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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動手段の駆動により可動部材を移動させて演出を行なう可動演出装置を備えた遊技機
であって、
　前記可動部材に設けた基板取付ベースに配設された基板のコネクタにフレキシブルフラ
ットケーブルが接続されて、該基板取付ベースと当該基板取付ベースに固定されたカバー
部材との間に、前記フレキシブルフラットケーブルを折曲げて形成された折曲げ部を挟持
するよう構成されると共に、
　前記基板取付ベースおよびカバー部材の一方には、前記フレキシブルフラットケーブル
の側縁部に当接可能なガイド突部が突設されると共に、該基板取付ベースおよびカバー部
材の他方には、前記ガイド突部と対応する位置に、該ガイド突部が嵌合する孔部が形成さ
れ、該カバー部材を基板取付ベースに固定した際に、前記孔部に嵌合したガイド突部がフ
レキシブルフラットケーブルの移動を規制するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ガイド突部は、前記フレキシブルフラットケーブルの両側部に位置するように設け
られると共に、該フレキシブルフラットケーブルにおける折曲げ部に対応する位置に設け
られて、該フレキシブルフラットケーブルを折曲げた角部に当接して位置規制するよう構
成される請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駆動手段の駆動により可動部材を動作させて演出を行なうよう構成された遊
技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技盤の盤面に画成した遊技領域の略中央位置に
枠状の枠状装飾体(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾体の開口部を介し
て複数の図柄を変動表示して図柄変動ゲームを行なう液晶式やドラム式等の図柄表示装置
を後方から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、パチンコ球(遊
技球)の入賞により図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置や大当り時等に開放
する特別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。このようなパチ
ンコ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘等
との接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で前
記始動入賞装置に入賞することにより、前記図柄表示装置で図柄変動ゲームに伴うリーチ
演出等の各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装置に図柄が所定の組み合わせで停止する
ことにより所謂大当りが発生し、遊技盤に設けられた特別入賞装置が開放して多数の賞球
を獲得し得るよう構成される。
【０００３】
　また、多くのパチンコ機では、装飾部材に、所要の動作を行なう可動部材を備えた可動
式の演出装置(可動演出装置)が配設されており、可動部材を図柄表示装置での図柄変動ゲ
ームに合わせて動作させることにより演出効果の向上を図っている。また、例えば特許文
献１に示されるように、可動部材に対して発光体を備えた発光基板を配設して、可動部材
の動作に合わせて発光体を発光することで、遊技の演出効果を一層高めることも行なわれ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－８９７６２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、可動部材に配設された発光基板等に対しては、制御装置に電気的に接続する
よう配線接続する必要がある。ここで、可動部材に設けた基板に対する配線接続構造とし
ては、可動部材の設置場所等に応じて特許文献１に記載のように薄平板状に形成した導体
を複数本並べて絶縁体で被覆したフレキシブルフラットケーブルが採用されている。ここ
で、フレキシブルフラットケーブルは、その性質上、厚み方向への可撓性に優れるものの
幅方向への可撓性は殆どない。このため、可動部材や制御装置等の位置関係により可動部
材に接続するフレキシブルフラットケーブルを幅方向に引き回す必要がある場合には、該
フレキシブルフラットケーブルを捩るように折曲げることになる。しかしながら、フレキ
シブルフラットケーブルは、前述のように内部に薄平板状の導体を絶縁体で被覆した構造
であるため、可動部材の動作時にフレキシブルフラットケーブルの折曲げ部分が他部材に
引っ掛けたり、可動部材の動作に伴って折曲げ部分が繰り返し屈曲動作されることで断線
する虞があった。
【０００６】
　すなわち本発明は、前述した従来の技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これ
らを好適に解決するべく提案されたものであって、可動部材に接続したフレキシブルフラ
ットケーブルの折曲げ部分の断線を防止可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、請求項１に係る遊技機は、
　駆動手段(36)の駆動により可動部材(90)を移動させて演出を行なう可動演出装置(35,15
0)を備えた遊技機であって、
　前記可動部材(90)に設けた基板取付ベース(98)に配設された基板(110)のコネクタ(111)
にフレキシブルフラットケーブル(112)が接続されて、該基板取付ベース(98)と当該基板
取付ベース(98)に固定されたカバー部材(115,165)との間に、前記フレキシブルフラット
ケーブル(112)を折曲げて形成された折曲げ部(113)を挟持するよう構成されると共に、
　前記基板取付ベース(98)およびカバー部材(115,165)の一方には、前記フレキシブルフ
ラットケーブル(112)の側縁部に当接可能なガイド突部(104)が突設されると共に、該基板
取付ベース(98)およびカバー部材(115,165)の他方には、前記ガイド突部(104)と対応する
位置に、該ガイド突部(104)が嵌合する孔部(118)が形成され、該カバー部材(115,165)を
基板取付ベース(98)に固定した際に、前記孔部(118)に嵌合したガイド突部(104)がフレキ
シブルフラットケーブル(112)の移動を規制するよう構成されたことを要旨とする。
【０００８】
　このように、フレキシブルフラットケーブルを折曲げて形成された折曲げ部を、可動部
材の基板取付ベースと、該基板取付ベースに固定されたカバー部材との間に挟持するよう
構成したから、可動部材を動作した際にフレキシブルフラットケーブルの折曲げ部が屈曲
されることはなく、フレキシブルフラットケーブルの断線を防止し得る。また、フレキシ
ブルフラットケーブルの折曲げ部がカバー部材で覆われるから、可動部材を動作した際に
他の遊技機構成部材に当該折曲げ部が引っ掛かって断線するのも効果的に防止できる。ま
た、カバー部材を基板取付ベースに固定した際に、該カバー部材または基板取付ベースに
設けたガイド突部によりフレキシブルフラットケーブルを位置規制するようにしたから、
可動部材の動作に伴ってフレキシブルフラットケーブルが位置ズレするのを防止できる。
従って、可動部材を動作した際に、フレキシブルフラットケーブルが移動してカバー部材
および基板取付ベースの間から折曲げ部分がはみ出るのを防止できる。
【００１１】
　請求項２に係る遊技機は、前記ガイド突部(104)は、前記フレキシブルフラットケーブ
ル(112)の両側部に位置するように設けられると共に、該フレキシブルフラットケーブル(
112)における折曲げ部(113)に対応する位置に設けられて、該フレキシブルフラットケー
ブル(112)を折曲げた角部に当接して位置規制するよう構成されることを要旨とする。
【００１２】
　このように、前記ガイド突部をフレキシブルフラットケーブルの両側部に位置させるこ
とで、フレキシブルフラットケーブルの移動をより確実に防止できる。また、フレキシブ
ルフラットケーブルにおける折曲げ部に対応してガイド突部が位置して、該フレキシブル
フラットケーブルを折返した角部に当接することで、該折曲げ部の移動を確実に阻止し得
る。
【発明の効果】
【００１３】
　すなわち、本発明の遊技機によれば、可動部材の動作時等にフレキシブルフラットケー
ブルの折曲げ部に過度な負荷が掛かるのを防止でき、該ケーブルの断線を防止することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例１に係る第１の可動演出装置を裏ユニットに配設した状態を示す正面図で
あって、作動体が原位置にあって初期位置に保持された可動部材を実線で示し、作動体が
終位置にあって可動位置に保持された可動部材を二点鎖線で示すと共に、作動体が切替位
置にある状態で可動部材を一点鎖線で示す。
【図４】実施例１に係る第１の可動演出装置および第２の可動演出装置を裏ユニットに配
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設した状態を示すものであって、(a)は第１の可動演出装置の可動部材が初期位置にあり
、第２の可動演出装置の第２被覆部材が被覆位置にある状態を示し、(b)は第１の可動演
出装置の可動部材が初期位置にあり、第２の可動演出装置の第２被覆部材が開放位置にあ
る状態を示す。
【図５】実施例１に係る第１の可動演出装置を示す正面図である。
【図６】実施例１に係る第１の可動演出装置のユニット体を分解して正面側から視た状態
を示す斜視図である。
【図７】実施例１に係る第１の可動演出装置における箱状体、仕切板、筒状体、可動ラッ
クギア部材、自由回転ギア、固定ラックギア部材、作動体および棒状部材を示す分解斜視
図である。
【図８】実施例１に係る第１の可動演出装置のユニット体を分解して背面側から視た状態
を示す斜視図である。
【図９】実施例１に係る仕切板と固定ラックギア部材との関係を背面側から視た状態で示
す斜視図である。
【図１０】実施例１に係る作動体と棒状部材との関係を背面側から視た状態で示す斜視図
である。
【図１１】実施例１に係る箱状体に、仕切板、筒状体、可動ラックギア部材、自由回転ギ
ア、固定ラックギア部材を配設した状態を示す正面図である。
【図１２】実施例１に係る箱状体に、仕切板、筒状体、可動ラックギア部材、自由回転ギ
ア、固定ラックギア部材、作動体および棒状部材を配設した状態を、作動体が原位置にあ
る状態で示す正面図である。
【図１３】実施例１に係る箱状体に、仕切板、筒状体、可動ラックギア部材、自由回転ギ
ア、固定ラックギア部材、作動体および棒状部材を配設した状態を、作動体が終位置にあ
る状態で示す正面図である。
【図１４】図５におけるＡ-Ａ線断面図である。
【図１５】実施例１に係る可動部材を正面側から視た状態で示す分解斜視図である。
【図１６】実施例１に係る可動部材を背面側から視た状態で示す分解斜視図である。
【図１７】図５におけるＢ－Ｂ線断面図である。
【図１８】(a)は、実施例１に係る可動部材の後半体と、可動体ＬＥＤ基板とカバー部材
とを正面側から視た状態で示す分解斜視図であり、(b)は、実施例１に係る可動部材の後
半体と、フレキシブルフラットケーブルと、カバー部材とを背面側から視た状態で示す分
解斜視図である。
【図１９】実施例１に係る可動部材においてカバー部材を省略して背面から視た状態を示
す拡大図である。
【図２０】実施例１に係る可動部材と駆動伝達手段との関係を正面から見た状態で示す概
略図であって、作動体が原位置にあって可動部材が初期位置にある状態を示す。
【図２１】実施例１に係る可動部材と駆動伝達手段との関係を背面から見た状態で示す斜
視図であって、作動体が原位置にあって可動部材が初期位置にある状態を示す。但し、箱
状体および仕切板を省略して示す。
【図２２】実施例１に係る可動部材と支持板のガイド孔との関係を背面から見た状態で示
す斜視図であって、作動体が原位置にあって可動部材が初期位置にある状態を示す。
【図２３】実施例１に係る可動部材と駆動伝達手段との関係を正面から見た状態で示す概
略図であって、作動体が切替位置にある状態を示す。
【図２４】実施例１に係る可動部材と駆動伝達手段との関係を背面から見た状態で示す斜
視図であって、作動体が切替位置にある状態を示す。但し、箱状体および仕切板を省略し
て示す。
【図２５】実施例１に係る可動部材と支持板のガイド孔との関係を背面から見た状態で示
す斜視図であって、作動体が切替位置にある状態を示す。
【図２６】実施例１に係る可動部材と駆動伝達手段との関係を正面から見た状態で示す概
略図であって、作動体が終位置にあって可動部材が可動位置にある状態を示す。
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【図２７】実施例１に係る可動部材と駆動伝達手段との関係を背面から見た状態で示す斜
視図であって、作動体が終位置にあって可動部材が可動位置にある状態を示す。但し、箱
状体および仕切板を省略して示す。
【図２８】実施例１に係る可動部材と支持板のガイド孔との関係を背面から見た状態で示
す斜視図であって、作動体が終位置にあって可動部材が可動位置にある状態を示す。
【図２９】実施例２に係る第１の可動演出装置を示す背面図であって、作動体が原位置に
あって可動部材が初期位置にある状態を示す。
【図３０】実施例２に係る第１の可動演出装置を示す背面図であって、作動体が終位置に
あって可動部材が可動位置にある状態を示す。
【図３１】実施例３に係る可動部材において、カバー部材を分離して背面から視た状態を
示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、各実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なう
パチンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」
、「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から
見た状態で指称する。
【実施例１】
【００１６】
(パチンコ機について)
　実施例１に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成
されて遊技店の図示しない設置枠台に固定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に
、後述する遊技盤２０(図２参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉お
よび着脱可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、各種図柄を変動表示可能な図柄
表示装置１７が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊技
盤２０を透視保護するガラス板等の透視保護体(図示せず)を備えた装飾枠としての前枠１
３が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受
け皿１５が開閉可能に組み付けられる。なお、実施例１では、前記前枠１３の下部位置に
、パチンコ球を貯留する上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉
に合わせて上球受け皿１４も一体的に開閉するよう構成される。また、前記中枠１２の右
下方位置には、該中枠１２に配設された打球発射装置(図示せず)を作動する操作ハンドル
１６が設けられており、該操作ハンドル１６の操作により打球発射装置が作動することで
、前記上球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０に向けて発射されるよう
になっている。なお、実施例１では、前記図柄表示装置１７として、各種図柄を表示可能
な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されるが、これに限られるもの
ではなく、ドラム式の表示装置やドットマトリックス式の表示装置、７セグメントディス
プレイ、その他の各種図柄を停止および変動表示可能な表示装置を採用し得る。また、前
記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成して中枠１２に対して開閉可能に組み付
けるようにしてもよく、また上下の球受け皿１４,１５の一方を省略して１つの球受け皿
のみ設ける構成であってもよい。
【００１７】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、図２に示すように、所定板厚の略矩形状に形成された合板の表面に
セルを貼付けた板部材であって、該遊技盤２０の表面に、略円形状に湾曲したレール２１
が設けられて、該レール２１によりパチンコ球が流下可能な遊技領域２０ａが画成され、
前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が遊技領域２０ａ内に打ち出されるようにな
っている。また遊技盤２０には、前後に貫通する装着口(図示せず)が前記遊技領域２０ａ
内に複数開設されて、各装着口に対して各種部品が前側から取付けられると共に、遊技領
域２０ａの最下部位置には、該遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を排出するアウ
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ト口２２が開設されている。また、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａ内に多数の
遊技釘が植設されており、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が遊技釘に接触すること
でパチンコ球の流下方向を不規則に変化させたり、パチンコ球を一定方向に誘導するよう
になっている。なお、前記装着口の形成数や大きさは、遊技盤２０に対して取付けられる
各種部品の個数や配設位置等に応じて適宜決定される。なお、前記遊技盤２０は、アクリ
ル板等の透明板から構成したものであってもよい。
【００１８】
　ここで、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａの略中央に設けられた装着口(図示
せず)に、前後に開口する窓口２３ａが形成された枠状装飾体２３(図２参照)が取付けら
れ、該枠状装飾体２３の窓口２３ａを介して図柄表示装置１７の表示面が遊技盤２０の前
面側に臨むよう構成されている。また、枠状装飾体２３の下方には、遊技領域２０ａを流
下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置２４や特別入賞装置２５が取付けられている
。そして、前記始動入賞装置２４の入賞口２４ａにパチンコ球が入賞することで、前記図
柄表示装置１７に図柄を変動表示する図柄変動演出が展開され、該図柄変動演出の結果、
図柄表示装置１７に所定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の３つ揃い等)で図柄が停止表
示されると、前記特別入賞装置２５が開放して所謂大当りが発生し、特別入賞装置２５の
入賞口２５ａが開放されて遊技者が多数の賞球を獲得可能な機会が与えられるようになっ
ている。なお、前記枠状装飾体２３には、パチンコ機１０の遊技内容に合わせた装飾部２
３ｂが適宜位置に設けられている。
【００１９】
(裏ユニット３０について)
　また、前記遊技盤２０の裏面には、図３または図４に示すように、前記図柄表示装置１
７が取付けられる裏ユニット３０が設けられている。前記裏ユニット３０は、略矩形状に
形成されて前記遊技盤に対向する背面板と、該背面板の外周縁部から前方へ延出する上下
および左右の画壁部とから前方へ開口する略矩形箱状に形成されて、画壁部の前端部を遊
技盤２０の裏側に当接させた状態で固定されている。そして、前記裏ユニット３０におけ
る前記背面板３１の裏側に、前記図柄表示装置１７が着脱可能に取付けられると共に、該
背面板３１における図柄表示装置１７の表示面に対応する位置に、前後に開口する開口部
３１ａ(図３参照)が開設されており、該裏ユニット３０の開口部３１ａに臨ませた図柄表
示装置１７の表示面が前記枠状装飾体２３の窓口２３ａを介して遊技盤２０の前側から視
認し得るようになっている。また、前記裏ユニット３０における背面板３１の前面側(す
なわち、遊技盤２０と裏ユニット３０により画成される空間内)には、各種の演出装置３
５,１３５(図３または図４参照)や装飾部材(図示せず)が配設されて、前記枠状装飾体２
３の窓口２３ａを介して遊技盤２０の前面に露出するよう構成されると共に、遊技盤２０
に設けた入賞装置２４,２５に入賞したパチンコ球を排出する排出通路(図示せず)が設け
られている。すなわち、前記裏ユニット３０は、パチンコ機１０の遊技演出に関わる図柄
表示装置１７や各種演出装置３５,１３５の設置部材として機能している。
【００２０】
　ここで、実施例１の裏ユニット３０では、前記開口部３１ａの上部から右下部に亘って
第１の可動演出装置３５が設けられると共に、該第１の可動演出装置３５の前側に前記第
２の可動演出装置１３５が設けられており、前記枠状装飾体２３に形成された窓口２３ａ
を介して第１および第２の可動演出装置３５,１３５がパチンコ機１０の前面に露出する
ようになっている。なお、前記第１の可動演出装置３５の可動部材９０は、該可動部材９
０が初期位置(図１、図２、図４、図５、図２０等参照)にある状態では、前記第２の可動
演出装置１３５により覆い隠されており、該第２の可動演出装置１３５が動作することで
、該可動部材９０が前面に露出するよう構成されている(図４参照)。
【００２１】
(第１の可動演出装置３５について)
　実施例１に係る第１の可動演出装置３５について説明する。前記第１の可動演出装置３
５は、図５～図８に示すように、前記裏ユニット３０に取付けられる装置本体３７と、該
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装置本体３７に配設されて図示しない制御装置に配線接続された第１駆動モータ(駆動手
段)３６と、当該装置本体３７に動作可能に支持された可動部材９０と、第１駆動モータ
３６および可動部材９０を連繋接続する駆動伝達手段７０とから基本的に構成されて、制
御装置からの制御信号に基づいて第１駆動モータ３６を駆動することで、駆動伝達手段７
０を介して可動部材９０が動作されるようになっている。ここで、前記第１駆動モータ３
６は、前記図柄表示装置１７を制御する制御装置に接続されている。すなわち、実施例１
の第１の可動演出装置３５は、前記図柄表示装置１７で実行される演出に合わせて第１駆
動モータ３６を駆動して可動部材９０を動作させ得るようになっている。なお、実施例１
の第１駆動モータ３６には、ステッピングモータが採用されている。
【００２２】
(装置本体３７について)
　図５に示すように、前記装置本体３７は、前記裏ユニット３０(背面板３１)における前
記開口部３１ａの上部に配設されて前記第１駆動モータ３６および駆動伝達手段７０が設
置されるユニット体３８と、該裏ユニット３０(背面板３１)における開口部３１ａの右下
方位置に配設された支持板６５とから構成され、該ユニット体３８および支持板６５の夫
々に前記可動部材９０が支持される。ここで、前記可動部材９０は、前記ユニット体３８
および支持板６５の夫々に支持された刀身を模した長尺部材であって、前記裏ユニット３
０(背面板３１)における前記開口部３１ａの右側部に沿って上下方向に延在する初期位置
(図１、図２、図４、図５、図２０等参照)、および該開口部３１ａの上端縁に沿って可動
部材９０の上部位置が左側部に移動して当該可動部材９０が初期位置に対して左方向に傾
倒した可動位置(図３の二点鎖線、図２６等参照)の間を移動し得るよう構成される。なお
、以下の説明では、特に断りのない限り、前記可動部材９０について前記初期位置にある
状態を基準として「上」、「下」、「左」、「右」を指称するものとする。
【００２３】
(ユニット体３８について)
　前記ユニット体３８は、図６～図８に示すように、前方および下方に開口する横長の矩
形箱状に形成された箱状体３９と、該箱状体３９の開口前端部に取付けられて当該箱状体
３９の前方開口を塞ぐカバー体５５とから構成されている。すなわち、前記ユニット体３
８は、前記箱状体３９およびカバー体５５により下方に開口する空間部４０が画成されて
、該空間部４０内に前記駆動伝達手段７０を構成する構成部材の一部(具体的には、後述
する筒状体７４、可動ラックギア部材７８、自由回転ギア８１、固定ラックギア部材８３
、作動体８４)が配設されると共に、該空間部４０の下方開口を介して内部に臨ませた前
記可動部材９０の上端部が空間内部に臨んで駆動伝達手段７０(具体的には作動体８４)に
接続される。また、前記ユニット体３８の前面には、前方へ向けて光を照射するＬＥＤ６
２ａが実装された複数(実施例１では３つ)の上部ＬＥＤ基板６２が配設されており、前記
枠状装飾体２３に設けられた光透過性の装飾部２３ｂ(図１または図２参照)を裏側から照
明するようになっている。
【００２４】
　前記箱状体３９は、図６～図８に示すように、前方および下方に開口する第１箱状部４
１と、該第１箱状部４１の左側部に設けられて前方および第１箱状部４１の内側に開口す
る第２箱状部４７とから構成される。そして、前記箱状体３９にカバー体５５を組み付け
た状態で、第１箱状部４１および第２箱状部４７により１つの空間部４０を画成するよう
構成されている。なお、前記第２箱状部４７の奥行き寸法は、前記第１箱状部４１の奥行
き寸法より浅くなるよう形成してある。すなわち、前記第１箱状部４１は、前記裏ユニッ
ト３０の背面板３１に対向する後壁面４１ａと、該後壁面４１ａの上縁部から前方へ向け
て延出する上壁面４１ｂと、当該後壁面４１ａおよび上壁面４１ｂの各左右の縁部から前
方へ向けて延出する左壁面４１ｃおよび右壁面４１ｄとから構成され、該左壁面４１ｃに
左右方向に開口する開口部４１ｅが形成されている。一方、前記第２箱状部４７は、前記
第１箱状部４１の左壁面４１ｃに開設した開口部４１ｅの後端縁に連設する後壁面４７ａ
と、該第１箱状部４１の左壁面４１ｃに形成した開口部４１ｅの上下の端縁に連設する上
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下の壁面４７ｂ,４７ｃと、該第２箱状部４７の後壁面４７ａおよび上下の壁面４７ｂ,４
７ｃの左端部に連設する左壁面４７ｄとから構成されて、当該第１箱状部４１の左壁面４
１ｃに開設された開口部４１ｅを介して当該第１箱状部４１と第２箱状部４７とが連通し
ている。
【００２５】
　また、図７に示すように、前記箱状体３９には、前記第１箱状部４１の後壁面４１ａに
、左右方向に延在するレール部４２が前記左右の壁面４１ｃ,４１ｄ間に亘って形成され
ており、前記駆動伝達手段７０を構成する可動ラックギア部材７８がレール部４２に沿っ
て移動するよう構成される。ここで、前記レール部４２は、前記第１箱状部４１の後壁面
４１ａから前方へ突出して左右方向に直線的に延在するよう形成されている。また、前記
箱状体３９(第１箱状部４１)の後壁面４１ａの上端部側には、左右方向の中央より右寄り
の位置に、支軸４４の後端部を支持する第１支持孔４３が形成されており、該第１支持孔
４３に支持された支軸４４に対して、前記駆動伝達手段７０の筒状体７４が回転可能に支
持されている。
【００２６】
　図７、図１１～図１３に示すように、前記箱状体３９には、前記空間部４０の内側右端
部(第１箱状部４１の右壁面４１ｄ)に、該第１箱状部４１の後壁面４１ａから前方へ突出
する右台座部４５が形成されると共に、該右台座部４５の上下端縁の夫々に前方へ突出す
る右側嵌合片４５ａ,４５ａが形成されて、該右台座部４５および一対の右側嵌合片４５
ａ,４５ａにより、前方および左側方に開口する右側受け部４６が形成されている。また
同様に、前記箱状体３９において前記空間部４０の内側左端部(第２箱状部４７の左壁面
４７ｄ)には、前記左台座部４８と左右方向に整列する位置に、前記第２箱状部４７の後
壁面４７ａから前方へ突出する左台座部４８が形成されると共に、該左台座部４８の上下
端縁の夫々に前方へ突出する左側嵌合片４８ａ,４８ａが形成されており、該左台座部４
８および一対の左側嵌合片４８ａ,４８ａにより、前方および右側方に開口する左側受け
部４９が形成されている。ここで、前記左右の受け部４６,４９は、左右方向に整列する
よう構成されている。そして、前記左右の受け部４６,４９の前方開口を介して、丸棒状
に形成された金属製の棒状部材(第１のガイド手段)５０が嵌合されて、左右の受け部４６
,４９の間に棒状部材５０が架渡されている(図１１～図１３参照)。ここで、前記第１の
可動演出装置３５を裏ユニット３０に配設した際に、前記棒状部材５０が左右方向に略水
平に延在するようになっている。
【００２７】
　更に、図６～図９に示すように、前記箱状体３９には、前記空間部４０を前後に仕切る
仕切板５１(後述)が配設されている。前記仕切板５１は、前記第１箱状部４１における後
壁面４１ａの略全体を覆う平板状に形成されると共に、外周縁の全周に亘って後方へ突出
する外周壁部５２が形成されており、該第１箱状部４１の後壁面４１ａに外周壁部５２の
後端部を当接させた状態で第１箱状部４１に仕切板５１が固定される。なお、前記仕切板
５１の外周壁部５２は、前記レール部４２と対応する位置が切り欠かれており、仕切板５
１とレール部４２との干渉を防止している。また、以下の説明では、前記仕切板５１によ
り仕切られた前側の空間部４０を前側空間部４０ａと指称し、該仕切板５１により仕切ら
れた後側の空間部４０を後側空間部４０ｂと指称する場合もある。
【００２８】
　また、前記仕切板５１の上端縁は、図６～図９、図１１～図１３に示すように、前記筒
状体７４に対応する位置で湾曲状に凹んだ退避部５１ｂが形成されており、該筒状体７４
との干渉を回避するよう構成されている。ここで、前記仕切板５１の外周壁部５２には、
前記退避部５１ｂに対応する位置に、上下に開口する切欠部５２ａが形成されており、該
切欠部５２ａを介して前記筒状体７４に形成された後側連繋ギア７６(後述)が前記後側空
間部４０ｂに臨むようになっている。また、前記仕切板５１の上端部には、前記退避部５
１ｂ(筒状体７４)の左側方に、ネジ孔５３ａが形成された固定部５３,５３が左右に離間
するよう形成されて、該固定部５３に前記固定ラックギア部材８３が固定される。また、
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前記仕切板５１には、前記固定部５３の下方位置に、前後に開口するガイド孔５１ａが左
右方向に延在するよう形成されている。
【００２９】
(カバー体５５について)
　前記カバー体５５は、図６、図８に示すように、前記箱状体３９(第１箱状部４１およ
び第２箱状部４７)の前方開口全体を覆うと共に、該箱状体３９(第１箱状部４１)の右壁
面４１ｄより右方に延出する大きさに形成されている。そして、前記カバー体５５におけ
る前記箱状体３９(第１箱状部４１)の右壁面４１ｄから右方に延出する延出部分の裏面に
、前記第１駆動モータ３６が取付けられている。また、前記第１駆動モータ３６の駆動軸
３６ａは、前記カバー体５５に前後に貫通するよう形成された通孔５５ａを介して前面側
に突出するよう構成されて、該カバー体５５の前面側に突出した駆動軸３６ａに対して、
前記駆動伝達手段７０を構成する駆動ギア７１が取付けられている。
【００３０】
　前記カバー体５５の後面には、図８に示すように、前記箱状体３９(第１箱状部４１)の
右壁面４１ｄに近接する位置に、前記制御装置に接続する位置検出センサ(位置検出手段)
６３が配設されており、前記可動部材９０が初期位置にある状態で、前記駆動伝達手段７
０の作動体８４が備える位置検出片８７ａを検出するよう構成されている。更に、前記カ
バー体５５の前面には、前方へ向けて突出する外周壁部５６が外周縁部に形成されると共
に、該カバー体５５の後面下端部側に、後方へ突出する支持片５５ｂが左右方向に延在す
るよう形成されており、該カバー体５５の剛性を高めている。
【００３１】
　図８、図２１、図２４、図２７に示すように、前記カバー体５５には、前記箱状体３９
と組み付けた際に、該箱状体３９に形成された前記第１支持孔４３の前方位置に、後方へ
開口する軸収容部５７が前方へ突出するよう形成されている。前記軸収容部５７における
後面には、前記第１支持孔４３の前方に整列する位置に第２支持孔５８が形成されており
、該第１支持孔４３に支持された前記支軸４４の前端部が第２支持孔５８に支持されてい
る。また、前記軸収容部５７は、前記カバー体５５の前面において右側方(第１駆動モー
タ３６の配設方向)に開口する側方開口部５７ａが形成されており、前記支軸４４に対し
て回転可能に支持された前記筒状体７４の前端部(後述する前側連繋ギア７５)が軸収容部
５７の側方開口部５７ａを介して右側方に露出するよう構成されている。更に、前記カバ
ー体５５には、前記箱状体３９に形成された右側受け部４６および左側受け部４９の前側
に、該右側受け部４６および左側受け部４９の前方開口を塞ぐ押え部６１,６１が夫々対
応的に形成されており、当該右側受け部４６および左側受け部４９に嵌合支持された前記
棒状部材５０の脱落を防止している。
【００３２】
　また、前記カバー体５５の前面には、図６に示すように、前方へ突出する位置決め突部
５９およびネジ孔(図示せず)が形成された固定突部６０が複数箇所に形成されている。そ
して、前記上部ＬＥＤ基板６２に形成した位置決め孔６２ｃに前記位置決め突部５９を挿
入して位置決めした状態で、該上部ＬＥＤ基板６２に形成したネジ通孔６２ｂに挿通した
ネジを固定突部６０のネジ孔に螺挿することで、前記カバー体５５の前面側に上部ＬＥＤ
基板６２を固定するようになっている(図５、図６参照)。なお、実施例１では、カバー体
５５の前面に、複数(実施例１では３つ)の上部ＬＥＤ基板６２が左右方向に横並び状に配
置されて、中央に位置する上部ＬＥＤ基板６２の前面側には、光透過性の透過カバー６４
ａが取付けられている。また、前記左右に位置する上部ＬＥＤ基板６２の前面側には、Ｌ
ＥＤ６２ａの配設位置に対応して前後に貫通する貫通孔が形成された保護カバー６４ｂを
取付けてある。
【００３３】
(支持板６５について)
　前記支持板６５は、図５、図１５、図１６に示すように、前記裏ユニット３０の背面板
３１に取付けられる平板状の平板状部６６に、前方へ突出すると共に後方(裏ユニット３
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０の背面板３１側)に開口する突条部６７が形成されている。前記突条部６７は、前記平
板状部６６(支持板６５)を裏ユニット３０に配設した状態において、左方に向かうにつれ
て上方傾斜するよう延在している。また、前記突条部６７には、該突条部６７に沿って延
在するガイド孔(第２のガイド手段)６７ａが前後に開口するよう形成されており、該ガイ
ド孔６７ａに沿って前記可動部材９０の下端部(具体的には後述する第２連結部１２２)を
移動可能に支持すると共にガイド孔６７ａに対して回転し得るようになっている。すなわ
ち、前記ガイド孔６７ａは、前記棒状部材５０の右端部側(延在方向の一方の端部側)から
左端部側(延在方向の他方の端部側)に向かうにつれて上方傾斜(棒状部材５０に対して近
接するよう傾斜)するよう形成されており、該ガイド孔６７ａの延在方向が棒状部材５０
の延在方向に対して交差している。また、前記支持板６５に形成されたガイド孔６７ａの
右端部は、前記棒状部材５０の右端部よりも右側に位置している。なお、前記棒状部材５
０およびガイド孔６７ａは略同一平面上に位置するよう構成されており、該棒状部材５０
およびガイド孔６７ａに対して移動可能に支持された可動部材９０の捩れを極力抑制する
ようになっている。
【００３４】
(駆動伝達手段７０について) 
　次に、前記第１駆動モータ３６と可動部材９０とを連繋接続する駆動伝達手段７０につ
いて説明する。図６～図８に示すように、前記駆動伝達手段７０は、前記第１駆動モータ
３６の駆動軸３６ａに取付けられる駆動ギア７１と、前記駆動ギア７１に接続して駆動ギ
ア７１の回転に伴って回転される従動ギア７２と、前記従動ギア７２に接続して該従動ギ
ア７２の回転に伴って回転される筒状体７４と、前記筒状体７４に接続して該筒状体７４
の回転に伴って前記棒状部材５０の延在方向に沿って直線移動する可動ラックギア部材７
８と、前記可動ラックギア部材７８に対して自由回転可能に設けられた自由回転ギア８１
と、前記自由回転ギア８１に接続して前記可動ラックギア部材７８の移動に伴って自由回
転ギア８１を回転させる固定ラックギア部材８３と、前記棒状部材５０に摺動可能に配設
されて前記自由回転ギア８１に噛合すると共に前記可動部材９０を回転可能に支持する作
動体８４とを備えている。ここで、前記従動ギア７２は、前記駆動ギア７１と前記軸収容
部５７との間に位置するよう前記ユニット体３８(カバー体５５)の前面に左右方向に並ん
で複数(実施例１では３つ)配設されて、各従動ギア７２が列をなすよう噛合して所謂ギア
トレインを構成している。そして、ギアトレインの一方の端部側(図６の右端)に位置する
従動ギア７２に前記第１駆動モータ３６の駆動軸３６ａに取付けられた前記駆動ギア７１
が噛合すると共に、他方の端部側(図６の左端)に位置する従動ギア７２に、前記軸収容部
５７の側方開口部５７ａに臨んだ前記筒状体７４の前側連繋ギア７５(後述)が噛合するよ
うになっている。
【００３５】
(筒状体７４)
　前記筒状体７４は、図６、図８に示すように、前後方向に挿通孔７４ａが貫通した円筒
状に形成されており、該筒状体７４の前端部および後端部にギア７５,７６が形成されて
いる。そして、前記ユニット体３８の箱状体３９およびカバー体５５に架設される前記支
軸４４が挿通孔７４ａに挿通されて、支軸４４を中心にユニット体３８に対して前記筒状
体７４が回転可能に支持されている。なお、筒状体７４の前端部に設けられたギアを前側
連繋ギア７５と指称し、後端部に設けられたギアを後側連繋ギア７６と指称するものとす
る。前記筒状体７４に設けられた前側連繋ギア７５は、前記軸収容部５７の側方開口部５
７ａを介してユニット体３８(カバー体５５)の前面に臨んでおり、この前側連繋ギア７５
に対して前記従動ギア７２が噛合するよう構成されている。すなわち、前記従動ギア７２
の回転(第１駆動モータ３６の回転)に伴って筒状体７４が支軸４４を中心に回転するよう
になっている。また、前記後側連繋ギア７６は、前記筒状体７４の外周面より外方に延出
するよう形成されると共に、前記仕切板５１に形成された切欠部５２ａを介して前記箱状
体３９と仕切板５１との間に画成された後側空間部４１ｂに臨んでおり、該後側空間部４
１ｂの内部で前記可動ラックギア部材７８に接続するようになっている(図１１～図１３
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、図２１、図２４、図２７参照)。
【００３６】
(可動ラックギア部材７８について)
　前記可動ラックギア部材７８は、図６、図８、図１１～図１３に示すように、横長の矩
形状に形成されると共に、後面における左右方向の全長に亘って延在する溝部７９が形成
されている。そして、前記箱状体３９(第１箱状部４１)に形成した前記レール部４２が、
前記可動ラックギア部材７８の溝部７９に摺動可能に嵌合した状態で、前記箱状体３９に
形成された後側空間内に収容されている。すなわち、前記後側空間部４１ｂの内部におい
て前記可動ラックギア部材７８が前記レール部４２に沿って左右方向に移動し得るよう構
成される。なお、前記溝部７９内の上下端部には、摺接突起部７９ａが左右方向に離間す
る複数箇所に形成されており、該摺接突起部７９ａが前記レール部４２に摺接して、前記
可動ラックギア部材７８を移動した際の抵抗を軽減している。
【００３７】
また、図６、図８、図１１～図１３に示すように、前記可動ラックギア部材７８の上端面
は、略全長に亘ってラックギア７８ａが設けられている。そして前記可動ラックギア部材
７８のラックギア７８ａに対して、前記仕切板５１の切欠部５２ａを介して前記後側空間
部４１ｂに臨ませた前記筒状体７４の後側連繋ギア７６が噛合するようになっている。す
なわち、前記筒状体７４(第１駆動モータ３６)が回転することにより前記可動ラックギア
部材７８がレール部４２に沿って左右方向に移動される。
【００３８】
　また、前記可動ラックギア部材７８の左端部側には、図６、図８、図１４に示すように
、前方へ突出する支持部８０が形成されており、該支持部８０の前端部に前記自由回転ギ
ア８１が自由回転可能に支持されている。前記支持部８０は、前記仕切板５１のガイド孔
５１ａを介して前記ユニット体３８の前側空間部４０ａ内に突出するよう構成され、該支
持部８０に支持された自由回転ギア８１がユニット体３８の前側空間部４０ａ内に位置す
るようになっている。ここで、前記可動部材９０が初期位置にある状態では、前記支持部
８０がガイド孔５１ａの右端部に位置し(図１１参照)、可動部材９０が可動位置にある状
態で、支持部８０がガイド孔５１ａの左端部(図１３参照)に位置するよう構成されている
。
【００３９】
(固定ラックギア部材８３について)
　前記固定ラックギア部材８３は、図６～図９に示すように、横長の矩形状に形成され、
前記支持板５１のガイド孔５１ａの上方に位置するよう前記仕切板５１の前面に配設され
ている。そして、前記固定ラックギア部材８３の下端面には、略全長に亘ってラックギア
８３ａが設けられており、前記ガイド孔５１ａに挿通された支持部８０に設けた前記自由
回転ギア８１が固定ラックギア部材８３のラックギア８３ａに噛合するようになっている
。ここで、前記固定ラックギア部材８３のラックギア８３ａは、前記仕切板５１のガイド
孔５１ａの全長に亘って延在するよう形成されて、該ガイド孔５１ａに沿って支持部８０
が移動した際に、前記自由回転ギア８１が固定ラックギア部材８３のラックギア８３ａに
常に噛合するよう構成される。すなわち、前記自由回転ギア８１は、前記可動ラックギア
部材７８の移動に伴って固定ラックギア部材８３の延在方向に沿って移動すると共に、該
固定ラックギア部材８３との噛合により自由回転ギア８１が前記ユニット体３８の前側空
間部４０ａ内で回転するようになっている。
【００４０】
(作動体８４について)
　前記作動体８４は、図６～図８、図１０に示すように、前記棒状部材５０に対して移動
可能に支持された支持体部８５と、該支持体部８５に設けられて前記可動部材９０が接続
される接続部８９とを備えており、該支持体部８５に形成されたラックギア８５ａが前記
自由回転ギア８１に噛合している。前記支持体部８５は、前記カバー体５５の後面に対向
する横長矩形板状に形成された前板部８６と、該前板部８６の上端縁から後方に延出し、
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上端部に前記自由回転ギア８１に噛合するラックギア８５ａが形成された上板部８７と、
当該前板部８６の後面側に左右に離間して形成され、左右方向に貫通する貫通孔８８ａが
形成された摺動部８８とを備え、各摺動部８８の貫通孔８８ａに棒状部材５０を挿通する
ことで、棒状部材５０に沿って移動可能に作動体８４が支持される。すなわち、前記作動
体８４(支持体部８５)は、前記自由回転ギア８１の回転に伴って棒状部材５０の延在方向
に沿って移動するよう構成されている。ここで、前記自由回転ギア８１は、前記棒状部材
５０の延在方向に前記可動ラックギア部材７８と一体的に移動することから、該可動ラッ
クギア部材７８の移動量と、該自由回転ギア８１の回転に伴った移動量の合計分だけ前記
作動体８４が移動する。
【００４１】
　また、前記各摺動部８８の貫通孔８８ａに棒状部材５０を挿通することで、前記作動体
８４が棒状部材５０を中心として回転し得るようになっている。ここで、前記前板部８６
は、図１４に示すように、前記カバー体５５の後面から離間するよう構成されており、該
作動体８４の上端縁または下端縁がカバー体５５の後面に接触して規制される範囲で、当
該作動体８４が前記棒状部材５０を中心として回転し得るようになっている。ここで、前
記作動体８４の回転範囲は、前記作動体８４のラックギア８５ａと自由回転ギア８１との
噛合状態が維持される範囲に設定されており、該自由回転ギア８１の移動および回転に伴
って作動体８４を棒状部材５０に沿って移動させ得るようになっている。すなわち、前記
第１の可動演出装置３５における前記ユニット体３８および支持板６５を裏ユニット３０
に配設した際に、寸法公差等に起因して前記棒状部材５０および突条部６７(ガイド孔６
７ａ)の位置が前後方向に位置ずれしても、可動部材９０に捩れが生ずるのを防止してい
る。
【００４２】
　前記接続部８９は、図８、図１６に示すように、後方に突出する突部であって、前記可
動部材９０に形成された第１連結部９２ａの挿通孔９２ｂ(後述)に挿入することで、作動
体８４に対して可動部材９０が回転可能に連結される。なお、前記第１連結部９２ａの挿
通孔９２ｂに挿入された前記接続部８９の後端部には抜止め部材９７がネジ止めされてお
り、該挿通孔９２ｂからの接続部８９の脱落を防止している。また、前記接続部８９は、
右側(図８、図１６では左側)に位置する摺動部８８の後端部に形成してあるが、これに限
られるものではなく作動体８４の任意の位置に形成すればよい。
【００４３】
　更に、図６、図１１～図１３、図２０、図２１、図２３、図２４、図２６、図２７に示
すように、前記作動体８４(上板部８７)の右端部には、右方向に突出する位置検出片８７
ａが形成されている。そして、作動体８４が棒状部材５０の右端部に移動した際に、前記
カバー体５５の後面に配設された前記位置検出センサ６３により位置検出片８７ａが検出
され、可動部材９０の初期位置を認識し得るようになっている。すなわち、前記作動体８
４は、前記棒状部材５０の右端部に位置して前記可動部材９０の初期位置に対応する原位
置(第１位置)と、該棒状部材５０の左端部に位置して可動部材９０の可動位置に対応する
終位置(第２位置)との間を往復移動する。すなわち、前記可動部材９０が初期位置にある
状態では、前記作動体８４が棒状部材５０の右端部に位置すると共に、可動部材９０の第
２連結部１２２が前記支持板６５のガイド孔６７ａの右下端部に位置して、当該可動部材
９０が上下方向に延在し、作動体８４が左方向に移動するにつれて、第２連結部１２２が
支持板６５のガイド孔６７ａに沿って移動し、可動部材９０が左方向に傾倒するようにな
っている。
【００４４】
(可動部材９０について)
　図１５、図１６に示すように、前記可動部材９０は、前記駆動伝達手段７０(具体的に
は作動体８４)に支持される第１連結部９２ａが設けられた可動体本体(第１部材)９１と
、該可動体本体９１に対して相対的にスライド移動可能に構成されると共に前記支持板６
５に支持される第２連結部１２２が設けられたスライド部材(第２部材)１２０とから基本
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的に構成されている。すなわち、前記可動体本体９１に対してスライド部材１２０がスラ
イド移動することで、前記可動部材９０が長手方向に伸縮して全長が可変するようになっ
ている。
【００４５】
(可動体本体９１について)
　前記可動体本体９１は、図５、図１５に示すように、前記ユニット体３８および支持板
６５の間に亘って延在する長尺形状に形成されている。そして前記可動体本体９１は、図
１５、図１６に示すように、略矩形板状に形成された前半体９２と、該前半体９２の裏側
に配設される後半体９８とからなり、前後の半体の間に前記スライド部材１２０がスライ
ド可能に収容される収容空間１０６(図１７参照)が画成されている。前記可動体本体９１
を構成する前記前半体９２および後半体９８の夫々は、光透過性の合成樹脂材により形成
されると共に、該後半体９８の裏側には、上方へ向けて光を照射するＬＥＤ１１０ａを実
装したＬＥＤ基板１１０が配設されており、該ＬＥＤ基板１１０のＬＥＤ１１０ａにより
可動体本体９１が発光するようになっている。なお、以下の説明では、前記可動体本体９
１に配設される前記ＬＥＤ基板を可動体ＬＥＤ基板１１０というものとする。また、前記
前半体９２と後半体９８との間には、光拡散加工が施された光拡散シート１０８が配設さ
れており、前記可動体ＬＥＤ基板１１０のＬＥＤ１１０ａからの光を光拡散シート１０８
で拡散して前半体９２全体を発光させ得るようになっている。
【００４６】
　前記前半体９２は、図１５、図１６に示すように、略矩形状に形成された前面板９３に
、長手方向に沿った一対の長辺側縁部および１つの短辺側縁部(図１６の上端側の縁部)の
３辺に亘って後方へ向けて突出する外周壁部９４が形成されている。すなわち、前記前半
体９２は、後方および長手方向の一方向(図１６の下方)に開放するよう形成されている。
そして、前記前半体９２において前記外周壁部９４が形成された短辺側縁部(図１６の上
端側の縁部)に、該前半体９２の長手方向外方へ延出するよう前記第１連結部９２ａが形
成されている。前記第１連結部９２ａには、前後に開口する挿通孔９２ｂが形成されてお
り、前記駆動伝達手段７０を構成する作動体８４に設けられた前記接続部８９が第１連結
部９２ａの挿通孔９２ｂに回転可能に挿通されている。すなわち、前記第１連結部９２ａ
の挿通孔９２ｂに前記接続部８９を挿通することで、前記可動体本体９１(可動部材９０)
が作動体８４に対して回転可能に支持される。なお、前記接続部８９の後端部には、前記
第１連結部９２ａの挿通孔９２ｂより大径に形成された抜止め部材９７がネジ止めされて
、接続部８９および第１連結部９２ａの脱落を防止している。
【００４７】
　また、前記前半体９２は、前記外周壁部９４における長手方向の両端部近傍に、ネジ孔
９５ａが形成された固定部９５が設けられている。なお、前記前面板９３は、短手方向の
所定位置において前方へ突出する山型形状に形成される(図１７参照)。そして、前記前面
板９３には、短手方向に延在する溝状の光拡散加工が施されており、前記可動体ＬＥＤ基
板１１０のＬＥＤ１１０ａからの光を拡散して前半体９２の全体が明輝するよう構成され
ている。
【００４８】
　前記後半体９８は、図１５、図１６に示されるように、前記前半体９２の外周壁部９４
により形成された後方開口を覆う平板状に形成された平板面９８ａに、該前半体９２のネ
ジ孔９５ａと対応する位置にネジ通孔９８ｂが形成されて、該後半体９８のネジ通孔９８
ｂに挿通したネジを前半体９２のネジ孔９５ａに螺挿することで、前後の半体９２,９８
が固定される。すなわち、前記前半体９２および後半体９８を固定した状態では、該前半
体９２の外周壁部９４の後端部に後半体９８の平板面９８ａが当接して、当該前半体９２
および後半体９８の間に前記収容空間１０６が画成されるようになっている。また、前記
後半体９８(平板面９８ａ)の前面には、前方へ向けて突出する押え突部９９が複数箇所に
形成されており、前半体９２および後半体９８を固定した際に、前記光拡散シート１０８
を前半体９２の前面板９３と各押え突部９９とにより挟持固定するようになっている。な



(14) JP 5568382 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

お、前記各押え突部９９は、前記前半体９２(前面板９３)から後半体９８(平板面９８ａ)
までの間隔に対応するよう該押え突部９９の形成位置に応じて突出寸法が設定されている
。
【００４９】
　また、図１６に示すように、前記後半体９８(平板面９８ａ)の後面には、後方へ突出す
る位置決め突部１００およびネジ孔１０１ａを有する固定突部１０１が複数箇所(夫々２
箇所ずつ)に形成されている。そして、前記後半体９８の位置決め突部１００を前記可動
体ＬＥＤ基板１１０に形成した位置決め孔１１０ｂに挿入した状態で、該可動体ＬＥＤ基
板１１０のネジ通孔１１０ｃに挿通したネジを後半体９８に設けた固定突部１０１のネジ
孔１０１ａに螺挿することで、当該可動体ＬＥＤ基板１１０が後半体９８に固定されてい
る。また、前記後半体９８には、前記可動部材９０の傾倒方向前側の下端部(図１８の左
下端部)に、前方へ向けて突出する本体側挟持片１０２が形成されており、後述するカバ
ー部材１１５に形成されたカバー側挟持片１１７との間に前記可動体ＬＥＤ基板１１０に
接続したフレキシブルフラットケーブル１１２を挟持するよう構成されている。
【００５０】
(可動体ＬＥＤ基板１１０について)
　前記可動体ＬＥＤ基板１１０は、図１５～図１８に示すように、前記後半体９８の略全
面を覆う形状に形成されて、前方へ光を照射するＬＥＤ１１０ａが基板前面に実装されて
いる。ここで、前記可動体ＬＥＤ基板１１０の前面側下端部には、下方側に差込口(図示
せず)が開口するコネクタ差込部１１１が設けられており、薄平板状に形成した導体を複
数本並べて絶縁体で被覆して形成されたフレキシブルフラットケーブル１１２がコネクタ
差込部１１１に下方から差し込まれている。すなわち、前記可動体ＬＥＤ基板１１０から
下方にフレキシブルフラットケーブル１１２が延出するよう構成されている。ここで、前
記コネクタ差込部１１１から可動体ＬＥＤ基板１１０の下方に延出する前記フレキシブル
フラットケーブル１１２は、複数回(実施例１では４回)に亘って捩るように折曲げられて
、前記可動部材９０の側端面(後半体９８に形成された本体側挟持片１０２)に誘導され、
該本体側挟持片１０２から可動部材９０の下方に延出するよう構成されている。
【００５１】
　なお、前記フレキシブルフラットケーブル１１２は、前記裏ユニット３０に配設される
中継基板３３(図３等参照)に接続されて、該中継基板３３を制御装置に対して配線接続す
ることで、前記可動体ＬＥＤ基板１１０が制御装置に電気的に接続されるよう構成してあ
る。ここで、実施例１に係る可動体ＬＥＤ基板１１０は、前記図柄表示装置１７を制御す
る制御装置に対して配線接続されており、該図柄表示装置１７で実行される演出に合わせ
て可動体ＬＥＤ基板１１０のＬＥＤ１１０ａを発光させ得るようになっている。
【００５２】
　次に、前記フレキシブルフラットケーブル１１２を固定する構成を説明する。図１６、
図１８、図１９に示すように、前記後半体９８における平板面９８ａの後面には、該後半
体９８に固定された前記可動体ＬＥＤ基板１１０の下方位置にカバー部材１１５が取付け
られており、該可動体ＬＥＤ基板１１０に接続されたフレキシブルフラットケーブル１１
２を後半体９８とカバー部材１１５との間で挟持するよう構成されている。ここで、前記
カバー部材１１５は、前記後半体９８(可動体本体９１)の平板面９８ａに対向する対向板
部１１６と、該対向板部１１６の側端部から前方に延出し、後半体９８(可動体本体９１)
に設けられた本体側挟持片１０２に対向するカバー側挟持片１１７とから形成されている
。そして、前記後半体９８(可動体本体９１)の平板面９８ａとカバー部材１１５の対向板
部１１６との間に、フレキシブルフラットケーブル１１２に設けられた３箇所の折曲げ部
１１３が挟持され、後半体９８(可動体本体９１)の本体側挟持片１０２とカバー部材１１
５のカバー側挟持片１１７との間に、フレキシブルフラットケーブル１１２に設けられた
１箇所の折曲げ部１１３が挟持されるようになっている。
【００５３】
　前記後半体９８の平板面９８ａには、図１６、図１８、図１９に示すように、後半体９
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８とカバー部材１１５との間に挟持された前記フレキシブルフラットケーブル１１２の側
縁部に隣接する位置に、カバー部材１１５側に突出する複数(実施例１では３つ)のガイド
突部１０４が形成されている。そして、前記カバー部材１１５の対向板部１１６には、各
ガイド突部１０４に対応する位置に、当該ガイド突部１０４が嵌合する第１の嵌合孔部(
孔部)１１８が形成されている。すなわち、前記カバー部材１１５を後半体９８に取付け
た際には、該カバー部材１１５の第１の嵌合孔部１１８にガイド突部１０４が嵌合して、
該後半体９８の平板面９８ａとカバー部材１１５の対向板部１１６との間に前記フレキシ
ブルフラットケーブル１１２が挟持されると共に、フレキシブルフラットケーブル１１２
の側端部に隣接してガイド突部１０４が位置することで、該フレキシブルフラットケーブ
ル１１２の幅方向への移動を規制するよう構成されている。ここで、前記ガイド突部１０
４は、前記フレキシブルフラットケーブル１１２における折曲げ部１１３に対応して設け
られて、該折曲げ部１１３の角部にガイド突部１０４が当接して位置規制するようになっ
ている。
【００５４】
　また、前記後半体９８には、前記可動体ＬＥＤ基板１１０に設けられたコネクタ差込部
１１１の下方位置に、カバー部材１１５側に開口する第２の嵌合孔部１０３が形成される
と共に、該カバー部材１１５には、後半体９８に設けられた第２の嵌合孔部１０３に対応
する位置に、後半体９８側に向けて突出する嵌合突部１１９が形成されている。そして、
カバー部材１１５を後半体９８に取付けた際に、嵌合突部１１９が第２の嵌合孔部１０３
に嵌合するようになっている。従って、前記カバー部材１１５を後半体９８に取付けた際
に、前記嵌合突部１１９により前記フレキシブルフラットケーブル１１２が厚み方向に押
圧されて可撓し、このフレキシブルフラットケーブル１１２の可撓部分が第２の嵌合孔部
１０３内に嵌合するようになっている。すなわち、前記嵌合突部１１９がフレキシブルフ
ラットケーブル１１２を第２の嵌合孔部１０３に押し込むことで、可動部材９０を動作さ
せた際に前記コネクタ差込部１１１から抜ける方向にフレキシブルフラットケーブル１１
２に力が作用しても、当該フレキシブルフラットケーブル１１２がコネクタ差込部１１１
から抜脱するのを規制し得るようになっている。
【００５５】
(スライド部材１２０について)
　前記スライド部材１２０は、図１５、図１６、図１９に示すように、前記支持板６５に
対して前記ガイド孔６７ａに沿って移動し得ると共に該支持板６５(ガイド孔６７ａ)に対
して回転可能な状態で支持される基部１２１と、該基部１２１の自由端部側に設けられて
前記可動体本体９１に画成された収容空間１０６内に臨む摺動部１２５とを備えている。
すなわち、前記可動体本体９１の収容空間１０６内で前記摺動部１２５が可動体本体９１
の長手方向に摺動(スライド移動)することで、前記可動部材９０が伸縮するよう構成され
ている。
【００５６】
　前記基部１２１は、前記可動体本体９１(前半体９２)に形成された一対の位置規制部９
６,９６の間に嵌合する幅寸法に形成されると共に、前記摺動部１２５は、該基部１２１
より側方へ延出して前記可動体本体９１における前半体９２の長手方向に沿った外周壁部
９４に摺接するよう構成されている。すなわち、前記摺動部１２５が前記位置規制部９６
,９６に接触することで、前記収容空間１０６からのスライド部材１２０の脱落を防止し
ている。また、前記摺動部１２５には、前後に開口するよう開口(以下光透過孔１２５ａ
という)が形成されており、前記可動体ＬＥＤ基板１１０と摺動部１２５が前後に重なっ
た状態で、該可動体ＬＥＤ基板１１０のＬＥＤ１１０ａからの光が摺動部１２５の光透過
孔１２５ａを介して前半体９２に照射し得るようになっている(図１９参照)。これにより
、前記可動体本体９１に内部画成した収容空間１０６内でスライド部材１２０を移動させ
た際に、可動体ＬＥＤ基板１１０による照明が阻害されることはない。
【００５７】
　また、前記スライド部材１２０(基部１２１)には、後方へ向けて突出する前記第２連結
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部１２２が形成されている。前記第２連結部１２２は、前記基部１２１に連設する台部１
２２ａと、該台部１２２ａの後端部に設けられた軸部１２２ｂとからなり、前後に貫通す
る通孔１２３ａを形成した円筒状軸受け部材１２３が軸部１２２ｂに外挿されている。そ
して、前記支持板６５に形成したガイド孔６７ａに対して、前記第２連結部１２２および
円筒状軸受け部材１２３が前側から摺動可能に挿入されている。そして、前記支持板６５
のガイド孔６７ａに挿入された前記軸部１２２ｂに対して、前記支持板６５のガイド孔６
７ａよりも大径に形成された円板部材１２４がネジ止めされ、該ガイド孔６７ａからの第
２連結部１２２(円筒状軸受け部材１２３)の抜止めをするようになっている。
【００５８】
　また、前記円筒状軸受け部材１２３の前端部には、径方向に延出するフランジ部１２３
ｂが形成されている。すなわち、前記円筒状軸受け部材１２３のフランジ部１２３ｂおよ
び前記円板部材１２４が、前記ガイド孔６７ａが形成された前記支持板６５の突条部６７
を前後から挟むよう位置することで、スライド部材１２０の前後移動を規制して、ガイド
孔６７ａに対するスライド部材１２０の移動および回転の安定性を向上している。なお、
前記円板部材１２４は、前記突条部６７の後方開口を介して該突条部６７の内部に位置す
るよう構成され、該円板部材１２４が裏ユニット３０に干渉するのを防止している。
【００５９】
　このように、実施例１に係る可動部材９０は、上端部(第１連結部９２ａ)が前記作動体
８４(接続部８９)に支持されると共に、下端部(第２連結部１２２)が支持板６５の突条部
６７(ガイド孔６７ａ)に支持されている。そして、前記作動体８４が前記原位置から終位
置に向けて移動するのに伴って、初期位置(図２０～図２２参照)にある前記可動部材９０
の上端部(第１連結部９２ａ)が左方向に移動する。可動部材９０の上端部(第１連結部９
２ａ)の移動に伴って当該可動部材９０の下端部(第２連結部１２２)が支持板６５の突条
部６７(ガイド孔６７ａ)に沿って移動する。すなわち、前記第１連結部９２ａおよび第２
連結部１２２の相対的な位置関係が変化することで、前記可動部材９０が左方向に傾倒す
るよう第１連結部９２および第２連結部１２２を中心として回転する。
【００６０】
　そして、前記作動体８４が終位置に至る途中の切替位置(図２３～図２５参照)に移動す
ると、前記第２連結部１２２が支持板６５の突条部６７(ガイド孔６７ａ)の左上端部(棒
状部材５０に近接する端部側)まで移動するようになっている。従って、前記作動体８４
が切替位置から終位置に移動する間は、前記可動部材９０の下端部(スライド部材１２０
の第２連結部１２２)が支持板６５の突条部６７(ガイド孔６７ａ)に沿って移動するのは
規制され、当該可動部材９０が第２連結部１２２を中心として左右に傾倒するようになる
。ここで、前記作動体８４が切替位置から終位置(図２６～図２８参照)に移動する際には
、前記第１連結部９２ａと第２連結部１２２との離間間隔が拡がることになるから、前記
可動体本体９１の収容空間１０６からスライド部材１２０が引き出されて、可動部材９０
が伸張する。
【００６１】
(第２の可動演出装置１３５について)
　次に、前記第２の可動演出装置１３５について簡単に説明する。前記第２の可動演出装
置１３５は、図４に示すように、前記裏ユニット３０に取付けられる装置本体(図示せず)
と、該装置本体に配設されて図示しない制御装置に配線接続された第２駆動モータ(図示
せず)と、当該装置本体に固定された第１被覆部材１３７と、当該装置本体に対して移動
可能に支持された第２被覆部材１３８とから基本的に構成されて、第２駆動モータおよび
第２被覆部材１３８を図示しない駆動伝達手段を介して連繋接続するようになっている。
すなわち、前記第２の可動演出装置１３５は、制御装置からの制御信号に基づいて第２駆
動モータを駆動することで、駆動伝達手段を介して第２被覆部材１３８が動作するように
なっている。なお、前記駆動伝達手段は、第２駆動モータの回転運動を直線運動に変換す
るギア機構が採用されている。
【００６２】
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　ここで、前記第１被覆部材１３７は、前記第１の可動演出装置３５の可動部材９０が初
期位置にある状態において、該可動部材９０の上端部側の前方に位置するよう構成され、
当該可動部材９０の上端部を第１被覆部材１３７で被覆するよう構成されている。そして
、前記第２被覆部材１３８は、前記第１被覆部材１３７の下方に設けられると共に、前記
第１の可動演出装置３５の可動部材９０が初期位置にある状態で可動部材９０の前側に位
置して、当該第１被覆部材１３７および第２被覆部材１３８により可動部材９０の全体を
被覆するよう構成される。
【００６３】
　また、前記第２被覆部材１３８は、前記第１の可動演出装置３５の可動部材９０が初期
位置にある状態において、前記第１被覆部材１３７に対して当該可動部材９０の延在方向
に近接および離間移動するよう構成されている。すなわち、前記第２駆動モータの駆動に
伴って、前記第１被覆部材１３７および第２被覆部材１３８が近接して両被覆部材１３７
,１３８により前記可動部材９０の全体を被覆する被覆位置(図４(a)参照)と、該第１被覆
部材１３７から第２被覆部材１３８が離間して両被覆部材１３７,１３８の間から可動部
材９０が露出する開放位置(図４(b)参照)との間で当該第２被覆部材１３８が移動するよ
う構成されている。
【００６４】
〔実施例１の作用〕
　次に、前述のように構成された実施例１に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００６５】
　前記遊技盤２０に設けたレール２１に沿って遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球
は、遊技盤２０上に設けた遊技釘等に接触して流下方向を変更しながら流下する。そして
、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が前記始動入賞装置２４に入賞すると、前記
制御装置の制御に基づいて前記図柄表示装置１７での図柄変動演出が開始され、図柄変動
演出の結果、図柄表示装置１７に所定の図柄組み合わせが表示されると大当りが発生する
。大当りが発生すると、図柄表示装置１７に表示された図柄組み合わせに応じて、前記遊
技盤２０の下方に設けられた特別入賞装置２５が開放されると共に、前記制御装置の制御
に基づいて図柄表示装置１７において大当り演出が行なわれる。
【００６６】
　そして、前記図柄表示装置１７で展開される図柄変動演出や大当り演出等に合わせて、
前記裏ユニット３０に配設された前記各可動演出装置３５,１３５が前記制御装置からの
制御信号に基づいて作動されて、動作演出や発光演出が行なわれる。すなわち、前記第２
の可動演出装置１３５に設けた第２駆動モータを駆動することで、前記第２被覆部材１３
８が被覆位置と開放位置との間で移動して、初期位置にある第１の可動演出装置３５の可
動部材９０を覆い隠した状態と、可動部材９０が露出する状態に切替えて遊技演出が行な
われる。
【００６７】
　次に、第１の可動演出装置３５の動作演出について説明する。前記第１の可動演出装置
３５の可動部材９０が初期位置(図２０～図２２参照)にある状態で、該第１の可動演出装
置３４が備える第１駆動モータ３６が駆動されると、該第１駆動モータ３６の駆動軸３６
ａに設けた駆動ギア７１の回転に伴って各従動ギア７２が回転されると共に、該従動ギア
７２に噛合した前側連繋ギア７５を介して筒状体７４が回転される。そして、前記筒状体
７４の回転に伴って、該筒状体７４の後側連繋ギア７６にラックギア７８ａが噛合する可
動ラックギア部材７８がユニット体３８(第１箱状部４１)に設けたレール部４２に沿って
後側空間部４０ｂ内を左方向にスライド移動する。
【００６８】
　ここで、前記可動ラックギア部材７８に設けられた自由回転ギア８１は、前記ユニット
体３８(第１箱状部４１)に設けた固定ラックギア部材８３のラックギア８３ａに噛合して
いる。このため、前記可動ラックギア部材７８のスライド移動に伴って前記自由回転ギア
８１が固定ラックギア部材８３に沿って左方向にスライド移動しつつ回転することになる
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。また、前記自由回転ギア８１には、前記棒状部材５０に摺動可能に支持された作動体８
４のラックギア８５ａが噛合しているから、該自由回転ギア８１(可動ラックギア部材７
８)のスライド移動に伴って作動体８４が原位置から終位置に向けて移動する。更に、作
動体８４は前記自由回転ギア８１の回転に伴って原位置から終位置に向けて送出されるか
ら、該自由回転ギア８１(可動ラックギア部材７８)のスライド移動量に加えて、当該自由
回転ギア８１の回転に伴った移動量の合計分だけ作動体８４が移動する。このように、前
記筒状体７４と作動体８４との間に、前記可動ラックギア部材７８、固定ラックギア部材
８３および自由回転ギア８１の夫々を介在させたことで、筒状体７４の後側連繋ギア７６
と作動体８４のラックギア８５ａとを直接接続する構成に較べて第１駆動モータ３６の回
転に伴って作動体８４(可動部材９０)を大きく移動することができ、第１駆動モータ３６
の回転数を抑制しつつ可動部材９０に対して大きな動作を行なわせ得る。
【００６９】
　また、前記作動体８４に形成された接続部８９には、前記可動部材９０に設けた第１連
結部９２ａが回転可能に接続されているから、該作動体８４が原位置から切替位置(図２
３～図２５参照)に向けて移動するのに伴って、可動部材９０の上端部が棒状部材５０に
沿って左方向に移動する。ここで、前記可動部材９０(スライド部材１２０)の下端部に設
けた前記第２連結部１２２は、前記裏ユニット３０に設けた支持板６５に形成された突条
部６７のガイド孔６７ａに挿入支持され、該突条部６７(ガイド孔６７ａ)に沿って第２連
結部１２２が移動し得ると共に、突条部６７(ガイド孔６７ａ)に対して第２連結部１２２
が回転し得るようになっている。また前述のように、前記作動体８４が摺動可能に支持さ
れる棒状部材５０は、左右方向に延在する一方で、前記支持板６５の突条部６７(ガイド
孔６７ａ)は、左方向に向かうにつれて上方傾斜するよう形成してある。
【００７０】
　このように、前記棒状部材５０の延在方向と、前記突条部６７(ガイド孔６７ａ)の延在
方向とを交差するよう異ならせて、該棒状部材５０に沿って移動する作動体８４に対して
可動部材９０の上端部を回転可能に支持し、更に可動部材９０の下端部を突条部６７(ガ
イド孔６７ａ)に沿って移動しつつ回転可能に支持するよう構成したことで、該作動体８
４の移動に伴って可動部材９０を移動させた際に、棒状部材５０に対する接続部８９およ
び第１連結部９２ａの位置と、突条部６７(ガイド孔６７ａ)に対する第２連結部１２２の
位置に応じて可動部材９０の傾斜姿勢が適宜に変化する。すなわち、可動部材９０を動作
した際に、該可動部材９０が単純に第２連結部１２２を中心に揺動することはなく、該第
２連結部１２２の移動に伴って可動部材９０に対して傾倒動作および伸縮動作の複合的な
動きを行なわせることができ、当該可動部材９０の動作による演出効果を向上し得る。
【００７１】
　また、前記作動体８４が原位置から終位置に至る途中の切替位置に移動すると、前記突
条部６７(ガイド孔６７ａ)の左端部まで可動部材９０の第２連結部１２２が移動して、該
突条部６７(ガイド孔６７ａ)の端部に第２連結部１２２が当接係合し、当該突条部６７(
ガイド孔６７ａ)に沿った第２連結部１２２の移動が規制される。このため、前記作動体
８４が切替位置(図２３～図２５参照)まで移動した後は、該作動体８４が切替位置から終
位置へ移動する際に、可動部材９０が第２連結部１２２を中心として傾倒しつつ、該可動
部材９０を構成する可動体本体９１がスライド部材１２０に対して伸張する(図２６～図
２８参照)。すなわち、図３に示すように、前記作動体８４が原位置から切替位置に移動
する間の可動部材９０の姿勢変化と、切替位置から終位置に作動体８４が移動する間の可
動部材９０の姿勢変化とを異ならせることができ、該可動部材９０により複雑な動きをさ
せることが可能となる。
【００７２】
　そして、前記作動体８４が棒状部材５０に沿って終位置から原位置に移動した際には、
前記可動部材９０の第２連結部１２２は突条部６７(ガイド孔６７ａ)に沿って右下端部へ
向けて移動し、最終的に作動体８４の位置検出片８７ａを位置検出センサ６３が検出する
ことで、可動部材９０が初期位置に復帰する。ここで、前記棒状部材５０の延在方向に対
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して前記突条部６７(ガイド孔６７ａ)の延在方向を交差させたことで、前記可動部材９０
の第２連結部１２２が突条部６７(ガイド孔６７ａ)の開口縁に当接して抵抗となり、前記
スライド部材１２０が可動体本体９１の収容空間１０６内に収容される。すなわち、前記
作動体８４が棒状部材５０に沿って終位置から原位置に移動するだけで、可動部材９０を
短縮することができる。このように、前記作動体８４を棒状部材５０に沿って移動するだ
けで前記可動部材９０を伸縮することができるから、該可動部材９０の伸縮動作用に個別
に駆動源を設ける必要はなく、第１の可動演出装置３５の構成の簡略化やコストの低減を
図り得る。
【００７３】
　次に前記第１の可動演出装置３５における可動部材の配線接続構造について説明する。
実施例１の可動部材９０では、前記可動体ＬＥＤ基板１１０のコネクタ差込部１１１に対
してフレキシブルフラットケーブル１１２を接続するよう構成してあるから、該可動部材
９０の動作に対する配線の追従性が高く、断線等の発生を抑制することができる。また、
前記フレキシブルフラットケーブル１１２は、該フレキシブルフラットケーブル１１２を
捩るように折曲げることで、該ケーブル１１２を幅方向に引き回されている。ここで、前
記可動部材９０は、該可動部材９０(後半体９８)にカバー部材１１５を配設して、当該可
動部材９０(後半体９８)の平板面９８ａとカバー部材１１５の対向板部１１６との間に前
記フレキシブルフラットケーブル１１２の折曲げ部１１３を挟持しているから、可動部材
９０を動作させた際に、フレキシブルフラットケーブル１１２の折曲げ部１１３に過度な
力が作用するのを防止し得る。
【００７４】
　すなわち、前記可動部材９０の動作に伴ってフレキシブルフラットケーブル１１２の折
曲げ部１１３が繰り返し屈曲されるのを効果的に抑制でき、該フレキシブルフラットケー
ブル１１２の断線を防止し得る。また、前記フレキシブルフラットケーブル１１２の折曲
げ部１１３をカバー部材１１５で覆うよう構成したことで、可動部材９０の動作時に、該
フレキシブルフラットケーブル１１２の折曲げ部１１３が何らかの部材に引っ掛かるのを
確実に防止できるから、ケーブル１１２の断線をより確実に防ぐことができる。
【００７５】
　また、前記カバー部材１１５を前記可動部材９０(後半体９８)に固定した際に、該可動
部材９０(後半体９８)に形成したガイド突部１０４が、カバー部材１１５に形成した第１
の嵌合孔部１１８に嵌合すると共に、該ガイド突部１０４がフレキシブルフラットケーブ
ル１１２の側端縁に近接位置するよう構成してあるから、可動部材９０を動作して該ケー
ブル１１２が引張られたとしても、該可動部材９０(後半体９８)およびカバー部材１１５
の間の所定位置に位置規制することができる。このように、前記ガイド突部１０４を設け
たから、前記可動部材９０の動作に伴ってフレキシブルフラットケーブル１１２が位置ず
れするのを防止でき、可動部材９０の動作時に、フレキシブルフラットケーブル１１２を
引張る力が作用したとしても、可動部材９０とカバー部材１１５との間からケーブル１１
２の折曲げ部１１３が外部に引き出されるのを防止できる。従って、フレキシブルフラッ
トケーブル１１２の折曲げ部１１３の保護の確実性を向上し得る。また、前記ガイド突部
１０４をフレキシブルフラットケーブル１１２の両側部に位置させたことで、該ケーブル
１１２の移動をより確実に防止することができる。更に、前記フレキシブルフラットケー
ブル１１２における折曲げ部１１３に対応して前記ガイド突部１０４が位置するから、該
ケーブル１１２が引張られた際には、当該ケーブル１１２を折り返した角部に当接するこ
とで、該折曲げ部の移動を確実に阻止し得る。
【実施例２】
【００７６】
　次に、実施例２に係る第１の可動演出装置の構成に関して説明する。なお、実施例２に
係る第１の可動演出装置１５０において、実施例１で説明した第１の可動演出装置３５と
同一の構成・部材に関しては、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【００７７】
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　前述した実施例１では、第１の可動演出装置３５における支持板６５に対して、棒状部
材５０の右端部側から右端部側に向かうにつれて棒状部材５０に近接するよう突条部６７
(ガイド孔６７ａ)を形成するよう構成した。これに対して、実施例２に係る第１の可動演
出装置１５０の支持板６５には、図２９、図３０に示すように、前記棒状部材５０の右端
部の鉛直下方位置に、前記突条部６７が上下方向に延在するよう形成されると共に、該突
条部６７に沿ってガイド孔６７ａが上下方向に延在するよう形成されている。そして、前
記可動部材９０が初期位置にある状態において、該可動部材９０に設けた第２連結部１２
２が前記突条部６７(ガイド孔６７ａ)の下端部に位置するよう構成されている。このとき
、前記可動部材９０のスライド部材１２０は、可動体本体９１の収容空間１０６内に挿入
された挿入位置に位置している。
【００７８】
　すなわち、実施例２に係る第１の可動演出装置１５０では、初期位置(図２９参照)にあ
る可動部材９０の上端部を支持する作動体８４が原位置から終位置に向けて移動するにつ
れて、前記突条部６７(ガイド孔６７ａ)に沿って可動部材９０の第２連結部１２２が上方
移動し、該作動体８４が終位置まで移動することで、第２連結部１２２が突条部６７(ガ
イド孔６７ａ)の上端部に移動すると共に前記可動体本体９１の収容空間１０６からスラ
イド部材１２０が引き出されて可動部材９０が伸張して可動位置(図３０参照)に移動する
。
【００７９】
　このように、前記突条部６７(ガイド孔６７ａ)を上下方向に延在するよう形成した場合
でも、実施例１における第１の可動演出装置３５と同様に、可動部材９０が単純な揺動動
作を行なうことはなく、可動部材９０に対して傾倒動作および伸縮動作の複合的な動きを
行なわせることができ、当該可動部材９０の動作による演出効果を向上し得る。また、前
記作動体８４が終位置から原位置に向けて移動する際には、前記可動部材９０の第２連結
部１２２が突条部６７(ガイド孔６７ａ)の開口縁に当接して抵抗となり、前記スライド部
材１２０が可動体本体９１の収容空間１０６内に収容された挿入位置に相対的に移動し、
その後に可動部材９０が初期位置に復帰する。このように、実施例２に係る第１の可動演
出装置１５０においても、前記作動体８４を棒状部材５０に沿って移動するだけで前記可
動部材９０を伸縮することができるから、該可動部材９０の伸縮動作用に個別に駆動源を
設ける必要はなく、装置構成の簡略化やコストの低減を図り得る。
【実施例３】
【００８０】
　次に、実施例３に係る第１の可動演出装置の構成に関して説明する。なお、実施例３に
係る第１の可動演出装置において、実施例１で説明した第１の可動演出装置３５と同一の
構成・部材に関しては、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【００８１】
　実施例３に係る第１の可動演出装置は、図３１に示すように、可動部材９０における可
動体ＬＥＤ基板１１０に対するフレキシブルフラットケーブル１１２の配線接続構造が、
実施例１に係る第１の可動演出装置３５と異なっている。すなわち、実施例３に係る第１
の可動演出装置では、前記可動部材９０の後半体９８に対して、前記フレキシブルフラッ
トケーブル１１２の折曲げ部１１３よりもコネクタ差込部１１１から離間する位置に、第
３の嵌合孔部１６２が形成されている。また、前記後半体９８に取付けられるカバー部材
１６５には、該第３の嵌合孔部１６２と対応する位置に、当該後半体９８側に突出する嵌
合突部１６６が形成されている。すなわち、前記カバー部材１６５を後半体９８に取付け
て前記フレキシブルフラットケーブル１１２を後半体９８とカバー部材１６５との間に挟
持した際に、折曲げ部１１３よりもコネクタ差込部１１１から離間する位置においてケー
ブル１１２が該カバー部材１６５の嵌合突部１６６に押圧されて可撓して、このケーブル
１１２の可撓部分が第３の嵌合孔部１６２内に嵌合するよう構成されている。
【００８２】
　このように、実施例３に係る第１の可動演出装置では、前記カバー部材１６５を後半体
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９８に取付けて前記フレキシブルフラットケーブル１１２を後半体９８とカバー部材１６
５との間に挟持した際に、該ケーブル１１２の可撓部分が第３の嵌合孔部１６２に嵌合す
るから、可動部材９０を動作した際に当該ケーブル１１２が引張られたとしても、前記嵌
合突部１６６よりもコネクタ差込部１１１側に位置するケーブル１１２の折曲げ部１１３
に対して作用する力を抑制して、断線をより確実に防止し得る利点がある。
【００８３】
(変更例)
　なお、本発明に係る遊技機の構成としては、前述した実施例１～３に示したものに限ら
ず、種々の変更が可能である。
(１)　各実施例では、第１の可動演出装置(以下、単に可動演出装置という)の装置本体を
、駆動手段および駆動伝達手段が設置されると共に可動部材の上端部を支持するユニット
体と、可動部材の下端部を支持する支持板とを別部材として構成したが、両部材を別部材
とする必要はない。例えば、支持板をユニット体の箱状体やカバー体に対して一体的に形
成してもよい。
(２)　各実施例では、前記作動体に対して接続部を突設し、可動部材の第１連結部に形成
した挿通孔に対して該接続部を挿入することで、可動部材を作動体に対して回転可能な状
態で支持するよう構成したが、これに限らず、作動体に対して可動部材の第１連結部を回
転可能な状態で支持する構成であれば、従来公知の各種構成を採用できる。従って、例え
ば可動部材の第１連結部に突部を形成して作動体に形成した孔に挿入するようにしてもよ
い。
(３)　各実施例では、第２のガイド手段として支持板に形成した突条部に沿ってガイド孔
を形成し、該突条部のガイド孔に対して可動部材に形成した第２連結部(円筒状軸受け部
材)を挿入するよう構成したが、該第２連結部を第２のガイド手段に沿って移動し得ると
共に該第２のガイド手段に対して回転可能な状態で当該第２連結部を支持する構成であれ
ばよい。例えば、第２のガイド手段として支持板に対して直線的に延在する突部を形成し
、可動部材には、第２のガイド手段としての突部に沿って移動可能な摺動体を設けると共
に、該摺動体を回転可能に支持するよう構成することができる。
(４)　各実施例では、可動部材を可動体本体(第１部材)と、該可動体本体に対して相対的
にスライド移動可能なスライド部材(第２部材)とから構成したが、可動部材を単一部材か
ら形成してもよい。
(５)　各実施例では、可動演出装置において駆動手段と可動部材とを連繋接続する駆動伝
達手段として、筒状体、可動ラックギア部材、自由回転ギアおよび固定ラックギア部材を
備えるよう構成したが、これに限られないことは云うまでもない。すなわち、駆動手段の
駆動により作動体を第１のガイド手段に沿って直線的に往復移動させ得る構成であれば、
リンク機構やその他従来公知の各種手段を採用し得る。
(６)　各実施例では、可動演出装置に対して可動部材が接続する作動体を摺動可能に支持
する第１のガイド手段として直線的に延在する棒状部材を採用し、作動体の摺動部に該棒
状部材を挿通するよう構成したが、これに限られるものではなく、該作動体を往復移動可
能に支持する構成であれば、第１のガイド手段および作動体の構成として、任意の形態を
採用し得る。例えば、第１のガイド手段として、直線的に延在する第１溝部または第１突
部を形成すると共に、該第１のガイド手段としての第１溝部または第１突部に沿って摺動
可能な第２突部または第２溝部を作動体に対応的に形成すれば、第１のガイド手段に沿っ
て作動体を往復移動し得るよう構成することができる。
(７)　実施例１では、第２のガイド手段(支持板に形成される突条部ガイド孔)を、前記第
１のガイド手段(棒状部材)の延在方向の一方端部側(作動体の原位置に対応した右端部側)
から他方端部側(作動体の終位置に対応した左端部側)に向かうにつれて、該第１のガイド
手段に対して近接するよう傾斜形成し、また実施例２では第２のガイド手段(支持板に形
成される突条部ガイド孔)を、第１のガイド手段(棒状部材)の延在方向に直交する方向(上
下方向)に延在するよう形成したが、これに限られるものではない。すなわち、第２のガ
イド手段(支持板に形成される突条部ガイド孔)を、前記第１のガイド手段(棒状部材)の延
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在方向の一方端部側(作動体の原位置に対応した右端部側)から他方端部側(作動体の終位
置に対応した左端部側)に向かうにつれて、該第１のガイド手段から離間するよう傾斜形
成してもよい。但し、前記第２のガイド手段(支持板に形成される突条部ガイド孔)を、前
記第１のガイド手段(棒状部材)の延在方向に対して傾斜方向に延在するよう形成すること
で、可動部材に対して複合的な動作をより明確に行なわせることができる。
(８)　各実施例では、可動部材のフレキシブルフラットケーブルを基板取付ベースとして
の後半体とカバー部材との間に挟持固定するに際して、該後半体にガイド突部を形成する
と共に、該ガイド突部が嵌合する第１の嵌合孔部をカバー部材に形成したが、これとは反
対に、後半体に対して第１の嵌合孔部を形成し、第１の嵌合突部に嵌合するガイド突部を
カバー部材に形成するようにしてもよい。すなわち、前記基板取付ベースおよびカバー部
材の一方に対して、フレキシブルフラットケーブルの側縁部に当接可能なガイド突部を突
設すると共に、該基板取付ベースおよびカバー部材の他方に対して、該ガイド突部と対応
する位置に、ガイド突部が嵌合する嵌合孔部を形成すれば、該カバー部材を基板取付ベー
スに固定した際にフレキシブルフラットケーブルの移動を効果的に規制できる。
(９)　各実施例では、前記ガイド突部をフレキシブルフラットケーブルの両側部に位置す
るよう設けたが、該ケーブルに対して引張る力または押し出す力が作用した際に当該ケー
ブルに接触する位置にガイド突部を形成すればよい。また、ガイド突部を形成する位置と
しては、前記フレキシブルフラットケーブルにおける折曲げ部に対応する位置に限られる
ものではない。
(１０)　各実施例では、可動演出装置における駆動手段および駆動伝達手段が設置される
ユニット体を裏ユニットの開口上部に配設すると共に、裏ユニットの開口右下部に支持板
を配設するよう構成したが、これに限らず、ユニット体および支持板の配置位置は適宜に
選択することができる。なお、前記裏ユニットの開口部を挟んで前記ユニット体および支
持板が位置するよう構成することで、可動部材に対して大きな動作を行なわせ得るように
なる。
(１１)　実施例では、遊技盤に設けた裏ユニットに可動演出装置を配設したが、これに限
らず、遊技盤自体に可動演出装置を取付けるようにしても、また遊技盤に配設される部材
(例えば枠状装飾体)に設けるようにしてもよい。
(１２)　実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるも
のではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用
し得る。
【００８４】
　また、請求項１,２に係る発明については、以下の構成を具有するようにすることも可
能である。
　すなわち、請求項１または２に記載の遊技機について、前記基板取付ベース(98)および
カバー部材(115,165)の一方には、前記フレキシブルフラットケーブル(112)の折曲げ部(1
13)よりも前記コネクタ(111)から離間する位置に、該フレキシブルフラットケーブル(112
)を厚み方向に押圧する嵌合突部(119)が突設されると共に、該基板取付ベース(98)および
カバー部材(115,165)の他方には、前記嵌合突部(119)と対応する位置に嵌合孔部(103)が
形成されて、
　前記フレキシブルフラットケーブル(112)を前記基板取付ベース(98)とカバー部材(115,
165)との間に挟持した際に、前記嵌合突部(119)に押圧されて可撓したフレキシブルフラ
ットケーブル(112)の可撓部分が嵌合孔部(103)内に嵌合するよう構成する。
　すなわち、フレキシブルフラットケーブルを前記基板取付ベースとカバー部材との間に
挟持した際に、折曲げ部よりもコネクタから離間した位置において嵌合突部に押圧されて
可撓したフレキシブルフラットケーブルの可撓部分が嵌合孔部内に嵌合するから、可動部
材を動作した際にフレキシブルフラットケーブルの折曲げ部に作用する力を抑制して断線
をより確実に防止し得る。
【符号の説明】
【００８５】
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　３５　第１の可動演出装置(可動演出装置)
　３６　第１駆動モータ(駆動手段)
　９０　可動部材
　９８　後半体(基板取付ベース)
　１０３　第２の嵌合孔部(嵌合孔部)
　１０４　ガイド突部
　１１０　可動体ＬＥＤ基板(基板)
　１１１　コネクタ
　１１２　フレキシブルフラットケーブル
　１１３　折曲げ部
　１１５　カバー部材
　１１８　第１の嵌合孔部(孔部)
　１１９　嵌合突部

【図１】 【図２】
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