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(57)【要約】
【課題】主基板、払出制御基板、および外部端子板の３
基板間における配線の構造を簡単にする。
【解決手段】主制御部５１が搭載された主基板５０と、
主制御部からの払出制御信号に応じて賞球の払出を行う
払出制御基板６０とをハーネス２０１を介して接続し、
払出制御基板６０と外部端子板１００とをハーネス２０
２を介して接続する。主基板５０から払出制御基板６０
には、大当たり信号を含む複数種の状態信号と、シリア
ル形式の払出制御信号とが、それぞれ個別の信号線を介
して伝送される。払出制御基板６０の主基板５０に対す
るコネクタ６６と外部端子板１００に対するコネクタ６
７との間には、各状態信号毎に中継路６６が設けられる
。各状態信号は、この中継路６６、コネクタ６７、およ
びハーネス２０２を介して外部端子板１００に伝送され
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パチンコ球が打ち出される遊技盤と、この遊技盤における遊技の進行を統括制御する主
制御部が搭載された主基板と、前記主制御部から払出制御信号を受け付けて賞球の払出処
理を行う副制御部が搭載された払出制御基板と、前記主基板から大当たり信号を含む複数
種の状態信号を、払出制御基板から賞球の払出状態を示す賞球信号を、それぞれ受け付け
て、これらの信号を外部に出力する外部端子板とを具備するパチンコ機において、
　前記主基板は払出制御基板に、払出制御基板は外部端子板に、それぞれハーネスを介し
て接続される一方、前記主基板と外部端子板とは払出制御基板および前記各ハーネスを介
して接続されており、
　前記主基板から払出制御基板には、両基板間のハーネスによって前記複数種の状態信号
および払出制御信号が伝送されるとともに、これらの信号のうちの少なくとも払出制御信
号が複数ビット構成のシリアル信号として主基板から送出され、
　前記払出制御基板と外部端子板とを接続するハーネスには、前記賞球信号および複数種
の状態信号のそれぞれに専用の信号線が含まれており、前記払出制御基板には、主制御部
から伝送された各状態信号を、前記外部端子板側のハーネスへの接続用コネクタに導くた
めの中継路が設けられている、
ことを特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　前記主基板上の主制御部は、前記払出制御信号を表す複数ビット構成のシリアル信号を
生成し、
　前記主基板と払出制御基板とを接続するハーネスには、シリアル形式の払出制御信号を
伝送するための信号線と状態信号毎に設けられた複数の信号線とが含まれており、
　前記払出制御基板の主基板に対するハーネスへの接続用コネクタと外部端子板に対する
ハーネスへの接続用コネクタとの間には、状態信号毎に中継路が設けられている、請求項
１に記載されたパチンコ機。
【請求項３】
　前記主基板上の主制御部は、前記複数種の状態信号のうちの一部の信号を除く複数の信
号と前記払出制御信号とを含む複数ビット構成のシリアル信号を生成し、
　前記主基板と払出制御基板とを接続するハーネスには、前記シリアル信号を伝送するた
めの信号線と、このシリアル信号に含まれない状態信号毎に設けられた当該信号を送信す
るための信号線とが含まれており、
　前記払出制御基板には、主基板からのシリアル信号をパラレル信号に変換するためのシ
リアル・パラレル変換回路が設けられ、このシリアル・パラレル変換回路と外部端子板に
対するハーネスへの接続用コネクタとの間には、前記シリアル信号に含められていた状態
信号毎に中継路が設けられ、主基板に対するハーネスへの接続用コネクタと外部端子板に
対するハーネスへの接続用コネクタとの間には、前記シリアル信号に含まれずに個別に伝
送された状態信号毎に中継路が設けられている、請求項１に記載されたパチンコ機。
【請求項４】
　前記主基板上の主制御部は、前記複数種の状態信号のすべてと前記払出制御信号とを含
む複数ビット構成のシリアル信号を生成し、
　前記主基板と払出制御基板とを接続するハーネスには、前記シリアル信号を伝送するた
めの信号線が含まれており、
　前記払出制御基板には、主基板からのシリアル信号をパラレル信号に変換するためのシ
リアル・パラレル変換回路が設けられ、このシリアル・パラレル変換回路と外部端子板に
対するハーネスへの接続用コネクタとの間には、前記シリアル信号に含められていた状態
信号毎に中継路が設けられている、請求項１に記載されたパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、パチンコ球が打ち出される遊技盤と、この遊技盤における遊技の進行を統
括制御する主制御部が搭載された主基板と、主制御部から払出制御信号を受け付けて賞球
の払出処理を行う副制御部が搭載された払出制御基板と、主基板から大当たり信号を含む
複数種の状態信号を、払出制御基板から賞球の払出状態を示す賞球信号を、それぞれ受け
付けて、これらの信号を外部に出力する外部端子板とを具備するパチンコ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のパチンコ機の制御系は、主制御部が搭載された主基板に、賞球の払出を担当する
払出制御基板、演出を担当する演出用制御基板などの副制御基板が接続された構成のもの
である。各副制御基板には、それぞれコンピュータによる副制御部が設けられ、主制御部
に個別に接続され、主制御部からの指令に応じて担当の制御を実行する。また下記の特許
文献１に記載されているように、主基板と払出制御基板との間で双方向の通信を行うこと
によって、プログラムの改竄などの不正を防止することも提案されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２１０７９４号公報
【０００４】
　また従来のパチンコ機は、「外部端子板」と呼ばれる中継基板を介して、ホール内のホ
ストコンピュータ（以下、「ホールコンピュータ」という。）に接続されている。この外
部端子板からは、機体の状態を表す信号（各種センサによる検知信号や大当たり中か否か
を示す信号など。この明細書では「状態信号」と呼ぶ。）や、払出制御基板で発生した賞
球信号（パチンコ玉の払出機構に対する駆動信号）などが出力される。この信号出力のた
めに、従来のパチンコ機では、図８に示すように、主基板５０および払出制御基板６０が
それぞれ外部端子板１００に個別に接続されている。
【０００５】
　上記図８に示した各基板５０，６０，１００は、具体的には、ハーネスを介して接続さ
れている。さらに図示しない他の基板間の接続にも、同様に、ハーネスが用いられる。
【０００６】
　主基板５０から払出制御基板６０に送られる払出制御信号は、パチンコ球の払出数を表
す複数ビット構成の信号である。従来のパチンコ機では、各ビット毎に専用の信号線を用
いることによって、各ビットの信号をパラレル伝送している。主制御部５０と外部端子板
１００との間にも同様に、状態信号毎に専用の信号線が設けられる。
【０００７】
　さらに、近年のパチンコ機には、不正行為に対抗するために、種々の不正検知用のセン
サが設けられている。これらの不正検知用のセンサからの信号も主基板５０に入力され、
状態信号として主基板５０から外部端子板１００に伝送される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記のように状態信号の種類が増えると、従前と同様に、信号毎に専用の信号線を用い
て伝送すると、主基板と外部端子板との間の信号線数が増加し、その結果、両基板間のハ
ーネスや接続用コネクタが肥大化する。特に、主基板の場合、外部端子板に対する接続用
コネクタが肥大化すると、他の接続用コネクタを配置する箇所が限定されてしまい、基板
設計の自由度が阻害される。またコネクタのピン数が増えるので、機体の組み立ての際の
基板間の接続に時間がかかり、組み立て作業の効率が低下する、という問題も生じる。
【０００９】
　この発明は上記の問題に着目してなされたもので、主基板、払出制御基板、および外部
端子板の３基板間における配線の構造を従来よりも簡単にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明によるパチンコ機では、主基板が払出制御基板に、払出制御基板が外部端子板
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に、それぞれハーネスを介して接続される一方、主基板と外部端子板とは、払出制御基板
および各ハーネスを介して接続された状態にある。主基板から払出制御基板には、両基板
間のハーネスによって複数種の状態信号および払出制御信号が伝送されるとともに、これ
らの信号のうちの少なくとも払出制御信号が複数ビット構成のシリアル信号として主基板
から送出される。
　払出制御基板と外部端子板とを接続するハーネスには、賞球信号および複数種の状態信
号のそれぞれに専用の信号線が含まれており、払出制御基板には、主制御部から伝送され
た各状態信号を、外部端子板側のハーネスへの接続用コネクタに導くための中継路が設け
られる。
【００１１】
　上記の構成によれば、主基板からの状態信号は払出制御基板を経由して外部端子板に送
られるので、外部端子板からは、従来どおりの信号を出力することができる。また、払出
制御基板に状態信号を伝送することにより、払出制御基板に伝送される信号の数は増える
が、複数ビット構成の払出制御信号をシリアル信号として伝送することによって信号線を
削減できるので、主基板と払出制御基板との間のハーネスや接続用コネクタが肥大化する
のを防止することができる。
【００１２】
　上記パチンコ機に含まれる一実施態様では、主基板上の主制御部は、前記払出制御信号
を表す複数ビット構成のシリアル信号を生成する。また、主基板と払出制御基板とを接続
するハーネスには、シリアル形式の払出制御信号を伝送するための信号線と状態信号毎に
設けられた複数の信号線とが含まれ、払出制御基板の主基板に対するハーネスへの接続用
コネクタと外部端子板に対するハーネスへの接続用コネクタとの間には、状態信号毎に中
継路が設けられる。
【００１３】
　この構成によれば、払出制御信号はシリアル信号として払出制御基板に伝送されて、副
制御部に取り込まれ、賞球信号が生成される。一方、各種状態信号は、それぞれハーネス
内の専用の信号線と払出制御基板に設けられた中継路を介して外部端子板に伝送される。
【００１４】
　他の実施態様では、主基板上の主制御部は、前記複数種の状態信号のうちの一部の信号
を除く複数の信号と前記払出制御信号とを含む複数ビット構成のシリアル信号を生成する
。また、主基板と払出制御基板とを接続するハーネスには、前記シリアル信号を伝送する
ための信号線と、このシリアル信号に含まれない状態信号毎に設けられた当該信号を送信
するための信号線とが含まれる。
　前記払出制御基板には、主基板からのシリアル信号をパラレル信号に変換するためのシ
リアル・パラレル変換回路が設けられ、このシリアル・パラレル変換回路と外部端子板に
対するハーネスへの接続用コネクタとの間には、前記シリアル信号に含められていた状態
信号毎に中継路が設けられる。さらに、主基板に対するハーネスへの接続用コネクタと外
部端子板に対するハーネスへの接続用コネクタとの間には、前記シリアル信号に含まれず
に個別に伝送された状態信号毎に中継路が設けられる。
【００１５】
　上記の構成によれば、払出制御信号および複数の状態信号を一連にしたシリアル信号と
、このシリアル信号に含まれなかった一部の状態信号とが、それぞれ個別の信号線によっ
て払出制御基板に伝送される。このシリアル信号に含まれる各状態信号は、払出制御基板
のシリアル・パラレル変換回路により再び個別の信号に分割され、中継路およびハーネス
を介して外部端子板へと伝送される。一方、シリアル信号に含まれていない状態信号は、
１番目の態様と同様の経路を経て、外部端子板に伝送される。
【００１６】
　上記の態様によれば、所定数の状態信号を払出制御信号と一体のシリアル信号にして伝
送することにより、主基板と払出制御基板との間のハーネスの信号線数を削減することが
できる。
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【００１７】
　この発明にかかる第３の実施態様では、主基板上の主制御部は、前記複数種の状態信号
のすべてと前記払出制御信号とを含む複数ビット構成のシリアル信号を生成する。また、
主基板と払出制御基板とを接続するハーネスには、前記シリアル信号を伝送するための信
号線が含まれる。
　払出制御基板には、主基板からのシリアル信号をパラレル信号に変換するためのシリア
ル・パラレル変換回路が設けられ、このシリアル・パラレル変換回路と外部端子板に対す
るハーネスへの接続用コネクタとの間には、前記シリアル信号に含められていた状態信号
毎に中継路が設けられる。
【００１８】
　上記の態様によれば、すべての状態信号と払出制御信号とがシリアル信号として一体化
されるから、主基板と払出制御基板との間のハーネスの信号線を大幅に削減することがで
きる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、主基板と外部端子板とをハーネスで接続せずに、主基板からの各種
状態信号を払出制御基板を介して外部端子板に伝送するようにしたので、基板間の配線を
簡単にすることができる。また、払出制御信号を含む所定数の信号をシリアル信号として
伝送することによって、主基板と払出制御基板とを接続するハーネスやコネクタの肥大化
を防止できるので、主基板におけるコネクタの配置の自由度を確保することができる。ま
た、組み立て時にも、主基板と払出制御基板とを接続し、払出制御基板と外部端子板と接
続すれば良いので、組み立て作業が簡単になり、効率を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１は、この発明が適用されたパチンコ機の構成を示す。
　このパチンコ機の本体を構成する遊技盤保持枠１の前面には、円形状の遊技領域を形成
する遊技盤２が設けられるとともに、その下方に、上皿３、下皿４、発射ハンドル５、一
対のスピーカー６，６などが配備されている。また上皿３の前面には、演出用のゲームで
使用される押釦スイッチ７Ａ，７Ｂ，７Ｃが設けられている。また遊技盤２は、保護用の
ガラスを備えた前扉９で覆われている。
【００２１】
　図２は、遊技盤２の盤面の構成例を示す。
　この実施例の遊技盤２には、中央部に所定大きさの窓部２０が形成され、その内側に液
晶パネル１０が配備される。窓部２０の下方には、上下２段構成の始動入賞口２１，２２
、大入賞口２３、アウト口２４が設けられる。また、窓部２０の周囲には、電飾用のラン
プ３９（図３に示す。）が配備された飾り枠２５が設けられる。さらに、盤面２の適所に
、ゲート２６や、抽選結果を表示するための数値表示部２７などが配備される。
　なお、始動入賞口２１，２２のうち下段の入賞口２２には、図３に示す始動口開閉機構
３５（いわゆる電動チューリップ）が設けられる。この始動口開閉機構３５は平時は閉じ
ており、パチンコ球がゲートを通過したときに開く。また大入賞口２３の大入賞口開閉機
構３４（図３に示す。）も平時は閉じている。
【００２２】
　発射ハンドル５の操作により盤面２に打ち出されたパチンコ球が始動入賞口２１，２２
のいずれかに入ると、後記する主制御部５１で抽選が実行される。この抽選に当選すると
、大入賞口２３の開放が所定回数繰り返される「大当たり状態」が出現する。
　また、抽選が実行された場合には、その当否に関わらず、液晶パネル１０上の図柄の変
動表示等による演出が実行される。抽選に当選している場合には、図柄の変動表示の後に
、「７」などの大当たり図柄の組み合わせが表示され、その後に、上記の大当たり状態に
移行する。大当たりの間も、液晶パネル１０の画像表示を中心にした特別の演出が実行さ
れる。
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【００２３】
　図３は、上記パチンコ機の主要な電気構成を示す。
　このパチンコ機には、機体各部の動作を統括制御するための主制御部５１が搭載された
主基板５０を中心に、払出制御基板６０、演出用制御基板７０、発射制御基板８０などの
副制御基板が設けられる。
【００２４】
　主基板５０には、前記始動入賞口２１，２２への入球を検出するための始動口センサ３
１、ゲート２６を通過した球を検出するためのゲートセンサ３２、大入賞口２３への入球
を検出するための大入賞口センサ３３、大入賞口２３および下段の始動入賞口２２の開閉
機構３４，３５、数値表示器２７などが接続される。さらに、主基板５０には、パチンコ
機に対する不正行為を検出するためのセンサ（この例では、電波検知センサ３６、磁気検
知センサ３７、扉開放検知センサ３８の３種類である。以下、これらを総称する場合には
、「不正検知用センサ」という。）が接続される。
【００２５】
　演出用制御基板７０には、前出の押釦スイッチ７Ａ，７Ｂ，７Ｃ、液晶パネル１０、ス
ピーカー６、電飾ランプ３９などが接続される。
【００２６】
　払出制御基板６０には、賞球の払出用のモータ（払出モータ）４０や払出球検知用のセ
ンサ４１、球タンクの球切れ検出用のセンサ４３などが接続される。
　発射制御基板８０には、図１に示した発射ハンドル５や、発射モータ４２などが接続さ
れる。
【００２７】
　主基板５０には、コンピュータによる主制御部５１（図４に示す。）が設けられる。演
出用制御基板７０、払出制御基板６０にも、それぞれコンピュータによる副制御部が設け
られる。発射制御基板８０は、払出制御基板６０に接続され、その制御下で発射モータ４
２の動作を制御する。
【００２８】
　演出用制御基板７０は、主基板５０に接続される。ただし、この基板７０の副制御部（
図示せず。）では、主制御部５１からの信号送信に基づき、演出に関する制御を行うのみ
であり、演出用制御基板７０から主基板５０に信号が送信されることはない。
【００２９】
　一方、払出制御基板６０と主基板５０とは、双方向の通信が可能に接続される。主基板
５０から払出制御基板６０には、払出制御信号や状態信号などが送信される。払出制御基
板６０は、払出制御信号を受けると、払出球検知センサ４１からの検知信号に基づき払い
出された球数を計数しつつ、この計数値が払出制御信号により指示された値になるまで、
払出モータ４０に賞球信号（具体的には、モータ４０の駆動信号）を出力する。また、払
出制御基板６０では、この賞球用の払出を行っているときや、球切れ検出用センサ４３に
より球タンクの球切れを検出したときに、これらの状態を報知する信号を生成し、これを
表示用信号として主基板５０に送信する。
【００３０】
　払出制御基板６０には、発射制御基板８０のほか、外部端子板１００や玉貸装置接続用
基板９０が接続されている。
　外部端子板１００は、各種状態信号や賞球信号を出力するためのもので、出力側の各端
子は、図示しないホールコンピュータへの通信回線に接続される。この外部端子板１００
との接続については、後で詳細に説明する。
【００３１】
　玉貸装置接続用基板９０は、外部の球貸装置（図示せず。）に接続される。
　球貸装置は、磁気カード、ＩＣカードなどの記憶媒体を受け付けて、その媒体に記憶さ
れた度数データを引き落とし、パチンコ球の貸出処理を行うものであるが、実質的な貸出
処理は、球貸装置からの球貸信号（貸出用のパチンコ球の払出を要求する信号）を受けた
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パチンコ機側で実施される。
【００３２】
　上記の球貸信号は、球貸装置接続用基板９０を介して払出制御基板６０に伝送される。
　払出制御基板６０は、球貸信号を受け付けると、払出モータ４０を駆動して、所定数の
貸し出し用のパチンコ球を払い出す。また、この払出処理の間には、球貸信号に対する応
答信号を送信するなど、球貸装置との間で複数回の通信を実行する。また、貸出用のパチ
ンコ球を払い出している間は、賞球払出動作を行わないように制御する。
【００３３】
　主基板５０と演出用制御基板７０、払出制御基板６０と発射制御基板８０は、それぞれ
中継基板１１１，１１２を介して接続される。なお、主基板５０や各副制御基板の管轄下
の入出力部も、中継基板を介して接続される場合があるが、図３では、これらの中継基板
については図示を省略している。
【００３４】
　また、図３では、電源の供給経路を点線矢印で示している。これらの矢印によれば、電
源装置１２０で生成された直流電源は、電源分配基板１１０を介して主基板５０および球
貸装置接続用基板９０に供給される。主基板５０に供給された電源は、演出用制御基板７
０および払出制御基板６０に分配され、さらに払出制御基板６０に供給された電源は、発
射制御基板８０に分配される。
　従来のパチンコ機では、電源分配基板１１０から各種基板に個別に電源を分配していた
ため、電源ラインの配線が複雑になっていたが、この実施例の場合には、接続関係にある
基板間毎に、信号線と電源ラインとを１つのハーネスにまとめることができ、配線を簡単
にすることができる。
【００３５】
　主基板５０の主制御部５１では、始動口センサ３１からの信号（以下、「始動信号」と
いう。）がオンになったことに応じて抽選を実行する。さらに、この抽選に当選すると、
前記大当たり状態を設定するとともに、演出用制御基板７０に大当たり用の演出の実行を
指示するコマンドを送信する。また、主制御部５１には、後記するように、大当たり中で
あるかどうかを示す信号（以下、「大当たり信号」という。）を出力するための出力ライ
ンが設けられている。この大当たり信号は、抽選に当選してから大当たりが終了するまで
オンに設定される。
【００３６】
　この実施例では、各種センサからの信号のうち、始動口センサ３１からの信号（以下、
「始動信号」という。）、ゲートセンサ３２からの信号（以下、「ゲート信号」という。
）、３種類の不正検知用センサ３６～３８からの信号（以下、それぞれを「電波検知信号
」「磁気検知信号」「扉開放検知信号」という。）、および上記した大当たり信号を、ホ
ールコンピュータに送る状態信号に含めるようにしている（状態信号には、これら６種類
以外の信号も含まれるが、以下では、説明を簡単にするために６種類の信号に限定して説
明する。）。
【００３７】
　従来の機種では、上記の状態信号を専用のハーネスを介して、主基板５０から外部端子
板１００に伝送していた。これに対し、この実施例では、各状態信号を、払出制御信号と
ともに払出制御基板６０に送り、この基板６０を経由して外部端子板１００に伝送するよ
うにしている。
【００３８】
　図４は、主基板５０、払出制御基板６０、外部端子板１００の接続状態を詳細に示す。
ただし、払出制御信号、状態信号、賞球信号以外の入出力信号、ならびに、ＲＯＭ，ＲＡ
Ｍ等のメモリについては、図示を省略する。また、各基板の接続用コネクタを一点鎖線枠
に、基板間のハーネスを楕円状の点線に、それぞれ置き換えて示す。
【００３９】
　主基板５０の点線枠５１は、主制御部を構成する半導体チップである（厳密には、主制
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御部には、図示しないＲＯＭやＲＡＭなども含められる。）。このチップ内には、ＣＰＵ
５２のほか、パラレル・シリアル変換回路５３（図ではＰ／Ｓと略して示す。）、一時保
存用のメモリ５４が収容される。払出制御基板６０からの表示用信号は、このメモリ５４
に情報として一時保存される。
【００４０】
　始動信号、ゲート信号、電波検知信号、磁気検知信号、扉開放検知信号の各状態信号は
、いずれもオン／オフを示す１ビット構成のディジタル信号である。払出制御信号は、後
記するように複数ビット構成の信号であって、ＣＰＵ５２からパラレル信号として出力さ
れた後、パラレル・シリアル変換回路５３によってシリアル信号に変換される。
【００４１】
　上記５種類の状態信号の信号線は、主制御部５１のチップ内で２つに分割され、その一
方がＣＰＵ５２に入力される。他方の信号線および大当たり信号や払出制御信号の信号線
は、図示しないリード電極によってチップ外に導かれ、払出制御基板６０への接続用コネ
クタ５５に導かれる。
【００４２】
　このコネクタ５５には、各種状態信号および払出制御信号に対する出力用の端子のほか
、払出制御基板６０のＲＡＭに対するリセット信号の出力用の端子（図示せず。）、表示
用信号の入力用の端子、前記した電源供給ライン用の端子（図示せず。）などが設けられ
る。
【００４３】
　払出制御基板６０にも、半導体チップとして構成された副制御部６１が設けられる。こ
の副制御部６１には、ＣＰＵ６２、シリアル・パラレル変換回路６３（図ではＳ／Ｐと略
して示す。）、パラレル・シリアル変換回路６４が収容される。パラレル・シリアル変換
回路６４は、ＣＰＵ６２から出力されたパラレル形式の表示用信号をシリアル信号に変換
する。また、シリアル・パラレル変換回路６３は、主基板５０から受信したシリアル形式
の払出制御信号をパラレル信号に変換する。このパラレル形式の払出制御信号はＣＰＵ６
２に入力される。ＣＰＵ６２は、この信号に応じて賞球信号のオン／オフを切り替える。
【００４４】
　払出制御基板６０の主基板５０に対する接続用コネクタ６６には、主基板５０のコネク
タ５５に対応させて、シリアル形式の払出制御信号および各種状態信号に対する入力端子
と、表示用信号の出力端子とが設けられる。また、外部端子板１００に対する接続用コネ
クタ６７には、６種類の状態信号および賞球信号のそれぞれに対応する出力端子が設けら
れる。
【００４５】
　さらに払出制御基板６０には、主基板５０に対するコネクタ６６で受け付けた各状態信
号を外部端子板１００側のコネクタ６７に導くために、状態信号毎に個別の中継路６６が
形成される。各中継路６６には、それぞれ信号の伝送方向を一方向に限定するために、バ
ッファ６５が設けられる。
【００４６】
　外部端子板１００には、払出制御基板６０への接続のために、コネクタ６７内の各出力
端子に対応する入力端子を具備するコネクタ１０１が設けられる。また、外部への出力用
に、コネクタ１０１内の各端子に対応する出力端子を具備するコネクタ１０２が設けられ
る。さらに、外部端子板１００上にも、コネクタ１０１で受け付けた各状態信号および賞
球信号毎に、当該信号をコネクタ１０２に導くための中継路１０３が設けられる。
【００４７】
　主基板５０のコネクタ５５と払出制御基板６０のコネクタ６６とは、これらのコネクタ
５５，６６の端子の数と同数の信号線を束ねたハーネス２０１により接続される。払出制
御基板６０のコネクタ６７と外部端子板１００のコネクタ１０１とも同様に、これらのコ
ネクタ６７，１０１の端子の数と同数の信号線を束ねたハーネス２０２により接続される
。この接続により、主基板５０から出力される６種類の状態信号を、払出制御基板６０を
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経由して外部端子板１００に入力することが可能になる。
【００４８】
　なお、主基板５０のＣＰＵ５２は、ゲームに関する一連の制御の中に所定の間隔で割り
込み期間を設定し、その割り込み期間にメモリ５４にアクセスする。このときメモリ５４
内に表示用信号による情報が書き込まれていれば、ＣＰＵ５２はこれを読み出して、演出
制御用基板７０に送信する。以後は、演出制御用基板７０により液晶パネル１０に当該情
報を表示する処理が行われ、メモリ５４内の情報はＣＰＵ５２によりクリアされる。この
ような処理の流れにより、払出制御基板６０で生成された情報を簡単に表示することが可
能になる。
【００４９】
　また、上記の例では、便宜上、各種信号毎に１本の信号線を示したが、実際には、払出
制御信号、賞球信号、大当たり信号などの重要度の高い信号については、２本以上の信号
線が設けられ、各信号線間での信号が整合する場合のみ正しい信号として取り扱い、各信
号線間での信号が整合しない場合には、正しい信号としては取り扱わないようにしている
。たとえば、以下の図５に示すように、同一の信号に対応する２本の信号線において、各
信号の極性が互いに反転するようにしておき、一方の信号線における信号の極性を反転さ
せた信号が他方の信号に一致したときのみ、これらの信号が整合したものと判断する。
【００５０】
　図５は、払出制御信号の構成例を示す。
　この例の払出制御信号は１１ビット構成のもので、２種類の払出制御信号Ａ，Ｂが生成
される。信号Ａは、データ「０」をハイレベルとし、データ「１」をローレベルとする。
信号Ｂは、信号Ａとは反対に、データ「０」をローレベルとし、データ「１」をハイレベ
ルとする。これらの信号Ａ，Ｂは、それぞれ個別のシリアル信号にされて、払出制御基板
６０に送信される。
【００５１】
　払出制御信号の先頭の１ビットは、払出を行うかどうかを指示するコマンドに相当する
もので、払出を行う場合には「０」の値が、払出を行わない場合には「１」の値が、それ
ぞれ格納される。
【００５２】
　コマンドに続く８ビット分の信号は、賞球数（払い出されるパチンコ球の数）を示す２
進コードに相当する。そのつぎの１ビットはパリティビットであり、賞球数を表す各ビッ
トのデータの合計値が偶数であれば「０」が、奇数であれば「１」が、それぞれ書き込ま
れる。最後の１ビットは信号の終了を示すストップビットであって、常に「１」が格納さ
れる。
【００５３】
　払出制御基板６０のＣＰＵ６２は、上記の払出制御信号Ａ，Ｂが整合するか否かを判別
し、整合すれば、正しい払出制御信号であると判断し、さらに先頭のコマンドの内容が「
０」であれば、以下の賞球数を有効とみなして認識し、賞球信号をオンにする。このよう
な制御により、主基板５０からストローブ信号を送信しなくとも、賞球の払出を正しく行
うことができる。
【００５４】
　上記実施例の構成によれば、従来のように、主基板５０と外部端子板１００とをハーネ
スで接続する必要がなくなり、配線を簡単にすることができ、機体の組み立て時の接続作
業も容易になる。さらに、パラレル形式の払出制御信号や表示用信号をシリアル信号に変
換することにより、これらの信号にかかる信号線を一本にできるので、状態信号の伝送に
伴い信号線が増えても、ハーネスやコネクタの肥大化を防止することができる。
【００５５】
　ただし、各種状態信号の払出制御基板６０への伝送は、必ずしも信号毎に個別の信号線
を介して行う必要はなく、所定数の信号を払出制御信号とともに一連のシリアル信号にし
て送信してもよい。シリアル信号に含める信号の数を増やすほど、主基板５０と払出制御
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基板６０との間の信号線数を大幅に削減することができ、コネクタ５５、６６やハーネス
２０１を小さくすることができる。
【００５６】
　図６および図７は、基板間の接続状態の他の例を示す。なお、いずれの例も、基本的な
構成は図４と同様であるので、以下では、構成を変更した箇所のみを説明する。変更のな
い箇所は、図中に同一の符号で示すことによって、説明を省略する。
　また、これらの図では、作図の都合上、払出制御基板６０のシリアル・パラレル変換回
路６３を副制御部６１の枠外に配置しているが、実際には、この回路６３も、前の実施例
と同様に、副制御部６１のチップ内に含まれている。
【００５７】
　図６の例では、主基板５０において、各種状態信号のうち、大当たり信号および始動信
号を除く各信号をパラレル・シリアル変換回路５３に入力し、これらの信号と払出制御信
号とを一連にしたシリアル信号を生成する。このシリアル信号は、払出制御基板６０のシ
リアル・パラレル変換回路６３に入力され、パラレル信号に変換される。
【００５８】
　上記のシリアル・パラレル変換回路６３から出力されたパラレル信号のうち、払出制御
信号に該当する１１ビット分の信号は、ＣＰＵ６２に入力される。その他のビットの信号
は、それぞれ元の状態信号として、中継路６８により外部端子板１００側のコネクタ６７
に伝送される。
【００５９】
　一方、大当たり信号と始動信号とは、図４の例と同様に、個別の信号線を介して払出制
御基板６０のコネクタ６６まで伝送された後、中継路６６によりコネクタ６７に伝送され
る。
【００６０】
　図７の例では、主基板５０において、全ての状態信号をパラレル・シリアル変換回路５
３に入力し、これらの信号と払出制御信号とを一連にしたシリアル信号を生成する。この
シリアル信号は、払出制御基板６０のシリアル・パラレル変換回路６３に入力され、パラ
レル信号に変換される。
【００６１】
　上記のシリアル・パラレル変換回路６３から出力されたパラレル信号のうち、払出制御
信号に該当する１１ビット分の信号は、ＣＰＵ６２に入力される。その他の信号は、それ
ぞれ元の状態信号として、中継路６８により外部端子板１００側のコネクタ６７に伝送さ
れる。
【００６２】
　なお、図６の例では、払出制御基板６０に伝送される３種類の信号について、図５の例
と同様に、極性が反転した２種類の信号が生成される。図７の例でも、払出制御基板６０
へのシリアル信号として、極性が反転した２種類の信号が生成される。
【００６３】
　図６の例によれば、大当たり信号および始動信号を除く各種信号の伝送経路が統合され
るので、ハーネス２０１の信号線数を大幅に削減することができ、コネクタ５５，６６も
より小さくすることができる。図７の例では、主基板５０から払出制御基板６０に出力さ
れる全ての信号の伝送経路が統合されるので、ハーネス２０１の信号線数はさらに削減さ
れ、コネクタ５５，６６をより一層小さくすることができる。
【００６４】
　なお、図４，６，７のいずれの例においても、主基板５０からのシリアル信号中に、払
出制御基板６０のＲＡＭに対するクリア信号を含めるようにすれば、主基板５０と払出制
御基板６０との間の信号線をさらに削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】パチンコ機の外観を示す正面図である。
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【図２】盤面の構成を示す正面図である。
【図３】パチンコ機の電気構成を示すブロック図である。
【図４】主基板、払出制御基板、外部端子板の接続状態の例を示す回路図である。
【図５】払出制御信号の構成例を示す説明図である。
【図６】主基板、払出制御基板、外部端子板の接続状態の例を示す回路図である。
【図７】主基板、払出制御基板、外部端子板の接続状態の例を示す回路図である。
【図８】主基板、払出制御基板、外部端子板の従来の接続状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６６】
　５０　主基板
　５１　主制御部
　５３　パラレル・シリアル変換回路
　６０　払出制御基板
　６１　副制御部
　６３　シリアル・パラレル変換回路
　６６，６８　中継路
　５５，６６，６７，１０１　コネクタ
　２０１，２０２　ハーネス

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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