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(57)【要約】
【課題】Ｉ２Ｃバスに代表される高速シリアルバスによ
るシリアル通信方式のメリットを損なうことなく、高速
通信安定性を向上させ、所定の演出効果を達成する。
【解決手段】マスターとなるマイクロコントローラＭＳ
ＴのシリアルデータラインＳＤＡと、スレーブとなる演
出用ドライバＬＤｒ０１・・・のシリアルデータライン
ＳＤＡとの間を結ぶ線路中に、双方向性のバスバッファ
ＢＵＳＢを接続し、マイクロコントローラＭＳＴのシリ
アルクロックラインＳＣＬと、演出用ドライバＬＤｒ０
１・・・のシリアルクロックラインＳＣＬとの間を結ぶ
線路中に、マイクロコントローラＭＳＴからのシリアル
クロックライン信号をバスバッファＢＵＳＢを介さずに
別経路で演出用ドライバＬＤｒ０１・・・に送信する送
信素子ＢＤ００及び受信素子ＢＤ０１・・・を接続した
。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリアルクロックラインとシリアルデータラインとの２ラインにてマスターとスレーブ
との間で通信を行う高速シリアルバスにより、マスターとなるマイクロコントローラとス
レーブとなる複数の演出用ドライバとの間を接続した遊技機において、
　前記マイクロコントローラのシリアルデータラインと、前記演出用ドライバのシリアル
データラインとの間を結ぶ線路中に、双方向に信号を入出力させる入出力端子と該入出力
端子から入力する信号を出力させる出力端子及び前記入出力端子から出力する信号を入力
させる入力端子をもつ双方向性のバスバッファを接続していると共に、
　前記マイクロコントローラのシリアルクロックラインと、前記演出用ドライバのシリア
ルクロックラインとの間を結ぶ線路中に、前記マイクロコントローラからのシリアルクロ
ックライン信号を前記バスバッファを介さずに別経路で前記演出用ドライバに送信する送
信素子と、この送信素子からの送信信号を受信する受信素子とを接続している
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記バスバッファは、第１信号を双方向に入出力させる第１入出力端子と第１信号を出
力させる第１出力端子及び第１信号を入力させる第１入力端子、並びに、第２信号を双方
向に入出力させる第２入出力端子と第２信号を出力させる第２出力端子及び第２信号を入
力させる第２入力端子を具備し、
　前記演出用ドライバは、予め定めた所定の大分類にしたがってグループ分けした第１大
グループに属するものと、この第１大グループ以外の第２大グループに属するものとを具
備し、
　前記第１入出力端子及び前記第２入出力端子を前記マイクロコントローラのシリアルデ
ータラインに接続していると共に、
　前記第１出力端子及び前記第１入力端子を前記第１大グループに属する演出用ドライバ
のシリアルデータラインに接続し、かつ、
　前記第２出力端子及び前記第２入力端子を前記第２大グループに属する演出用ドライバ
のシリアルデータラインに接続している
　ことを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記演出用ドライバは、予め定めた所定の中分類にしたがって複数の中グループにグル
ープ分けしており、
　前記受信素子は、中グループに対応させて中グループ毎に設けており、
　中グループ毎に設ける前記受信素子の出力端子を、その中グループに属する演出用ドラ
イバのシリアルクロックラインに接続している
　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】
　一つの中グループには、基板毎に分けた複数の小グループを含み、
　小グループを構成する基板毎に、その小グループに属する演出用ドライバ及びこれによ
り駆動する演出用デバイスを実装している
　ことを特徴とする請求項３記載の遊技機。
【請求項５】
　一つの中グループには、基板毎に分けた複数の小グループを含み、
　中グループ毎に設ける前記受信素子を実装する中グループ毎の中継基板に、その中グル
ープに含まれる小グループに属する演出用ドライバを実装している
　ことを特徴とする請求項３記載の遊技機。
【請求項６】
　一つの前記演出用ドライバは、Ｉ２Ｃバス対応の多ビットＬＥＤドライバから成り、
　赤色発光端子、緑色発光端子、青色発光端子をもつ一つの多色ＬＥＤを複数個集合させ
て、
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　各多色ＬＥＤの赤色発光端子は、共通する一つの赤色発光用多ビットＬＥＤドライバの
各出力端子に接続し、かつ、
　各多色ＬＥＤの緑色発光端子は、共通する別の一つの緑色発光用多ビットＬＥＤドライ
バの各出力端子に接続し、さらに、
　各多色ＬＥＤの青色発光端子は、共通する更に別の一つの青色発行用多ビットＬＥＤド
ライバの各出力端子に接続している
　ことを特徴とする請求項１～５何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん玉遊技機、回胴式遊技機、
スロットマシン等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、この種の遊技機は、遊技盤や筐体のフロント部分等に多数のＬＥＤ（発光ダイ
オード）やランプによる電飾等の演出用デバイスを装備しており、機種毎に、独特の個性
を放つ華やかな演出効果を現出させている。従来、遊技機の内部に設ける制御装置と電飾
等の演出用デバイスを駆動する演出用ドライバとの間の通信にはパラレル通信方式が多く
用いられてきたが、近年、信号線の本数を少なくし、ハーネス上のトラブルや不正行為に
対するセキュリティを向上する等の観点から、少ない信号線で多くの演出用ドライバを駆
動できる高速シリアルバスによるシリアル通信方式が注目されてきている。
【０００３】
　高速シリアルバスの代表例に、オランダのフィリップス社（Ｐｈｉｌｉｐｓ）が開発し
たＩ２Ｃ（Ｉｎｔｅｒ－Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ、ＩＩＣ又はＩ２Ｃとも
書く）バスがある。このＩ２Ｃバスは、シリアルクロックラインＳＣＬとシリアルデータ
ラインＳＤＡの２本の信号線により双方向の通信を可能にした高速シリアルバスであり、
ピン数や基板上の配線も少なく、低コスト化が可能であること、複数のデバイスを数珠繋
ぎして負荷容量を変更可能であることや、各デバイスをアドレスで管理可能であることか
ら、機種毎の要求仕様に柔軟に対応させることができ、しかも、ノイズに強い等、遊技機
への適用に際して魅力的な特徴を有している。
【０００４】
　Ｉ２Ｃバスによるシリアル通信方式を遊技機の分野に適用した例として、特許文献１や
２等が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２９７１６７号公報
【０００６】
【特許文献２】特開２００６－１５０３６号公報
【０００７】
　ここで、以下の説明のために、Ｉ２Ｃバスで使用される用語を定義しておく。マスター
とは、データ転送を開始し、クロック信号を生成し、データ転送を終了するデバイスをい
う。スレーブとは、マスターからアドレス指定されるデバイスをいう。トランスミッタと
は、データをバスに送信するデバイスをいう。レシーバとは、データをバスから受信する
デバイスをいう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載されたものは、Ｉ２Ｃバスのマスターとなる送信装置を実装した副基
板側とＩ２Ｃバスのスレーブとなる受信装置を実装した演出用のランプ基板側との間にお
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ける、シリアルクロックラインＳＣＬとシリアルデータラインＳＤＡとの各データ伝送路
に、光伝送手段を適用したことに固有の特徴を有する。
【０００９】
　しかし、この特許文献１に記載のものも、従来からの通常の用法に従い、マスターとな
る送信装置を実装した副基板側のシリアルクロックラインＳＣＬは、Ｉ２Ｃバス対応のバ
スバッファ（図中符号ＤＲ１、型番Ｐ８２Ｂ９６）のＳＣＬ用端子（実際には双方向にク
ロック信号を入出力させる入出力端子ＳＹ）と接続し、かつ、同副基板側のシリアルデー
タラインＳＤＡは、同じバスバッファＤＲ１のＳＤＡ用端子（実際には双方向にデータ信
号を入出力させる入出力端子ＳＸ）と接続し、シリアルクロックラインＳＣＬ及びシリア
ルデータラインＳＤＡの各信号レベルの安定化等を図っている。
【００１０】
　特許文献２に記載されたものは、Ｉ２ＣバスのマスターとなるＣＰＵ及びバスコントロ
ーラをもつ主基板側とＩ２ＣバスのスレーブとなるＬＥＤ等による表示部及びドライバを
もつ副基板側との間における、シリアルクロックラインＳＣＬとシリアルデータラインＳ
ＤＡとの各信号線路を、それぞれ送信専用と受信専用の２線に分けて合計４線（ＳＣＬ－
ＩＮ、ＳＣＬ－ＯＵＴ、ＳＤＡ－ＩＮ、ＳＤＡ－ＯＵＴ）とすることに固有の特徴を有す
る。
【００１１】
　しかし、この特許文献２に記載のものも、従来からの通常の用法に従い、マスターとな
る主基板側のシリアルクロックラインＳＣＬは、Ｉ２Ｃバス対応のバスバッファ（図中符
号１１０ａ２）のＳＣＬ用の双方向性の入出力端子と接続し、かつ、主基板側のシリアル
データラインＳＤＡは、同じバスバッファ１１０ａ２のＳＤＡ用の双方向性の入出力端子
と接続し、さらに、スレーブとなる副基板側のシリアルクロックラインＳＣＬは、主基板
側とは別個独立の副基板側のバスバッファ（図中符号１１０ｃ）のＳＣＬ用の双方向性の
入出力端子と接続し、かつ、副基板側のシリアルデータラインＳＤＡは、副基板側のバス
バッファ１１０ｃのＳＤＡ用の双方向性の入出力端子と接続し、シリアルクロックライン
ＳＣＬ及びシリアルデータラインＳＤＡの各信号レベルの安定化等を図っている。
【００１２】
　すなわち、Ｉ２Ｃバスによるシリアル通信方式を遊技機の分野に適用する場合、通常、
マスター側とスレーブ側との基板が物理的に異なり、各基板はそれぞれ離れた位置に別個
独立に設置されるため、少なくとも、マスター側のシリアルクロックラインＳＣＬは、ス
レーブ側と接続する前段においてＩ２Ｃバス対応のバスバッファのＳＣＬ用の双方向性の
入出力端子（一般にＳＹ）と接続し、該入出力端子ＳＹから入力する信号を出力させる出
力端子（一般にＴＹ）及び同入出力端子ＳＹから出力する信号を入力させる入力端子（一
般にＲＹ）をスレーブ側に接続すると共に、マスター側のシリアルデータラインＳＤＡは
、同様にスレーブ側と接続する前段において同じバスバッファのＳＤＡ用の双方向性の入
出力端子（一般にＳＸ）と接続し、該入出力端子ＳＸから入力する信号を出力させる出力
端子（一般にＴＸ）及び同入出力端子ＳＸから出力する信号を入力させる入力端子（一般
にＲＸ）をスレーブ側に接続するというのが通常の用法である。
【００１３】
　また、特許文献２のように信号線路の途中を４線としたり、あるいは、スレーブ側がマ
スタートランスミッタとして機能し、マスター側がレシーバとして機能する場合には、ス
レーブ側のシリアルクロックラインＳＣＬは、マスター側と接続する前段においてＩ２Ｃ
バス対応のバスバッファのＳＣＬ用の双方向性の入出力端子（一般にＳＹ）と接続し、該
入出力端子ＳＹから入力する信号を出力させる出力端子（一般にＴＹ）及び同入出力端子
ＳＹから出力する信号を入力させる入力端子（一般にＲＹ）をマスター側に接続すると共
に、スレーブ側のシリアルデータラインＳＤＡは、同様にマスター側と接続する前段にお
いて同じバスバッファのＳＤＡ用の双方向性の入出力端子（一般にＳＸ）と接続し、該入
出力端子ＳＸから入力する信号を出力させる出力端子（一般にＴＸ）及び同入出力端子Ｓ
Ｘから出力する信号を入力させる入力端子（一般にＲＸ）をマスター側に接続するという
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のも通常の用法である。
【００１４】
　ところで、Ｉ２Ｃバスの仕様によれば、８ビットの双方向シリアルデータ転送を、標準
モードでは最高１００ｋｂｉｔ／ｓ、ファーストモードでは４００ｋｂｉｔ／ｓ、ハイス
ピードモードでは３．４Ｍｂｉｔ／ｓで行うことが可能であり、かつ、バスの静電容量が
４００ｐＦ以下であれば、一つのバス上にＩＣをいくつでも接続することが可能であると
謳われている。
【００１５】
　しかし、実際に遊技機を設計している段階において経験したことであるが、上記と同様
にＩ２Ｃバス対応のバスバッファの通常の用法にしたがって、マスター側のシリアルクロ
ックラインＳＣＬを、スレーブ側と接続する前段においてＩ２Ｃバス対応のバスバッファ
のＳＣＬ用の双方向性の入出力端子（ＳＹ）と接続し、該入出力端子ＳＹから入力する信
号を出力させる出力端子（ＴＹ）及び同入出力端子ＳＹから出力する信号を入力させる入
力端子（ＲＹ）をスレーブ側に接続すると共に、マスター側のシリアルデータラインＳＤ
Ａを、同様にスレーブ側と接続する前段において同じバスバッファのＳＤＡ用の双方向性
の入出力端子（ＳＸ）と接続し、該入出力端子ＳＸから入力する信号を出力させる出力端
子（ＴＸ）及び同入出力端子ＳＸから出力する信号を入力させる入力端子（ＲＹ）をスレ
ーブ側に接続するものとし、そのうえで、１ＭＨｚファーストモードプラスコンパチブル
のＩ２Ｃバスインタフェースをもつテキサス社（ＴＥＸＡＳ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ）
製の型番ＴＬＣ８２０８ＦＩのＬＥＤドライバを４０個程度用いてＬＥＤの駆動回路を構
築した場合、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック周波数が４００ｋＨｚを超えると
通信が不安定になる問題が発生した。
【００１６】
　バスの静電容量が４００ｐＦ以下かどうかは、ＬＥＤドライバの数の他、マスターとス
レーブとの間のケーブル仕様、マスター及びスレーブの基板上のプリント配線パターン等
が複雑に関連し、厳密に正しく数値評価することは困難である。仮に厳密に正しく数値評
価できたとしても、バスの静電容量を抑えるために、ＬＥＤドライバの数やＬＥＤの数を
減らすとなると、所定の電飾効果が犠牲にされる。予定するＬＥＤドライバ及びＬＥＤの
数を減らさず所定の電飾効果を達成したいが、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック
周波数が４００ｋＨｚを超えると通信が不安定になるという本問題は、Ｉ２Ｃバス対応の
バスバッファの伝達遅延の発生によるシリアルクロックラインＳＣＬの信号波形の鈍りが
原因であった。
【００１７】
　本発明の課題は、Ｉ２Ｃバスに代表される高速シリアルバスによるシリアル通信方式の
メリットを損なうことなく、高速通信安定性を向上させ、所定の演出効果を達成できる遊
技機を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　図７に例示するように、本発明は、シリアルクロックライン（ＳＣＬ）とシリアルデー
タライン（ＳＤＡ）との２ラインにてマスターとスレーブとの間で通信を行う高速シリア
ルバスにより、マスターとなるマイクロコントローラ（ＭＳＴ）とスレーブとなる複数の
演出用ドライバ（ＬＤｒ０１・・・）との間を接続した遊技機を前提とする。
【００１９】
　そして、前記マイクロコントローラ（ＭＳＴ）のシリアルデータライン（ＳＤＡ）と、
前記演出用ドライバ（ＬＤｒ０１・・・）のシリアルデータライン（ＳＤＡ）との間を結
ぶ線路中に、双方向に信号を入出力させる入出力端子と該入出力端子から入力する信号を
出力させる出力端子及び前記入出力端子から出力する信号を入力させる入力端子をもつ双
方向性のバスバッファ（ＢＵＳＢ）を接続している。
【００２０】
　これと共に、前記マイクロコントローラ（ＭＳＴ）のシリアルクロックライン（ＳＣＬ
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）と、前記演出用ドライバ（ＬＤｒ０１・・・）のシリアルクロックライン（ＳＣＬ）と
の間を結ぶ線路中に、前記マイクロコントローラ（ＭＳＴ）からのシリアルクロックライ
ン信号を前記バスバッファ（ＢＵＳＢ）を介さずに別経路で前記演出用ドライバ（ＬＤｒ
０１・・・）に送信する送信素子（ＢＤ００）と、この送信素子（ＢＤ００）からの送信
信号を受信する受信素子（ＢＤ０１・・・）とを接続している。
【００２１】
　図８に例示するように、前記バスバッファ（ＢＵＳＢ）は、第１信号を双方向に入出力
させる第１入出力端子（ＳＸ）と第１信号を出力させる第１出力端子（ＴＸ）及び第１信
号を入力させる第１入力端子（ＲＸ）、並びに、第２信号を双方向に入出力させる第２入
出力端子（ＳＹ）と第２信号を出力させる第２出力端子（ＴＹ）及び第２信号を入力させ
る第２入力端子（ＲＹ）を具備している。
【００２２】
　図４に例示するように、前記演出用ドライバ（ＬＤｒ０１・・・）は、予め定めた所定
の大分類にしたがってグループ分けした第１大グループに属するもの（ＬＤｒ０１～ＬＤ
ｒ１０，ＬＤｒ２０～ＬＤｒ２８，ＬＤｒ３９～ＬＤｒ４４）と、この第１大グループ以
外の第２大グループに属するもの（ＬＤｒ１１～ＬＤｒ１９，ＬＤｒ２９～ＬＤｒ３８，
ＬＤｒ４５～ＬＤｒ４８）とを具備する。
【００２３】
　図１０に例示するように、前記第１入出力端子（ＳＸ）及び前記第２入出力端子（ＳＹ
）を前記マイクロコントローラ（ＭＳＴ）のシリアルデータライン（ＳＤＡ）に接続して
いると共に、
　前記第１出力端子（ＴＸ）及び前記第１入力端子（ＲＸ）を前記第１大グループに属す
る演出用ドライバのシリアルデータライン（ＳＤＡ１）に接続し、かつ、
　前記第２出力端子（ＴＹ）及び前記第２入力端子（ＲＹ）を前記第２大グループに属す
る演出用ドライバのシリアルデータライン（ＳＤＡ２）に接続している。
【００２４】
　図４に例示するように、前記演出用ドライバは、予め定めた所定の中分類にしたがって
複数の中グループにグループ分けしている（ＬＥＤ基板群Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）。
【００２５】
　図６又は図７に例示するように、、
　前記受信素子は、中グループ（ＬＥＤ基板群Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）に対応させて中
グループ毎に設けており（ＢＤ０１，ＢＤ０２，ＢＤ０３，ＢＤ０４，ＢＤ０５，ＢＤ０
６）、
　中グループ毎に設ける前記受信素子の出力端子を、その中グループに属する演出用ドラ
イバのシリアルクロックライン（ＳＣＬ）に接続している。
【００２６】
　図４に例示するように、一つの中グループ（ＬＥＤ基板群Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）に
は、基板毎に分けた複数の小グループ（例えば、第２ＬＥＤ基板群Ｂなら、Ｂ０１，Ｂ０
２，Ｂ０３）を含み、
　小グループを構成する基板毎に、その小グループに属する演出用ドライバ及びこれによ
り駆動する演出用デバイスを実装している（例えば、基板Ｂ０１ならＬＤｒ１１～１６及
びこれらにより駆動するＬＥＤ、基板Ｂ０２ならＬＤｒ１７，１８及びこれらにより駆動
するＬＥＤ、基板Ｂ０３ならＬＤｒ１９及びこれにより駆動するＬＥＤ）。
【００２７】
　図２５又は図２６に例示するように、一つの中グループには、基板毎に分けた複数の小
グループを含むが、図６又は図７のものと異なり、
　中グループ毎に設ける前記受信素子（ＢＤ０１，ＢＤ０２，ＢＤ０３，ＢＤ０４，ＢＤ
０５，ＢＤ０６）を実装する中グループ毎の中継基板（Ａ００，Ｂ００，Ｃ００，Ｄ００
，Ｅ００，Ｆ００）に、その中グループに含まれる小グループに属する演出用ドライバを
実装するようにしてもよい（例えば、第２ＬＥＤ基板群Ｂなら、受信素子ＢＤ０２を実装
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する中継基板Ｂ００に、ＬＤｒ１１～１９を実装）。
【００２８】
　図１９に例示するように、一つの前記演出用ドライバは、Ｉ２Ｃバス対応の多ビットＬ
ＥＤドライバ（型番ＴＬＣ８２０８ＦＩ）から成り、
　赤色発光端子（Ｒ）、緑色発光端子（Ｇ）、青色発光端子（Ｂ）をもつ一つの多色ＬＥ
Ｄを複数個集合させて（ＬＥＤ－７５８～ＬＥＤ－７６５）、
　各多色ＬＥＤの赤色発光端子（Ｒ）は、共通する一つの赤色発光用多ビットＬＥＤドラ
イバ（ＬＤｒ３９）の各出力端子に接続し、かつ、
　各多色ＬＥＤの緑色発光端子（Ｇ）は、共通する別の一つの緑色発光用多ビットＬＥＤ
ドライバ（ＬＤｒ４０）の各出力端子に接続し、さらに、
　各多色ＬＥＤの青色発光端子（Ｂ）は、共通する更に別の一つの青色発光用多ビットＬ
ＥＤドライバ（ＬＤｒ４１）の各出力端子に接続している。
【発明の効果】
【００２９】
　マイクロコントローラのシリアルデータラインと、演出用ドライバのシリアルデータラ
インとの間を結ぶ線路中に、双方向性のバスバッファを接続しているため、マスターとな
るマイクロコントローラからスレーブとなる演出用ドライバにデータを送信でき、かつ、
スレーブとなる演出用ドライバからマスターとなるマイクロコントローラにアクノリッジ
を返すことができる。しかも、マイクロコントローラのシリアルクロックラインと、演出
用ドライバのシリアルクロックラインとの間を結ぶ線路中に、マイクロコントローラから
のシリアルクロックライン信号をバスバッファを介さずに別経路で演出用ドライバに送信
する送信素子と、この送信素子からの送信信号を受信する受信素子とを接続しているため
、クロック信号の波形鈍りが生じるのを抑制でき、高速通信安定性を向上できる。
【００３０】
　ちなみに、シリアルクロックラインを双方向性のバスバッファに接続する従来の通常の
用法によれば、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック周波数が４００ｋＨｚを超える
と通信が不安定となっていたが、同じ数及び構成をもつ演出用ドライバの駆動回路におい
て、本発明によれば、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック周波数が６９４ｋＨｚま
で安定に通信が行えた。
【００３１】
　ところで、データ転送を行う場合、アドレス指定されたスレーブからマスターにアクノ
リッジ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）が返る必要がある。アクノリッジ用のクロックパルス
はマスターとなるマイクロコントローラで生成され、このアクノリッジ用のクロックパル
スが生成されるとマスターはシリアルデータラインを開放し、スレーブとなる演出用ドラ
イバは、アクノリッジ用のクロックパルスがＨ（ハイ又は論理１）状態のときにシリアル
データラインがＬ（ロー又は論理０）状態で安定するように、アクノリッジ用のクロック
パルスの出力に合わせてシリアルデータラインをＬ（ロー又は論理０）状態にする。これ
により、スレーブとなる演出用ドライバからマスターとなるマイクロコントローラに正常
にアクノリッジが返る。
【００３２】
　ただし、スレーブとなる演出用ドライバがアドレス確認を行うことができない場合（例
えば、リアルタイム機能を実行しているために受信できないような場合）、あるいは、ア
ドレスを確認した場合でも、途中でデータバイトを受信できなくなったときには、マスタ
ーによってデータ転送が途中で打ち切られることが必要となる。この場合、スレーブとな
る演出用ドライバは、次に送られてくる最初のデータバイトに対してアクノリッジを生成
しないこと、すなわち非アクノリッジによってそのことを示す。この非アクノリッジを示
す場合、演出用ドライバは、アクノリッジ用のクロックパルスがＨ（ハイ又は論理１）状
態のときにシリアルデータラインがＨ（ハイ又は論理１）状態に維持されるように、シリ
アルデータラインをＨ（ハイ又は論理１）状態に保つ。
【００３３】
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　非アクノリッジが返った場合、マスターとなるマイクロコントローラは、シリアルクロ
ックラインがＨ（ハイ又は論理１）のときに、シリアルデータラインをＬ（ロー又は論理
０）からＨ（ハイ又は論理１）に変化させてストップコンディション（Ｓｔｏｐ　ｃｏｎ
ｄｉｔｉｏｎ）を生成し、データ送信を中止したり、シリアルクロックラインがＨ（ハイ
又は論理１）のときに、シリアルデータラインをＨ（ハイ又は論理１）からＬ（ロー又は
論理０）に変化させてスタートコンディション（Ｓｔａｒｔ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）を生
成し、再度又は新たなデータ送信を始めることができる。
【００３４】
　アクノリッジ又は非アクノリッジを返すルートは、シリアルデータラインの線路中に接
続した双方向性のバスバッファにより安定的に担保され、遊技機の演出用ドライバを駆動
させるのに何らの障害もない。従って、シリアル通信方式のメリットを損なうことなく、
かつ、高速通信安定性を向上させたえうで、所定の演出効果を達成することができる。
【００３５】
　バスバッファの第１入出力端子及び第２入出力端子をマイクロコントローラのシリアル
データラインに接続し、バスバッファの第１出力端子及び第１入力端子を第１大グループ
に属する演出用ドライバのシリアルデータラインに接続し、かつ、バスバッファの第２出
力端子及び第２入力端子を第２大グループに属する演出用ドライバのシリアルデータライ
ンに接続した場合には、バスバッファの第１入出力端子、第１出力端子及び第１入力端子
側には、第１大グループに属する数だけの、すなわち全体よりも少ない数の演出用ドライ
バがぶら下がり、バスバッファの第２入出力端子並びに第２出力端子及び第２入力端子側
には、第２大グループに属する数だけの、すなわち同様に全体よりも少ない数の演出用ド
ライバがぶら下がり、それぞれ一本のシリアルデータラインから枝分かれするファンアウ
ト数を抑制でき、バスバッファの効率的な利用を図ることができると共に、シリアルデー
タラインの信号の安定性を良好に保つことができる。
【００３６】
　シリアルクロックラインの線路中に接続する受信素子を、中グループに対応させて中グ
ループ毎に設け、中グループ毎の受信素子の出力端子を、その中グループに属する演出用
ドライバのシリアルクロックラインに接続した場合には、一つの受信素子の出力端子から
演出用ドライバの接続のために枝分かれするファンアウト数を抑制でき、シリアルクロッ
クラインの信号を一層の安定化することができる。
【００３７】
　一つの中グループには、基板毎に分けた複数の小グループを含み、小グループを構成す
る基板毎に、その小グループに属する演出用ドライバ及びこれにより駆動する演出用デバ
イスを実装する場合には、小グループを構成する基板には、基本的に、シリアルクロック
ラインとシリアルデータラインの２ラインを入力させることで足り、少ない本数のハーネ
ス構成にできる。
【００３８】
　一方、中グループ毎に設ける受信素子を実装する中グループ毎の中継基板に、その中グ
ループに含まれる小グループに属する演出用ドライバを実装する場合には、中継基板と演
出用デバイスを実装する基板との間のハーネスの本数は増えるが、中継基板のオンボード
内で、シリアルクロックライン及びシリアルデータラインの配線パターンをクローズドに
形成でき、通信の信頼性を向上することができる。
【００３９】
　一つの演出用ドライバは、Ｉ２Ｃバス対応の多ビットＬＥＤドライバから成り、赤色発
光端子、緑色発光端子、青色発光端子をもつ一つの多色ＬＥＤを複数個集合させて、　各
多色ＬＥＤの赤色発光端子は、共通する一つの赤色発光用多ビットＬＥＤドライバの各出
力端子に接続し、かつ、各多色ＬＥＤの緑色発光端子は、共通する別の一つの緑色発光用
多ビットＬＥＤドライバの各出力端子に接続し、さらに、各多色ＬＥＤの青色発光端子は
、共通する更に別の一つの青色発光用多ビットＬＥＤドライバの各出力端子に接続した場
合には、多色ＬＥＤの集合体を、特定の色で統一的に点灯させることができ、エラー報知
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等の遊技状態の表示装置等として好適なものにできる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は、本発明にかかる遊技機の正面図である。
【図２】図２は、遊技盤部分の正面図である。
【図３】図３は、電飾の演出用デバイスとなるＬＥＤを実装するセンター飾りユニット部
分のＬＥＤ基板群の正面図である。
【図４】図４は、ＬＥＤドライバのグループ分けテーブルである。
【図５】図５は、ＬＥＤドライバに用いるＩ２Ｃバス対応の８ビットＬＥＤドライバ（Ｔ
ＬＣ８２０８ＦＩ）の内部の要部ブロック図であって、日本テキサスインスツルメンツ株
式会社発行のＴＬＣ８２０８ＦＩの資料から引用した図である。
【図６】図６は、遊技機の内部に設ける制御装置の第１実施例にかかる全体ブロック図で
ある。
【図７】図７は、Ｉ２Ｃバスによる高速シリアルバスを遊技機の制御装置における周辺制
御部とＬＥＤドライバとの間に適用した第１実施例にかかる要部回路図である。
【図８】図８は、シリアルデータラインに接続する双方向性のバスバッファ（ＴＬ９６０
０ＰＷ）の内部の回路図である。
【図９】図９は、シリアルクロックラインに接続する送信素子及び受信素子に用いる汎用
ロジックＩＣ（ＳＮ７４ＡＨＣＴ５４１ＰＷＲ）の内部の回路図である。
【図１０】図１０は、Ｉ２Ｃバスのマスターとなるマイクロコントローラ側の基板の要部
回路図である。
【図１１】図１１は、第１ＬＥＤ基板群Ａの第１回路図である。
【図１２】図１２は、第１ＬＥＤ基板群Ａの第２回路図である。
【図１３】図１３は、第２ＬＥＤ基板群Ｂの第１回路図である。
【図１４】図１４は、第２ＬＥＤ基板群Ｂの第２回路図である。
【図１５】図１５は、第３ＬＥＤ基板群Ｃの第１回路図である。
【図１６】図１６は、第３ＬＥＤ基板群Ｃの第２回路図である。
【図１７】図１７は、第４ＬＥＤ基板群Ｄの第１回路図である。
【図１８】図１８は、第４ＬＥＤ基板群Ｄの第２回路図である。
【図１９】図１９は、第５ＬＥＤ基板群Ｅの第１回路図である。
【図２０】図２０は、第５ＬＥＤ基板群Ｅの第２回路図である。
【図２１】図２１は、第６ＬＥＤ基板群Ｆの回路図である。
【図２２】図２２は、スレーブとなるＬＥＤドライバの第１アドレスマップである。
【図２３】図２３は、スレーブとなるＬＥＤドライバの第２アドレスマップである。
【図２４】図２４は、Ｉ２Ｃバスのシリアルクロックラインとシリアルデータラインによ
るデータ転送を説明するタイムチャートである。
【図２５】図２５は、遊技機の内部に設ける制御装置の第２実施例にかかる全体ブロック
図である。
【図２６】図２６は、Ｉ２Ｃバスによる高速シリアルバスを遊技機の制御装置における周
辺制御部とＬＥＤドライバとの間に適用した第２実施例にかかる要部回路図である。
【図２７】図２７は、シリアルクロックラインに接続する送信素子及び受信素子に用いる
変形バリエーションを示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　図１は本発明を適用するパチンコ遊技機１を示し、遊技枠１０に本体１１を開扉可能に
支持している。本体１１の前面上部には、丸窓１２にガラス１３を嵌めたフロント扉１４
を有し、その内方に遊技盤２を備える。フロント扉１４の下には、貸玉及び賞玉を受ける
上受皿３１、内方で溢れた玉を受ける下受皿３２、遊技盤２に１分間について１００個に
近い数のパチンコ玉を連続的に打ち出し、回転操作角度によりパチンコ玉の打ち出し強さ
を調整できる発射ハンドル４、効果音やＢＧＭ等を出音する左右スピーカ５１，５２を備
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える。４０は、発射ハンドル４の回転操作中に玉の打ち出しを一時休止させる発射停止ボ
タンである。
【００４２】
　フロント扉１４には、独特の意匠を凝らした半透明樹脂素材から成る装飾ランプカバー
６１，６２，６３，６４，６５を備え、内蔵する前扉右上飾りＬＥＤ基板Ｅ０１、前扉右
下飾りＬＥＤ基板Ｅ０２、前扉左下飾りＬＥＤ基板Ｅ０３、前扉左上飾りＬＥＤ基板Ｅ０
４に各々実装する演出用デバイスたる多数のＬＥＤにより、遊技中及び遊技待ち状態時、
所定の電飾演出がされる。これと共に、エラー発生時には、前扉右上飾りＬＥＤ基板Ｅ０
１に実装したＬＥＤにより、右上の装飾ランプカバー６３をそのエラー種別に応じた色及
び点滅態様で点灯させ、異常が生じた旨を遊技者及び遊技場係員に知らせる。
【００４３】
　尚、遊技待ち状態時の電飾演出は、遊技時の遊技状態に応じた華やかな電飾演出と異な
り、大半のＬＥＤは消灯（オフ）、又は、所定の省エネモードでの点灯となる。以下、他
のＬＥＤ基板による、遊技待ち状態時の電飾演出においても同様である。
【００４４】
　上受皿３１は、主要部分を全体的に半透明樹脂素材で形成しており、内蔵する受皿左飾
りＬＥＤ基板Ｆ０１、受皿中飾りＬＥＤ基板Ｆ０２、受皿右飾りＬＥＤ基板Ｆ０３、受皿
下飾りＬＥＤ基板Ｆ０４に各々実装する演出用デバイスたる多数のＬＥＤにより、遊技中
及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。
【００４５】
　図２に示すように、遊技盤２には、次の１）～８）の遊技部品を備える。
１）センター飾りユニット７
　このセンター飾りユニット７は、中央部に比較的大型のカラー液晶表示器から成る演出
表示装置７０を備え、この表示装置７０を取り囲むように、タイトル表示部等をもつ上装
飾部７１、ワープルート玉入口等をもつ左装飾部７２、右サイド飾りと一体化させた右装
飾部７３、玉ステージ及び玉出口等をもつ下装飾部７４から成る半透明樹脂製装飾枠７０
０を有する。
【００４６】
　上装飾部７１は、内蔵するセンター飾りＬＥＤ基板１（Ａ０１）、センター飾りＬＥＤ
基板２（Ａ０２）、センター飾りＬＥＤ基板３（Ａ０３）、センター飾りＬＥＤ基板４（
Ａ０４）、センター飾りＬＥＤ基板５（Ｂ０１）及びセンター飾りＬＥＤ基板６（Ｂ０２
）に各実装するＬＥＤにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。
【００４７】
　左装飾部７２は、内蔵するセンター飾りＬＥＤ基板７（Ｂ０３）に実装するＬＥＤによ
り、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。
【００４８】
　右装飾部７３は、内蔵するセンター飾りＬＥＤ基板８（Ｃ０１）及びセンター飾りＬＥ
Ｄ基板９（Ｃ０２）に各実装するＬＥＤにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾
演出がされる。
【００４９】
　下装飾部７４は、内蔵するセンター飾りＬＥＤ基板１０（Ｄ０１）、センター飾りＬＥ
Ｄ基板１１（Ｄ０２）及びセンター飾りＬＥＤ基板１２（Ｄ０３）に各実装するＬＥＤに
より、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。
【００５０】
　演出表示装置７０は、後記始動口８１，８２へのパチンコ玉の入賞を契機に、後記特別
図柄表示装置ＳＤでの特別図柄の変動及び停止と同期して、その画面上に、左演出図柄、
中演出図柄、右演出図柄を変動及び停止させる。また、これらの演出図柄の背景には、動
画及び又は静止画からなる所定の背景を表示させる。
【００５１】
　また、所定条件下、各演出図柄の変動中に、左右の演出図柄を同一図柄で仮停止させた
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状態で中演出図柄の変動と共に背景に発展性のある動画を展開させることにより、大当た
りの当選を期待させるリーチ演出を出現させる。さらに、所定条件下、主に遊技機の内部
状態、すなわち低確遊技か高確遊技か、時短状態か非時短状態かの違いに応じて、演出図
柄の背景表示を変更させる。
【００５２】
２）上始動口８１及び下始動口８２
　上始動口８１は、常時玉一個の受入れを許す通常入賞口から成る。
【００５３】
　下始動口８２は、上始動口８１の直下に配置され、左右一対の花弁８ａ，８ｂをもつ電
動チューリップから成る。常時、一対の花弁８ａ，８ｂは起立状態にあり、上始動口８１
と共に外部に対して壁を形成して、内部へのパチンコ玉の受入れを阻止し、図示のとおり
左の花弁８ａが左に、右の花弁８ｂが右にそれぞれ倒れる開放状態となって、初めて内部
へのパチンコ玉の受入れを許す。その開放状態は、後記ゲートＧＴに対する玉の通過時に
起動する普通図柄抽選での当選を条件に生起させるが、その当選がし難く且つ当選しても
極短時間しか開放状態とならない相対的に入賞困難な非時短状態時の開放作動態様と、そ
の当選がし易く且つ当選時に十分長い開放状態となる相対的に入賞容易な時短状態時の開
放作動態様とに作動変更可能としている。
【００５４】
　各始動口８１，８２へのパチンコ玉の入賞すなわち始動入賞が一個あるごとに、所定数
例えば３個の賞玉を払出すと共に、例えば最大４個とした所定の保留上限内で、大当たり
の当否を決める特別図柄抽選を起動し、例えば０～５９８の所定範囲内で高速更新する後
記主制御部ＭＣで定義する大当たり抽選用乱数庫から一つの大当たり抽選用乱数を取得し
、後記主制御部ＭＣの所定記憶エリアに取得順に記憶する。
【００５５】
　記憶された大当たり抽選用乱数は、最先のものから順に大当たり判定処理の対象となる
。この判定処理が実行されると、大当たり抽選用乱数の記憶エリアに空をつくり、所定の
保留上限内で、新たに生じる始動入賞時に取得した大当たり抽選用乱数が後詰めで記憶さ
れる。保留上限いっぱいまで抽選データが貯まった状態で、新たに生じる始動入賞は、賞
玉を払出す対象にはなるが、大当たり抽選の対象からは除外される。
【００５６】
　大当たりの当選確率を相対的に低値とした低確遊技下、大当たり抽選用乱数が、大当た
り抽選用乱数の取り得る５９９個の数値範囲（０～５９８）内で予め特定した３種類の大
当たり当選数値の何れかに一致している判定がされると、大当たりの当選、これ以外は大
当たりの非当選の外れとなる。低確遊技下、大当たりの当選確率は３／５９９＝１／１９
９．６７、約１／２００である。
【００５７】
　一方、大当たりの当選確率を相対的に高値とした高確遊技下、大当たり抽選用乱数が、
大当たり抽選用乱数の取り得る数値範囲内で予め特定した１２種類の大当たり当選数値の
何れかに一致している判定がされると、大当たりの当選、これ以外は大当たりの非当選の
外れとなる。高確遊技下、大当たりの当選確率は１２／５９９＝１／４９．９２、約１／
５０である。
【００５８】
　上始動口８１及び下始動口８２は、内蔵する始動口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０６）に実装す
るＬＥＤにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。
【００５９】
３）大入賞口９
　大入賞口９は、下始動口８２の直下に位置する遊技盤２の下領域に配置され、特別図柄
表示装置ＳＤ上の特別図柄による大当たり停止、及び、この停止と同時にされる演出表示
装置７０上での左、中、右の演出図柄の三つ揃い等による大当たり停止により大当たりの
当選が導出され、この大当たりの当選導出後の大当たり遊技時に、前方を覆うアタッカー
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型の可動部材９０を手前に倒すことにより開かれ、パチンコ玉の入賞を著しく容易にする
。大入賞口９への入賞一個につき所定数例えば１３個の賞玉を払出す。
【００６０】
　大入賞口９は、所定の最大開放時間にわたる１ラウンドの開放毎に、所定の最大入賞数
例えば１０個のパチンコ玉の入賞を許容する。最大入賞数に達する入賞があるか又は最大
開放時間例えば３０秒を経過すると１ラウンドが終了して、大入賞口９は一旦閉鎖され、
２秒程度の所定インターバルを経て再度開放され、所定の最大継続ラウンド数について繰
り返す。
【００６１】
　始動入賞時、大当たり抽選用乱数の取得に続いて、例えば０～９９の所定範囲内で高速
更新する主制御部ＭＣで定義する振分抽選用乱数庫から一つの振分抽選用乱数を取得し、
大当たり抽選用乱数と共に取得順に記憶エリアに記憶させている。大当たりの当選が判定
された時、取得した振分抽選用乱数により、所定の振分率に応じて、大当たり遊技時の最
大継続ラウンド数を、２ラウンド、４ラウンド、８ラウンドの何れかに振り分けると共に
、大当たり遊技後の遊技状態を、低確遊技か高確遊技か、非時短状態か時短状態かに各振
り分ける。
【００６２】
　大入賞口９は、内蔵する大入賞口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０５）に実装するＬＥＤにより、
遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。
【００６３】
４）ゲートＧＴ
　ゲートＧＴへの玉通過（上から入った玉は下に抜けて遊技盤２に放たれる）により、例
えば最大４個とした所定の普図保留上限内で普通図柄抽選を起動し、例えば０～２５０の
所定範囲内で高速更新する主制御部ＭＣで定義する普通図柄抽選用乱数庫から一つの普通
図柄抽選用乱数を取得し、主制御部ＭＣの所定記憶エリアに取得順に記憶する。
【００６４】
　普通図柄抽選用乱数は、最先のものから順に普通図柄の当り判定処理の対象となる。こ
の判定処理が実行されると、記憶エリアに空をつくり、普図保留上限内で、新たに生じる
ゲートＧＴへの玉通過に基づく普通図柄抽選用乱数が後詰めで記憶される。普図保留上限
いっぱいまで抽選データが貯まった状態で、新たに生じるゲートＧＴへの玉通過は、普通
図柄抽選の対象から除外される。
【００６５】
　普通図柄抽選が起動されると、後記普通図柄表示装置ＮＤでの緑ランプＧＬと赤ランプ
ＲＬの交互点灯による普通図柄の変動及びその変動の停止により当否が導出される。緑ラ
ンプＧＬでの点灯停止により当選が導出されると、下始動口８２の花弁８ａ，８ｂが開か
れる。赤ランプＲＬでの点灯停止は外れであり、花弁８ａ，８ｂは開かない。非時短状態
時の開放作動態様、時短状態時の開放作動態様は次のＩ）ＩＩ）のとおりである。
【００６６】
Ｉ）非時短状態時の開放作動態様
　普通図柄抽選での当選確率は、２／２５１＝１／１２５．５、普通図柄表示装置ＮＤ上
の普通図柄の変動時間は、低確遊技時２．２４秒、高確遊技時０．５秒、当選時の下始動
口８２の開放仕様は、０．２秒の開放を１回についてだけする。従って、非時短状態時、
下始動口８２はあまり開かず、開いたとしても入賞は容易でなく、下始動口８２への入賞
はほとんど期待できない。
【００６７】
ＩＩ）時短状態時の開放作動態様
　普通図柄抽選での当選確率は、２４９／２５１＝１／１．００８、普通図柄表示装置Ｎ
Ｄ上の普通図柄の変動時間は、低確遊技時も高確遊技時も０．５秒、当選時の下始動口８
２の開放仕様は、１秒の開放を例えば０．７４８秒の閉鎖期間を挟んで最大５回について
繰り返す。ただし、普通図柄抽選の当選一回についての最大入賞数例えば１０個の入賞が
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あると、その時点で開放作動は打ち切られる。時短状態時は、下始動口８２が頻繁に開き
、入賞も容易になる。
【００６８】
５）左サイド入賞ユニット９１
　この左サイド入賞ユニット９１には、入賞１個につき所定数例えば１０個の賞玉を払出
す左上入賞口２４、同左中入賞口２５、同左下入賞口２６を備える。この入賞ユニット９
１は、内蔵する左サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０４）に実装するＬＥＤにより、遊技中及び
遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。
【００６９】
６）右サイド入賞ユニット９２
　この右サイド入賞ユニット９２には、入賞１個につき所定数例えば１０個の賞玉を払出
す右入賞口２７を備える。この入賞ユニット９２は、センター飾りユニット７の右下に連
続的に設けられ、内蔵する右サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０７）に実装するＬＥＤにより、
遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。
【００７０】
７）表示器ボード９３
　この表示器ボード９３には、７セグメントＬＥＤ（七つの構成点灯線分の組合せにより
表示パターンを変化させる発光ダイオード）から成る特別図柄表示装置ＳＤ、緑ランプＧ
Ｌと赤ランプＲＬとから成る普通図柄表示装置ＮＤ、大当たり抽選用乱数の保留記憶数を
表示させる複数のランプから成る特別図柄保留玉表示器Ｍ、普通図柄抽選用乱数の保留記
憶数を表示させる複数のランプから成る普通図柄保留玉表示器Ｊ、遊技状態が、低確遊技
か高確遊技か、非時短状態か時短状態か、正常かエラーか等を表示させる複数のランプか
ら成る遊技状態表示器Ｋを備える。この表示器ボード９３は、センター飾りユニット７の
右装飾部７３の下方に設けている。
【００７１】
８）その他
　その他、遊技盤２には、略円形の遊技領域２００を区画し且つ発射ハンドル４により打
出すパチンコ玉を導くレール２１、玉戻り防止片２２、玉止め２３、パチンコ玉の流下方
向を変化させる風車２８、入賞を逃したパチンコ玉を排出するアウト口２９を備える。ま
た、遊技領域２００には独特のゲージに従い、多数の遊技釘２０が打たれている。
【００７２】
　図３に、センター飾りユニット７の各装飾部７１，７２，７３，７４の背後に対応させ
て内蔵するセンター飾りＬＥＤ基板Ａ０１～Ａ１２の物理的配置図を示す。
【００７３】
　センター飾りＬＥＤ基板１（Ａ０１）には、赤色ＬＥＤを８個（ＬＥＤ－Ｒ０１～ＬＥ
Ｄ－Ｒ０８）、青色ＬＥＤを１２個（ＬＥＤ－Ｂ０１～ＬＥＤ－Ｂ１２）、多色ＬＥＤを
４個（ＬＥＤ－７０１～ＬＥＤ－７０４）実装している。赤色ＬＥＤは、赤の発光色をも
つＬＥＤである。青色ＬＥＤは、青の発光色をもつＬＥＤである。多色ＬＥＤは、赤色発
光端子、緑色発光端子、青色発光端子をもち、７色乃至フルカラーの発光色に制御可能な
ＬＥＤである。以下、同様である。
【００７４】
　センター飾りＬＥＤ基板２（Ａ０２）には、多色ＬＥＤを７個（ＬＥＤ－７０５～ＬＥ
Ｄ－７１１）実装している。センター飾りＬＥＤ基板３（Ａ０３）には、多色ＬＥＤを１
個（ＬＥＤ－７１２）実装している。センター飾りＬＥＤ基板４（Ａ０４）には、多色Ｌ
ＥＤを８個（ＬＥＤ－７１３～ＬＥＤ－７２０）実装している。
【００７５】
　センター飾りＬＥＤ基板５（Ｂ０１）には、多色ＬＥＤを１６個（ＬＥＤ－７２１～Ｌ
ＥＤ－７３６）実装している。センター飾りＬＥＤ基板６（Ｂ０２）には、多色ＬＥＤを
２個（ＬＥＤ－７３７，ＬＥＤ－７３８）、白色ＬＥＤを７個（ＬＥＤ－Ｗ０１～ＬＥＤ
－Ｗ０７）、青色ＬＥＤを３個（ＬＥＤ－Ｂ１３～ＬＥＤ－Ｂ１５）実装している。セン
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ター飾りＬＥＤ基板７（Ｂ０３）には、白色ＬＥＤを５個（ＬＥＤ－Ｗ０８～ＬＥＤ－Ｗ
１２）、緑色ＬＥＤを３個（ＬＥＤ－Ｇ０１～ＬＥＤ－Ｇ０３）実装している。白色ＬＥ
Ｄは、白の発光色をもつＬＥＤである。緑色ＬＥＤは、緑の発光色をもつＬＥＤである。
以下、同様である。
【００７６】
　センター飾りＬＥＤ基板８（Ｃ０１）には、白色ＬＥＤを１６個（ＬＥＤ－Ｗ１３～Ｌ
ＥＤ－Ｗ２８）実装している。センター飾りＬＥＤ基板９（Ｃ０２）には、白色ＬＥＤを
１８個（ＬＥＤ－Ｗ２９～ＬＥＤ－Ｗ４６）、多色ＬＥＤを１２個（ＬＥＤ－７３９～Ｌ
ＥＤ－７５０）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ０４，ＬＥＤ－Ｇ０５）実装している。
【００７７】
　センター飾りＬＥＤ基板１０（Ｄ０１）には、多色ＬＥＤを７個（ＬＥＤ－７５１～Ｌ
ＥＤ－７５７）、緑色ＬＥＤを３個（ＬＥＤ－Ｇ０６～ＬＥＤ－Ｇ０８）実装している。
センター飾りＬＥＤ基板１１（Ｄ０２）には、青色ＬＥＤを８個（ＬＥＤ－Ｂ１６～ＬＥ
Ｄ－Ｂ２３）実装している。センター飾りＬＥＤ基板１２（Ｄ０３）には、青色ＬＥＤを
８個（ＬＥＤ－Ｂ２４～ＬＥＤ－Ｂ３１）実装している。
【００７８】
　なお、基板図は省略したが、左サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０４）には、赤色ＬＥＤを４
個（ＬＥＤ－Ｒ０９～ＬＥＤ－Ｒ１２）、緑色ＬＥＤを４個（ＬＥＤ－Ｇ０９～ＬＥＤ－
Ｇ１２）、青色ＬＥＤを４個（ＬＥＤ－Ｂ３２～ＬＥＤ－Ｂ３５）、白色ＬＥＤを４個（
ＬＥＤ－Ｗ４７～ＬＥＤ－Ｗ５０）実装している。大入賞口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０５）に
は、赤色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｒ１３，ＬＥＤ－Ｒ１４）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ
－Ｇ１３，ＬＥＤ－Ｇ１４）、青色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｂ３６，ＬＥＤ－Ｂ３７）、
白色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｗ５１，ＬＥＤ－Ｗ５２）実装している。
【００７９】
　また、始動口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０６）には、赤色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｒ１５，Ｌ
ＥＤ－Ｒ１６）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ１５，ＬＥＤ－Ｇ１６）、青色ＬＥＤを
２個（ＬＥＤ－Ｂ３８，ＬＥＤ－Ｂ３９）、白色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｗ５３，ＬＥＤ
－Ｗ５４）実装している。右サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０７）には、赤色ＬＥＤを２個（
ＬＥＤ－Ｒ１７，ＬＥＤ－Ｒ１８）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ１７，ＬＥＤ－Ｇ１
８）、青色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｂ４０，ＬＥＤ－Ｂ４１）、白色ＬＥＤを２個（ＬＥ
Ｄ－Ｗ５５，ＬＥＤ－Ｗ５６）実装している。
【００８０】
　さらに、前扉右上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０１）には、多色ＬＥＤを８個（ＬＥＤ－７５８
～ＬＥＤ－７６５）実装している。前扉右下飾りＬＥＤ基板（Ｅ０２）には、赤色ＬＥＤ
を２個（ＬＥＤ－Ｒ１９，ＬＥＤ－Ｒ２０）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ１９，ＬＥ
Ｄ－Ｇ２０）、青色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｂ４２，ＬＥＤ－Ｂ４３）、白色ＬＥＤを２
個（ＬＥＤ－Ｗ５７，ＬＥＤ－Ｗ５８）実装している。
【００８１】
　前扉左下飾りＬＥＤ基板（Ｅ０３）には、赤色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｒ２１，ＬＥＤ
－Ｒ２２）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ２１，ＬＥＤ－Ｇ２２）、青色ＬＥＤを２個
（ＬＥＤ－Ｂ４４，ＬＥＤ－Ｂ４５）、白色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｗ５９，ＬＥＤ－Ｗ
６０）実装している。前扉左上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０４）には、赤色ＬＥＤを２個（ＬＥ
Ｄ－Ｒ２３，ＬＥＤ－Ｒ２４）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ２３，ＬＥＤ－Ｇ２４）
、青色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｂ４６，ＬＥＤ－Ｂ４７）、白色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－
Ｗ６１，ＬＥＤ－Ｗ６２）実装している。
【００８２】
　受皿左飾りＬＥＤ基板（Ｆ０１）には、赤色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｒ２５，ＬＥＤ－
Ｒ２６）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ２５，ＬＥＤ－Ｇ２６）、青色ＬＥＤを２個（
ＬＥＤ－Ｂ４８，ＬＥＤ－Ｂ４９）、白色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｗ６３，ＬＥＤ－Ｗ６
４）実装している。受皿中飾りＬＥＤ基板（Ｆ０２）には、赤色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－
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Ｒ２７，ＬＥＤ－Ｒ２８）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ２７，ＬＥＤ－Ｇ２８）、青
色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｂ５０，ＬＥＤ－Ｂ５１）、白色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｗ６
５，ＬＥＤ－Ｗ６６）実装している。
【００８３】
　受皿右飾りＬＥＤ基板（Ｆ０３）には、赤色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｒ２９，ＬＥＤ－
Ｒ３０）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ２９，ＬＥＤ－Ｇ３０）、青色ＬＥＤを２個（
ＬＥＤ－Ｂ５２，ＬＥＤ－Ｂ５３）、白色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｗ６７，ＬＥＤ－Ｗ６
８）実装している。受皿下飾りＬＥＤ基板（Ｆ０４）には、赤色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－
Ｒ３１，ＬＥＤ－Ｒ３２）、緑色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｇ３１，ＬＥＤ－Ｇ３２）、青
色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｂ５４，ＬＥＤ－Ｂ５５）、白色ＬＥＤを２個（ＬＥＤ－Ｗ６
９，ＬＥＤ－Ｗ７０）実装している。
【００８４】
　すなわち、集計すると、
　多色ＬＥＤは、ＬＥＤ－７０１～ＬＥＤ－７６５の６５個あり、
　赤色ＬＥＤは、ＬＥＤ－Ｒ０１～ＬＥＤ－Ｒ３２の３２個あり、
　緑色ＬＥＤは、ＬＥＤ－Ｇ０１～ＬＥＤ－Ｇ３２の３２個あり、
　青色ＬＥＤは、ＬＥＤ－Ｂ０１～ＬＥＤ－Ｂ５５の５５個あり、
　白色ＬＥＤは、ＬＥＤ－Ｗ０１～ＬＥＤ－Ｗ７０の７０個あり、
全部でＬＥＤは２５４個ある。
【００８５】
　図４に示すように、上記した各々のセンター飾りＬＥＤ基板１～１２（Ａ０１～０４，
Ｂ０１～０３，Ｃ０１～０２，Ｄ０１～０３）、並びに、左サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０
４）、大入賞口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０５）、始動口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０６）、右サイド
飾りＬＥＤ基板（Ｄ０７）、前扉右上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０１）、前扉右下飾りＬＥＤ基
板（Ｅ０２）、前扉左下飾りＬＥＤ基板（Ｅ０３）、前扉左上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０４）
、受皿左飾りＬＥＤ基板（Ｆ０１）、受皿中飾りＬＥＤ基板（Ｆ０２）、受皿右飾りＬＥ
Ｄ基板（Ｆ０３）、受皿下飾りＬＥＤ基板（Ｆ０４）は、基板毎に分かれる小グループを
構成している。
【００８６】
　原則的に、各小グループ毎すなわち各基板毎に実装するＬＥＤの駆動に必要な信号端子
数に応じて、演出用ドライバたるＬＥＤドライバ（ＬＤｒ０１～ＬＤｒ４８）を各基板毎
に対応づけて設けている。ただし、例外的に、センター飾りＬＥＤ基板３（Ａ０３）には
多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１２）を１個のみ実装しているだけであるため、このセンター飾
りＬＥＤ基板３（Ａ０３）の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１２）は、センター飾りＬＥＤ基板
２（Ａ０２）に対応づけて設けるＬＥＤドライバ（ＬＤｒ０７）にて駆動している。
【００８７】
　センター飾りＬＥＤ基板１（Ａ０１）、センター飾りＬＥＤ基板２（Ａ０２）、センタ
ー飾りＬＥＤ基板３（Ａ０３）、センター飾りＬＥＤ基板４（Ａ０４）は、センター飾り
ユニット７の上装飾部７１の背後に互いに近接状に配置され、かつ、演出上の関連性も密
接で、しかも、これらの基板に含まれるＬＥＤドライバ（ＬＤｒ０１～１０）の数も１０
個と適正範囲内であるため、配置及び演出上の関連性並びにＬＥＤドライバの数を考慮し
て中分類した中グループの一つのである第１ＬＥＤ基板群Ａを構成している。
【００８８】
　センター飾りＬＥＤ基板５（Ｂ０１）、センター飾りＬＥＤ基板６（Ｂ０２）、センタ
ー飾りＬＥＤ基板７（Ｂ０３）は、センター飾りユニット７の上装飾部７１及び左装飾部
７２の背後に互いに近接状に配置され、かつ、演出上の関連性も密接で、しかも、これら
の基板に含まれるＬＥＤドライバ（ＬＤｒ１１～１９）の数も９個と適正範囲内であるた
め、中グループの一つのである第２ＬＥＤ基板群Ｂを構成している。
【００８９】
　センター飾りＬＥＤ基板８（Ｃ０１）、センター飾りＬＥＤ基板９（Ｃ０２）は、セン
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ター飾りユニット７の右装飾部７３の背後に互いに近接状に配置され、かつ、演出上の関
連性も密接で、しかも、これらの基板に含まれるＬＥＤドライバ（ＬＤｒ２０～２８）の
数も９個と適正範囲内であるため、中グループの一つのである第３ＬＥＤ基板群Ｃを構成
している。
【００９０】
　センター飾りＬＥＤ基板１０（Ｄ０１）、センター飾りＬＥＤ基板１１（Ｄ０２）、セ
ンター飾りＬＥＤ基板１２（Ｄ０３）、左サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０４）、大入賞口飾
りＬＥＤ基板（Ｄ０５）、始動口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０６）、右サイド飾りＬＥＤ基板（
Ｄ０７）は、センター飾りユニット７の下装飾部７４の背後に互いに近接状あるいは下装
飾部７４と比較的近い位置に配置され、かつ、演出上の関連性も密接あるいは無関係では
なく、しかも、これらの基板に含まれるＬＥＤドライバ（ＬＤｒ２９～３８）の数も１０
個と適正範囲内であるため、中グループの一つのである第４ＬＥＤ基板群Ｄを構成してい
る。
【００９１】
　前扉右上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０１）、前扉右下飾りＬＥＤ基板（Ｅ０２）、前扉左下飾
りＬＥＤ基板（Ｅ０３）、前扉左上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０４）は、フロント扉１４の装飾
ランプカバー６１，６２，６３，６４，６５の背後に配置され、かつ、演出上の関連性も
密接で、しかも、これらの基板に含まれるＬＥＤドライバ（ＬＤｒ３９～４４）の数も６
個と適正範囲内であるため、中グループの一つのである第５ＬＥＤ基板群Ｅを構成してい
る。
【００９２】
　受皿左飾りＬＥＤ基板（Ｆ０１）、受皿中飾りＬＥＤ基板（Ｆ０２）、受皿右飾りＬＥ
Ｄ基板（Ｆ０３）、受皿下飾りＬＥＤ基板（Ｆ０４）は、上受皿３１の内部に配置され、
かつ、演出上の関連性も密接で、しかも、これらの基板に含まれるＬＥＤドライバ（ＬＤ
ｒ４５～４８）の数も４個と適正範囲内であるため、中グループの一つのである第６ＬＥ
Ｄ基板群Ｆを構成している。
【００９３】
　以上、６つに中分類した基板群Ａ～Ｆのうち、基板群Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、遊技盤２の電
飾に当てられ、基板群Ｅ，Ｆは、遊技盤２以外の電飾に当てられる。遊技盤２の盤面替え
等に柔軟に対応させるため、遊技盤２の電飾に当てる基板群Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに着目し、こ
れらに含まれるＬＥＤドライバの数がほぼ半分ずつになるように２つに大別し、例えば、
第１ＬＥＤ基板群Ａ及び第３ＬＥＤ基板群Ｃの合計１９個のＬＥＤドライバを含む第１大
グループと、第２ＬＥＤ基板群Ｂ及び第４ＬＥＤ基板群Ｄの合計１９個のＬＥＤドライバ
を含む第２大グループとに大分類している。そして、各大グループに、遊技盤２以外の電
飾に当てる基板群Ｅ，Ｆを二分して各一つを含ませている。
【００９４】
　したがって、第１大グループは、第１ＬＥＤ基板群Ａ、第３ＬＥＤ基板群Ｃ、第５ＬＥ
Ｄ基板群Ｅから成り、第１大グループ以外の第２大グループは、第２ＬＥＤ基板群Ｂ、第
４ＬＥＤ基板群Ｄ、第６ＬＥＤ基板群Ｆから成る。第１大グループには、Ｉ２Ｃバスの後
記バスバッファＢＵＳＢの２系統のシリアルデータラインＳＤＡ１，ＳＤＡ２のうち、Ｓ
ＤＡ１を接続している。また、第２大グループには、ＳＤＡ２を接続している。
【００９５】
　図５に示すように、ＬＥＤドライバＬＤＲ０１～４８には、１ＭＨｚファーストモード
プラスコンパチブルのＩ２Ｃバスインタフェースをもつテキサス社（ＴＥＸＡＳ　ＩＮＳ
ＴＲＵＭＥＮＴＳ）製の型番ＴＬＣ８２０８ＦＩのＩ２Ｃバス制御８ビットＬＥＤドライ
バを用いている。
【００９６】
　このＬＥＤドライバの内部において、Ｉ２ＣバスのシリアルクロックラインＳＣＬとシ
リアルデータラインＳＤＡとは、ノイズフィルタ（ＩＮＰＵＴ　ＦＩＬＴＥＲ）を介して
Ｉ２Ｃバスコントローラ（Ｉ２Ｃ－ＢＵＳ　ＣＯＮＴＲＯＬ）に接続される。Ｉ２Ｃバス
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コントローラ（Ｉ２Ｃ－ＢＵＳ　ＣＯＮＴＲＯＬ）に入力させる３つのハードウェアアド
レス端子（Ａ０，Ａ１，Ａ２）により、６４のプログラム可能なスレーブアドレスを実現
可能にしている。
【００９７】
　２５ＭＨｚの内部発振器（２５ＭＨｚ　ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ）より生成する９７ｋＨ
ｚで動作する８ビット分解能の固定周波数ＰＷＭコントローラ（ＰＷＭ　ＲＥＧＩＳＴＥ
Ｒ　Ｘ　ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ　ＣＯＮＴＲＯＬ）、並びに、２４．３ｋＨｚより調製す
る１９０Ｈｚの固定周波数と、２４Ｈｚ～１０．７３秒に１回の範囲で調整可能なグルー
プ周波数（ＧＲＰＦＲＥＱ　ＲＥＧＩＳＴＥＲ）とをもつ８ビット分解能のグループＰＷ
Ｍコントローラ（ＧＲＰＰＷＭ　ＲＥＧＩＳＴＥＲ）、ＬＥＤステートセレクトレジスタ
（ＬＥＤ　ＳＴＡＴＥ　ＳＥＬＥＣＴ　ＲＥＧＩＳＴＥＲ）を有する。
【００９８】
　出力側には、出力ドライバ（ＯＵＴＰＵＴ　ＤＲＩＶＥＲ）を介して８個のオープンド
レインＬＥＤ出力（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）を有し、該各ＬＥＤ出力は、オン／オ
フ（ｐｅｒｍａｎｅｎｔｌｙ　ＯＮ／ｐｅｒｍａｎｅｎｔｌｙ　ＯＦＦ）させることがで
きると共に、ＰＷＭ制御により、ＬＥＤ出力毎に輝度を完全オフから最大輝度まで調光可
能にしていると共に、グループ輝度制御により完全オフから最大輝度までの全体調光やグ
ループ点滅を可能にしている。
【００９９】
　なお、アクティブローリセット入力（ＲＥＳＥＴバー）から入力するローレベル信号に
よりパワーオンリセットコントローラ（ＰＯＷＥＲ　ＯＮ　ＲＥＳＥＴ　ＣＮＴＬ）を介
して外部リセットを可能にしていると共に、Ｉ２Ｃバスからのソフトウェアリセットも可
能にしている。ＶＣＣは直流＋５Ｖの電源、ＧＮＤは０Ｖのグランドである。
【０１００】
　図６に示すように、遊技機の内部に設ける制御装置ＣＮは、互いに独立した基板で構成
する主制御部ＭＣ、第１周辺制御部ＳＣ１、第２周辺制御部ＳＣ２及び第３周辺制御部Ｓ
Ｃ３から成る。発射玉関連、賞玉の払出し関連、玉貸ユニットやホールコンピュータ等と
の接続関連、電源関連、セキュリティ関連の各構成は、省略して描いている。
【０１０１】
　主制御部ＭＣには、ＲＯＭ／ＲＡＭ一体型の遊技制御用マイクロコンピュータＣＰＵ０
を実装しており、その入力側には、上始動口８１への入賞玉を検出する上始動口スイッチ
ＳＷ１、下始動口８２への入賞玉を検出する下始動口スイッチＳＷ２、大入賞口９への入
賞玉を検出する大入賞口スイッチＳＷ３、ゲートＧＴへの通過玉を検出するゲートスイッ
チＳＷ４、左上入賞口２４への入賞玉を検出する左上入賞口スイッチＳＷ５、左中入賞口
２５への入賞玉を検出する左中入賞口スイッチＳＷ６、左下入賞口２６への入賞玉を検出
する左下入賞口スイッチＳＷ７、右入賞口２７への入賞玉を検出する右入賞口スイッチＳ
Ｗ８を入力させている。
【０１０２】
　主制御部ＭＣの遊技制御用マイクロコンピュータＣＰＵ０は、ドライバ回路Ｄｒ１を介
して特別図柄表示装置ＳＤを、ドライバ回路Ｄｒ２を介して普通図柄表示装置ＮＤを、ド
ライバ回路Ｄｒ３を介して特別図柄保留玉表示器Ｍを、ドライバ回路Ｄｒ４を介して普通
図柄保留玉表示器Ｊを、ドライバ回路Ｄｒ５を介して遊技状態表示器Ｋを、ドライバ回路
Ｄｒ７を介して下始動口８２の花弁８ａ，８ｂを開閉させる電チューソレノイドＳ１を、
ドライバ回路Ｄｒ８を介して大入賞口９の可動部材９０を開閉させる大入賞口ソレノイド
Ｓ２を各制御している。
【０１０３】
　主制御部ＭＣから各周辺制御部ＳＣ１，ＳＣ２，ＳＣ３へは、中継基板ＣＴを介して一
方通行的に、主制御部ＭＣでの入力及び又は該主制御部ＭＣで実行する抽選結果に従った
コマンドを、例えば８ビット８本のデータ信号線と１本のストローブ信号線をもつパラレ
ル通信方式により送信している。周辺制御部ＳＣ１，ＳＣ２，ＳＣ３相互間は、双方向性
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のパラレル通信方式等により、双方向的にデータを送受信している。
【０１０４】
　第１周辺制御部ＳＣ１には、ＲＯＭ／ＲＡＭ一体型の第１演出用マイクロコンピュータ
ＣＰＵ１を実装している。このマイクロコンピュータＣＰＵ１からは、ドライバ回路Ｄｒ
９を介して演出表示装置７０を制御しており、主制御部ＭＣから受信するコマンドに応じ
た左、中、右の各演出図柄の変動及び停止並びに背景の動画展開を含む表示関連の演出を
実行している。
【０１０５】
　第２周辺制御部ＳＣ２には、ＲＯＭ／ＲＡＭ一体型の第２演出用マイクロコンピュータ
ＣＰＵ２を実装している。このマイクロコンピュータＣＰＵ２は、Ｉ２Ｃバスのマスター
となるマイクロコントローラＭＳＴとして機能する。その入出力ポートには、Ｉ２Ｃバス
のシリアルクロックラインＳＣＬとシリアルデータラインＳＤＡを定義しており、これら
２ラインによるシリアル通信方式により、各ＬＥＤ基板Ａ０１，Ａ０２，Ａ０３，Ａ０４
，Ｂ０１，Ｂ０２，Ｂ０３，Ｃ０１，Ｃ０２，Ｄ０１，Ｄ０２，Ｄ０３，Ｄ０４，Ｄ０５
，Ｄ０６，Ｄ０７，Ｅ０１，Ｅ０２，Ｅ０３，Ｅ０４，Ｆ０１，Ｆ０２，Ｆ０３，Ｆ０４
に各々実装したＬＥＤを制御している。
【０１０６】
　第３周辺制御部ＳＣ３には、ＲＯＭ／ＲＡＭ一体型の第３演出用マイクロコンピュータ
ＣＰＵ３を実装している。このマイクロコンピュータＣＰＵ３からは、ドライバ回路Ｄｒ
１０を介して、スピーカ５１，５２から出音する効果音及びＢＧＭを制御している。
【０１０７】
　主制御部ＭＣから送信するコマンドに応じて、第１周辺制御部ＳＣ１による演出表示装
置７０の表示演出を実行すると共に、この表示演出とリンクさせて、第２周辺制御部ＳＣ
２による電飾演出、第３周辺制御部ＳＣ３による効果音演出を各実行する。主制御部ＭＣ
では、サブ側となる周辺制御部ＳＣ１，ＳＣ２，ＳＣ３側に送信するコマンドで特定され
る演出時間の経過をタイマ管理し、主制御部ＭＣ側の制御とサブ側の制御とが整合するよ
うにしている。
【実施例１】
【０１０８】
　図７に示すように、第１ＬＥＤ基板群Ａにおいて、センター飾りＬＥＤ基板１（Ａ０１
）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ０１～０４を実装し
ている。センター飾りＬＥＤ基板２（Ａ０２）には、この基板に実装するＬＥＤ並びにセ
ンター飾りＬＥＤ基板３（Ａ０３）に実装するＬＥＤ－７１２を駆動するＬＥＤドライバ
ＬＤｒ０５～０７を実装している。センター飾りＬＥＤ基板４（Ａ０４）には、この基板
に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ０８～１０を実装している。
【０１０９】
　第２ＬＥＤ基板群Ｂにおいて、センター飾りＬＥＤ基板５（Ｂ０１）には、この基板に
実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ１１～１６を実装している。センター飾
りＬＥＤ基板６（Ｂ０２）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬ
Ｄｒ１７，１８を実装している。センター飾りＬＥＤ基板７（Ｂ０３）には、この基板に
実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ１９を実装している。
【０１１０】
　第３ＬＥＤ基板群Ｃにおいて、センター飾りＬＥＤ基板８（Ｃ０１）には、この基板に
実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ２０，２１を実装している。センター飾
りＬＥＤ基板９（Ｃ０２）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬ
Ｄｒ２２～２８を実装している。
【０１１１】
　第４ＬＥＤ基板群Ｄにおいて、センター飾りＬＥＤ基板１０（Ｄ０１）には、この基板
に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ２９～３１を実装している。センター
飾りＬＥＤ基板１１（Ｄ０２）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライ
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バＬＤｒ３２を実装している。センター飾りＬＥＤ基板１２（Ｄ０３）には、この基板に
実装するＬＥＤを駆動する実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ３３を実装し
ている。
【０１１２】
　左サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０４）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤ
ドライバＬＤｒ３４，３５を実装している。大入賞口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０５）には、こ
の基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ３６を実装している。始動口飾
りＬＥＤ基板（Ｄ０６）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤ
ｒ３７を実装している。右サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０７）には、この基板に実装するＬ
ＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ３８を実装している。
【０１１３】
　第５ＬＥＤ基板群Ｅにおいて、前扉右上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０１）には、この基板に実
装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ３９～４１を実装している。前扉右下飾り
ＬＥＤ基板（Ｅ０２）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ
４２を実装している。前扉左下飾りＬＥＤ基板（Ｅ０３）には、この基板に実装するＬＥ
Ｄを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ４３を実装している。前扉左上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０
４）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ４４を実装してい
る。
【０１１４】
　第６ＬＥＤ基板群Ｆにおいて、受皿左飾りＬＥＤ基板（Ｆ０１）には、この基板に実装
するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ４５を実装している。受皿中飾りＬＥＤ基板
（Ｆ０２）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ４６を実装
している。受皿右飾りＬＥＤ基板（Ｆ０３）には、この基板に実装するＬＥＤを駆動する
ＬＥＤドライバＬＤｒ４７を実装している。受皿下飾りＬＥＤ基板（Ｆ０４）には、この
基板に実装するＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ４８を実装している。
【０１１５】
　Ｉ２ＣバスのマスターとなるマイクロコントローラＭＳＴ（第２演出用マイクロコンピ
ュータＣＰＵ２）の入出力ポートに定義したシリアルデータラインＳＤＡと、Ｉ２Ｃバス
のスレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ４８のシリアルデータラインＳＤＡ
との間を結ぶ線路中に、双方向に信号を入出力させる入出力端子と該入出力端子から入力
する信号を出力させる出力端子及び前記入出力端子から出力する信号を入力させる入力端
子をもつ双方向性のバスバッファＢＵＳＢを接続している。
【０１１６】
　これと共に、Ｉ２ＣバスのマスターとなるマイクロコントローラＭＳＴ（第２演出用マ
イクロコンピュータＣＰＵ２）の入出力ポートに定義したシリアルクロックラインＳＣＬ
と、Ｉ２ＣバスのスレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ４８のシリアルクロ
ックラインＳＣＬとの間を結ぶ線路中に、マイクロコントローラＭＳＴからのシリアルク
ロックライン信号をバスバッファＢＵＳＢを介さずに別経路でスレーブ側のＬＥＤドライ
バＬＤｒ０１～ＬＤｒ４８に送信する送信素子ＢＤ００と、この送信素子ＢＤ００からの
送信信号を受信する受信素子ＢＤ０１，ＢＤ０２，ＢＤ０３，ＢＤ０４，ＢＤ０５，ＢＤ
０６とを接続している。
【０１１７】
　第１ＬＥＤ基板群Ａに対応して設ける受信素子ＢＤ０１は、第１ＬＥＤ基板群Ａに対し
てシリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラインＳＤＡの各信号を中継する第
１中継基板Ａ００に実装しており、シリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラ
インＳＤＡは、第１中継基板Ａ００からセンター飾りＬＥＤ基板１（Ａ０１）に、センタ
ー飾りＬＥＤ基板１（Ａ０１）からセンター飾りＬＥＤ基板２（Ａ０２）に、センター飾
りＬＥＤ基板１（Ａ０１）からセンター飾りＬＥＤ基板４（Ａ０４）に各接続される。
【０１１８】
　第２ＬＥＤ基板群Ｂに対応して設ける受信素子ＢＤ０２は、第２ＬＥＤ基板群Ｂに対し
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てシリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラインＳＤＡの各信号を中継する第
２中継基板Ｂ００に実装しており、シリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラ
インＳＤＡは、第２中継基板Ｂ００からセンター飾りＬＥＤ基板５（Ｂ０１）に、センタ
ー飾りＬＥＤ基板５（Ｂ０１）からセンター飾りＬＥＤ基板６（Ｂ０２）に、センター飾
りＬＥＤ基板６（Ｂ０２）からセンター飾りＬＥＤ基板７（Ｂ０３）に各接続される。
【０１１９】
　第３ＬＥＤ基板群Ｃに対応して設ける受信素子ＢＤ０３は、第３ＬＥＤ基板群Ｃに対し
てシリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラインＳＤＡの各信号を中継する第
３中継基板Ｃ００に実装しており、シリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラ
インＳＤＡは、第３中継基板Ｃ００からセンター飾りＬＥＤ基板８（Ｃ０１）に、センタ
ー飾りＬＥＤ基板８（Ｃ０１）からセンター飾りＬＥＤ基板９（Ｃ０２）に各接続される
。
【０１２０】
　第４ＬＥＤ基板群Ｄに対応して設ける受信素子ＢＤ０４は、第４ＬＥＤ基板群Ｄに対し
てシリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラインＳＤＡの各信号を中継する第
４中継基板Ｄ００に実装しており、シリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラ
インＳＤＡは、第４中継基板Ｄ００からセンター飾りＬＥＤ基板１０（Ｄ０１）に、セン
ター飾りＬＥＤ基板１０（Ｄ０１）からセンター飾りＬＥＤ基板１１（Ｄ０２）に、セン
ター飾りＬＥＤ基板１０（Ｄ０１）からセンター飾りＬＥＤ基板１２（Ｄ０３）に、セン
ター飾りＬＥＤ基板１０（Ｄ０１）から左サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０４）に、センター
飾りＬＥＤ基板１０（Ｄ０１）から大入賞口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０５）に、大入賞口飾り
ＬＥＤ基板（Ｄ０５）から始動口飾りＬＥＤ基板（Ｄ０６）に、始動口飾りＬＥＤ基板（
Ｄ０６）から右サイド飾りＬＥＤ基板（Ｄ０７）に各接続される。
【０１２１】
　第５ＬＥＤ基板群Ｅに対応して設ける受信素子ＢＤ０５は、第５ＬＥＤ基板群Ｅに対し
てシリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラインＳＤＡの各信号を中継する第
５中継基板Ｅ００に実装しており、シリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラ
インＳＤＡは、第５中継基板Ｅ００から前扉右上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０１）に、第５中継
基板Ｅ００から前扉右下飾りＬＥＤ基板（Ｅ０２）に、第５中継基板Ｅ００から前扉左下
飾りＬＥＤ基板（Ｅ０３）に、第５中継基板Ｅ００から前扉左上飾りＬＥＤ基板（Ｅ０４
）に各接続される。
【０１２２】
　第６ＬＥＤ基板群Ｆに対応して設ける受信素子ＢＤ０６は、第６ＬＥＤ基板群Ｆに対し
てシリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラインＳＤＡの各信号を中継する第
６中継基板Ｆ００に実装しており、シリアルクロックラインＳＣＬ及びシリアルデータラ
インＳＤＡは、第６中継基板Ｆ００から受皿左飾りＬＥＤ基板（Ｆ０１）に、第６中継基
板Ｆ００から受皿中飾りＬＥＤ基板（Ｆ０２）に、第６中継基板Ｆ００から受皿右飾りＬ
ＥＤ基板（Ｆ０３）に、第６中継基板Ｆ００から受皿下飾りＬＥＤ基板（Ｆ０４）に各接
続される。
【０１２３】
　図８に示すように、前記バスバッファＢＵＳＢには、型番ＴＬ９６００ＰＷのＩＣを用
いており、このバスバッファＢＵＳＢは、第１信号を双方向に入出力させる第１入出力端
子ＳＸと第１信号を出力させる第１出力端子ＴＸ及び第１信号を入力させる第１入力端子
ＲＸ、並びに、第２信号を双方向に入出力させる第２入出力端子ＳＹと第２信号を出力さ
せる第２出力端子ＴＹ及び第２信号を入力させる第２入力端子ＲＹを具備している。
【０１２４】
　本来、第１入出力端子ＳＸは、Ｉ２ＣバスのシリアルデータラインＳＤＡの双方向端子
として、第１出力端子ＴＸは、シリアルデータラインＳＤＡの出力端子として、第１入力
端子ＲＸは、シリアルデータラインＳＤＡの入力端子としてそれぞれ予定され、第２入出
力端子ＳＹは、Ｉ２ＣバスのシリアルクロックラインＳＣＬの双方向端子として、第２出
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力端子ＴＹは、シリアルクロックラインＳＣＬの出力端子として、第２入力端子ＲＹは、
シリアルクロックラインＳＣＬの入力端子としてそれぞれ予定されている。
【０１２５】
　このバスバッファＢＵＳＢは、型番Ｐ８２Ｂ９６のＩＣでもよく、ＴＬ９６００シリー
ズのものと同様の機能をもつＩＣに置換してもよい。
【０１２６】
　図９に示すように、前記送信素子ＢＤ００及び受信素子ＢＤ０１，ＢＤ０２，ＢＤ０３
，ＢＤ０４，ＢＤ０５，ＢＤ０６には、型番ＳＮ７４ＡＨＣＴ５４１ＰＷＲの汎用ロジッ
クＩＣを用いており、この汎用ロジックＩＣは、Ｈ（ハイ又は論理１）、Ｌ（ロー又は論
理０）、Ｚ（ハイインピーダンス状態）の３ステート（３状態）の出力仕様をもつ８ビッ
トのバッファ／ドライバである。
【０１２７】
　本来、出力イネーブルＯＥ１バー及びＯＥ２バーが共にＬ（ロー又は論理０）のとき、
各入力Ａ１～Ａ８がＬ（ロー又は論理０）なら対応する各出力Ｙ１～Ｙ８もＬ（ロー又は
論理０）、各入力Ａ１～Ａ８がＨ（ハイ又は論理１）なら対応する各出力Ｙ１～Ｙ８もＨ
（ハイ又は論理１）となり、出力イネーブルＯＥ１バー又はＯＥ２バーの少なくとも一つ
がＨ（ハイ又は論理１）のとき、各入力Ａ１～Ａ８の如何にかかわらず、各出力Ｙ１～Ｙ
８はＺ（ハイインピーダンス状態）となる仕様をもつ。
【０１２８】
　図１０に示すように、Ｉ２ＣバスのマスターとなるマイクロコントローラＭＳＴとなる
第２演出用マイクロコンピュータＣＰＵ２を実装する基板に、前記バスバッファＢＵＳＢ
を実装し、その第１入出力端子ＳＸ及び第２入出力端子ＳＹを互いに結合して、マイクロ
コントローラＭＳＴの入出力ポートに定義したシリアルデータラインＳＤＡに、基板上に
設けるプリント配線パターンにより接続している。
【０１２９】
　また、前記バスバッファＢＵＳＢの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸをプリント
配線パターンにより互いに結合して、第１大グループに属する第１ＬＥＤ基板群Ａ、第３
ＬＥＤ基板群Ｃ、第５ＬＥＤ基板群Ｄに含まれる各ＬＥＤドライバのシリアルデータライ
ンと接続するための第１種別のシリアルデータラインＳＤＡ（ＳＤＡ１）の端子を取り出
している。
【０１３０】
　さらに、前記バスバッファＢＵＳＢの第２出力端子ＴＹ及び第２入力端子ＲＹをプリン
ト配線パターンにより互いに結合して、第２大グループに属する第２ＬＥＤ基板群Ｂ、第
４ＬＥＤ基板群Ｄ、第６ＬＥＤ基板群Ｆに含まれる各ＬＥＤドライバのシリアルデータラ
インと接続するための第２種別のシリアルデータラインＳＤＡ（ＳＤＡ２）の端子を取り
出している。
【０１３１】
　一方、マイクロコントローラＭＳＴの入出力ポートに定義したシリアルクロックライン
ＳＣＬにから出力するクロック信号は、前記バスバッファＢＵＳＢを介さずに別経路でス
レーブとなるＬＥＤドライバ側に送信するようにしており、その送信素子ＢＤ００は、第
２演出用マイクロコンピュータＣＰＵ２を実装する基板に、前記バスバッファＢＵＳＢと
は別個独立に実装している。
【０１３２】
　そして、送信素子ＢＤ００の一つの入力Ａ８を、マイクロコントローラＭＳＴの入出力
ポートにおけるシリアルクロックラインＳＣＬに、基板上に設けるプリント配線パターン
により接続し、この入力Ａ８に対応する出力Ｙ８を、各ＬＥＤ基板群Ａ～Ｆに対応して設
ける各受信素子ＢＤ０１～ＢＤ０６と接続する端子として取り出している。
【０１３３】
　なお、送信素子ＢＤ００の他の入力Ａ１～Ａ７及び各出力イネーブルＯＥ１バー，ＯＥ
２バーはＧＮＤに接地し、Ｌ（ロー又は論理０）に固定している。この送信素子ＢＤ００
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は、専ら、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック信号のみをスレーブ側に送信する一
方向性のバッファ／ドライバとして機能する。
【０１３４】
　図１０中、Ｒ１は、送信素子ＢＤ００の入力側すなわちマイクロコントローラＭＳＴ側
のシリアルクロックラインＳＣＬを＋３．３ＶのマイクロコントローラＭＳＴ側の電源ラ
インにプルアップする抵抗、Ｒ２は、送信素子ＢＤ００の出力側のシリアルクロックライ
ンＳＣＬを＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗である。
【０１３５】
　また、Ｒ３は、バスバッファＢＵＳＢの入出力端子側すなわちマイクロコントローラＭ
ＳＴ側のシリアルデータラインＳＤＡを＋３．３ＶのマイクロコントローラＭＳＴ側の電
源ラインにプルアップする抵抗、Ｒ４，Ｒ５は、バスバッファＢＵＳＢの出力端子及び入
力端子側の各シリアルデータラインＳＤＡ１，ＳＤＡ２を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプ
ルアップする抵抗である。Ｃ１，Ｃ２は、＋５Ｖの電源ラインＶＣＣとＧＮＤとの間のノ
イズキラーコンデンサである。
【０１３６】
　図１１に示すように、第１ＬＥＤ基板群Ａに対応して設けるシリアルクロックラインＳ
ＣＬの受信素子ＢＤ０１は、その入力Ａ８に、送信素子ＢＤ００からのシリアルクロック
ラインＳＣＬを信号ケーブルを介して接続し、その出力Ｙ８を、第１ＬＥＤ基板群Ａに含
まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ１０のシリアルクロックラインＳＣＬに接続
している。受信素子ＢＤ０１の他の入力Ａ１～Ａ７及び各出力イネーブルＯＥ１バー，Ｏ
Ｅ２バーはＧＮＤに接地し、Ｌ（ロー又は論理０）に固定している。この受信素子ＢＤ０
１は、専ら、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック信号をマスター側から受信して第
１ＬＥＤ基板群Ａに属する各ＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ１０に送信する一方向性
のバッファ／ドライバとして機能する。
【０１３７】
　第１ＬＥＤ基板群Ａに対応するシリアルデータラインＳＤＡ（ＳＤＡ１）は、双方向性
のバスバッファＢＵＳＢの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインと信号ケ
ーブルを介して結ばれる。第１ＬＥＤ基板群Ａに含まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ０１～
ＬＤｒ１０のシリアルデータラインＳＤＡは、マスターとなるマイクロコントローラＭＳ
Ｔの基板に実装したバスバッファＢＵＳＢと信号ケーブルにより直接的に接続されること
になる。
【０１３８】
　なお、必要に応じて、第１ＬＥＤ基板群Ａの中継基板Ａ００等に、前記バスバッファＢ
ＵＳＢと同様な双方向性のスレーブ側バスバッファを実装し、このスレーブ側バスバッフ
ァの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインをマスター側のバスバッファＢ
ＵＳＢの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインと信号ケーブルを介して接
続し、スレーブ側バスバッファの第１入出端子ＳＸを第１ＬＥＤ基板群Ａに属する各ＬＥ
ＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ１０のシリアルデータラインＳＤＡと接続してもよい。
【０１３９】
　Ｒ１１は、スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ１０のシリアルデータラ
インＳＤＡ（ＳＤＡ１）を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗、Ｒ１２は、
スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ１０のシリアルクロックラインＳＣＬ
を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗である。
【０１４０】
　各ＬＥＤドライバＬＤｒ０１・・・のアクティブローリセット入力（ＲＥＳＥＴバー）
に対する回路図は省略している。また、ハードウェアアドレス端子Ａ０，Ａ１，Ａ２は、
結線図としては省略しているが、後述するように、０ＶのＧＮＤ、＋５ＶのＶＣＣ、シリ
アルクロックラインＳＣＬ、シリアルデータラインＳＤＡの何れかに各々接続し、ＬＥＤ
ドライバ毎に異なるスレーブアドレスを割り付けている。各オープンドレインＬＥＤ出力
（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）には、各直列抵抗Ｒ００１・・・を介して各ＬＥＤを接
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続している。ＬＥＤのアノード側は＋５ＶのＶＣＣに接続している。オープンドレインＬ
ＥＤ出力ライン毎に、ライン番号００１・・・を併記している。これらのことは、全ての
ＬＥＤドライバについての共通事項である。
【０１４１】
　第１ＬＥＤドライバＬＤｒ０１は、８個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｒ０１～ＬＥＤ－Ｒ０
８）を制御している。第２ＬＥＤドライバＬＤｒ０２は、８個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ
０１～ＬＥＤ－Ｂ０８）を制御している。第３ＬＥＤドライバＬＤｒ０３は、４個の青色
（ＬＥＤ－Ｂ０９～ＬＥＤ－Ｂ１２）と、１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７０１）と、ドラ
イバ間をクロスオーバーする１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７０２）の赤色発光端子（カソ
ード側赤端子Ｒ、以下、単にＲと記す）を制御している。第４ＬＥＤドライバＬＤｒ０４
は、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７０２）の緑色発光端子（カ
ソード側緑端子Ｇ、以下、単にＧと記す）及び青色発光端子（カソード側青端子Ｂ、以下
、単にＢと記す）と、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７０３，ＬＥＤ－７０４）を制御して
いる。なお、多色ＬＥＤは、アノード側を共通にしたアノードコモンのものを用いてもよ
い（以下、同様）。
【０１４２】
　図１２に示すように、第５ＬＥＤドライバＬＤｒ０５は、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－
７０５，ＬＥＤ－７０６）と、ドライバ間をクロスオーバーする１個の多色ＬＥＤ（ＬＥ
Ｄ－７０７）の赤色発光端子（Ｒ）及び緑色発光端子（Ｇ）を制御している。第６ＬＥＤ
ドライバＬＤｒ０６は、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７０７）
の青色発光端子（Ｂ）と、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７０８，ＬＥＤ－７０９）と、ド
ライバ間をクロスオーバーする他の１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１０）の赤色発光端子
（Ｒ）を制御している。第７ＬＥＤドライバＬＤｒ０７は、ドライバ間をクロスオーバー
する多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１０）の緑色発光端子（Ｇ）及び青色発光端子（Ｂ）と、２
個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１１，ＬＥＤ－７１２）を制御している。
【０１４３】
　第８ＬＥＤドライバＬＤｒ０８は、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１３，ＬＥＤ－７１
４）と、ドライバ間をクロスオーバーする１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１５）の赤色発
光端子（Ｒ）及び緑色発光端子（Ｇ）を制御している。第９ＬＥＤドライバＬＤｒ０９は
、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１５）の青色発光端子（Ｂ）
と、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１６，ＬＥＤ－７１７）と、ドライバ間をクロスオー
バーする他の１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７１８）の赤色発光端子（Ｒ）を制御している
。第１０ＬＥＤドライバＬＤｒ１０は、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ（Ｌ
ＥＤ－７１８）の緑色発光端子（Ｇ）及び青色発光端子（Ｂ）と、２個の多色ＬＥＤ（Ｌ
ＥＤ－７１９，ＬＥＤ－７２０）を制御している。
【０１４４】
　図１３に示すように、第２ＬＥＤ基板群Ｂに対応して設けるシリアルクロックラインＳ
ＣＬの受信素子ＢＤ０２は、その入力Ａ８に、送信素子ＢＤ００からのシリアルクロック
ラインＳＣＬを信号ケーブルを介して接続し、その出力Ｙ８を、第２ＬＥＤ基板群Ｂに含
まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ１１～ＬＤｒ１９のシリアルクロックラインＳＣＬに接続
している。受信素子ＢＤ０２の他の入力Ａ１～Ａ７及び各出力イネーブルＯＥ１バー，Ｏ
Ｅ２バーはＧＮＤに接地し、Ｌ（ロー又は論理０）に固定している。この受信素子ＢＤ０
２は、専ら、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック信号をマスター側から受信して第
２ＬＥＤ基板群Ｂに属する各ＬＥＤドライバＬＤｒ１１～ＬＤｒ１９に送信する一方向性
のバッファ／ドライバとして機能する。
【０１４５】
　第２ＬＥＤ基板群Ｂに対応するシリアルデータラインＳＤＡ（ＳＤＡ２）は、双方向性
のバスバッファＢＵＳＢの第２出力端子ＴＹ及び第２入力端子ＲＹの結合ラインと信号ケ
ーブルを介して結ばれる。第２ＬＥＤ基板群Ｂに含まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ１１～
ＬＤｒ１９のシリアルデータラインＳＤＡは、マスターとなるマイクロコントローラＭＳ
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Ｔの基板に実装したバスバッファＢＵＳＢと信号ケーブルにより直接的に接続されること
になる。
【０１４６】
　なお、必要に応じて、第２ＬＥＤ基板群Ｂの中継基板Ｂ００等に、前記バスバッファＢ
ＵＳＢと同様な双方向性のスレーブ側バスバッファを実装し、このスレーブ側バスバッフ
ァの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインをマスター側のバスバッファＢ
ＵＳＢの第２出力端子ＴＹ及び第２入力端子ＲＹの結合ラインと信号ケーブルを介して接
続し、スレーブ側バスバッファの第１入出端子ＳＸを第２ＬＥＤ基板群Ｂに属する各ＬＥ
ＤドライバＬＤｒ１１～ＬＤｒ１９のシリアルデータラインＳＤＡと接続してもよい。
【０１４７】
　Ｒ２１は、スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ１１～ＬＤｒ１９のシリアルデータラ
インＳＤＡ（ＳＤＡ２）を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗、Ｒ２２は、
スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ１１～ＬＤｒ１９のシリアルクロックラインＳＣＬ
を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗である。
【０１４８】
　第１１ＬＥＤドライバＬＤｒ１１は、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７２１，ＬＥＤ－７
２２）と、ドライバ間をクロスオーバーする１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７２３）の赤色
発光端子（Ｒ）及び緑色発光端子（Ｇ）を制御している。第１２ＬＥＤドライバＬＤｒ１
２は、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７２３）の青色発光端子（
Ｂ）と、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７２４，ＬＥＤ－７２５）と、ドライバ間をクロス
オーバーする他の１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７２６）の赤色発光端子（Ｒ）を制御して
いる。第１３ＬＥＤドライバＬＤｒ１０は、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ
（ＬＥＤ－７２６）の緑色発光端子（Ｇ）及び青色発光端子（Ｂ）と、２個の多色ＬＥＤ
（ＬＥＤ－７２７，ＬＥＤ－７２８）を制御している。
【０１４９】
　図１４に示すように、第１４ＬＥＤドライバＬＤｒ１４は、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ
－７２９，ＬＥＤ－７３０）と、ドライバ間をクロスオーバーする１個の多色ＬＥＤ（Ｌ
ＥＤ－７３１）の赤色発光端子（Ｒ）及び緑色発光端子（Ｇ）を制御している。第１５Ｌ
ＥＤドライバＬＤｒ１５は、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７３
１）の青色発光端子（Ｂ）と、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７３２，ＬＥＤ－７３３）と
、ドライバ間をクロスオーバーする他の１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７３４）の赤色発光
端子（Ｒ）を制御している。第１６ＬＥＤドライバＬＤｒ１０は、ドライバ間をクロスオ
ーバーする多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７３４）の緑色発光端子（Ｇ）及び青色発光端子（Ｂ）
と、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７３５，ＬＥＤ－７３６）を制御している。
【０１５０】
　第１７ＬＥＤドライバＬＤｒ１７は、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７３７，ＬＥＤ－７
３８）と、２個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ０１，ＬＥＤ－Ｗ０２）を制御している。第１
８ＬＥＤドライバＬＤｒ１８は、５個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ０３～ＬＥＤ－Ｗ０７）
と、３個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ１３～ＬＥＤ－Ｂ１５）を制御している。第１９ＬＥ
ＤドライバＬＤｒ１９は、５個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ０８～ＬＥＤ－Ｗ１２）と、３
個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ０１～ＬＥＤ－Ｇ０３）を制御している。
【０１５１】
　図１５に示すように、第３ＬＥＤ基板群Ｃに対応して設けるシリアルクロックラインＳ
ＣＬの受信素子ＢＤ０３は、その入力Ａ８に、送信素子ＢＤ００からのシリアルクロック
ラインＳＣＬを信号ケーブルを介して接続し、その出力Ｙ８を、第３ＬＥＤ基板群Ｃに含
まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ２０～ＬＤｒ２８のシリアルクロックラインＳＣＬに接続
している。受信素子ＢＤ０３の他の入力Ａ１～Ａ７及び各出力イネーブルＯＥ１バー，Ｏ
Ｅ２バーはＧＮＤに接地し、Ｌ（ロー又は論理０）に固定している。この受信素子ＢＤ０
３は、専ら、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック信号をマスター側から受信して第
３ＬＥＤ基板群Ｃに属する各ＬＥＤドライバＬＤｒ２０～ＬＤｒ２８に送信する一方向性
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のバッファ／ドライバとして機能する。
【０１５２】
　第３ＬＥＤ基板群Ｃに対応するシリアルデータラインＳＤＡ（ＳＤＡ１）は、双方向性
のバスバッファＢＵＳＢの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインと信号ケ
ーブルを介して結ばれる。第３ＬＥＤ基板群Ｃに含まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ２０～
ＬＤｒ２８のシリアルデータラインＳＤＡは、マスターとなるマイクロコントローラＭＳ
Ｔの基板に実装したバスバッファＢＵＳＢと信号ケーブルにより直接的に接続されること
になる。
【０１５３】
　なお、必要に応じて、第３ＬＥＤ基板群Ｃの中継基板Ｃ００等に、前記バスバッファＢ
ＵＳＢと同様な双方向性のスレーブ側バスバッファを実装し、このスレーブ側バスバッフ
ァの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインをマスター側のバスバッファＢ
ＵＳＢの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインと信号ケーブルを介して接
続し、スレーブ側バスバッファの第１入出端子ＳＸを第３ＬＥＤ基板群Ｃに属する各ＬＥ
ＤドライバＬＤｒ２０～ＬＤｒ２８のシリアルデータラインＳＤＡと接続してもよい。
【０１５４】
　Ｒ３１は、スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ２０～ＬＤｒ２８のシリアルデータラ
インＳＤＡ（ＳＤＡ１）を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗、Ｒ３２は、
スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ２０～ＬＤｒ２８のシリアルクロックラインＳＣＬ
を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗である。
【０１５５】
　第２０ＬＥＤドライバＬＤｒ２０は、８個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ１３～ＬＥＤ－Ｗ
２０）を制御している。第２１ＬＥＤドライバＬＤｒ２１は、８個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ
－Ｗ２１～ＬＥＤ－Ｗ２８）を制御している。
【０１５６】
　図１６に示すように、第２２ＬＥＤドライバＬＤｒ２２は、８個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ
－Ｗ２９～ＬＥＤ－Ｗ３６）を制御している。第２３ＬＥＤドライバＬＤｒ２３は、８個
の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ３７～ＬＥＤ－Ｗ４４）を制御している。第２４ＬＥＤドライ
バＬＤｒ２４は、２個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ４５，ＬＥＤ－Ｗ４６）と、２個の多色
ＬＥＤ（ＬＥＤ－７３９，ＬＥＤ－７４０）を制御している。
【０１５７】
　第２５ＬＥＤドライバＬＤｒ２５は、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７４１，ＬＥＤ－７
４２）と、ドライバ間をクロスオーバーする１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７４３）の赤色
発光端子（Ｒ）及び緑色発光端子（Ｇ）を制御している。第２６ＬＥＤドライバＬＤｒ２
６は、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７４３）の青色発光端子（
Ｂ）と、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７４４，ＬＥＤ－７４５）と、ドライバ間をクロス
オーバーする他の１個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７４６）の赤色発光端子（Ｒ）を制御して
いる。第２７ＬＥＤドライバＬＤｒ２７は、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ
（ＬＥＤ－７４６）の緑色発光端子（Ｇ）及び青色発光端子（Ｂ）と、２個の多色ＬＥＤ
（ＬＥＤ－７４７，ＬＥＤ－７４８）を制御している。第２８ＬＥＤドライバＬＤｒ２８
は、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７４９，ＬＥＤ－７５０）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥ
Ｄ－Ｇ０４，ＬＥＤ－Ｇ０５）を制御している。
【０１５８】
　図１７に示すように、第４ＬＥＤ基板群Ｄに対応して設けるシリアルクロックラインＳ
ＣＬの受信素子ＢＤ０４は、その入力Ａ８に、送信素子ＢＤ００からのシリアルクロック
ラインＳＣＬを信号ケーブルを介して接続し、その出力Ｙ８を、第４ＬＥＤ基板群Ｄに含
まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ２９～ＬＤｒ３８のシリアルクロックラインＳＣＬに接続
している。受信素子ＢＤ０４の他の入力Ａ１～Ａ７及び各出力イネーブルＯＥ１バー，Ｏ
Ｅ２バーはＧＮＤに接地し、Ｌ（ロー又は論理０）に固定している。この受信素子ＢＤ０
４は、専ら、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック信号をマスター側から受信して第
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４ＬＥＤ基板群Ｄに属する各ＬＥＤドライバＬＤｒ２９～ＬＤｒ３８に送信する一方向性
のバッファ／ドライバとして機能する。
【０１５９】
　第４ＬＥＤ基板群Ｄに対応するシリアルデータラインＳＤＡ（ＳＤＡ２）は、双方向性
のバスバッファＢＵＳＢの第２出力端子ＴＹ及び第２入力端子ＲＹの結合ラインと信号ケ
ーブルを介して結ばれる。第４ＬＥＤ基板群Ｄに含まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ２９～
ＬＤｒ３８のシリアルデータラインＳＤＡは、マスターとなるマイクロコントローラＭＳ
Ｔの基板に実装したバスバッファＢＵＳＢと信号ケーブルにより直接的に接続されること
になる。
【０１６０】
　なお、必要に応じて、第４ＬＥＤ基板群Ｄの中継基板Ｄ００等に、前記バスバッファＢ
ＵＳＢと同様な双方向性のスレーブ側バスバッファを実装し、このスレーブ側バスバッフ
ァの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインをマスター側のバスバッファＢ
ＵＳＢの第２出力端子ＴＹ及び第２入力端子ＲＹの結合ラインと信号ケーブルを介して接
続し、スレーブ側バスバッファの第１入出端子ＳＸを第４ＬＥＤ基板群Ｄに属する各ＬＥ
ＤドライバＬＤｒ２９～ＬＤｒ３８のシリアルデータラインＳＤＡと接続してもよい。
【０１６１】
　Ｒ４１は、スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ２９～ＬＤｒ３８のシリアルデータラ
インＳＤＡ（ＳＤＡ２）を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗、Ｒ４２は、
スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ２９～ＬＤｒ３８のシリアルクロックラインＳＣＬ
を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗である。
【０１６２】
　第２９ＬＥＤドライバＬＤｒ２９は、１個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ０６）と、２個の
多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７５１，ＬＥＤ－７５２）と、ドライバ間をクロスオーバーする１
個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７５３）の赤色発光端子（Ｒ）を制御している。第３０ＬＥＤ
ドライバＬＤｒ３０は、ドライバ間をクロスオーバーする多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７５３）
の緑色発光端子（Ｇ）及び青色発光端子（Ｂ）と、２個の多色ＬＥＤ（ＬＥＤ－７５４，
ＬＥＤ－７５５）を制御している。第３１ＬＥＤドライバＬＤｒ３１は、２個の多色ＬＥ
Ｄ（ＬＥＤ－７５６，ＬＥＤ－７５７）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ０７，ＬＥＤ
－Ｇ０８）を制御している。
【０１６３】
　図１８に示すように、第３２ＬＥＤドライバＬＤｒ３２は、８個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ
－Ｂ１６～ＬＥＤ－Ｂ２３）を制御している。第３３ＬＥＤドライバＬＤｒ３３は、８個
の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ２４～ＬＥＤ－Ｂ３１）を制御している。第３４ＬＥＤドライ
バＬＤｒ３４は、４個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｒ０９～ＬＥＤ－Ｒ１２）と、４個の緑色
ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ０９～ＬＥＤ－Ｇ１２）を制御している。第３５ＬＥＤドライバＬＤ
ｒ３５は、４個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ３２～ＬＥＤ－Ｂ３５）と、４個の白色ＬＥＤ
（ＬＥＤ－Ｗ４７～ＬＥＤ－Ｗ５０）を制御している。
【０１６４】
　第３６ＬＥＤドライバＬＤｒ３６は、２個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｒ１３，ＬＥＤ－Ｒ
１４）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ１３，ＬＥＤ－Ｇ１４）と、２個の青色ＬＥＤ
（ＬＥＤ－Ｂ３６，ＬＥＤ－Ｂ３７）と、２個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ５１，ＬＥＤ－
Ｗ５２）を制御している。第３７ＬＥＤドライバＬＤｒ３７は、２個の赤色ＬＥＤ（ＬＥ
Ｄ－Ｒ１５，ＬＥＤ－Ｒ１６）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ１５，ＬＥＤ－Ｇ１６
）と、２個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ３８，ＬＥＤ－Ｂ３９）と、２個の白色ＬＥＤ（Ｌ
ＥＤ－Ｗ５３，ＬＥＤ－Ｗ５４）を制御している。　第３８ＬＥＤドライバＬＤｒ３８は
、２個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｒ１７，ＬＥＤ－Ｒ１８）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ
－Ｇ１７，ＬＥＤ－Ｇ１８）と、２個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ４０，ＬＥＤ－Ｂ４１）
と、２個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ５５，ＬＥＤ－Ｗ５６）を制御している。
【０１６５】
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　図１９に示すように、第５ＬＥＤ基板群Ｅに対応して設けるシリアルクロックラインＳ
ＣＬの受信素子ＢＤ０５は、その入力Ａ８に、送信素子ＢＤ００からのシリアルクロック
ラインＳＣＬを信号ケーブルを介して接続し、その出力Ｙ８を、第５ＬＥＤ基板群Ｅに含
まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ３９～ＬＤｒ４４のシリアルクロックラインＳＣＬに接続
している。受信素子ＢＤ０５の他の入力Ａ１～Ａ７及び各出力イネーブルＯＥ１バー，Ｏ
Ｅ２バーはＧＮＤに接地し、Ｌ（ロー又は論理０）に固定している。この受信素子ＢＤ０
５は、専ら、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック信号をマスター側から受信して第
５ＬＥＤ基板群Ｅに属する各ＬＥＤドライバＬＤｒ３９～ＬＤｒ４４に送信する一方向性
のバッファ／ドライバとして機能する。
【０１６６】
　第５ＬＥＤ基板群Ｅに対応するシリアルデータラインＳＤＡ（ＳＤＡ１）は、双方向性
のバスバッファＢＵＳＢの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインと信号ケ
ーブルを介して結ばれる。第５ＬＥＤ基板群Ｅに含まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ３９～
ＬＤｒ４４のシリアルデータラインＳＤＡは、マスターとなるマイクロコントローラＭＳ
Ｔの基板に実装したバスバッファＢＵＳＢと信号ケーブルにより直接的に接続されること
になる。
【０１６７】
　なお、必要に応じて、第５ＬＥＤ基板群Ｅの中継基板Ｅ００等に、前記バスバッファＢ
ＵＳＢと同様な双方向性のスレーブ側バスバッファを実装し、このスレーブ側バスバッフ
ァの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインをマスター側のバスバッファＢ
ＵＳＢの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインと信号ケーブルを介して接
続し、スレーブ側バスバッファの第１入出端子ＳＸを第５ＬＥＤ基板群Ｅに属する各ＬＥ
ＤドライバＬＤｒ３９～ＬＤｒ４４のシリアルデータラインＳＤＡと接続してもよい。
【０１６８】
　Ｒ５１は、スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ３９～ＬＤｒ４４のシリアルデータラ
インＳＤＡ（ＳＤＡ１）を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗、Ｒ５２は、
スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ３９～ＬＤｒ４４のシリアルクロックラインＳＣＬ
を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗である。
【０１６９】
　第３９ＬＥＤドライバＬＤｒ３９、第４０ＬＥＤドライバＬＤｒ４０、第４１ＬＥＤド
ライバＬＤｒ４１は、多色ＬＥＤを８個集合させたＬＥＤ群（ＬＥＤ－７５８～ＬＥＤ－
７６５）を制御している。このＬＥＤ群の各赤色発光端子（Ｒ）は、共通する一つの赤色
発光用多ビットＬＥＤドライバとして割り付けた第３９ＬＥＤドライバＬＤｒ３９の各出
力端子（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）に接続している。また、このＬＥＤ群の各緑色発
光端子（Ｇ）は、共通する別の一つの緑色発光用多ビットＬＥＤドライバとして割り付け
た第４０ＬＥＤドライバＬＤｒ４０の各出力端子（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）に接続
している。さらに、このＬＥＤ群の各青色発光端子（Ｂ）は、共通する更に別の一つの青
色発光用多ビットＬＥＤドライバとして割り付けた第４１ＬＥＤドライバＬＤｒ４１の各
出力端子（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）に接続している。
【０１７０】
　したがって、一つの第３９ＬＥＤドライバＬＤｒ３９により、８個の多色ＬＥＤを集合
させたＬＥＤ群（ＬＥＤ－７５８～ＬＥＤ－７６５）の全部又は任意の一部を容易に赤色
に点灯できる。また、一つの第４０ＬＥＤドライバＬＤｒ４０により、８個の多色ＬＥＤ
を集合させたＬＥＤ群（ＬＥＤ－７５８～ＬＥＤ－７６５）の全部又は任意の一部を容易
に緑色に点灯できる。さらに、一つの第４１ＬＥＤドライバＬＤｒ４１により、８個の多
色ＬＥＤを集合させたＬＥＤ群（ＬＥＤ－７５８～ＬＥＤ－７６５）の全部又は任意の一
部を容易に青色に点灯できる。この他、第３９ＬＥＤドライバＬＤｒ３９、第４０ＬＥＤ
ドライバＬＤｒ４０、第４１ＬＥＤドライバＬＤｒ４１の三つ又は任意の二つの組み合わ
せにより、８個の多色ＬＥＤを集合させたＬＥＤ群（ＬＥＤ－７５８～ＬＥＤ－７６５）
の全部又は任意の一部を任意の色に容易に点灯できる。
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【０１７１】
　このＬＥＤ群（ＬＥＤ－７５８～ＬＥＤ－７６５）は、前扉右上飾りＬＥＤ基板Ｅ０１
に実装しており、エラー発生時には、直ちに、遊技機１の正面右上の装飾ランプカバー６
３をそのエラー種別に応じた色及び点滅態様で点灯させ、異常が生じた旨を遊技者及び遊
技場係員に迅速かつ的確に知らせる。
【０１７２】
　図２０に示すように、第４２ＬＥＤドライバＬＤｒ４２は、２個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ
－Ｒ１９，ＬＥＤ－Ｒ２０）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ１９，ＬＥＤ－Ｇ２０）
と、２個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ４２，ＬＥＤ－Ｂ４３）と、２個の白色ＬＥＤ（ＬＥ
Ｄ－Ｗ５７，ＬＥＤ－Ｗ５８）を制御している。第４３ＬＥＤドライバＬＤｒ４３は、２
個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｒ２１，ＬＥＤ－Ｒ２２）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ
２１，ＬＥＤ－Ｇ２２）と、２個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ４４，ＬＥＤ－Ｂ４５）と、
２個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ５９，ＬＥＤ－Ｗ６０）を制御している。第４４ＬＥＤド
ライバＬＤｒ４４は、２個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｒ２３，ＬＥＤ－Ｒ２４）と、２個の
緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ２３，ＬＥＤ－Ｇ２４）と、２個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ４６
，ＬＥＤ－Ｂ４７）と、２個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ６１，ＬＥＤ－Ｗ６２）を制御し
ている。
【０１７３】
　図２１に示すように、第６ＬＥＤ基板群Ｆに対応して設けるシリアルクロックラインＳ
ＣＬの受信素子ＢＤ０６は、その入力Ａ８に、送信素子ＢＤ００からのシリアルクロック
ラインＳＣＬを信号ケーブルを介して接続し、その出力Ｙ８を、第６ＬＥＤ基板群Ｆに含
まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ４５～ＬＤｒ４８のシリアルクロックラインＳＣＬに接続
している。受信素子ＢＤ０６の他の入力Ａ１～Ａ７及び各出力イネーブルＯＥ１バー，Ｏ
Ｅ２バーはＧＮＤに接地し、Ｌ（ロー又は論理０）に固定している。この受信素子ＢＤ０
６は、専ら、シリアルクロックラインＳＣＬのクロック信号をマスター側から受信して第
６ＬＥＤ基板群Ｆに属する各ＬＥＤドライバＬＤｒ４５～ＬＤｒ４８に送信する一方向性
のバッファ／ドライバとして機能する。
【０１７４】
　第６ＬＥＤ基板群Ｆに対応するシリアルデータラインＳＤＡ（ＳＤＡ２）は、双方向性
のバスバッファＢＵＳＢの第２出力端子ＴＹ及び第２入力端子ＲＹの結合ラインと信号ケ
ーブルを介して結ばれる。第６ＬＥＤ基板群Ｆに含まれる各ＬＥＤドライバＬＤｒ４５～
ＬＤｒ４８のシリアルデータラインＳＤＡは、マスターとなるマイクロコントローラＭＳ
Ｔの基板に実装したバスバッファＢＵＳＢと信号ケーブルにより直接的に接続されること
になる。
【０１７５】
　なお、必要に応じて、第６ＬＥＤ基板群Ｆの中継基板Ｆ００等に、前記バスバッファＢ
ＵＳＢと同様な双方向性のスレーブ側バスバッファを実装し、このスレーブ側バスバッフ
ァの第１出力端子ＴＸ及び第１入力端子ＲＸの結合ラインをマスター側のバスバッファＢ
ＵＳＢの第２出力端子ＴＹ及び第２入力端子ＲＹの結合ラインと信号ケーブルを介して接
続し、スレーブ側バスバッファの第１入出端子ＳＸを第６ＬＥＤ基板群Ｆに属する各ＬＥ
ＤドライバＬＤｒ４５～ＬＤｒ４８のシリアルデータラインＳＤＡと接続してもよい。
【０１７６】
　Ｒ６１は、スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ４５～ＬＤｒ４８のシリアルデータラ
インＳＤＡ（ＳＤＡ２）を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗、Ｒ６２は、
スレーブとなるＬＥＤドライバＬＤｒ４５～ＬＤｒ４８のシリアルクロックラインＳＣＬ
を＋５Ｖの電源ラインＶＣＣにプルアップする抵抗である。
【０１７７】
　第４５ＬＥＤドライバＬＤｒ４５は、２個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｒ２５，ＬＥＤ－Ｒ
２６）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ２５，ＬＥＤ－Ｇ２６）と、２個の青色ＬＥＤ
（ＬＥＤ－Ｂ４８，ＬＥＤ－Ｂ４９）と、２個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ６３，ＬＥＤ－
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Ｗ６４）を制御している。第４６ＬＥＤドライバＬＤｒ４６は、２個の赤色ＬＥＤ（ＬＥ
Ｄ－Ｒ２７，ＬＥＤ－Ｒ２８）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ２７，ＬＥＤ－Ｇ２８
）と、２個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ５０，ＬＥＤ－Ｂ５１）と、２個の白色ＬＥＤ（Ｌ
ＥＤ－Ｗ６５，ＬＥＤ－Ｗ６６）を制御している。第４７ＬＥＤドライバＬＤｒ４７は、
２個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｒ２９，ＬＥＤ－Ｒ３０）と、２個の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－
Ｇ２９，ＬＥＤ－Ｇ３０）と、２個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ５２，ＬＥＤ－Ｂ５３）と
、２個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ６７，ＬＥＤ－Ｗ６８）を制御している。第４８ＬＥＤ
ドライバＬＤｒ４８は、２個の赤色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｒ３１，ＬＥＤ－Ｒ３２）と、２個
の緑色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｇ３１，ＬＥＤ－Ｇ３２）と、２個の青色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｂ５
４，ＬＥＤ－Ｂ５５）と、２個の白色ＬＥＤ（ＬＥＤ－Ｗ６９，ＬＥＤ－Ｗ７０）を制御
している。
【０１７８】
　図２２及び図２３に示すように、各ＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ４８のそれぞれ
の３つのハードウェアアドレス端子（アドレス入力Ａ０，Ａ１，Ａ２）は、０ＶのＧＮＤ
、＋５ＶのＶＣＣ、シリアルクロックラインＳＣＬ、シリアルデータラインＳＤＡの何れ
かと接続している。これにより、Ｉ２ＣバスのマスターとなるマイクロコントローラＭＳ
Ｔからのスタートコンディションに続く最初のバイトで指定する７ビットのアドレスＡ６
，Ａ５，Ａ４，Ａ３，Ａ２，Ａ１，Ａ０により、ＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ４８
毎に異なるスレーブアドレス２０ｈ，２２ｈ・・・を確定させている。
【０１７９】
　図２４に示すように、Ｉ２ＣバスのマスターとなるマイクロコントローラＭＳＴから、
Ｉ２Ｃバスのスレーブとなる各ＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ４８へのＩ２Ｃバス上
のデータ転送は、スタートコンディションＳ（シリアルクロックラインＳＣＬがＨ（ハイ
又は論理１）のときに、シリアルデータラインＳＤＡをＨ（ハイ又は論理１）からＬ（ロ
ー又は論理０）に変化させること）の後、スレーブアドレスがＭＳＢ（最上位ビット）か
ら送信される。
【０１８０】
　このスレーブアドレスは７ビットで構成され（Ａ６，Ａ５，Ａ４，Ａ３，Ａ２，Ａ１，
Ａ０）、８ビット目にはデータ方向ビットＲ／Ｗが続く。このデータ方向ビットＲ／Ｗが
論理０であれば送信（書き込み）、論理１であればデータ要求（読み込み）を示すが、Ｌ
ＥＤドライバは、内部レジスタを読み出すスレーブトランスミッタとして使用することも
できるが、通常、オン／オフデータや内部レジスタに書き込むデータを送信するため、デ
ータ方向ビットＲ／Ｗは論理０（送信（書き込み））となる。
【０１８１】
　スレーブアドレスが送信されると、各ＬＥＤドライバＬＤｒ０１～ＬＤｒ４８は、スタ
ートコンディションＳの後の最初の７ビットをそれぞれ各自のアドレスと比較し、アドレ
スが一致した場合、そのＬＥＤドライバはスレーブレシーバとしてマスターからアドレス
指定されたと判断する。
【０１８２】
　シリアルデータラインＳＤＡに出力される各バイトの長さは必ず８ビットとなり、一回
の転送で伝送できるバイト数には制限はない。スレーブアドレスの送信に続き、これによ
ってアドレス指定するＬＥＤドライバの制御態様に応じて、必要なデータバイト（データ
１～データＮ）を８ビット（１バイト）ずつ送ることになる。各バイト(スレーブアドレ
ス＋Ｒ／Ｗ，データ１，データ２，・・・データＮ)の後にはアクノリッジビットＡＣＫ
が必要になる。データ（Ｄ７，Ｄ６，Ｄ５，Ｄ４，Ｄ３，Ｄ２，Ｄ１，Ｄ０）はＭＳＢ（
最上位ビット）から順に送信される。
【０１８３】
　制御しようとするＬＥＤドライバの制御態様に応じたデータバイト（データ１～データ
Ｎ）により、アドレス指定されたＬＥＤドライバに内蔵された、固定周波数ＰＷＭコント
ローラ（ＰＷＭ　ＲＥＧＩＳＴＥＲ　Ｘ　ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ　ＣＯＮＴＲＯＬ）、グ
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ループＰＷＭコントローラ（ＧＲＰＰＷＭ　ＲＥＧＩＳＴＥＲ）、ＬＥＤステートセレク
トレジスタ（ＬＥＤ　ＳＴＡＴＥ　ＳＥＬＥＣＴ　ＲＥＧＩＳＴＥＲ）の各内部レジスタ
を必要に応じて設定し、８個のオープンドレインＬＥＤ出力（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バ
ー）に接続する各ＬＥＤを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オ
フから最大輝度までの範囲内で調光等するようにしている。
【０１８４】
　スレーブとなるＬＥＤドライバが、データバイトの受信中、例えば、データＮ－１のバ
イトを受信できなくなったときには、次に送られてくるデータＮのバイトに対して非アク
ノリッジを示す。この場合、ＬＥＤドライバは、シリアルクロックラインＳＣＬのアクノ
リッジ用のクロックパルスがＨ（ハイ又は論理１）状態のときにシリアルデータラインＳ
ＤＡがＨ（ハイ又は論理１）状態に維持されるように、シリアルデータラインＳＤＡをＨ
（ハイ又は論理１）状態に保つ。
【０１８５】
　非アクノリッジ（ハイ又は論理１）が返った場合、マスターとなるマイクロコントロー
ラＭＳＴは、シリアルクロックラインＳＣＬがＨ（ハイ又は論理１）のときに、シリアル
データラインＳＤＡをＬ（ロー又は論理０）からＨ（ハイ又は論理１）に変化させてスト
ップコンディションＰを生成し、データ送信を中止するか、又は、反復してスタートコン
ディションＳを生成し、再度又は新たなデータ送信をすることになる。
【０１８６】
　Ｉ２Ｃバス上のデータ転送は、マスターとなるマイクロコントローラＭＳＴが生成する
ストップコンディションＰによって終了するが、同一又は異なるＬＥＤドライバとの間で
データ転送を続ける場合、ストップコンディションＰを生成することなく、反復スタート
コンディションＳを生成し、同一又は異なるスレーブアドレスを指定して、そのＬＥＤド
ライバとの間でデータ転送を行う。
【実施例２】
【０１８７】
　実施例１では、小グループを構成する各ＬＥＤ基板Ａ０１・・・毎に、各基板に実装す
るＬＥＤと共にそのＬＥＤを駆動するＬＥＤドライバＬＤｒ０１・・・を実装したが、実
施例２では、中グループを構成する各ＬＥＤ基板群Ａ・・・毎の中継基板Ａ００・・・に
、シリアルクロックラインＳＣＬの受信素子ＢＤ０１・・・と共にその中グループに含ま
れる小グループに属するＬＥＤドライバＬＤｒ０１・・・を実装している。
【０１８８】
　図２５及び図２６に示すように、第１ＬＥＤ基板群Ａに対応する第１中継基板Ａ００に
は、シリアルクロックラインＳＣＬの受信素子ＢＤ０１を実装していると共に、第１ＬＥ
ＤドライバＬＤｒ０１～第１０ＬＥＤドライバＬＤｒ１０を実装している。第１中継基板
Ａ００と、ＬＥＤを実装する各基板Ａ０１，Ａ０２，Ａ０３，Ａ０４との間は、各ＬＥＤ
ドライバのオープンドレインＬＥＤ出力（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）に接続する各直
列抵抗Ｒ００１・・・の他端子から延びるハーネスで結ばれる。
【０１８９】
　第２ＬＥＤ基板群Ｂに対応する第２中継基板Ｂ００には、シリアルクロックラインＳＣ
Ｌの受信素子ＢＤ０２を実装していると共に、第１１ＬＥＤドライバＬＤｒ１１～第１９
ＬＥＤドライバＬＤｒ１９を実装している。第２中継基板Ｂ００と、ＬＥＤを実装する各
基板Ｂ０１，Ｂ０２，Ｂ０３との間は、各ＬＥＤドライバのオープンドレインＬＥＤ出力
（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）に接続する各直列抵抗Ｒ０８１・・・の他端子から延び
るハーネスで結ばれる。
【０１９０】
　第３ＬＥＤ基板群Ｃに対応する第３中継基板Ｃ００には、シリアルクロックラインＳＣ
Ｌの受信素子ＢＤ０３を実装していると共に、第２０ＬＥＤドライバＬＤｒ２０～第２８
ＬＥＤドライバＬＤｒ２８を実装している。第３中継基板Ｃ００と、ＬＥＤを実装する各
基板Ｃ０１，Ｃ０２との間は、各ＬＥＤドライバのオープンドレインＬＥＤ出力（ＯＵＴ
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０バー～ＯＵＴ７バー）に接続する各直列抵抗Ｒ１５３・・・の他端子から延びるハーネ
スで結ばれる。
【０１９１】
　第４ＬＥＤ基板群Ｄに対応する第４中継基板Ｄ００には、シリアルクロックラインＳＣ
Ｌの受信素子ＢＤ０４を実装していると共に、第２９ＬＥＤドライバＬＤｒ２９～第３８
ＬＥＤドライバＬＤｒ３８を実装している。第４中継基板Ｄ００と、ＬＥＤを実装する各
基板Ｄ０１，Ｄ０２，Ｄ０３，Ｄ０４，Ｄ０５，Ｄ０６，Ｄ０７との間は、各ＬＥＤドラ
イバのオープンドレインＬＥＤ出力（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）に接続する各直列抵
抗Ｒ２２５・・・の他端子から延びるハーネスで結ばれる。
【０１９２】
　第５ＬＥＤ基板群Ｅに対応する第５中継基板Ｅ００には、シリアルクロックラインＳＣ
Ｌの受信素子ＢＤ０５を実装していると共に、第３９ＬＥＤドライバＬＤｒ３９～第４４
ＬＥＤドライバＬＤｒ４４を実装している。第５中継基板Ｅ００と、ＬＥＤを実装する各
基板Ｅ０１，Ｅ０２，Ｅ０３，Ｅ０４との間は、各ＬＥＤドライバのオープンドレインＬ
ＥＤ出力（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）に接続する各直列抵抗Ｒ３０５・・・の他端子
から延びるハーネスで結ばれる。
【０１９３】
　第６ＬＥＤ基板群Ｆに対応する第６中継基板Ｆ００には、シリアルクロックラインＳＣ
Ｌの受信素子ＢＤ０６を実装していると共に、第４５ＬＥＤドライバＬＤｒ４５～第４８
ＬＥＤドライバＬＤｒ４８を実装している。第６中継基板Ｆ００と、ＬＥＤを実装する各
基板Ｆ０１，Ｆ０２，Ｆ０３，Ｆ０４との間は、各ＬＥＤドライバのオープンドレインＬ
ＥＤ出力（ＯＵＴ０バー～ＯＵＴ７バー）に接続する各直列抵抗Ｒ３５３・・・の他端子
から延びるハーネスで結ばれる。
【実施例３】
【０１９４】
　図２７（ａ）に示すように、シリアルクロックラインＳＣＬの前記送信素子ＢＤ００及
び前記受信素子ＢＤ０１・・・は、それぞれ、一つのバッファゲートＧ１で置換してもよ
い。
【実施例４】
【０１９５】
　図２７（ｂ）に示すように、シリアルクロックラインＳＣＬの前記送信素子ＢＤ００及
び前記受信素子ＢＤ０１・・・は、それぞれ、二つのインバータゲートＧ２，Ｇ３の直列
接続回路で置換してもよい。
【実施例５】
【０１９６】
　図２７（ｃ）に示すように、シリアルクロックラインＳＣＬの前記送信素子ＢＤ００及
び前記受信素子ＢＤ０１・・・は、それぞれ、二つのトランジスタＱ１，Ｑ２及び二つの
抵抗Ｒｐ１，Ｒｐ２で構成する多段接続回路で置換してもよい。
【実施例６】
【０１９７】
　図２７（ｄ）に示すように、シリアルクロックラインＳＣＬの前記送信素子ＢＤ００及
び前記受信素子ＢＤ０１・・・は、それぞれ、二つのＦＥＴ（電界効果トランジスタ）Ｑ
３，Ｑ４及び二つの抵抗Ｒｐ３，Ｒｐ４で構成する多段接続回路で置換してもよい。
【実施例７】
【０１９８】
　演出用ドライバは、ＬＥＤドライバに代え、また、ＬＥＤドライバと併用し、モータド
ライバや、ソレノイドドライバ等を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１９９】
　主に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項第７号のぱちん
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こ屋や同８号の店舗等の営業に供される遊技機の産業分野において有用である。
【符号の説明】
【０２００】
Ａ；第１ＬＥＤ基板群
Ｂ；第２ＬＥＤ基板群
Ｃ；第３ＬＥＤ基板群
Ｄ；第４ＬＥＤ基板群
Ｅ；第５ＬＥＤ基板群
Ｆ；第６ＬＥＤ基板群
Ａ０１；センター飾りＬＥＤ基板１
Ａ０２；センター飾りＬＥＤ基板２
Ａ０３；センター飾りＬＥＤ基板３
Ａ０４；センター飾りＬＥＤ基板４
Ｂ０１；センター飾りＬＥＤ基板５
Ｂ０２；センター飾りＬＥＤ基板６
Ｂ０３；センター飾りＬＥＤ基板７
Ｃ０１；センター飾りＬＥＤ基板８
Ｃ０２；センター飾りＬＥＤ基板９
Ｄ０１；センター飾りＬＥＤ基板１０
Ｄ０２；センター飾りＬＥＤ基板１１
Ｄ０３；センター飾りＬＥＤ基板１２
Ｄ０４；左サイド飾りＬＥＤ基板
Ｄ０５；大入賞口飾りＬＥＤ基板
Ｄ０６；始動口飾りＬＥＤ基板
Ｄ０７；右サイド飾りＬＥＤ基板
Ｅ０１；前扉右上飾りＬＥＤ基板
Ｅ０２；前扉右下飾りＬＥＤ基板
Ｅ０３；前扉左下飾りＬＥＤ基板
Ｅ０４；前扉左上飾りＬＥＤ基板
Ｆ０１；受皿左飾りＬＥＤ基板
Ｆ０２；受皿中飾りＬＥＤ基板
Ｆ０３；受皿右飾りＬＥＤ基板
Ｆ０４；受皿下飾りＬＥＤ基板
ＳＣＬ；シリアルクロックライン
ＳＤＡ；シリアルデータライン
ＭＳＴ；マイクロコントローラ
ＬＤｒ０１～４８；ＬＥＤドライバ（演出用ドライバ）
ＢＵＳＢ；双方向性のバスバッファ
ＢＤ００；送信素子
ＢＤ０１～０６；受信素子
ＳＸ；第１入出力端子
ＴＸ；第１出力端子
ＲＸ；第１入力端子
ＳＹ；第２入出力端子
ＴＹ；第２出力端子
ＲＹ；第２入力端子
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