に接続する抵抗（第１抵抗１０４ａ～第５抵抗１０４ｅ）の
抵抗値は、同系列の抵抗のうち、各電源モニタＬＥＤ１０１に流れる電流が同程度となる
ものから選択するとよい。本実施形態の遊技機では、Ｅ２４系列の抵抗のうち、電源モニ
タＬＥＤ１０１同士の順方向電流の差が前述の範囲内に収まる抵抗を使用している。また
、各電源ライン９０とグランド（ＧＮＤ）との間において、各電源モニタＬＥＤ１０１と
直列に接続される抵抗素子は、１つとしている。
　なお、第１抵抗１０４ａ～第５抵抗１０４ｅそれぞれの抵抗値は、同系列（例えばＥ２
４系列）の抵抗のうち、順方向電流の差が最も小さくなる抵抗を選択してもよく、順方向
電流の差が前述の範囲内に収まる抵抗のうち、副制御基板７２上あるいは本遊技機におい
て第１抵抗１０４ａ～第５抵抗１０４ｅ以外の部分で使用されている抵抗値の抵抗を使用
してもよい。
【００４１】
　また、各電源モニタＬＥＤ１０１は、異常発生時においては、正常動作時とは異なる光
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り方をするようになっている。具体的には、各電源モニタＬＥＤ１０１は、異常発生時に
おいては、正常動作時と同様の色で光りつつ、正常動作時とは異なる光度（輝度）で光る
ようになっている。より具体的には、各電源モニタＬＥＤ１０１が監視する各電源の供給
電圧が所望の電圧よりも低い場合、各電源モニタＬＥＤ１０１は光度（輝度）が低くなり
、正常動作時よりも弱い光で発光するか、あるいは消灯状態となる。
【００４２】
　本実施形態の遊技機では、正常動作時において、各電源モニタＬＥＤ１０１は、互いに
同様の色、かつ同様の光度（輝度）で光るようになっているため、異常が発生している電
源（電源ライン９０）の発見が容易となっている。すなわち、例えば、レギュレータ等の
電圧を生成する回路に不具合が生じ所望の電源が供給されない場合、具体的には電源ライ
ン９０ｃが５Ｖとなるべきところ４Ｖ程度にしかならない場合に、電源モニタＬＥＤ１０
１ｃは順方向電流が小さくなり光度が低くなる。このとき、電源モニタＬＥＤ１０１ｃは
、監視対象の電源ライン９０が正常動作している周りの電源モニタＬＥＤ１０１ａ，１０
１ｂ，１０１ｄ，１０１ｅに比べ弱い光で発光することとなる。したがって、相対的な光
度の違いに基づいて異常を把握することが可能となり、不具合を容易に発見することがで
きる。
【００４３】
　また、副制御基板７２は、図３に示すように、７個の第２モニタＬＥＤ１０２を有して
いる。
　各第２モニタＬＥＤ１０２は、互いに同一種類（同一仕様、同一型番、同一製品）のＬ
ＥＤとなっている。具体的には、各第２モニタＬＥＤ１０２は、所定の色で発光する単色
のチップＬＥＤとなっている。より具体的には、各第２モニタＬＥＤ１０２は、赤色のチ
ップＬＥＤとなっている。
　なお、第２モニタＬＥＤ１０２は、砲弾型ＬＥＤ等であってもよく、その他の発光素子
であってもよい
【００４４】
　また、図４（ａ）～（ｃ）に示す各配置例のように、７個の第２モニタＬＥＤ１０２は
、副制御基板７２の一方の面（本実施形態の遊技機では、後側を向く面７２ａ）の所定位
置に、基板の長手方向（左右方向）に沿って一列に、かつ等間隔に並べて配置されている
。すなわち、７個の第２モニタＬＥＤ１０２は、副制御基板７２の所定箇所にまとめて配
置されている。また、図４（ａ）に示す例では、５個の電源モニタＬＥＤ１０１と７個の
第２モニタＬＥＤ１０２とは、基板の短手方向（上下方向）に並べて配置されている。す
なわち、５個の電源モニタＬＥＤ１０１と７個の第２モニタＬＥＤ１０２とは、副制御基
板７２の所定箇所に、二列に並べられた状態で配置されている。また、図４（ｂ）、（ｃ
）に示す各例では、５個の電源モニタＬＥＤ１０１と７個の第２モニタＬＥＤ１０２とは
、基板の長手方向に略一列に並べて配置されている。ここで、隣り合う第２モニタＬＥＤ
１０２同士の間隔は、第２モニタＬＥＤ１０２の長手方向の長さＬの２倍以下であること
が好ましく、１倍以下であることがさらに好ましい。なお、ここで電源モニタＬＥＤ１０
１と第２モニタＬＥＤ１０２とは、長手方向の長さが同一となっている。また、各電源モ
ニタＬＥＤ１０１は、最も近い第２モニタＬＥＤとの間隔が電源モニタＬＥＤ１０１の長
手方向の長さＬの２倍以上となっていることが好ましく、３倍以上となっていることがさ
らに好ましい。
【００４５】
　図３に示すように、各第２モニタＬＥＤ１０２は、アノードが３．３Ｖ電源ライン９０
ｄに接続されている。また、各第２モニタＬＥＤ１０２は、カソードが抵抗を介して副制
御基板７２のメインＩＣ（演出制御用ＬＳＩ：制御回路）１２０の汎用ポートに接続され
ている。具体的には、メインＩＣ１２０の７個の汎用ポート（ＰＯＲＴ０～ＰＯＲＴ６）
それぞれに対して、７個の第２モニタＬＥＤ１０２のそれぞれが、同一仕様の異なる（そ
れぞれ個別のディスクリート部品、すなわち別体の）抵抗素子を介して接続されている。
ここで、各第２モニタＬＥＤ１０２と、各汎用ポートとを接続する各抵抗は、全て抵抗値
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が同一（５１０Ω）となっている。
【００４６】
　メインＩＣ１２０は、第２モニタＬＥＤ１０２の発光を制御する。メインＩＣ１２０は
、例えば、演出に関する異常（演出音の出力に関する異常（メインＩＣ１２０に接続され
スピーカを駆動する音声制御ＩＣ（アンプＩＣ）の異常）や照明装置に関する異常）等の
、電源の異常とは異なる異常が生じた場合に、異常を検知し、検知結果に基づいて第２モ
ニタＬＥＤ１０２の点灯態様（点灯／消灯の状態や点滅パターン等）を変化させることに
よって異常の発生を報知する。換言すると、メインＩＣ１２０は、メインＩＣ１２０（副
制御基板７２）の内部状態あるいは演出装置に関する状態を、第２モニタＬＥＤ１０２の
点灯態様によって報知する。
【００４７】
　本実施形態の遊技機では、各第２モニタＬＥＤ１０２は、点灯する際に互いに同様の色
、かつ同様の光度（輝度）で光るようにされている。換言すると、各第２モニタＬＥＤ１
０２は、点灯時において人が見た際に、互いに同様の色かつ同様の明るさで光って見える
ようになっている。すなわち、各第２モニタＬＥＤ１０１のカソードに接続された抵抗は
、互いに抵抗値が同一となっており、メインＩＣ１２０の各汎用ポートは、各第２モニタ
ＬＥＤ１０２の点灯時に、各第２モニタＬＥＤ１０２に同一の電流（例えば約３ｍＡ）を
流すことが可能となっている。
【００４８】
　副制御基板７２は、筐体１０に設けるよりも、前扉１２に設けることが好ましい。換言
すると、モニタＬＥＤ１００は、前扉１２に設けられた基板に設けられることが好ましい
。このように、前扉１２側の基板にモニタＬＥＤ１００を設けることで、前扉１２を開い
てモニタＬＥＤ１００を観察する際に、モニタＬＥＤ１００に筐体１０の影がかかりにく
くなるので、複数の第１モニタＬＥＤ１０１同士が互いに同様の明るさで光っているか等
を確認しやすくなる。
【００４９】
　また、モニタＬＥＤ１００は、左右方向において、副制御基板７２の中心よりもヒンジ
３５（前扉１２の回動動作の支点）から離れた側に設けられることが好ましい。すなわち
、図４において、副制御基板７２の左右方向の中心線Ｃよりも左側に設けられることが好
ましい。このような構成によれば、モニタＬＥＤ１００に筐体１０等の影がかかることを
より確実に防ぐことができ、複数のモニタＬＥＤ１００同士が互いに同様の明るさで光っ
ているかさらに確認しやすくなる。また、図４（ｃ）に示すように、複数のモニタＬＥＤ
１００のうちいくつか（例えば、第２モニタＬＥＤ１０２）を、副制御基板７２の中心（
中心線Ｃ）よりもヒンジ３５に近い側に配置することとなる場合でも、互いに同様の光度
で光るようにされた複数のモニタＬＥＤ１００（例えば、すべての電源モニタＬＥＤ１０
１）については、副制御基板７２の中心（中心線Ｃ）よりもヒンジ３５から離れた側に設
けられることが好ましい。
【００５０】
　なお、すべての電源モニタＬＥＤ１０１を、互いに同様の光度で光るようにしなくても
よい。少なくとも３つ以上の電源モニタＬＥＤ１０１について、同様の光度で光るように
しておけば、１つの電源モニタＬＥＤ１０１の光度が変化した際に、どの電源モニタＬＥ
Ｄ１０１が正常動作時と違う光り方をしているのか判別することが容易となる。例えば、
副制御基板７２上で生成される、５Ｖ電圧、３．３Ｖ電圧または１．２５Ｖ電圧をそれぞ
れ監視する電源モニタＬＥＤ１０１ｃ，１０１ｄ，１０１ｅについて、光り方を揃えてお
けば、５Ｖ電圧、３．３Ｖ電圧または１．２５Ｖ電圧のいずれかの電圧を生成するレギュ
レータが故障した際に、どのレギュレータが故障したのか容易に発見することができる。
また、例えば、２４Ｖ電圧、１２Ｖ電圧またはレギュレータによって生成されるいずれか
の電圧（例えば、５Ｖ電圧）をそれぞれ監視する電源モニタＬＥＤ１０１ａ，１０１ｂ，
１０１ｃについて、光り方を揃えておけば、電源ユニット１４またはレギュレータのいず
れかが故障した際に、どちらが故障したのか容易に発見することができる。
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【００５１】
（パチンコ遊技機への適用）
　以上、スロットマシンを例にとり、本発明の実施の形態を説明したが、本発明はパチン
コ遊技機等の遊技機にも適用できる。例えば、後述するパチンコ遊技機１００１の副制御
基板が上述した各モニタＬＥＤ１００（電源モニタＬＥＤ１０１、第２モニタＬＥＤ１０
２）を有し、複数の電源モニタＬＥＤ１０１等を互いに同様の明るさで光って見えるよう
に設定してもよい。このようにすることで、パチンコ遊技機等の他の遊技機においても、
上述のスロットマシンの場合と同様の効果を得ることができる。
【００５２】
　以下、本発明が適用されるパチンコ遊技機の一例について説明する。
　図６は、本実施形態に係るパチンコ遊技機１００１の外観構成を示す斜視図である。パ
チンコ遊技機１００１は、遊技場から貸し出された遊技球（遊技媒体）を用いて遊技を行
うものであり、パチンコ遊技機１００１の外側面を形成する外枠１００２と、パチンコ遊
技機１００１の内部に設けられ、遊技球が移動する遊技領域１００４を形成する遊技盤１
００６と、遊技盤１００６を遊技者が視認可能かつ接触不可能にするガラスユニット１０
０８と、ガラスユニット１００８が取り付けられている前枠１０１０を備えている。
【００５３】
　前枠１０１０のうちガラスユニット１００８を取り囲む部分は、光を透過する半透明の
素材により構成されており、半透明の素材により構成されている部分の内部には、遊技を
盛り上げるための演出光などを出力する複数の前枠ランプ１０１２が設けられている。ま
た、前枠１０１０の上部の左右および下部の左右には、遊技を盛り上げるための演出音な
どを出力するスピーカ１０１４が設けられている。
【００５４】
　前枠１０１０の下部中央には、遊技球を貯留するための上皿１０１６が設けられており
、上皿１０１６の内側側面の左部には、パチンコ遊技機１００１から遊技者に遊技球を払
い出すための払出口１０１８が設けられている。前枠１０１０の下部右側には、グリップ
ユニット１０２０が設けられており、遊技者がグリップユニット１０２０をパチンコ遊技
機１００１に向かって右回りに回転させる操作を行うと、パチンコ遊技機１００１の内部
に設けられた図示しない発射装置が作動して、遊技領域１００４内に遊技球が発射される
ようになっている。なお、本実施の形態の発射装置は、１分間に９９個（１秒間に１．６
５個）の遊技球を発射することができる。
【００５５】
　上皿１０１６の内側側面の右部には、上皿１０１６から遊技球を発射装置に供給するた
めの供給口１０２２が設けられている。また、上皿１０１６の下方には、上皿１０１６に
遊技球を貯留しきれなくなった場合に余剰の遊技球を貯留しておく下皿１０２４が設けら
れている。
【００５６】
　上皿１０１６の縁部の手前側には、演出操作装置１０２６が設けられており、遊技者が
演出操作装置１０２６を操作すると、パチンコ遊技機１００１で行われる演出が変化する
。詳細には演出操作装置１０２６は、押しボタンスイッチおよびロータリースイッチ（ジ
ョグダイヤル）を内蔵しており、演出操作装置１０２６を押下する操作と、演出操作装置
１０２６を回転させる操作を検出することができるようになっている。
【００５７】
　図７は、図６で示した遊技盤１００６の外観構成を示す正面図である。図７に示すよう
に遊技盤１００６には、円形状に外レール１０２８が設けられており、外レール１０２８
に囲まれた領域が、遊技球が移動する遊技領域１００４となっている。また、遊技領域１
００４の左端部には、外レール１０２８に沿うように円弧状に内レール１０３０が設けら
れており、外レール１０２８と内レール１０３０は、遊技盤１００６の下方に設けられた
図示しない発射装置から発射された遊技球を遊技領域１００４に誘導する。
【００５８】
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　遊技盤１００６の中央部には、遊技を盛り上げるための演出画像等を表示する表示装置
（液晶ディスプレイ）１０３２と、表示装置１０３２を取り囲むように形成されたディス
プレイ枠１０３４を備える演出ユニット１０３６が設けられている。
【００５９】
　本実施の形態では、表示装置１０３２の手前側を遊技球が通過できないようになってお
り、発射装置から発射された遊技球は、表示装置１０３２の左側の遊技領域１００４か右
側の遊技領域１００４を落下するようになっている。そして遊技領域１００４には、遊技
盤１００６の表面に交差するように図示しない多数の遊技釘が打ち付けられており、遊技
領域１００４を移動する遊技球の移動方向がランダムに変化するようになっている。
【００６０】
　ディスプレイ枠１０３４の左部には、表示装置１０３２の左側の遊技領域１００４を落
下する遊技球が通過できる開口１０４０が形成されており、この開口１０４０を通過した
遊技球はディスプレイ枠１０３４に設けられている通路１０４２を通過して、表示装置１
０３２の下方に設けられたステージ１０４４に落下するようになっている。このステージ
１０４４の上面は滑らかな曲面となっているとともに、ステージ１０４４とガラスユニッ
ト１００８との間に遊技球がステージ１０４４から下方に落下できる隙間が形成されてお
り、通路１０４２からステージ１０４４上に落下した遊技球がステージ１０４４上を左右
に往復移動した後にステージ１０４４の中央部付近から下方に落下するようになっている
。
【００６１】
　ステージ１０４４の中央部の下方には、第１始動入賞口１０４６が設けられている。ま
た、表示装置１０３２の右側の遊技領域１００４には、通過ゲート１０４８が設けられて
いる。また、通過ゲート１０４８の下方に、第２始動入賞口１０５０が設けられている。
この第２始動入賞口１０５０には、第２始動入賞口１０５０に遊技球が進入しにくい縮小
状態（進入を補助しない状態・非補助状態）と遊技球が進入しやすい拡大状態（進入を補
助する状態・補助状態）との間で動作可能な補助部材を備える普通役物１０５２が設けら
れている。
【００６２】
　表示装置１０３２の右側の遊技領域１００４には、第２始動入賞口１０５０の下方に、
大入賞口１０５４が設けられている。この大入賞口１０５４には、大入賞口１０５４を塞
ぐ可動部材を備える特別役物１０５６が設けられている。特別役物１０５６は、大入賞口
１０５４に遊技球が進入不可能な閉状態と、大入賞口１０５４に遊技球が進入可能な開状
態との間で動作可能に構成されている（図７は閉状態を示している）。特別役物１０５６
は、大当たりが当選すると開始される特別遊技状態において、所定条件下で開状態となる
ように制御される。
【００６３】
　大入賞口１０５４の下方には、大入賞通路１０５８が下方に向かって設けられている。
大入賞通路１０５８の下端には、通常進入口１０６２が設けられている。また、大入賞通
路１０５８の下方には、大入賞通路１０５８の途中から下方に向かって分岐するように特
定通路１０６５が設けられている。この特定通路１０６５には、特定通路１０６５を塞ぐ
可動部材を備える特定役物１０６６が設けられている。特定役物１０６６は、特定通路１
０６５に遊技球が進入不可能な閉状態と、特定通路１０６５に遊技球が進入可能な開状態
との間で動作可能に構成されている（図７は閉状態を示している）。特定役物１０６６は
、特別遊技状態において所定条件下で開状態となるように制御される。特定通路１０６５
の下端には、特定進入口１０６８が設けられている。また、遊技領域１００４の最下部に
は、いずれの入賞口にも進入せずに遊技領域１００４を落下した遊技球を遊技機の内部に
回収するアウト口１０６９が設けられている。
【００６４】
　遊技球の発射装置は、図６で示したグリップユニット１０２０の回転量を調整すること
により遊技球の射出力が変化するように構成されており、グリップユニット１０２０の回
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うに遊技球が発射され、グリップユニット１０２０の回転量が多い場合には表示装置１０
３２の右側の遊技領域１００４を遊技球が落下するように遊技球が発射される。
【００６５】
　遊技者は、遊技状況に応じてグリップユニット１０２０の回転量を調整し、遊技球が左
側の遊技領域１００４を落下して、あるいは開口１０４０と通路１０４２とステージ１０
４４を通過して第１始動入賞口１０４６に進入するように遊技球を発射させたり（左打ち
）、遊技球が右側の遊技領域１００４を落下して、通過ゲート１０４８を遊技球が通過す
るように、あるいは第２始動入賞口１０５０に遊技球が進入するように、あるいは大入賞
口１０５４に遊技球が進入するように遊技球を発射させたりする（右打ち）。
【００６６】
　遊技盤１００６の右下部であって、遊技領域１００４の外側には、遊技機の各種状態を
ランプ等の点灯および消灯により示す状態表示部１０７０が設けられている。パチンコ遊
技機１００１は、主制御基板（主制御装置）および副制御基板（副制御装置）を含む制御
基板によって制御される。そして、主制御基板や副制御基板等の各基板の機能は、各種の
プロセッサ（ＣＰＵ、ＤＳＰ等）、ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）、ＲＯＭ（情報記憶媒体
の一例）、あるいはＲＡＭなどのハードウェアや、ＲＯＭなどに予め記憶されている所与
のプログラムからなるソフトウェアにより実現される。主制御基板と副制御基板との間で
は、主制御基板から副制御基板への単方向通信のみが可能となっており、副制御基板から
は主制御基板へ情報を送信することができないように通信接続されている。
【符号の説明】
【００６７】
Ｘ　スロットマシン
７２　副制御基板（電子回路基板）
９０（９０ａ，９０ｂ，９０ｃ，９０ｄ，９０ｅ）　電源ライン
１００　モニタＬＥＤ
１０１（１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ，１０１ｄ，１０１ｅ）　電源モニタＬＥＤ
１００１　パチンコ遊技機
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