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(57)【要約】
【課題】　制御プログラムの記憶領域を従来よりも大き
くすることが可能な遊技機用制御装置の提供を目的とす
る。
【解決手段】　本発明の電飾制御基板５２（「遊技機用
制御装置」に相当する）によれば、ランプ２２，９６に
備えたＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９６Ｆを点灯さ
せるための点灯データが、制御プログラムＭを記憶した
制御ＲＯＭ１０３とは別個に備えられたデータＲＯＭ１
０６に記憶されたので、制御ＲＯＭ１０３において、制
御プログラムＭの記憶領域を従来よりも大きくすること
ができる。これにより、より多くの制御プログラムを制
御ＲＯＭ１０３に格納することが可能となり、多彩なラ
ンプ演出を行うことが可能となる。
【選択図】　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機を制御するためのＣＰＵと、
　前記ＣＰＵによって実行される制御用プログラムデータを記憶した制御記憶手段と、
　前記遊技機に設けられた作動装置と、
　前記作動装置を作動させる作動回路と、
　前記制御記憶手段とは別個に設けられて、前記作動装置の作動用データを記憶した作動
用データ記憶手段と、
　前記作動用データ記憶手段に設けられて、前記ＣＰＵからの制御信号に対応したアドレ
ス指定信号が入力されるアドレス信号入力部と、
　前記作動用データ記憶手段に設けられて、前記アドレス指定信号に基づいて前記作動用
データ記憶手段に記憶されている前記作動用データを前記作動回路に出力するデータ信号
出力部と、
　パルス信号を発生するパルス発生手段と、
　前記アドレス信号入力部に接続され、前記ＣＰＵからの制御信号が入力されたことを契
機にして前記作動用データ記憶手段に前記アドレス指定信号の出力を開始しかつ、所定個
数分の前記アドレス指定信号を前記パルス信号に基づいて１つずつ出力するアドレス指定
手段と、
　前記パルス信号に基づいて、前記アドレス指定手段が出力する前記アドレス指定信号を
変更させるアドレス指定信号変更手段と、
　前記パルス信号の発生間隔を変更する間隔変更手段とを備え、
　前記作動用データに応じて、前記作動回路が前記作動装置を作動させることを特徴とす
る遊技機用制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機用制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近のパチンコ機は、遊技者に華やかで様々な演出を提供するための画像表示装置や効
果音発生装置、照明装置等の作動装置が備えられている。そして、図１６に示した従来の
遊技機用制御装置では、マイクロコンピュータ７及びＲＯＭ８を含む制御回路によって遊
技機全体を制御すると共に、マイクロコンピュータ７からの信号を受けた専用の作動回路
４，５，６によって画像表示装置１、効果音発生装置２、照明装置３の詳細な制御を個別
に行うことで、マイクロコンピュータ７の処理負担を軽減していた（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平４－１７８７１号公報（第５頁下段右側の２行目～第６頁上段右側
の１１行目、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機用制御装置において、制御回路に備えたＲＯＭ８
には、制御プログラムの他に、各装置１，２，３の動作に関する作動データも記憶されて
いたため、ＲＯＭ８における制御プログラムの記憶領域が制限されるという問題があった
。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、制御プログラムの記憶領域を従来よりも
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大きくすることが可能な遊技機用制御装置の提供を目的とする。
【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なされた請求項１の発明に係る遊技機用制御装置は、遊技機
を制御するためのＣＰＵと、ＣＰＵによって実行される制御用プログラムデータを記憶し
た制御記憶手段と、遊技機に設けられた作動装置と、作動装置を作動させる作動回路と、
制御記憶手段とは別個に設けられて、作動装置の作動用データを記憶した作動用データ記
憶手段と、作動用データ記憶手段に設けられて、ＣＰＵからの制御信号に対応したアドレ
ス指定信号が入力されるアドレス信号入力部と、作動用データ記憶手段に設けられて、ア
ドレス指定信号に基づいて作動用データ記憶手段に記憶されている作動用データを作動回
路に出力するデータ信号出力部と、パルス信号を発生するパルス発生手段と、アドレス信
号入力部に接続され、ＣＰＵからの制御信号が入力されたことを契機にして作動用データ
記憶手段にアドレス指定信号の出力を開始しかつ、所定個数分のアドレス指定信号をパル
ス信号に基づいて１つずつ出力するアドレス指定手段と、パルス信号に基づいて、アドレ
ス指定手段が出力するアドレス指定信号を変更させるアドレス指定信号変更手段と、パル
ス信号の発生間隔を変更する間隔変更手段とを備え、作動用データに応じて、作動回路が
作動装置を作動させるところに特徴を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　［請求項１の発明］
　上記のように構成した請求項１に係る発明によれば、作動装置を作動させるための作動
用データが、制御用プログラムデータを記憶した制御記憶手段とは別個に設けられた作動
用データ記憶手段に記憶されたので、制御記憶手段における制御用プログラムデータの記
憶領域を従来よりも大きくすることができる。
【０００８】
　また、ＣＰＵが制御信号を出力すると、その制御信号に応じてアドレス指定手段が所定
個数分のアドレス指定信号を１つずつ順次に出力し、それらのアドレス指定信号にて特定
されるアドレスの作動用データが、順次に作動回路に出力される。これにより、ＣＰＵに
所定個数分のアドレスを逐一指定させた場合に比較して、ＣＰＵの処理負担を軽減するこ
とが可能となる。
【０００９】
　さらに、パルス信号の発生間隔が変更できるので、アドレス指定信号が出力される周期
、換言すれば、作動回路に作動用データが出力される周期を変えることができる。これに
より、アドレス指定手段が出力する所定個数分のアドレス指定信号の組み合わせが同一で
あっても、作動装置の動作を異ならせることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の正面図
【図２】パチンコ遊技機の分解斜視図
【図３】パチンコ遊技機の分解斜視図
【図４】遊技盤の正面図
【図５】パチンコ遊技機の背面図
【図６】遊技盤の背面図
【図７】表示制御基板の電気的構成を示すブロック図
【図８】音声制御基板の電気的構成を示すブロック図
【図９】電飾制御基板の電気的構成を示すブロック図
【図１０】パルス発生回路のブロック図
【図１１】ランプ制御回路のブロック図
【図１２】制御プログラムを示すフローチャート
【図１３】データＲＯＭの記憶領域の概念図
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【図１４】アドレス信号の出力に関するタイミングチャート
【図１５】他の実施形態（３）に係る電飾制御基板の電気的構成を示すブロック図
【図１６】従来の遊技機用制御装置のブロック図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を適用したパチンコ遊技機に係る第１実施形態を、図１～図１４に基づい
て説明する。本実施形態のパチンコ遊技機には、図１に示すように、一般のものと同様に
、遊技場の遊技島に固定される外枠８２に前面枠９０が着脱可能に取り付けられている。
【００１２】
　前面枠９０には、図２に示した遊技盤１１に種々の部品を組み付けてなる遊技盤側集合
体と、同図に示した機構板７５に種々の部品を組み付けてなる機構板側集合体の２つの集
合体が組み付けられる。
【００１３】
　まず、遊技盤側集合体を構成する各部品に関して説明すると、遊技盤１１は、木製の概
矩形板材で構成されている。遊技盤１１の前面には、図４に示すように、ガイドレール１
２が取り付けられ、ガイドレール１２の内側が、遊技領域Ｒ１となっている。遊技領域Ｒ
１のほぼ中央部には、表示装置１３が設けられ、表示装置１３の下方には、始動入賞口１
４、大入賞口１５及びアウト口１６が、上から順に間隔を開けて並べて設けられている。
遊技領域Ｒ１のうち表示装置１３の左右両側には、風車１９，１９が備えられ、風車１９
，１９のさらに外側には、ＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂを内蔵したサイドランプ２２，２２が備
えられている。また、始動入賞口１４の左右両側には、始動ゲート１８，１８及び上側サ
イド入賞口２０，２０が備えられ、始動ゲート１８，１８の略真下位置で大入賞口１５の
左右両側の位置には、下側サイド入賞口２１，２１が備えられている。さらに、これら入
賞口等以外に、遊技領域Ｒ１には、図示しない複数の釘が起立している。
【００１４】
　所要の各部位についてさらに詳説する。
【００１５】
　上側サイド入賞口２０及び下側サイド入賞口２１は、共に遊技球が１つ入賞可能な開口
幅をなして上方に開放されている。
【００１６】
　始動ゲート１８は、遊技球が潜って通過可能な門形構造をなし、通過した遊技球は、そ
の始動ゲート１８に内蔵した普通図柄始動スイッチによって検出される。そして、その検
出信号に基づいて、後述する普通図柄表示部２４の図柄が変動表示される。
【００１７】
　始動入賞口１４は、所謂、ポケット構造をなして上方に向かって開口しており、その開
口の両側部には可動翼片１４Ｃ，１４Ｃが備えられている。これら両可動翼片１４Ｃ，１
４Ｃは、常には起立状態になっており、両可動翼片１４Ｃ，１４Ｃに挟まれた始動入賞口
１４の開口幅は、遊技球が約１つ入る大きさになっている。そして、遊技盤１１の裏に設
けたソレノイドが駆動されると、可動翼片１４Ｃ，１４Ｃが横に倒され、遊技球が可動翼
片１４Ｃに案内されて始動入賞口１４に入り易くなる。
【００１８】
　始動入賞口１４に遊技球が入賞すると、始動入賞口１４内に設けた特別図柄始動スイッ
チが遊技球を検出し、表示装置１３が後述するように図柄を変動表示する。なお、表示装
置１３が図柄を変動表示している間に、始動入賞口１４に入賞した入賞球は、４個まで保
留記憶される。
【００１９】
　大入賞口１５は、横長に形成されて、常には、可動扉１５Ｔにて閉塞されている。そし
て、後述する所定条件の成立によって、パチンコ遊技機が「大当たり状態」になると、遊
技盤１１の裏に設けたソレノイドが駆動され、可動扉１５Ｔが所定期間に亘って前側に倒
れる。これにより、大入賞口１５が開放され、可動扉１５Ｔを案内にして、大入賞口１５
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に多くの遊技球が入賞可能になる。大入賞口１５に遊技球が入賞すると、大入賞口１５内
に設けた検出スイッチが遊技球を検出し、その検出信号に基づいて、例えば、１５個の遊
技球が賞球として払い出される。そして、所定条件が成立（例えば、可動扉１５Ｔの開放
時間が３０秒に達したか、又は、大入賞口１５に遊技球が１０個入賞したか）すると、可
動扉１５Ｔが遊技盤１１側に回動して大入賞口１５を閉塞する。
【００２０】
　表示装置１３は、遊技盤１１に貫通形成された開口部（図示せず）に対し、遊技盤１１
の前面側から取り付けた枠形構造の装飾枠２３（図４を参照）と、遊技盤１１の後面側か
ら取り付けた図示しない液晶モジュール（詳細には、ＴＦＴ－ＬＣＤモジュール）とで構
成されている。そして、遊技者は、遊技盤１１の前面側から、装飾枠２３を介して、液晶
モジュールの表示画面３４を見ることができる。
【００２１】
　表示画面３４の中央部分には、図１に示すように、通常は、３つの左、中、右の特別図
柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが、横並びに表示されている。これら各特別図柄１３Ａ，１３
Ｂ，１３Ｃは、例えば、「０」～「１１」の数字を表記した複数種類のもので構成されて
おり、通常は、各特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃごと、所定の種類のものが、表示画面
３４に確定表示されている。そして、始動入賞口１４に遊技球が入賞したときに当否判定
され、各特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが、上下方向にスクロールして変動表示され、
所定時間後に、例えば、左、中、右の順で各特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが停止表示
される。このとき、例えば、当否判定の結果が当たりで全ての特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，
１３Ｃが同じ図柄、即ち、ぞろ目になった場合に、遊技が「大当たり状態」になり、可動
扉１５Ｔが開かれる。
【００２２】
　表示画面３４の左上隅には、普通図柄表示部２４が設けられている。この普通図柄表示
部２４は、始動ゲート１８内に設けた普通図柄始動スイッチが遊技球の通過を検出したと
きに当否判定され、例えば、「０」～「９」までの数字（普通図柄）を所定期間に亘って
変動表示した後、所定の数字を確定表示する。そして、確定表示された数字が、例えば、
奇数の場合に、前記始動入賞口１４に設けた前記可動翼片１４Ｃ，１４Ｃが所定期間（例
えば、０．４秒）に亘って横に倒される。なお、普通図柄表示部２４で表示する普通図柄
は、数字に限るものではなく、アルファベットや記号等でもよい。
【００２３】
　次に、機構板側集合体について説明すると、機構板７５は、合成樹脂で構成され、図２
に示すように、全体として遊技盤１１より縦方向に長い矩形状をなす。機構板７５の中央
部分には、矩形窓７４が形成され、機構板７５が遊技盤１１に重ねられると、遊技盤１１
に固定された後述する各制御基板４９～５２が、矩形窓７４内に配置される。なお、矩形
窓７４の縁部には、各制御基板４９～５２を収容した筐体状のカバー（図示せず）が着脱
可能に取り付けられている。
【００２４】
　図５に示すように、機構板７５の後面のうち、矩形窓７４より上側には、遊技球タンク
７１が設けられている。また、矩形窓７４の側方部分には、賞球払出装置３０及び貸球払
出装置３１が設けられている。そして、遊技球タンク７１と賞球払出装置３０及び貸球払
出装置３１との間が、矩形窓７４の上辺と右側辺に沿って延びた遊技球誘導レール７１Ｒ
により連絡されている。
【００２５】
　機構板７５の後面７５Ｒのうち矩形窓７４より下方には、払出制御基板５８と電源装置
５４とが横並びにして取り付けられている。払出制御基板５８は、後述する主制御基板４
９から受けた信号に基づき、賞球払出装置３０及び貸球払出装置３１を駆動して、所定数
の遊技球を後述の上皿２７Ａ（図１及び図３を参照）に払い出させる。電源装置５４は、
パチンコホールに備えたＡＣ２４Ｖ設備電源から電力を受け、これを所定の電圧に変圧し
て各部位に配電する。なお、払出制御基板５８と電源装置５４も、個々に透明な樹脂ケー
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スに収容されている。なお、機構板７５は、一側部の上下端部に備えたヒンジ部７３，７
３によって前面枠９０に対して回動可能に組み付けられる（図２を参照）。
【００２６】
　次に外枠８２について説明する。外枠８２には、前面枠９０が回動可能に備えられてい
る。外枠８２は、４つの木製の長板８３を縦長矩形状に接合して構成されており、外枠８
２のうち両側辺を構成する長板８３の下端部の間には、前面板８４が差し渡され、その前
面板８４の下縁部が、下辺を構成する長板８３に接合されている。
【００２７】
　外枠８２のうち一方の側辺には、その上下の２箇所に、金属製のヒンジ片８５，８５が
取り付けられている。また、図２に示すように、外枠８２のうちヒンジ片８５と反対側の
側辺を構成する長板８３には、その上端寄りと下端寄りの内面の２箇所に、１対の係止部
８６，８６が取り付けられている。さらに、外枠８２のうちヒンジ片８５を備えた側の外
側面には、図１に示すように、プリペードカードユニット４０が取り付けられる。
【００２８】
　前面枠９０は、例えば、合成樹脂で構成され、図３に示すように、外枠８２の前面のう
ち前面板８４より上方部分に対応した矩形構造をなす。前面枠９０の一方の側辺には、そ
の上下の２箇所に、金属製のヒンジ片９１，９１が備えられている。そして、これらヒン
ジ片９１，９１が前記外枠８２に設けたヒンジ片８５，８５に係合されて、前面枠９０が
外枠８２に対して回動自在に取り付けられている。
【００２９】
　また、図２に示すように、前面枠９０のうち、ヒンジ片９１が備えられた側と反対側の
側辺には、１対の被係止部９２，９２（図２を参照）が備えられており、外枠８２に備え
られた係止部８６，８６とこの被係止部９２，９２とが係止することで、前面枠９０が外
枠８２に対して回動不能に固定される。
【００３０】
　図３に示すように、前面枠９０には、遊技窓９０Ｗが形成されており、前面枠９０の後
面側から挿入された遊技盤１１の遊技領域Ｒ１を前面枠９０の前面側から視認可能となっ
ている。また、前面枠９０の前面には、ガラス枠９５が設けられている。ガラス枠９５は
、前面枠９０のうちヒンジ片９１側の側縁部に回動可能に取り付けられており、遊技窓９
０Ｗより一回り小さな窓９５Ｗを備えて、そこにガラス板が張られている。また、ガラス
枠９５の前面のうち窓９５Ｗの縁部には、装飾ランプ９６が配されている。装飾ランプ９
６は、有色（例えば、赤色や黄色等）の透光性樹脂で構成されたランプカバーの内部に複
数のＬＥＤ９６Ａ～９６Ｆ（図１を参照）を備えてなる。なお、遊技盤１１は、前面枠９
０の後面側に起立形成された囲壁７８内に収容され、囲壁７８の複数箇所に設けられた係
止レバー７７によって係止されている（図２を参照）。
【００３１】
　図４に示すように、前面枠９０のうちガラス枠９５の下方には、横長の回動板９７が、
ガラス枠９５と同様に、前面枠９０に対して回動可能に取り付けられている。この回動板
９７には、上皿２７Ａが取り付けられている。
【００３２】
　前面枠９０のうち回動板９７の下方には、下皿２７Ｂを備えた下皿ユニット９８が取り
付けられている。そして、遊技を行った場合の賞球としての遊技球が、上皿２７Ａに払い
出され、上皿２７Ａに設けたボタン２９を押すと、上皿２７Ａから下皿２７Ｂに遊技球が
移動する。
【００３３】
　回動板９７のうち、上皿２７Ａの左右の両端部寄り位置には１対のスピーカ５９Ｓ，５
９Ｓが設けられ、下皿ユニット９８のうち、下皿２７Ｂの右端部には操作ノブ２８が設け
られている。これらスピーカ５９Ｓ、操作ノブ２８及び前記装飾ランプ９６等は、パチン
コ遊技機の所定の電気回路にコネクタ接続されている。そして、操作ノブ２８を操作する
と、前面枠９０の下端部に備えられた発射装置５３が駆動して、上皿２７Ａに収容された



(7) JP 2010-214160 A 2010.9.30

10

20

30

40

50

遊技球が遊技盤１１上の遊技領域Ｒ１に向けて弾き出され、遊技の進行状況に応じて、装
飾ランプ９６及びスピーカ５９Ｓが駆動される。以上が機構板側集合体の説明である。
【００３４】
　ところで、図２に示すように、遊技盤１１の後面には、表示装置１３を構成する液晶モ
ジュールの後側に重なるようにして表示制御基板５１が備えられている。また、表示制御
基板５１の下側には、電飾制御基板５２と音声制御基板５０とが横並びにして取り付けら
れている。そして、これら電飾制御基板５２、音声制御基板５０及び表示制御基板５１の
後側に重なるようにして主制御基板４９が取り付けられている（図６を参照）。なお、前
記各制御基板４９～５２は、それぞれ透明な樹脂ケースに収容されている。
【００３５】
　次に、図７～１０を参照しつつ本実施形態のパチンコ遊技機の電気的な構成について説
明する。主制御基板４９は、例えば、ＣＰＵとＲＡＭ及びＲＯＭを合わせてパッケージし
てなるワンチップマイコンを主要部として備えている。
【００３６】
　ワンチップマイコンは、各入賞口１４，１５，２０，２１及び始動ゲート１８に入賞し
た遊技球を検出するためのセンサー等から信号を受けると共に、電飾制御基板５２、音声
制御基板５０、払出制御基板５８、表示制御基板５１等に制御信号を出力して各部位を制
御する。また、ワンチップマイコンは、パチンコ遊技機の遊技状況に関する遊技情報を、
情報出力回路を介して、パチンコホールに備えた管理装置へと出力する。
【００３７】
　表示制御基板５１は、図７に示すように、表示装置１３にて演出に用いられる画像を表
示装置１３に表示するための制御データ及び制御プログラム等を記憶する制御ＲＯＭ６３
と、特別図柄、背景画像、キャラクター画像、文字画像等の画像データを記憶する画像デ
ータＲＯＭ６６とを備える。そして、主制御基板４９からＩ／Ｏポート６０を介して入力
したコマンドデータに基づき、表示用ＣＰＵ６１が、制御ＲＯＭ６３から所定の制御デー
タ及び制御プログラムを取り出し、ワークＲＡＭ６４の作業領域で所定の信号を生成して
ＶＤＰ６２に出力する。
【００３８】
　ＶＤＰ６２は、画像表示を行うための表示制御機能及び高速描画機能を有し、表示制御
用ＣＰＵ６１からの描画命令（所定の信号）に基づいて画像データＲＯＭ６６から必要な
データを読み出し、表示画面３４における特別図柄、背景画像、キャラクター画像、文字
画像等のマップデータを作成し、一旦ＶＲＡＭ６７に格納する。ＶＲＡＭ６７に格納され
た画像データは、ＶＤＰ６２によってＬＣＤ制御回路６５に出力され、ＬＣＤ制御回路６
５は、入力した画像データを色信号（例えば、ＲＧＢ信号）と同期信号とからなるビデオ
信号に変換し、表示装置１３（詳細には、ＴＦＴ－ＬＣＤ）に出力する。そして、表示装
置１３は、ビデオ信号に基づいて、表示画面３４に画像を表示する。なお、図７において
、符号６８は、リセット回路であって、表示用ＣＰＵ６１とワークＲＡＭ６４とから構成
される表示制御用ＭＰＵを初期化するためのリセット信号を出力する。また、符号６９は
、クロック回路であって、表示制御用ＭＰＵに基準クロック信号を出力する。
【００３９】
　音声制御基板５０は、主制御基板４９からのコマンドデータに基づいてスピーカ５９Ｓ
から発生させるＢＧＭや演出用の音声の制御を行い、その音声データを設定する。
【００４０】
　具体的には、図８に示すように、音声制御基板５０は、音声を発生させるための制御デ
ータ及び制御プログラム等を記憶した制御ＲＯＭ２０３を備える。そして、音声用ＣＰＵ
２０１は、主制御基板４９からＩ／Ｏポート２００を介して入力したコマンドデータに基
づいて制御ＲＯＭ２０３から制御プログラム及び制御データを読み出し、ワークＲＡＭ２
０２にて所定の信号を生成して音声合成回路２０４に信号を出力する。音声合成回路２０
４は、音声用ＣＰＵ２０１からの信号に基づいて音声信号を合成して音量増幅回路２０５
に出力する。音量増幅回路２０５にて増幅された音声信号は、音量スイッチ２０６を介し
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て、左右のスピーカ５９Ｓ，５９Ｓに出力される。ここで、音量スイッチ２０６を操作す
ることで、スピーカ５９Ｓから発生する音声の音量を調節することが可能である。
【００４１】
　なお、図８において、符号２０８は、リセット回路であって、音声用ＣＰＵ２０１とワ
ークＲＡＭ２０２とから構成される音声制御用ＭＰＵを初期化するためのリセット信号を
出力する。また、符号２０７は、クロック回路であって、音声制御用ＭＰＵに基準クロッ
ク信号を出力する。
【００４２】
　さて、本発明の「遊技機用制御装置」としての電飾制御基板５２は、主制御基板４９か
らのコマンドデータに基づいて、装飾ランプ９６やサイドランプ２２，２２等の電飾装置
（本発明の「作動装置」に相当する）に備えた複数のＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９
６Ｆを制御する。
【００４３】
　図９に示すように、電飾制御基板５２は、前記ランプ２２，９６に備えたＬＥＤ２２Ａ
，２２Ｂ，９６Ａ～９６Ｆを制御するための制御プログラム（本発明の「制御用プログラ
ムデータ」に相当する）を記憶した制御ＲＯＭ１０３（本発明の「制御記憶手段」に相当
する）を備える。
【００４４】
　電飾制御基板５２に備えた電飾用ＣＰＵ１０１（本発明の「ＣＰＵ」に相当する）は、
主制御基板４９からＩ／Ｏポート１００を介して入力したコマンドデータに基づいて制御
ＲＯＭ１０３から制御プログラムを読み出す。そして、読み出された制御プログラムに基
づいてワークＲＡＭ１０２において所定の信号が生成され、加算回路１０４（本発明の「
アドレス指定手段」に相当する）及びパルス発生回路１０５（本発明の「パルス発生手段
」に相当する）に出力される。なお、加算回路１０４とパルス発生回路１０５とで、本発
明の「アドレス指定信号変更手段」が構成されている。
【００４５】
　パルス発生回路１０５は、後に詳説するように、電飾用ＣＰＵ１０１からの信号に基づ
いて所定のパルス信号を加算回路１０４に出力する。また、加算回路１０４は、電飾用Ｃ
ＰＵ１０１からの信号と、パルス発生回路１０５からのパルス信号とに基づいて、データ
ＲＯＭ１０６にアドレス信号を出力する。
【００４６】
　データＲＯＭ１０６は、前記複数のＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９６Ｆの点灯デー
タ（本発明の「作動用データ」に相当する）を格納している。また、データＲＯＭ１０６
は、制御ＲＯＭ１０３とは別個に設けられ、電飾制御基板５２上に着脱可能に備えられて
いる。点灯データを変更する場合には、データＲＯＭ１０６を交換すればよいので、点灯
データの変更が容易となる。なお、データＲＯＭ１０６は、本発明の「作動用データ記憶
手段」に相当する。
【００４７】
　データＲＯＭ１０６は、加算回路１０４からのアドレス信号によって特定されたアドレ
スの点灯データを、ランプ制御回路１０７（本発明の「作動回路」に相当する）に出力す
る。同図に示すように、データＲＯＭ１０６の点灯データは、直接、ランプ制御回路１０
７に出力されるので、点灯データを一旦電飾用ＣＰＵ１０１に取り込み、電飾用ＣＰＵ１
０１からランプ制御回路１０７に出力する構成と比較して、電飾用ＣＰＵ１０１の負担を
軽減することができる。なお、データＲＯＭ１０６のうち、アドレス信号が入力する入力
ポートが本発明の「アドレス信号入力部」に相当し、点灯データを出力する出力ポートが
、本発明の「データ信号出力」に相当する。
【００４８】
　ランプ制御回路１０７は、データＲＯＭ１０６からの点灯データに基づいてランプ２２
，９６に備えた複数のＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９６Ｆを点灯又は消灯させる。
【００４９】
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　なお、図９における符号１０９は、リセット回路であって、電飾用ＣＰＵ１０１とワー
クＲＡＭ１０２とから構成される電飾制御用ＭＰＵを初期化するためのリセット信号を出
力する。また、符号１０８は、クロック回路であって、電飾制御用ＭＰＵに基準クロック
信号を出力する。
【００５０】
　さて、電飾制御基板５２の所要の各部について詳細に説明する。
【００５１】
　電飾用ＣＰＵ１０１は、主制御基板４９からのコマンドデータに基づいて、複数のラン
プ演出パターンの中から１つを設定すると共に、その演出パターンに応じて予め設定され
ている各種信号を出力する。即ち、電飾用ＣＰＵ１０１は、加算回路１０４に開始アドレ
ス信号を出力する。また、パルス発生回路１０５には、パルス信号の周期Ｔ（図１４を参
照）、即ち、１つのパルス信号が発生してから次のパルス信号が発生するまでの時間間隔
を設定するための信号と、パルス信号の出力回数を設定するための信号とを出力する。な
お、各ランプ演出パターンにおける開始アドレス、パルス信号の周期Ｔ及びパルス信号の
発生回数は、例えば、以下の表１のように設定されている。
【００５２】
【表１】

【００５３】
　パルス発生回路１０５は、図１０に示すように、パルス信号を生成する発振回路１２０
と、発振回路１２０からパルス信号を受信して加算回路１０４に出力すると共に、受信し
たパルス信号の数を計数するカウンター回路１２１とを備える。発振回路１２０は、電飾
用ＣＰＵ１０１からの信号に基づいてパルス信号の周期Ｔ（図１４を参照）を設定する。
具体的には、発振回路１２０には分周回路１２２が備えられており、電飾用ＣＰＵ１０１
からの信号に応じて発振回路１２０に備えた発振素子（図示せず）の基準パルスを分周す
ることで、パルス信号の周期Ｔを変更している。なお、発振回路１２０は、本発明の「間
隔変更手段」に相当する。また、本実施形態では、発振回路１２０から出力されるパルス
信号の周期Ｔは、クロック回路１０８から出力される基準クロック信号の周期とは異なっ
ている。
【００５４】
　加算回路１０４は、電飾用ＣＰＵ１０１から開始アドレス信号を受けると、パルス発生
回路１０５からのパルス信号の入力を契機として、その開始アドレス信号をデータＲＯＭ
１０６に出力する。また、開始アドレス信号を出力した後で、パルス発生回路１０５から
１つのパルス信号が入力する毎に、先に出力したアドレス信号に所定値（本実施形態では
、データＲＯＭ１０６のアドレスの１番地分に相当する値）を加算して更新し、その更新
されたアドレス信号をデータＲＯＭ１０６に出力する。これにより、データＲＯＭ１０６
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のアドレスが規則的に指定される。
【００５５】
　ここで、電飾用ＣＰＵ１０１は、開始アドレス信号のみを出力しており、その後に出力
されるアドレス信号は、加算回路１０４が１つずつ順次に生成して出力するので、電飾用
ＣＰＵ１０１によって複数個分のアドレス信号を逐一出力させた場合に比較して、電飾用
ＣＰＵ１０１の処理負担を軽減することができる。また、加算回路１０４がアドレス信号
を生成して出力している間に、その他の回路１１０を制御することも可能となる。
【００５６】
　データＲＯＭ１０６は、所定の容量の記憶領域Ｒ０を有し、その記憶領域Ｒ０は、図１
３に示すように、例えば、１バイトずつの複数のアドレス空間に区分されてアドレス（番
地）が付されている。そして、記憶領域Ｒ０の各アドレスに対応したアドレス空間に、１
つの点灯データが格納されている。
【００５７】
　１つの点灯データ（８ビット）に含まれる各ビットは、それぞれ１つのＬＥＤに対応し
ている。点灯データのビット値が「１」である場合にそのＬＥＤは点灯され、ビット値が
「０」である場合にそのＬＥＤは消灯されるようになっている。即ち、各ビットが１つの
ＬＥＤに対応し、１つの点灯データによって、８つのＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９
６Ｆの点灯状態が一度に設定されることになる。
【００５８】
　例えば、図１２のアドレスｂに格納されている点灯データでは、１，２，３，６ビット
目に対応したＬＥＤは点灯され、４，５，７，８ビット目に対応したＬＥＤは消灯される
。
【００５９】
　ランプ制御回路１０７は、データＲＯＭのデータバスに接続されて、データＲＯＭ１０
６からの点灯データ、つまり各ＬＥＤに対応するビットデータに応じて、ランプ２２，９
６に備えた各ＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９６Ｆへの電力供給をオンオフ切り替えす
る。図１１に示すように、ランプ制御回路１０７の出力ポートは、例えば、８ビットのパ
ラレルポートで構成されている。出力ポートの各ビットには、それぞれ１つのＬＥＤが接
続されている。本実施形態では、１～３ビット目が、装飾ランプ９６の左上、左中、左下
のＬＥＤ９６Ａ～９６Ｃに接続され、４～６ビット目が、装飾ランプ９６の右上、右中、
右下のＬＥＤ９６Ｄ～９６Ｆに接続され、７ビット目が、左側のサイドランプ２２のＬＥ
Ｄ２２Ａに接続され、８ビット目が、右側のサイドランプ２２のＬＥＤ２２Ｂに接続され
ている。そして、データＲＯＭ１０６から読み出された点灯データに基づいて、電源装置
５４による電力供給を出力ポートの各ビット毎にオンオフ切り替えする。即ち、ビット値
が「１」の場合にはオン状態として、そのＬＥＤに電力を供給し、ビット値が「０」の場
合はオフ状態として、そのＬＥＤへの電力供給を遮断する。これにより、８つのＬＥＤ２
２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９６Ｆを個別に点灯又は消灯させることができる。以上が、電飾
制御基板５２の構成の説明である。
【００６０】
　次に、上記構成からなる電飾制御基板５２の動作を図１１のフローチャートを参照しつ
つ説明する。パチンコ遊技機の電源をオンすると、電飾制御基板５２に備えた電飾用ＣＰ
Ｕ１０１は、図１１に示した制御プログラムＭを制御ＲＯＭ１０３から取り出してランす
る。
【００６１】
　制御プログラムＭがランされると、まず、外部コマンド受信処理（Ｓ１）が行われる。
この処理（Ｓ１）では、主制御基板４９からコマンドデータが受信される。
【００６２】
　外部コマンド受信処理（Ｓ１）に次いで、演出パターン判別処理（Ｓ２）が行われる。
この処理（Ｓ２）では、主制御基板４９からのコマンドデータに基づいて、ランプの演出
パターン（表１を参照）が判別される。そして、この演出パターンに基づいて、以下の開
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始アドレス設定処理（Ｓ３）、実行ステップ設定処理（Ｓ４）、及び開始タイマー処理（
Ｓ５）が行われる。
【００６３】
　開始アドレス設定処理（Ｓ３）では、演出パターンに応じて開始アドレス信号が設定さ
れる。
【００６４】
　実行ステップ設定処理（Ｓ４）では、演出パターンに応じて、パルス発生回路１０５か
ら出力されるパルス信号の周期Ｔ及びパルス信号の出力回数が設定される。
【００６５】
　開始タイマー処理（Ｓ５）では、ランプ演出パターンに応じて所定時間が設定され、以
後、この処理（Ｓ５）が行われる度に、開始タイマーの値がカウントアップされる。
【００６６】
　次いでその他の処理として、例えばその他の回路制御等の処理が行われる（Ｓ６）。次
いで開始タイマーの値が所定時間となったか否か、即ち、判別された演出パターンによる
ランプ演出を開始するか否かがチェックされる（Ｓ７）。所定時間に達していない場合（
Ｓ７でＮｏ）には、開始タイマーによる計時を続行する。一方、所定時間に達した場合（
Ｓ７でＹｅｓ）には、ランプ２２，９６に備えた各ＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９６
Ｆをデフォルト状態に設定するためのデフォルトアドレス設定処理（Ｓ８）が行われる。
【００６７】
　デフォルトアドレス設定処理（Ｓ８）では、加算回路１０４にデータＲＯＭ１０６のア
ドレスａに対応するアドレス信号を設定すると共に、パルス発生回路１０５からパルス信
号を１回発生させて、アドレスａに対応するアドレス信号をデータＲＯＭ１０６に出力さ
せる。そして、各ＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９６Ｆを最初にデフォルト状態とした
後で、演出パターンに応じたランプ演出が開始される。なお、クロック回路１０８が発生
するクロックパルスを用いてデフォルトアドレスに対応するアドレス信号を出力させても
よい。
【００６８】
　次に、本実施形態の電飾制御基板５２とＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ～９６Ｆの動作
を具体的に説明する。
【００６９】
　例えば、ランプ演出パターン１（表１を参照）が実行された場合、即ち、開始アドレス
設定処理（Ｓ３）において、開始アドレス信号として、データＲＯＭ１０６のアドレスｂ
に対応したアドレス信号が設定され、実行ステップ設定処理（Ｓ４）において、パルス信
号の出力回数が「４」回に設定されかつ、パルス信号の周期Ｔが「１秒」に設定された場
合には、以下のようになる。
【００７０】
　まず、主制御基板４９からのコマンドデータを受信してから演出パターンに応じて設定
されている所定時間が経過すると、デフォルトアドレスとしてアドレスａを指定するアド
レス信号が出力される。
【００７１】
　次に、加算回路１０４にアドレスｂを指定するアドレス信号が設定され、パルス発生回
路１０５からパルス信号が出力される。加算回路１０４にパルス信号が入力すると、デー
タＲＯＭ１０６にアドレスｂを指定するアドレス信号が出力される。アドレスｂに対応す
るアドレス信号が出力されてから１秒後に、加算回路１０４に２つ目のパルス信号が入力
すると、アドレスｂから１番地分繰り上がったアドレスｃを指定するアドレス信号が出力
される。アドレスｃに対応するアドレス信号が出力されてから１秒後に、加算回路１０４
に３つ目のパルス信号が入力すると、アドレスｃから１番地分繰り上がったアドレスｄを
指定するアドレス信号が出力される。さらに、アドレスｄに対応するアドレス信号が出力
されてから１秒後に、加算回路１０４に４つ目のパルス信号が入力すると、アドレスｄか
ら１番地分繰り上がったアドレスｅを指定するアドレス信号が出力される。つまり、連続
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した４つのアドレスｂ，ｃ，ｄ，ｅを指定するアドレス信号が１秒おきに順番に出力され
る。アドレスｅを指定するアドレス信号を出力した時点で、パルス信号は、「４」回出力
されたことになるので、パルス発生回路１０５からのパルス信号の出力が停止される。
【００７２】
　これを遊技者側から見ると以下のようになる。最初はアドレスａの点灯データ「０００
０００００」に基づいて全てのＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ、９６Ａ～９６Ｆがデフォルト状態
、即ち、消灯状態となっている。次いで、アドレスｂの点灯データ「１１１００１００」
に基づいて、装飾ランプ９６の左上、左中、左下及び右下のＬＥＤ９６Ａ～９６Ｃ，９６
Ｅが１秒間点灯する。次の１秒間は、アドレスｃの点灯データ「１１１００１１０」に基
づいて、装飾ランプ９６の左上、左中、左下及び右下のＬＥＤ９６Ａ～９６Ｃ，９６Ｅと
、左側のサイドランプ２２のＬＥＤ２２Ａとが点灯する。次の１秒間は、アドレスｄの点
灯データ「１１００１１１０」に基づいて、装飾ランプ９６の左上、左中、右中及び右下
のＬＥＤ９６Ａ，９６Ｂ，９６Ｅ，９６Ｆと、左側のサイドランプ２２のＬＥＤ２２Ａと
が点灯する。さらに、次の１秒間は、アドレスｅの点灯データ「１１００１０１０」に基
づいて、装飾ランプ９６の左上、左中、右中のＬＥＤ９６Ａ，９６Ｂ，９６Ｅと、左側の
サイドランプ２２のＬＥＤ２２Ａとが点灯する。つまり、１秒毎に点灯するＬＥＤの組み
合わせが切り替わる。
【００７３】
　また、ランプ演出パターン３（表１を参照）が実行された場合、即ち、開始アドレス設
定処理（Ｓ３）において、開始アドレス信号として、データＲＯＭ１０６のアドレスｄを
指定するアドレス信号が設定され、実行ステップ設定処理（Ｓ４）において、パルス信号
の出力回数が「３」回に設定されかつ、パルス信号の周期Ｔが「２秒」に設定された場合
には、以下のようになる。
【００７４】
　まず、主制御基板４９からのコマンドデータを受信してから演出パターンに応じて設定
されている所定時間が経過すると、デフォルトアドレスとしてアドレスａを指定するアド
レス信号が出力される。
【００７５】
　次に、加算回路１０４にアドレスｄを指定するアドレス信号が設定され、パルス発生回
路１０５からパルス信号が出力される。加算回路１０４にパルス信号が入力すると、デー
タＲＯＭ１０６にアドレスｄを指定するアドレス信号が出力される。アドレスｄに対応す
るアドレス信号が出力されてから２秒後に、加算回路１０４に２つ目のパルス信号が入力
すると、アドレスｄから１番地分繰り上がったアドレスｅを指定するアドレス信号が出力
される。さらに、アドレスｅに対応するアドレス信号が出力されてから２秒後に、加算回
路１０４に３つ目のパルス信号が入力すると、アドレスｅから１番地分繰り上がったアド
レスｆを指定するアドレス信号が出力される。つまり、連続した３つのアドレスｄ，ｅ，
ｆを指定するアドレス信号が２秒おきに順番に出力される。また、アドレスｆに対応する
アドレス信号が出力された時点でパルス信号は「３」回出力されたことになるので、パル
ス発生回路１０５からのパルス信号の出力が停止される。
【００７６】
　これを遊技者側から見ると以下のようになる。即ち、最初はアドレスａの点灯データに
基づいて全てのＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ、９６Ａ～９６Ｆが消灯状態となっている。次いで
、アドレスｄの点灯データ「１１００１１１０」に基づいて、装飾ランプ９６の左上、左
中、右中及び右下のＬＥＤ９６Ａ，９６Ｂ，９６Ｅ，９６Ｆと、左側のサイドランプ２２
のＬＥＤ２２Ａとが２秒間点灯する。次の２秒間は、アドレスｅの点灯データ「１１００
１０１０」に基づいて、装飾ランプ９６の左上、左中、右中のＬＥＤ９６Ａ，９６Ｂ，９
６Ｅと、左側のサイドランプ２２のＬＥＤ２２Ａとが点灯する。さらに次の２秒間は、ア
ドレスｆの点灯データ「０１１０１１０１」に基づいて、装飾ランプ９６の左中、左下、
右中、右下のＬＥＤ９６Ａ，９６Ｂ，９６Ｅ，９６Ｆと、右側のサイドランプ２２のＬＥ
Ｄ２２Ｂとが点灯する。つまり、２秒毎に点灯するＬＥＤの組み合わせが切り替わる。
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【００７７】
　このように、本実施形態によれば、ランプ２２，９６に備えたＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂ，
９６Ａ～９６Ｆを点灯させるための点灯データが、制御プログラムＭを記憶した制御ＲＯ
Ｍ１０３とは別個に備えられたデータＲＯＭ１０６に記憶されたので、制御ＲＯＭ１０３
において、制御プログラムＭの記憶領域を従来よりも大きくすることができる。これによ
り、より多くの制御プログラムを制御ＲＯＭ１０３に格納することが可能となり、多彩な
ランプ演出を行うことが可能となる。
【００７８】
　また、ランプ演出を行う際には、電飾用ＣＰＵ１０１は、複数の点灯データのうちの最
初の１つの点灯データのみを指定すればよく、その他の点灯データを指定するアドレス信
号を出力する必要がないので、電飾用ＣＰＵ１０１の処理負担を軽減することができる。
【００７９】
　さらに、点灯データの組み合わせが同一である場合、即ち、ランプ演出パターン１とラ
ンプ演出パターン４とのように、加算回路１０４から出力されるアドレス信号の組み合わ
せが同一である場合でも、パルス信号の周期Ｔを異ならせることで、点灯するＬＥＤの組
み合わせが切り替わる時間を異ならせることができ、ランプの点灯態様を異ならせること
ができる。
【００８０】
　なお、機種変更等によって点灯データのみを変更する場合、制御プログラムと点灯デー
タとを同一のＲＯＭに記憶させていると、変更する点灯データに加えて、変更する必要の
ない制御プログラムも、改めてＲＯＭに書き込む必要がある。これに対し、本実施形態の
ように、制御プログラムと点灯データとを別個のＲＯＭに記憶させた場合には、変更する
必要のない制御プログラムはＲＯＭに書き込む必要はなく、変更する点灯データのみを新
たにＲＯＭに書き込めばよい。
【００８１】
　［他の実施形態］
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
（１）前記一実施形態では、パチンコ遊技機に備えられた電飾制御基板５２に本発明を適
用していたが、遊技機であれば、コイン遊技機やスロットマシン等に備えられた電飾制御
基板に適用してもよい。
【００８２】
（２）前記一実施形態では、パルス発生回路１０５に備えられた発振素子が生成した基準
パルスを、演出パターンに応じて分周回路１２２にて分周して加算回路１０４に出力して
いたが、クロック回路１０８が発生する基準クロック信号を分周回路１２２にて分周して
加算回路１０４に出力してもよい。
【００８３】
（３）前記第一実施形態では、装飾ランプ９６とサイドランプ２２とを同一のパルス発生
回路１０５、加算回路１０４、データＲＯＭ１０６及びランプ制御回路１０７によって制
御していたが、図１５に示すように、パチンコ遊技機のガラス枠９５に備えられた発光体
（例えば、装飾ランプ９６）と、遊技盤１１に備えられた発光体（例えば、サイドランプ
２２）とを、別々の加算回路３００Ａ，３００Ｂ、パルス発生回路３０１Ａ，３０１Ｂ、
データＲＯＭ３０２Ａ，３０２Ｂ及びランプ制御回路３０３Ａ，３０３Ｂによって制御し
てもよい。このようにすれば、ガラス枠９５に備えられた発光体と、遊技盤１１に備えら
れた発光体とを別々に制御することができるので、ランプによる演出を多様化することが
できる。
【００８４】
（４）前記実施形態では、加算回路１０４が出力するアドレス信号は、パルス信号が入力
する度に、アドレスの１番地分に相当する値が加算されるように構成されていたが、複数
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て指定されるデータＲＯＭ１０６のアドレスが複数番地分ずつ大きくなるようにしてもよ
い。また、加算する値は正の値に限らず、負の値でもよい。このようにすれば、アドレス
信号によって指定されるデータＲＯＭ１０６の複数のアドレスを、所定番地分ずつ小さく
することができる。
【００８５】
（５）前記実施形態では、ランプ演出パターン毎にパルス信号の出力回数を設定しておき
、パルス信号の出力回数が設定回数となったときに、パルス発生回路１０５からのパルス
信号の出力が停止されていたが、ランプ演出パターン毎にデフォルト時間を設定しておき
、デフォルト時間に達した場合に、電飾用ＣＰＵ１０１がパルス発生回路１０５にパルス
信号を停止させる停止信号を出力するようにしてもよい。この場合、パルス信号の出力回
数を設定する必要はない。
【００８６】
（６）前記実施形態では、電飾制御基板５２に本発明を適用していたが、音声制御基板５
０や表示制御基板５１、並びに７セグ及びドットマトリクス等の演出制御に本発明を適用
してもよい。
【符号の説明】
【００８７】
　２２　　サイドランプ（作動装置）
　５２　　電飾制御基板（遊技機用制御装置）
　９６　　装飾ランプ（作動装置）
１０３　　制御ＲＯＭ（制御記憶手段）
１０４　　加算回路（アドレス指定手段）
１０５　　パルス発生回路（パルス発生手段）
１０６　　データＲＯＭ（作動用データ記憶手段）
１０７　　ランプ制御回路（作動回路）
３００Ａ，３００Ｂ　　加算回路（アドレス指定手段）
３０１Ａ，３０１Ｂ　　パルス発生回路（パルス発生手段）
３０２Ａ，３０２Ｂ　　データＲＯＭ（作動用データ記憶手段）
３０３Ａ，３０３Ｂ　　ランプ制御回路（作動回路）
１０１　　電飾用ＣＰＵ
２２Ａ，２２Ｂ、９６Ａ～９６Ｆ　　ＬＥＤ
Ｍ　　制御プログラム
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