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(57)【要約】
【課題】装飾部材の発光表示態様を変更する場合、従前
に使用していた押え部材をそのまま再利用することで、
当該変更に要するコストの上昇を抑えることが可能な遊
技機を提供する。
【解決手段】端面より入れた光を面発光させる導光部材
７００と、光を反射させる光拡散部材（リフレクタ７０
１）と、導光部材の端面に向けて光を照射可能な第１発
光手段７０２ａと、光拡散部材に向けて光を照射可能な
第２発光手段７０２ｂと、遊技機の側面側から視認可能
な位置に設けられ導光部材からの光が照射されるパネル
部材（パネルカバー１５ｃ）と、遊技機の前面側から視
認可能な位置に設けられ光拡散部材からの光が照射され
るレンズ部材（右上レンズ１５ａ、右中レンズ１５ｂ）
と、導光部材に当接し、導光部材の端面を第１発光手段
に対向する押え部材とを備え、導光部材と光拡散部材は
互いに干渉しない位置に配設され、かつ、それぞれ個別
に着脱操作可能にする。
【選択図】図４６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の装飾部材を備えた遊技機であって、
　端面より入れた光を面発光させる導光部材と、
　光を反射させる光拡散部材と、
　前記導光部材の端面に向けて光を照射可能な第１発光手段と、
　前記光拡散部材に向けて光を照射可能な第２発光手段と、
　前記遊技機の側面側から視認可能な位置に設けられ、前記導光部材からの光が照射され
るパネル部材と、
　前記遊技機の前面側から視認可能な位置に設けられ、前記光拡散部材からの光が照射さ
れるレンズ部材と、
　前記導光部材に当接し、該導光部材の前記端面を前記第１発光手段に対向するように位
置決め固定する押え部材と、を備え、
　前記導光部材と前記光拡散部材は互いに干渉しない位置に配設され、かつ、それぞれ個
別に着脱操作可能であることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１発光手段と前記第２発光手段は、同一の基板上に配設されていることを特徴と
する請求項１に記載の遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装飾部材を備えた遊技機に関する。なお、この明細書内で説明した遊技機に
関する構成部材は、パチンコ遊技機だけでなく、パチスロ遊技機にも適用することが可能
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パチンコ機やパチスロ機などの遊技機には、その外観上の美観を向上させる
ために、種々の装飾部材が設けられている。その一例として特許文献１に開示された装飾
部材は、前方側に設けられたケース体と後方側の裏蓋とにより、直方体形状の箱に組立て
られ、その内部には、前から順に、透光性の導光板、矩形薄板状のレンズ、薄い矩形シー
ト状の拡散シート、矩形状のリフレクタ、矩形状の発光基板が収容されている。
【０００３】
　このような装飾部材では、導光板が振動によりガタ付いてしまうことを防止するため、
当該導光板の押え部材として、レンズが兼用されており、これにより、導光板を位置決め
固定させ、当該導光板の両側端面を発光基板の両側端面に沿って整列した複数の導光板Ｌ
ＥＤに対向（正対）させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２４４８４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、従来の装飾部材では、その発光表示態様を変更する場合、装飾部材全体を変
更することなく、リフレクタのみを変更することが一般的であるが、そうした場合であっ
ても、変更したリフレクタの形状に合わせて、押え部材としてのレンズの形状も変更しな
ければならず、その結果、当該変更に要するコストが上昇してしまう。この場合、リフレ
クタの形状を変更しても、従前に使用していた押え部材をそのまま再利用できれば、かか
るコストの問題は生じないところ、現在、再利用可能な押え部材を備えた装飾部材は知ら
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れていない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的を達成するために、第１の発明は、複数の装飾部材を備えた遊技機であ
って、端面より入れた光を入れた光を面発光させる導光部材７００と、光を反射させる光
拡散部材（リフレクタ７０１）と、前記導光部材７００の端面に向けて光を照射可能な第
１発光手段７０２ａと、前記光拡散部材（リフレクタ７０１）に向けて光を照射可能な第
２発光手段７０２ｂと、前記遊技機の側面側から視認可能な位置に設けられ、前記導光部
材７００からの光が照射されるパネル部材（パネルカバー１５ｃ）と、前記遊技機の前面
側から視認可能な位置に設けられ、前記光拡散部材（リフレクタ７０１）からの光が照射
されるレンズ部材（右上レンズ１５ａ、右中レンズ１５ｂ）と、前記導光部材７００に当
接し、該導光部材７００の前記端面を前記第１発光手段７０２ａに対向するように位置決
め固定する押え部材と、を備え、前記導光部材７００と前記光拡散部材（リフレクタ７０
１）は互いに干渉しない位置に配設され、かつ、それぞれ個別に着脱操作可能にする。
【０００７】
　第２の発明では、前記第１発光手段７０２ａと前記第２発光手段７０２ｂは、同一の基
板７０２上に配設されている。
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、装飾部材の発光表示態様を変更する場合、従前に使用していた押え部
材をそのまま再利用することで、当該変更に要するコストの上昇を抑えることが可能な遊
技機を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機を正面側から見た斜視図。
【図２】本体枠に備えられた発射装置が見えている状態を示す表枠の正面図。
【図３】表枠の裏面の構成に、本体枠に備えられた発射装置の一部が見えている状態を示
す背面図。
【図４】図３に示された配線保持機能付きカバー部材を拡大して示す斜視図。
【図５】本体枠の表面の構成を示す正面図。
【図６】本体枠の裏面の構成を示す背面図。
【図７】本体枠の裏面（図６参照）に着脱可能な遊技盤の表面の構成を示す正面図。
【図８】本体枠の裏面（図６参照）に着脱可能な遊技盤の裏面の構成を示す背面図。
【図９】後枠の表面の構成を示す正面図。
【図１０】後枠の裏面の構成を示す背面図。
【図１１】図１０に示された払出装置ケースが払出装置を露出させた姿勢に維持されてい
る状態を拡大して示す斜視図。
【図１２】図１１に示された姿勢に払出装置ケースを維持させる構成を一部拡大して示す
斜視図。
【図１３】遊技球の払い出しが可能な位置に払出装置がセットされている状態を一部拡大
して示す正面図。
【図１４】取り外しが可能な位置に払出装置がセットされている状態を一部拡大して示す
正面図。
【図１５】（ａ）は、球落下防止機構の主要な構成を一部拡大して示す斜視図、（ｂ）は
、球落下防止機構の球止め部が球通路に突入した状態（遊技球の流出・落下防止状態）を
一部拡大して示す図、（ｃ）は、球落下防止機構の球止め部が球通路から回避した状態（
遊技球の払出可能状態）を一部拡大して示す図。
【図１６】透明板ユニットの一実施形態を示す分解斜視図。
【図１７】透明板ユニットの正面図。
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【図１８】透明板ユニットの縦断側面図。
【図１９】排出口と供給口とを表枠の裏面にて連絡する球通路部分を拡大して示す概略背
面図。
【図２０】排出口と供給口と球通路との連絡状態を拡大して示す概略縦断側面図。
【図２１】下皿カバーの係止爪部が表枠ベース板の係止孔に係止され、その直下に球通路
カバー（下カバー）に一体に設けた保持部が配されている状態を拡大して示す部分拡大断
面図。
【図２２】上皿前飾りのメッキ部分と、左側装飾部材との位置関係の一実施形態を示す概
略正面図。
【図２３】上皿前飾りのメッキ部分が、左側装飾部材の左中継基板に備えたコネクタに近
接して配され、メッキ部分とコネクタとの間にコネクタカバーを備えた左導光レンズが配
されている状態を示す概略底面図。
【図２４】左中継基板と左導光レンズとを示す概略斜視図。
【図２５】（ａ）は、沿面距離を長くとった本実施形態における静電気の流れを示す概略
図、（ｂ）は沿面距離が短い比較例における静電気の流れを示す概略図。
【図２６】発射装置の一実施形態を示す部分拡大正面図。
【図２７】発射ハンドルの拡大正面図。
【図２８】発射ハンドルからハンドルキャップを取り外した状態の概略正面図。
【図２９】図２８の状態からハンドルレバーを取り外し、発射停止ボタンが押圧されて遊
技球の発射が制限されている状態の概略正面図。
【図３０】図２８の状態からハンドルレバーを取り外し、発射停止ボタンへの押圧が解除
されて遊技球が発射可能な状態の概略正面図。
【図３１】発射停止ボタンの概略斜視図。
【図３２】発射停止ボタンの軸止部の概略を拡大して示し、（ａ）は概略縦断正面図、（
ｂ）は概略分解正面図。
【図３３】電気部品収容部材と配線保持部材との一実施形態を示す概略縦断側面図。
【図３４】電気部品収容部材の第二の面部に配線保持部材が着脱自在に取り付けられてい
る状態を拡大して示す部分概略縦断側面図。
【図３５】配線保持部材の概略背面図。
【図３６】配線保持部材を正面方向から見た概略斜視図。
【図３７】操作ユニットの構成を示す側面図。
【図３８】図３７に示された操作ユニットを上から見た平面図。
【図３９】操作ユニットの構成を分解して示す図。
【図４０】操作ユニットの回転操作状態を検知するためのセンサの配置構成を示す平面図
。
【図４１】操作ユニットの回転操作状態を検知する際に、図４０に示されたセンサによっ
て検知される検知片（検知部材）の配置構成を示す斜視図。
【図４２】操作ユニットの回転性を向上させるための球状部材の配置構成を一部拡大して
示す斜視図。
【図４３】図４２に示された球状部材が転動可能な転動面の配置構成を示す斜視図。
【図４４】操作ユニットが上皿上部カバーに着脱可能に固定された状態を示す平面図。
【図４５】上皿上部カバーに貫通形成された取付用孔に操作ユニットを挿入して取り付け
るプロセスを説明するための背面図。
【図４６】押え部材が設けられた右側装飾部材の構成を分解して示す斜視図。
【図４７】押え部材によって導光板の端面近傍の側面が位置決め固定されている状態を一
部拡大して示す斜視図。
【図４８】押え部材によって発光基板の配線が保持されている状態を一部拡大して示す斜
視図。
【図４９】図４６～図４８に示された押え部材がそのまま再利用された他の構成に係る右
側装飾部材の構成を分解して示す斜視図。
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【図５０】パトランプ役物において、第１および第２の可動装飾部材によって一連の前方
反射面部が形成された状態を示す底面図。
【図５１】パトランプ役物において、第１および第２の可動装飾部材によって一連の後方
反射面部が形成された状態を示す底面図。
【図５２】第１および第２の可動装飾部材を可動させるための駆動機構の構成を示す平面
図。
【図５３】図５１の駆動機構に適用されたラックの構成を示す拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜遊技機の構成＞
　以下、本発明の一実施形態に係る遊技機について、添付図面を参照しつつ説明する。な
お、本発明に係る遊技機としては、パチンコ遊技機およびパチスロ遊技機を適用すること
ができるが、ここでは一例として、パチンコ遊技機を想定する。
【００１１】
　図１～図１５に示すように、本実施形態に係るパチンコ遊技機は、遊技球が転動流下可
能な遊技領域を有する遊技盤１（図７～図８参照）が着脱可能に設けられた本体枠ベース
板２ａ（本体枠ベースともいう）を備えた本体枠２（図５～図６参照）と、遊技盤を視認
可能な開口部３ｈ（以下、表枠開口部という）が設けられた表枠ベース板３ａ（表枠ベー
スともいう）を備え、本体枠２の前方（遊技者側）において当該本体枠２により回動可能
に支持された表枠３（図２～図３参照）と、所定の演出表示を行うための液晶表示装置４
（図９参照）が着脱可能に設けられた後枠ベース板５ａ（後枠ベースともいう）を備え、
本体枠２の後方（反遊技者側）において当該本体枠２により回動可能に支持された後枠５
（図９～図１０参照）とを備えている。
【００１２】
　この場合、本実施形態に係るパチンコ遊技機は、外枠６を介して島設備（図示しない）
に取り付けられており、その状態において、上記した本体枠２は、本体枠ヒンジ２ｂを介
して外枠６に回動可能に支持されている。なお、図１には、表枠３が本体枠２に対して閉
じられているとともに、本体枠２が外枠６に対して閉じられた状態が示されており、かか
る状態において、後枠５（図９～図１０参照）は、外枠６内に収容されるため、図示され
ていない。
【００１３】
＜表枠３＞
　表枠３は、表枠ベース板３ａと、表枠ベース板３ａに備えられる種々の表枠構成部材を
含み、表枠構成部材には、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、スピーカ
１０ａ～１０ｂ、各種装飾部材（トップ飾り１４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６
）などがある。なお、表枠構成部材はこれらに限定されるものではなく、表枠３を構成す
る部材は全て含まれるものである。また、皿ユニット８にあっては、後述する係止構造を
介して表枠ベース板３ａにそれぞれのカバー部材（上皿上部カバー８ａ、下皿カバー８ｂ
など）を係止により取り付けている。
【００１４】
　当該表枠３において、上記した表枠開口部３ｈには、透過性を有する透明板ユニット７
（保護ガラスともいう）が設けられている。
　透明板ユニット７は、表枠３に備えられた表枠ベース板３ａに設けた表枠開口部３ｈ（
窓部）に対して、表枠ベース板３ａの裏面側（背面側）から着脱自在に取り付けられてお
り、当該表枠３を本体枠２に対して閉じた状態において、遊技盤１の表面（前面）側に対
向し、かつその表面（前面）側を覆うように構成されている。
【００１５】
　また、表枠３には、表枠開口部３ｈの上方両側に、音による演出を行うためのスピーカ
１０ａ,１０ｂが設けられており、各スピーカ１０ａ,１０ｂの背面側は、当該表枠３の裏
面（図３参照）に設けられたカバー部材１１ａ,１１ｂによって覆われている。この場合
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、各カバー部材１１ａ,１１ｂに、例えばハーネスやコード等の各種配線１２ａ,１２ｂを
保持するための配線保持機構を設けることが好ましい。
【００１６】
　なお、図３には、配線保持機構の一例として、当該配線を各カバー部材１１ａ,１１ｂ
との間で挟持して保持する保持片１３ａ,１３ｂを設けた構成を示したが、かかる構成に
限定されることはなく、これ以外の方法として、例えば、粘着テープ（図示しない）で各
種配線１２ａ,１２ｂを各カバー部材１１ａ,１１ｂに保持させる方法や、ワッシャ付きネ
ジ（図示しない）を各カバー部材１１ａ,１１ｂに締結することで、各種配線１２ａ,１２
ｂをワッシャと各カバー部材１１ａ,１１ｂとの間に保持させる方法などを適用すること
もできる。
【００１７】
　また、表枠３の表面（前面）（図１～図２参照）には、表枠開口部３ｈを囲むように、
当該遊技機の美観を向上させるための装飾部材が設けられている。なお、装飾部材の一例
として、表枠開口部３ｈの上側には、後述するパトランプ役物を内蔵したトップ飾り１４
が設けられているとともに、表枠開口部３ｈの左右には、発光表示態様を変化させること
が可能な右側装飾部材１５（例えば、右上レンズ１５ａ、右中レンズ１５ｂ、右パネルカ
バー１５ｃなど）と、左側装飾部材１６（例えば、左アウターレンズ１６ａなど）とが設
けられている。
【００１８】
　さらに、右側および左側装飾部材１５,１６の内方には、後述するサブ制御基板３３（
図１０参照）によって制御される発光手段（例えば、ＬＥＤ等）が設けられている（図示
省略）。この場合、発光手段（ＬＥＤ）から発せられた光を右側および左側装飾部材１５
,１６に照射すると、当該右側および左側装飾部材１５,１６から美観に優れた例えば放射
光や拡散光などを発生させることができ、これにより、光による表示態様に変化を与える
ことができるため、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【００１９】
　さらに、表枠３の表面（前面）には、表枠ベース板３ａの表枠開口部３ｈの下側に、皿
ユニット８が設けられており、当該皿ユニット８は、貸出球や賞球を貯留するための上皿
１７と、上皿１７の下方側に設けられ、例えば上皿１７が満杯時に溢れた遊技球などを貯
留することが可能な下皿１８とが設けられている。
【００２０】
　下皿１８は、遊技球を貯留可能な下皿本体１８ｐと、下皿本体１８ｐの上部を覆うよう
に取り付けられた下皿カバー８ｂとを備えている。
　一方、上皿１７は、遊技球を貯留可能な上皿本体１７ｐと、上皿本体１７ｐの上部を覆
うように表枠ベース板３ａに対して着脱可能に取り付けられた上皿上部カバー８ａと、上
皿１７の美観を向上させるための上皿装飾部材とを備えている。なお、上皿装飾部材の一
例として、上皿本体１７ｐには、上皿上部カバー８ａを囲むように、上皿左飾り１７ａ、
上皿前飾り１７ｃなどが設けられており、上皿前飾り１７ｃは、上皿上部カバー８ａの左
側から前側を経由し、右側へ向かう途中から下皿１８に向けて屈曲した形状を成している
。
【００２１】
　表枠ベース板３ａには、上皿１７に貯留された遊技球を表枠ベース板３ａの背面側に排
出する排出口１９（図２０参照）と、排出口１９から排出された遊技球を下皿１８に供給
する供給口２０（図２参照）とを備え、表枠ベース板３ａの背面側には、排出口１９と供
給口２０とを連通させて球通路２１を構成する球通路カバー２１ａ（図３参照）を備えて
いる。ここで、上皿上部カバー８ａに設けられた球抜きボタン２２（図１参照）を押すと
、上皿１７に貯留された遊技球が排出口１９から球通路２１、供給口２０を介して下皿１
８へと送られる。
【００２２】
　また、本実施形態では、遊技機の前面の装飾にメッキ部材を使用しており、上皿１７の
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前面部分を装飾する上皿前飾り１７ｃにもメッキ部材１７ｂを使用している（図１、図２
）。このメッキ部材１７ｂの使用により遊技機外観デザインの装飾効果を高めて遊技者の
興趣の向上を図っている。
【００２３】
　また、上皿上部カバー８ａには、球貸しを受けるための球貸ボタン２３、図示しない球
を貸し出すためのカードユニット装置からカードを返却するための返却ボタン２４などの
ほか、所定の遊技中に遊技者が操作（回転操作、押圧操作）することで各種演出の表示態
様に変化を与えるための操作ユニット９が設けられている。なお、操作ユニット９の配置
構成（位置、向き）について、特に制限はないが、図面では一例として、上皿上部カバー
８ａから垂直方向に突出させて構成配置された操作ユニット９が示されている。
【００２４】
　なお、表枠３については、その表面（前面）のうち（図１～図２参照）、遊技者側から
向かって左側（すなわち、本体枠２に回動可能に支持されている側）における部分に、例
えばピアノ線など不正部材（図示しない）を侵入させ、その近傍裏側における当該表枠３
の裏面に構築された各種構成に対して、当該不正部材（ピアノ線）による不正行為が行わ
れる事態を想定することができる。
【００２５】
　そこで、かかる不正行為を未然に防止するために、表枠３の裏面において、上記した不
正部材による侵入行為が行われる部分には、配線保持機能付きカバー部材２５（図３～図
４参照）が設けられている。配線保持機能付きカバー部材２５は、ハーネス等の配線を保
持する配線保持部２５ａと、表枠３の裏面に構築された基板（図示しない）を被覆する基
板被覆部２５ｂと、例えばピアノ線等の不正部材の侵入を防止する不正防止部２５ｃとを
一体化させて構成されている。これによれば、配線保持、基板被覆部、不正防止の３つの
機能を兼ね備えた単体の配線保持機能付きカバー部材２５を実現することができるため、
これら各機能毎の部材をそれぞれ別個に用意する必要がなくなるため、その分だけ低コス
ト化を図ることができる。
【００２６】
＜本体枠２＞
　本体枠２は、本体枠ベース板２ａと、本体枠ベース板２ａに備えられる種々の本体枠構
成部材を含み、本体枠構成部材には、遊技盤１、発射装置２６、スピーカ１０ｃ、各種制
御基板・中継基板などがある。本体枠構成部材はこれらに限定されるものではなく、本体
枠２を構成する部材は全て含まれるものである。
【００２７】
　当該本体枠２において、上記した表枠開口部３ｈに対向した本体枠ベース板２ａの所定
位置に、当該表枠開口部３ｈとほぼ同形状を成した開口部２ｈ（以下、本体枠開口部とい
う）が設けられているとともに、当該本体枠ベース板２ａの表面（前面）（図５参照）に
おいて、本体枠開口部２ｈの右下側（以下、本体枠ベース板２ａの表面右下側という）に
は、遊技球を発射するための発射装置２６が設けられている（図１～図２、図５参照）。
【００２８】
　発射装置２６は、当該発射装置２６を本体枠ベース板２ａの表面右下側に配設するため
のパネル体２６ａと、パネル体２６ａの前面側に配設された発射ハンドル２６ｂと、パネ
ル体２６ａの背面側に対向した本体枠ベース板２ａの表面右下側に配設され、遊技球を発
射するための駆動装置２６ｆとを備えて構成されている（図５参照）。
【００２９】
　なお、上記した表枠３の右下側には、当該発射装置２６（パネル体２６ａ、発射ハンド
ル２６ｂ）を遊技者側に露出させるための切り欠き３ｐ（図１～図２参照）が施されてい
る。この場合、上記した表枠３を本体枠２に対して閉じると、発射装置２６（パネル体２
６ａ、発射ハンドル２６ｂ）は、当該表枠３の切り欠き３ｐを介して露出し、上記した皿
ユニット８に隣接して位置付けられ、その状態において、当該発射装置２６（パネル体２
６ａ、発射ハンドル２６ｂ）と皿ユニット８とは、相互に連続して一体化されているかの
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如き美的外観を呈する（図１～図２参照）。
【００３０】
　発射ハンドル２６ｂは、支持部（収容ケース）２６ｃと、支持部（収容ケース）２６ｃ
に対して回動自在に取り付けられ、時計回り・反時計回り方向に回転可能なハンドルグリ
ップ２６ｄと、支持部（収容ケース）２６ｃ内に備えられ、遊技球の発射を停止させる発
射停止スイッチ（検知手段ともいう）２６ｇと、支持部（収容ケース）２６ｃ内に備えら
れ、このスイッチをＯＮ／ＯＦＦ操作する発射停止ボタン２６ｅ（操作部材ともいう）と
、ハンドルグリップ２６ｄの開口上を覆うように配設されるハンドルキャップ２６ｈとを
備えている（図１、図２、図５参照）。
【００３１】
　この場合、発射ハンドル２６ｂのハンドルグリップ２６ｄを時計回り方向に回転させる
と、その回動量（回転角度）に応じて駆動装置２６ｆの駆動力が増減変更され、そのとき
の駆動力によって、上皿１７に貯留されている遊技球が、遊技盤１の遊技領域１ｐ（図５
、図７参照）に向けて打ち出されることになる。このとき、発射停止ボタン２６ｅを操作
すると、駆動装置２６ｆが停止制御され、これにより、遊技球の発射を停止させることが
できる。
【００３２】
　なお、本実施形態において、発射停止スイッチ２６ｇの検知結果に基づいた制御などの
発射ハンドル２６ｂの操作制御にあっては、主制御基板２８（図８参照）に接続されてい
る払出・発射制御基板３４が行なう（制御手段）。図中、２６ｉはハンドル軸、２６ｊは
支持部（収容ケース）２６ｃに一端２６ｊ-1を固定し、他端２６ｊ-2をハンドルグリップ
２６ｄに固定してなるバネ部材で、このバネ部材２６ｊによってハンドルグリップ２６ｄ
を、常時、開始時点方向へと付勢させているため、遊技者はこのバネ部材２６ｊの弾性に
抗してハンドルグリップ２６ｄを時計回り方向に回転させて遊技球を発射させる（図２８
～図３０参照）。
【００３３】
　また、遊技者が遊技を中断してハンドルグリップ２６ｄから手を離すと、ハンドルグリ
ップ２６ｄはバネ部材２６ｊの弾性によって開始時点位置に戻される。このとき、ハンド
ルグリップ２６ｄの突起（図示しない）によって発射停止ボタン２６ｅが押されて遊技球
の発射が停止される。
【００３４】
　ここで、遊技球の発射強度を増減変更させる方法として、発射ハンドル２６ｂのハンド
ルグリップ２６ｄの回動量（回転角度）に応じて、発射ボリューム（図示しない）の抵抗
値を変化させ、これにより、発射ソレノイド（図示しない）に供給する電力を変化させる
ことで、遊技球の発射強度を増減変更させているものも知られているが、本実施形態では
、発射ハンドル２６ｂのハンドルグリップ２６ｄの回動操作と連動する図示しない発射用
ばね（図示しない）と、発射用ばねの巻き上げ（締め上げ）用ギヤ機構とが用いられてお
り、発射ハンドル２６ｂのハンドルグリップ２６ｄの回動量によって巻き上げ用ギヤ機構
の回転量が調整されて発射用ばねの巻き上げ（締め上げ）の程度を強めたり弱めたりする
ことで、遊技球の発射強度を増減変更させている。
【００３５】
　具体的に説明すると、発射ハンドル２６ｂのハンドルグリップ２６ｄを回動操作すると
、そのときの回転量がギヤ機構を介して発射用ばねに伝達され、当該発射用ばねが巻き上
げ（締め上げ）られ、その結果、当該発射用ばねの戻り力（復元力）が強められる。これ
により、遊技球の発射強度を高めることができる。なお、遊技球の発射強度を弱めたい場
合には、発射ハンドル２６ｂのハンドルグリップ２６ｄを逆回転させ、発射用ばねの巻き
上げ（締め上げ）の程度を緩めればよい。
【００３６】
　ところで、本実施形態において、遊技盤１は、本体枠ベース板２ａの裏面（図６参照）
から着脱可能に取り付けられる構造を採用している。具体的に説明すると、本体枠ベース
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板２ａの裏面には、本体枠開口部２ｈの周囲に沿って複数の留め具２７ａ～２７ｅが回動
自在に設けられており、遊技盤１の表面（遊技領域１ｐが構成された前面）を本体枠ベー
ス板２ａの裏面に対向させつつ、当該遊技盤１を本体枠開口部２ｈに沿って位置付けた後
、各留め具２７ａ～２７ｅを回動させてその一部を遊技盤１に係合させることで、遊技盤
１が各留め具２７ａ～２７ｅと本体枠ベース板２ａの裏面との間で挟持された状態となり
、これにより、遊技盤１を本体枠ベース板２ａの裏面に着脱可能に取り付けることができ
る。
【００３７】
　なお、遊技盤１には、後枠５に設けられ、所定の演出表示を行うための液晶表示装置４
上で演出表示される表示態様を視認可能な開口部１ｈ（以下、遊技盤開口部）が設けられ
ており、遊技盤１の表面（前面）（図５、図７参照）には、当該遊技盤開口部１ｈを含め
た領域に亘って、遊技球が転動流下可能な遊技領域１ｐが構成されているとともに、遊技
盤１の裏面（図８参照）には、当該遊技盤開口部１ｈを回避した位置に、主制御基板２８
がケース２８ｋに収容された状態で設けられている。
【００３８】
　また、本実施形態において、遊技盤開口部１ｈの裏面側には、当該遊技盤開口部１ｈを
装飾するための開口装飾枠２９が設けられており、当該開口装飾枠２９は、回動・揺動・
旋回可能に構成されている（図８参照）。これにより、遊技の演出状況に応じて、当該開
口装飾枠２９を所定方向（例えば、図８の実線と二点鎖線とで示す方向）に回動・揺動・
旋回させることで、遊技に対する興趣を飛躍的に向上させることができる。
【００３９】
　また、遊技領域１ｐ（図５、図７参照）には、遊技盤開口部１ｈを囲むように各種装飾
部材が設けられ、さらに、当該遊技盤開口部１ｈの下方には、複数の一般入賞口３０や、
遊技球の入球を契機として、特別図柄の可変表示が実行される始動入賞口３１などの各種
遊技部材が設けられている。
【００４０】
　主制御基板２８には、中継基板３２（図８参照）を介して、サブ制御基板３３や払出・
発射制御基板３４が接続されている。なお、サブ制御基板３３や払出・発射制御基板３４
は、後述する後枠５（図１０参照）に設けられている。この場合、サブ制御基板３３は、
主制御基板２８から供給される各種のコマンドに応じて、上記した液晶表示装置４におけ
る表示制御、上記したスピーカ１０ａ～１０ｃから発生させる音声に関する制御、上記し
た右側装飾部材１５や左側装飾部材１６などを含む各種ＬＥＤの制御を行う。また、払出
・発射制御基板３４には、上記した発射装置２６や、遊技球の払出を行う払出装置３５（
図１０～図１５参照）などが接続されている。
【００４１】
　ここで、上記した発射装置２６から発射された遊技球は、ガイドレールに沿って案内さ
れた後、遊技領域１ｐの上部側に流出される。この場合、ガイドレールは、外レール３６
（図５～図６参照）と、当該外レール３６の内側に沿って対向配置された内レール３７（
図５、図７参照）とを備えている。
【００４２】
　本実施形態において、内レール３７は、遊技盤１と一体に構成され（図５、図７参照）
、外レール３６は、遊技盤１とは別体で構成され、本体枠２に対して一体に構成されてい
る（図５～図６参照）。具体的には、外レール３６は、本体枠ベース板２ａの本体枠開口
部２ｈに沿って設けられており、上記したように遊技盤１を本体枠２の裏面（図５参照）
に着脱可能に取り付けると、その状態で、外レール３６の内側に沿って内レール３７が対
向配置されたガイドレールが構成されることになる。
【００４３】
　この場合、発射装置２６から発射され、遊技領域１ｐの上部側に流出した遊技球が、複
数の遊技釘（図示しない）などに衝突しながら転動流下し、例えば一般入賞口３０に入賞
したとすると、これを検知した信号が主制御基板２８に供給される。このとき、主制御基
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板２８（図８参照）から所定数の遊技球の払い出しを命ずるコマンドが払出・発射制御基
板３４（図１０参照）に出力され、その払い出しコマンドに基づいて、払出・発射制御基
板３４（図１０参照）が払出装置３５を制御することで、当該払出装置３５から所定数の
遊技球が払い出されて、上記した上皿１７に供給されることになる。
【００４４】
　また、払出・発射制御基板３４は、遊技中において、遊技者によって発射ハンドル２６
ｂのハンドルグリップ２６ｄが回転されると、その回転量（回転角度）に応じて駆動装置
を駆動し、上皿１７に貯留されている遊技球を発射させる制御を行う。
【００４５】
　以上、本実施形態によれば、従来は遊技盤にガイドレール（外レール、内レール）が一
体化されており、遊技盤の交換の際には、必ず外レールと内レールの双方のレールも同時
に交換せざるをえなかったところ、外レール３６を遊技盤１とは別体で構成したことで、
遊技盤１の交換の際、従来のように外内レール３６,３７の双方を同時に交換する必要が
なく、内レール３７の交換のみで済むため、当該交換作用の簡単化・低コスト化を実現す
ることができる。
【００４６】
　さらに、従来のように遊技盤に外内レールの双方を備えていた形態の場合、遊技盤を本
体枠に取り付けたとき、本体枠に既に取り付けられている発射装置との位置合わせが極め
て重要となる。このとき、発射装置とガイドレールの位置が微妙にずれていたりすると、
球飛びが不安定となる虞がある。したがって、従来の遊技機形態の場合、遊技盤の取付、
遊技盤に備えられるガイドレールの位置や角度、そして、本体枠に備えられる発射装置の
位置などの関係を十分に考慮に入れて設計・設置をしなければならず、製造・取付が面倒
であるとともにコスト高騰を招く虞があった。
【００４７】
　そこで、本実施形態では、上記のように外レール３６は、発射装置２６とともに本体枠
２の本体枠ベース板２ａに取り付ける構成を採用しているため、発射装置２６とガイドレ
ール（外レール３６）とが同じ場所に取り付けられることとなり、それぞれの位置合わせ
が簡単かつ正確に行ない得ることとなる。よって、球飛びが大変安定することとなり、遊
技者にストレスを与えることもなく大変有用な作用効果を奏することができる。
【００４８】
　また、本実施形態では、上記特有の作用効果の実行を図るため、本体枠ベース板２ａに
備えられる遊技盤１を着脱自在に留める留め具２７ａ～２７ｅの数についても考慮した。
すなわち、本実施形態によれば、本体枠ベース板２ａに、発射装置２６とともにガイドレ
ール（外レール３６）を一緒に備える形態を採用することで、球飛びの安定を図っている
が、遊技盤１自体が本体枠２（本体枠ベース板２ａ）に対して強固に密着して取り付けら
れていないと、ガイドレールの位置（具体的には、外レール３６と内レール３７の対向位
置）がずれてしまい、球飛びの安定といった本実施形態特有の作用効果の実行が図れなく
なってしまう。特に本体枠ベース板２ａの歪みなどが生じていたりするとこの不具合が顕
著に表れてしまい上記特有の作用効果が達成できなくなってしまう。
【００４９】
　そこで、本実施形態では、留め具２７を、本体枠ベース板２ａの遊技盤１の上下四隅に
対向する位置にそれぞれ備え、この四箇所の留め具２７ａ～２７ｄで本体枠ベース板２ａ
の裏面に強固に密着させて挟持するとともに、少なくとも遊技盤１の下側の中央付近を本
体枠ベース板２ａに密着固定させるため、本体枠ベース板２ａの所定位置に一箇所留め具
２７ｅを備え、遊技盤１の内レール基端領域を本体枠ベース板２ａに押し付けて密着固定
させている。これにより、ガイドレールの位置（本体枠２にある外レール３６と、遊技盤
１にある内レール３７の対向位置）がずれてしまうという不具合も生じず、球飛びの安定
といった本実施形態特有の作用効果の実行が達成し得る。
【００５０】
　また、従来では、遊技盤１の裏側に液晶表示装置４を直接配設する形態を採用すること
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が多かった。しかしながら、かかる構成では、遊技盤１の交換・廃棄にあたり、液晶表示
装置４も一緒に交換・廃棄することとなり、コスト高騰を招いていた。これに対して、本
実施形態では、本体枠２に遊技盤１、その裏側の後枠５に液晶表示装置４を配設する別枠
構成を採用しているため、遊技盤１を安価にでき、かつ液晶表示装置４の再利用が可能で
ある。
【００５１】
　また、本体枠２には、本体枠開口部２ｈの下部中央に、音による演出を行うためのスピ
ーカ１０ｃが設けられている。なお、このスピーカ１０ｃから発せられた音は、表枠３の
皿ユニット８の部位（具体的には、上皿１７と下皿１８との間の部位）に設けられたスピ
ーカカバー１０ｋ（図１～図３参照）を通して放出されるようになっている。
【００５２】
　ここで、当該スピーカ１０ｃの背面側は、本体枠２の裏面（図６参照）に設けられたカ
バー部材３８によって覆われているが、この場合、カバー部材３８に、例えばハーネスや
コード等の各種配線３９を保持するための配線保持機構を設けることが好ましい。なお、
図６には、配線保持機構の一例として、当該配線３９を各カバー部材３８との間で挟持し
て保持する保持片４０を設けた構成を示したが、かかる構成に限定されることはなく、こ
れ以外の方法として、例えば、粘着テープ（図示しない）で各種配線３９を各カバー部材
３８に保持させる方法や、ワッシャ付きネジ（図示しない）を各カバー部材３８に締結す
ることで、各種配線３９をワッシャと各カバー部材３８との間に保持させる方法などを適
用することもできる。
【００５３】
　ところで、本体枠２には、上記した遊技盤１をはじめ、遊技機にとって重要な電気部品
（例えば、発射装置２６、主制御基板２８、中継基板３２など）が設けられている。この
ため、本体枠２が外枠６（図１参照）から簡単に開錠されないようにすることが求められ
ている。また、当該本体枠２は、本体枠ヒンジ２ｂ（図１参照）を介して外枠６に回動可
能に支持されており、上記した発射装置２６のバネル体２６ａの上部右側に設けられた本
体枠開閉用キー穴４１（図１～図２、図５参照）に、所定の開閉キー（図示しない）を挿
入し回転させることで、本体枠２を外枠６から開くことができる。
【００５４】
　この場合、例えば本体枠開閉用キー穴４１やその近傍から例えばピアノ線などの不正器
具（又は、不正部材）を、本体枠２の裏面に侵入させ、本体枠開閉用キー穴４１の奥方側
に構築された施錠装置（図示しない）に直接アクセスさせることで、当該施錠装置を開錠
させるといった不正行為が想定される。
　そこで、本体枠２が簡単に開かない（すなわち、施錠装置が簡単に開錠されない）よう
にするため、本体枠２の裏面（図６参照）において、施錠装置は、その周囲全体がカバー
部材４２によって覆われている。これにより、上記したような不正行為を未然に防止する
ことができる。
【００５５】
＜後枠５＞
　後枠５は、後枠ベース板５ａと、後枠ベース板５ａに備えられる種々の後枠構成部材を
含み、後枠構成部材には、液晶表示装置４を含む各種電気部品などがある。なお、後枠構
成部材はこれらに限定されるものではなく、後枠５を構成する部材は全て含まれるもので
ある。
【００５６】
　図１０に示すように、後枠５において、後枠ベース板５ａには、各種電気部品（液晶表
示装置４、サブ制御基板３３の他、サブ制御基板３３に対する信号の受け渡しを行うサブ
中継基板４３、遊技の演出に関するプログラムが記憶されたサブＲＯＭ中継基板４４、電
力を供給する電源基板４５など）が備えられている。
【００５７】
　この場合、後枠５には、上記した表枠開口部３ｈおよび本体枠開口部２ｈ並びに遊技盤
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開口部１ｈに対向した位置に、液晶表示装置４が設けられている。具体的には、当該液晶
表示装置４は、本体枠２の裏面に対向した位置において、後枠５の後枠ベース板５ａの表
面（前面）に着脱可能に設けられている（図９参照）。この場合、液晶表示装置４は、主
制御基板２８からのコマンドに基づきサブ制御基板３３によってその表示態様が制御され
る。例えば、本実施形態では、液晶表示装置４として、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ ：Liq
uid Crystal Display）が想定されている。
【００５８】
　また、後枠５において、上記した液晶表示装置４、サブ制御基板３３、サブＲＯＭ中継
基板４４、サブ中継基板４３、払出・発射制御基板３４、電源基板４５などは、それぞれ
、不正防止・破損防止などを図るため所定形状の電気部品収容部材４ａ，３３ａ，４４ａ
，４３ａ，３４ａ，４５ａに収容させることが好ましい。
【００５９】
　電気部品収容部材４ａ，３３ａ，４４ａ，４３ａ，３４ａ，４５ａは、本実施形態では
透明な合成樹脂材をもって内部確認可能に構成されており、各種電気部品を収容する第一
の面部６０と、その背面側（反対側の面）である第二の面部６１とを有している。
　なお、特に図示しないが、それぞれの電気部品はコネクタを備え、所定の配線（例えば
、複数本の電線が束になった組電線、いわゆるハーネス）５１５を介して電気的に接続さ
れている。配線５１５は一端にコネクタを配し、そのコネクタを所定の電気部品のコネク
タに接続している。
【００６０】
　また、本実施形態では、前記配線を保持する配線保持部材（ハーネスケースともいう。
）５００を備えたことも特徴の一つである（図３３～図３６参照）。
【００６１】
　なお、本実施形態では、裏ユニットを構成するサブ制御基板３３、サブ中継基板４３、
サブＲＯＭ中継基板４４を、それぞれ、液晶表示装置４を収容する電気部品収容部材（液
晶ブラケット）４ａの第二の面部（背面）６１に横方向に一列に並べて備えており、それ
ぞれはコネクタ同士を直接接続している形態（Board to Board）を採用している。また、
本実施形態では、サブ制御基板３３、サブ中継基板４３、サブＲＯＭ中継基板４４を、図
示しない単一の透明カバー部材によって開閉可能に覆っている。
【００６２】
　本実施形態では、上記電気部品収容部材（液晶ブラケット）４ａを、後枠５の後枠ベー
ス板５ａに対して、着脱自在に備える構成としている。
　電気部品収容部材（液晶ブラケット）４ａは、長手方向の一端側に差込み片（図示しな
い）を所定間隔をあけて一対突設し、他端側には、ネジ止め可能なネジ止め片４ａ-1，４
ａ-1が上下方向で相対向して突設されている（図９参照）。そして、後枠ベース板５ａの
所定位置に一対の差込み片挿入孔部（図示しない）を設け、相対向する後枠ベース板５ａ
の所定位置に一対の雌ネジ部（図示しない）が設けられている。よって、電気部品収容部
材（液晶ブラケット）４ａを後枠ベース板５ａに取り付けるときは、電気部品収容部材（
液晶ブラケット）４ａのそれぞれの図示しない差込み片を、それぞれの図示しない差込み
片挿入孔部に差込み、そして、それぞれのネジ止め片４ａ-1，４ａ-1をそれぞれの図示し
ない雌ネジ部に対してネジ止め固定する。
【００６３】
　このように、本実施形態では、液晶表示装置４を例えばネジ止めしたり、嵌め込んだり
して収容する液晶ブラケット（電気部品収容部材）４ａの第二の面部６１に、サブ制御基
板３３、サブ中継基板４３、サブＲＯＭ中継基板４４を一体に備えるユニット構成を採用
し、このユニット構成を、上記のとおり後枠ベース板５ａから、液晶ブラケット（電気部
品収容部材）４ａのネジ止め片４ａ-1，４ａ-1をネジ止め固定しているネジの脱着作動の
みで、液晶表示装置４、サブ制御基板３３、サブ中継基板４３、サブＲＯＭ中継基板４４
を、一体で、かつ簡単に着脱可能であるため、このユニット構成で液晶表示装置４のテス
ト（例えば、液晶表示装置４が正常に動作するか否かの試験）が容易に行ない得る。
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【００６４】
　これにより、サブ制御基板３３、サブ中継基板４３、サブＲＯＭ中継基板４４を別個独
立して交換することができるだけでなく、サブＲＯＭ中継基板４４のみを交換するだけで
、異なる様々な演出を実行させることが可能となる。この場合、サブＲＯＭ中継基板４４
については、プログラムの改竄や読取（複製）などの不正行為を防止するため、当該サブ
ＲＯＭ中継基板４４への不正アクセスの有無を目視確認することが可能な「かしめ４６」
が施されている（図１０参照）。なお、「かしめ」とは、封印、インシュロック（結束）
などを意味する。
【００６５】
　また、当該後枠５の裏面（図１０参照）には、例えば貸出球や賞球として払い出される
遊技球を収容するための球タンク４７と、当該球タンク４７から複数の遊技球を連続して
転動流下させるレールユニット４８と、当該レールユニット４８の下端に連続させること
が可能な払出装置３５（具体的には、払出装置ケース４９に覆われている）と、当該払出
装置３５から払い出された遊技球を上皿１７に供給する球払出通路（図示しない）などが
連設されている。
【００６６】
　かかる構成において、遊技領域１ｐに打ち出された遊技球が例えば一般入賞口３０に入
賞したとすると、これを検知した信号が主制御基板２８に送信される。このとき、主制御
基板２８（図８参照）から所定数の遊技球の払い出しを命ずるコマンドが払出・発射制御
基板３４（図１０参照）に出力され、その払い出しコマンドに基づいて、払出・発射制御
基板３４が払出装置３５を制御することで、球タンク４７からレールユニット４８を転動
流下した複数の遊技球のうち、所定数の遊技球が払出装置３５によって１個ずつ払い出さ
れ、球払出通路（図示しない）を流下して上皿に供給される。なお、図１０において、払
出装置３５は、払出装置ケース４９に収容された状態にあるため、その収容位置を参照符
号３５で指すことで、当該払出装置の輪郭は図示されていない。
【００６７】
　ここで、従来の遊技機において、遊技盤は、本体枠の前面（表枠側）に対して着脱可能
に設けられ、また、液晶表示装置は、後枠の前面（本体枠側）に対して着脱自在に設けら
れているものが知られている。このため、メンテナンス時などにおいて、遊技盤と液晶表
示装置をともに取り外したい場合には、次の工程を経なければならなかった。
【００６８】
　まず、遊技盤を本体枠から取り外したい場合、表枠を本体枠に対して回動させる必要が
あった。そして、液晶表示装置を後枠から取り外したい場合、本体枠を外枠に対して回動
させ、次に、後枠を本体枠に対して回動させる必要があった。よって、少なくとも３回、
該当する枠を回動（例えば、外枠に対して本体枠を回動、本体枠に対して表枠と後枠の双
方を回動）させなければならない。
【００６９】
　これに対して、本実施形態によれば、遊技盤１を、本体枠２の裏面（図５参照）に着脱
可能に設けるとともに、液晶表示装置４を、本体枠２の裏面（背面）に対向した位置にお
いて、後枠５の表面（前面）（図９参照）に着脱可能に設けるようにしたことで、遊技盤
１および液晶表示装置４の双方の取り外し作業をワンタッチ（本体枠２と後枠５における
一回の回動操作）で効率よく行うことができる。なお、液晶表示装置４の取付方法として
は、後枠５の表面（前面）のみならず、後枠５の裏面に対して着脱可能に設けるようにし
てもよい。
【００７０】
　また、払出装置３５を覆う払出装置ケース４９は、その上端側に設けられたヒンジ機構
５０を介してレールユニット４８の下端に回動自在に支持されているとともに、当該払出
装置ケース４９を回動させて、払出装置３５を露出させた状態において（図１１参照）、
そのときの姿勢を維持することができるようになっている。このため、払出装置ケース４
９の上端側には、第１係止片４９ａが設けられ、レールユニット４８の下端側には、第１
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係止片４９ａが係止可能な第２係止片４８ａが設けられている（図１１～図１２参照）。
【００７１】
　この場合、第１係止片４９ａおよび第２係止片４８ａは、その一部（先端部）が、互い
に引っ掛かり合うような形状を成している。ここで、払出装置ケース４９を回動させて、
払出装置３５を露出させたとき、第１係止片４９ａおよび第２係止片４８ａが互いに引っ
掛かり合うことで、当該払出装置ケース４９は、払出装置３５を露出させた姿勢に維持さ
れる。これに対して、払出装置ケース４９を逆方向に回動させると、これに追従して、第
１係止片４９ａと第２係止片４８ａとの引っ掛かり合いが解除され、これにより、当該払
出装置ケース４９によって払出装置３５を覆うことができる。
【００７２】
　また、払出装置３５は、遊技球の払い出しが可能な位置（図１３参照）と、取り外しが
可能な位置（図１４参照）とに切り替えることが可能である。この場合、遊技球の払い出
しが可能な位置において、払出装置３５は、脱着機構５１によって、その下端面３５ａが
支持された状態にあるとともに、その上端面３５ｂが上記したレールユニット４８に当接
している。なお、脱着機構５１は、回転軸５２によって回転自在に支持された脱着レバー
５３を有しており、当該脱着レバー５３の一端が払出装置３５の下端面３５ａに当接する
ことで、払出装置３５は、当該脱着機構５１（脱着レバー５３）によって支持された状態
で、その上端面３５ｂがレールユニット４８に当接する（図１３参照）。これにより、レ
ールユニット４８（具体的には、レールユニット４８内に構築された球通路４８ａ）と払
出装置３５とが互いに連通することで、当該レールユニット４８（球通路４８ａ）を転動
流下した遊技球は、払出装置３５に導入可能となる。
【００７３】
　これに対して、取り外しが可能な位置（図１４参照）においては、脱着レバー５３が回
動し、その一端が払出装置３５の下端面３５ａから回避した状態（すなわち、脱着機構５
１（脱着レバー５３）による支持が解除された状態）となっており、これにより、払出装
置３５を下方にスライドさせることが可能となる。この場合、払出装置３５を下方にスラ
イドさせた後、手前に引き出すことで、当該払出装置３５を後枠５の裏面から簡単に取り
外すことができる。
【００７４】
　ところで、払出装置３５を取り外す際、上記したレールユニット４８（球通路４８ａ）
には、球タンク４７からの遊技球が転動流下しているため、かかる遊技球がレールユニッ
ト４８（球通路４８ａ）から流出して落下してしまうことが想定される。そこで、かかる
不具合を解消するために、後枠５の裏面には、球落下防止機構５４（図１３～図１５（ａ
）参照）が設けられている。
【００７５】
　図１５（ａ）に示すように、球落下防止機構５４は、上記したレールユニット４８の下
端側に構築されており、当該レールユニット４８に着脱自在に取り付けられた球落下防止
機構用カバー体４８ｐ内に収容されている。この場合、球落下防止機構５４は、レールユ
ニット４８の球通路４８ａに向けて突出させた球止め部５５ｐを有する球落下防止本体５
５と、球落下防止本体５５を常に球通路に向けて付勢する付勢手段５６と、付勢手段５６
の付勢力に抗して、球落下防止本体５５を球通路４８ａから離間する方向に移動させる移
動手段とを備えている。なお、図面には付勢手段５６の一例として、圧縮コイルばねが示
されているが、これに代えて、圧縮空気の弾性力を利用した空気ばねを用いてもよい。
【００７６】
　移動手段は、球落下防止機構用カバー体４８ｐに回転自在に支持されたレバー５７と、
当該レバー５７の先端部５７ａ（具体的には、当該先端部５７ａのうち後述する傾斜面５
５ｓに対向する当接部５７ｐ）が当接可能であって、かつ球落下防止本体５５に形成され
た傾斜面５５ｓとを備えている。傾斜面５５ｓは、球止め部５５ｐの突出方向に沿って延
在し、かつ当該球止め部５５ｐから離間する方向に沿った勾配を成して構成されている。
なお、傾斜面５５ｓの勾配（傾斜角度）は、例えば球落下防止本体５５の形状や大きさ等
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に応じて設定されるため、ここでは特に限定しない。また、レバー５７は、その基端部５
７ｂに設けられた回転軸５８がレールユニット４８に軸支されている。
【００７７】
　また、移動手段によって球落下防止本体５５を移動させる方向を一定にするため、当該
球落下防止本体５５には、その端面にガイド片５９が延在されており、当該ガイド片５９
は、レールユニット４８に延在されたガイド溝（図示しない）に沿って移動可能となって
いる。この場合、ガイド溝およびガイド片５９の延在方向は、球止め部５５ｐをレールユ
ニット４８の球通路４８ａに突入させたり、当該球止め部５５ｐを球通路４８ａから脱出
させたりできる方向として規定することができる。
【００７８】
　かかる構成において、先端部５７ａを押圧してレバー５７を回転させると、当該先端部
５７ａの当接部５７ｐが球落下防止本体５５の傾斜面５５ｓに当接し、このときの当接力
は、傾斜面５５ｓに垂直方向の成分と、傾斜面５５ｓに沿った傾斜方向の成分とに振り分
けられる。このため、傾斜面５５ｓに対して先端部５７ａを押圧し続けて、その傾斜面５
５ｓに対する当接力を加え続けると、これにより、ガイド片５９がガイド溝に沿って一方
向に移動することで、付勢手段５６の付勢力に抗して、球落下防止本体５５を同方向に移
動（別の言い方をすると、球通路４８ａから後退）させることができる（図１５（ｃ）参
照）。これに対して、レバー５７に対する押圧力を解除すると、それと同時に、付勢手段
５６による付勢力のみが球落下防止本体５５に作用し、これに伴って、ガイド片５９がガ
イド溝に沿って他方向に移動することで、球落下防止本体５５を同方向に移動（別の言い
方をすると、球通路４８ａに向けて前進）させることができる（図１５（ｂ）参照）。
【００７９】
　従って、かかる球落下防止機構をレールユニット４８に設けた状態において、払出装置
３５が遊技球の払い出し可能な位置（図１３参照）にある場合、当該払出装置３５の上端
面３５ｂによって先端部５７ａが押圧されてレバー５７が回転し、これにより、当該先端
部５７ａの当接部５７ｐから球落下防止本体５５の傾斜面５５ｓに当接力が加えられた結
果、当該球落下防止本体５５が付勢手段５６の付勢力に抗して後退することで、球止め部
５５ｐを球通路４８ａから脱出させることができる（図１３、図１５（ｃ）参照）。この
とき、レールユニット４８（球通路４８ａ）と払出装置３５とが互いに連通することで、
当該レールユニット４８（球通路４８ａ）を転動流下した遊技球は、払出装置３５に導入
可能となる。
【００８０】
　これに対して、払出装置３５の取り外し可能な位置（図１４参照）にある場合、当該払
出装置３５の上端面３５ｂによるレバー５７の先端部５７ａへの押圧状態が解除されるた
め、それと同時に、付勢手段５６による付勢力のみが球落下防止本体５５に作用し、これ
により、当該球落下防止本体５５が前進することで、球止め部５５ｐを球通路４８ａに突
入させることができる（図１４、図１５（ｂ）参照）。この結果、遊技球がレールユニッ
ト４８（球通路４８ａ）から流出して落下してしまうといった不具合の発生を未然に防止
することができる。
【００８１】
＜透明板ユニットについて＞
　表枠３に備えられている透明板ユニット７は、遊技機を島設備に設置したときの遊技者
側から見て手前側に位置する第１の透明板１００と、前記第１の透明板１００の後方に位
置する第２の透明板１０１と、前記第１の透明板１００と前記第２の透明板１０１との間
に所定の空間１０２を配した状態で前記第１の透明板１００と第２の透明板１０１とを保
持する透明板保持枠１０３とを備えて構成されている（図１６乃至図１８）。
第１の透明板１００と第２の透明板１０１は、本実施形態では所定形状・所定厚みを有す
る同一のガラス板を採用している。
【００８２】
　前記透明板保持枠１０３は、前後にそれぞれ第１の透明板１００と第２の透明板１０１
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をそれぞれ保持する保持部１０３ａ，１０３ａを有するとともに、保持部１０３ａと保持
部１０３ａとの間に配される中間部１０３ｂには、前記第１の透明板１００と第２の透明
板１０１との間に形成される所定の空間１０２と連通する複数個の連通孔１０４を有して
いる（図１８）。
　前記第１の透明板１００と第２の透明板１０１は、それぞれ透明板保持枠１０３の保持
部１０３ａ，１０３ａに対して接着剤を介して一体に固定されている。
【００８３】
　前記連通孔１０４は、上下方向で相対向する位置において設けられた第１連通孔１０４
ａと第２連通孔１０４ｂである。
　このように、本実施形態では、透明板保持枠１０３の相対向する位置に設けた第１連通
孔１０４ａと第２連通孔１０４ｂとしたため、透明板ユニット７の外方から空間１０２内
を通過して外方へと抜ける空気の流通経路が有効に形成される（図１７及び図１８）。
【００８４】
　また、前記第１連通孔１０４ａと前記第２連通孔１０４ｂとは、前記表枠ベース板３ａ
の表枠開口部（窓部）３ｈと接しない位置に設けられている。すなわち、開口の接地面に
よって孔が塞がれないようにするためであり、このように構成することで空気の流通経路
が遮断されることもない。
　本実施形態では、第１連通孔と第２連通孔は、それぞれ３個ずつの孔群によって形成さ
れている。
【００８５】
　なお、第１の透明板と第２の透明板は、後方に位置する本体枠２に備えられた遊技盤１
の遊技球の転動流下状況や、各種演出（役物可動演出や画像による演出など）状況の視認
性を損ねない材質であればガラス板でなくてもよく、例えば透明合成樹脂性の板材であっ
てもよい。
【００８６】
　連通孔１０４は、その孔径や、配設数・配設位置など本実施形態に限定解釈されるもの
ではなく、強度面と通気性を考慮したうえで最適な仕様を採用するようにする。
【００８７】
　透明板保持枠１０３に設けた複数個の連通孔１０４（１０４ａ，１０４ｂ）によって、
いずれかの連通孔１０４（１０４ａ，１０４ｂ）から２枚の透明板１００，１０１間の空
間１０２、そして他の連通孔１０４（１０４ａ，１０４ｂ）へと空気が流通する空気の流
通経路が確保されるため、乾燥剤室や乾燥剤を備えなくとも有効に空間内の湿気除去が可
能となる。
　したがって、透明板ユニット７全体の大型化を招く虞がないとともに、乾燥剤を必要と
しないためコスト高も抑えることができる。
【００８８】
　なお、表枠３の裏面に対する透明板ユニット７の取付方法としては、例えば、本実施形
態では次の構成を採用している（図３参照。）。
　透明板ユニット７を、表枠開口部３ｈに設けられている透明板ユニット組込み部１０５
に沿って、表枠開口部３ｈの裏側から組み込んで位置決めし、その状態で当該透明板ユニ
ット７の下端面７ａを、表枠開口部３ｈの組込み部下方領域に形成された台座１０８に載
置させた後、当該表枠開口部３ｈの上部両側、すなわち、表枠開口部３ｈ上方の表枠ベー
ス板３ａの裏面に回動自在に設けられた留め具１０６，１０６によって、透明板ユニット
７の上端面（透明板保持枠１０３の上端に設けられた左右の舌片１０７，１０７）に押圧
力を付与させて固定すればよい。これにより、透明板ユニット７は、各留め具１０６と台
座１０８との間で挟持された状態で、表枠３の裏面に対して着脱可能に取り付けることが
できる。
【００８９】
　透明板ユニットの形態、すなわち、透明板と透明板保持枠の形態は、本実施形態に何ら
限定解釈されるものではなく、本発明の範囲内において適宜設計変更可能である。
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【００９０】
＜球通路カバーについて＞
　上記のとおり表枠構成部材を構成する下皿１８の下皿カバー８ｂは、係止構造を介して
表枠ベース板３ａに取り付けられている（図１参照。）。
　すなわち、下皿カバー８ｂは、後方へと水平方向に突出する係止部２０３を備え、表枠
ベース板３ａは、前記下皿カバー８ｂの係止部２０３が係止可能な係止孔２０４が所定位
置に貫通して設けられている（図１９及び図２１参照。）。
　係止部２０３は、下皿カバー８ｂから水平に突出する細板状の本体２０３ａと、本体２
０３ａの先端に設けられ、前記係止孔２０４の周縁と係止可能な略矢尻型の係止爪部２０
３ｂとで構成されている。
　このように係止構造を介して下皿カバー８ｂは表枠ベース板３ａに取り付けられている
ため、この係止状態を解除すれば着脱自在である。
【００９１】
　本実施形態では、このように係止孔２０４に係止された状態の下皿カバー８ｂの係止爪
部２０３ｂが、必要時以外には簡単に取り外すことができないように、係止部２０３の係
止状態を保持可能とする保持部２０２を備えている。
　本実施形態の保持部２０２は、表枠ベース板３ａに設けられた排出口１９と供給口２０
とをつないで球通路２１を形成している球通路カバー２１ａに一体に設ける構成を採用し
ている（図１９及び図２１参照）。
【００９２】
　前記球通路カバー２１ａは、本実施形態では、図１９に示すように、それぞれ表枠ベー
ス板３ａに対して着脱自在に備えられる上カバー２００と下カバー２０１の二部材で構成
されている。
　本実施形態では、上記下カバー２０１の表枠ベース板３ａへの取り付け時に、下カバー
２０１の横に前記係止孔２０４が位置しているため、下カバー２０１の側面所定位置に、
前記係止部２０３と前記係止孔２０４との係止状態を保持する保持部２０２を一体に備え
、前記保持部２０２は、前記係止爪部２０３ｂの脱落を防止する脱落防止部として機能し
ている（図１９参照）。
【００９３】
　保持部２０２は、下カバー２０１の側面（図面で向かって右側の側面）から水平方向に
突出した板状部材であって、下カバー２０１を表枠ベース板３ａの所定位置に取付固定す
ると、前記保持部２０２が係止孔２０４の所定位置を横切るように備えられることとにな
る（図１９及び図２１参照）。なお、保持部２０２の形状にあっては図示形態に限定され
るものではない。
【００９４】
　すなわち、前記係止爪部２０３ｂを、その弾性に抗して下方に押し下げられた状態で前
記表枠ベース板３ａの前方から挿入し、前記表枠ベース板３ａの背面側にてその弾性の戻
り力によって前記係止孔２０４の上方周縁に係止される。
　そして、下カバー２０１を表枠ベース板３ａの所定位置に取付固定すると、脱落防止部
（保持部）２０２は、前記係止孔２０４の上方周縁に係止された状態の係止爪部２０３ａ
の直下に位置する（図１９及び図２１参照）。
【００９５】
　したがって、上皿１７と下皿１８をつなぐ球通路カバー２１ａ（下カバー２０１）を表
枠ベース板３ａの裏面側に通常通りに配設すれば、球通路カバー２１ａ（下カバー２０１
）の保持部（脱落防止部）２０２により、係止部２０３と係止孔２０４からなる係止構造
を介して表枠ベース板３ａに着脱自在に備えられる下皿カバー（表枠構成部材）８ａの係
止状態を不用意に解除し得ないものとすることができ、球通路カバー２１ａ（下カバー２
０１）に球通路２１としての機能以外の機能を兼用させ、球通路カバーの有用性を高める
ことができる。
【００９６】
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　また、下皿カバー（表枠構成部材）８ａの係止爪部２０３ｂが、その弾性に抗して表枠
ベース板３ａの係止孔２０４に係止される簡単に着脱可能な構成であり、下皿カバー（表
枠構成部材）８ａの取り付けが容易である一方、球通路カバー２１ａ（下カバー２０１）
を表枠ベース板３ａの背面側に取り付ければ、球通路カバー２１ａ（下カバー２０１）に
備えた脱落防止部（保持部）２０２が、前記係止爪部２０３ｂの直下にて前記係止爪部２
３０ｂの下方への移動を抑制するため、係止爪部２０３ｂの係止孔２０４からの脱落が簡
単に防止される。
【００９７】
　なお、表枠構成部材の係止状態の解除防止を図る保持部（脱落防止部）構成については
、本実施形態に何等限定解釈されるものではない。すなわち、係止構造を介して着脱自在
に表枠ベース板３ａに備えられる表枠構成部材であって、かつその表枠構成部材の係止部
が、表枠ベース板３ａの裏面側のどの位置にて係止されるかによって、保持部をどのよう
に構成するかが異なるものである。
　また、保持部（脱落防止部）は、単体で係止孔に係止された係止爪部の脱落防止を図る
ように取り付けられるものであってもよいが、係止爪部が係止される係止孔の近傍にて表
枠ベース板３ａの裏面側に着脱自在に備えられる表枠構成部材があれば、その表枠構成部
材に保持部（脱落防止部）を一体成形するようにすればよい。
【００９８】
＜コネクタカバーについて＞
　左側装飾部材１６は、光による装飾演出を図る部材であって、例えば図１、図２および
図２２～図２５に示すように、電子部品（例えば発光手段、ＬＥＤ：Light Emitting Dio
de　発光ダイオード）を実装する左中継基板（ガラス左中継基板ともいう。）３００と、
発光手段から発光される光を所定方向へと導く絶縁材からなる左導光レンズ３０２と、前
記左導光レンズ３０２を介して導かれた光を拡散させる左上レンズ１６ｂと左アウターレ
ンズ１６ａとで構成されており、前記左中継基板３００の下端に、電気部品と配線(ハー
ネス)を介して電気的に接続するための端子３０１ａを有するコネクタ３０１を備えてい
る。
【００９９】
　本実施形態では、表枠３の前面に備えられる上皿１７を装飾する上皿前飾り（第１装飾
部材ともいう。）１７ｃにメッキ部材１７ｂを用いており、そのメッキ部材１７ｂの端部
が、前記左側装飾部材（第２装飾部材ともいう。）１６の左中継基板３００のコネクタ３
０１と相対向する位置に隣接して配設されている（図１、図２、図２２、図２３参照）。
【０１００】
　このようなメッキ部材１７ｂは、遊技機全体を煌びやかに装飾して装飾効果を高めると
いう効果を有している反面、このメッキ部材１７ｂには静電気が帯電し易い。
　したがって、上皿前飾り１７ｃのメッキ部材１７ｂから、その直近にある左中継基板３
００のコネクタ３０１（具体的には、端子３０１ａ）に直接静電気が放電された場合、左
中継基板３００に実装されているＬＥＤなどの電子部品に支障をきたしてしまう（破損し
てしまう）おそれがある。
　すなわち、静電気を放電する要因箇所（上皿前飾り１７ｃのメッキ部材１７ｂ）とコネ
クタ３０１との間の沿面距離（Creepage Distance）が近いからである。
　そこで、本実施形態では、左中継基板３００のコネクタ３０１を覆うコネクタカバー（
絶縁体）３０３を設けて、静電気を放電する要因箇所（上皿前飾り１７ｃのメッキ部材１
７ｂ）とコネクタ３０１（具体的には、端子３０１ａ）との間の沿面距離が遠くなるよう
にしている。
【０１０１】
　本実施形態では、左中継基板３００の平面形状と略同一形状に形成されるとともに、左
中継基板３００上に配設され、左中継基板３００からの光を前方へと導光する絶縁体から
なる左導光レンズ３０２の一部に、左中継基板３００のコネクタ３０１を覆うコネクタカ
バー３０３が一体成形されている（図２４参照）。
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　すなわち、左中継基板３００の表面下方に突出して備えられているコネクタ３０１上を
覆うように、左導光レンズ３０２の相対向する内面の所定位置を、箱状に窪ませて（外面
には箱状に突出している。）コネクタカバー３０３を一体成形している。
　なお、コネクタカバー３０３は左導光レンズ３０２とは別部品として構成してもよい。
【０１０２】
　図２５（ａ）は本実施形態におけるコネクタカバー３０３を左導光レンズ３０２に一体
に備えたため、コネクタ３０１（具体的には、端子３０１ａ）までの沿面距離が長くなっ
た場合の概略図を示し、図２５（ｂ）はコネクタカバーを備えない場合に、コネクタ３０
１までの沿面距離が短い場合の概略図を示す。それぞれの図中の矢印は第一装飾部材（メ
ッキ部材１７ｂ）から放電された静電気の流れを示す。
　沿面距離が短いと静電気は直接コネクタ３０１に放電されてしまうが、本実施形態のよ
うにコネクタカバー３０３を一体に備えた絶縁体である左導光レンズ３０２を備えた場合
、沿面距離が長くなり、静電気は直接コネクタ３０１（端子３０１ａ）に放電されなくな
る。
【０１０３】
　したがって、本実施形態によれば、メッキ部材１７ｂが施された装飾部材（上皿前飾り
１７ｃ）に隣接して、制御基板（左中継基板３００）が備えられた装飾部材（左側装飾部
材１６）を配置しても、制御基板（左中継基板３００）に備えられたコネクタ３０１の端
子とメッキ部材１７ｂとの沿面距離をとるためのコネクタカバー３０３が備えられている
ため、コネクタ３０１の端子３０１ａに静電気が直接放電されることが防止し得る。
【０１０４】
　また本実施形態によれば、絶縁材で構成された左導光レンズ３０２にコネクタカバー３
０３を一体に設けたため、美観を損なうことなくコネクタ３０１の端子に静電気が直接放
電されることを防止できる。また、左導光レンズ３０２を配置することで、コネクタカバ
ー３０３も同時に配置されることとなるため、コネクタ専用のカバーを別途用意すること
がなく、製造コスト・作業コストなどの低廉化を図ることができる。
【０１０５】
＜発射停止ボタンについて＞
　本実施形態における発射停止ボタン２６ｅは、例えば、一端側に備えられるボタン部４
０１と他端側に備えられる押圧部４０３と、ボタン部４０１と押圧部４０３の間に備えら
れる軸止部４００とを含む操作部４０２と、前記操作部４０２の軸止部４００の内面に一
体に配設され、発射ハンドル２６ｂの支持部（収容ケース）２６ｃの内底面から突設され
た軸部材４０５に対して摺動する摺動部４０４とを備えて構成されている（図２６－図３
２参照）。
【０１０６】
　発射停止ボタン（操作部材）２６ｅは、摺動部４０４を一体に内装した軸止部４００が
、ネジ４０６を介して軸部材４０５に回動自在に備えられ、一端側のボタン部４０１が前
記支持部（収容ケース）２６ｃの外方に突出するように配設され、そして他端側の押圧部
４０３が発射停止スイッチ（検知手段ともいう。）２６ｇの下方に位置している（図２９
～図３２参照）。すなわち、ボタン部４０１は、発射ハンドル２６ｂの外方に突出して位
置している。なお、図３２中で、符号４０７は、摺動部４０４の頂面とネジ４０６のネジ
頭との間に介在されるワッシャを示す。
　そして、発射停止ボタン２６ｅは、常時、押圧部４０３が発射停止スイッチ（検知手段
ともいう。）２６ｇから離れる（遊技球発射可能状態）方向に付勢されており、発射停止
ボタン２６ｅのボタン部４０１を押圧することにより、前記押圧部４０３が発射停止スイ
ッチ（検知手段ともいう。）２６ｇに接触して遊技球の発射が停止される。
【０１０７】
　図２９は、発射停止スイッチ（検知手段ともいう。）２６ｇに押圧部４０３が接触して
いる状態（遊技球発射停止状態）を示し、図３０は、発射停止スイッチ（検知手段ともい
う。）２６ｇから押圧部４０３が離れている状態（遊技球発射可能状態）を示す。
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【０１０８】
　前記摺動部４０４は、摺動性能に優れた部材、例えば、ポリアセタール（polyacetal　
ＰＯＭ）、ポリアミド（polyamide）、ポリエチレン（polyethylene）などの自己潤滑性
のある部材で形成されている。
　前記操作部４０２は、難燃性Ｖ-０等級などの難燃性部材、例えば、ポリカーボネート
（polycarbonate　ＰＣ）、ポリスチレン（polystyrene　ＰＳ）、難燃ＡＢＳ樹脂（FR-A
BS）などの難燃性部材で形成されている。
【０１０９】
　したがって、本実施形態によれば、発射停止ボタン（操作部材）２６ｅは、摺動部４０
４のみ自己潤滑性のある材料で形成し、操作部４０２は難燃性部材で形成しているため、
発射停止ボタン（操作部材）２６ｅの操作性を損なわないようにしつつ、火事等の災害に
強いボタン機構を提供することができる。
　よって、例え、遊技者が火のついたタバコをもったままで発射ハンドル２６ｂを操作し
たとしても、さらに、遊技者が遊技の腹癒せに発射ハンドル２６ｂに火をつけようとした
としても、発射停止ボタン２６ｅの操作部４０２が引火し難いものであるため、火事の虞
も少なく安全性が高い。
【０１１０】
　なお、操作部４０２と摺動部４０４は一体に配設されるとしているが、これは、操作部
４０２と摺動部４０４が同一の動きをするように配設されていればよいという意味であり
、特に一体成形されるとの意味ではない。例えば、接着剤などで分離不可能に固着して一
体とする場合、キー結合や嵌合など分離可能に一体とする場合の双方ともが想定され、何
等限定解釈されるものではない。
【０１１１】
＜配線保持部材について＞
　前記配線保持部材５００は、着脱機構を介して電気部品収容部材（例えば、液晶表示装
置収容部材４ａ、サブ制御基板収容部材３３ａ，サブＲＯＭ中継基板収容部材４４ａ，サ
ブ中継基板収容部材４３ａ，払出・発射制御基板収容部材３４ａ，電源基板収容部材４５
ａなど）に着脱可能に備えられている。本実施形態では、液晶表示装置４を収容する液晶
表示装置収容部材（液晶ブラケットともいう）４ａを電気部品収容部材の一実施形態とし
て用いた上で、本実施形態の配線保持部材５００の一例を図に基づいて説明する（図３３
－図３６）。
【０１１２】
　前記液晶表示装置収容部材（電気部品収容部材）４ａは、例えば本実施形態では、図３
３に示すように、電気部品（液晶表示装置４）を収容する所定の凹形状をもって構成され
た第一の面部（収容部）６０と、当該第一の面部６０と反対の面（背面）である第二の面
部（背面部）６１とを備えている。
　また、前記第二の面部６１には、所定の配線（ハーネス）５１５を保持する配線保持部
材５００を配設する領域が形成されており、その領域の所定位置には、配線保持部材５０
０に備えられる複数個の突出部５０７と複数個の係止爪部５０８とともに着脱機構を構成
する複数個の差込み孔５０９と複数個の係止孔５１０を備えている（図３４参照）。
【０１１３】
　前記電気部品収容部材（例えば、液晶表示装置収容部材４ａ、サブ制御基板収容部材３
３ａ，サブＲＯＭ中継基板収容部材４４ａ，サブ中継基板収容部材４３ａ，払出・発射制
御基板収容部材３４ａ，電源基板収容部材４５ａなど）は、特にその形態に限定解釈され
るものではないが、各種の電気部品（液晶表示装置４、サブ制御基板３３、サブ中継基板
４３、サブＲＯＭ中継基板４４、払出・発射制御基板３４、電源基板４５など）を収容可
能な形態を有する第一の面部６０と、その背面側の第二の面部６１を少なくとも備えてい
るものである。
　第一の面部６０は電気部品の全体を収容するものと、一部を収容するものとが想定され
ており、そのいずれもが本発明の範囲内である。
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【０１１４】
　配線保持部材５００は、前記電気部品収容部材（例えば、液晶表示装置収容部材４ａ）
の第二の面部６１に着脱機構を介して着脱可能に備えられている。
【０１１５】
　配線保持部材５００は、例えば、図３４－図３６に示すように、平行に形成された板状
の上面部５０１と下面部５０２と、前記上面部５０１と下面部５０２の相対向する一つの
長辺同士にわたって一体に形成される板状の後面部５０３とからなり、前面側と左右の側
面側をそれぞれ開放し、側面視で略コの字状を有する細幅の長尺状に形成されている。
また、本実施形態では、透明な合成樹脂材をもって内部確認可能に構成されている。
【０１１６】
　前記上面部５０１と底面部５０２のそれぞれの内面の開口縁寄りには、上下方向（図中
、Ｌで示す方向）で同一位置を底辺とした略直角三角形状の突起５０４，５０４が対向し
て形成されている。本実施形態では、上下一対の突起５０４，５０４が、等間隔で４組備
えられている（図３５－図３６参照）。
【０１１７】
　相対向する突起５０４，５０４は、いわゆる点対称に形成されている。すなわち、それ
ぞれの頂点５０４ａ，５０４ａ同士と、それぞれ直角をもって水平方向に設けられた一辺
（垂辺）５０４ｂ，５０４ｂ同士とを、それぞれ横方向にずらして形成されているととも
に、それぞれの相対向する斜辺５０４ｃ，５０４ｃ同士の間に所定の間隙５０５を形成し
ている（図３５及び図３６参照）。
　この間隙５０５を介して配線（ハーネス）５１５が後述する配線（ハーネス）保持空間
５０６へと組み入れられる。
　前記突起５０４と後面部５０３の内面５０３ａとの間には、前記突起５０４，５０４間
の間隙５０５を挿入口とし、左右の開放した側面側をそれぞれ配線引出口５１６，５１６
とする所定空間の配線（ハーネス）保持空間５０６が形成される（図３４～図３６参照）
。
【０１１８】
　また、前記突起５０４の厚み(図３４中、Ｗで示す奥行き方向の厚み)は特に限定はされ
ないが、配線の組み入れ時に折損しない程度で、かつ配線保持空間５０６を形成可能な程
度の厚みを有していればよい。
　また、突起５０４の形態も限定されるものではなく、配線保持空間５０６に保持された
配線が容易に抜け落ちない形態であればよい。
　さらに、図示しないが、前記突起５０４，５０４同士で形成された間隙（挿入口）５０
５に代えて、前記後面部５０３に対向する前面部を設け、その前面部の長手方向(左右の
側面部方向)にわたって切欠かれた長尺の切り込みも挿入口として採用できることは想定
可能である。
【０１１９】
　前記着脱機構は、例えば本実施形態では、前記電気部品収容部材（液晶表示収容空間４
ａ）の第二の面部６１に設けられた差込み孔５０９及び係止孔５１０と、前記配線保持部
材５００に設けられ、前記差込み孔５０９に差込み可能な突出部５０７と、前記係止孔５
１０に着脱可能に係止する係止爪部５０８とで構成されている（図３３～図３６参照）。
【０１２０】
　前記突出部５０７は、前記上面部５０１の外面の開口縁寄りにて上方に向けて設けられ
ており、前記上面部５０１から一体に立ち上げられた所定厚さで矩形状の立設部５０７ａ
と、前記立設部５０７ａの先端に一体に設けられた係止部５０７ｂとで構成されている。
本実施形態では、配線保持部材５００の長手方向に等間隔で３個突設されている。
　なお、本実施形態では、上述のとおり係止部５０７ｂを備え持つ構造としているが、突
出部にはこの係止部５０７ｂを持たない形態も本発明の範囲内である。
【０１２１】
　前記係止爪部５０８は、前記後面部５０３から所定長さをもって前方に向けて突設され
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ており、後面部５０３から直交状に一体に突設された水平板部５０８ａと、前記水平板部
５０８ａの先端に一体に設けられた爪部５０８ｂとで構成されている。
　本実施形態では、前記底面部５０２の所定位置を切欠き、その切欠き領域に前記水平板
部５０８ａが配設され、前記爪部５０８ｂを前記領域から前方に向けて突出させている。
　本実施形態では、前記両端の突出部５０７，５０７よりも内側に入った位置にてそれぞ
れ一つずつ計２個突設されている。
【０１２２】
　前記差込み孔５０９及び係止孔５１０は、前記電気部品収容部材の第二の面部６１にお
ける所定位置にそれぞれ設けられている。
　本実施形態では、電気部品収容部材（液晶ブラケット）４ａの第二の面部６１には、図
３３に示すように、一段高い位置に形成された第一領域６１ａが形成されており、その第
一領域６１ａには、サブ制御基板３３、サブ中継基板４３、サブＲＯＭ中継基板４４が裏
ユニットとして横方向に並んで配設されている。
　そして、前記第二の面部６１には、前記第一領域６１ａよりも垂直方向で下方にて、前
記第一領域６１ａよりも一段低い横長の幅狭状に形成された第二の領域６１ｂが形成され
ており、その第二の領域６１ｂに前記差込み孔５０９と係止孔５１０がそれぞれ所定位置
に形成されている。
【０１２３】
　前記差込み孔５０９は、第一の領域６１ａから第二の領域６１ｂへと段差状に続く水平
壁部５１１に貫通状に３個形成されている。
　前記係止孔５１０は、その水平壁部５１１から連続して垂直状に下方に続く垂直面５１
２に２個形成されている。
【０１２４】
　前記差込み孔５０９と係止孔５１０の位置関係は、次の通りである。
　配線保持部材５００の上面部５０１から係止爪部５０８までの距離をＡとし、差込み孔
５０９から係止孔５１０までの距離をＢとしたとき、Ａ＞Ｂの関係を具備するように構成
する。
　すなわち、上述の通り、Ａ＞Ｂの関係となるように構成することで、配線保持部材５０
０が電気部品収容部材（液晶ブラケット）４ａの第二の面部６１にしっかりと保持される
からである。
　まず、配線保持部材５００の配線保持空間５０６に配線５１５を保持させた状態で、第
二の面部６１の各差込み孔５０９に、配線保持部材５００の各突出部５０７を挿入し、次
に、Ａ＞Ｂの関係であるため、係止爪部５０８の弾性力に抗して係止孔５１０に爪部５０
８ｂを挿入する。これにより、挿入後、係止爪部５０８の弾性力によって係止孔５１０に
爪部５０８ｂがしっかりと係止できる。
【０１２５】
　本実施形態では、配線保持部材５００の後面部５０３には複数個の矩形状の貫通孔５１
３が設けられている。
　貫通孔５１３の孔形状や孔数量は特に限定されるものではなく、また、貫通孔５１３の
位置も限定されるものではなく、本発明の範囲内で設計変更可能である。また、貫通孔５
１３を有さない形態であっても本発明の範囲内である。
　さらに、本実施形態では、配線５１５の配設方向が一目で分かるように後面部５０３に
配設方向を示す矢印５１４を記載している。これにより、あまり経験のない作業者であっ
ても配設間違いをすることがない。
【０１２６】
　本実施形態によれば、配線保持部材５００を備えたため、着脱機構を介して配線保持部
材５００を電気部品収容部材（例えば液晶ブラケット４ａ）から取り外すだけの簡単な操
作で配線５１５の取り外しが行なえることとなった。
　これにより、従来配線の這い回しや取り外しが大変面倒であった配線着脱作業の容易化
が図れる。また、配線着脱作業の容易化によりメンテナンス作業時間の短縮化も図れるこ
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ととなる。
　さらに、本実施形態では、配線保持部材５００に貫通孔５１３を備える構成としたため
、貫通孔５１３を介して配線５１５の状態を容易に確認できる。また、この貫通孔５１３
が設けられていることにより、放熱効果も発揮され得る。
【０１２７】
　なお、前記配線保持部材の形態は、本実施形態に限定されず、電気部品収容部材の第二
の面部の形態や、所定の配線の配設位置や配設空間などに応じて適宜設計変更可能である
。
【０１２８】
＜操作ユニット９について＞
　上記したように、表枠３に対して着脱可能な上皿上部カバー８ａには、所定の遊技中に
遊技者が操作（回転操作、押圧操作）することで各種演出の表示態様に変化を与えるため
の操作ユニット９が設けられており（図１～図２参照）、操作ユニット９は、図３７～図
４５に示すように、上皿上部カバー８ａに着脱可能に固定されるベース部材６００上に、
遊技者が回転させて操作することが可能な回転操作機構６０１と、遊技者が押圧して操作
することが可能な押圧操作機構６０２とを一体的に組み付けて構成されている。なお、本
実施形態では、回転操作機構６０１を中空環状に構成し、その中空環状領域内に、環状を
成す押圧操作機構６０２を介在させた構成を想定する。
【０１２９】
　図３９に示すように、押圧操作機構６０２は、遊技者が例えば手指等で押圧して突没操
作させることが可能な押圧操作手段と、押圧操作手段を突没可能に弾性支持する弾性支持
手段と、押圧操作手段の押圧操作状態（例えば、突没回数、突没タイミング等）を検知す
る押圧操作状態検知手段とを備えている。
【０１３０】
　また、かかる押圧操作機構６０２（操作ユニット９）を有するパチンコ遊技機には、演
出実行手段が設けられ、これにより、押圧操作手段の押圧操作状態が押圧操作状態検知手
段によって検知されたことに基づいて、所定の演出を実行することができる。この場合、
演出実行手段としては、例えば、液晶表示装置４（図９参照）、サブ制御基板３３（図１
０参照）などを適用することができる。
【０１３１】
　これによれば、例えば、液晶表示装置４上に「押圧（突没）操作すべき命令（ボタンを
押せ！）」についての演出が表示されている場合を想定すると、かかる命令に従って遊技
者が押圧操作手段を押圧操作（突没操作）すると、そのときの押圧操作（突没操作）に基
づいて、サブ制御基板３３によって液晶表示装置４上に所定の演出（例えば「押圧（突没
）操作完了」についての演出など）が実行される。
【０１３２】
　ここで、弾性支持手段のとしては、例えば圧縮コイルばね６０３を適用することができ
る。かかる構成によれば、当該弾性支持手段（圧縮コイルばね）６０３を、後述する回転
操作機構６０１の固定ベース６０４（ベース部材６００上に固定される）と、押圧操作手
段との間に介在され、これにより、押圧操作手段を、当該弾性支持手段（圧縮コイルばね
６０３）の弾性力によって、ベース部材６００（固定ベース６０４）に対して突没可能に
弾性支持することができる。
【０１３３】
　また、押圧操作手段の一例としては、押圧ベース６０５上に、発光手段６０６ａ（例え
ば、ＬＥＤ等）が構築されたボタン電飾基板６０６と、押圧操作時に遊技者の例えば手指
等が触れる表面装飾部材６０７（レンズ６０７ａ、拡散シート６０７ｂなど）とを対向配
置させて構成することができる。かかる構成によれば、発光手段（ＬＥＤ）６０６ａから
発せられた光により、表面装飾部材６０７から美観に優れた例えば放射光や拡散光などを
発生させることができるため、遊技における押圧操作に対する興趣を向上させることがで
きる。なお、発光手段（ＬＥＤ）６０６ａの制御は、サブ制御基板３３（図１０参照）に
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よって行われる。
【０１３４】
　この場合、発光手段（ＬＥＤ）６０６ａが構築されたボタン電飾基板６０６、表面装飾
部材６０７（レンズ６０７ａ、拡散シート６０７ｂ）は、上記した演出実行手段として構
成することが可能であり、そうすると、遊技の状態に応じて、当該発光手段（ＬＥＤ）６
０６ａから発せられた光を拡散シート６０７ｂに照射することで、レンズ６０７ａから美
観に優れた例えば放射光や拡散光などを遊技状態に合わせて発生させることができる。
【０１３５】
　また、押圧操作状態検知手段の一例としては、検知片（検知部材ともいう）６０８を押
圧ベース６０５に設けるとともに、当該検知片６０８を検知するためのセンサ基板６０９
をベース部材６００に固定することで構成することができる。かかる構成において、セン
サ基板６０９には、押圧ベース６０５（押圧操作手段）とともに突没する検知片６０８の
突没状態（例えば、突没回数、突没タイミング等）を検知するセンサ部６０９ｓが設けら
れている。この場合、押圧操作に際し、センサ部６０９ｓに対して出たり入ったり（突没
）する検知片６０８の例えば突没回数や突没タイミングを検知することで、押圧操作手段
の押圧操作状態（すなわち、遊技者が押圧操作手段を例えば手指等で押圧して突没操作さ
せる回数やタイミング等）を正確に検知することができる。
【０１３６】
　一方、図３９に示すように、回転操作機構６０１は、ベース部材６００上に支持され、
遊技者が例えば手指等で回転操作可能な回転操作手段と、回転操作手段の回転操作状態を
検知する回転操作状態検知手段と、回転操作手段とベース部材６００との間に設けられ、
回転操作手段の回転操作に追従して回転する複数の球状部材６１０（例えば、金属製の球
体やボール等）とを備えている。
【０１３７】
　また、かかる回転操作機構６０１（操作ユニット９）を有するパチンコ遊技機には、演
出実行手段が設けられ、これにより、回転操作手段の回転操作状態が回転操作状態検知手
段によって検知されたことに基づいて、所定の演出を実行することができる。この場合、
演出実行手段としては、例えば、液晶表示装置４（図９参照）、サブ制御基板３３（図１
０参照）などを適用することができる。
【０１３８】
　これによれば、例えば、液晶表示装置４上に「回転操作すべき命令（ジョグダイヤルを
回せ！）」についての演出が表示されている場合を想定すると、かかる命令に従って遊技
者が回転操作手段を回転操作すると、そのときの回転操作に基づいて、サブ制御基板３３
によって液晶表示装置４上に所定の演出（例えば「回転操作完了」についての演出など）
が実行される。
【０１３９】
　ここで、回転操作手段の一例としては、ベース部材６００上に回転可能に設けられた回
転ハウジング６１１と、遊技者の例えば手指等で回転させることが可能な透光性を有する
（後述する発光手段６１２ａからの光を透光可能な）回転カバー６１３と、回転カバー６
１３と回転ハウジング６１１との間に介在させる回転レンズ６１４とを備えて構成するこ
とができる。
【０１４０】
　なお、回転ハウジング６１１、回転カバー６１３、回転レンズ６１４は、互いに一体的
に組み合わせて構成され、これにより、回転カバー６１３の回転操作に連動して、回転レ
ンズ６１４および回転ハウジング６１１が共に回転する。また、上記した発光手段６１２
ａ（例えば、ＬＥＤ等）は、ジョグダイヤル電飾基板６１２に構築されており、当該ジョ
グダイヤル電飾基板６１２は、固定ベース６０４に搭載された状態で、ベース部材６００
上に固定されるようになっている。
【０１４１】
　この場合、発光手段（ＬＥＤ）６１２ａが構築されたジョグダイヤル電飾基板６１２、
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回転レンズ６１４、回転カバー６１３は、上記した演出実行手段として構成することが可
能であり、そうすると、遊技の状態に応じて、当該発光手段（ＬＥＤ）６１２ａから発せ
られた光を回転レンズ６１４に照射することで、回転カバー６１３から美観に優れた例え
ば放射光や拡散光などを遊技状態に合わせて発生させることができる。
【０１４２】
　また、回転操作状態検知手段の一例としては、検知片（検知部材ともいう）６１５（図
４１参照）を回転ハウジング６１１に設けるとともに、回転ハウジング６１１とともに回
転する当該検知片６１５を検知するためのセンサ６１６（図４０参照）をジョグダイヤル
電飾基板６１２に設けることで構成することができる。なお、検知片６１５は、回転ハウ
ジング６１１のうちジョグダイヤル電飾基板６１２に対向する表面６１１ｆに設けられ、
当該回転ハウジング６１１の回転中心に対して同心円状に、かつ周方向に沿って所定間隔
（例えば、等間隔）で複数個配列されている。
【０１４３】
　一方、センサ６１６は、ジョグダイヤル電飾基板６１２のうち回転ハウジング６１１の
表面６１１ｆに対向する裏面６１２ｔにおいて、回転ハウジング６１１とともに回転する
各検知片６１５が通過可能な位置に沿って、周方向に２つ設けられており、各センサ６１
６を検知片６１５が通過したことを検知することで、回転ハウジング６１１の回転状態（
すなわち、回転操作手段の回転操作状態）を正確に検知することができる。
【０１４４】
　なお、センサ６１６による検知方法の一例としては、発光素子６１６ａと、発光素子６
１６ａから発せられた光を受光する受光素子６１６ｂとを対向配置させて各センサ６１６
を構成すればよい。これにより、各センサ６１６において、発光素子６１６ａと受光素子
６１６ｂとの間を通過した検知片６１５の例えば通過個数や通過タイミング等を検知する
ことで、回転操作手段（回転カバー６１３）の回転方向や回転速度などを正確に検知する
ことができる。
【０１４５】
　このような回転操作機構６０１において、回転ハウジング６１１の裏面６１１ｔ（検知
片６１５が設けられた表面６１１ｆとは反対側の面）には、複数の球状部材６１０を１つ
ずつ回転自在に保持する保持部６１１ｈが、周方向に沿って所定間隔（例えば、等間隔）
に設けられ（図４２参照）、一方、ベース部材６００には、回転ハウジング６１１の裏面
６１１ｔに対向する対向面６００ｆにおいて、上記した保持部６１１ｈに保持された球状
部材６１０が転動可能な転動面６００ｓが、周方向に沿って円環状に連続して設けられて
いる（図４３参照）。
【０１４６】
　これにより、複数の球状部材６１０は、回転ハウジング６１１のうち検知片６１５が設
けられた表面６１１ｆとは反対側の裏面６１１ｔに接触しつつ、ベース部材６００との間
に沿って転動する。なお、複数の球状部材６１０を１つずつ回転自在に保持する保持部６
１１ｈに代えて、周方向に沿って円環状に連続した保持部（図示しない）を構成し、当該
円環状の保持部全体に亘って複数の球状部材６１０を連続的に配列させるようにしてもよ
い。また、転動面６００ｓについては、ここに潤滑剤を塗布し、球状部材６１０の転動性
を向上させるようにしてもよい。
【０１４７】
　以上、回転操作手段（回転ハウジング６１１）とベース部材６００との間に、当該回転
操作手段（回転カバー６１３）の回転操作に追従して回転する複数の球状部材６１０を介
在させたことで、当該球状部材６１０を介在させない場合に比べて、回転操作手段におけ
る回転操作性を飛躍的に高めることができる。これによれば、当該回転操作手段の回転操
作に際し、何らの違和感を覚えることなく円滑（スムーズ）に行うことができるため、遊
技者は遊技にのみ集中することが可能となり、その結果、遊技に対する興趣を低下させる
ことはない。
【０１４８】
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　さらに、１つの部材（回転ハウジング６１１）に対し、円滑（スムーズ）に回転操作手
段を回転させるための構成（球状部材６１０が回転可能に接触する裏面６１１ｔ）と、回
転操作手段の回転操作状態を検知するための構成（回転操作状態検知手段の検知片６１５
が設けられた表面６１１ｆ）とを備えるようにしたことで、回転操作手段に要する部品点
数を削減することができるため、その分だけ当該回転操作手段の低コスト化を図ることが
できるとともに、これによる当該回転操作手段のコンパクト化（省スペース化）を図るこ
とができる。
【０１４９】
　ところで、上記したような操作ユニット９は、図４４～図４５に示すように、ベース部
材６００上に回転操作機構６０１と押圧操作機構６０２とを組み付けて一体化させた状態
で、所定の取付機構を介して、パチンコ遊技機に着脱自在に搭載させることができるよう
になっており、これにより、当該操作ユニット９を構成する上記した操作手段（押圧操作
手段、回転操作手段）を当該パチンコ遊技機に着脱自在に取り付けることができる。
【０１５０】
　ここで、操作ユニット９の搭載場所については、例えば遊技者が操作し易い部位を含め
て、パチンコ遊技機の使用目的や使用環境などに応じて設定されるため、特に限定される
ものではないが、図４４～図４５では一例として、表枠３を構成する上皿上部カバー８ａ
に対して、操作ユニット９を着脱自在に設ける場合を想定する。
【０１５１】
　取付機構は、上皿上部カバー８ａを貫通して形成され、操作ユニット９を挿入配置させ
ることが可能な取付用孔６１７と、上皿上部カバー８ａの裏面（背面）側において、取付
用孔６１７を挟んでその両側に対向して設けられた一対の取付用ボス６１８と、当該操作
ユニット９に設けられ、当該操作ユニット９を上皿上部カバー８ａの裏面（背面）側から
取付用孔６１７に挿入配置させた状態で、一対の取付用ボス６１８を介して、当該操作ユ
ニット９を上皿上部カバー８ａに着脱自在に固定させる固定手段とを備えている。
【０１５２】
　この場合、一対の取付用ボス６１８は、上皿上部カバー８ａの裏面（背面）側から立ち
上げられた軸部６１８ａと、軸部６１８ａの先端に設けられ、軸部６１８ａよりも拡大し
た頭部６１８ｂとを備えている。なお、取付用ボス６１８としては、例えば、一般的なネ
ジを軸部６１８ａとし、当該軸部６１８ａよりも拡大したワッシャを頭部６１８ｂとして
構成することができる。また、取付用孔６１７の形状や大きさ等は、ここに挿入配置させ
る操作ユニット９（押圧操作手段、回転操作手段）の形状や大きさ等に応じて設定される
ため、特に限定しない。
【０１５３】
　また、固定手段の配置については、例えば、上記した操作ユニット９（押圧操作手段、
回転操作手段）に直接構築してもよいし、或いは、当該操作ユニット９（押圧操作手段、
回転操作手段）をベース部材６００上に組み付けて一体化させた状態における当該ベース
部材６００に構築してもよい。ここでは一例として、ベース部材６００に固定手段が構築
された場合を想定する。
【０１５４】
　図３８、図４３、図４５に示すように、固定手段は、操作ユニット９（ベース部材６０
０）の両側に対向して貫通形成され、操作ユニット９（具体的には、回転操作手段）の回
転方向に沿って円弧状に延在し、かつ、一対の取付用ボス６１８の軸部６１８ａを挿通さ
せた状態で、その両端まで移動させることが可能な一対の固定用長孔６１９と、一対の固
定用長孔６１９の一端側に形成され、一対の取付用ボス６１８の頭部６１８ｂを挿脱させ
ることが可能な頭部挿脱部６１９ａと、一対の固定用長孔６１９の他端側に形成され、一
対の取付用ボス６１８の頭部６１８ｂを挿脱させることが不可能な頭部抜け止め部６１９
ｂとを備えている。
【０１５５】
　かかる固定手段によれば、まず、操作ユニット９をその回転操作機構６０１および押圧
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操作機構６０２側から取付用孔６１７に挿入しつつ、一対の取付用ボス６１８の頭部６１
８ｂを、一対の固定用長孔６１９の一端側の頭部挿脱部６１９ａに同時に挿入し（図４５
参照）、その状態で、操作ユニット９（具体的には、ベース部材６００）を一方向に回転
させて、一対の取付用ボス６１８の軸部６１８ａを一対の固定用長孔６１９の他端側まで
移動させる。このとき、一対の取付用ボス６１８の頭部６１８ｂは、頭部抜け止め部６１
９ｂによって抜け止めされた状態となり、その結果、操作ユニット９（ベース部材６００
）を一対の取付用ボス６１８に対して抜け止め固定させることができる。これにより、操
作ユニット９は、回転（押圧）操作可能にベース部材６００で支持された状態で、一対の
取付用ボス６１８を介して、上皿上部カバー８ａに対して抜け止め固定される。
【０１５６】
　これに対して、操作ユニット９が一対の取付用ボス６１８に対して抜け止め固定された
状態において、まず、操作ユニット９（具体的には、ベース部材６００）を他方向に回転
させて、一対の取付用ボス６１８の軸部６１８ａを一対の固定用長孔６１９の一端側まで
移動させる。このとき、一対の固定用長孔６１９の頭部挿脱部６１９ａを介して、一対の
取付用ボス６１８の頭部６１８ｂが挿脱可能な状態とる。これにより、操作ユニット９（
ベース部材６００）は、一対の取付用ボス６１８から取り外し可能となる。
【０１５７】
　以上、一対の取付用ボス６１８と固定手段（固定用長孔６１９）とを用いた取付機構に
よれば、上皿上部カバー８ａに対する操作ユニット９（押圧操作手段、回転操作手段）の
取付作業および取外作業をワンタッチで、簡単かつ短時間に行うことができる。なお、当
該取付機構では、従来では必要であった取付ネジ等の部材が一切不要となるため、その分
だけ遊技機の製造コストを削減することができるとともに、操作ユニット９の取付性およ
び取外性を飛躍的に向上させることができる。
【０１５８】
　さらに、上記した表枠３（表枠ベース板３ａ）の表面に備えられる皿ユニット８には、
上皿上部カバー８ａを囲むように、上皿構成部材（上皿左飾り１７ａ、上皿前飾り１７ｃ
、上皿本体１７ｐのほかに、特に図示しないが例えば、上皿を装飾する装飾部材や、上皿
下部カバーなど）が備えられており、上皿構成部材は、表枠３の裏面（背面）側から固定
されているため、表枠３を本体枠２から開けた状態でなければ、表枠３から取り外すこと
ができない。従って、上皿上部カバー８ａに対する操作ユニット９の取付・取外作業を行
う場合、表枠３を開けた状態で、当該上皿構成部材を全て取り外した後でなければ、上皿
上部カバー８ａに対する操作ユニット９の取付・取外作業を行うことができない。これに
より、遊技者側からの不正なアクセスによって、操作ユニット９を簡単に取り外すことは
できない。
【０１５９】
　ここで、上皿上部カバー８ａに対する操作ユニット９の取付・取外作業としては、例え
ば、表枠３を開けた状態で上皿構成部材を全て取り外し、上皿上部カバー８ａのみを残留
させた後、当該上皿上部カバー８ａの裏面側から操作ユニット９（回転操作機構６０１、
押圧操作機構６０２）を取付用孔６１７に挿入して取り付けるようにしてもよいし、或い
は、上皿上部カバー８ａを表枠３の表面（前面）（図１～図２参照）から差し込んで、そ
の差込先端８ｐ（図４４～図４５参照）を表枠３の裏面（背面）側から固定（例えば、ビ
ス止め、係止など）する構成とし、操作ユニット９の取付・取外に際し、表枠３を開いた
状態で上皿構成部材とともに上皿上部カバー８ａも取り外した後に、当該上皿上部カバー
８ａに対して、上記同様の方法により操作ユニット９を着脱させるようにしてもよい。な
お、上皿構成部材の一部又は全部を表枠３の表面（前面）側から固定するようにしてもよ
い。
【０１６０】
＜右側装飾部材における導光板の押え部材について＞
　図４６に示すように、右側装飾部材１５（右上レンズ１５ａ、右中レンズ１５ｂ、右パ
ネルカバー１５ｃ）には、その内方に、端面７００ｔより入れた光を均一に面発光させる
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導光板７００と、光を反射させるリフレクタ７０１と、導光板７００の端面７００ｔに向
けて光を照射する第１発光手段７０２ａ、および、リフレクタ７０１に向けて光を照射す
る第２発光手段７０２ｂを有する発光基板７０２と、導光板７００およびリフレクタ７０
１と、発光基板７０２との間に位置するとともに、導光板７００に当接させることで、導
光板７００を位置決め固定させ、その端面７００ｔを第１の発光手段７０２ａに対向させ
る押え部材７０３とを備えている。
【０１６１】
　かかる右側装飾部材１５において、発光基板７０２は、２つの基板部材７０２－１,７
０２－２から構成され、押え部材７０３も、２つの押え部材７０３－１,７０３－２から
構成されている。これに合わせて、上記した導光板７００は、２つ用意されており、これ
ら２つの導光板７００は、その端面７００ｔを第１発光手段７０２ａに対向させるべく、
当該第１発光手段７０２ａに平行かつ一方向に整列させて構成されている。かかる構成に
おいて、当該各導光板７００は、反射シート７０４と透光性を有する右パネルユニットと
の間に挟持（サンドイッチ）された状態で、その反射シート７０４側に位置させた右側ス
テイ７０５の一方側面に支持されるようになっている。
【０１６２】
　具体的には、右パネルユニットは、その導光板７００側から順に右パネルシート７０６
と、所定のデザインが施された右パネルカバー１５ｃと、右パネルカバー１５ｃを覆う右
サイドフレーム７０７を備えて構成されている。かかる構成において、右サイドフレーム
７０７を右側ステイ７０５に取り付けることで、当該右サイドフレーム７０７と右側ステ
イ７０５の一方側面との間に、上記した反射シート７０４、各導光板７００、右パネルシ
ート７０６、右パネルカバー１５ｃが互いに密接して積層した状態で収容される。
【０１６３】
　この場合、第１の発光手段７０２ａから各導光板７００の端面７００ｔに光を照射する
と、その光は各導光板７００に沿って均一に面状に広がった後、反射シート７０４によっ
て反射されることで、各導光板７００から右パネルユニットに向けて面状に発光する。そ
して、かかる面状の光が、右パネルシート７０６から右パネルカバー１５ｃを通過するこ
とで、右パネルカバー１５ｃに施されたデザインを、光による表示態様によって右サイド
フレーム７０７から発生表示させることができるため、遊技に対する興趣を向上させるこ
とができる。
【０１６４】
　また、当該右側装飾部材１５において、右側ステイ７０５の他方側面（導光板７００が
支持される側とは反対側の面）には、上記したリフレクタ７０１が支持されるようになっ
ている。なお、右側ステイ７０５に対するリフレクタ７０１の支持方法としては、例えば
、接着、ビス止めなど既存の方法を適用すればよい。これにより、当該リフレクタ７０１
を囲むように、上記した右上レンズ１５ａおよび右中レンズ１５ｂを対向させることがで
きる。
【０１６５】
　この場合、第２発光手段７０２ｂからリフレクタ７０１に光を照射すると、当該リフレ
クタ７０１からランダムに反射した光が右上レンズ１５ａおよび右中レンズ１５ｂを通過
することで、美観に優れた例えば放射光や拡散光などを発生させることができ、これによ
り、光による表示態様に変化を与えることができるため、遊技に対する興趣を向上させる
ことができる。
【０１６６】
　ところで、上記した第１及び第２発光手段７０２ａ,７０２ｂとして、例えば複数のＬ
ＥＤ７０８を適用した場合、第２発光手段７０２ｂでは、発光基板７０２の側面（リフレ
クタ７０１側の面）に亘って複数のＬＥＤ７０８を任意に点在させればよいが、第１発光
手段７０２ａでは、各導光板７００の端面７００ｔに沿って光を照射させるべく、複数の
ＬＥＤ７０８を一方向に整列させる必要がある。この場合、各導光板７００の端面７００
ｔと複数のＬＥＤ７０８とをズレ無く対向させることが求められる。
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【０１６７】
　そこで、右側装飾部材１５には、各導光板７００を位置決め固定して、その端面７００
ｔを第１の発光手段７０２ａ（すなわち、一方向に整列させた複数のＬＥＤ７０８）に対
向させる押え部材７０３が設けられている。なお、図面には、押え部材７０３の一例とし
て、導光板７００の端面７００ｔ近傍の側面に沿って延出させた矩形状のものが示されて
いるが、これに限定されることはなく、導光板７００の端面７００ｔ近傍の側面に沿って
当接して位置決めできるような形状であればよい。
【０１６８】
　これによれば、図４７に示すように、押え部材７０３を導光板７００の端面７００ｔ近
傍の側面に当接させ、その状態で、当該押え部材７０３の取付部７０３ａを右側ステイ７
０５に固定することで、当該導光板７００の端面７００ｔ近傍の側面は、当該押え部材７
０３と右側ステイ７０５との間で挟持された状態となる。これにより、導光板７００の端
面７００ｔ近傍の側面が位置決めされ、その結果、その端面７００ｔを複数のＬＥＤ７０
８の整列方向に沿って正確かつズレ無く対向させることができる。
【０１６９】
　この場合、押え部材７０３は、当該押え部材７０３を導光板７００に当接させた状態に
おいて、その一部が光の照射経路を覆うように各導光板７００の端面７００ｔよりも突出
させることが好ましい。そうすることで、第１の発光手段７０２ａ（一方向に整列させた
複数のＬＥＤ７０８）から発せられた光を、各導光板７００の端面７００ｔに向けて漏れ
なく照射させることができる。なお、押え部材７０３を突出させる形状や大きさについて
は、例えば、各導光板７００の端面７００ｔと第１の発光手段７０２ａ（一方向に整列さ
せた複数のＬＥＤ７０８）との間の隙間の寸法や構成などに応じて設定されるため、ここ
では特に限定しない。
【０１７０】
　ところで、右側装飾部材１５としては、上記したものに限定されることはなく、例えば
図４９に示すような構成としてもよい。すなわち、図４９の右側装飾部材１５において、
右側ステイ７１０の一方側面と右サイドフレーム７１１との間には、右側ステイ７１０側
から順に、反射シート７１２、２枚整列した導光板７１３、所定のデザインが施された右
パネルシート７１４、右パネルカバー７１５を積層配置させる。また、右側ステイ７１０
の他方側面に対して、光を反射させるリフレクタ７１６、導光レンズ７１７、導光板７１
３の端面７１３ｔに向けて光を照射する第１発光手段７１８ａ、および、リフレクタ７１
６と導光レンズ７１７に向けて光を照射する第２発光手段７１８ｂを有する発光基板７１
８を対向配置させる。なお、当該右側装飾部材１５において、導光レンズ７１７は、２つ
のレンズ部材７１７－１,７１７－２から構成され、発光基板７１８も、２つの基板部材
７１８－１,７１８－２から構成されている。
【０１７１】
　かかる構成において、第１の発光手段７１８ａから各導光板７１３の端面７１３ｔに光
を照射すると、その光は各導光板７１３に沿って均一に面状に広がった後、反射シート７
１２によって反射されることで、各導光板７１３から面状に発光する。このとき、当該面
状の光が右パネルシート７１４から右パネルカバー７１５を通過することで、右パネルカ
バー７１５に施されたデザインを光による表示態様によって右サイドフレーム７１１から
発生表示させる。
【０１７２】
　また、第２発光手段７１８ｂからリフレクタ７１６および導光レンズ７１７に光を照射
すると、当該リフレクタ７１６および導光レンズ７１７からランダムに反射した光が右ア
ウターレンズ７１９および右インナーレンズ７２０を通過することで、美観に優れた例え
ば放射光や拡散光などを発生させる。
【０１７３】
　ここで、上記した第１及び第２発光手段７１８ａ,７１８ｂとして、例えば複数のＬＥ
Ｄ７２１を適用した場合、第２発光手段７１８ｂでは、発光基板７１８の側面（リフレク
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タ７１６側の面）に亘って複数のＬＥＤ７２１を任意に点在させればよいが、第１発光手
段７１８ａでは、各導光板７１３の端面７１３ｔに沿って光を照射させるべく、複数のＬ
ＥＤ７２１を一方向に整列させる必要がある。この場合、各導光板７１３の端面７１３ｔ
と複数のＬＥＤ７２１とをズレ無く対向させることが求められる。
【０１７４】
　そこで、図４９に示された右側装飾部材１５にも、各導光板７１３を位置決め固定し、
その端面７１３ｔを第１の発光手段７１８ａ（すなわち、一方向に整列させた複数のＬＥ
Ｄ７２１）に対向させる部材が設けられているが、かかる部材としては、図４６に示され
た右側装飾部材１５に用いられた押え部材７０３（２つの押え部材７０３－１,７０３－
２から構成されている押え部材）をそのまま再利用することができる。
【０１７５】
　これによれば、押え部材７０３を導光板７１３の端面７１３ｔ近傍の側面に当接させ、
その状態で、当該押え部材７０３の取付部７０３ａを右側ステイ７１０に固定することで
、当該導光板７１３の端面７１３ｔ近傍の側面は、当該押え部材７０３と右側ステイ７１
０との間で挟持された状態となる。これにより、導光板７１３の端面７１３ｔ近傍の側面
が位置決めされ、その結果、その端面７１３ｔを複数のＬＥＤ７２１の整列方向に沿って
正確かつズレ無く対向させることができる。
【０１７６】
　以上、右側装飾部材１５の押え部材７０３によれば、当該右側装飾部材１５の発光表示
態様を変更する場合、例えばリフレクタ７０１の形状や発光基板７０２の構成を変更して
も、さらには、右側装飾部材１５自体をモデルチェンジしても（図４６、図４９参照）、
従前に使用していた押え部材７０３を、そのまま再利用することができるため、当該変更
に要するコストの上昇を抑えることができる。
【０１７７】
　また、押え部材７０３の一部を、光の照射経路を覆うように各導光板７００の端面７０
０ｔよりも突出させることで、第１の発光手段７０２ａ（一方向に整列させた複数のＬＥ
Ｄ７０８）から発せられた光の全てを漏れなく導光板７００の端面７００ｔに照射させる
ことができるため、高精度で見映えの良い優れた発光表示態様を実現することができる。
【０１７８】
　この場合、図４８に示すように、上記した押え部材７０３－２に、発光基板７０２－１
及び７０２－２に亘って延在する配線７０９（例えば、コード、ハーネス）を保持する保
持部７０３ｂを設けることが好ましい。これによれば、発光基板７０２－１及び７０２－
２に亘って延在する配線７０９がばらけることを防止することができるため、当該配線７
０９が他の部材に絡まったり、引っ掛かったりするといった不具合の発生を未然に防止す
ることができる。
　なお、上記した実施形態において、押え部材７０３、発光基板７０２,７１８、導光レ
ンズ７１７として、２つの部材から構成されたものを想定したが、これに限定されること
はなく、押え部材７０３、発光基板７０２,７１８、導光レンズ７１７を、それぞれ、単
体で構成してもよいし、或いは、３つ以上の部材を組み合わせて構成してもよい。また、
押え部材７０３－１に保持部７０３ｂを設けるようにしてもよい。
【０１７９】
＜パトランプ役物について＞
　図５０～図５３に示すように、パトランプ役物は、表枠開口部（図１～図２）の上側に
設けられたトップ飾り１４に内蔵されており、光を発する発光手段８００と、光を反射す
る反射面部８０１ａ,８０１ｂを有し、発光手段８００の周囲を旋回することで、当該反
射面部８０１ａ,８０１ｂが当該発光手段８００の前方および後方に変位可能な第１の可
動装飾部材８０１と、光を反射する反射面部８０２ａ,８０３ａを有し、第１の可動装飾
部材８０１の両側のうち、少なくともいずれか一方に、第１の位置（図５０参照）と、第
２の位置（図５１参照）とに変位可能な第２の可動装飾部材８０２,８０３と、発光手段
８００から発せられた光を反射する反射面部８０４ａを有し、発光手段８００の後方に設
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けられた後方装飾部材８０４とを備えている。
【０１８０】
　ここで、発光手段８００、第１および第２の可動装飾部材８０１、８０２,８０３、後
方装飾部材８０４は、トップ飾り１４内に構築されたトップ飾りベース８０５に対して吊
り下げられた状態で構成配置されている。また、発光手段８００としては、例えば、市販
の電球や発光素子（ＬＥＤ等）を適用すればよい。さらに、第２の可動装飾部材は、ここ
では一例として、第１の可動装飾部材８０１の両側に、第２の右側可動装飾部材８０２、
第２の左側可動装飾部材８０３として設けられている。なお、右側および左側とは、遊技
者側から見た場合における左右方向に基づいて規定されている。
【０１８１】
　第１の可動装飾部材８０１において、上記した反射面部８０１ａおよび８０１ｂは、当
該第１の可動装飾部材８０１を構成する外側反射部材８０１ｔおよび内側反射部材８０１
ｓにそれぞれ設けられている。外側反射部材８０１ｔおよび内側反射部材８０１ｓは、発
光手段８００を一部囲むような半円弧形状を成しており、内側反射部材８０１ｓは、発光
手段８００に対向配置され、外側反射部材８０１ｔは、内側反射部材８０１ｓの外側に対
向配置された状態で、共に、発光手段８００の周りを同心状に回転する回転台８０６に固
定されている。
【０１８２】
　この場合、上記した反射面部８０１ｂは、内側反射部材８０１ｓのうち、発光手段８０
０に対向する部分（すなわち、第１の可動装飾部材８０１の内側部分）に設けられ、発光
手段８００から発せられた光を反射する内側反射面部８０１ｂとして構成されている。
　一方、上記した反射面部８０１ａは、外側反射部材８０１ｔのうち、内側反射部材８０
１ｓとは反対側の部分（すなわち、第１の可動装飾部材８０１の外側部分）に設けられ、
後述する発光手段（ＬＥＤ）８０９から発せられた光等を反射する外側反射面部８０１ａ
として構成されている。なお、当該各反射面部８０１ａ,８０１ｂには、光による演出効
果を高めるべく、反射光の向きや角度に変化を与えるための例えば高低差（段差）や凹凸
などを施すことが好ましい。
【０１８３】
　かかる構成によれば、回転台８０６を回転させると、これに伴って、第１の可動装飾部
材８０１（外側反射部材８０１ｔ、内側反射部材８０１ｓ）を発光手段８００の周囲に沿
って旋回させることができ、その結果、当該各反射面部（外側反射面部８０１ａ、内側反
射面部８０１ｂ）を発光手段８００の前方および後方に変位させることができる。この場
合、発光手段８００の発光中に、第１の可動装飾部材８０１が発光手段８００の前方に変
位すると、発光手段８００から発せられた光は、内側反射部材８０１ｓの内側反射面部８
０１ｂによって後方に反射された後、後方装飾部材８０４の反射面部８０４ａから前方に
向けて反射され、トップ飾り１４から外部すなわち遊技者側に放出（発光）される。
【０１８４】
　これに対して、第１の可動装飾部材８０１（外側反射部材８０１ｔ、内側反射部材８０
１ｓ）が発光手段８００の後方に変位すると、発光手段８００から発せられた光は、その
ままトップ飾り１４から外部（遊技者側）に放出（発光）される成分と、内側反射部材８
０１ｓの内側反射面部８０１ｂによって前方に反射され、トップ飾り１４から外部（遊技
者側）に放出（発光）される成分とが重合する。このとき、放出（発光）される光は、上
記した後方装飾部材８０４の反射面部８０４ａから反射した光よりも比較的強い光となる
ため、発光手段８００の発光中に、第１の可動装飾部材８０１を旋回させることで、トッ
プ飾り１４から外部（遊技者側）に、強い発光と弱い発光とを所定タイミングで繰り返す
ことができる。
【０１８５】
　第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３は、その一端側（発光手段８００か
ら離間した部位）が回動軸８０７,８０８に支持されており、これら回動軸８０７,８０８
を回動させることで、第１の位置（図４９参照）と、第２の位置（図５１参照）とに変位
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させることができる。また、第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３には、そ
れぞれ、遊技者側に対向する表面（前面）に反射面部８０２ａ,８０３ａが設けられてい
る。なお、各反射面部８０２ａ,８０３ａには、光による演出効果を高めるべく、反射光
の向きや角度に変化を与えるための例えば高低差（段差）や凹凸などを施すことが好まし
い。
【０１８６】
　後方装飾部材８０４は、発光手段８００の後方側を囲むような半円弧形状を成して固定
され、発光手段８００に対向する表面（前面）に反射面部８０４ａが設けられている。な
お、反射面部８０４ａには、光による演出効果を高めるべく、反射光の向きや角度に変化
を与えるための例えば高低差（段差）や凹凸などを施すことが好ましい。
【０１８７】
　このようなパトランプ役物においては、所定の条件が成立したことを契機に、発光手段
８００の発光、第１の可動装飾部材８０１の旋回、第２の右側および左側可動装飾部材８
０２,８０３の第２の位置（図５１参照）への移動が行われる。なお、所定の条件が成立
する場合としては、現状の遊技状態から他の遊技状態（例えば、リーチ、大当り）に移行
した場合などを想定することができる。
【０１８８】
　ここで、第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３が第２の位置に変位した状
態において（図５１参照）、当該第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３は、
後方装飾部材８０４と隣接して位置付けられ、第２の右側および左側可動装飾部材８０２
,８０３と後方装飾部材８０４との反射面部８０２ａ,８０３ａ,８０４ａは、互いに連続
した一連の後方反射面部を形成する。このとき、発光手段８００から発せられた光は、第
２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３と後方装飾部材８０４とのそれぞれの反
射面部８０２ａ,８０３ａ,８０４ａから反射可能となる。
【０１８９】
　この場合、発光手段８００の発光中における第１の可動装飾部材８０１（外側反射部材
８０１ｔ、内側反射部材８０１ｓ）の旋回により、トップ飾り１４から外部（遊技者側）
に、強い発光と弱い発光とが所定タイミングで繰り返される中で、これに連動して、発光
手段８００から発せられた光が上記した一連の後方反射面部（８０２ａ,８０３ａ,８０４
ａ）から反射されることで、トップ飾り１４から外部（遊技者側）に向けて、光演出効果
の高い美観に優れた例えば放射光や拡散光などを発生させることができる。
【０１９０】
　これによれば、発光手段８００による光演出と、第１の可動装飾部材８０１と第２の右
側および左側可動装飾部材８０２,８０３との間に関連性を持たせることができるととも
に、第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３と後方装飾部材８０４との反射面
部８０２ａ,８０３ａ,８０４ａが互いに連続した一連の後方反射面部を形成することで、
光による演出効果がさらに高められて、光による表示態様に変化を与えることができるた
め、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０１９１】
　さらに、第１の可動装飾部材８０１（外側反射部材８０１ｔ、内側反射部材８０１ｓ）
が発光手段８００の後方に旋回したとき、発光手段８００から発せられた光の一部が内側
反射部材８０１ｓによって遮光されるため、一連の後方反射面部（８０２ａ,８０３ａ,８
０４ａ）への照射光量が減少し、これにより、一連の後方反射面部（８０２ａ,８０３ａ,
８０４ａ）からの反射光量も減少するが、かかる光量の減少が、第１の可動装飾部材８０
１の旋回タイミングに同期して繰り返されることで、当該トップ飾り１４における光表示
態様の変化をさらに向上（助長）させることができる。
【０１９２】
　また、パトランプ役物においては、所定の条件が成立していないときには、発光手段８
００の発光、および、第１の可動装飾部材８０１の旋回は行われない。このとき、第１の
可動装飾部材８０１（外側反射部材８０１ｔ、内側反射部材８０１ｓ）が発光手段８００
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の前方に位置するとともに、第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３が第１の
位置に位置することで（図５０参照）、外側反射部材８０１ｔの外側反射面部８０１ａと
第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３の反射面部８０２ａ,８０３ａとは、互
いに連続した一連の前方反射面部を形成する。
【０１９３】
　この場合、外側反射部材８０１ｔの外側反射面部８０１ａと第２の右側および左側可動
装飾部材８０２,８０３の反射面部８０２ａ,８０３ａとが互いに連続した一連の前方反射
面部を形成することで、当該装飾部材が可動しないものと思わせることができ、その後、
所定の条件が成立したことを契機に、発光手段８００からの発光、第１の可動装飾部材８
０１の旋回、第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３の第２の位置への移動が
行われることで、遊技者に驚きを与えることができるため、演出効果を飛躍的に向上させ
ることができ、これにより、さらに遊技の興趣を高めることができる。
【０１９４】
　ここで、トップ飾り１４において、上記した一連の前方反射面部（８０１ａ,８０２ａ,
８０３ａ）の遊技者側の領域に、一連の前方反射面部（８０１ａ,８０２ａ,８０３ａ）に
沿って複数の発光手段８０９（例えば、ＬＥＤ）を設けることが好ましい。これにより、
一連の前方反射面部（８０１ａ,８０２ａ,８０３ａ）が形成された状態において（図５０
参照）、当該各発光手段（ＬＥＤ）８０９を発光させることで、当該一連の前方反射面部
（８０１ａ,８０２ａ,８０３ａ）から遊技者側に向けて、光演出効果の高い美観に優れた
例えば放射光や拡散光などを発生させることができる。
【０１９５】
　この場合、各発光手段（ＬＥＤ）８０９の発光タイミングとしては、上記した一連の後
方反射面部（８０２ａ,８０３ａ,８０４ａ）が形成された状態で（図５１参照）、当該各
発光手段（ＬＥＤ）８０９を発光させることが好ましい。これにより、各発光手段（ＬＥ
Ｄ）８０９の発光とともに、発光手段８００の発光中における第１の可動装飾部材８０１
（外側反射部材８０１ｔ、内側反射部材８０１ｓ）の旋回により、トップ飾り１４から外
部（遊技者側）に、強い発光と弱い発光とが所定タイミングで繰り返される中で、これに
連動して、発光手段８００から発せられた光が上記した一連の後方反射面部（８０２ａ,
８０３ａ,８０４ａ）から反射されることで、トップ飾り１４から外部（遊技者側）に向
けて、光演出効果の高い美観に優れた例えば放射光や拡散光などを発生させることができ
る。
【０１９６】
　ところで、トップ飾り１４には、第１の可動装飾部材８０１（外側反射部材８０１ｔ、
内側反射部材８０１ｓ）の旋回、第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３の第
１および第２の位置への移動を行うための駆動機構が設けられているが、駆動機構につい
ては、トップ飾り１４の使用目的や使用環境などに応じて設定されるため、ここでは特に
限定しない。なお、図５２には、駆動機構の一例が示されており、当該駆動機構は、第１
の可動装飾部材８０１（外側反射部材８０１ｔ、内側反射部材８０１ｓ）を旋回させるた
めの第１の駆動機構と、第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３を第１および
第２の位置へ移動させるための第２の駆動機構とを備えている。
【０１９７】
　図５２に示すように、第１の駆動機構は、第１のモータ８１０（図５０～図５１参照）
の回転軸（図示しない）に連結された増速ギヤ８１１と、第１の可動装飾部材８０１が固
定された回転台８０６（図５０～図５１参照）に連結された駆動プーリ８１２と、増速ギ
ヤ８１１と駆動プーリ８１２との間に介在された２つの中継ギヤ８１３,８１４とを備え
ている。この場合、第１のモータ８１０の回転運動を増速ギヤ８１１から各中継ギヤ８１
３,８１４を介して駆動プーリ８１２に伝達し、当該駆動プーリ８１２を回転させて、当
該駆動プーリ８１２に連結された回転台８０６を回転させることで、第１の可動装飾部材
８０１を旋回させることができる。
【０１９８】
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　一方、第２の駆動機構は、第２のモータ８１５（図５０～図５１参照）の回転軸（図示
しない）に連結された駆動ギヤ８１６と、駆動ギヤ８１６の回転運動を第２の右側および
左側可動装飾部材８０２,８０３の回動軸８０７,８０８に伝達して回動させる回動装置と
を有し、回動装置は、第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３の回動軸８０７,
８０８寄りの部位に１つずつ設けられ、一方向に沿って往復移動可能な右側ラック８１７
および左側ラック８１８と、右側ラック８１７と左側ラック８１８との間に亘って回転可
能に延在された１本の回転シャフト８１９とを備えている。
【０１９９】
　回転シャフト８１９には、右側ラック８１７および左側ラック８１８に対向した部位に
、周方向に沿って所定ピッチで右側ギヤ（図示しない）および左側ギヤ（図示しない）が
形成されており、当該右側ラック８１７および左側ラック８１８には、右側ギヤおよび左
側ギヤが歯合可能であって、かつ、一方向（往復移動方向）に沿って形成された第１右側
歯部８２０（図５３参照）および第１左側歯部（図示しない）が設けられている。なお、
図５３には、右側ラック８１７の第１右側歯部８２０の構成が示されているが、かかる構
成は、左側ラックの第１左側歯部も同様であるため、図示は省略する。
【０２００】
　また、右側ラック８１７および左側ラック８１８には、一方向（往復移動方向）に沿っ
て所定ピッチで形成された第２右側歯部８１７ｇおよび第２左側歯部８１８ｇが設けられ
ており、第２右側歯部８１７ｇおよび第２左側歯部８１８ｇは、それぞれ、中継ギヤ８２
１,８２２を介して、上記した第２の右側および左側可動装飾部材８０２,８０３の回動軸
８０７,８０８に連結されている。この場合、回動軸８０７,８０８には、当該回動軸８０
７,８０８と共に回転可能な連結ギヤ８２３,８２４が構築されており、当該連結ギヤ８２
３,８２４に上記した中継ギヤ８２１,８２２が連結されている。そして、右側ラックの第
２右側歯部には、上記した駆動ギヤ８１６が歯合されている。
【０２０１】
　この場合、第２のモータ８１５の回転運動を、駆動ギヤ８１６を介して第２右側歯部８
１７ｇに伝達し、右側ラック８１７を一方向に移動させるとともに、このとき、当該右側
ラック８１７の第１右側歯部８２０（図５３参照）に歯合した右側ギヤ（図示しない）を
介して回転シャフト８１９を回転させ、そのときの回転運動を当該回転シャフト８１９の
左側ギヤ（図示しない）を介して、左側ラック８１８の第１左側歯部（図示しない）に伝
達し、左側ラック８１８を一方向に移動させることで、右側ラック８１７と左側ラック８
１８の直線運動は、各中継ギヤ８２１,８２２および各連結ギヤ８２３,８２４を介して各
回動軸８０７,８０８に伝達され、これにより、当該各回動軸８０７,８０８を回動させる
ことで、当該各回動軸８０７,８０８に支持された第２の右側および左側可動装飾部材８
０２,８０３を第１および第２の位置へ移動させることができる。
【符号の説明】
【０２０２】
７００　導光板
７００ｔ　導光板の端面
７０１　リフレクタ
７０２　発光基板
７０２ａ　第１発光手段
７０２ｂ　第２発光手段
７０３　押え部材
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