
JP 4506950 B2 2010.7.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技領域を視認可能な開口部が形成され該開口部を覆う透明部材を保持する透明部材保持
枠を備えた遊技機において、
　前記透明部材保持枠には、
　前記開口部の周りに設けられたプレート対応表示器と、
　前記プレート対応表示器に対応してプレートを取付可能なプレート取付部と、を備え、
　前記プレートには、
　遊技進行を案内する案内表示と、
　前記案内表示の種別を識別する案内表示識別部と、を備え、
　前記プレート取付部には、前記プレートを取り付けた際に案内表示識別部から案内表示
識別情報を読み取り可能な案内表示識別情報読取手段を備え、
　前記案内表示識別情報読取手段によって読み取った案内表示識別情報に基づいて、取り
付けられたプレートの案内表示に対応して前記プレート対応表示器の表示態様を制御する
表示制御手段を備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
遊技領域を形成するとともに遊技機枠から着脱可能な遊技盤と、前記遊技領域を視認可能
な開口部が形成され該開口部を覆う透明部材を保持する透明部材保持枠と、を備えた遊技
機において、
　前記透明部材保持枠には、
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　プレートを取付可能なプレート取付部を備え、
　前記遊技盤には、前記開口部に対応する領域にプレート対応表示器を備え、
　前記プレートには、
　遊技進行を案内する案内表示と、
　前記案内表示の種別を識別する案内表示識別部と、を備え、
　前記プレート取付部には、前記プレートを取り付けた際に案内表示識別部から案内表示
識別情報を読み取り可能な案内表示識別情報読取手段を備え、
　前記案内表示識別情報読取手段によって読み取った案内表示識別情報に基づいて、取り
付けられたプレートの案内表示に対応して前記プレート対応表示器の表示態様を制御する
表示制御手段を備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
前記表示制御手段は、前記プレート対応表示器にて表示態様を制御する複数の制御規則を
有していて、
　前記案内表示識別情報に基づいて何れかの制御規則を選択し、遊技進行に基づいて前記
プレート対応表示器の表示態様を決定することを特徴とする請求項１又は２記載の遊技機
。
【請求項４】
変動表示ゲームを表示する可変表示装置を備え、
　前記変動表示ゲームが特定の結果態様を導出することに関連して所定の遊技価値が付与
される構成となし、
　前記表示制御手段は、前記可変表示装置における前記変動表示ゲームの表示態様を前記
案内表示識別情報に基づいて切り換え制御することを特徴とする請求項１乃至３の何れか
に記載の遊技機。
【請求項５】
前記透明部材保持枠は、前記透明部材の周囲を装飾する装飾部材を備え、
　前記プレート取付部は、前記装飾部材裏面と透明部材前面との間でプレートを挟持する
構造であり、
　前記装飾部材側に案内表示識別情報読取手段を配置する構成であることを特徴とする請
求項１乃至４の何れかに記載の遊技機。
【請求項６】
前記透明部材保持枠は、前記透明部材の周囲を装飾する装飾部材と、前記透明部材を所定
の間隙を有した２層にして保持する透明部材保持部と、を備え、
　前記プレート取付部は、前記２層にした透明部材の間でプレートを挟持する構造であり
、
　前記装飾部材側に案内表示識別情報読取手段を配置する構成であることを特徴とする請
求項１乃至４の何れかに記載の遊技機。
　
　
　
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の前面側にプレートを設け、遊技に関連する所要の情報をプレートか
ら読み取って、プレート対応表示器に表示可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機では、遊技者の視認可能な範囲に種々の情報、例えば遊技内容に関する情報とし
て、確率変動図柄や大当り図柄の種類、パチンコホールの営業に関する情報として、終日
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無定量である旨やパチンコホールの営業日程等を表示することが行われている。
　そして、遊技者に知らせる特定情報の一般的な表示手段として、該特定情報をプレート
に印刷し、このプレートをガラス板保持枠に装着された２枚のガラス板の間に挿入したり
、あるいはガラス板保持枠とガラス板との間に生じる隙間に挟み込むといった方法が広く
浸透している。
　このような従来の遊技機としては、例えば以下の特許文献に開示のものがある。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－７１０７１公報
【特許文献２】特開２００２－３５２６８公報
【０００４】
　特許文献１に開示のものは、複層透明板を構成する縁枠部材に開口部を設け、該開口部
から遊技情報等を表示した情報表示パネルを内装する構造（つまり情報プレートをガラス
枠に取り付ける構造）のパチンコ機である。
　また、特許文献２に開示のものは、遊技に関連する情報を遊技者に知らせるべく、遊技
機における透明部材保持枠（ガラス枠）の開口部の外周を囲むようにしてドットマトリク
ス表示器（情報表示装置）を設け、大当りやリーチが発生した旨をドットマトリクス表示
器によって文字情報で報知する構成である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の遊技機にあっては、情報プレートをガラス枠に取り付けるだけの
構成であったため、遊技者に特定情報を知らせることはできるものの、装飾性や報知性に
乏しいという問題点があった。
　また、この情報プレートで遊技者への報知性（遊技状態の詳細な説明とか）を高めよう
としても、遊技状態と報知内容（例えば、記号とかで報知した場合）とをいちいち比較す
ることを要求されて、遊技者にとってわかりにくかった。
　さらに、遊技機の開口窓の近傍に情報表示装置を備えた場合（例えば、特許文献２の技
術）には、高価であるため、遊技機の価格が高くなってしまうとともに、装置が複雑にな
り故障しやすくなってしまう。また、用途に応じて情報表示装置の表示内容を変更するこ
とも容易ではないという欠点があった。
【０００６】
　そこで本発明は、装飾性や報知性に優れ、用途に応じて表示内容を容易に変更可能なプ
レート対応表示器を有する遊技機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明は、遊技領域を視認可能な開口部が形成
され該開口部を覆う透明部材を保持する透明部材保持枠を備えた遊技機において、
　前記透明部材保持枠には、
　前記開口部の周りに設けられたプレート対応表示器と、
　前記プレート対応表示器に対応してプレートを取付可能なプレート取付部と、を備え、
　前記プレートには、
　遊技進行を案内する案内表示と、
　前記案内表示の種別を識別する案内表示識別部と、を備え、
　前記プレート取付部には、前記プレートを取り付けた際に案内表示識別部から案内表示
識別情報を読み取り可能な案内表示識別情報読取手段を備え、
　前記案内表示識別情報読取手段によって読み取った案内表示識別情報に基づいて、取り
付けられたプレートの案内表示に対応して前記プレート対応表示器の表示態様を制御する
表示制御手段を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２記載の発明は、遊技領域を形成するとともに遊技機枠から着脱可能な遊技盤と
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、前記遊技領域を視認可能な開口部が形成され該開口部を覆う透明部材を保持する透明部
材保持枠と、を備えた遊技機において、
　前記透明部材保持枠には、
　プレートを取付可能なプレート取付部を備え、
　前記遊技盤には、前記開口部に対応する領域にプレート対応表示器を備え、
　前記プレートには、
　遊技進行を案内する案内表示と、
　前記案内表示の種別を識別する案内表示識別部と、を備え、
　前記プレート取付部には、前記プレートを取り付けた際に案内表示識別部から案内表示
識別情報を読み取り可能な案内表示識別情報読取手段を備え、
　前記案内表示識別情報読取手段によって読み取った案内表示識別情報に基づいて、取り
付けられたプレートの案内表示に対応して前記プレート対応表示器の表示態様を制御する
表示制御手段を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　ここで、プレート対応表示器はプレートの近傍に配置されるが、その近傍とは、例えば
プレート対応表示器をプレートの周辺部に配置する場合、プレートに表示窓を設けてプレ
ートの裏面側にプレート対応表示器を配置する場合とがある。また、この表示窓は狭い意
味での窓の他に、プレートの一辺にコ字状の切り欠きを設けて形成してもよい。
【００１０】
　請求項１又は２に従属する請求項３記載の発明は、前記表示制御手段は、前記プレート
対応表示器にて表示態様を制御する複数の制御規則を有していて、
　前記案内表示識別情報に基づいて何れかの制御規則を選択し、遊技進行に基づいて前記
プレート対応表示器の表示態様を決定することを特徴とする。
　請求項１乃至３の何れかに従属する請求項４記載の発明は、変動表示ゲームを表示する
可変表示装置を備え、
　前記変動表示ゲームが特定の結果態様を導出することに関連して所定の遊技価値が付与
される構成となし、
　前記表示制御手段は、前記可変表示装置における前記変動表示ゲームの表示態様を前記
案内表示識別情報に基づいて切り換え制御することを特徴とする。
　請求項１乃至４の何れかに従属する請求項５記載の発明は、前記透明部材保持枠は、前
記透明部材の周囲を装飾する装飾部材を備え、
　前記プレート取付部は、前記装飾部材裏面と透明部材前面との間でプレートを挟持する
構造であり、
　前記装飾部材側に案内表示識別情報読取手段を配置する構成であることを特徴とする。
　請求項１乃至４の何れかに従属する請求項６記載の発明は、前記透明部材保持枠は、前
記透明部材の周囲を装飾する装飾部材と、前記透明部材を所定の間隙を有した２層にして
保持する透明部材保持部と、を備え、
　前記プレート取付部は、前記２層にした透明部材の間でプレートを挟持する構造であり
、
　前記装飾部材側に案内表示識別情報読取手段を配置する構成であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１記載の発明によれば、プレート対応表示器自体が装飾性のある形状で、透明部
材保持枠ともマッチして全体的にバランスの取れた見栄えの良いものであるから装飾性に
優れ、かつ遊技者の視線の点でも見やすく報知性に優れたものにすることができる。
　また、プレートの有無によって遊技機の遊技性を損なうことなく、用途に応じてプレー
ト対応表示器の表示内容の変更が容易に可能で、遊技者や遊技場のさまざまな要求に応え
ることができる。さらに、本発明の構成部材は低価格であり、しかも装置は簡単であるか
ら、故障も少ない。
　請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の発明と同様の効果を奏する上、遊技性が
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変化する遊技盤に伴う表示器に対しても対応可能なので、遊技性に対応した表示を容易に
行うことができる。
　請求項３記載の発明によれば、プレートに表示されている情報の理解がプレートの案内
表示によって助けられる（つまり実際の遊技状態とプレート上の情報との対応関係がわか
る）ので、遊技状態がわかりやすいという利点がある。
　請求項４記載の発明によれば、プレートからの案内表示識別情報に基づいて可変表示装
置で表示する変動表示ゲームの表示態様を切り換え可能なので、プレートを利用すること
によって遊技状態をわかりやすく報知できるとともに、プレートの利用から遊技の興趣を
得ることも期待できる。
　請求項５、６記載の発明によれば、プレートの取付に際して、プレートを保持する部分
及び案内表示識別情報読取手段を配置する領域を簡単に確保することができるとともに、
光学的に識別情報の読み取り（センシング）を行うときの外光からの影響を避けるのに適
した構造にすることができる。
　また、２層にした透明部材の間でプレートを挟持すれば、しっかりと固定できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を、パチンコ機に適用した例について説明する。
Ａ．遊技機の正面構成
　図１はパチンコ機（遊技機）を示す斜視図、図２はパチンコ機を示す正面図である。図
１及び図２において、１は遊技機（パチンコ機）であり、遊技機１の側方にはカード式玉
貸機（以下、単に玉貸機という）２が併設されている。ただし、図１では玉貸機２は図示
略している。玉貸機２の前面パネルにはプリペイドカードのカード挿入口３が配置されて
いるとともに、カードの受け付け有効の表示が可能になっている。
【００１３】
　遊技機１は額縁状前面枠１１を備えており、額縁状前面枠１１は木製の機枠（遊技機枠
）１２に対して上部蝶番１３および下部蝶番（図示略）によって開閉可能に支持されてい
る。また、機枠１２に対して遊技領域を形成する遊技盤１４が着脱可能に装着された構成
になっている。ただし、図１では遊技盤１４はその前面側が見えており、全体的構成が全
て図示されているものではない。
　額縁状前面枠１１の前面側には遊技領域を視認可能な開口部が形成され、この開口部を
覆うガラス（透明部材）１５を保持する透明部材保持枠１６が額縁状前面枠１１に開閉可
能に配置されている。
　また、透明部材保持枠１６の下方には前面操作パネル１７が設けられ、前面操作パネル
１７には上皿２１、下皿２２、灰皿２３、発射操作ノブ２４、スピーカ２５ａ、２５ｂが
配置されている。スピーカ２５ａは低音用、スピーカ２５ｂは高音用である。
【００１４】
　透明部材保持枠１６には、遊技領域を視認可能な開口部の下部側にプレート対応表示器
３１が設けられており、プレート対応表示器３１は一定長を有し、その上部側はほぼ直線
状で、下部側は波型の形状である。また、プレート対応表示器３１は透明部材保持枠１６
に対してマッチした装飾性のある形状にデザインされており、かつ全体的にバランスの取
れた見栄えの良い形に成形されている。
　そして、このプレート対応表示器３１に対応して細長い形状のプレート３２を取付可能
なプレート取付部３３（なお、後述の図３、４も参照）が両側に配置されている。図２で
はプレート３２を取り付けるプレート取付部３３が存在する部分の透明部材保持枠１６を
、３３の符号と共に矢印で指し示している。
　プレート３２は、遊技進行を案内する案内表示と、該案内表示の種別を識別する案内表
示識別部３４（図３参照）とを備えており、この案内表示識別部３４の案内表示識別情報
を読み取り可能な識別情報読取センサ３５（案内表示識別情報読取手段）がプレート取付
部３３に設けられている。なお、プレート３２の案内表示は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという
プレート情報表示であり、これらの案内表示Ａ～Ｅは本実施の形態ではリーチの信頼度を
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示す記号になっている（図１０参照）。
　また、詳細を後述するが、プレート３２はガラス１５の周囲を装飾する後述の装飾部材
３６と前面のガラス１５（詳しくはプレート押えを介して）との間のプレート取付部３３
で、その両端が挟持される構造である。したがって、プレート３２の両端が挟持されるか
ら、しっかりと固定することができる。
【００１５】
　そして、プレート３２はプレート対応表示器３１の上側で接して細長い形状をなし、両
者を一体的に見たとき、バランスのとれた配置になっている。
　すなわち、プレート対応表示器３１及びプレート３２を、上記のような形状にし、かつ
両者を上下に接して配置することにより、透明部材保持枠１６にマッチした装飾性を有し
、かつ全体的にも遊技機１の前面側から見てバランスの取れた見栄えの良い構造になって
いる。
　透明部材保持枠１６における開口部（特に、前面側）にはガラス１５の周囲を装飾する
装飾部材３６が設けられており、識別情報読取センサ３５は装飾部材３６側に配置する構
成になっている。装飾部材３６には遊技領域の左右側にスピーカ３７ａ、３７ｂが配置さ
れている。また、透明部材保持枠１６の下部側には玉貸操作のための玉貸ボタン３８及び
プリペイドカード用のカード返却ボタン３９が配置され、玉貸ボタン３８と返却ボタン３
９の間にカードの残り度数の表示部を備えている。
【００１６】
　図３は透明部材保持枠１６の分解斜視図である。図３において、透明部材保持枠１６は
複数の部品に分解可能であり、例えば前部支持部材１６ａ、装飾レンズ部材１６ｂ、１６
ｃ、プレート対応表示用ＬＥＤ基板１６ｄ、装飾用ＬＥＤ基板１６ｅ、１６ｆ、１６ｇ、
１６ｈ及び後部支持部材１６ｉに区分可能で、そのうち装飾レンズ部材１６ｂ、１６ｃ、
プレート対応表示用ＬＥＤ基板１６ｄ、装飾用ＬＥＤ基板１６ｅ、１６ｆ、１６ｇ、１６
ｈを組み合せて装飾部材３６が形成され、更に装飾部材３６と前部支持部材１６ａ、後部
支持部材１６ｉを組み合せて全体として透明部材保持枠１６が形成される構成である。
　なお、４１はボタン支持部材（カード操作ユニット）であり、ボタン支持部材４１は後
部支持部材１６ｉに固定され、前述した玉貸ボタン３８及びカード返却ボタン３９が設け
られている。
【００１７】
　透明部材保持枠１６の下部にはプレート対応表示器３１が設けられており、プレート対
応表示器３１はプレート対応表示用レンズ部４２を有している。プレート対応表示用レン
ズ部４２は後述のプレート対応表示用ＬＥＤ４３の光を透過させるもので、プレート３２
の案内表示（Ａ～Ｅ）の数に対応した数のＬＥＤとレンズが備えられている。
　プレート３２は樹脂製で、しなる程度の弾力性があり、しなることによってガラス１５
の周囲を装飾する装飾部材３６と前面のガラス１５との間で挟持して装着できるようにな
っている。プレート３２を挟持する近傍の装飾部材３６は、プレート対応表示器３１に対
応してプレート３２を取付可能な透明部材保持枠１６のプレート取付部３３に相当する。
【００１８】
　プレート３２にはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという案内表示（プレート情報表示）が設けられ
ており、これらの案内表示Ａ～Ｅは本実施の形態ではリーチの信頼度を示す記号になって
いる。例えば、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという順序でリーチ発生の信頼度が低くなるような配
列（すなわち、Ａがリーチ信頼度が一番高く、以下順次低くなる配列）になっている。ま
た、プレート３２の側部には識別部３４が設けられており、識別部３４は該プレートの種
別を識別するものであるが、プレートの種別を識別する情報として本実施の形態では例え
ばリーチの信頼度を示す情報としている。ただし、これに限らずリーチの種類や遊技進行
の予告報知などであってもよい。識別部３４は、例えばＩＣチップによって構成される。
　プレート対応表示用ＬＥＤ基板１６ｄ（詳しくは複数のＬＥＤを配置したＬＥＤ基板）
はプレート対応表示器３１の構成要素の一部であり、プレート対応表示用ＬＥＤ４３の何
れか１つのＬＥＤに通電することにより、それが点灯し、点灯した光がプレート対応表示
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器３１におけるプレート対応表示用レンズ部４２のレンズを通して遊技者に視認される。
複数の案内表示（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）と複数のＬＥＤとは、それぞれが対応関係を持っ
て配置されているので、遊技者は点灯したＬＥＤを見て、それに対応するプレート３２の
案内表示Ａ～Ｅのうちの何れが今回の案内情報があるかを知ることができるようになって
いる。
【００１９】
　また、部材１６ｅ～１６ｈは装飾用ＬＥＤ基板（詳しくは複数のＬＥＤを配置した装飾
用ＬＥＤ基板）であり、これらの装飾用ＬＥＤ基板を額縁状前面枠１１の開口部周囲に沿
うようにして配置することで、透明部材保持枠１６の一部分を形成する。なお、部材１６
ｅ～１６ｈは本来的な目的は装飾用であるが、プレート対応表示用ＬＥＤ４３と共に表示
態様を切り換えるようにして、プレート対応表示器３１の表示を盛り上げるような演出を
行ってもよい。
　後部支持部材１６ｉにはガラス保持部（透明部材保持部）１６ｊが形成されており、ガ
ラス保持部１６ｊにガラス１５が保持される。そして、保持されたガラス１５と後部支持
部材１６ｉの樹脂部とによってプレート３２が挟持される。また、後部支持部材１６ｉに
は識別情報読取センサ３５が配置されている。
【００２０】
　図４は、透明部材保持枠１６の断面を示しながらプレート３２の挟持構造を説明する図
である。図４（ａ）は透明部材保持枠１６の正面図であり、この正面図において矢視Ａ－
Ａ’で切断した部分の断面が図４（ｂ）に示すものである。
　図４（ｂ）において、紙面左手方向が遊技機１の前面側であり、前面側から順次装飾部
材３６、後部支持部材１６ｉ、識別情報読取センサ３５、プレート３２、プレート押え部
５２、ガラス１５ａ、ガラス押え部材５３、ガラス押え部材５４、ガラス１５ｂ、ガラス
保持部１６ｊが配置されている。なお、５５は透明部材保持枠１６を支持するヒンジ部、
５６、５７は金属製の不正防止用の起立壁部材である。
　図４（ｂ）に示すように、額縁状前面枠１１の開口部を覆うガラス１５は２枚が重なり
合うような形で配置され、いわゆる２層構造になっている。ガラス１５ａ及びガラス１５
ｂの間は空間（間隙）となっている。そして、ガラス押え部材５３、ガラス押え部材５４
を介在させることで、ガラス１５ａ及びガラス１５ｂが動かないように充分な支持を行う
。
【００２１】
　プレート３２は後部支持部材１６ｉと前面側のガラス１５ａとの間（つまり、装飾部材
裏面と透明部材前面との間）で挟持する構造であり、プレート３２を固定するには、まず
プレート３２の一方の端部を後部支持部材１６ｉとガラス１５ａとの隙間に差し込んで押
し、その後、プレート３２のしなりを利用して他方の端部も同様にして後部支持部材１６
ｉとガラス１５ａとの隙間に差し込むことで、プレート３２の両端部を後部支持部材１６
ｉとガラス１５ａとの間に挟持させる。そしてプレート３２を下方に底辺が後部支持部材
１６ｉに当接するまで押し下げると、プレート３２の案内表示識別部３４は識別情報読取
センサ３５とプレート押え部５２によって挟まれるような構成になり、センシング精度が
安定する。また、額縁状前面枠１１の開口部を左右方向で曲率の異なる円弧形状にするこ
とで、プレート３２の挿入を容易にしている。
　プレート３２は、遊技場の係員または遊技者によって挿入可能であって営業時間中や遊
技中であってもプレート３２の交換が可能である。
【００２２】
Ｂ．制御系統
　次に、遊技機１の制御系統について、図５を参照して説明する。
　図５において、この制御系は大きく分けると、遊技制御装置１００（メイン制御装置）
と、表示制御装置２００（サブ制御装置）及び排出制御装置３００（サブ制御装置）を初
めとするその他の周辺装置等によって構成される。
　遊技制御装置１００は、マイクロコンピュータを含む回路で、例えば遊技機１における
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遊技盤１４の裏面に取付けられたボードユニットにより実現されている。また、表示制御
装置２００も同様にマイクロコンピュータを含む回路で、例えば遊技盤１４の裏面に取付
けられたボードユニットにより実現されている。排出制御装置３００は、例えば遊技機１
の枠側に設けられた排出制御回路、排出ユニット等によって実現されている。
【００２３】
　遊技制御装置１００は、パチンコ遊技等に必要な役物制御を行うワンチップマイコン（
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏレジスタ等を含む）からなる遊技用マイクロコンピュー
タ１１１と、各種信号の入力処理を行う入力インターフェース回路１１２と、各種信号の
出力処理を行う出力インターフェース回路１１３と、遊技制御装置１００の外部との通信
を行うための外部通信端子１１４と、によって構成される。遊技制御装置１００は図示し
ない電源供給装置（例えば、電池からなるバックアップ電源）によってバックアップ電源
の供給を受けており、瞬間的な電圧低下や停電時にあってもデータの安定的な保持などが
行われる。
【００２４】
　入力インターフェース回路１１２には、特図始動口（図示略）への入賞を検出する特図
始動センサ１２１、普図始動口（図示略）への入賞を検出する普図始動センサ１２２、変
動入賞装置への入賞を検出するカウントセンサ１２３、変動入賞装置への継続入賞（Ｖ入
賞）を検出する継続センサ１２４、一般入賞口への入賞を検出する入賞口センサ１２５．
１～入賞口センサ１２５．Ｎからの信号が入力されている。なお、一般入賞口は、複数設
けられていて、例えば遊技盤１４に一般入賞口がＮ個ある場合には、各入賞口に対応して
Ｎ個の入賞センサが配置される。そして、入力インターフェース回路１１２は、これら各
信号の入力処理（例えば、波形整形、チャタリングの除去等）を行って遊技用マイクロコ
ンピュータ１１１に出力する。
　出力インターフェース回路１１３からは、普通図柄の変動表示を行う普図表示器１３１
、普通電動入賞装置（いわゆる普電：図示略）の可動部材を駆動する普電ソレノイド１３
２、変動入賞装置（図示略）の可動部材を駆動する大入賞口ソレノイド１３３、変動入賞
装置のＶ入賞口を閉塞する切換ソレノイド１３４、盤用外部情報端子１３５及び排出制御
装置３００に制御信号（データ等も含む）が出力される。
【００２５】
　盤用外部情報端子１３５は、遊技制御装置１００から外部の管理装置（図示略）に各種
信号（例えば、大当りに相当する特別遊技信号等）を出力するものである。なお、管理装
置はホール全体の遊技機、島設備等を管理するもので、盤用外部情報端子１３５を介して
遊技制御装置１００から各種信号（例えば、大当り信号等）が入力され、入力された各種
信号に基づいて営業上の必要なデータを演算処理し、処理したデータを必要に応じてディ
スプレイに表示したり、印刷したりする。
　排出制御装置３００は遊技制御装置１００から賞球データ等の信号を受けて、所要の賞
球の払出し制御を行う。
【００２６】
　また、出力インターフェース回路１１３からは表示制御装置２００に対して、表示制御
コマンド（表示制御情報として、変動表示パタン、結果態様、特図始動記憶など）が送信
される。表示制御装置２００はＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３、画像や文字
等の表示データを格納した画像ＲＯＭ２０４、グラフィックデータの編集や転送を行うＧ
ＤＰ２０５、通信インターフェース回路２０６、入力インターフェース回路２０７、出力
インターフェース回路２０８を含んで構成される。
　表示制御装置２００は通信インターフェース回路２０６を介して遊技制御装置１００か
ら表示制御コマンドを受けて、表示制御内容に関連した音制御を行うために必要な信号処
理を行い、通信インターフェース回路２０６を介して音制御装置２０９に制御信号を出力
する。音制御装置２０９は遊技に必要な音の出力制御を行い、例えばスピーカ２５ａ、２
５ｂ、３７ａ、３７ｂを鳴らす。
【００２７】
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　また、表示制御装置２００は遊技制御装置１００から通信インターフェース回路２０６
を介して送信された表示制御コマンドに基づき表示制御に必要な画像処理や信号処理を行
い、出力インターフェース回路２０８を介して表示装置（特別図柄表示装置）２１０の特
図（図柄や文字等の識別情報）の変動を制御するとともに、特図記憶信号に基づき特別図
柄記憶表示器（図示略）における４個のＬＥＤの始動記憶の点灯制御を行う。その他に、
表示制御装置２００は出力インターフェース回路２０８を介して遊技機１の外部に設けら
れている台表示装置などのために表示用外部情報２１１を出力する。
【００２８】
　入力インターフェース回路２０７には案内表示識別情報（プレート情報）を検出する識
別情報読取センサ３５からの信号が入力されており、識別情報読取センサ３５はプレート
３２における識別部３４の案内表示識別情報を読み取っている。表示制御装置２００は識
別情報読取センサ３５から入力された信号に基づいてプレート３２にどのような情報があ
るかを判断する。そして、予めＲＯＭ２０２に記憶してあるプレート対応表示用ＬＥＤ４
３の表示態様を制御する複数の制御規則（例えば、リーチ演出の種類報知、信頼度報知、
回数報知など）から、いずれかの制御規則を案内表示識別情報に基づいて選択する。そし
て選択した制御規則と、遊技制御装置１００からの表示制御コマンドとに基づいて、プレ
ート対応表示用ＬＥＤ４３の表示態様を決定（例えば、リーチ種類報知であれば、表示制
御コマンドが指定する変動表示パタンに基づいて遊技者に報知すべきリーチの種類が決ま
り、該当するリーチ演出のプレート案内表示位置と対応するプレート対応表示用ＬＥＤ４
３をＯＮして、その他のプレート対応表示用ＬＥＤ４３をＯＦＦ）する。そして、通信イ
ンターフェース回路２０６を介して装飾制御装置２１２に指令信号を出力する。装飾制御
装置２１２はプレート対応表示器３１のプレート対応表示用ＬＥＤ４３に制御信号を出力
して決定した表示態様に対応するＬＥＤを点灯させ、点灯した光をプレート対応表示用レ
ンズ部４２のレンズを通して遊技者に視認させるようにする。そして、遊技者が点灯した
ＬＥＤを見て、それに対応するプレート３２の案内表示Ａ～Ｅのうちの何れが今回の遊技
進行（例えば、変動表示ゲームのリーチ演出の種類や信頼度）に対応する案内情報である
かを知ることを可能にする。
　また、装飾制御装置２１２は装飾装置２１３に制御信号（装飾制御コマンド）を出力す
る。装飾装置２１３は装飾部材３６における装飾用ＬＥＤ等からなり、装飾制御装置２１
２からの制御信号に基づいて点灯・点滅して装飾の演出を行う。
　ここで、表示制御装置２００及び装飾制御装置２１２は表示制御手段を構成する。
【００２９】
Ｃ．遊技の概要
　次に、遊技制御装置１００の制御フローを説明する前に、本例の遊技機１で行われる遊
技の概要について説明する。
　ガイドレールを介して遊技領域中に打込まれた遊技球が、特図始動口に入賞すると、表
示装置２１０の表示画面において多数の特図（数字、文字、記号、模様等よりなるもの）
が変動（例えば、スクロール）する表示（いわゆる変動表示）が行われて、変動表示ゲー
ムが行われる。そして、この変動表示ゲーム結果（停止した特図の組合せ）が特定の結果
態様（例えば、「７、７、７」などのゾロ目）であれば、大当りが発生し、大当り状態で
は変動入賞装置の大入賞口の開閉扉が、規定時間（例えば、３０秒）を越えない範囲内に
おいて、例えば１０個入賞までの期間だけ一時的に開放される開放動作が行われ、これが
大当たりラウンド数だけ繰り返される。
【００３０】
　また、上記特図の変動表示ゲーム中又は大当たり中に、特図始動口にさらに遊技球が入
賞したときには、特別図柄記憶表示器が点灯して例えば４個まで記憶され、変動表示ゲー
ム又は大当たりが終了した後に、その記憶に基づいて上記特図の変動表示ゲームが繰返さ
れる。
　本実施の形態では、特図の変動表示ゲーム中にリーチが発生すると、リーチの種類（リ
ーチ演出の態様）に対応した表示がプレート対応表示器３１によってなされる。具体的に
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は、プレート対応表示器３１の５個のＬＥＤのうちの何れか１つが点灯して、プレート３
２の案内表示Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの何れか１つに対応した表示を行う。これによって、遊
技者がリーチの種類がどれであるかを知ることができるようになっている。
【００３１】
　一方、遊技中に、遊技球が普図始動ゲートに入賞（通過）したときは、普図表示器１３
１の図柄（この場合、一桁の数字）の変動表示による普図の変動表示ゲームが行われる。
そして、この変動表示ゲーム結果（停止した普図）が所定の態様（例えば、「７」）であ
れば、普図当りと呼ばれる遊技価値（特典）が付与される。この普図当りになると、始動
入賞口の一対の開閉部材が逆ハの字に開いた開放状態に、例えば０．５秒程度保持される
遊技が行われる。これにより、始動入賞口に遊技球が入賞し易くなり、その分、特図の変
動表示ゲームの実施回数が増えて大当りになる可能性が増す。
【００３２】
Ｄ．制御系の動作
　次に、前述した制御系により行われる遊技機１の制御について、図６乃至図９に示すフ
ローチャートにより説明する。
（ａ）遊技制御装置のメインルーチン
　まず、遊技制御装置１００のメインルーチンについて説明する。なお、この処理は図６
（ａ）に示すフローチャートに従って行われる。
　遊技制御装置１００が起動すると、ステップＳ１で初期化処理を行い、遊技用マイクロ
コンピュータ１１１におけるＲＯＭの正常判定処理、ＲＡＭにおけるワークエリアのイニ
シャライズ、Ｉ／Ｏレジスタの設定、システム内部のレジスタの設定処理、フラグのイニ
シャライズ等が行われる。
【００３３】
　次いで、ステップＳ２で撹拌のための乱数更新処理１を行う。これは、乱数のインクリ
メントのスタート時点のタイミングを不規則に変えて（つまり撹拌して）、乱数更新に不
規則性を持たせる処理である。
　ステップＳ２は、タイマ割り込み処理の発生していない時間中に繰り返し実行される。
タイマ割込みは所定時間ごとに実行されるが、タイマ割り込みの処理時間は制御内容に従
い不定である。そのため、タイマ割り込み発生ごとのメイン処理実行時間は不定になり、
タイマ割込みごとにステップＳ２の実行回数は異なる。このステップＳ２の実行回数は外
部から推定困難であるため、乱数の更新を追跡することが難しい。また、変動表示ゲーム
の大当り判定用乱数を攪拌する攪拌値を生成する処理を行っている。
【００３４】
　変動表示ゲームの大当り判定用乱数は後述のタイマ割込処理における乱数更新処理２（
ステップＳ１５）で例えば「１」ずつインクリメントして１～１００の範囲で更新するこ
とが行われる。タイマ割込みの中で「１」ずつ更新することで、乱数の一様性を保証する
が、外部から補足可能になるため前述の乱数更新処理１で生成した攪拌値を用いて乱数を
攪拌している。このようにして、体感器やぶら下がり基板による大当りの狙いうちなどの
不正行為を排除する。
【００３５】
（ｂ）遊技制御装置のタイマ割込処理
　次に、遊技制御装置１００のタイマ割込処理について図６（ｂ）を参照して説明する。
　図６（ｂ）は、タイマ割込処理のフローチャートである。このタイマ割込処理は、タイ
マ起動によって起動され、例えば１ｍｓｅｃ毎に実行される。
　このタイマ割込処理では、まず、ステップＳ１１で必要に応じてレジスタの退避や割込
の禁止処理を実行した後、ステップＳ１２で入力処理を実行する。この入力処理では、前
述の各センサ類（カウントセンサ１２３、特図始動センサ１２１、入賞口センサ１２５．
１～入賞口センサ１２５．Ｎ、継続センサ１２４、普図始動センサ１２２）の検出信号の
読み取りを実行する。具体的には、各センサの出力値をタイマ割込周期毎に判定し、同じ
レベルの出力値が規程回数（例えば、２回）以上継続した場合に、この出力値のレベルを
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各センサの検出信号の確定的な値として読み取る。なお、いずれかのセンサ或いはスイッ
チがオンしていることが読み取られると、それを示すフラグ（入力フラグ）がたてられる
。
【００３６】
　次いで、ステップＳ１３で出力処理を行う。これは、出力データを出力ポートに設定し
て出力するもので、例えば外部情報出力、ソレノイド出力、遊技機エラー状態信号などを
出力ポートに設定して出力する。
　次いで、ステップＳ１４では、設定された各制御装置（表示制御装置２００、排出制御
装置３００）への制御情報（コマンド）を送信する処理（コマンド送信処理）を実行する
。ここでは、例えば演出用コマンドの送信、排出用コマンドの編集と送信を実行する。こ
れにより、表示制御装置２００により表示装置２１０にて特図が変動表示される変動表示
ゲームが適宜行われる。また、効果音による遊技状態の演出などが適宜行われる。
　次いで、ステップＳ１５で乱数更新処理２を行う。乱数更新処理２では、特図の乱数（
変動表示ゲームの大当り乱数や大当り図柄乱数）を更新する。
【００３７】
　次いで、ステップＳ１６でエラー監視処理を実行する。ここでは、遊技機１にエラーが
発生したかどうかを監視するもので、これは例えばエラーフラグを監視し、エラーが発生
した場合にエラーフラグを立てる等して、前述した遊技機エラー状態信号などが出力ポー
トに設定される前の段階の処理を行う。
　次いで、ステップＳ１７でスイッチ監視処理（センサ入力監視処理）を実行する。これ
は、前述したように設定される入力フラグを監視し、例えば特図始動センサ１２１の入力
フラグが設定されていると、特図用乱数の値を抽出し記憶するなどの処理を実行するもの
である。
　なお、ここではその他にカウントセンサ１２２、入賞口センサＡ１２５～入賞口センサ
Ｎ１２６、継続センサ１２４の各入力フラグについても監視し、入力フラグが設定されて
いると、対応する処理（例えば、入賞球のカウントなど）を実行する。
【００３８】
　次いで、ステップＳ１８で特図ゲーム処理を行う。これは、表示装置２１０、変動入賞
装置に関する制御を行うものである。すなわち、遊技球が特図始動口に入賞した場合に表
示装置２１０の表示画面において多数の特図（数字、文字、記号、模様等よりなるもの）
を変動させて、変動表示ゲームを行い、変動表示ゲーム結果が特定の結果態様で停止した
ら大当りを発生させ、変動入賞装置の大入賞口の開閉扉が規定時間を越えない範囲内にお
いて、例えば１０個入賞までの期間だけ一時的に開放される開放動作が行わせ、これを大
当たりラウンド数だけ繰り返すという特図ゲームを行う処理である。
【００３９】
　次いで、ステップＳ１９で普図ゲーム処理を行う。これは、遊技球が普図始動ゲートに
入賞したとき普図表示器１３１の図柄を変動表示させて普図の変動表示ゲームを行い、停
止した普図が所定の態様（例えば、「７」）のときに、普図当りを発生し、始動入賞口の
一対の開閉部材を逆ハの字に０．５秒程度開放するという処理を行うものである。
　次いで、ステップＳ２０で外部情報編集処理を行う。ここでは、遊技用マイクロコンピ
ュータ１１１から盤用外部情報端子１３５を介して外部の管理装置へ送信する外部端子情
報（例えば、大当り信号等）の編集を行う。
　その後、ステップＳ２１でメインルーチンを再開すべく、退避させたレジスタを復帰さ
せ、割込を許可し、そして割込時に中断した処理に復帰（リターン）する。
【００４０】
　次に、図７～図９を参照して表示制御装置２００の側で行われる表示制御手順を説明す
る。図７～図９に示すフローチャートは表示制御装置２００内に組み込まれたＣＰＵ２０
１により実行される表示制御手順を示しており、図７はメインの表示制御処理手順を、図
８はメインの表示制御手順を実行する中で割り込み信号が発生するのに伴い、呼び出され
て実行される各種の割り込み処理を示している。また、図９は、図７のステップＳ３３で
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行われる演出モード選択処理のサブルーチンを示すフローチャートである。
　ＣＰＵ２０１は、ステップＳ３１において受信データの解析を行う。遊技制御装置１０
０から表示指令信号としての変動表示コマンドを受信し、表示制御シーケンスを展開する
処理を行う。この処理は、受信したコマンドに基づき変動表示に関して適宜行われる。
【００４１】
　ステップＳ３２では、ステップＳ３１において変動表示ゲーム用のコマンドが解析され
、生成された変動表示シーケンスに基づき、変動表示（報知図柄）の表示制御シーケンス
生成処理を行う。なお、表示制御シーケンスとは、表示内容をどのように制御するかを、
変動表示時間のタイムテーブルに従って定義する表示制御データである。
　ところで、遊技制御装置１００から表示制御装置２００に発せられる変動表示のコマン
ドは、上述のとおり変動表示ゲームに関するもののみであり、報知図柄表示領域に表示さ
れる内容に関して遊技制御装置１００はその制御を行わず、表示制御装置２００の側で制
御する。ＣＰＵ２０１は、ステップＳ３１で解析し、展開した変動表示ゲームのシーケン
スに基づいて報知図柄表示領域で表示される報知図柄表示制御シーケンスを生成する。
【００４２】
　次いで、ステップＳ３３で演出モード選択処理を行う。これは、表示制御装置２００が
装飾部材３６とガラス１５との間に挟持されているプレート３２の案内表示識別部３４の
情報を読み取る識別情報読取センサ３５から入力された信号に基づいてプレート３２にど
のような案内表示識別情報があるかを判断し、遊技制御装置１００からの制御信号に基づ
いてプレート３２に対応して表示させる案内表示識別情報を選択する処理を行うものであ
り、詳細はサブルーチンで後述する。
　次いで、ステップＳ３４でサブ基板通信処理を行う。これは、表示制御装置２００から
装飾制御装置２１２に対してプレート３２の案内表示識別情報に対応した表示を行うよう
に指示する処理である。これにより、装飾制御装置２１２からプレート対応表示器３１の
プレート対応表示用ＬＥＤ４３に制御信号が出力されてＬＥＤが点灯し、点灯した光がプ
レート対応表示用レンズ部４２のレンズを通して遊技者に視認され、プレート３２の案内
表示Ａ～Ｅのうちの何れが今回の案内情報であるかを知ることが可能になる。
【００４３】
　次いで、ステップＳ３５で変動表示ゲーム、変動表示（報知図柄表示）のスプライト制
御処理を行う。具体的には、各々の表示制御シーケンスに従って、表示すべきキャラクタ
データ（例えば、一つのキャラクタデータは所定のピクセルサイズを有するスプライトデ
ータとすることができる）やアトリビュートデータ（表示すべきキャラクタデータの拡大
・縮小や移動方向・移動速度、複数のキャラクタが重複して表示される場合にどちらを手
前側に表示するか、透明度等を指定するデータ）を決定する。
　ＣＰＵ２０１はＧＤＰ２０５に対し、ステップＳ３６でデータ転送を、ステップＳ３７
でアトリビュートデータ転送を行う。ここでは表示制御装置２００の表示画像制御データ
生成部からＧＤＰ２０５に表示画像制御データがキャラクタデータとともに出力され、こ
れらのデータを受け、ＧＤＰ２０５はＶＲＡＭ（図示略）に画像データを展開する。
【００４４】
　ステップＳ３８では垂直同期フラグが立つ（画像表示装置（図示略）の側から垂直同期
信号が発せられる）まで待機し、垂直同期フラグが立った（垂直同期フラグ：ＯＮ）こと
を検出するとステップＳ３９に進み、ＧＤＰ２０５に対して描画コマンドを発する。この
コマンドを受け、ＧＤＰ２０５はＶＲＡＭに記憶されている表示画像データを表示装置２
１０に出力する。
　次いで、ＣＰＵ２０５はステップＳ４０で描画終了フラグをクリアし、ステップＳ４１
で垂直同期フラグをクリアして再度ステップＳ３１の処理に戻る。
【００４５】
　図８（ａ）は、ＧＤＰ２０５が画像表示装置への描画を終了した時点で描画終了の割り
込み信号を発するのに応じてＣＰＵ２０１で行われる割り込み処理であり、この割り込み
が発生するとステップステップＳ５１で描画終了フラグをセットしてリターンする。
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　図８（ｂ）は、画像表示装置から垂直同期信号が発せられて垂直同期割り込みが発生す
るのに応じてＣＰＵ２０１で行われる割り込み処理である。この割り込みが発生すると、
ステップステップＳ６１で垂直同期フラグをセットし、ステップＳ６２で描画終了フラグ
の状態に基づいてＧＤＰ２０５による画像表示装置への描画が終了したことをチェックし
、リターンする。
【００４６】
　上述の図８（ｂ）におけるステップＳ６１の処理で垂直同期フラグがセットされると、
図７におけるステップＳ３８の判定が肯定され、ステップＳ３９でＧＤＰ２０５に対して
描画コマンドが発せられる。すなわち、ＣＰＵ２０１は、画像表示装置から垂直同期信号
が発せられるのに応じてＧＤＰ２０５に対して描画命令を発し、ＧＤＰ２０５から画像表
示装置に画像信号が出力される。この間、ＣＰＵ２０１は次の画像を表示するためにステ
ップＳ３１～ステップＳ３７の処理を行う。そしてステップＳ３８で垂直同期フラグがセ
ットされていることを確認するとステップＳ３９でＧＤＰ２０５対して描画コマンドを発
する、ということを繰り返し行うことにより、画像表示装置には変動表示ゲーム、特図始
動記憶などとともに、変動表示ゲームの進行状態に応じて表示制御装置２００の側でその
表示内容が制御された報知図柄（疑似識別情報）も表示される。
【００４７】
　このようにすると、遊技制御装置１００の側は、変動表示ゲームの進行のみを決定すれ
ばよく、報知図柄については表示制御装置２００の側でその表示内容が決定されるため、
遊技制御装置１００の処理負荷を効果的に減ずることが可能となる。加えて、表示制御装
置２００の側の構成やＣＰＵ２０１のプログラムを変更するだけで、別の形態の遊技機を
形成することも可能となり、複数種類の遊技機間で構成要素の共通化を図ることができる
利点がある。
【００４８】
　図８（ｃ）は、遊技制御装置１００から変動表示コマンドが発せられるのに応じてＣＰ
Ｕ２０１で行われる割り込み処理である。遊技制御装置１００から発信される変動表示コ
マンドをステップＳ７１で受信する。そして、ステップＳ７１で受信したデータがノイズ
などの混入したデータではなく、有効なデータであるか否かをステップＳ７２で判定する
。ステップＳ７２での判定により、受信したデータが有効なデータである場合にはステッ
プＳ７３で保存してリターンする一方、無効なデータである場合にはこれを破棄してリタ
ーンする。
【００４９】
　次に、演出モード選択処理のサブルーチンについて説明する。図９は、演出モード選択
処理のサブルーチンを示すフローチャートである。
　図９において、このサブルーチンが開始されると、まずステップＳ８１で案内表示識別
情報を読み込む処理を行う。これは、装飾部材３６とガラス１５との間に挟持されている
プレート３２の案内表示識別部３４の案内表示識別情報を読み取った識別情報読取センサ
３５から入力された信号に基づいてプレート３２にどのような情報があるかを判断するも
のである。次いで、ステップＳ８２では予めＲＯＭ２０２に記憶してあるプレート対応表
示用ＬＥＤ４３の表示態様を制御する複数の制御規則（例えば、リーチ演出の種類報知、
信頼度報知、回数報知など）から、いずれかの制御規則を案内表示識別情報に基づいて選
択する。そして選択した制御規則と、遊技制御装置１００からの表示制御コマンドとに基
づいて、プレート対応表示用ＬＥＤ４３の表示態様を決定（例えば、リーチ種類報知であ
れば、表示制御コマンドが指定する変動表示パタンに基づいて遊技者に報知すべきリーチ
の種類が決まり、該当するリーチ演出のプレート案内表示位置と対応するプレート対応表
示用ＬＥＤ４３をＯＮして、その他のプレート対応表示用ＬＥＤ４３をＯＦＦ）する。そ
して、選択した案内表示に対応するプレート対応表示器３１の表示態様を装飾制御コマン
ドに編集してセットする。ステップＳ８２の処理が終了するとリターンする。
【００５０】
　図１０は、プレート３２及びプレート対応表示器３１の表示例を示す図である。まず、
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図１０（ａ）のケースは特図にリーチが発生したとき、プレート対応表示器３１にＬＥＤ
が点灯し、そのＬＥＤがプレート３２の「Ｂ」に対応している例である。このとき、特図
の表示装置２１０にはリーチＢに対応した変動表示ゲームの内容が表示されている。した
がって、遊技者は変動表示ゲームでリーチＢが発生したことを見つつ、同一の視線方向で
プレート対応表示器３１のＬＥＤが点灯して、それがプレート３２の「Ｂ」に対応してい
ることを簡単に関連付けて知るから、今回のリーチの種類が「Ｂ」であることを容易に認
識することができる。
　一方、図１０（ｂ）に示すように、特図の表示装置２１０にリーチＥが発生すると、こ
のときプレート対応表示器３１のＬＥＤが点灯し、そのＬＥＤはプレート３２の「Ｅ」に
対応したものとなり、表示装置２１０にはリーチＥに対応した変動表示ゲームの内容が表
示される。これにより、遊技者は今回のリーチの種類が「Ｅ」ということを容易に認識す
ることができる。
　また、「Ａ」から「Ｅ」というリーチの種類の案内表示のあるプレート３２に代えて、
「信頼度Ａ」から「信頼度Ｅ」の５段階評価でリーチの信頼度を案内表示したプレートに
差し替えると、変動表示ゲームにおけるリーチ信頼度の報知をすることもできる。
　このように、表示態様を決定する制御規則はプレート３２の案内表示識別部３４にある
案内表示識別情報に従い切り換えられ、表示態様は変動表示ゲームの変動表示コマンドの
種類に基づいて決定される。
【００５１】
　また、このように、プレート３２及びプレート対応表示器３１によって遊技者にリーチ
種類、あるいはリーチ信頼度という特定情報を知らせつつ、プレート３２及びプレート対
応表示器３１を表示装置２１０のすぐ下部付近の装飾性のある透明部材保持枠１６近傍の
装飾部材３６と前面のガラス１５との間で挟持した配置としているので、遊技者の視線の
点から報知性に優れたものとすることができるとともに、更にプレート３２及びプレート
対応表示器３１自体が装飾性に優れたものであり、かつ全体的にもバランスが取れた見栄
えの良いものであるという効果がある。
【００５２】
　第２の実施の形態
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。図１１は第２の実施の形態を示す
もので、特に演出モード選択処理のサブルーチンを示している。
　第２の実施の形態では、図７に示したステップＳ３３の処理が前記第１の実施の形態と
異なり、その他は第１の実施の形態と同様であるから、全体的な構成は省略している。
【００５３】
　図１１において、このサブルーチンが開始されると、まずステップＳ９１で案内表示識
別情報を読み込む処理を行う。これは、装飾部材３６とガラス１５との間に挟持されてい
るプレート３２の案内表示識別部３４の案内表示識別情報を読み取った識別情報読取セン
サ３５から入力された信号に基づいてプレート３２にどのような案内表示識別情報がある
かを判断するものである。
【００５４】
　次いで、ステップＳ９２では予めＲＯＭ２０２に記憶してあるプレート対応表示用ＬＥ
Ｄ４３の表示態様を制御する複数の制御規則（例えば、リーチ演出の種類報知、信頼度報
知、回数報知など）から、いずれかの制御規則を案内表示識別情報に基づいて選択する。
そして選択した制御規則と、遊技制御装置１００からの表示制御コマンドとに基づいて、
プレート対応表示用ＬＥＤ４３の表示態様を決定（例えば、リーチ種類報知であれば、表
示制御コマンドが指定する変動表示パタンに基づいて遊技者に報知すべきリーチの種類が
決まり、該当するリーチ演出のプレート案内表示位置と対応するプレート対応表示用ＬＥ
Ｄ４３をＯＮして、その他のプレート対応表示用ＬＥＤ４３をＯＦＦ）する。そして、選
択した案内表示に対応するプレート対応表示器３１の表示態様を装飾制御コマンドに編集
してセットする。次いで、ステップＳ９３では、プレート情報に対応して表示演出の選択
を行う。
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【００５５】
　具体的には、表示装置２１０（識別情報を変動表示可能な可変表示装置に相当）は特図
の変動表示ゲームを行う画像を表示する他、本実施の形態では特に表示演出のモチーフを
切替可能になっている。例えば、桜をモチーフにした春の演出、海をモチーフにした夏の
演出、果物をモチーフにした秋の演出、クリスマスをモチーフにした冬の演出が予め異な
るキャラクタデータセットとして画像ＲＯＭ１２２に格納されている。そして、プレート
３２から読み取った案内表示識別情報に基づいて複数のキャラクタデータセットのうちい
ずれかが選択される。
【００５６】
　したがって、春のリーチ演出を案内するプレート３２をセットすることにより表示装置
２１０で行われる変動表示ゲームは桜をモチーフにして行われ、夏のリーチ演出を案内す
るプレート３２をセットすることにより表示装置２１０で行われる変動表示ゲームは海を
モチーフにして行われることになる。このようにして、プレート情報に対応する表示演出
の選択が行われ、プレート対応案内表示に対応する表示演出の変更が可能になる。したが
って、プレート３２に設定されている案内表示識別情報は、プレート対応表示器３１の表
示態様を決定する制御規則を設定する情報であり、表示制御装置が参照するキャラクタデ
ータセットの切替情報である。ステップＳ９３の処理が終了するとリターンする。
【００５７】
　このように第２の実施の形態は、リーチの信頼度Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅに対応して表示装
置２１０の演出内容を切り換えるという制御を行っているので、第１の実施の形態と比較
して、遊技者にプレート利用の動機付けを強く働きかけることが可能になり、遊技機の稼
動向上に貢献する。また、同様に報知性に優れたものとすることができるとともに、特に
表示装置２１０を使用して演出を行うので、複雑な演出も可能で、第１の実施の形態以上
に凝った演出を行うことができる。
　なお、本実施形態に限らず、ＲＯＭ２０２に格納されている演出選択制御テーブルを切
り替えるようにしてもよく、リーチ発生率、キャラクタ出現率などの選択時の選択確率を
変更するようにしてもよい。
【００５８】
　第３の実施の形態
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。図１２は第３の実施の形態を示す
もので、特にプレートの挟み込み構造を示している。
　図１２は透明部材保持枠１６の断面を示しながらプレート１５１の挟持構造を説明する
図である。図１２（ａ）は透明部材保持枠１６の正面図であり、この正面図において矢視
Ｂ－Ｂ’で切断した部分の断面が図１２（ｂ）に示すものである。
　図１２（ｂ）の説明において前述した第１の実施の形態（図４）に示すものと同一部材
には同一番号を付して重複説明を略す。
【００５９】
　図１２（ｂ）では２枚のガラス１５ａ、１５ｂの間にプレート３２が配置され、ガラス
１５ａ、１５ｂによって挟持される構造となっている。すなわち、ガラス１５ａ及びガラ
ス１５ｂの間は空間（間隙）となっており、この空間にプレート１５１を挿入し、２枚の
ガラス１５ａ、１５ｂで支持する。プレート３２は遊技場の係員によって挿入可能であっ
て、遊技者によるプレート３２の取替えはできない。また、後部支持部材１６ｉとガラス
１５ａとの間に識別情報読取センサ１５３（案内表示識別情報読取手段）を配置して固定
する。つまり、識別情報読取センサ１５３は装飾部材３６側（後部支持部材１６ｉの側）
に案内表示識別情報読取手段を配置した構成になっている。なお、後部支持部材１６ｉの
上側端部はコの字状に折り曲っており、ガラス１５ａとの上部空間を塞いだ構造になって
いる。動作については第１の実施の形態と同様である。
　このような第３の実施の形態は、複数のガラス１５ａ、１５ｂの間にプレート３２を挟
持する構成であるから、見栄えが良く、ガラス１５ａの前面に直接にプレート３２が現れ
ず、いたずらもされにくいという利点がある。
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【００６０】
　第４の実施の形態
　次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。図１３、図１４は第４の実施の形
態を示す図であり、この実施の形態はプレートの構造を変更した例である。
　図１３は第４の実施の形態の遊技盤１６１を示す図である。まず、図１３（ａ）におい
て、遊技盤１６１は変動表示装置１６２、普通電動始動口１６３、変動入賞装置１６４等
を備え（細部は略）、変動表示装置１６２に特図を表示させて変動表示ゲームを行い、大
当りが発生すると変動入賞装置１６４を開閉制御してパチンコ遊技を行うものである。遊
技盤１６１の図中右側下方にはプレート配置部１６５が設けられており、プレート配置部
１６５には７セグメントのＬＥＤ表示器１６６、１６７が配置されている。各ＬＥＤ表示
器１６６、１６７は、それぞれが一対のＬＥＤを備え、２桁の数字を表示可能である。そ
して、図１３（ｂ）に示すように、プレート配置部１６５に対してコーナ用のプレート１
６８を被せるような構成になっている。
【００６１】
　プレート１６８は変則的な台形状をなし、遊技盤１６１のレールに沿うように上部が加
工された形状である。また、プレート１６８は薄い厚さの不透過色の樹脂製で、しなやか
さを備えている。プレート１６８は透明部材保持枠とガラスとの間に挟み込むようにして
挿入し、固定する。
　プレート１６８には矩形状の表示窓１６９、１７０が形成されており、各表示窓１６９
、１７０は透明あるいは透過色（透明でなくＬＥＤの光を透過させる色にうすく着色され
た状態）に形成され、ＬＥＤ表示器１６６、１６７の表示光を通過させて、遊技者がＬＥ
Ｄ表示器１６６、１６７の表示内容を前面から見ることができるようになっている。なお
、プレート１６８における表示窓１６９、１７０は単にＬＥＤ表示器１６６、１６７の表
示光を通過させるだけではなく、例えばＬＥＤ表示器１６６、１６７そのものが見えるよ
うな加工にしてもよい。つまり、表示窓１６９、１７０を通してＬＥＤ表示器１６６、１
６７自体が透けて見えるような構成にしてもよい。
　なお、ここではプレート１６８に矩形状の表示窓１６９、１７０を形成しているが、こ
れに限るものではなく、例えばプレート１６８の一辺をコ字状に切り欠いて窓と同じよう
にＬＥＤ表示器１６６、１６７の表示光を通過させる構成にしてもよい。
【００６２】
　また、プレート１６８の端部にはプレート１６８における案内表示（遊技進行を案内す
る案内表示）の種別を識別する案内表示識別部１７１が設けられており、案内表示識別部
１７１は例えばＩＣチップにより構成される。各表示窓１６９、１７０の下方には案内情
報Ａ、Ｂが描かれており、これらの案内情報は案内表示識別部１７１の案内表示識別情報
に対応した情報を区別して遊技者に示すためのものであり、例えば、Ａは「リーチ回数」
、Ｂは「信頼度」と表示されていて、表示窓１６９、１７０のそれぞれにどのような表示
がなされるかを示す。ここでは、Ａは前回大当たりからのリーチ回数、Ｂはリーチ信頼度
の％表示にそれぞれ対応しており、これらを２桁の数字でＬＥＤ表示器１６６、１６７に
て表示するようになっている。
　案内表示識別部１７１の案内表示識別情報はプレート配置部１６５に設けられた識別情
報読取センサ１７２（案内表示識別情報読取手段）によって読み取られて表示制御装置に
入力されるようになっている。なお、識別情報読取センサ１７２は接触式で識別部１７１
（ＩＣチップ）の情報を読み取ってもよいし、あるいは非接触式で読み取ってもよい。ま
た、識別部１７１はＩＣチップに限らず、例えば磁気コードによって構成し、識別情報読
取センサ１７２は磁気コードの情報を読み取るようにしてもよい。表示制御装置は図１４
に示すフローチャートに従ってＬＥＤ表示器１６６、１６７の表示を制御する。
【００６３】
　図１４は第４の実施の形態における演出モード選択処理のサブルーチンを示している。
第４の実施の形態では、図７に示したステップＳ３３の処理を、図１４に示すサブルーチ
ンで行う。
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　図１４において、このサブルーチンが開始されると、まずステップＳ１０１で案内表示
識別情報を読み込む処理を行う。これは、プレート１６８の端部にある案内表示識別部１
７１の情報を読み取った識別情報読取センサ１７２から入力された信号に基づいてプレー
ト１６８にどのような情報があるかを判断するものである。次いで、ステップＳ１０２で
は読み取った案内表示識別部１７１の案内表示識別情報に基づいて、ＬＥＤ表示器１６６
、１６７を表示させるかの選択を行う。また、表示内容は遊技制御装置からの制御信号や
表示制御装置の制御結果に基づいて行う。具体的には、プレート１６８には大当り回数及
びリーチ信頼度を示すＡ、Ｂという案内表示（プレート情報表示）が設けられており、こ
れらに対応した案内表示識別情報を案内表示識別部１７１から読み取っている。そして、
案内表示識別情報に対応するプレート情報対応表示用情報を選択してＬＥＤ表示器１６６
、１６７によって表示する。
【００６４】
　そして、続くステップＳ１０３ではプレート情報対応表示用情報編集処理を行う。これ
は、遊技制御装置からの制御信号や表示制御装置の制御結果に基づいて、リーチ回数やリ
ーチ信頼度、所定のキャラクタ登場に伴う信頼度変化や大当たり回数などを報知形態に編
集する処理で、例えば、変動表示コマンド受信毎に、あるいは表示シーケンス生成ごとに
編集する。具体的には、リーチ変動表示コマンドを受信すると、リーチ回数を計算すると
ともに、当該リーチに対応する信頼度を読み出す。これらの編集データは、ＲＡＭ２０３
の所定領域に格納され、ステップＳ１０２で案内表示識別情報に基づいて読み出されるこ
とになる。ステップＳ１０３の処理が終了するとリターンする。
　ステップＳ１０１～ステップＳ１０３の処理を行うことにより、ＬＥＤ表示器１６６、
１６７では、例えば以下のような表示が行われ、プレート１６８を通して遊技者に表示さ
れる。
（イ）大当り回数
　プレート１６８の表示窓１６９を通してＬＥＤ表示器１６６の点灯光が透過し、案内表
示Ａ、例えば「大当たり回数」に対応して大当り回数が２桁で表示される。これにより、
遊技者はいままでの累積の大当り回数を簡単に知ることができる。
（ロ）リーチ信頼度
　プレート１６８の表示窓１７０を通してＬＥＤ表示器１６７の点灯光が透過し、案内表
示Ｂ、例えば「リーチ信頼度」に対応してリーチ信頼度が２桁で％表示される。これによ
り、遊技者は今回のリーチがどの程度の％で大当りになるかのリーチ信頼度を簡単に知る
ことができる。
【００６５】
　また、第４の実施の形態では、プレート１６８が変則的な台形状をなし、遊技盤１６１
のレールに沿うように上部が加工された調和の採れたデザインであり、表示窓１６９、１
７０も調和良くプレート１６８にマッチした配置であるから、情報の報知性が良いという
点に加えて、装飾性に優れ、かつ全体的にもバランスが取れた見栄えの良いものであると
いう効果がある。
　また、プレート１６８に描く記号はＡ、Ｂという文字での案内表示に限らず、例えば図
形からなる案内表示であってもよい。
【００６６】
　第５の実施の形態
　次に、図１５（ａ）は本発明の第５の実施の形態を示す図である。第５の実施の形態は
、プレートに配置する識別部を変更した例である。
　図１５（ａ）において、２５１はプレートであり、プレート２５１は前記第１の実施の
形態と同様に細長い形状に形成されているが、プレート２５１の図中右側端部に案内表示
識別部２５２が配置されている。案内表示識別部２５２はＩＣチップではなく、バーコー
ドによって構成されている。そして、このバーコードからなる案内表示識別部２５２の情
報は光学的なセンシングを行う図示しない識別情報読取センサ（案内表示識別情報読取手
段）によって読み取られるようになっている。そして、プレート２５１の両端部が透明部
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材保持枠とガラスとの間に挟まれて支持されるようになっている。
　プレート２５１には第１実施の形態と同様に情報表示領域にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという
案内表示（プレート情報表示）が印刷して設けられている。これらの案内表示Ａ～Ｅは、
例えばリーチの信頼度を示す記号になっており、遊技者へ報知するためのものである。こ
のような実施の形態では、案内表示識別部２５２がバーコードであるから、製造が簡単で
低コストで済むという利点がある。
　なお、案内表示は文字だけでなく、文字と図形の組み合せ、あるいは図形であってもよ
い。また、バーコードは一次元バーコードに限らず、二次元バーコードなどでもよく、ま
たその他の光学的読み取り情報であってもよい。本実施形態によれば、透明部材保持枠に
より外光が遮断されるため、遊技機特有の派手な装飾表示があっても良好なセンシング環
境が確保できる。
【００６７】
　第６の実施の形態
　次に、図１５（ｂ）は本発明の第６の実施の形態を示す図である。第６の実施の形態も
同じくプレートに配置する識別部を変更した例である。
　図１５（ｂ）において、２６１はプレートであり、プレート２６１は前記第１の実施の
形態と同様に細長い形状に形成されているが、プレート２６１の図中右側端部に案内表示
識別部２６２が配置されている。案内表示識別部２６２はＩＣチップではなく、プレート
素材自体に所定の切り欠きを複数形成した構成になっている。そして、この複数の切り欠
きからなる案内表示識別部２６２の情報は光学的なセンシングを行う図示しない識別情報
読取センサ（案内表示識別情報読取手段）によって読み取られるようになっている。そし
て、プレート２６１の両端部が透明部材保持枠とガラスとの間に挟まれて支持されるよう
になっている。
【００６８】
　なお、識別情報読取センサは光学的なセンシングを行うものに限らず、例えば入力スイ
ッチのようなセンサを用いてもよい。また、プレート２６１の上部は平坦な直線形状に限
らず、例えば図中にＴで示す範囲（この範囲は透明部材保持枠とガラスとの間に挟持され
ない領域）に取手や折返しをつけて脱着容易にしてもよい。
　プレート２６１には第１実施の形態と同様に情報表示領域にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという
案内表示（プレート情報表示）が印刷して設けられ、これらの案内表示Ａ～Ｅは例えばリ
ーチの信頼度を示す記号になっており、遊技者へ報知するためのものである。このような
実施の形態であっても、案内表示識別部２６２が切り欠きであるから、製造が簡単で低コ
ストで済むという利点がある。
【００６９】
　第７の実施の形態
　次に、図１６は本発明の第７の実施の形態を示す図である。第７の実施の形態はプレー
トの形状を変更した例である。図１６に示すプレート２７１は、前述した第４の実施の形
態の遊技盤に適用する場合の変形例である。プレート２７１は矩形状に形成され、薄い厚
さの不透過色の樹脂製で、しなやかさを備えている。なお、プレート２７１はカード（例
えば、プリペイドカードや会員カード）と同じ大きさのカード型に形成してもよい。
　プレート２７１は遊技盤の右下側の領域で、透明部材保持枠とガラスとの間に挟み込む
ようにして挿入し、固定する（第４の実施の形態と同様）。そして、遊技盤の右下側のプ
レート配置部（図示略）に７セグメントのＬＥＤ表示器（図示略）を配置するようになっ
ている。
【００７０】
　プレート２７１には矩形状の表示窓２７２が形成されており、表示窓２７２は透明ある
いは透過色に形成され、上記ＬＥＤ表示器の表示を前面から見ることができるようになっ
ている。
　なお、ここではプレート２７１に矩形状の表示窓２７２を形成しているが、これに限る
ものではなく、例えばプレート２７１の一辺をコ字状に切り欠いて窓と同じようにＬＥＤ
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表示器の表示光を通過させる構成にしてもよい。
　プレート２７１の端部にはプレート２７１の種別を識別する案内表示識別部２７３が設
けられており、案内表示識別部２７３は例えばＩＣチップにより構成される。表示窓２７
２の下方にはＡ、例えばリーチ回数という案内表示が描かれており、この案内表示は案内
表示識別部２７２の案内表示識別情報に対応した情報を区別して遊技者に示すためのもの
である。ここでは、Ａはリーチ回数を２桁の数字でＬＥＤ表示器にて表示するようになっ
ている。案内表示識別部２７３の情報は、図示しない識別情報読取センサによって読み取
られて表示制御装置に入力され、表示制御装置はＬＥＤ表示器の表示を制御する。これに
より、プレート２７１の表示窓２７２を通してＬＥＤ表示器の点灯光が透過し、リーチ回
数が２桁で表示される。したがって、遊技者はいままでの累積のリーチ回数を簡単に知る
ことができる。このようなプレート２７１は小さな矩形状であるから、小型で済むのと見
栄えが良いという利点がある。
【００７１】
　なお、プレート２７１は会員カードと兼用にしてもよく、その場合には遊技者が会員カ
ードとしてのプレート２７１を携帯し、遊技店に来てから会員カード（プレート２７１）
をガラス面前面側から遊技機に装着するようにする。
　また、案内表示識別部２７３はＩＣチップで構成されるが、このＩＣチップをデータの
書換え可能なもので構成してもよく、必要に応じて各種情報（例えば、案内表示識別情報
をリーチ信頼度や大当たり回数など）に書き換え可能にしてもよい。また、案内表示部は
書き換え可能な表示部としてもよい。
　この実施の形態では、遊技者に報知する情報としてリーチ回数を表示しているが、これ
に限らず、例えば大当り回数やリーチ信頼度を表示してもよい。あるいは、遊技者が欲し
い情報を登録しておき、当該遊技者に対して会員カードと兼用のプレート２７１の案内表
示識別部２７３に記憶させ、記憶させた情報をＬＥＤ表示器に表示させるようにしてもよ
い。
【００７２】
　本発明は上述した形態例に限られず、以下のような各種の変形や応用があり得る。
（ａ）上記実施の形態では、遊技機に向って右側にプレートの案内表示識別部から案内表
示識別情報を読み取る識別情報読取センサ（案内表示識別情報読取手段）を設けているが
、右側に限らず、識別情報読取センサは左側に設けてもよい。左側に設けると、透明部材
保持枠の軸着側なので、配線上都合がよいという利点がある。
（ｂ）上記実施の形態のプレートのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという案内表示（プレート情報表
示）は、遊技内容（例えば、リーチの信頼度）を示す説明に換えて、説明図とすると、よ
り分かりやすくなる。
　そこで、実施の形態のような例に限らず、プレートに当該遊技機で表示されるリーチの
リーチ種類説明図を案内表示識別部の情報として種類ごとに列挙して配置しておき、表示
制御手段（例えば、表示制御装置２００及び装飾制御装置２１２で実現）によって発生し
たリーチと対応するリーチ種類説明図（プレートに配置した案内表示識別部の情報）を指
し示すための表示を行うようにしてもよい。
【００７３】
　そのような変形例の概念を請求項の形式で示すと、以下のようになる。
　前記プレートには、当該遊技機で表示されるリーチのリーチ種類説明図が案内表示識別
部の情報として種類ごとに列挙されてなり、
　前記表示制御手段は、発生したリーチと対応するリーチ種類説明図を指し示すための表
示を行うように前記プレート対応表示器の表示態様を制御することを特徴とする請求項１
乃至３の何れかに記載の遊技機、という概念になる。
　このようにすると、遊技者にリーチの種類に対応させて詳しい説明を行うことができ、
便利で遊技の興趣も高まるという効果がある。
【００７４】
　また、上記変形例におけるリーチ種類説明図では、リーチについての演出態様やリーチ
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の種類に限らず、リーチの発生回数、発生確率、信頼度などを１つあるいは複数含めて説
明するようにしてもよい。
（ｃ）プレート対応表示器は、実施の形態のようなＬＥＤに限るものではなく、例えばラ
ンプ、７セグメント表示器、ドットマトリクス表示器の他、ＬＣＤなどのような表示手段
であってもよい。
　また、プレート対応表示器では、その表示手段を点灯・消灯する制御に限らず、例えば
表示手段を点滅させたり、あるいは点灯色を変えたりするなどの点灯態様の制御の他、プ
レート対応表示器の表示手段を文字や図形等を表示可能なように構成してもよい。
【００７５】
（ｄ）実施の形態ではプレート対応表示器を設けて案内表示情報（例えば、リーチ態様、
リーチ信頼度等）を案内情報（例えば、Ａ、Ｂなどの記号）で報知しているが、別の構成
例として、例えばリーチの種類別の発生回数を表示する発生回数表示器を設けるとともに
、これをリーチ種類説明図に対応させて透明部材保持枠に設けるようにしてもよい。
　そのような変形例の概念を請求項の形式で示すと、以下のようになる。
　前記プレートには、当該遊技機で表示されるリーチのリーチ種類説明図が案内表示識別
部の情報として種類ごとに列挙されてなるとともに、
　リーチの種類別の発生回数を表示する発生回数表示器を前記透明部材保持枠に設け、
　前記表示制御手段は、発生したリーチと対応するリーチ種類説明図を指し示すとともに
、前記発生回数表示器をリーチ種類説明図に対応させて示すための表示を行うように前記
プレート対応表示器の表示態様を制御することを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記
載の遊技機、という概念になる。
　このようにすると、遊技者に対してリーチの種類別の発生回数をリーチ種類説明図に対
応させて知らせることができ、リーチの説明をより分かりやすくできるという効果がある
。
【００７６】
（ｅ）案内表示識別部の情報としてリーチ種類説明図の異なる複数のプレートを用意して
おき、複数のプレートのうちの何れかのプレートがプレート取付部に取り付けられた場合
に、表示制御手段は読み取ったプレートの案内表示識別部の情報に基づいて、取り付けら
れたプレートのリーチ種類説明図に対応するリーチの種類と説明とを表示するように制御
するという構成にしてもよい。
　そのような変形例の概念を請求項の形式で示すと、以下のようになる。
　前記プレートは複数のものがあり、
　該複数のプレートの案内表示識別部には、当該遊技機で表示されるリーチのリーチ種類
説明図が情報として種類ごとに列挙してなり、
　前記表示制御手段は、前記複数のプレートのうちの何れかのプレートが前記プレート取
付部に取り付けられた場合に、読み取った案内表示識別部の情報に基づいて、前記取り付
けられたプレートのリーチ種類説明図に対応するリーチを当該遊技機で表示するように前
記プレート対応表示器の表示態様を制御することを特徴とする請求項１乃至３の何れかに
記載の遊技機、という概念になる。
【００７７】
　ここで、リーチを当該遊技機で表示するとは、表示装置を使用してリーチ種類説明図に
対応するリーチを説明するように表示してもよいし、あるいはプレート対応表示器でＬＥ
Ｄ、ランプ、７セグメント表示器、ドットマトリクス表示器、ＬＣＤを使用して説明を表
示するようにしてもよい。
　このようにすると、複数のプレートに多くのリーチ説明情報を予め用意しておいて、自
由にプレートを選択できるから、リーチの種類や説明に関する多くの情報を遊技者に知ら
せることができるという効果がある。
（ｆ）第３の実施の形態では、２枚のガラス１５ａ、１５ｂの間にプレート３２を配置し
、２枚のガラス１５ａ、ガラス１５ｂの空間（間隙）にプレート３２を挿入して挟持し、
プレート３２の両端部を保持するという構成である。
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　このような変形例の概念を請求項の形式で示すと、以下のようになる。
　前記プレートの取付は、
　複数の前記透明部材の間でプレートを挟持し、かつ該プレートの両端部を保持する構造
であることを特徴とする請求項請求項１乃至４の何れかに記載の遊技機、という概念にな
る。
【００７８】
　また、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】遊技機の正面斜視図である。
【図２】遊技機の正面図である。
【図３】透明部材保持枠の分解斜視図である。
【図４】プレートの挟持構造を説明する透明部材保持枠の断面図である。
【図５】遊技機の制御系統を示す図である。
【図６】タイマ割込処理のフローチャートである。
【図７】表示制御メイン処理のフローチャートである。
【図８】各種タイマ割込処理のフローチャートである。
【図９】演出モード選択処理のフローチャートである。
【図１０】プレート対応表示器の表示例を示す図である。
【図１１】演出モード選択処理２のフローチャートである。
【図１２】プレートの他の挟持構造を説明する透明部材保持枠の断面図である。
【図１３】プレートの取り付け構造を説明する図である。
【図１４】演出モード選択処理３のフローチャートである。
【図１５】プレートの他の例を示す図である。
【図１６】プレートの他の例を示す図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１　遊技機
　１１　額縁状前面枠
　１４、１６１　遊技盤
　１５　ガラス（透明部材）
　１６　透明部材保持枠
　３１　プレート対応表示器
　３２、１５１、１６８、２５１、２６１、２７１　プレート
　３３　プレート取付部
　３４、２５２、２６２、２７３　案内表示識別部
　３５、１５３、１７２　識別情報読取センサ（案内表示識別情報読取手段）
　３６　装飾部材
　１００　遊技制御装置
　２００　表示制御装置
　２１０　表示装置（特別図柄表示装置）
　２１２　装飾制御装置
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