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(57)【要約】
【課題】可動物が移動する構成のコンパクト化を好適に
図ることが可能な遊技機を提供する。
【解決手段】駆動手段により駆動されて動作するととも
にその動作の様子がパチンコ機前方から視認可能となる
上下動ユニットを備えているパチンコ機において、上下
動ユニットの動作方向を定めるとともに、その動作方向
を定める領域の少なくとも一部として、上下動ユニット
がパチンコ機前方から視認可能となる所定の動作位置に
配置されている状況で上下動ユニットにその裏側にて対
向する特定領域を有するように設けられた溝部と、上下
動ユニットが特定領域と対向しない位置に配置されてい
る状況において特定領域をパチンコ機前方から視認しづ
らくする遮蔽ユニットと、を備えている。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動手段により駆動されて動作するとともにその動作の様子が遊技機前方から視認可能
となる可動手段と、
　前記可動手段の動作方向を定めるとともに、その動作方向を定める領域の少なくとも一
部として、前記可動手段が遊技機前方から視認可能となる所定の動作位置に配置されてい
る状況で当該可動手段にその裏側にて対向する特定領域を有するように設けられた案内手
段と、
　前記可動手段が前記特定領域と対向しない位置に配置されている状況において当該特定
領域を遊技機前方から視認しづらくする遮蔽手段と、
を備え、
　前記可動手段が前記特定領域と対向する前記所定の動作位置にある場合及び前記特定領
域と対向しない位置にある場合のいずれの場合でも、前記遮蔽手段によって前記可動手段
の一部が遊技機前方から視認しづらくなっていることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種として、パチンコ遊技機やスロットマシン等が知られている。これらの遊
技機として、ソレノイドや回転モータといった駆動装置により駆動されて動作する可動物
が設けられたものが知られている。
【０００３】
　例えば液晶表示装置等の周辺における遊技機前方から視認可能な領域（以下、視認可能
領域ともいう）に可動物を設け、遊技内容（例えば図柄の変動表示の内容）に応じて駆動
装置により駆動されて可動物が動作するようにすることにより、遊技中（例えば図柄の変
動時）における遊技の興趣を高めるようにしている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２―７８９０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、可動物について未だ改善の余地がある。
【０００６】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、可動物の好適化を図るこ
とが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
　駆動手段により駆動されて動作するとともにその動作の様子が遊技機前方から視認可能
となる可動手段と、
　前記可動手段の動作方向を定めるとともに、その動作方向を定める領域の少なくとも一
部として、前記可動手段が遊技機前方から視認可能となる所定の動作位置に配置されてい
る状況で当該可動手段にその裏側にて対向する特定領域を有するように設けられた案内手
段と、
　前記可動手段が前記特定領域と対向しない位置に配置されている状況において当該特定
領域を遊技機前方から視認しづらくする遮蔽手段と、
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を備え、
　前記可動手段が前記特定領域と対向する前記所定の動作位置にある場合及び前記特定領
域と対向しない位置にある場合のいずれの場合でも、前記遮蔽手段によって前記可動手段
の一部が遊技機前方から視認しづらくなっていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、可動物の好適化を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】パチンコ機１０の正面図。
【図２】パチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図。
【図３】パチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図。
【図４】遊技盤の正面図。
【図５】裏パックユニット１５の分解斜視図。
【図６】可変表示ユニット２００の遊技盤２４への取り付け態様を示す分解斜視図。
【図７】センターフレーム２０１の前方からみた斜視図。
【図８】センターフレーム２０１の後方からみた斜視図。
【図９】センターフレーム２０１を前方からみた分解斜視図。
【図１０】センターフレーム２０１を後方からみた分解斜視図。
【図１１】下棒状部３０２の前ユニット２４０への取り付け態様を示す分解斜視図。
【図１２】センターフレーム２０１における釣竿型演出用ユニット３００付近を示す一部
破断正面図。
【図１３】（ａ）後ユニット２８０における釣竿型演出用ユニット３００付近を前方から
見た斜視図、（ｂ）センターフレーム２０１における釣竿型演出用ユニット３００付近を
示す一部破断背面図。
【図１４】前ユニット２４０の上部側の後方からみた分解斜視図。
【図１５】前ユニット２４０の上部側の別の方向からみた分解斜視図。
【図１６】（ａ）前ユニット２４０の上部側の後方からみた斜視図、（ｂ）前ユニット２
４０の上部側の別の方向からみた斜視図。
【図１７】上棒状部３０４とＬＥＤ３２２の照射方向との関係を説明するための説明図。
【図１８】センターフレーム２０１の側方から見た斜視図。
【図１９】魚型演出用ユニット４００の前方側からみた分解斜視図。
【図２０】魚型演出用ユニット４００の後方側からみた分解斜視図。
【図２１】遮蔽ユニット４３０が遮蔽軸支部４３４に取り付けられた状態を示す正面図。
【図２２】（ａ）各遮蔽部材の正面図、（ｂ）各遮蔽部材の背面図。
【図２３】上下動ユニット４０８が最下部及び最上部にある場合の説明図。
【図２４】上下動ユニット４０８が最下部及び最上部にある場合の上側挿入部４０９と遮
蔽ユニット４３０との位置関係を示す説明図。
【図２５】上下動ユニット４０８が最下部及び最上部にある場合のラックユニット４１２
とギヤ群４２０の位置関係を示す説明図。
【図２６】（ａ）保護ユニット４５０の背面図、（ｂ）図２６（ａ）のＡ－Ａ線分部にお
ける断面図。
【図２７】保護ユニット４５０を後方からみた分解斜視図。
【図２８】（ａ）ラックユニット４１２が最下部にある場合のラックユニット４１２の位
置を示す説明図、（ｂ）ラックユニット４１２が最下部にある場合の配線４５４の位置を
示す説明図、（ｃ）ラックユニット４１２が最上部にある場合のラックユニット４１２の
位置を示す説明図、（ｄ）ラックユニット４１２が最上部にある場合の配線４５４の位置
を示す説明図。
【図２９】（ａ）可動部用空間Ｓを背面から見た状態のセンターフレーム２０１の拡大斜
視図、（ｂ）図２９（ａ）の状態において下棒状部３０２を取り外した状態の拡大斜視図
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。
【図３０】（ａ）可動部用空間Ｓを背面から見た状態の拡大背面図、（ｂ）可動部用空間
Ｓを規定する部位の縦断面図。
【図３１】パチンコ機１０の電気的構成を示すブロック図。
【図３２】遊技制御に用いる各種カウンタの概要を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施の
形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２及び図３
はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図２では便宜上パチ
ンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００１１】
　パチンコ機１０は、図１に示すように、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１
と、この外枠１１に対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機本体１２とを有する。
外枠１１は木製の板材などを四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている
。パチンコ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設
置される。
【００１２】
　図２に示すように、遊技機本体１２は、内枠１３と、その内枠１３の前方に配置される
前扉枠１４と、内枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備えている。遊技
機本体１２のうち内枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持されている。詳細には、正
面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として内枠１３が前方へ回動可能とされて
いる。
【００１３】
　内枠１３には、前扉枠１４が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側と
し右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠１３には、図３に示
すように、裏パックユニット１５が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端
側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。
【００１４】
　なお、遊技機本体１２には、図３に示すように、その回動先端部に施錠装置１６が設け
られており、遊技機本体１２を外枠１１に対して開放不能に施錠状態とする機能を有して
いるとともに、前扉枠１４を内枠１３に対して開放不能に施錠状態とする機能を有してい
る。これらの各施錠状態は、図２に示すように、パチンコ機１０前面にて露出させて設け
られたシリンダ錠１７に対して解錠キーを用いて解錠操作を行うことにより、それぞれ解
除される。
【００１５】
　次に、遊技機本体１２の前面側の構成について説明する。
【００１６】
　内枠１３は、図２に示すように、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース２１
を主体に構成されている。樹脂ベース２１の中央部には略楕円形状の窓孔２３が形成され
ている。樹脂ベース２１には遊技盤２４が着脱可能に取り付けられている。遊技盤２４は
合板よりなり、遊技盤２４の前面に形成された遊技領域が樹脂ベース２１の窓孔２３を通
じて内枠１３の前面側に露出した状態となっている。
【００１７】
　ここで、遊技盤２４の構成を図４に基づいて説明する。遊技盤２４には、ルータ加工が
施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部
には一般入賞口３１，可変入賞装置３２，上作動口３３，下作動口３４，スルーゲート３
５、メイン表示部４１、役物用表示部４２及び可変表示ユニット２００等がそれぞれ設け
られている。
【００１８】
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　一般入賞口３１、可変入賞装置３２及び作動口３３，３４に遊技球が入ると、それが遊
技盤２４の背面側に配設された検知センサ（図示略）により検知され、その検知結果に基
づいて所定数の賞球の払い出しが実行される。その他に、遊技盤２４の最下部にはアウト
口３７が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口３７を通って遊
技領域から排出される。また、遊技盤２４には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等す
るために多数の釘３８が植設されていると共に、風車等の各種部材（役物）が配設されて
いる。
【００１９】
　可変表示ユニット２００には、作動口３３，３４への入賞をトリガとして図柄を表示面
１７１にて可変表示する図柄表示装置１７０が設けられている。また、可変表示ユニット
２００には、図柄表示装置１７０を囲むようにしてセンターフレーム２０１が配設されて
いる。
【００２０】
　図柄表示装置１７０は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており
、後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置１７０の表示面１７
１には、例えば左、中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロ
ールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有
効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、
大当たり状態という）が発生することとなる。
【００２１】
　センターフレーム２０１には、屋根部２２５が設けられており、遊技領域に打ち出され
た遊技球が表示面１７１の前方を通過するのを抑制している。図柄表示装置１７０の下方
には、ステージ部２０６が形成されており、遊技球を転動させるとともに上作動口３３へ
の入賞を発生しやすくしている。
【００２２】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たり状態に移行した際に、遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられる
ようになっている。可変入賞装置３２の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）
の経過又は所定個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、複数ラウンド（例えば
１５ラウンド）を上限として可変入賞装置３２が繰り返し開放されるものが一般的である
。
【００２３】
　メイン表示部４１及び役物用表示部４２は、遊技領域の左下部側に設けられている。メ
イン表示部４１では、上作動口３３又は下作動口３４への入賞をトリガとして絵柄の変動
表示が行われ、その変動表示の停止結果として、上作動口３３又は下作動口３４への入賞
に基づいて行われた内部抽選の結果が表示によって明示される。つまり、本パチンコ機１
０では、上作動口３３への入賞と下作動口３４への入賞とが内部抽選において区別されて
おらず、上作動口３３又は下作動口３４への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が共
通の表示領域であるメイン表示部４１にて明示される。そして、上作動口３３又は下作動
口３４への入賞に基づく内部抽選の結果が大当たり状態への移行に対応した当選結果であ
った場合には、メイン表示部４１にて所定の停止結果が表示されて変動表示が停止された
後に、大当たり状態へ移行する。
【００２４】
　なお、メイン表示部４１は、複数のセグメント発光部が所定の態様で配列されてなるセ
グメント表示器により構成されているが、これに限定されることはなく、液晶表示装置、
有機ＥＬ表示装置、ＣＲＴ、ドットマトリックス等その他のタイプの表示装置によって構
成されていてもよい。
【００２５】
　遊技盤２４には、内レール部５１と外レール部５２とが取り付けられており、これら内
レール部５１と外レール部５２とにより誘導レールが構成され、遊技球発射機構５３から
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発射された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。遊技球発射機構５３
は、図２に示すように、樹脂ベース２１における窓孔２３の下方に取り付けられており、
前扉枠１４に設けられた発射ハンドル５４が操作されることにより遊技球の発射動作が行
われる。
【００２６】
　内枠１３の前面側全体を覆うようにして前扉枠１４が設けられている。前扉枠１４には
、図１に示すように、遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓
部６１が形成されている。窓部６１は、略楕円形状をなし、透明性を有する窓パネル６２
が嵌め込まれている。窓部６１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。
当該各種ランプ部の一部として表示ランプ部６３が窓部６１の上方に設けられている。ま
た、表示ランプ部６３の左右両側には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピー
カ部６４が設けられている。
【００２７】
　前扉枠１４における窓部６１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部６５と下側膨出
部６６とが上下に並設されている。上側膨出部６５内側には上方に開口した上皿７１が設
けられており、下側膨出部６６内側には同じく上方に開口した下皿７２が設けられている
。上皿７１は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させ
ながら遊技球発射機構５３側へ導くための機能を有する。また、下皿７２は、上皿７１内
にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。上皿７１及び下皿７２には、裏パック
ユニット１５の払出機構部１０２から払い出された遊技球が前扉枠１４の背面に設けられ
た通路形成ユニット７３を通じて排出される。
【００２８】
　次に、遊技機本体１２の背面側の構成について説明する。
【００２９】
　図３に示すように、内枠１３（具体的には、遊技盤２４）の背面には、主制御装置８１
及び音声ランプ制御装置８２が搭載されている。主制御装置８１は、遊技の主たる制御を
司る主制御基板と、電源を監視する停電監視基板とを具備しており、これら主制御基板及
び停電監視基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス８３に収容されて構成されている
。音声ランプ制御装置８２は、主制御装置８１からの指示に従い音声やランプ表示、及び
図示しない表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制
御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス８４に収容されて構成されている。
【００３０】
　また、図示は省略するが、遊技盤２４の裏面には、可変表示ユニット２００を取り囲む
ようにして集合板ユニットが設けられている。集合板ユニットは、薄板状の枠体として例
えばＡＢＳ樹脂等の合成樹脂により成形されるベースを有し、そのベース面が遊技盤２４
の裏面に当接されるようにして取り付けられている。集合板ユニットには、各種入賞口に
入賞した遊技球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検
知するための入賞検知機構などが設けられている。
【００３１】
　遊技球回収機構には、集合板ユニットの下方にて、前記一般入賞口３１、可変入賞装置
３２、作動口３３，３４の遊技盤の開口部に対応し且つ下流側で１カ所に集合する回収通
路が形成されている。
【００３２】
　裏パックユニット１５について、図３及び図５を参照しながら説明する。図５は裏パッ
クユニット１５の分解斜視図である。裏パックユニット１５は、裏パック１０１を備えて
おり、当該裏パック１０１に対して、払出機構部１０２、排出通路盤１０３、及び制御装
置集合ユニット１０４が取り付けられている。裏パック１０１は透明性を有する合成樹脂
により形成されており、払出機構部１０２などが取り付けられるベース部１１１と、主制
御装置８１や音声ランプ制御装置８２などを後方から覆うように後方に突出し略直方体形
状をなす保護カバー部１１２とを有する。
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【００３３】
　払出機構部１０２は、保護カバー部１１２を迂回するようにして配設されており、遊技
場の島設備から供給される遊技球が逐次補給されるタンク１２１と、当該タンク１２１に
貯留された遊技球を払い出すための払出装置１２４と、を備えている。なお、払出機構部
１０２には、例えば交流２４ボルトの主電源が供給されるとともに、電源のＯＮ操作及び
ＯＦＦ操作を行うための電源スイッチが設けられた裏パック基板が搭載されている。
【００３４】
　払出装置１２４より払い出された遊技球は、当該払出装置１２４の下流側に設けられた
図示しない払出通路を通じて、裏パック１０１のベース部１１１に設けられた遊技球分配
部１２５に供給される。遊技球分配部１２５は、払出装置１２４より払い出された遊技球
を上皿７１、下皿７２に振り分けるための機能を有し、内側の開口部１２６が図示しない
本体側上皿通路び前扉側上皿通路を介して上皿７１に通じ、中央の開口部１２７が図示し
ない本体側下皿通路及び前扉側下皿通路を介して下皿７２に通じるように形成されている
。
【００３５】
　ベース部１１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤１０３及
び制御装置集合ユニット１０４が取り付けられている。排出通路盤１０３は、制御装置集
合ユニット１０４と対向する面に後方に開放された排出通路１３１が形成されており、当
該排出通路１３１の開放部は制御装置集合ユニット１０４によって塞がれている。排出通
路１３１は、上記遊技盤の２４の裏面に形成された回収通路に下流側にて連通している。
一般入賞口３１、可変入賞装置３２、作動口３３，３４に入賞した遊技球は、遊技盤２４
の裏面に形成された上記回収通路を介して集合し、さらに排出通路盤１０３の排出通路１
３１を介してパチンコ機１０外部に排出される。また、何れの入賞口にも入賞しなかった
遊技球もアウト口３７、回収通路を介して排出通路１３１内に導出され、当該排出通路１
３１を通ることでパチンコ機１０外部に排出される。
【００３６】
　制御装置集合ユニット１０４は、横長形状をなす取付台１４１を有し、取付台１４１に
払出制御装置１４２と電源及び発射制御装置１４３と球貸用接続端子板１４９が搭載され
ている。これら払出制御装置１４２と電源及び発射制御装置１４３と球貸用接続端子板１
４９は、払出制御装置１４２及び球貸用接続端子板１４９が後方となり電源及び発射制御
装置１４３が前方となるように前後に重ねて配置されている。
【００３７】
　払出制御装置１４２は、払出装置１２４を制御する払出制御基板が基板ボックス内に収
容されて構成されている。電源及び発射制御装置１４３は、電源及び発射制御基板が基板
ボックス内に収容されて構成されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定
の電力が生成されて出力され、さらに遊技者による発射ハンドル５４の操作に伴う遊技球
の打ち出しの制御が行われる。また、本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有
しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停
電時の状態に復帰できるようになっている。
【００３８】
　次に、可変表示ユニット２００の遊技盤２４への取り付け態様について説明する。図６
は当該態様を示す分解斜視図である。
【００３９】
　センターフレーム２０１は、遊技盤２４に形成された開口部２４ａに前方からはめ込ま
れ、周縁部に形成されたネジ孔２０２に通されたネジにより当該周縁部が遊技盤２４の前
面に固定されて、遊技盤２４に固定されている。
【００４０】
　センターフレーム２０１の後方には、図柄表示装置１７０を取り付けるための取付用フ
レーム１５０が取り付けられている。具体的には、取付用フレーム１５０の前面の上下に
突出して形成された筒状部１５１にセンターフレーム２０１の後部に突出して形成された
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突出部を挿入させ、取付用フレーム１５０における上隅部の前面に突出して形成された位
置決め部１５３を遊技盤２４の後面に形成された位置決め穴に挿入することにより、セン
ターフレーム２０１及び遊技盤２４に対する取付用フレーム１５０の位置決めを行う。こ
の位置決めがなされた状態で、取付用フレーム１５０を遊技盤２４の後面に固定する。
【００４１】
　取付用フレーム１５０の後部側には、図柄表示装置１７０が固定されている。具体的に
は、取付用フレーム１５０に矩形状に開口して形成された表示面用開口部１６３に表示面
１７１が臨むようにして、図柄表示装置１７０の上下に形成された取付部１７２を取付用
フレーム１５０の表示面用開口部１６３の上下に形成された取付孔１６４に挿入させるこ
とにより取り付ける。
【００４２】
　センターフレーム２０１には図柄表示装置１７０の表示面１７１が臨む位置に表示面１
７１と略同一形状の表示面用開口部２０４が形成されており、当該表示面用開口部２０４
を通じて表示面１７１がパチンコ機１０前方から視認可能となっている。
【００４３】
　次に、センターフレーム２０１について図４及び図７～図１０を示しながら詳細に説明
する。図７はセンターフレーム２０１の前方からみた斜視図、図８はセンターフレーム２
０１の後方からみた斜視図、図９はセンターフレーム２０１を前方からみた分解斜視図、
図１０はそれを後方からみた分解斜視図である。
【００４４】
　図９及び図１０に示すように、センターフレーム２０１は、前ユニット２４０及び後ユ
ニット２８０から構成されている。前ユニット２４０は、センターフレーム２０１の外形
を規定する環状フレーム２２０と、当該環状フレーム２２０の下部において後方に張り出
すようにして設けられた下枠部２２２と、を備えている。また、後ユニット２８０は、上
枠部２２１と、その左右から下方に延びる左右の側枠部２２３，２２４を備えている。
【００４５】
　図４及び図９に示すように、前ユニット２４０及び後ユニット２８０を連結させること
により、上枠部２２１、下枠部２２２及び左右の側枠部２２３，２２４の縁部により規定
された表示面用開口部２０４が形成されている。
【００４６】
　図９に示すように、上枠部２２１の表示面用開口部２０４側及び左右の側枠部２２３，
２２４は有色透明の合成樹脂により光透過性を有するように形成されている。また、下枠
部２２２は無色透明の合成樹脂により光透過性を有するように形成されている。
【００４７】
　環状フレーム２２０は、屋根部２２５を備えている。屋根部２２５を設けることにより
、既に説明したように、表示面１７１の前方を遊技球が通過することを抑制している。ま
た、環状フレーム２２０は、ステージ部２０６を備えている。ステージ部２０６の後方は
下枠部２２２における上方にせり上がった壁部によって規定されている。
【００４８】
　屋根部２２５はその側部に球入口を有し、当該球入口に入った遊技球をステージ部２０
６上に導くステージ誘導通路が形成されている。球入口に遊技球が入ることにより、その
遊技球がステージ誘導通路を介してステージ部２０６上に誘導される。
【００４９】
　ステージ部２０６はその上面に、遊技球が転動可能な転動面２０７を有している。転動
面２０７は、遊技球２個分程度の幅を有し、中央部を中心として左右対称な滑らかな流線
形状となっている。具体的には、転動面２０７は、中央部が上方に盛り上がった山部とな
っており、その左右は下方に凹んだ谷部となっており、また左右両端は中央部よりも上方
に位置している。谷部は、前方に向けて下方に傾斜した形状をなしている。
【００５０】
　ステージ部２０６における山部の頂部には後方に向けて下り傾斜になるように窪ませて
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形成された誘導部２０８が形成されている。誘導部２０８の後方における下枠部２２２に
は誘導入口２０９が形成されており、誘導入口２０９の下方におけるステージ部２０６の
前面には誘導出口２１０が形成されている。誘導出口２１０は、遊技球用の通路を介して
誘導入口２０９に連通されている。
【００５１】
　球入口に入った遊技球はステージ誘導通路で速度を増してステージ部２０６に進入する
。ステージ部２０６に進入した遊技球は、転動面２０７上を左右に転動することにより、
その速度が減じられる。充分に減速された状態で谷部上に到達した遊技球は、谷部の傾斜
により誘導されて、谷部の前縁からステージ部２０６の下方に向けて排出される。また、
充分に減速された状態で誘導部２０８上に達した遊技球は、誘導部２０８の傾斜により誘
導されて誘導入口２０９から遊技球用の通路に進入し、誘導出口２１０から下方へ排出さ
れる。誘導出口２１０は、図４に示すように上作動口３３及び下作動口３４の鉛直上方に
位置している。よって、誘導入口２０９から誘導通路に導入された遊技球は上作動口３３
及び下作動口３４に入賞し易くなっている。
【００５２】
　図８に示すように、上枠部２２１の後部側には、センターフレーム２０１に設けられた
各種駆動部及び各種ＬＥＤ等と表示制御装置との信号の中継を行うメイン中継基板２１１
が取り付けられている。
【００５３】
　ここで、図７に示すように、センターフレーム２０１には、表示面用開口部２０４を迂
回するようにして釣竿状の棒状部３０１が取り付けられており、当該棒状部３０１を動か
して演出を行うための釣竿型演出用ユニット３００が設けられている。
【００５４】
　釣竿型演出用ユニット３００について詳細に説明する。図７に示すように、棒状部３０
１は、下枠部２２２から側枠部２２３を通過して上枠部２２１に至るように取り付けられ
ており、図９及び図１０に示すように、下枠部２２２の下方に取り付けられた下棒状部３
０２と、側枠部２２３に取り付けられた中棒状部３０３と、上枠部２２１に取り付けられ
た上棒状部３０４と、から構成される。
【００５５】
　下棒状部３０２について詳細に説明する。下棒状部３０２は、合成樹脂により光透過性
を有するように形成されるとともに、内部に金属箔（ラメ）が埋め込まれている。図１１
は、下棒状部３０２の前ユニット２４０への取り付け態様を示す分解斜視図である。下棒
状部３０２は、前ユニット２４０における下枠部２２２の下方を規定する区画部材２４８
に取り付けられており、下枠部２２２及び区画部材２４８により形成される空間に収容さ
れた状態で配設されている。
【００５６】
　ちなみに、区画部材２４８は、下枠部２２２と同様に無色透明の合成樹脂により光透過
性を有するように形成されている。また、区画部材２４８の下方には、図６に示すように
、取付用フレーム１５０の底壁に取り付けられたＬＥＤ１５６が配置されている。これに
より、当該ＬＥＤ１５６から照射される光線は、区画部材２４８を介して下棒状部３０２
に到達して金属箔により乱反射されて下棒状部３０２の外部に抜ける。さらに下棒状部３
０２から外部に抜けた光線は下枠部２２２を介して遊技者側へ抜けるので、下棒状部３０
２自体を発光しているように見せることができる。
【００５７】
　次に、中棒状部３０３について詳細に説明する。中棒状部３０３も、下棒状部３０２と
同様に合成樹脂により光透過性を有するように形成されるとともに、内部に金属箔（ラメ
）が埋め込まれている。ただし、中棒状部３０３は下棒状部３０２より表面が滑らかに形
成されており、中棒状部３０３の表面付近における光線の乱反射が下棒状部３０２より抑
制されている。また、図９及び図１０に示すように、中棒状部３０３には所定の間隔をあ
けて金属製の中金具部品２４２が固定されている。中金具部品２４２は釣竿のガイド（竿
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に沿って糸が通されるリング）状に形成されている。
【００５８】
　中棒状部３０３は、下枠部２２２における下棒状部３０２の上端に対応する位置から上
方に延びるようにして、前ユニット２４０の環状フレーム２２０に取り付けられており、
側枠部２２３より表示面用開口部２０４側に取り付けられている。側枠部２２３における
、中棒状部３０３の中金具部品２４２が固定されていない部分に対向する位置には、矩形
状に開口されたＬＥＤ用開口部２８２が形成されている。側枠部２２３は、図６に示す取
付用フレーム１５０の側壁の表示面用開口部２０４側に位置し、ＬＥＤ用開口部２８２は
、取付用フレーム１５０の側壁に固定されたＬＥＤ１５６に対向する位置に形成されてい
る。
【００５９】
　これにより、ＬＥＤ１５６から照射される光線は、ＬＥＤ用開口部２８２を介して中棒
状部３０３の中金具部品２４２が固定されていない箇所に到達する。また、中棒状部３０
３は、合成樹脂により光透過性を有するように形成されるとともに、内部に金属箔が埋め
込まれている。これにより、中棒状部３０３の中金具部品２４２が固定されていない箇所
に到達した光線は、金属箔で反射するとともに中棒状部３０３の内部で乱反射した後に中
棒状部３０３の外部に抜けるので、中棒状部３０３自体を発光しているように見せること
ができる。また、ＬＥＤ１５６から照射される光線が中金具部品２４２に強く照射される
ことがないので、中金具部品２４２で反射した光が遊技者の遊技領域に対する視認性の低
下を抑制することが可能となる。
【００６０】
　次に、上棒状部３０４について図１２及び図１３を用いながら詳細に説明する。図１２
は、センターフレーム２０１における釣竿型演出用ユニット３００付近を示す一部破断正
面図であり、センターフレーム２０１の環状フレーム２２０の上部を破断して示している
。また、図１３（ａ）は後ユニット２８０における釣竿型演出用ユニット３００付近を前
方から見た斜視図、図１３（ｂ）はセンターフレーム２０１における釣竿型演出用ユニッ
ト３００付近を示す一部破断背面図である。
【００６１】
　下棒状部３０２及び中棒状部３０３は弾性変形がほとんどできないように硬く形成され
ているが、上棒状部３０４は柔軟に弾性変形ができるように形成されている。また、上棒
状部３０４は合成樹脂により内部に気泡を含ませて光透過性を有するように形成されてい
る。図１２及び図１３（ａ）に示すように、上棒状部３０４には、中金具部品２４２と同
様の形状の上金具部品３０５（上棒状部３０４の合成樹脂で形成された部位より硬い部品
）が、所定の間隔をあけて固定されている。
【００６２】
　上棒状部３０４は、中棒状部３０３の上端部から側枠部２２４側に延びるように、かつ
環状フレーム２２０の上部の内側に沿わせるようにして、上枠部２２１に配設されている
。上棒状部３０４における中棒状部３０３側は上枠部２２１の前面に突出して形成された
固定部３１０に固定されている。また、上棒状部３０４における中棒状部３０３側とは反
対側（以下、先端側ともいう）は、上棒状部３０４を移動させるための駆動部に軸支され
ている。具体的には、上棒状部３０４の先端側には、釣竿の先端部に配設されるガイドの
形状に形成された先端金具部品３０６が固定されており、当該先端金具部品３０６の後部
に形成された軸部３１３が駆動部に軸支されている。当該駆動部は、図１３（ｂ）に示す
ように上枠部２２１の後面に設けられた釣竿用モータ３１８と、当該釣竿用モータ３１８
のギヤに歯合した扇状ギヤ３１７と、後端側が扇状ギヤ３１７の回動中心部分に固定され
上枠部２２１の前面側に延びるシャフト部３１６と、シャフト部３１６に固定された回動
部材３１４と、を備えている。シャフト部３１６は、上枠部２２１の上隅部に前後方向に
開口された孔を有するシャフト収容部３１９に前後方向を軸として回動可能に挿入されて
いる。回動部材３１４は、細長板状に形成されており、シャフト部３１６に固定されてい
ない側に前後方向に開口された長孔３１５が形成されており、当該長孔３１５に内部を移
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動可能に軸部３１３が軸支されている。
【００６３】
　図１３（ｂ）に示す釣竿用モータ３１８が駆動することにより、当該釣竿用モータ３１
８の駆動力は釣竿用モータ３１８から扇状ギヤ３１７に伝達され、扇状ギヤ３１７が回動
する。扇状ギヤ３１７が回動することにより当該扇状ギヤ３１７に固定されているシャフ
ト部３１６も回動し駆動力がセンターフレーム２０１前面側に伝達され、シャフト部３１
６に固定されている回動部材３１４も回動し、回動部材３１４の先端側は下方に移動する
。ここで、回動部材３１４には長孔３１５が形成されており長孔３１５に軸部３１３が軸
支されているため、軸部３１３に長孔３１５内を移動させることが可能である。よって、
回動部材３１４は、軸部３１３を軸支しながらも、回動部材３１４の回動基端側（シャフ
ト部３１６側）と軸部３１３との距離を変えながら回動することが可能である。よって、
上棒状部３０４は、環状フレーム２２０の上部に沿った位置（以下、初期位置ともいう）
から、回動部材３１４に先端側を横方向の中央側又は上棒状部３０４の根元側に押し込ま
れるように曲線の軌道を描きながら移動させられ、上棒状部３０４は撓んだ状態（以下、
この状態における上棒状部３０４の位置を撓み位置ともいう）となる。
【００６４】
　図１２の破断部に示すように、環状フレーム２２０の上部には、上棒状部３０４に光を
照射するための発光ユニット３２０が設けられている。
【００６５】
　発光ユニット３２０について図１４～図１６を用いながら説明する。図１４は前ユニッ
ト２４０の上部側の後方からみた分解斜視図、図１５はその別の方向からみた分解斜視図
である。また、図１６（ａ）は前ユニット２４０の上部側の後方からみた斜視図、図１６
（ｂ）はその別の方向からみた斜視図である。
【００６６】
　発光ユニット３２０は、図１４に示すように、ポリイミド等の合成樹脂により長板状又
は長尺状に形成されたフレキシブル基板３２１を備えている。フレキシブル基板３２１は
、長手方向及び短手方向の任意の位置にて表裏両側に撓ませることが可能な柔軟性を有し
ている。
【００６７】
　図１５に示すように、フレキシブル基板３２１の一方の板面３２１ａには、長手方向に
所定の間隔をあけて複数の発光体、具体的にはＬＥＤ３２２が配列されている。また、フ
レキシブル基板３２１において各ＬＥＤ３２２が搭載された板面３２１ａには各ＬＥＤ３
２２に駆動信号を供給するための集中コネクタ３２３が設けられている。フレキシブル基
板３２１の同じ面にＬＥＤ３２２及び集中コネクタ３２３を配設しているので、異なる面
に配設する場合に比して発光ユニット３２０の製造段階における工数を減じることが可能
となる。
【００６８】
　集中コネクタ３２３は、フレキシブル基板３２１の長手方向において各ＬＥＤ３２２よ
りも一方の端部側、詳細にはフレキシブル基板３２１の一方の端部に配置されており、板
面３２１ａの向く側に突出している。フレキシブル基板３２１においてこの集中コネクタ
３２３が設けられた領域は他の領域に比べて強度が高くなるように補強されている。具体
的には、フレキシブル基板３２１において集中コネクタ３２３が設けられた領域には、上
記板面３２１ａとは逆の板面３２１ｂに貼り付けるようにして、フレキシブル基板３２１
よりも強度が高い板材３２４が設けられている。板材３２４はフレキシブル基板３２１の
上記一方の端部から所定範囲に亘って配置されており、当該範囲ではフレキシブル基板３
２１の短手方向の両端の位置が板材３２４の両端の位置と同じ位置となっている。また、
板材３２４が設けられた所定範囲にはＬＥＤ３２２は含まれていない。
【００６９】
　発光ユニット３２０は、環状フレーム２２０の上部の後方を開放して設けられた発光ユ
ニット収容部３３０に環状フレーム２２０の形状に合わせて撓ませて収容されている。発
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光ユニット収容部３３０は、図１５に示すように、下方を環状フレーム２２０の内周面の
一部である湾曲板状部３２８により規定されており、上方を湾曲板状部３２８に沿って後
方に突出して形成された湾曲突出部３３１により規定されている。湾曲板状部３２８は、
合成樹脂により無色透明で光透過性を有するように形成されている。また、発光ユニット
収容部３３０の長手方向における一方側には、フレキシブル基板３２１の端部が挿入可能
に形成された端保持部材３２５が取り付けられている。また、収容部の長手方向における
端保持部材３２５が取り付けられている側の逆側には、開放された側を互いに対向させて
形成された一対のコネクタ領域保持部３２６，３２７が形成されている。
【００７０】
　発光ユニット３２０は、図１６（ａ），（ｂ）に示すように、ＬＥＤ３２２を下方に向
けて発光ユニット収容部３３０の形状に合わせて撓ませた状態で、発光ユニット収容部３
３０に収容されている。フレキシブル基板３２１の集中コネクタ３２３が配設されていな
い側の端部が端保持部材３２５に挿入されている。また、フレキシブル基板３２１の集中
コネクタ３２３が配設されている側は、板材３２４が貼り付けられた領域を上方に折り返
された状態でコネクタ領域保持部３２６，３２７に保持されている。外側のコネクタ領域
保持部３２７の開口の幅はフレキシブル基板２枚分の厚さと板材３２４の厚さとを足した
ものより、大きく形成されており、コネクタ領域保持部３２７にフレキシブル基板３２１
の折り返し部分が後方から挿入されている。また、図１５に示すように、フレキシブル基
板３２１の切片３２９と当該切片３２９に対応している板材３２４の一部は、コネクタ領
域保持部３２６に挿入されている。コネクタ領域保持部３２６に、当該切片３２９及び当
該板材３２４が挿入された状態で、開口部閉鎖部材３３２がコネクタ領域保持部３２６の
後部側の開口を閉鎖するように取り付けられている。この状態で、前ユニット２４０と後
ユニット２８０とを連結することにより、発光ユニット収容部３３０の開放側が上枠部２
２１の押さえ面２８４（図９参照）により封鎖される。
【００７１】
　フレキシブル基板３２１は、図１５に示すように、端保持部材３２５と外側のコネクタ
領域保持部３２６との間に撓んだ状態で取り付けられており、自身の復元力により当該フ
レキシブル基板３２１が当接している端保持部材３２５と外側のコネクタ領域保持部３２
６を押圧している。また、フレキシブル基板３２１の上方には湾曲突出部３３１が形成さ
れているので、上方への過度の撓みを抑制している。よって、フレキシブル基板３２１の
姿勢を安定させることができ、フレキシブル基板３２１における端保持部材３２５と外側
のコネクタ領域保持部３２６との間の部位をネジ等の固定具で固定する必要がない。
【００７２】
　フレキシブル基板３２１の集中コネクタ３２３側は折り返された状態でコネクタ領域保
持部３２６，３２７に挿入されており、自身の復元力によりコネクタ領域保持部３２６，
３２７の内部を上下に押圧するので、発光ユニット３２０を発光ユニット収容部３３０に
取り付けるにあたって、開口部閉鎖部材３３２が取り付けられる前でも発光ユニット３２
０を発光ユニット収容部３３０にとどめることが可能であるので、取り付け時の位置決め
を好適に行うことができる。
【００７３】
　特に、集中コネクタ３２３が設けられた側の端部には既に説明したとおり補強用の板材
３２４が設けられているため、コネクタ領域保持部３２６，３２７を押圧する力が高めら
れている。よって、その位置決め機能が好適に高められている。また、集中コネクタ３２
３には配線が接続されており、集中コネクタ３２３だけでなく配線の重量負荷の一部も発
光ユニット３２０の端部に掛ることとなる。これに対して、板材３２４による補強がなさ
れていることにより、それら重量負荷を好適に受けることが可能となる。つまり、板材３
２４を設けることで上記のような複数の効果を同時に奏することができる。
【００７４】
　フレキシブル基板３２１の集中コネクタ３２３側が折り曲げられることにより、ＬＥＤ
３２２と同一の面に形成されている集中コネクタ３２３は、ＬＥＤ３２２と逆方向を向い
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た状態で配置されるので、遊技者が視認する環状フレーム２２０の内側の領域と逆の方向
に容易に配線を延ばすことが可能となり、配線の取り回し作業の効率化を図ることができ
る。
【００７５】
　図１２に示すように、発光ユニット３２０の集中コネクタ３２３は中棒状部３０３の上
部側の中金具部品２４２に対向する位置に配設されている。これにより、集中コネクタ３
２３や当該集中コネクタから引き出される配線が中金具部品２４２の死角となり、遊技者
に当該集中コネクタ３２３や当該配線を見せないようにすることが可能となる。
【００７６】
　ここで、上棒状部３０４が配設された領域と発光ユニット収容部３３０とは、湾曲板状
部３２８により区画されている。すなわち、湾曲板状部３２８の上方にはフレキシブル基
板３２１が湾曲板状部３２８に沿うように配設され、湾曲板状部３２８の下方には上棒状
部３０４が同様に湾曲板状部３２８に沿うように配設されている。これにより、フレキシ
ブル基板３２１上に配列されたＬＥＤ３２２も上棒状部３０４に沿うように配置された状
態となる。
【００７７】
　図１７は上棒状部３０４とＬＥＤ３２２の照射方向との関係を説明するための説明図で
ある。
【００７８】
　図１７に示すように、ＬＥＤ３２２は、上棒状部３０４における、所定間隔をあけて取
り付けられた上金具部品３０５が取り付けられていない位置に対向するように配設されて
いる。これにより、ＬＥＤ３２２から照射される光線は、湾曲板状部３２８を透過して上
棒状部３０４の上金具部品３０５が固定されていない箇所に到達する。よって、上棒状部
３０４の上金具部品３０５が固定されていない箇所に到達した光線は、上棒状部３０４の
内部で乱反射した後に上棒状部３０４の外部に抜けるので、上棒状部３０４自体を発光し
ているように見せることができる。また、ＬＥＤ３２２から照射される光線が上金具部品
３０５に強く照射されることがないので、上金具部品３０５で反射した光が遊技者の遊技
領域に対する視認性の低下を抑制することが可能となる。
【００７９】
　上棒状部３０４は内部に気泡を含ませて形成されているため、中棒状部３０３及び下棒
状部３０２の金属箔と同様に乱反射させることができ、上棒状部３０４、中棒状部３０３
及び下棒状部３０２を一体のものとして見せることが可能となる。上棒状部３０４にも、
中棒状部３０３及び下棒状部３０２と同様に金属箔を含ませて構成することも可能だが、
上棒状部３０４が弾性変形した際に金属箔が埋め込まれた部位から亀裂が入ることが懸念
されるので、気泡を含ませて形成することが好ましい。
【００８０】
　最も端保持部材３２５側のＬＥＤ３２２は上棒状部３０４が最大限に下方に撓んだ状態
（図１７において実線で示す上棒状部３０４）でも、上棒状部３０４に照射される位置に
配設されている。これにより、ＬＥＤ３２２から照射される光が表示面用開口部２０４側
にいくことを抑えることができるので、遊技者の表示面１７１への視認低下を抑制するこ
とが可能となる。上棒状部３０４が下方に移動する場合は、湾曲しながら移動するので、
上棒状部３０４の移動方向とＬＥＤ３２２の照射方向が交差する場合もあるが、この場合
も上棒状部３０４を照射するようにＬＥＤ３２２は配置されている。
【００８１】
　中棒状部３０３側にあるＬＥＤ３２２は、上棒状部３０４と中棒状部３０３との境界部
分を照射する位置に配設されており、上棒状部３０４と中棒状部３０３との境界を目立た
なくして一体感を高めることに貢献している。
【００８２】
　フレキシブル基板３２１は柔軟に撓むように形成されているので、発光ユニット収容部
３３０に取り付けられた状態でも、フレキシブル基板３２１の各部位が湾曲板状部３２８
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と湾曲突出部３３１との間で移動する場合がある。この場合、ＬＥＤ３２２の照射方向が
変動する。また、上棒状部３０４が動作すると、上棒状部３０４におけるＬＥＤ３２２に
よる照射位置が変動する。この照射方向や照射位置の変動があっても、上棒状部３０４に
おける上金具部品３０５が取り付けられていない部位にＬＥＤ３２２が向くように、発光
ユニット収容部３３０におけるフレキシブル基板３２１が収容される空間の範囲（湾曲板
状部３２８と湾曲突出部３３１との距離等）、上棒状部３０４の動作範囲、上金具部品３
０５の大きさや形状、上金具部品３０５同士の間隔等が設定されている。
【００８３】
　次に、３００及び３２０を利用した演出の内容について説明する。
【００８４】
　上棒状部３０４は、初期位置では図１７において二点鎖線で示すように、その自由端が
３２８に対して近い位置に配置されている。この状態において例えば演出の開始条件が成
立すること又はパチンコ機１０の電源が投入されることで発光ユニット３２０の各ＬＥＤ
３２２からの光の照射が開始される。この光は当該ＬＥＤ３２２が向く方向への指向性が
強い光であり、既に説明したとおりその指向性の強い光が上棒状部３０４において上金具
部品３０５が設けられていない領域に照射される。これにより、上棒状部３０４自身が発
光しているかのように遊技者に認識される。ちなみに、この状況では中棒状部３０３に対
する光の照射も開始されており、上棒状部３０４と中棒状部３０３との間の境界が目立つ
ことはなく、表示面用開口部２０４の複数の辺に亘って設けられている棒状部３０１を一
体的なものとして遊技者に視認させることができる。
【００８５】
　その後、釣竿用モータ３１８に対して駆動信号が供給され、当該釣竿用モータ３１８が
駆動状態となることで、上棒状部３０４が、図１７の実線で示すように、その自由端が湾
曲板状部３２８から離間されるとともに根元側へ撓むこととなる撓み位置に移動する。こ
の場合に、上棒状部３０４において自由端に近い側ほど初期位置からの移動量が大きくな
るとともに、途中の領域は根元から反対側へ変位するのに対して自由端は根元側へ変位す
る。このような上棒状部３０４の移動に際しても各ＬＥＤ３２２からの光の照射は継続さ
れており、さらに当該上棒状部３０４の上記方向への移動に際して、上棒状部３０４にお
いて上金具部品３０５が設けられていない領域に向けて指向性の強い光が照射されている
状態が維持される。これにより、上棒状部３０４自身が発光しているかのように遊技者に
認識させながら、当該上棒状部３０４を移動させることができるとともに、その視認性が
良好な状態を維持することができる。
【００８６】
　次に、側枠部２２４に設けられている魚型演出用ユニット４００について説明する。
【００８７】
　図１８はセンターフレーム２０１の側方から見た斜視図である。図１８に示すように、
魚型演出用ユニット４００は、リール型演出用ユニット５００の後方の空間Ｓ（以下、可
動部用空間Ｓともいう）に設けられている。リール型演出用ユニット５００は、環状フレ
ーム２２０の下隅部の装飾部材に固定された円形状のベース部５０４と、その前部に設け
られたハンドル部材５０３と、を備えている。図１０に示すように、可動部用空間Ｓの前
方はベース部５０４の後部により規定されている。可動部用空間Ｓには、ベース部５０４
の後部に取り付けられたリール用モータ５０１及び当該リール用モータ５０１の駆動軸の
ギヤに歯合するハンドル部材用ギヤ５０２が配置されている。リール用モータ５０１が駆
動することにより駆動力がハンドル部材用ギヤ５０２を介して、ベース部５０４の前部に
設けられた図１８に示すハンドル部材５０３に伝達され、ハンドル部材５０３が中心部５
０３ａを回動中心として回動する。
【００８８】
　また、図１０に示すように、可動部用空間Ｓにおけるステージ部２０６から離れる側の
側方は環状フレーム２２０の側部に後方に突出して設けられたフレーム側壁２２６より規
定され、可動部用空間Ｓの後方は側枠部２２４の前面により規定されている。また、可動
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部用空間Ｓの下部における後方側は、区画部材２４８における可動部用空間Ｓ側に下方及
び後方に張り出して形成された受け部６０１により規定されている。
【００８９】
　図１８に示すように、可動部用空間Ｓは、表示面用開口部２０４側が開放されており、
当該開放部分の前方には窓パネル６２（図２参照）が設けられており、内枠１３において
は当該開放部分を遮る部材は設けられていない。また、魚型演出用ユニット４００は、当
該開放された部分から一部がはみ出す状態で側枠部２２４に取り付けられている。
【００９０】
　ここで、魚型演出用ユニット４００について、図１８～図２０を用いながら説明する。
図１９は魚型演出用ユニット４００の前方側からみた分解斜視図、図２０は魚型演出用ユ
ニット４００の後方側からみた分解斜視図である。
【００９１】
　魚型演出用ユニット４００は、図１９及び図２０に示すように、側枠部２２４に各種部
材が取り付けられて構成されている。側枠部２２４の前面は、上部側が下部側より前方に
位置するように前後方向に傾斜して形成されている。また、側枠部２２４には、前後方向
に開口された溝部４０２が形成されている。溝部４０２は、上下に延ばして形成されてお
り、下部側から上部側にいくにつれて表示面用開口部２０４に近づくように形成されてい
る。また、溝部４０２は、溝部４０２の上部側を構成するとともに開口の幅が狭く形成さ
れた上側溝部４０３と、溝部４０２の下部側を構成するとともに開口の幅が上側溝部４０
３より広く形成された下側溝部４０４と、を備えている。溝部４０２の周縁部には開口を
囲むようにしてリブ４０５が前後に突出して形成されている。
【００９２】
　側枠部２２４の前面には、可動ユニットとしての上下動ユニット４０８が配設されてい
る。上下動ユニット４０８は、所定のキャラクタの形状を模した演出用装飾部材として設
けられた魚部材４０７ａ，４０７ｂが可動ベース部材４０６に配設されてなる。可動ベー
ス部材４０６は、その後面における上部側において後方に突出する筒状に形成された上側
挿入部４０９と、当該後面における下部側おいて後方に突出する筒状に形成されるととも
に上側挿入部４０９より外径が大きく形成された下側挿入部４１０と、を備えている。ま
た、上側挿入部４０９及び下側挿入部４１０の外周にはそれぞれの外径に合わせた環状部
材４１１が嵌められている。各環状部材４１１は、上側挿入部４０９及び下側挿入部４１
０に対して回動可能に嵌められている。環状部材４１１が嵌められた上側挿入部４０９及
び下側挿入部４１０は、上側挿入部４０９が上側溝部４０３に挿入され、下側挿入部４１
０が下側溝部４０４に挿入されている。これにより、上下動ユニット４０８は、溝部４０
２に対して上下動可能に配置された状態となる。また、可動ベース部材４０６の側端部に
は前後方向を軸として回動可能な当接ローラ４２４が設けられている。
【００９３】
　この場合、上側挿入部４０９及び下側挿入部４１０の外周には、それぞれに対して回動
可能な環状部材４１１が嵌められているので、当該環状部材４１１が溝部４０２側壁との
摩擦力を軽減し、溝部４０２に対する上下動ユニット４０８の移動の円滑化に貢献してい
る。
【００９４】
　上下動ユニット４０８は、側枠部２２４の溝部４０２を介して後方側からラックユニッ
ト４１２に固定されている。具体的には、ラックユニット４１２は、一側部にラック部４
１３が形成されたラック部材４１４を基礎として構成されている。ラック部材４１４の上
下にはネジ孔４１７が形成されており、当該ネジ孔４１７を通したネジを、溝部４０２に
挿入された上側挿入部４０９及び下側挿入部４１０に形成されたネジ孔に固定することに
より、上下動ユニット４０８はラックユニット４１２に固定される。
【００９５】
　側枠部２２４の後面における溝部４０２の左側には複数のギヤが互いに歯合するととも
に縦に配列されたギヤ群４２０が配設されている。ギヤ群４２０は、その後方に取り付け
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られたギヤカバー４２１によって、側枠部２２４から外れることを防止されている。
【００９６】
　ギヤ群４２０における最下部のギヤにはラック部材４１４のラック部４１３が歯合され
ており、ギヤ群４２０の最上部のギヤには上下動ユニット用モータ４２２の駆動軸に固定
されたギヤが歯合されている。
【００９７】
　上下動ユニット用モータ４２２を駆動することにより、当該上下動ユニット用モータ４
２２の駆動力が、ギヤ群４２０を介して、ラック部材４１４のラック部４１３に伝達され
、ラックユニット４１２が上下に移動する。ここで、図２０に示すように、側枠部２２４
の後面における溝部４０２の右側には、溝部４０２に沿って突条部４２３が形成されてい
る。ラックユニット４１２は当該突条部４２３に案内されながら上下に移動する。
【００９８】
　側枠部２２４の前面側における上下動ユニット４０８の上方には遮蔽ユニット４３０が
配設されている。遮蔽ユニット４３０は上側溝部４０３の一部をパチンコ機１０の前方か
ら視認しづらく遮蔽するものであり、上下動ユニット４０８の上方への移動に応じて複数
段階で徐々に上側溝部４０３をあけられるように複数部材で構成されている。具体的には
、細長い板状で側枠部２２４と同様の色及び質感に形成された前遮蔽部材４３１、中遮蔽
部材４３２及び後遮蔽部材４３３が図１９に示す遮蔽軸支部４３４に軸支されている。遮
蔽軸支部４３４は、側枠部２２４の前面側における溝部４０２を挟んで表示面用開口部２
０４の反対側（表示面用開口部２０４から離れる側）に形成されている。
【００９９】
　遮蔽ユニット４３０は、遮蔽軸支部４３４に対して回動することにより、溝部４０２の
上部側に最大限に重なる位置（以下、初期位置ともいう）と、溝部４０２に重ならない位
置であって、側枠部２２４の前面側における溝部４０２を挟んで表示面用開口部２０４と
は反対側の位置（以下、退避位置ともいう）との間で変位する。退避位置においては、遮
蔽ユニット４３０の前遮蔽部材４３１、中遮蔽部材４３２及び後遮蔽部材４３３は前後方
向に重なった状態となる。
【０１００】
　ここで、遮蔽ユニット４３０について図２０～図２２を用いながら詳細に説明する。図
２１は遮蔽ユニット４３０が遮蔽軸支部４３４に取り付けられた状態を示す正面図、図２
２（ａ）は各遮蔽部材の正面図、図２２（ｂ）はその背面図である。図２２では、説明の
便宜上、装飾部分の図示を省略している。
【０１０１】
　図２１及び図２２に示すように、前遮蔽部材４３１の基端側には後方に突出して回動軸
４３５が形成されており、当該回動軸４３５が、中遮蔽部材４３２及び後遮蔽部材４３３
の各基端側に形成された軸支用孔４４５，４４６に挿入されて遮蔽軸支部４３４に軸支さ
れている。これにより、前遮蔽部材４３１、中遮蔽部材４３２及び後遮蔽部材４３３が、
軸側を前後方向に重ねて遮蔽軸支部４３４に対して回動可能に取り付けられている。
【０１０２】
　当該前遮蔽部材４３１が初期位置から退避位置に回動する場合の、前遮蔽部材４３１の
後面における回動元側には、図２２に示すように、後方に突出させて開放用係合片４３６
が形成されている。開放用係合片４３６は初期位置側の面が、図２０に示す上下動ユニッ
ト４０８の上側挿入部４０９又は当接ローラ４２４に当接する位置に形成されている。上
側挿入部４０９及び当接ローラ４２４は魚部材４０７ａの端部より魚部材４０７ａの内方
に配置されているため、開放用係合片４３６が上側挿入部４０９又は当接ローラ４２４に
当接した状態では、前遮蔽部材４３１の開放用係合片４３６側は魚部材４０７ａの後方に
入り込んだ状態となる。
【０１０３】
　中遮蔽部材４３２が初期位置から退避位置に回動する場合の中遮蔽部材４３２の回動元
側、及び後遮蔽部材４３３が初期位置から退避位置に回動する場合の後遮蔽部材４３３の
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回動元側には、図２２に示すように、開放用係合片４３６の形状及び位置に対応させて係
合片受け部４４７，４４８が形成されている。
【０１０４】
　前遮蔽部材４３１の軸側には、後方に突出させて前係止部４４３が形成されている。前
係止部４４３は初期位置側を向く面を備えており、当該面に対向させて（退避位置側を向
かせて）中遮蔽部材４３２の軸側には前方係止面４４０が形成されている。また、中遮蔽
部材４３２の軸側には初期位置側を向かせて後方係止面４４２が形成されており、後遮蔽
部材４３３には、当該後方係止面４４２に対向する（退避位置側を向く）面が形成された
後係止部４３９が前方に突出して形成されている。また、後遮蔽部材４３３には当該後遮
蔽部材４３３が初期位置側に回動する場合に遮蔽軸支部４３４のロック受け面４３８に係
止するロック部４３７が軸側の端部に突出させて形成されている。
【０１０５】
　また、前遮蔽部材４３１の基部側には、図２１に示すように、コイルばね４４１が設け
られており、前遮蔽部材４３１が初期位置側へ付勢された状態となっている。具体的には
、コイルばね４４１の環状部分が回動軸４３５に嵌められ、当該コイルばね４４１の一端
側は遮蔽軸支部４３４に係止されており、他端側は前遮蔽部材４３１のばね用孔４４４に
係止されている。
【０１０６】
　次に、魚型演出用ユニット４００の動作について、図２２～図２５を用いて説明する。
【０１０７】
　図２３は上下動ユニット４０８が最下部及び最上部にある場合の説明図、図２４は上下
動ユニット４０８が最下部及び最上部にある場合の上側挿入部４０９と遮蔽ユニット４３
０との位置関係を示す説明図、図２５は上下動ユニット４０８が最下部及び最上部にある
場合のラックユニット４１２とギヤ群４２０の位置関係を示す説明図である。なお、図２
３は魚型演出用ユニット４００の前方の構成を一部破断して示した図であり、図２４はそ
の一部破断して示した図においてさらに上下動ユニット４０８を透視させて示した図であ
り、図２５は魚型演出用ユニット４００を背面側から一部部材を省略して示した図である
。
【０１０８】
　上下動ユニット４０８が最下部にある状態において、図２３（ａ）に示すように、魚部
材４０７ｂの一部が表示面用開口部２０４（表示面１７１）と前後方向に重なっている。
また、この状態において、図２４（ａ）に示すように、遮蔽ユニット４３０は初期位置に
ある。具体的には、前遮蔽部材４３１は上側挿入部４０９側に付勢された状態で、図２２
に示す開放用係合片４３６が上側挿入部４０９に当接した状態である。後遮蔽部材４３３
はロック部４３７が遮蔽軸支部４３４のロック受け面４３８に当接した状態であり、これ
以上初期位置側に回動できない状態である。また、中遮蔽部材４３２は後方係止面４４２
が後係止部４３９の退避位置側を向く面に当接した状態であり、これ以上初期位置側に回
動できない状態である。当該初期位置において、前遮蔽部材４３１、中遮蔽部材４３２、
後遮蔽部材４３３は、互いに遮蔽軸支部４３４に対する回動角度を異ならして回動先端側
がずれた状態となっている。この場合、上下動ユニット４０８及び遮蔽ユニット４３０が
溝部４０２全体と前後方向に重なった状態となる。
【０１０９】
　上下動ユニット４０８を上方に移動させる方向に図２５に示す上下動ユニット用モータ
４２２を駆動すると、当該上下動ユニット用モータ４２２の駆動力がギヤ群４２０を介し
てラック部材４１４のラック部４１３に伝達され、ラックユニット４１２及びラックユニ
ット４１２に固定されている上下動ユニット４０８が上方に移動を開始する。この場合、
上下動ユニット４０８は上側挿入部４０９及び下側挿入部４１０が溝部４０２に案内され
ながら、ラックユニット４１２は突条部４２３に案内されながら上方へ移動する。上下動
ユニット４０８が上方へ移動するにつれて、魚部材４０７ａ，４０７ｂと表示面用開口部
２０４（表示面１７１）との前後方向の重なり部分は徐々に大きくなっていく。
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【０１１０】
　この場合、図２４に示すように、前遮蔽部材４３１は、図２２に示す開放用係合片４３
６が上側挿入部４０９の上部により押されることにより、遮蔽軸支部４３４を軸として退
避位置側に回動を開始し、徐々に溝部４０２と遮蔽ユニット４３０との重なり部分が少な
くなっていく。前遮蔽部材４３１の開放用係合片４３６は、所定位置までは上側挿入部４
０９に押され、当該所定位置以降は、当接ローラ４２４に押される。上下動ユニット４０
８が上方へ移動する場合は、開放用係合片４３６が上側挿入部４０９又は当接ローラ４２
４に常に当接しているため、上下動ユニット４０８の上方の溝部４０２を前方へ露出しな
い状態を維持しながら遮蔽ユニット４３０は退避位置側へと移動していく。
【０１１１】
　前遮蔽部材４３１が退避位置側に回動していき、開放用係合片４３６が中遮蔽部材４３
２の係合片受け部４４７に達すると、中遮蔽部材４３２は開放用係合片４３６に押されて
退避位置側に回動する。さらに前遮蔽部材４３１が退避位置側に回動していき、開放用係
合片４３６が後遮蔽部材４３３の係合片受け部４４８に達すると、後遮蔽部材４３３も開
放用係合片４３６に押されて退避位置側に回動する。上下動ユニット４０８が最上部まで
移動して上側挿入部４０９が最上部に達すると、各遮蔽部材４３１，４３２，４３３は溝
部４０２に沿って前後方向に重なった状態（退避位置）となり、遮蔽ユニット４３０が溝
部４０２との重なり部分がない状態となる。そして、魚部材４０７ａ，４０７ｂと表示面
用開口部２０４（表示面１７１）との重なり部分は最大となる。この場合、図２３（ｂ）
及び図２４（ｂ）に示すように溝部４０２の下部は魚部材４０７ａ，４０７ｂとも遮蔽ユ
ニット４３０とも重なっていない状態となる。当該状態となった溝部４０２の下部の前方
には図１８に示すリール型演出用ユニット５００が配設されているため、当該溝部４０２
の下部はパチンコ機１０前方から視認しづらい状態となる。
【０１１２】
　一方、図２４（ａ）及び図２５（ａ）に示すように、上下動ユニット４０８が最上部に
ある状態で、上下動ユニット４０８を下方に移動させる方向に上下動ユニット用モータ４
２２を駆動すると、ラックユニット４１２及び上下動ユニット４０８は上記上方に移動す
る場合と同様に駆動力が伝達され、突条部４２３、上側挿入部４０９及び下側挿入部４１
０に案内されながら、下方に移動する。
【０１１３】
　この場合、前遮蔽部材４３１はコイルばね４４１により遮蔽側に付勢されているので、
上側挿入部４０９及び当接ローラ４２４の下方への移動に追従して初期位置側に回動を開
始し、徐々に溝部４０２と遮蔽ユニット４３０との重なり部分が多くなっていく。上下動
ユニット４０８が下方へ移動する場合は、開放用係合片４３６が上側挿入部４０９又は当
接ローラ４２４に常に当接（追従）しているため、上下動ユニット４０８の上方の溝部４
０２を前方へ露出しない状態を維持しながら遮蔽ユニット４３０は初期位置側へと移動し
ていく。
【０１１４】
　前遮蔽部材４３１が所定位置まで回動すると、図２２に示す前遮蔽部材４３１の前係止
部４４３が中遮蔽部材４３２の前方係止面４４０に当接するので、中遮蔽部材４３２も同
様に遮蔽側に回動する。中遮蔽部材４３２が所定位置まで回動すると、中遮蔽部材４３２
の後方係止面４４２は、後遮蔽部材４３３の後係止部４３９に当接するので、後遮蔽部材
４３３も同様に遮蔽側に回動する。後遮蔽部材４３３が所定位置まで回動すると、後遮蔽
部材４３３のロック部４３７が遮蔽軸支部４３４のロック受け面４３８に係止するので、
後遮蔽部材４３３の回動が停止する。後遮蔽部材４３３の回動が停止すると、後遮蔽部材
４３３の後係止部４３９に、中遮蔽部材４３２の後方係止面４４２が当接しているので、
中遮蔽部材４３２も回動を停止する。前遮蔽部材４３１は、開放用係合片４３６が上側挿
入部４０９に当接しているので、上下動ユニット４０８の下方への移動が停止すると、回
動を停止する。つまり、ロック部４３７とロック受け面４３８との係止が開始されるタイ
ミングで上下動ユニット４０８が初期位置に復帰するように、各部位が形成されている。
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これにより、既に説明したように前遮蔽部材４３１、中遮蔽部材４３２、後遮蔽部材４３
３は、互いに遮蔽軸支部４３４に対する回動角度を異ならして回動先端側がずれた状態（
初期位置）となる。
【０１１５】
　ここで、図２３に示すように魚型演出用ユニット４００の前方下部における下棒状部３
０２にはＬＥＤ４８０が配列されたＬＥＤ取付部４８１が設けられている。ＬＥＤ４８０
は上向きに照射するように配列されている。また、ＬＥＤ４８０は、上下動ユニット４０
８が演出の移動限界位置に配置されている場合であっても各ＬＥＤ４８０の指向性の強い
光の照射先側に、魚部材４０７ａ，４０７ｂにおいて表示面用開口部２０４の外側に配置
されている部分が存在するように配置されている。側枠部２２４は、下部から上部にかけ
て前方に傾斜するように形成されているので、上下動ユニット４０８の魚部材４０７ａ，
４０７ｂは、上方に移動する場合はセンターフレーム２０１の前方にせり出すように動作
する。この前方にせり出した状態における魚部材４０７ａ，４０７ｂに、最も多くの光線
が照射されるようにＬＥＤ４８０は配置される。
【０１１６】
　ＬＥＤ４８０は、表示面用開口部２０４側と逆方向（図２５における右方向）に照射方
向を傾けて配置されている。これにより、魚部材４０７ａ，４０７ｂにおける表示面用開
口部２０４（表示面１７１）と重なっていない部分を効率的に照射しながらも、図柄表示
装置１７０の表示面１７１にＬＥＤ４８０による発光が映りこむ等の不都合が生じること
を防止している。
【０１１７】
　図２０に示すように、ラックユニット４１２におけるラック部材４１４の後面には、魚
用中継基板４１５及び配線４５４（図２８参照）が当該魚用中継基板４１５に接続された
魚部材用モータ４１６が固定されている。図１９に示す魚部材用モータ４１６の駆動軸４
１８は、図２０に示すように、可動ベース部材４０６の後面に形成された駆動軸用孔４１
９に挿入されており、可動ベース部材４０６の内部で図示しないリンク機構と係合してい
る。魚部材用モータ４１６が駆動することにより、当該リンク機構が動作し、魚部材４０
７ａ，４０７ｂが可動ベース部材４０６に対して前後に回動する。魚用中継基板４１５に
は、図８に示すようなメイン中継基板２１１から延びる配線４５４が接続される。メイン
中継基板２１１は、各種ユニットやＬＥＤが既に説明した音声ランプ制御装置８２及び表
示制御装置と送受信する信号を中継するための基板である。ラックユニット４１２は図２
５に示すように上下動するので、当該ラックユニット４１２の魚用中継基板４１５に接続
された配線４５４も移動することになる。
【０１１８】
　次に、配線４５４を保護するための保護ユニット４５０について説明する。
【０１１９】
　図２６（ａ）は保護ユニット４５０の背面図、図２６（ｂ）は図２６（ａ）のＡ－Ａ線
分部における断面図、図２７は保護ユニット４５０を後方からみた分解斜視図、図２８（
ａ）はラックユニット４１２が最下部にある場合のラックユニット４１２の位置を示す説
明図、図２８（ｂ）はラックユニット４１２が最下部にある場合の配線４５４の位置を示
す説明図、図２８（ｃ）はラックユニット４１２が最上部にある場合のラックユニット４
１２の位置を示す説明図、図２８（ｄ）はラックユニット４１２が最上部にある場合の配
線４５４の位置を示す説明図である。
【０１２０】
　保護ユニット４５０は、合成樹脂により無色透明に形成された保護ベース部材４５２を
備えている。保護ベース部材４５２は、図２７に示すように、ラックユニット４１２に対
してその後方にて対向する対向壁部４６８と、当該対向壁部４６８に対してその上方にて
連続するように一体形成された屋根部４６２と、を備えている。保護ベース部材４５２は
、対向壁部４６８及び屋根部４６２がそれぞれ後ユニット２８０にネジ止めされているこ
とで固定されている。この場合に、対向壁部４６８には、外側の縁部に前方へ起立させて
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起立壁部４６１が一体形成されており、この起立壁部４６１の起立先の端部に形成された
返し部４６１ａが後ユニット２８０にネジ止めされているため、対向壁部４６８はラック
ユニット４１２に対して後方に離間されている。
【０１２１】
　対向壁部４６８は、図２８（ａ）及び図２８（ｃ）に示すように、ラックユニット４１
２が動作範囲内のいずれの位置に配置されている場合であっても、当該ラックユニット４
１２に対してその後方にて対向するように形成されている。さらに説明すると、対向壁部
４６８は、ラックユニット４１２が動作範囲内のいずれの位置に配置されている場合であ
っても、ラックユニット４１２に設けられている魚用中継基板４１５及び魚部材用モータ
４１６の全体又は略全体に対してその後方にて対向するように形成されている。この点、
ラックユニット４１２は後ユニット２８０の背面と対向壁部４６８との間の空間に収容さ
れていると言える。
【０１２２】
　当該ラックユニット４１２が収容されている空間は、図２７に示すように、上記屋根部
４６２が形成されていることにより上方に向けて開放されておらず閉塞されている。詳細
には、屋根部４６２には、後ユニット２８０と対向壁部４６８との間の空間の鉛直上方部
分を含むようにして形成された屋根傾斜部４６２ａが一体形成されている。屋根傾斜部４
６２ａはその上面がパチンコ機１０の横方向の内側から外側に向けて下り傾斜となるよう
に形成されている。また、屋根部４６２には、屋根傾斜部４６２ａからパチンコ機１０の
横方向の内側に向けて延びるように延長部４６２ｂが一体形成されている。当該延長部４
６２ｂは、対向壁部４６８よりも横方向の中央側に位置している。
【０１２３】
　本パチンコ機１０では、上端部分にタンク１２１が設けられており、このタンク１２１
に対して遊技ホールの島設備から遊技球が補給される。この場合に、当該遊技球がタンク
１２１から外れて下方に落下してくることが想定され、さらにその遊技球が最終的にラッ
クユニット４１２側に向かうことが想定される。これに対して、上記のように対向壁部４
６８及び屋根部４６２が設けられていることにより、当該遊技球がラックユニット４１２
の魚用中継基板４１５や魚部材用モータ４１６に衝突してしまう可能性が低減される。特
に、タンク１２１から外れた遊技球は、パチンコ機１０の横方向の中央側から外側に向け
て落下してくることが想定され、これに対して屋根部４６２に延長部４６２ｂが形成され
ていることにより、当該遊技球がラックユニット４１２に衝突しづらくなっている。
【０１２４】
　ちなみに、延長部４６２ｂの一部は、上下動ユニット用モータ４２２に対して後方にて
対向しており、この対向部位には当該上下動ユニット用モータ４２２を後方から覆うよう
にしてモータカバー部４６４が一体形成されている。
【０１２５】
　上記保護ベース部材４５２を利用して、メイン中継基板２１１からの配線４５４が魚用
中継基板４１５に向けて誘導されている。詳細には、保護ベース部材４５２の延長部４６
２ｂはメイン中継基板２１１に隣接しており、当該延長部４６２ｂには複数の配線係止部
４６３が一体形成されている。配線４５４はそのメイン中継基板２１１側の領域がこれら
配線係止部４６３に順次係止されていることで、延長部４６２ｂ側から対向壁部４６８側
へと誘導されている。そして、当該配線４５４は対向壁部４６８の後方を通るように誘導
され、当該対向壁部４６８において前後方向に貫通させて形成された動配線用開口部４５
８を通じてラックユニット４１２側に引き出されている。これにより、配線４５４がラッ
クユニット４１２に対して後方に離間された状態で誘導されることとなり、ラックユニッ
ト４１２が動作した際に配線４５４を噛んでしまうことが防止されている。
【０１２６】
　ここで、保護ユニット４５０は、保護ベース部材４５２だけでなく、配線４５４の収容
空間を当該保護ベース部材４５２とともに形成するための保護カバー部材４５３を備えて
いる。保護カバー部材４５３は、中空の直方体状に形成されており、保護ベース部材４５
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２に向けて開放されている。そして、その開放端面が保護ベース部材４５２の背面と重な
るようにして、当該保護ベース部材４５２に保護カバー部材４５３が固定されている。
【０１２７】
　保護カバー部材４５３の上壁には縦方向に貫通した静配線用開口部４５９が形成されて
おり、この静配線用開口部４５９を通じて、保護ベース部材４５２と保護カバー部材４５
３とにより形成された収容空間内に配線４５４が導入されている。この導入された配線４
５４は、既に説明したとおり、動配線用開口部４５８を通じてラックユニット４１２側に
引き出されており、当該配線４５４の端部に設けられたコネクタが魚用中継基板４１５の
コネクタに接続されている。
【０１２８】
　収容空間内には、配線４５４を保持する手段として配線保持部材４５６が設けられてい
る。配線保持部材４５６は、対向壁部４６８の背面から後方に突出するように一体形成さ
れた取付部４５５に取り付けられている。配線保持部材４５６は、配線４５４を挿通した
状態で保持するように連続的又は断続的な環状に形成された保持環部４５７を備えており
、当該保持環部４５７にて配線４５４を保持している。この場合に、当該保持環部４５７
は対向壁部４６８の背面に対して後方に離間された位置に配置されているため、配線４５
４は保持環部４５７周辺において対向壁部４６８の背面から後方に離間されている。
【０１２９】
　上記のように配線保持部材４５６が設けられた構成においては、配線４５４における配
線保持部材４５６よりもメイン中継基板２１１側の領域はラックユニット４１２が動作し
た際に変位しない。そして、この配線保持部材４５６が静配線用開口部４５９と動配線用
開口部４５８との間に設けられていることにより、ラックユニット４１２の動作に際して
配線４５４が静配線用開口部４５９の周縁部に対して摺動しないようにすることができる
。これにより、収容空間内への遊技球や異物などの混入を防止すべく静配線用開口部４５
９のサイズを小さくしたとしても、当該静配線用開口部４５９の周縁部との接触を通じた
配線４５４の摩耗を抑制することができる。
【０１３０】
　一方、配線４５４における配線保持部材４５６よりもラックユニット４１２側の領域は
、ラックユニット４１２が動作した際にその動作に追従して変位する。この場合に、当該
追従配線領域４５４ａが、ラックユニット４１２の動作に際して摩耗しない工夫が施され
ている。かかる工夫について以下に説明する。
【０１３１】
　動配線用開口部４５８は、図２６（ａ）に示すように、ラックユニット４１２が動作す
る場合における魚用中継基板４１５の動作軌道をその後方にてたどるように形成されてい
る。つまり、動配線用開口部４５８には、魚用中継基板４１５の動作範囲の略全体におい
て当該魚用中継基板４１５の上記配線４５４のコネクタとその後方にて対向する対向領域
４５８ａを有している。
【０１３２】
　ラックユニット４１２が動作する場合には、図２８（ｂ）に示すように、配線４５４の
追従配線領域４５４ａがメイン中継基板２１１側から誘導してきた方向にそのまま延長す
るように動配線用開口部４５８から引き出されている姿勢から、図２８（ｄ）に示すよう
に、その誘導してきた方向に折り返すように動配線用開口部４５８から引き出された姿勢
に変更されることがある。これに対して、動配線用開口部４５８は、追従配線領域４５４
ａが上記延長するような姿勢で最も引き出された状態において当該追従配線領域４５４ａ
が動配線用開口部４５８の周縁部に接触しないように魚用中継基板４１５のコネクタより
もラックユニット４１２の動作元側に広げるようにして形成されている。また、追従配線
領域４５４ａが上記折り返すような姿勢で最も引き出された状態において当該追従配線領
域４５４ａが動配線用開口部４５８の周縁部に接触しないように、その追従配線領域４５
４ａの折り返し位置よりもラックユニット４１２の動作先側に広げるようにして形成され
ている。
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【０１３３】
　さらにまた、追従配線領域４５４ａが折り返すような姿勢で引き出された際には、その
折り返し位置が、ラックユニット４１２の動作方向に対して交差する方向に膨らみ出した
位置となる。これに対応させて、動配線用開口部４５８は、対向領域４５８ａからその交
差する方向側へ広げるように逃げ領域４５８ｂを有している。上記のように動配線用開口
部４５８が形成されていることにより、ラックユニット４１２がいずれの位置に配置され
ている状況であっても追従配線領域４５４ａが動配線用開口部４５８の周縁部に接触する
ことが抑制されている。よって、ラックユニット４１２の動作に際して追従配線領域４５
４ａが動配線用開口部４５８の周縁部を原因として摩耗してしまうことが抑制されている
。
【０１３４】
　但し、パチンコ機１０が継続して使用されることにより、追従配線領域４５４ａが除々
に柔らかくなってくると、当該追従配線領域４５４ａが動配線用開口部４５８の周縁部に
接触することが想定される。これに対して、当該動配線用開口部４５８の周縁部には、図
２６（ｂ）に示すように、対向壁部４６８の背面から後方に突出するように前後方向の一
方、詳細には後方へ突出させて突出環部４６０が一体形成されている。当該突出環部４６
０は連続した環状に形成されているが、追従配線領域４５４ａが確実に接触しない位置に
おいて一部が切除されて断続的な環状に形成されていてもよい。
【０１３５】
　突出環部４６０において後方への突出先側の面は、動配線用開口部４５８の周縁部に沿
って延びる角部分が落とされており、後方へ凸となる曲面状となっている。なお、当該構
成に限定されることはなく、突出環部４６０において後方への突出先側の面が平面状とな
っているが、当該面から突出元側へ延びる各面と、突出先側の面との境界部分が曲面とな
っている構成としてもよい。
【０１３６】
　突出環部４６０が形成されていることにより、動配線用開口部４５８の周縁部はその幅
寸法が対向壁部４６８の厚み寸法よりも大きくなっている。よって、追従配線領域４５４
ａが動配線用開口部４５８の周縁部に接触したとしてもその接触面積を広く確保すること
が可能となり追従配線領域４５４ａの一部に対して局所的に負荷が掛ってしまうことが抑
えられる。さらに、上記のように曲面状に形成されているため、その接触に際して追従配
線領域４５４ａが摩耗しづらい。
【０１３７】
　次に、ラックユニット４１２の位置に応じた配線４５４の保護について説明する。
【０１３８】
　ラックユニット４１２が図２８（ａ）に示すように初期位置に配置されている状況では
、図２８（ｂ）に示すように、配線４５４の追従配線領域４５４ａの大部分が収容領域内
に配置され当該追従配線領域４５４ａが動配線用開口部４５８に対して後方や側方に押さ
れた状態となる。この場合に、保護カバー部材４５３の後壁部４６５及び側壁部４６６が
存在しており、これら壁部４６５，４６６に抑えられることにより追従配線領域４５４ａ
のそれ以上の膨らみ出しが規制される。これにより、保護ユニット４５０に対して後方や
側方に隣接させて遊技部品を設置したとしても、それら遊技部品に配線４５４が引っ掛か
ってしまうことが防止される。よって、配線４５４の引っ掛かりを防止しながら設置スペ
ースの有効活用を図ることができる。
【０１３９】
　ラックユニット４１２が図２８（ｃ）に示すように動作限界位置に配置されている状況
では、図２８（ｄ）に示すように、配線４５４の追従配線領域４５４ａが折り返された状
態となっている。この場合に、既に説明したとおり、当該追従配線領域４５４ａが動配線
用開口部４５８の周縁部に接触してしまうことが防止されているとともに、接触したとし
てもその際の負荷が低減される。
【０１４０】
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　次に、可動部用空間Ｓへの遊技球の流入を抑制する構成について説明する。
【０１４１】
　既に説明したとおり可動部用空間Ｓは、魚型演出用ユニット４００を表示面１７１の下
寄りの縁部分に対して重ねた位置に配置するために、表示面用開口部２０４側に開放され
ている。また、魚型演出用ユニット４００が初期位置にある場合において、魚型演出用ユ
ニット４００の一部、具体的には魚部材４０７ｂの一部は、ステージ部２０６の高さ方向
の途中位置により下方に位置する。
【０１４２】
　この可動部用空間Ｓはセンターフレーム２０１のステージ部２０６と隣接しているが、
図１８に示すように、ステージ部２０６と可動部用空間Ｓとの間にはステージ側の規制部
２４６が存在している。当該ステージ側の規制部２４６は、ステージ部２０６において可
動部用空間Ｓ側の縁部が逆側の縁部よりも高い位置となるように形成されている。また、
規制部２４６は、ステージ部２０６の転動面２０７に連続した面２１２が、谷部２１３か
ら続く傾斜を可動部用空間Ｓに向けてよりきつくするように、より詳細には、上記連続し
た面２１２が縦方向に起立するように形成されている。これにより、ステージ部２０６上
を転動する遊技球が可動部用空間Ｓ内に入りづらくなっている。
【０１４３】
　上記のような規制は、ステージ部２０６の後方を規定する下枠部２２２にも形成されて
いる。詳細には、下枠部２２２の上方の空間と可動部用空間Ｓとの間には下枠側の規制部
２４５が存在している。当該下枠側の規制部２４５は、下枠部２２２において可動部用空
間Ｓ側の端部から上方に起立させて形成されており、下枠部２２２の奥行き方向の全体に
亘って形成されている。
【０１４４】
　下枠側の規制部２４６の高さ寸法は、下枠部２２２の上面に載った遊技球が可動部用空
間Ｓに入りづらい高さ寸法に設定されている。具体的には、その高さ寸法は遊技球の直径
分となっている。但し、これに限定されることはなく、その高さ寸法を遊技球の半径以上
とすることで、下枠部２２２の上面に載った遊技球が下枠側の規制部２４６に当接して可
動部用空間Ｓへの流入が規制される。また、下枠側の規制部２４６の高さ寸法を遊技球の
直径の２倍以下とすることが好ましく、遊技球の直径以下とすることが好ましい。これに
より、可動部用空間Ｓの表示面用開口部２０４側に向けた開口のサイズを大きく確保しな
がら、可動部用空間Ｓへの遊技球の流入を抑制することができる。
【０１４５】
　なお、下枠部２２２の上面はステージ部２０６に向けて下り傾斜となるように形成され
ている。これにより、下枠部２２２上に載るとともに、下枠側の規制部２４６により可動
部用空間Ｓへの流入が規制された遊技球は、ステージ部２０６に導出される。
【０１４６】
　次に、可動部用空間Ｓへ流入した遊技球を好適に排出するための構成について説明する
。
【０１４７】
　図２９（ａ）は可動部用空間Ｓを背面から見た状態のセンターフレーム２０１の拡大斜
視図、図２９（ｂ）は図２９（ａ）の状態において下棒状部３０２を取り外した状態の拡
大斜視図、図３０（ａ）は可動部用空間Ｓを背面から見た状態の拡大背面図、図３０（ｂ
）は可動部用空間Ｓを規定する部位の縦断面図である。なお、図３０（ａ）では可動部用
空間Ｓの後方側を規定する壁部を取り除いた状態を示している。
【０１４８】
　図２９（ａ），（ｂ）に示すように、可動部用空間Ｓの底部６０５は受け部６０１によ
り規定されている。当該底部６０５は、魚型演出用ユニット４００が最も下方に配置され
ている状況において当該ユニット４００よりも遊技球１個分以上下方に離間された位置に
配設されている。底部６０５の周縁部にはそれぞれ上方へ起立した壁部が形成されており
、底部６０５上に導入された遊技球が受け部６０１の前方、後方及び横方から意図しない
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側へ流出してしまうことが防止されている。
【０１４９】
　具体的には、受け部６０１の前側の縁部には、底部６０５から上方へ起立させて前方規
制壁６１２が一体形成されている。この前方規制壁６１２の高さ寸法は、遊技球の半径以
上となっており、具体的には遊技球の直径の２倍分程度となっている。当該前方規制壁６
１２には、パチンコ機１０前方から可動部用空間Ｓ内を視認可能とする透明窓部６０２が
設けられている。可動部用空間Ｓ内に遊技球が入り込んだ場合は、透明窓部６０２を介し
て当該遊技球を視認することが可能である。
【０１５０】
　受け部６０１の外方の縁部には、底部６０５から上方へ起立させて外方規制壁６１３が
一体形成されている。当該外方規制壁６１３は、センターフレーム２０１の当該側部の略
全体を構成するフレーム側壁２２６に対して連続している。また、受け部６０１の内方の
縁部は、図２９（ａ）に示すように、下枠部２２２の内部に下棒状部３０２が挿入されて
いることで閉塞されている。また、受け部６０１の後方の縁部には、底部６０５から上方
へ起立させて後方規制壁６０６が一体形成されている。当該後方規制壁６０６は、上枠部
２２１から続くようにして縦方向に延びる側枠部２２４に対して連続している。上記各規
制部分は連続しており、受け部６０１内に入り込んだ遊技球は前後及び横方から排出され
ることが防止されている。
【０１５１】
　底部６０５は、図３０（ａ）に示すように、横方向の両側が中央側に比べて高位となる
ように段差状に形成されている。つまり、中央側が左右両側に比べて下方に凹んだ窪み面
６０４となっており、外側の縁部には外側段差部６１４を介して外側高位面６１１が形成
されている。外側高位面６１１は外方規制壁６１３に連続しており、窪み面６０４に向け
て下り傾斜となっている。これにより外側高位面６１１上に載った遊技球は自重により窪
み面６０４に導出される。なお、外側段差部６１４の高さ寸法は、遊技球の半径以上であ
って遊技球の直径程度となっている。
【０１５２】
　内側の縁部には２段階の内側段差部６１５，６１６を介して除々に高位となるように２
つの内側高位面６１７，６１８が形成されている。これら内側高位面６１７，６１８は窪
み面６０４に向けて下り傾斜となっており、これら内側高位面６１７，６１８上に載った
遊技球は自重により窪み面６０４に導出される。なお、窪み面６０４に連続する側の内側
段差部６１５は、その高さ寸法が、遊技球の半径以上となっている。
【０１５３】
　窪み面６０４は、左右方向の中央側の所定位置を基準としてそれよりも外側は外側端部
から中央側に向けて下り傾斜した外側傾斜面６０４ａとなっているとともに、所定位置を
基準としてそれよりも内側は内側端部から中央側に向けて下り傾斜した内側傾斜面６０４
ｂとなっている。また、窪み面６０４は図３０（ｂ）に示すように、前後方向の中央側の
所定位置に向けて下り傾斜となるように形成されている。したがって、窪み面６０４上に
導出された遊技球は、当該窪み面６０４において最も低位となった位置に向けて自重によ
り導出される。そして、この最も低位となった位置には、底部６０５を縦方向に貫通する
とともに遊技球よりも大きいサイズの球抜き孔６１０が形成されている。
【０１５４】
　ここで、受け部６０１には下棒状部３０２が入り込んでいる。下棒状部３０２は内側高
位面６１８側から外側高位面６１１上に亘って配置されており、窪み面６０４に対してそ
の上方にて対向している。この下棒状部３０２が対向する箇所は、底部６０５の球抜き孔
６１０よりも後方の位置となっており、球抜き孔６１０と下棒状部３０２とは上下に対向
していない。
【０１５５】
　下棒状部３０２は窪み面６０４に対して上方に離間されており、下棒状部３０２におい
て、窪み面６０４の外側傾斜面６０４ａと内側傾斜面６０４ｂとの境界部分と対向する箇
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所には、上方に凹ませて凹部６０８が形成されている。凹部６０８は、上記境界部分に沿
って形成されている。窪み面６０４と下棒状部３０２との間の距離は、凹部６０８が形成
されていない箇所においては遊技球の直径未満となっており、凹部６０８が形成されてい
る箇所においては遊技球の直径以上であって直径の２倍未満となっている。
【０１５６】
　上記構成により、下棒状部３０２よりも後方の位置において窪み面６０４上に導入され
た遊技球は、先ず外側傾斜面６０４ａ又は内側傾斜面６０４ｂの傾斜により凹部６０８が
形成された位置の後方に導かれる。そして、当該遊技球は、凹部６０８と窪み面６０４と
の間の空間を通過し球抜き孔６１０に到達する。つまり、下棒状部３０２が遊技球のガイ
ドとして機能している。これにより、下棒状部３０２よりも後方にて窪み面６０４上に複
数の遊技球が同時に導入されたとしても、それら遊技球を球抜き孔６１０に順次誘導する
ことができ、球詰まりなどの発生を抑えることができる。特に、可動部用空間Ｓは、下棒
状部３０２よりも前方にリール型演出用ユニット５００が設けられており、下棒状部３０
２よりも後方の方が広い空間となっているため、前方側に比べて複数の遊技球が同時に導
入され易い。これに対して、上記のように凹部６０８が形成されていることにより、それ
ら複数の遊技球の球抜き孔６１０への導出を良好に行うことができる。また、下棒状部３
０２が設けられていることで、窪み面６０４上の領域を前後に区画する区画壁として下棒
状部３０２が機能することとなり、窪み面６０４上に導入された遊技球の前後方向の移動
がある程度規制され、遊技球の排出を良好に行うことができる。
【０１５７】
　なお、下棒状部３０２において受け部６０１内に入り込んでいる部分の上面は前方又は
後方に傾斜しており、下棒状部３０２上に落下してきた遊技球は下棒状部３０２上にて留
まることはなく、自重により窪み面６０４上に落下することとなる。
【０１５８】
　窪み面６０４において球抜き孔６１０が形成された位置は、遊技盤２４の背面寄りの位
置となっており、詳細には遊技盤２４の背面に設けられた排出通路６０９の入口６０９ａ
の鉛直上方の位置となっている。ちなみに、取付用フレーム１５０は受け部６０１を外側
から覆うように形成されているが、当該取付用フレーム１５０において球抜き孔６１０と
上記入口６０９ａとの間の位置には連通孔１６２が形成されている。上記のように球抜き
孔６１０が形成されていることにより、窪み面６０４上に導出された遊技球は、球抜き孔
６１０を通じて可動部用空間Ｓから排出され、入口６０９ａを通じて排出通路６０９に導
出される。そして、この排出通路６０９に導出された遊技球は、裏パックユニット１５の
排出通路盤１０３に形成された排出通路１３１を介してパチンコ機１０の外部へ排出され
る。
【０１５９】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図３１のブロック図に基づいて説明する
。図３１では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０１６０】
　主制御装置８１に設けられた主制御基板７０１には、ＭＰＵ７０２が搭載されている。
ＭＰＵ７０２には、当該ＭＰＵ７０２により実行される各種の制御プログラムや固定値デ
ータを記憶したＲＯＭ７０３と、そのＲＯＭ７０３内に記憶される制御プログラムの実行
に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ７０４と、割込回
路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０１６１】
　ＭＰＵ７０２には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ７０
２の入力側には、主制御装置８１に設けられた停電監視基板７０５、払出制御装置１４２
及びその他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視基板７０
５には電源及び発射制御装置１４３が接続されており、ＭＰＵ７０２には停電監視基板７
０５を介して電力が供給される。また、スイッチ群の一部として、作動口３３，３４及び
可変入賞装置３２などといった入球部に設けられた複数の検知センサが接続されており、
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主制御装置８１のＭＰＵ７０２において入球部への入球判定が行われる。また、ＭＰＵ７
０２では、入球部のうち作動口３３，３４への入球に基づいて大当たり発生抽選を実行す
る。
【０１６２】
　ここで、ＭＰＵ７０２にて大当たり発生抽選等を行う上での電気的な構成について図３
２を用いて説明する。
【０１６３】
　ＭＰＵ７０２は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり発生抽選、メイン表示
部４１の表示の設定や、図柄表示装置１７０の図柄表示の設定などを行うこととしており
、具体的には、大当たり発生の抽選に使用する大当たり乱数カウンタＣ１と、確変大当た
り状態や通常大当たり状態等の大当たり種別を判定する際に使用する大当たり種別カウン
タＣ２と、図柄表示装置１７０が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウ
ンタＣ３と、大当たり乱数カウンタＣ１の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタＣＩ
ＮＩと、メイン表示部４１及び図柄表示装置１７０における図柄の変動表示時間を決定す
る変動種別カウンタＣＳとを用いることとしている。
【０１６４】
　これらカウンタＣ１～Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳは、その更新の都度前回値に１が加算され
、最大値に達した後０に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で更
新され、その更新値がＲＡＭ７０４の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格
納される。ＲＡＭ７０４には、１つの実行エリアと４つの保留エリア（保留第１～第４エ
リア）とからなる保留球格納エリアが設けられており、これらの各エリアには、作動口３
３，３４への遊技球の入球履歴に合わせて、大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カ
ウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各値が時系列的に格納されるようになっている
。
【０１６５】
　各カウンタについて詳しくは、大当たり乱数カウンタＣ１は、例えば０～６７６の範囲
内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後０に戻る構成となっている。特に大当たり乱
数カウンタＣ１が１周した場合、その時点の乱数初期値カウンタＣＩＮＩの値が当該大当
たり乱数カウンタＣ１の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタＣＩＮＩ
は、大当たり乱数カウンタＣ１と同様のループカウンタである（値＝０～６７６）。大当
たり乱数カウンタＣ１は定期的に更新され、遊技球が作動口３３，３４に入球したタイミ
ングでＲＡＭ７０４の保留球格納エリアに格納される。つまり、本パチンコ機１０（具体
的には、ＭＰＵ７０２）は、所定の抽選開始条件の成立に基づいて大当たり状態の発生の
有無を抽選する大当たり発生抽選手段を備えている。
【０１６６】
　大当たり種別カウンタＣ２は、０～４９の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達し
た後０に戻る構成となっている。そして、本実施の形態では、大当たり種別カウンタＣ２
によって、大当たり状態が終了した後に、確変状態（高確率状態）とするか通常状態（低
確率状態）とするかを決定することとしている。大当たり種別カウンタＣ２は定期的に更
新され、遊技球が作動口３３，３４に入球したタイミングでＲＡＭ７０４の保留球格納エ
リアに格納される。つまり、本パチンコ機１０（具体的には、ＭＰＵ７０２）は、所定の
抽選開始条件の成立に基づいて大当たり状態の種別を抽選する大当たり種別抽選手段を備
えている。
【０１６７】
　ここで、確変状態とは、大当たり状態の終了後において予め定められた終了条件が成立
するまで、大当たり状態の発生確率が通常状態よりも高くなる遊技状態のことをいう。具
体的には、通常状態では、大当たり状態が発生することとなる乱数の値の数は２個で、そ
の値は「３３７，６７３」であり、確変状態では、大当たり状態が発生することとなる乱
数の値の数は１０個で、その値は「６７，１３１，１９９，２６９，３３７，４０１，４
６３，５２３，７０１，６６１」である。
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【０１６８】
　また、本パチンコ機１０では、大当たり状態の終了後に通常状態となる通常大当たり状
態（第１特別遊技状態）と、大当たり状態の終了後に確変状態となる確変大当たり状態（
第２特別遊技状態）とで、図柄表示装置１７０の表示画面において変動表示後に停止表示
される図柄の態様が異なっている。具体的には、通常大当たり状態が発生する場合には第
１特別表示結果としての通常大当たり図柄の組み合わせ（より具体的には、同一の偶数が
付された図柄の組み合わせ）が停止表示され、確変大当たり状態が発生する場合には第２
特別表示結果としての確変大当たり図柄の組み合わせ（より具体的には、同一の奇数が付
された図柄の組み合わせ）が停止表示される。
【０１６９】
　リーチ乱数カウンタＣ３は、例えば０～２３８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値
に達した後０に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタＣ３は定期的に更新され、遊
技球が作動口３３，３４に入球したタイミングでＲＡＭ７０４の保留球格納エリアに格納
される。つまり、本パチンコ機１０（具体的には、ＭＰＵ７０２）は、所定の抽選開始条
件の成立に基づいてリーチ表示の発生の有無を抽選するリーチ発生抽選手段を備えている
。
【０１７０】
　ここで、リーチ表示（リーチ状態）とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を
行うことが可能な図柄表示装置１７０を備え、変動表示後の停止表示結果が特別表示結果
となった場合に、遊技状態が遊技者に有利な特別遊技状態となる遊技機において、図柄表
示装置１７０における図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表
示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となり易い変動表示状態であると遊
技者に思わせるための表示状態をいう。
【０１７１】
　換言すれば、図柄表示装置１７０の表示画面に表示される複数の図柄列のうち一部の図
柄列について図柄を停止表示させることで、大当たり状態の発生に対応した大当たり図柄
の組み合わせが成立する可能性があるリーチ図柄の組み合わせを表示し、その状態で残り
の図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。
【０１７２】
　より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置１７０の表
示画面内の予め設定された有効ライン上に、大当たり状態の発生に対応した大当たり図柄
の組み合わせが成立する可能性のあるリーチ図柄の組み合わせを停止表示させることによ
りリーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停止
図柄列により図柄の変動表示を行うことである。
【０１７３】
　また、リーチ表示には、上記のようにリーチ図柄の組み合わせを表示した状態で、残り
の図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラク
タなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチ図柄の組み合わ
せを縮小表示させる又は非表示とした上で、表示画面の略全体において所定のキャラクタ
などを動画として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。
【０１７４】
　変動種別カウンタＣＳは、例えば０～１９８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に
達した後０に戻る構成となっている。変動種別カウンタＣＳによって、メイン表示部４１
の図柄の変動表示時間を決定する。この変動表示時間は、図柄表示装置１７０の図柄の変
動表示時間に相当する。変動種別カウンタＣＳは、所定の更新タイミングとなることによ
り更新され、メイン表示部４１及び図柄表示装置１７０による図柄の変動開始時に際して
変動種別カウンタＣＳのバッファ値が取得される。
【０１７５】
　図３２の説明に戻り、ＭＰＵ７０２の出力側には、停電監視基板７０５、払出制御装置
１４２及び音声ランプ制御装置８２が接続されている。払出制御装置１４２には、例えば
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、上記入球部への入球判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。
【０１７６】
　音声ランプ制御装置８２には、変動用コマンド、種別コマンド、停止表示コマンド、大
当たり開始コマンド及び大当たり終了コマンドなどの各種コマンドが出力される。
【０１７７】
　ここで、変動用コマンド及び種別コマンドは、保留球格納エリアに格納されている情報
に基づいてメイン表示部４１における変動表示を開始する場合に、音声ランプ制御装置８
２に出力される。この場合、変動用コマンドには、図柄の変動表示時間、大当たり発生の
有無の情報、リーチ表示の有無の情報などが含まれており、種別コマンドには、停止表示
させる図柄の種類の情報が含まれている。
【０１７８】
　ちなみに、変動用コマンド及び種別コマンドは、保留球格納エリアに格納されている保
留情報について大当たり抽選などを行った後に出力されるが、これに限定されることはな
く、大当たり抽選などを行うのに先立ち変動用コマンドを出力するとともに、大当たり抽
選などを行った後に種別コマンドを出力する構成としてもよい。この場合、変動用コマン
ドを図柄の変動表示の開始契機を知らせるための情報として機能させるとともに、種別コ
マンドに、図柄の変動表示時間、大当たり発生の有無の情報、リーチ表示の有無の情報及
び停止表示させる図柄の種類の情報などが含まれる構成とするとよい。
【０１７９】
　また、停止表示コマンドは、メイン表示部４１における変動表示を終了する場合に、音
声ランプ制御装置８２に出力される。また、大当たり開始コマンドは、大当たり状態に移
行する場合に、音声ランプ制御装置８２に出力される。また、大当たり終了コマンドは、
大当たり状態が終了する場合に、音声ランプ制御装置８２に出力される。
【０１８０】
　また、ＭＰＵ７０２の出力側には、可変入賞装置３２に設けられた駆動部などが接続さ
れており、大当たり状態においては当該駆動部の駆動制御が実行され、可変入賞装置３２
の開閉が実行される。このように大当たり状態において可変入賞装置３２の開閉が実行さ
れることにより多数の遊技球が遊技者に払い出されることとなる。つまり、特別遊技状態
としての大当たり状態を、通常遊技状態よりも遊技者に有利な状態とすることができる。
【０１８１】
　停電監視基板７０５は、主制御基板７０１と電源及び発射制御装置１４３とを中継し、
また電源及び発射制御装置１４３から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電
圧を監視する。
【０１８２】
　払出制御装置１４２は、払出装置１２４により賞球や貸し球の払出制御を行うものであ
り、上記賞球コマンドを入力した場合には、その賞球コマンドに対応した数の遊技球が払
い出されるように払出装置１２４を駆動制御する。換言すれば、払出制御装置１４２は、
賞球コマンドを入力した場合には、払出制御処理を実行して払出装置１２４を駆動制御す
ることで、賞球コマンドに対応した数の遊技球を払い出す。つまり、本パチンコ機１０は
、遊技結果に基づいて遊技球の払出を実行する払出機能を有している。
【０１８３】
　電源及び発射制御装置１４３は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接
続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板７０
１や払出制御装置１４２等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成
した動作電力を二重線矢印で示す経路を通じて供給する。また、電源及び発射制御装置１
４３は、遊技球発射機構５３の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構５３は所定の
発射条件が整っている場合に駆動される。
【０１８４】
　音声ランプ制御装置８２は、主制御基板７０１から入力した各種コマンドに基づいて前
扉枠１４に設けられたスピーカ部や発光部を駆動制御するとともに、表示制御装置７１０
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を制御するものである。表示制御装置７１０を制御する上では、音声ランプ制御装置８２
は、主制御装置８１から入力した変動用コマンド、種別コマンド、停止表示コマンド、大
当たり開始コマンド及び大当たり終了コマンドなどの各種コマンドを、その情報形態を維
持した状態で表示制御装置７１０に出力する。
【０１８５】
　表示制御装置７１０に設けられた表示制御基板７１１には、ＭＰＵ７１２が搭載されて
いる。ＭＰＵ７１２には、当該ＭＰＵ７１２により実行される各種の制御プログラムや固
定値データを記憶したＲＯＭ７１３と、そのＲＯＭ７１３内に記憶される制御プログラム
の実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ７１４と、
割込み回路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０１８６】
　ＭＰＵ７１２には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ７１
２の入力側には、音声ランプ制御装置８２が接続されているとともに、各演出用ユニット
３００，４００，５００に設けられた位置検知センサが接続されている。また、ＭＰＵ７
１２の出力側には、図柄表示装置１７０が接続されているとともに、各演出用ユニット３
００，４００，５００に設けられた各モータ３１８，４２２，５０１が接続されている。
【０１８７】
　ＭＰＵ７１２では、主制御装置８１から出力され音声ランプ制御装置８２を経由して出
力されてくる演出用コマンド（変動用コマンド、種別コマンド、停止表示コマンド、大当
たり開始コマンド及び大当たり終了コマンド等）を入力するとともに、入力コマンドを解
析し又は入力コマンドに基づき所定の演算処理を行って図柄表示装置１７０の表示制御を
実行する。
【０１８８】
　具体的には、変動用コマンド及び種別コマンドを入力した場合に、該当する遊技回にお
ける図柄の変動表示パターンや図柄の停止結果を決定して図柄表示装置１７０における図
柄の変動表示を開始させるとともに、その変動表示パターンが実行された後に図柄の停止
結果を表示した状態で図柄の変動表示を終了させる。停止結果を表示する場合には、上記
通常大当たり状態が発生することとなる遊技回においては通常大当たり図柄の組み合わせ
を表示させ、上記確変大当たり状態が発生することとなる遊技回においては確変大当たり
図柄の組み合わせを表示させる。また、変動表示パターンは複数種類設定されており、そ
れらの中には例えば上述したリーチ表示やリーチ演出が含まれる変動表示パターンが設定
されている。
【０１８９】
　ここで、本パチンコ機１０では、図柄表示装置１７０における図柄の変動表示に合わせ
て、釣竿型演出用ユニット３００において、上棒状部３０４がＬＥＤ３２２に照射されな
がら上下動する演出が、魚型演出用ユニット４００において、魚部材４０７ａ，４０７ｂ
がＬＥＤ３２２に照射されながら上下動する演出が、リール型演出用ユニット５００にお
いて、ハンドル部材５０３が回動する演出が実行されることがある。当該演出の実行タイ
ミングとしては、例えばリーチ表示が行われることを示唆するためのリーチ示唆演出が設
定されており、またリーチ表示中に行われるリーチ対応演出が設定されている。また、図
柄の変動表示の終了に際して通常大当たり図柄の組み合わせを表示させた後に確変大当た
り図柄の組み合わせに切り換える昇格演出が図柄表示装置１７０にて行われることに前後
して又はその最中に行われる昇格対応演出が設定されている。さらには、図柄の変動表示
の終了に際して通常大当たり図柄の組み合わせを表示させた後に、大当たり状態中に確変
大当たりであることを示す大当たり中演出が図柄表示装置１７０にて行われることに前後
して又はその最中に行われる大当たり中対応演出が設定されている。つまり、表示制御装
置７１０のＭＰＵ７１２は、図柄表示装置１７０における表示状況に対応させて、各演出
用ユニット３００，４００，５００を動作させる演出制御手段を備えている。
【０１９０】
　かかる演出制御に際しては、表示制御装置７１０のＭＰＵ７１２は、各演出用ユニット
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３００，４００，５００に対応する位置検知センサにて各可動部の位置を把握する。また
、各演出用ユニット３００，４００，５００の各モータ３１８、４１６、４２２、５０１
に駆動信号を出力し、各演出用ユニット３００，４００，５００に既に説明したような動
作を行わせる。
【０１９１】
　なお、上記各演出は全て実行されることは必須ではなく、上記各演出の一部のみが実行
される構成としてもよい。また、各演出用ユニット３００，４００，５００の動作継続時
間や動作速度が、上記各演出に応じて異なるように設定されていてもよい。この場合、各
演出に応じた動作継続時間情報や動作速度情報が、演出情報記憶手段としての機能を有す
るＲＯＭ７１３に予め記憶させておく必要がある。
【０１９２】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０１９３】
　上下動ユニット４０８とラックユニット４１２とを溝部４０２を挟んで前後方向に重ね
て配置することができるので、上下動ユニット４０８を動作させるための構成のコンパク
ト化を図ることが可能となる。
【０１９４】
　上下動ユニット４０８が動作することにより溝部４０２の特定領域が上下動ユニット４
０８と対向しなくなった場合には、当該特定領域がそのまま露出されるのではなく、遮蔽
ユニット４３０によって視認しづらい状態となる。これにより、本来装飾として機能しな
い溝部４０２がそのまま遊技者に視認されることはなく、見た目を悪化させることなく、
上記のようなコンパクト化を図ることが可能となる。
【０１９５】
　遮蔽ユニット４３０は、溝部４０２の長手方向と交差する方向に移動するので、遮蔽ユ
ニット４３０を含めた上下動ユニット４０８を動作させるための構成が上記長手方向へ長
大化することを抑制でき、当該構成のコンパクト化を図ることが可能となる。
【０１９６】
　遮蔽ユニット４３０は溝部４０２の遮蔽を行わない場合は、表示面１７１と離れる側に
移動するので、上下動ユニット４０８（魚部材４０７ａ，４０７ｂ）を表示面１７１に近
づけることができ、上下動ユニット４０８及び表示面１７１の画像による連動した演出に
対する遊技者の注目度の向上を図ることが可能となる。
【０１９７】
　魚部材４０７ａ，４０７ｂの一部と表示面１７１とを前後方向に重ねて見せることがで
きるので、上下動ユニット４０８及び表示面１７１の画像による演出の連動性を向上させ
ることが可能となり、当該演出に対する遊技者の注目度の向上を図ることが可能となる。
また、このような演出において、ＬＥＤ４８０は、魚部材４０７ａ，４０７ｂにおける表
示面１７１と重なっていない部位に向けて光を照射するので、魚部材４０７ａ，４０７ｂ
に光をあてて目立たせながらも、表示面１７１に光が過度に映りこんで表示面１７１に対
する視認性が低下することを抑制することが可能となる。
【０１９８】
　遮蔽ユニット４３０が溝部４０２を遮蔽しない場合は複数の各遮蔽部材４３１，４３２
，４３３が前後方向に重なるので、遮蔽ユニット４３０が溝部４０２を遮蔽しない場合の
遮蔽ユニット４３０の設置スペースを小さくすることができ、遮蔽ユニット４３０を含め
た上下動ユニット４０８を動作させるための構成のコンパクト化を図ることが可能となる
。
【０１９９】
　遮蔽ユニット４３０が溝部４０２を遮蔽していない状態では、各遮蔽部材４３１，４３
２，４３３は溝部４０２に沿った状態となるので、溝部４０２の延びる方向と交差する方
向の遮蔽手段を設置するスペースを幅狭にすることができ、遮蔽ユニット４３０を含めた
上下動ユニット４０８を動作させるための構成のコンパクト化を図ることが可能となる。
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【０２００】
　各遮蔽部材４３１，４３２，４３３は連動して移動するので、遮蔽部材４３１，４３２
，４３３ごとに当該遮蔽部材を動作させるための構成を備える必要がないので、遮蔽ユニ
ット４３０を含めた上下動ユニット４０８を動作させるための構成のコンパクト化を図る
ことが可能となる。また、各遮蔽部材４３１，４３２，４３３は連動して移動するので、
遮蔽ユニット４３０の移動を円滑に見せることが可能となる。
【０２０１】
　上下動ユニット４０８が移動する力が遮蔽ユニット４３０を退避位置に移動させるため
の駆動力として働くため、遮蔽ユニット４３０を退避位置に移動させるための駆動手段を
別途設ける構成に比べて構成の簡素化が図られる。
【０２０２】
　前遮蔽部材４３１に対する遮蔽位置に向けたコイルばね４４１による付勢力が中遮蔽部
材４３２、後遮蔽部材４３３に対する遮蔽位置に向けた付勢力として働くため、遮蔽位置
に向けた付勢に関して構成の簡素化が図られる。
【０２０３】
　棒状部３０１が動作する演出を発光ユニット３２０（ＬＥＤ３２２）による光が照射さ
れた状態で遊技者に視認させることができ、当該演出への注目度を高めることが可能とな
る。この場合に、棒状部３０１の内部に発光手段を設けるのではなく、棒状部３０１に対
して発光ユニット３２０からの光を外部から照射する構成であるため、棒状部３０１のコ
ンパクト化が図られる。
【０２０４】
　棒状部３０１がパチンコ機１０前方から視認可能となる位置のいずれに配置されている
状況であっても、同一の発光ユニット３２０からの光により棒状部３０１に光が照射され
るため、棒状部３０１の動作位置に対応させて発光手段を設ける構成に比べて発光手段の
数を抑えることができるとともに、発光制御の処理の簡素化を図ることができる。
【０２０５】
　表示面１７１の周囲において上棒状部３０４を動作させるとともに当該上棒状部３０４
に光を外部から照射する構成において、発光ユニット３２０からの光が表示面１７１に直
接入り込むことが抑制される。これにより、表示面１７１の視認性を低下させないように
しながら、上記のような優れた効果を奏することができる。
【０２０６】
　上棒状部３０４が発光ユニット３２０の照射方向と交差する方向に移動する場合でも、
上棒状部３０４は発光ユニット３２０により光をあてられるので、上記説明した効果を奏
することが可能となる。
【０２０７】
　上棒状部３０４は湾曲した形状に形成されているとともに、動作する際には各部位にて
当該部位に応じた方向に変位するため、上棒状部３０４の動きを斬新なものとすることが
可能となる。この場合に、発光ユニット３２０は上棒状部３０４の湾曲した形状に沿わせ
て複数配列されているため、湾曲した形状に形成された上棒状部３０４の各部位に対応さ
せて光を照射することができ、上棒状部３０４の動きを斬新なものとしながら、上棒状部
３０４に対して外部から光を良好に照射することが可能となる。
【０２０８】
　予めフレキシブル基板３２１上にＬＥＤ３２２を配置しておき、そのフレキシブル基板
３２１を上棒状部３０４の形状に沿わせて撓ませながら配設することができるので、設置
作業性の向上に貢献することが可能となる。
【０２０９】
　発光ユニット収容部３３０においてフレキシブル基板３２１の厚みに対して湾曲板状部
３２８と湾曲突出部３３１との間に所定の遊びが設定されていることにより、余裕をもっ
てフレキシブル基板３２１を設置することができる。また、フレキシブル基板３２１の長
手方向の両端が保持される構成であるため、かかる保持の構成の簡素化が図られる。但し
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、当該構成においては、上記所定の遊びの範囲内でフレキシブル基板３２１が変形してし
まうことが考えられるが、当該所定の遊びの範囲内でフレキシブル基板３２１が変形した
場合であっても照射対象領域に向けて光を照射することとなるように複数のＬＥＤ３２２
が設けられているため、上棒状部３０４への外部からの光の照射を良好に行いながら、上
記のような優れた効果を奏することができる。
【０２１０】
　可動部用空間Ｓは上下動ユニット４０８の動作空間をパチンコ機１０前方及び表示面１
７１側に開放させるようにして形成されているため、上下動ユニット４０８を見る場合の
視認性の向上が図られ、上下動ユニット４０８に対する遊技者の注目度の向上に貢献する
ことが可能となる。また、上下動ユニット４０８の移動範囲が可動部用空間Ｓに限定され
ず、当該移動範囲を可動部用空間Ｓの開放先にまで延長させることができるので、上下動
ユニット４０８の移動の自由度を向上させることができる。
【０２１１】
　可動部用空間Ｓがステージ部２０６に隣接させて設けられているので、当該ステージ部
２０６における遊技球の転動態様と上下動ユニット４０８の動作態様とを遊技者に同時に
視認させることが可能となる。また、ステージ部２０６に対して可動部用空間Ｓが分断さ
れていないため、上下動ユニット４０８の視認性を低下させないようにすることができる
。但し、当該構成においてはステージ部２０６にて転動している遊技球が可動部用空間Ｓ
に入り込むおそれがあるが、当該遊技球を球抜き孔６１０から良好に排出することが可能
となる。
【０２１２】
　可動部用空間Ｓに入り込んだ遊技球は遊技領域とは異なる箇所（球抜き孔６１０）側に
向けて排出されるため、遊技者を混乱させる可能性を低減させながら、既に説明したよう
な優れた効果を奏することができる。
【０２１３】
　可変入賞装置３２、作動口３３，３４、アウト口３７に入球した遊技球を排出するため
の排出通路１３１、６０９を利用して、可動部用空間Ｓに入り込んだ遊技球を遊技領域と
は異なる箇所に向けて排出することができる。
【０２１４】
　可動部用空間Ｓに遊技球が入り込んだことを確認した遊技者にとっては、その遊技球が
再度遊技領域に排出されないことに対して違和感を覚えてしまうことが懸念される。これ
に対して、可動部用空間Ｓに入り込んだ遊技球が球抜き孔６１０側に誘導されていくこと
を、透明窓部６０２を介して確認させることが可能となり、上記のような不都合の発生を
抑制することが可能となる。
【０２１５】
　上下動ユニット４０８が底部６０５に最も近付いた位置に配置されている状況において
、当該底部６０５は当該上下動ユニット４０８よりも遊技球１個分以上下方に離間されて
いるので、底部６０５上に遊技球が存在している状況で上下動ユニット４０８が当該底部
６０５に最も近付いたとしても、上下動ユニット４０８と底部６０５との間に遊技球を噛
んでしまうことを抑制できる。
【０２１６】
　保護ユニット４５０の対向壁部４６８により、ラックユニット４１２の動作にともなっ
て移動する配線４５４の追従配線領域４５４ａが前方へ移動することを規制されるので、
当該配線４５４と他の遊技機用部品とが干渉することによる配線の劣化等の不都合が生ず
る可能性を減じることが可能となる。
【０２１７】
　保護ユニット４５０の動配線用開口部４５８は、対向領域４５８ａを有するように形成
されているので、ラックユニット４１２の動作に際して動配線用開口部４５８の周縁部に
配線４５４の追従配線領域４５４ａが引っ掛かり当該追従配線領域４５４ａに大きな負荷
が加えられてしまうことを抑制することができる。
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【０２１８】
　保護ユニット４５０の動配線用開口部４５８は、逃げ領域４５８ｂを有するように形成
されているので、ラックユニット４１２の動作に際して動配線用開口部４５８の周縁部に
追従配線領域４５４ａが引っ掛かってしまうことをより確実に抑制することができる。
【０２１９】
　保護ユニット４５０の動配線用開口部４５８の周縁部には突出環部４６０が形成されて
いるので、ラックユニット４１２の動作に際して動配線用開口部４５８の周縁部に追従配
線領域４５４ａが接触したとしても、当該追従配線領域４５４ａに加えられる圧力を低減
させることが可能となるとともに、当該追従配線領域４５４ａが磨耗しづらくなる。
【０２２０】
　対向壁部４６８は、ラックユニット４１２の動作範囲のいずれの位置においてもラック
ユニット４１２と対向するように設けられているので、タンク１２１から落下してきた遊
技球がラックユニット４１２に衝突してしまうことを抑制することができる。
【０２２１】
　屋根部４６２を備えているので、ラックユニット４１２から落下してきた遊技球が対向
壁部４６８とラックユニット４１２との間の空間に入り込んでしまうことを抑制すること
が可能となり、ラックユニット４１２への遊技球の衝突を抑制することができるとともに
、ラックユニット４１２自身が遊技球を噛み込んでしまうことや、ラックユニット４１２
と対向壁部４６８との間に遊技球が嵌り込んでしまうことを抑制することが可能となる。
【０２２２】
　屋根部４６２には配線係止部４６３が形成されているので、屋根部４６２を利用して、
配線４５４を対向壁部４６８に向けて好適に誘導することができる。
【０２２３】
　保護カバー部材４５３を備えているので、追従配線領域４５４ａがラックユニット４１
２側とは異なる側に大きく膨らみ出すことが抑制されるため、追従配線領域４５４ａの引
っ掛かりを抑制しながら所定の遊技機器をラックユニット４１２側に近接させて配置する
ことが可能となる。これにより、スペースの有効利用を図ることが可能となる。
【０２２４】
　保護ユニット４５０は保持環部４５７を備えており、保持環部４５７よりも静配線用開
口部４５９寄りの配線４５４は、ラックユニット４１２が動作したとしても変位しづらい
。これにより、配線４５４の変位範囲をある程度抑えることができるとともに、静配線用
開口部４５９を複雑な形状としなくても、当該開口部の周縁部により配線４５４が磨耗し
てしまうことを抑えられる。
【０２２５】
　フレキシブル基板３２１を湾曲させて配設しているので、パチンコ機１０内部において
所定の基板を設置するために必要なスペースの省スペース化を図ることができる。また、
湾曲した箇所に基板を設けようとすると、当該基板が硬い基板である場合、その湾曲方向
に沿って複数の基板を設ける必要が生じるのに対して、フレキシブル基板３２１を利用す
れば一の基板で足りる。したがって、部材点数の削減を図ることも可能となる。
【０２２６】
　フレキシブル基板３２１は湾曲された状態から復元するのを妨げられた状態で発光ユニ
ット収容部３３０に収容されている。言い換えると、フレキシブル基板３２１は自身の復
元力により復元を規制する部位を押圧した状態で発光ユニット収容部３３０に取り付けら
れている。よって、フレキシブル基板３２１自身を所定の姿勢で安定して発光ユニット収
容部３３０に収容することができる。また、発光ユニット収容部３３０にフレキシブル基
板３２１を組み付ける際の位置決め作業を行うにあたっては、フレキシブル基板３２１自
身の復元力を利用することができるので、当該作業の容易化に貢献することが可能となる
。
【０２２７】
　フレキシブル基板３２１の集中コネクタ３２３が取り付けられた領域の曲げ部分におけ
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る復元力を通じて、コネクタ領域保持部３２７におけるフレキシブル基板３２１の保持力
を向上させることが可能となる。よって、フレキシブル基板３２１の保持を安定して行わ
せることが可能となる。また、発光ユニット収容部３３０に発光ユニット３２０を設置す
る際の位置決め作業においては、その位置決めをフレキシブル基板３２１の復元力を利用
して行うことができ、当該作業の容易化が図られる。
【０２２８】
　集中コネクタ３２３が取り付けられた領域には板材３２４が固定されているので、コネ
クタ領域保持部３２７におけるフレキシブル基板３２１の保持力をより高めることが可能
となり、保持の安定化及び位置決め作業の容易化をより向上させることが可能となる。ま
た、集中コネクタ３２３には配線が接続されるため、その分の重量負荷が掛ることとなる
が、当該集中コネクタ３２３が取り付けられた領域には板材３２４が固定されているため
、その重量負荷を好適に受けることが可能となる。つまり、板材３２４が固定されている
ため、フレキシブル基板３２１の保持力を高めることができるだけでなく、集中コネクタ
３２３における重量負荷を好適に受けることが可能となる。
【０２２９】
　フレキシブル基板３２１を板材３２４の縁部を境にして折り曲げることにより、集中コ
ネクタ３２３の向きをＬＥＤ３２２とは異なる方向に向けることが可能となり、ＬＥＤ３
２２については光の照射を行う上で好ましい方向に向けることが可能となるとともに、集
中コネクタ３２３については配線の接続を行う上で好ましい方向に向けることが可能とな
る。
【０２３０】
　＜他の実施の形態＞
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内
で種々の変形改良が可能である。例えば以下のように変更してもよい。ちなみに、以下の
別形態の構成を、上記実施の形態の構成に対して、個別に適用してもよく、組み合わせて
適用してもよい。
【０２３１】
　上記実施の形態では、フレキシブル基板３２１にＬＥＤ３２２を設ける構成としたが、
電力の受入、電力の供給、信号の入力、又は信号の出力機能を有する電子部品を設けたフ
レキシブル基板を所定箇所に湾曲させた状態で取り付ける構成としてもよい。これにより
、基板設置スペースのコンパクト化を図ることが可能となる。
【０２３２】
　上記実施の形態では、フレキシブル基板３２１の端部に板材３２４を固定する構成とし
たが、それに代えて、フレキシブル基板３２１の端部を剛性の高い材料で形成してもよい
。また、当該端部の板厚を厚く形成して剛性を高くしてもよい。この場合は、一体成型で
製造することができるので製造段階における工数を減じることが可能となる。
【０２３３】
　上記実施の形態では、フレキシブル基板３２１の長手方向を撓ませて発光ユニット収容
部３３０に取り付けたが、フレキシブル基板３２１の短手方向を撓ませて取り付ける構成
としてもよい。この場合は、筒状に延びる部材等に収容することが可能となり、パチンコ
機１０のコンパクト化に貢献することが可能となる。
【０２３４】
　上記実施の形態では、フレキシブル基板３２１の板面３２１ａにＬＥＤ３２２及び集中
コネクタ３２３を設ける構成としたが、板面３２１ｂにも電子部品を設ける構成としても
よい。
【０２３５】
　上記実施の形態では、フレキシブル基板３２１の集中コネクタ３２３が設けられた側の
端部を折り曲げる構成としたが、長手方向の両端部を折り曲げる構成としてもよい。この
場合は、両端部の復元を規制することにより、フレキシブル基板３２１の姿勢を安定させ
ることが可能となる。
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【０２３６】
　上記実施の形態では、フレキシブル基板３２１はセンターフレーム２０１に設ける構成
としたが、上皿７１や下皿７２の湾曲部に設けて上皿７１、下皿７２付近を照射して演出
する構成としてもよい。その他、フレキシブル基板３２１は前扉枠１４等に設ける構成と
してもよい。
【０２３７】
　上記実施の形態では、上棒状部３０４は最大限に撓んだ状態でも表示面１７１と前後方
向に重ならない構成としたが、上棒状部３０４（可動手段）の撓みの程度により表示面１
７１と前後方向に重なるように構成してもよい。これにより、表示面１７１に表示される
画像と連動した演出を行うことができる。
【０２３８】
　上記実施の形態では、上棒状部３０４には上金具部品３０５を固定し、中棒状部３０３
には中金具部品２４２を固定したが、これら金具部品を設けない構成としてもよい。この
場合、設計段階において、ＬＥＤの照射位置を金具部品の位置を避けた位置に設定する必
要がないので、設計が煩雑になるのを抑制することが可能となる。
【０２３９】
　上記実施の形態では、遮蔽ユニット４３０は、前遮蔽部材４３１、中遮蔽部材４３２及
び後遮蔽部材４３３から構成されるものとしたが、部材１つで構成しても良い。この場合
は、部材点数を少なくすることができるとともに遮蔽する構成を単純化することが可能と
なる。
【０２４０】
　上記実施の形態では、遮蔽ユニット４３０は、溝部４０２の長手方向と交差する方向に
移動するように構成したが、溝部４０２（案内手段）の長手方向に沿ってに移動するよう
に構成してもよい。具体的には、遮蔽ユニットを互いにスライド可能な複数部材で構成し
ておき、上下動ユニット４０８（可動手段）が上方に移動した場合は当該上下動ユニット
４０８（可動手段）に押されて上下動ユニット４０８（可動手段）の移動方向と同じ方向
に移動するように構成する。このような構成は、溝部４０２の側方に遮蔽ユニットを取り
付けるスペースが少ない場合等に採用される。
【０２４１】
　上記実施の形態では、遮蔽ユニット４３０は専用の駆動手段を備えておらず上下動ユニ
ットに追従して移動する構成としたが、遮蔽ユニット４３０（遮蔽手段）専用の駆動手段
を備える構成としてもよい。この場合、魚部材４０７ａ，４０７ｂ（可動手段）の動作と
は独立して溝部４０２（案内手段）の遮蔽及び露出を行わせることができ、多様な演出を
行うことに貢献することが可能となる。
【０２４２】
　上記実施の形態では、魚部材４０７ａ，４０７ｂと表示面１７１とは、上下動ユニット
４０８が最下方にある場合に一部が重なっており、上下動ユニット４０８が上方に移動す
るにつれて重なり部分が徐々に大きくなる構成とした。これに代えて、魚部材４０７ａ，
４０７ｂ（可動手段）と表示面１７１は、上下動ユニット４０８（可動手段）が最下方に
ある場合は全く重なっておらず、上方に移動する場合に重なるように構成してもよい。こ
の場合は、上下動ユニット４０８（可動手段）の動作が開始されたことを遊技者に対して
強調することが可能となる。
【０２４３】
　上記実施の形態では、上下動ユニット４０８は側枠部２２４に設けたが、上下動ユニッ
ト４０８（可動手段）を上枠部２２１又は下枠部２２２に設けて横方向に移動させるよう
に構成してもよい。なお、移動方向は、上下動ユニット４０８（可動手段）の前面側に設
けられる装飾部材（本実施形態においては魚部材４０７ａ，４０７ｂ）や設置スペースに
応じて好適な方向が適宜選択される。
【０２４４】
　上記実施の形態では、ラックユニット４１２に魚部材用モータ４１６を設ける構成とし
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たが、ラックユニット４１２（可動手段）を上下動させるための上下動ユニット用モータ
４２２（駆動手段）を設ける構成としてもよい。この場合は、ギヤ群４２０に代えてラッ
ク部を上下方向に固定し、当該ラック部に上下動ユニット用モータ４２２の駆動軸に固定
あれたギヤを歯合させるようにしてもよい。これにより、回動する部材を減じることが可
能となるので、配線４５４を巻き込む可能性を減じることができるとともに、耐久性及び
メンテナンス性の向上に貢献することが可能となる。
【０２４５】
　上記実施の形態では、上下動ユニット４０８は溝部４０２に沿って上下方向に移動する
構成としたが、所定方向に延ばして形成された突条部に沿って上下動ユニット４０８（可
動手段）を当該所定方向に移動する構成としてもよい。
【０２４６】
　上記実施の形態では、保護ユニット４５０は、保護ベース部材４５２と保護カバー部材
４５３とを備えている構成としたが、保護カバー部材４５３を備えておらず保護ベース部
材４５２を備えている構成としてもよい。この場合は、簡易な構成ながらも保護カバー部
材４５３が対向する領域に設置された遊技機用部品を保護することが可能となるとともに
、配線４５４を当該遊技機用部品から離間させて当該遊技機用部品に配線４５４が当接す
るのを抑制することが可能となる。
【０２４７】
　上記実施の形態では、保護カバー部材４５３は、側壁部４６６及び後壁部４６５を備え
ている構成としたが、後壁部４６５のみを備える構成としてもよい。この場合、配線４５
４の後方への張り出しを抑制しながらも、部材コストを低減することが可能となる。
【０２４８】
　上記実施の形態では、可動部用空間Ｓは前方及び表示面１７１側を開放して規定したが
、それに加えて前方を開放させる構成としてもよい。これにより、上下動ユニット４０８
（可動手段）の形状や動作範囲を多様化することが可能となる。
【０２４９】
　上記実施の形態では、センターフレーム２０１に受け部６０１を設ける構成としたが、
受け部６０１を設けず当該部分を下方に開放して、可動部用空間Ｓに入り込んだ遊技球は
直接取付用フレーム１５０の球受け用空間１６０に落ち込むように構成してもよい。この
場合は、球受け用空間１６０の材質や構造を遊技球の落下の衝撃に耐えうるものにするこ
とが好ましい。
【０２５０】
　上記実施の形態では、主制御装置８１から出力されるコマンドに基づいて、音声ランプ
制御装置８２により表示制御装置７１０が制御される構成としたが、これに代えて、主制
御装置８１から出力されるコマンドに基づいて、表示制御装置７１０が音声ランプ制御装
置８２を制御する構成としてもよい。また、音声ランプ制御装置８２と表示制御装置７１
０とが別々に設けられた構成に代えて、両制御装置８２，７１０が一の制御装置として設
けられた構成としてもよい。また、主制御装置８１から音声ランプ制御装置８２に出力さ
れるコマンドの構成も任意である。
【０２５１】
　また、音声ランプ制御装置８２は、主制御装置８１からコマンドを入力した場合に、当
該コマンドをそのまま表示制御装置７１０に出力するのではなく、音声ランプ制御装置８
２において図柄の変動表示のパターンなどを特定するとともに、その特定結果を含めた情
報を表示制御装置７１０に出力する構成としてもよい。
【０２５２】
　上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定領域に
遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に遊技球
が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機、アレ
ンジボール機、雀球等の遊技機にも本発明を適用できる。
【０２５３】
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　また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを
備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップス
イッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認
できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組み合わせが成立していた場合にはメダル
の払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。
【０２５４】
　また、取込装置を備え、貯留部に貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り
込まれた後にスタートレバーが操作されることによりリールの回転を開始する、パチンコ
機とスロットマシンとが融合された遊技機にも本発明を適用できる。
【０２５５】
　＜上記各実施の形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した各実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果
等を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記各実施の形態にお
いて対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定
されるものではない。
【０２５６】
　＜特徴Ａ群＞
　特徴Ａ１．駆動手段（上下動ユニット用モータ４２２）により駆動されて動作するとと
もにその動作の様子が遊技機（パチンコ機１０）前方から視認可能となる可動手段（上下
動ユニット４０８）を備えている遊技機において、
　前記可動手段の動作方向を定めるとともに、その動作方向を定める領域の少なくとも一
部として、前記可動手段が遊技機前方から視認可能となる所定の動作位置に配置されてい
る状況で当該可動手段にその裏側にて対向する特定領域を有するように設けられた案内手
段（溝部４０２）と、
　前記可動手段が前記特定領域と対向しない位置に配置されている状況において当該特定
領域を遊技機前方から視認しづらくする遮蔽手段（遮蔽ユニット４３０）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０２５７】
　特徴Ａ１によれば、可動手段が遊技機前方から視認可能となる所定の動作位置に配置さ
れている状況で当該可動手段にその裏側にて対向する特定領域を有するように案内手段が
設けられているため、可動手段と案内手段との位置を近付けることができる。よって、可
動手段を動作させるための構成のコンパクト化を図ることが可能となる。
【０２５８】
　また、可動手段が動作することにより特定領域が可動手段と対向しなくなった場合には
、当該特定領域がそのまま露出されるのではなく、遮蔽手段によって視認しづらい状態と
なる。これにより、本来装飾として機能しない案内手段がそのまま遊技者に視認されるこ
とはなく、見た目を悪化させることなく、上記のようなコンパクト化を図ることが可能と
なる。
【０２５９】
　例えば、可動手段を大型化していくと、それにともない案内手段も大型化していく必要
がある。この場合、案内手段を視認できる領域から外れた領域に設けると可動手段を含む
当該可動手段を動作させるための構成が大型化してしまう。また、案内手段を視認できる
領域に設けると、案内手段が目立ってしまい遊技者の可動手段に対する注目度の低下を招
いてしまう。
【０２６０】
　この点、本特徴においては、可動手段を大型化しても、可動手段の裏側にて当該可動手
段に対向する領域を有するように案内手段を設け、可動手段に対向していない案内手段の
領域は遮蔽手段により視認しづらくされるので、可動手段を含む当該可動手段を動作させ
るための構成をコンパクト化できるとともに遊技者の可動手段に対する注目度の低下を抑
制することが可能となる。
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【０２６１】
　特徴Ａ２．前記案内手段は溝状であり、前記駆動手段は、前記案内手段を挟んで前記可
動手段の反対側において当該可動手段に駆動力を伝達可能に接続されていること（ラック
部４１３，ギヤ群４２０，上下動ユニット用モータ４２２）を特徴とする特徴Ａ１に記載
の遊技機。
【０２６２】
　特徴Ａ２によれば、前記可動手段と前記駆動力を伝達するための構成とを案内手段を挟
んで前後方向に重ねて配置することができるので、可動手段を動作させるための構成のコ
ンパクト化を図ることが可能となる。
【０２６３】
　また、遮蔽手段が設けられていることにより、溝状の案内手段を介して駆動手段の一部
や、可動手段の奥側に配置されている内部の部品が露出してしまうことが抑制されている
。
【０２６４】
　特徴Ａ３．前記案内手段は、所定方向に延びるように形成されており、
　前記遮蔽手段は、前記特定領域を遮蔽している遮蔽位置から退避位置に移動する場合に
前記所定方向に対して交差する方向に移動するように設けられていることを特徴とする特
徴Ａ１又はＡ２に記載の遊技機。
【０２６５】
　特徴Ａ３によれば、可動手段が所定方向に移動するように設けられた構成において、遮
蔽手段を含めた可動手段を動作させるための構成が上記所定方向へ長大化することを抑制
でき、当該構成のコンパクト化を図ることが可能となる。
【０２６６】
　特徴Ａ４．表示面（表示面１７１）を有する表示手段を備えており、
　前記可動手段は、前記表示面の周囲において動作するように設けられているとともに、
前記案内手段は、前記所定方向に直交する方向において当該案内手段を挟むように存在す
る２つの領域のうち一方が前記表示面から遠ざかる側となるように設けられており、
　前記遮蔽手段は、前記退避位置において前記遠ざかる側の領域に配置されることを特徴
とする特徴Ａ３に記載の遊技機。
【０２６７】
　特徴Ａ４によれば、前記遮蔽手段は案内手段の遮蔽を行わない場合は、表示面と離れる
側に移動するので、案内手段、ひいては可動手段を表示面に近づけることができ、可動手
段及び表示面の画像による連動した演出に対する遊技者の注目度の向上を図ることが可能
となる。
【０２６８】
　特徴Ａ５．表示面（表示面１７１）を有する表示手段を備えており、
　前記可動手段が所定の動作位置にある場合において、前記可動手段の少なくとも一部（
魚部材４０７ａ，４０７の一部）は前記表示面の前方にて当該表示面と前後方向に重なる
ことを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ４のいずれか１つに記載の遊技機。
【０２６９】
　特徴Ａ５によれば、可動手段の少なくとも一部と表示面とを前後方向に重ねて見せるこ
とができるので、可動手段及び表示面の画像による演出の連動性を向上させることが可能
となり、当該演出に対する遊技者の注目度の向上を図ることが可能となる。
【０２７０】
　また、表示面に対して近い位置にて可動手段が動作する構成においては案内手段も目立
ちやすくなるが、上記のとおり遮蔽手段が設けられていることにより、見た目を良好なも
のとしながら、上記のような効果を奏することができる。
【０２７１】
　特徴Ａ６．前記遮蔽手段は複数の遮蔽部（各遮蔽部材４３１，４３２，４３３）に分割
されており、
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　それら複数の遮蔽部は、前記特定領域を遮蔽している遮蔽位置から退避位置に移動した
状態では、少なくとも一部同士が遊技機前後方向に重なった状態となるように設けられて
いることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ５のいずれか１に記載の遊技機。
【０２７２】
　特徴Ａ６によれば、遮蔽手段は複数の遮蔽部を備えており、遮蔽手段が案内手段を遮蔽
しない場合は複数の遮蔽部が前後方向に重なるので、遮蔽手段が案内手段を遮蔽しない場
合の遮蔽手段の設置スペースを小さくすることができ、遮蔽手段を含めた可動手段を動作
させるための構成のコンパクト化を図ることが可能となる。
【０２７３】
　特徴Ａ７．前記複数の遮蔽部は、長板状をしており、各遮蔽部の一方の端部側が軸支さ
れていることで前記遮蔽位置と前記退避位置との間を回動可能となっており、さらに前記
退避位置においては前記案内手段に沿った状態となるように設けられていることを特徴と
する特徴Ａ６に記載の遊技機。
【０２７４】
　特徴Ａ７によれば、遮蔽手段が遮蔽していない状態では、複数の遮蔽部は案内手段に沿
った状態となるので、案内手段の延びる方向と交差する方向の遮蔽手段を設置するスペー
スを幅狭にすることができ、遮蔽手段を含めた可動手段を動作させるための構成のコンパ
クト化を図ることが可能となる。
【０２７５】
　特徴Ａ８．前記複数の遮蔽部のうちの少なくとも一部は、他の前記遮蔽部に設けられた
係止部に係止されること（前係止部４４３と前方係止面４４０との係止、後係止部４３９
と後方係止面４４２との係止）により、前記他の遮蔽部の移動にともなって移動すること
を特徴とする特徴Ａ６及びＡ７に記載の遊技機。
【０２７６】
　特徴Ａ８によれば、複数の遮蔽部ごとに当該遮蔽部を動作させるための構成を備える必
要がないので、遮蔽手段を含めた可動手段を動作させるための構成のコンパクト化を図る
ことが可能となる。
【０２７７】
　また、係止部を備えた遮蔽部に、当該係止部に係止される遮蔽部が連動して移動するの
で、遮蔽手段の移動を円滑に見せることが可能となる。
【０２７８】
　特徴Ａ９．前記複数の遮蔽部のうち前記遮蔽位置において前記可動手段に最も近い位置
に配置される遮蔽先側の遮蔽部（前遮蔽部材４３１の開放用係合片４３６）は、当該遮蔽
位置に配置されている場合に前記可動手段の一部と当接しており、この当接箇所が存在し
ていることにより、前記可動手段が前記特定領域側に移動する場合に当該可動手段によっ
て前記退避位置に向けて押される構成であり、
　前記複数の遮蔽部のうち前記遮蔽位置において前記遮蔽先側の遮蔽部よりも退避位置側
に配置される他の遮蔽部は、前記遮蔽先側の遮蔽部が前記可動手段により押圧された押圧
力が当該可動手段に近い側の遮蔽部との当接を通じて伝達されることで前記退避位置に向
けて押される構成であることを特徴とする特徴Ａ８に記載の遊技機。
【０２７９】
　特徴Ａ９によれば、可動手段が移動する力が各遮蔽部を退避位置に移動させるための駆
動力として働くため、各遮蔽部を退避位置に移動させるための駆動手段を別途設ける構成
に比べて構成の簡素化が図られる。
【０２８０】
　特徴Ａ１０．前記複数の遮蔽部のうち一の遮蔽部を前記遮蔽位置に向けて付勢する付勢
手段（コイルばね４４１）を備えており、
　前記複数の遮蔽部のうち前記一の遮蔽部以外の遮蔽部は、前記一の遮蔽部に対する前記
付勢手段の付勢力が伝達されることで前記遮蔽位置に向けて付勢されていることを特徴と
する特徴Ａ８又はＡ９に記載の遊技機。
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【０２８１】
　特徴Ａ１０によれば、一の遮蔽部に対する遮蔽位置に向けた付勢力が他の遮蔽部に対す
る遮蔽位置に向けた付勢力として働くため、遮蔽位置に向けた付勢に関して構成の簡素化
が図られる。
【０２８２】
　上記特徴Ａ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０２８３】
　遊技機の一種として、パチンコ遊技機やスロットマシン等が知られている。これらの遊
技機として、ソレノイドや回転モータといった駆動装置により駆動されて動作する可動物
が設けられたものが知られている。
【０２８４】
　例えば液晶表示装置等の周辺における遊技機前方から視認可能な領域（以下、視認可能
領域ともいう）に可動物を設け、遊技内容（例えば図柄の変動表示の内容）に応じて駆動
装置により駆動されて可動物が動作するようにすることにより、遊技中（例えば図柄の変
動時）における遊技の興趣を高めるようにしている（例えば、特許文献１参照）。
【０２８５】
　ここで、現在知られている遊技機においては、可動物の移動方向を案内する構成を備え
当該構成を利用して可動物を移動させるものがある。このような遊技機では、可動物の移
動方向を案内する構成が遊技者から視認可能であると、当該可動物に対する遊技者の注目
度が低下することが懸念されるため、当該構成を視認可能領域から外れた領域に設けてい
るものもある。
【０２８６】
　しかしながら、可動物は視認可能領域に配置されるので、可動物と当該可動物の移動方
向を案内する構成とを離して配置する必要があり、これらを配置するスペースが広大化し
やすい。
【０２８７】
　ちなみに、上記特徴Ａ１～Ａ１０のいずれか１の構成に対して、下記特徴Ｂ１～Ｂ８、
下記特徴Ｃ１～Ｃ１４、下記特徴Ｄ１～Ｄ１２、下記特徴Ｅ１～Ｅ８のいずれか１にて限
定した構成を適用してもよい。この場合、各構成を適用したことによるさらなる効果を奏
することができる。
【０２８８】
　＜特徴Ｂ群＞
　特徴Ｂ１．駆動手段（釣竿用モータ３１８）により駆動されて動作するとともにその動
作の様子が遊技機（パチンコ機１０）前方から視認可能となる可動手段（上棒状部３０４
）と、
　当該可動手段に向けて光を照射する発光手段（ＬＥＤ３２２）と、
を備えており、
　前記可動手段が遊技機前方から視認可能となる位置のうち、少なくとも特定の範囲に配
置されている場合は、同一の発光手段により当該可動手段に光を照射することが可能なよ
うに当該発光手段が設けられていることを特徴とする遊技機。
【０２８９】
　特徴Ｂ１によれば、可動手段が動作する演出を光が照射された状態で遊技者に視認させ
ることができ、当該演出への注目度を高めることが可能となる。この場合に、可動手段の
内部に発光手段を設けるのではなく、可動手段に対して発光手段からの光を外部から照射
する構成であるため、可動手段のコンパクト化が図られる。
【０２９０】
　また、可動手段が遊技機前方から視認可能となる位置のうち、少なくとも特定の範囲に
配置されている場合は、同一の発光手段からの光により可動手段に光が照射されるため、
可動手段の動作位置に対応させて発光手段を設ける構成に比べて発光手段の数を抑えるこ
とができるとともに、発光制御の処理の簡素化を図ることができる。
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【０２９１】
　特徴Ｂ２．前記可動手段は前記発光手段に近付く位置と離れる位置との間で移動する構
成であり、
　前記発光手段は、前記可動手段が遊技機前方から視認可能となる位置のいずれに配置さ
れている状況であっても照射先に前記可動手段が含まれるように、照射方向を固定させて
所定の設置箇所に固定されていることを特徴とする特徴Ｂ１に記載の遊技機。
【０２９２】
　特徴Ｂ２によれば、発光手段の構成の簡素化を図りながら上記のような優れた効果を奏
することができる。
【０２９３】
　特徴Ｂ３．表示面（表示面１７１）を有する表示手段を備えており、
　前記可動手段は、前記表示面の周囲において動作するように設けられているとともに、
前記発光手段は、前記可動手段に対して前記表示面側とは反対側から光を照射するように
設けられており、
　前記可動手段が前記発光手段から最も離れた位置に配置されている状況であっても、前
記発光手段から照射される光のうち指向性の高い光が前記可動手段に照射されるように、
前記発光手段の照射方向が設定されていることを特徴とする特徴Ｂ１又はＢ２に記載の遊
技機。
【０２９４】
　特徴Ｂ３によれば、表示面の周囲において可動手段を動作させるとともに当該可動手段
に光を外部から照射する構成において、発光手段からの光が表示面に直接入り込むことが
抑制される。これにより、表示面の視認性を低下させないようにしながら、上記のような
優れた効果を奏することができる。
【０２９５】
　特徴Ｂ４．前記可動手段は、前記発光手段の照射方向に交差する方向に移動するように
構成されており、
　前記可動手段が前記発光手段から最も離間された位置であっても前記照射方向の先側か
ら前記可動手段が外れないように、前記発光手段が配置されていることを特徴とする特徴
Ｂ１乃至Ｂ３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０２９６】
　特徴Ｂ４によれば、可動手段が発光手段の照射方向と交差する方向に移動する場合でも
、可動手段は発光手段により光をあてられるので、上記説明した効果を奏することが可能
となる。
【０２９７】
　特徴Ｂ５．前記可動手段は湾曲した形状に形成されており、動作する際には各部位にて
当該部位に応じた方向に変位する構成であり、
　前記発光手段は、前記可動手段の湾曲した形状に沿わせて複数配列されていることを特
徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ４のいずれか１に記載の遊技機。
【０２９８】
　特徴Ｂ５によれば、可動手段は湾曲した形状に形成されているとともに、動作する際に
は各部位にて当該部位に応じた方向に変位するため、可動手段の動きを斬新なものとする
ことが可能となる。この場合に、発光手段は可動手段の湾曲した形状に沿わせて複数配列
されているため、湾曲した形状に形成された可動手段の各部位に対応させて光を照射する
ことができ、可動手段の動きを斬新なものとしながら、可動手段に対して外部から光を良
好に照射することが可能となる。
【０２９９】
　特徴Ｂ６．前記複数の発光手段は、フレキシブル基板（フレキシブル基板３２１）上に
設けられており、
　当該フレキシブル基板が前記可動手段の形状に沿わせて湾曲させて配置されていること
により、複数の前記発光手段が前記可動手段に沿わせて設けられていることを特徴とする
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特徴Ｂ５に記載の遊技機。
【０３００】
　特徴Ｂ６によれば、予めフレキシブル基板上に発光手段を配置しておき、そのフレキシ
ブル基板を可動手段の形状に沿わせて撓ませながら配設することができるので、設置作業
性の向上に貢献することが可能となる。
【０３０１】
　また、フレキシブル基板は柔軟性に優れるので可動手段の形状に沿わせるのが容易であ
る。よって、多様な可動手段の形状に沿わせて発光手段を配置することが可能となり、可
動手段の形状を設計するにあたっての自由度の向上に貢献することが可能となる。
【０３０２】
　特徴Ｂ７．前記フレキシブル基板は長板状に形成されているとともに、当該フレキシブ
ル基板の厚み方向に所定の遊びを有する収容空間（発光ユニット収容部３３０）に対して
長手方向の両端を保持させて収容されており、
　前記可動手段は、照射対象領域と非対象領域とが交互に存在するように形成されており
、
　前記複数の発光手段は、前記照射対象領域に向けて光を照射するように、前記フレキシ
ブル基板の所定の板面に設けられており、前記フレキシブル基板が前記収容空間内におい
て前記所定の遊びの範囲内で変形した場合であっても前記照射対象領域に向けて光を照射
することとなるように設けられていることを特徴とする特徴Ｂ６に記載の遊技機。
【０３０３】
　特徴Ｂ７によれば、フレキシブル基板の収容空間に対して当該フレキシブル基板の厚み
方向に所定の遊びが設定されていることにより、余裕をもってフレキシブル基板を設置す
ることができる。また、フレキシブル基板の長手方向の両端が保持される構成であるため
、かかる保持の構成の簡素化が図られる。但し、当該構成においては、上記所定の遊びの
範囲内でフレキシブル基板が変形してしまうことが考えられるが、当該所定の遊びの範囲
内でフレキシブル基板が変形した場合であっても照射対象領域に向けて光を照射すること
となるように複数の発光手段が設けられているため、可動手段への外部からの光の照射を
良好に行いながら、上記のような優れた効果を奏することができる。
【０３０４】
　特徴Ｂ８．表示面（表示面１７１）を有する表示手段を備えており、
　前記可動手段（魚部材４０７ａ，４０７ｂ）は、所定の動作位置において一部が前記表
示面の手前にて当該表示面と重なるものであり、
　前記発光手段（ＬＥＤ４８０）は、前記可動手段の前記表示面と重なっていない部分に
向けて光を照射するように設けられていることを特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ７のいずれか
１に記載の遊技機。
【０３０５】
　特徴Ｂ８によれば、可動手段を表示面に重ねた演出を行うことにより、当該演出におけ
る可動手段と表示面との連動性を高めることが可能となる。また、このような演出におい
て、発光手段は、可動手段における表示面と重なっていない部位に向けて光を照射するの
で、可動手段に光をあてて目立たせながらも、表示面に光が過度に映りこんで表示面に対
する視認性が低下することを抑制することが可能となる。
【０３０６】
　上記特徴Ｂ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０３０７】
　遊技機の一種として、パチンコ遊技機やスロットマシン等が知られている。これらの遊
技機として、ソレノイドや回転モータといった駆動装置により駆動されて動作する可動物
が設けられたものが知られている。
【０３０８】
　例えば液晶表示装置等の周辺に可動物を設け、遊技内容（例えば図柄の変動表示の内容
）に応じて駆動装置により駆動されて可動物が動作するようにすることにより、遊技中（
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例えば図柄の変動時）における遊技の興趣を高めるようにしている（例えば、特許文献１
参照）。
【０３０９】
　しかしながら、現在知られている遊技機の可動物は、いずれも比較的単純な動きに終始
しており、動きのインパクトに欠けるものとなっている。したがって、可動物を用いて遊
技の興趣を高める上で未だ改良の余地がある。
【０３１０】
　ちなみに、上記特徴Ｂ１～Ｂ８のいずれか１の構成に対して、上記特徴Ａ１～Ａ１０、
下記特徴Ｃ１～Ｃ１４、下記特徴Ｄ１～Ｄ１２、下記特徴Ｅ１～Ｅ８のいずれか１にて限
定した構成を適用してもよい。この場合、各構成を適用したことによるさらなる効果を奏
することができる。
【０３１１】
　＜特徴Ｃ群＞
　特徴Ｃ１．遊技球の流下領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、
　駆動手段により駆動されて動作するとともにその動作の様子が遊技機前方から視認可能
となる可動手段（上下動ユニット４０８）と、
　当該可動手段の動作を可能とする動作空間（可動部用空間Ｓ）を区画する区画部（受け
部６０１）と、
を備えており、
　前記区画部は、前記流下領域に対して前記動作空間が分断されないように当該動作空間
を所定の方向に開放させるようにして形成されているとともに、前記動作空間に入り込ん
だ遊技球を特定の方向に流入させないようにする抑制部を備えていることを特徴とする遊
技機。
【０３１２】
　特徴Ｃ１によれば、区画部は可動手段の動作空間を所定の方向に開放させるようにして
形成されているため、可動手段を所定の方向から見る場合の視認性の向上が図られ、可動
手段に対する遊技者の注目度の向上に貢献することが可能となる。また、可動手段の移動
範囲が動作空間に限定されず、当該移動範囲を動作空間の開放先にまで延長させることが
できるので、可動手段の移動の自由度を向上させることができる。
【０３１３】
　また、上記のように動作空間が形成された構成においては当該動作空間に遊技球が入り
込んでしまうおそれがあるが、当該遊技球を特定の方向に流入させないようにすることが
でき、遊技球が流入すると故障などの発生が懸念される箇所に遊技球が入り込んでしまう
ことを抑制できる。
【０３１４】
　特徴Ｃ２．前記抑制部は、前記動作空間に入り込んだ遊技球を前記特定の方向に流入さ
せないようにしながら当該動作空間から排出することを特徴とする特徴Ｃ１に記載の遊技
機。
【０３１５】
　特徴Ｃ２によれば、動作空間に入り込んだ遊技球は抑制部により排出されるため、動作
空間において遊技球が多数貯留されて可動手段が故障してしまうといった不都合の発生を
抑制することが可能となる。
【０３１６】
　特徴Ｃ３．前記流下領域から流入した遊技球を転動させる転動面が上向き又は斜め上向
きに形成されたステージ部（ステージ部２０６）を備えており、
　前記動作空間は前記ステージ部に隣接するようにして設けられていることを特徴とする
特徴Ｃ１又はＣ２に記載の遊技機。
【０３１７】
　特徴Ｃ３によれば、動作空間がステージ部に隣接させて設けられているので、当該ステ
ージ部における遊技球の転動態様と可動手段の動作態様とを遊技者に同時に視認させるこ
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とが可能となる。また、ステージ部に対して動作空間が分断されていないため、可動手段
の視認性を低下させないようにすることができる。但し、当該構成においてはステージ部
にて転動している遊技球が動作空間に入り込むおそれがあるが、上記特徴Ｃ１又はＣ２の
構成を備えていることにより、かかる入り込んだ遊技球を良好に特定の方向に流入させな
いようにする又は排出することが可能となる。
【０３１８】
　特徴Ｃ４．前記ステージ部における前記動作空間側の端部には、当該端部に対して反動
作空間側にて連続する領域に比べて上方に起立した規制部（ステージ側の規制部２４６）
が設けられていることを特徴とする特徴Ｃ３に記載の遊技機。
【０３１９】
　特徴Ｃ４によれば、規制部が設けられていることにより、ステージ部上を転動している
遊技球が動作空間に入り込みづらくなる。また、仮に動作空間に遊技球が入り込んだとし
ても、上記特徴Ｃ１又はＣ２の構成を備えていることにより、当該遊技球を良好に特定の
方向に流入させないようにする又は排出することが可能となる。
【０３２０】
　特徴Ｃ５．表示面（表示面１７１）を有する表示手段を備えており、
　前記動作空間は前記表示面に隣接するようにして設けられているとともに、前記所定の
方向として前記表示面側に向けて開放されており、
　前記可動手段は、所定の動作位置において少なくとも一部（魚部材４０７ａ，４０７ｂ
の一部）が前記表示面の手前にて当該表示面と重なるものであることを特徴とする特徴Ｃ
１乃至Ｃ４のいずれか１に記載の遊技機。
【０３２１】
　特徴Ｃ５によれば、動作空間がステージ部に隣接させて設けられているとともに、可動
手段は所定の動作位置において少なくとも一部が表示面の手前にて当該表示面と重なる構
成であるため、可動手段及び表示面の両方における演出の連動性を向上させることが可能
となる。また、表示面側に対して動作空間が分断されていないため、可動手段の視認性を
低下させないようにすることができる。但し、当該構成においては表示面の周囲にて流下
している遊技球が動作空間に入り込むおそれがあるが、上記特徴Ｃ１又はＣ２の構成を備
えていることにより、かかる入り込んだ遊技球を良好に特定の方向に流入させないように
する又は排出することが可能となる。
【０３２２】
　特徴Ｃ６．前記表示面の下側の辺部に沿わせるようにして設けられ、前記流下領域から
流入した遊技球を転動させる転動面が上向き又は斜め上向きに形成されたステージ部を備
えており、
　前記動作空間は前記表示面及び前記ステージ部に対してその側方にて隣接させて設けら
れており、
　前記可動手段の動作範囲には、前記ステージ部の上端位置よりも下方の位置が含まれて
いることを特徴とする特徴Ｃ５に記載の遊技機。
【０３２３】
　特徴Ｃ６によれば、ステージ部における遊技球の転動態様と、表示面における表示演出
と、可動手段の動作態様とを遊技者に同時に視認させることが可能となる。また、当該構
成であっても、上記特徴Ｃ１又はＣ２の構成を備えていることにより、動作空間に遊技球
が入り込んだとしてもその遊技球を特定の方向に流入させないようにする又は良好に排出
することが可能となる。
【０３２４】
　特徴Ｃ７．前記流下領域は遊技盤の前面に形成されているとともに、当該遊技盤の背面
側には遊技の進行を制御するための制御装置を含めて複数の遊技機器が設けられており、
　前記抑制部は、前記動作空間に入り込んだ遊技球が前記複数の遊技機器側に入り込まな
いように設けられていることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ６のいずれか１に記載の遊技機
。
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【０３２５】
　特徴Ｃ７によれば、動作空間に入り込んだ遊技球が、制御装置を含めた複数の遊技機器
に衝突してしまうことを抑制しながら、既に説明したような優れた効果を奏することがで
きる。
【０３２６】
　特徴Ｃ８．前記抑制部は、前記動作空間に入り込んだ遊技球を前記流下領域とは異なる
箇所に向けて排出するものであることを特徴とする特徴Ｃ２乃至Ｃ７のいずれか１に記載
の遊技機。
【０３２７】
　動作空間に入り込んだ遊技球が再度流下領域に排出されると、動作空間に遊技球が入り
込んだことを認識していない遊技者が混乱してしまうことが懸念される。これに対して、
特徴Ｃ８によれば、動作空間に入り込んだ遊技球は流下領域とは異なる箇所に向けて排出
されるため、遊技者を混乱させる可能性を低減させながら、既に説明したような優れた効
果を奏することができる。
【０３２８】
　特徴Ｃ９．前記流下領域は遊技盤の前面に形成されているとともに、当該流下領域を流
下する遊技球が入球可能な入球部を備えており、
　前記遊技盤の背面には、前記入球部に入球した遊技球を排出するための排出通路（排出
通路６０９）を備えており、
　前記抑制部は、前記動作空間に入り込んだ遊技球を前記排出通路に誘導するように形成
されていることを特徴とする特徴Ｃ８に記載の遊技機。
【０３２９】
　特徴Ｃ９によれば、入球部に入球した遊技球を排出するための構成を利用して、動作空
間に入り込んだ遊技球を流下領域とは異なる箇所に向けて排出することができる。
【０３３０】
　特徴Ｃ１０．前記動作空間は、前記流下領域及び前記可動手段を遊技機前方から視認可
能とする窓部側に向けて開放されており、
　前記抑制部は、前記動作空間に入り込んだ遊技球を下側から受ける底部と、当該底部上
に到達した遊技球が当該底部の前側から前記流下領域に流出することを阻止するように設
けられた前側規制壁と、を有しており、
　前記前側規制壁には、前記底部上に到達した遊技球を遊技機前方から視認可能とする前
側窓部（透明窓部６０２）が形成されていることを特徴とする特徴Ｃ８又はＣ９に記載の
遊技機。
【０３３１】
　上記特徴Ｃ８の構成を備え、動作空間に入り込んだ遊技球が流下領域とは異なる箇所に
向けて排出される構成においては、動作空間に遊技球が入り込んだことを確認した遊技者
にとっては、その遊技球が再度流下領域に排出されないことに対して違和感を覚えてしま
うことが懸念される。これに対して、特徴Ｃ１０によれば、再度流下領域に排出されるこ
とを抑制しながら、動作空間に入り込んだ遊技球が異なる箇所に誘導されていくことを確
認させることが可能となり、上記のような不都合の発生を抑制することが可能となる。
【０３３２】
　特徴Ｃ１１．前記抑制部において前記動作空間に入り込んだ遊技球を下側から受ける底
部は、前記可動手段が当該底部に最も近付いた位置に配置されている状況において当該可
動手段よりも遊技球１個分以上下方に離間されていることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ１
０のいずれか１に記載の遊技機。
【０３３３】
　特徴Ｃ１１によれば、底部上に遊技球が存在している状況で可動手段が当該底部に最も
近付いたとしても、可動手段と底部との間に遊技球を噛んでしまうことを抑制できる。
【０３３４】
　特徴Ｃ１２．前記抑制部において前記動作空間に入り込んだ遊技球を下側から受ける底
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部には、当該底部上に到達した遊技球を動作空間外に排出するための球抜き孔（球抜き孔
６１０）が形成されているとともに、当該底部において遊技球が到達する底面は前記球抜
き孔に向けて下り傾斜となるように形成されていることを特徴とする特徴Ｃ２乃至Ｃ１０
のいずれか１に記載の遊技機。
【０３３５】
　特徴Ｃ１２によれば、底部上に到達した遊技球をその自重を利用して排出することが可
能となる。
【０３３６】
　特徴Ｃ１３．前記動作空間において前記底部の上方には前記可動手段とは別の遊技部品
（下棒状部３０２）が入り込んでおり、
　当該遊技部品は、前記底面上の領域を複数の領域に区画するとともに、それら複数の領
域のいずれに遊技球が到達した場合であっても当該遊技球が前記球抜き孔に誘導されるよ
うに形成されていることを特徴とする特徴Ｃ１２に記載の遊技機。
【０３３７】
　特徴Ｃ１３によれば、動作空間を有効利用して遊技部品を設けることができる。また、
底部上に複数の遊技球が同時に到達した場合に、それら複数の遊技球が互いに衝突して底
部上で暴れてしまうことを、上記遊技部品を利用して抑制することができる。
【０３３８】
　特徴Ｃ１４．前記遊技部品及び前記底部により、前記複数の領域のうち少なくとも所定
の領域に到達した遊技球を、前記球抜き孔に向けて１個ずつ導出されるように誘導する誘
導構造が形成されていることを特徴とする特徴Ｃ１３に記載の遊技機。
【０３３９】
　特徴Ｃ１４によれば、動作空間を有効利用して遊技部品を設けた構成において、その遊
技部品を利用して球抜き孔への遊技球の誘導を良好に行うことができる。
【０３４０】
　上記特徴Ｃ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０３４１】
　遊技機の一種として、パチンコ遊技機やスロットマシン等が知られている。これらの遊
技機として、ソレノイドや回転モータといった駆動装置により駆動されて動作する可動物
が設けられたものが知られている。
【０３４２】
　例えば液晶表示装置等の周辺に可動物を設け、遊技内容（例えば図柄の変動表示の内容
）に応じて駆動装置により駆動されて可動物が動作するようにすることにより、遊技中（
例えば図柄の変動時）における遊技の興趣を高めるようにしている（例えば、特許文献１
参照）。
【０３４３】
　ここで、上記可動物は遊技球が流下する領域に隣接させて設けられているため、その遊
技球が遊技機内部側に流入してしまわないように可動物を設ける必要がある。これに対し
て、遊技球の流入が発生しない位置に可動物を設ける構成とすると、可動物の設置箇所に
制約が生じ、可動物を利用した演出が画一化してしまうおそれがある。その一方、可動物
側への遊技球の流入を抑制するために可動物の周囲を透明カバーなどにより覆う構成とす
ると、当該可動物の視認性が低下してしまうおそれがある。
【０３４４】
　ちなみに、上記特徴Ｃ１～Ｃ１４のいずれか１の構成に対して、上記特徴Ａ１～Ａ１０
、上記特徴Ｂ１～Ｂ８、下記特徴Ｄ１～Ｄ１２、下記特徴Ｅ１～Ｅ８のいずれか１にて限
定した構成を適用してもよい。この場合、各構成を適用したことによるさらなる効果を奏
することができる。
【０３４５】
　特徴Ｄ１．駆動手段（上下動ユニット用モータ４２２）により駆動されて動作する可動
手段（上下動ユニット４０８及びラックユニット４１２）と、
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　当該可動手段に所定の演出を行わせるために当該可動手段に対して一端が接続されると
ともに、他端が制御手段又はその中継基板（環状部材４１１）に接続された配線と、
を備えた遊技機において、
　前記配線において前記可動手段の動作に追従して変位する追従変位領域が、前記可動手
段の動作に伴って変位した場合に所定の領域に入り込むことを規制する規制手段（対向壁
部４６８）を備えていることを特徴とする遊技機。
【０３４６】
　特徴Ｄ１によれば、可動手段の動作にともなって移動する配線が所定方向へ移動するこ
とが規制されるので、当該配線と他の遊技機用部品とが干渉することによる配線の劣化等
の不都合が生ずる可能性を減じることが可能となる。
【０３４７】
　特徴Ｄ２．前記規制手段は、前記可動手段に対して所定の方向に離間させた位置にて当
該可動手段に対して対向させて設けられた対向部を備えており、
　前記配線は、前記対向部において前記可動手段側とは反対側の面上を誘導された後に前
記可動手段に接続されていることを特徴とする特徴Ｄ１に記載の遊技機。
【０３４８】
　特徴Ｄ２によれば、配線の追従変位領域において可動手段との接続部分から続く箇所を
可動手段からある程度離間させることが可能となるため、可動手段の動作に際して当該可
動手段が追従変位領域を噛み込んでしまうことを抑制することができる。
【０３４９】
　特徴Ｄ３．前記対向部は、前記可動手段に対して遊技機奥側にて対向するように設けら
れており、
　前記配線は、前記対向部に形成された追従側の開口部（動配線用開口部４５８）を通じ
て前記可動手段側に引き出されていることを特徴とする特徴Ｄ２に記載の遊技機。
【０３５０】
　特徴Ｄ３によれば、遊技機奥側から異物が可動手段に当たってしまうことを対向部によ
り抑制することが可能となり、追従変位領域を可動手段から単に離間させるだけでなく可
動手段を保護するために対向部を利用することができる。
【０３５１】
　特徴Ｄ４．前記追従側の開口部は、前記可動手段の奥側において当該可動手段の移動の
軌跡に沿う領域を有するように形成されているとともに、前記可動手段がいずれの動作位
置に配置されている状況であっても前記追従側の開口部の周縁部を起点として前記追従変
位領域が前記可動手段側に向けて伸張された状態とならないように形成されていることを
特徴とする特徴Ｄ３に記載の遊技機。
【０３５２】
　特徴Ｄ４によれば、対向部に形成された追従側の開口部を通じて配線が可動手段側に引
き出される構成において、可動手段の動作に際して追従側の開口部の周縁部に追従変位領
域が引っ掛かり当該追従変位領域に大きな負荷が加えられてしまうことを抑制することが
できる。
【０３５３】
　特徴Ｄ５．前記追従変位領域は、前記可動手段が所定の動作位置に配置されている状況
では前記対向部により誘導された方向の先側へ続く姿勢となり、当該所定の動作位置とは
異なる動作位置に配置されている状況では途中位置において曲げられた姿勢となるように
設けられており、
　前記追従側の開口部は、前記追従変位領域が前記曲げられた姿勢となった場合に当該曲
げ部分が膨らみ出す側に向けて当該開口部の周縁部を逃がす逃げ領域が前記沿う領域に連
続させて形成されていることを特徴とする特徴Ｄ４に記載の遊技機。
【０３５４】
　特徴Ｄ５によれば、可動手段の動作に際して追従側の開口部の周縁部に追従変位領域が
引っ掛かってしまうことをより確実に抑制することができる。
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【０３５５】
　特徴Ｄ６．前記追従側の開口部は、その周縁部が前記対向部の他の部位よりも肉厚とな
るように形成されているとともに、面の方向が変化することとなる境界部分が湾曲するよ
うに形成されている（突出環部４６０）ことを特徴とする特徴Ｄ３乃至Ｄ５のいずれか１
に記載の遊技機。
【０３５６】
　特徴Ｄ６によれば、可動手段の動作に際して追従側の開口部の周縁部に追従変位領域が
接触したとしても、当該追従変位領域に加えられる圧力を低減させることが可能となると
ともに、当該追従変位領域が磨耗しづらくなる。
【０３５７】
　特徴Ｄ７．前記可動手段の上方には遊技ホールの島設備から供給された遊技媒体を貯留
するとともに、予め定められた払出条件が成立した場合に当該遊技媒体が遊技者に払い出
すために利用される貯留手段（タンク１２１）を備えており、
　前記対向部は、当該可動手段の動作範囲のいずれの位置においても前記可動手段と対向
するように設けられていることを特徴とする特徴Ｄ３乃至Ｄ６のいずれか１に記載の遊技
機。
【０３５８】
　特徴Ｄ７によれば、貯留手段側から落下してきた遊技媒体が可動手段に衝突してしまう
ことを対向部により抑制することができる。
【０３５９】
　特徴Ｄ８．前記規制手段は、前記対向部と前記可動手段との間の空間を上方から塞ぐよ
うに形成された屋根部（屋根部４６２）を備えていることを特徴とする特徴Ｄ７に記載の
遊技機。
【０３６０】
　特徴Ｄ８によれば、貯留手段側から落下してきた遊技媒体が対向部と可動手段との間の
空間に入り込んでしまうことを抑制することが可能となり、可動手段への遊技媒体の衝突
を抑制することができるとともに、可動手段自身が遊技媒体を噛み込んでしまうことや、
可動手段と対向部との間に遊技媒体が嵌り込んでしまうことを抑制することが可能となる
。
【０３６１】
　特徴Ｄ９．前記配線において前記可動手段に接続される側とは反対側の端部は、前記屋
根部側に設けられた前記制御手段又はその中継基板に接続されており、
　前記屋根部には前記配線を前記対向部側へ誘導するように係止する係止部（配線係止部
４６３）が設けられていることを特徴とする特徴Ｄ８に記載の遊技機。
【０３６２】
　特徴Ｄ９によれば、上記特徴Ｄ８にて説明した作用効果を奏する屋根部を利用して、配
線を対向部に向けて好適に誘導することができる。
【０３６３】
　特徴Ｄ１０．前記追従変位領域は、前記可動手段の動作位置に応じて、途中位置におい
て曲げられた姿勢となるとともに、それよりも曲げが緩和された姿勢となるように設けら
れており、
　前記規制手段は、前記曲げられた姿勢及び前記緩和された姿勢のうち一方から他方へ前
記追従変位領域が遷移する場合において当該追従変位領域が前記可動手段側とは異なる側
に向けて膨らみ出そうとする場合に当該部位をその膨らみ出そうとする先側から抑える抑
え部（保護ベース部材４５２）を備えていることを特徴とする特徴Ｄ１乃至Ｄ９のいずれ
か１に記載の遊技機。
【０３６４】
　特徴Ｄ１０によれば、追従変位領域が可動手段側とは異なる側に大きく膨らみ出すこと
が抑制されるため、追従変位領域の引っ掛かりを抑制しながら所定の遊技機器を可動手段
側に近接させて配置することが可能となる。これにより、スペースの有効利用を図ること
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が可能となる。
【０３６５】
　特徴Ｄ１１．前記抑え部は、前記追従変位領域の一部を収容するとともに少なくとも前
記可動手段に向けて開放された収容空間を区画するように形成されていることを特徴とす
る特徴Ｄ１０に記載の遊技機。
【０３６６】
　特徴Ｄ１１によれば、上記特徴Ｄ１０の効果を、可動手段に対して複数の方向において
奏することができる。
【０３６７】
　特徴Ｄ１２．前記抑え部は、前記配線を前記他端が接続される制御手段又はその中継基
板側に導出する非追従側の開口部を備えており、
　さらに、前記収容空間の内部において前記配線の一部を保持する保持手段（配線保持部
材４５６）を備えていることを特徴とする特徴Ｄ１１に記載の遊技機。
【０３６８】
　特徴Ｄ１２によれば、保持手段よりも非追従側の開口部寄りの配線は、可動手段が動作
したとしても変位しづらい。これにより、配線の変位範囲をある程度抑えることができる
とともに、非追従側の開口部を複雑な形状としなくても、当該開口部の周縁部により配線
が磨耗してしまうことを抑えられる。
【０３６９】
　上記特徴Ｄ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０３７０】
　遊技機の一種として、パチンコ遊技機やスロットマシン等が知られている。これらの遊
技機として、ソレノイドや回転モータといった駆動装置により駆動されて動作する可動物
が設けられたものが知られている。
【０３７１】
　例えば液晶表示装置等の周辺に可動物を設け、遊技内容（例えば図柄の変動表示の内容
）に応じて駆動装置により駆動されて可動物が動作するようにすることにより、遊技中（
例えば図柄の変動時）における遊技の興趣を高めるようにしている（例えば、特許文献１
参照）。
【０３７２】
　ここで、可動物に対して配線を接続し、当該可動物において所定の演出を行わせるよう
にする構成が考えられる。しかしながら、可動物が動作することに伴い配線が移動する場
合、当該配線が他の部材に当接したり無理な方向に曲げられたりすることによって、当該
配線の劣化が早まってしまうことが懸念される。
【０３７３】
　ちなみに、上記特徴Ｄ１～Ｄ１２のいずれか１の構成に対して、上記特徴Ａ１～Ａ１０
、上記特徴Ｂ１～Ｂ８、上記特徴Ｃ１～Ｃ１４、下記特徴Ｅ１～Ｅ８のいずれか１にて限
定した構成を適用してもよい。この場合、各構成を適用したことによるさらなる効果を奏
することができる。
【０３７４】
　特徴Ｅ１．配線接続部（集中コネクタ３２３）に接続された配線を介して電力の受入、
電力の供給、信号の入力、又は信号の出力を行う所定の基板を備えた遊技機（パチンコ機
１０）において、
　前記所定の基板は、フレキシブル基板（フレキシブル基板３２１）を用いて形成されて
いるとともに、当該フレキシブル基板を湾曲させた状態で設置箇所（発光ユニット収容部
３３０）に設置されていることを特徴とする遊技機。
【０３７５】
　特徴Ｅ１によれば、遊技機内部において所定の基板を設置するために必要なスペースの
省スペース化を図ることができる。また、湾曲した箇所に基板を設けようとすると、当該
基板が硬い基板である場合、その湾曲方向に沿って複数の基板を設ける必要が生じるのに
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対して、本構成によれば一の基板で足りる。したがって、部材点数の削減を図ることも可
能となる。
【０３７６】
　特徴Ｅ２．前記フレキシブル基板を湾曲させた姿勢を維持させるようにしながら当該フ
レキシブル基板の所定方向の両端をそれぞれ保持する端部保持手段（端保持部材３２５、
コネクタ領域保持部３２７）を備えていることを特徴とする特徴Ｅ１に記載の遊技機。
【０３７７】
　特徴Ｅ２によれば、フレキシブル基板は湾曲された状態から復元するのを妨げられた状
態で収容部に収容されている。言い換えると、フレキシブル基板は自身の復元力により復
元を規制する部位を押圧した状態で収容部に取り付けられている。よって、フレキシブル
基板自身を所定の姿勢で安定して収容部に収容することができる。また、収容部にフレキ
シブル基板を組み付ける際の位置決め作業を行うにあたっては、フレキシブル基板自身の
復元力を利用することができるので、当該作業の容易化に貢献することが可能となる。
【０３７８】
　特徴Ｅ３．前記フレキシブル基板において前記端部保持手段により保持される両端のう
ち少なくとも一方は、フレキシブル基板の途中位置を折り返すようにして曲げた曲げ部分
（集中コネクタ３２３が設けられた領域）となっており、その曲げ部分において生じる復
元力を受けるようにして、当該曲げ部分に対応する前記端部保持手段において当該曲げ部
分の保持が行われていることを特徴とする特徴Ｅ２に記載の遊技機。
【０３７９】
　特徴Ｅ３によれば、曲げ部分における復元力を通じて、端部保持手段におけるフレキシ
ブル基板の保持力を向上させることが可能となる。よって、フレキシブル基板の保持を安
定して行わせることが可能となる。また、設置箇所にフレキシブル基板を設置する際の位
置決め作業においては、その位置決めをフレキシブル基板の復元力を利用して行うことが
でき、当該作業の容易化が図られる。
【０３８０】
　特徴Ｅ４．前記所定の基板において前記曲げ部分よりも先側は、当該曲げ部分よりも硬
く形成されている（板材３２４が固定されている）とともに、当該先側が前記フレキシブ
ル基板の復元力により対応する端部保持手段を所定方向に押圧するように当該端部保持手
段による保持が行われていることを特徴とする特徴Ｅ３に記載の遊技機。
【０３８１】
　特徴Ｅ４によれば、端部保持手段におけるフレキシブル基板の保持力をより高めること
が可能となり、保持の安定化及び位置決め作業の容易化をより向上させることが可能とな
る。
【０３８２】
　特徴Ｅ５．前記硬く形成された前記先側の領域に前記配線接続部が設けられていること
を特徴とする特徴Ｅ４に記載の遊技機。
【０３８３】
　特徴Ｅ５によれば、配線接続部には配線が接続されるため、その分の重量負荷が掛るこ
ととなるが、当該配線接続部は硬く形成された領域に設けられているため、その重量負荷
を好適に受けることが可能となる。つまり、硬く形成された領域が設けられていることに
より、フレキシブル基板の保持力を高めることができるだけでなく、配線接続部における
重量負荷を好適に受けることが可能となる。
【０３８４】
　特徴Ｅ６．前記フレキシブル基板には一方の基板面（板面３２１ａ）に、前記湾曲させ
た方向に沿って複数の発光手段（ＬＥＤ３２２）が設けられており、前記配線を介して電
力の受入又は信号の入力を行うことで、前記発光手段から光が照射される構成であること
を特徴とする特徴Ｅ１乃至Ｅ５のいずれか１に記載の遊技機。
【０３８５】
　特徴Ｅ６によれば、湾曲させた方向に沿って複数の発光手段が設けられていることによ
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り、湾曲部分からの光の照射や湾曲部分への光の照射を良好に行うことが可能となる。こ
の場合に、フレキシブル基板を利用しない構成を想定すると、複数の基板を湾曲方向に沿
って複数配設する必要が生じるが、フレキシブル基板を利用していることにより、一の基
板を利用して、複数の発光手段を湾曲させた方向に沿って設けることができる。
【０３８６】
　特徴Ｅ７．前記配線接続部は、前記複数の発光手段が設けられた側と同一の基板面にお
いてそれら複数の発光手段よりも前記フレキシブル基板の所定の端部側に偏倚させた位置
に設けられており、
　前記フレキシブル基板は、前記配線接続部が前記複数の発光手段が向く側とは異なる側
を向くように前記所定の端部側を曲げた状態で設置されていることを特徴とする特徴Ｅ６
に記載の遊技機。
【０３８７】
　特徴Ｅ７によれば、一の基板を利用して複数の発光手段を湾曲させた方向に沿って設け
るようにした構成において、それら複数の発光手段については光の照射を行う上で好まし
い方向に向けることが可能となるとともに、配線接続部については配線の接続を行う上で
好ましい方向に向けることが可能となる。
【０３８８】
　特徴Ｅ８．表示面（表示面１７１）を有する表示手段と、
　当該表示面の周囲を囲むようにして設けられ、前記表示面を露出させる開口部が形成さ
れたセンターフレーム（センターフレーム２０１）と、
を備えており、
　前記所定の基板は、前記開口部の周縁部において前記各発光手段が前記開口部側を向く
ように湾曲させた状態で設置されていることを特徴とする特徴Ｅ６又はＥ７に記載の遊技
機。
【０３８９】
　特徴Ｅ８によれば、センターフレームの開口部の周縁部において光の照射を良好に行え
るようにしながら、既に説明したような優れた効果を奏することができる。
【０３９０】
　上記特徴Ｅ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０３９１】
　遊技機として例えばパチンコ遊技機では、遊技盤に形成された遊技領域に対して遊技球
が発射され、当該遊技領域内の各種入賞口に遊技球が入賞されるとそれに伴い所定個数の
遊技球が払い出される。また、パチンコ遊技機には例えば図柄表示ユニットが設けられ、
この図柄表示ユニットにより複数列の図柄が変動表示される。図柄表示ユニットは、液晶
表示装置等によって構成されることが多く、例えば左右方向又は上下方向に並ぶ３つの図
柄列が設けられ、各図柄列毎に図柄が変動表示される。この場合、所定の入賞口への入賞
をトリガとして図柄表示ユニットによる図柄の変動表示が開始され、その後、所定の変動
パターンによる変動表示を経て図柄の変動表示が停止される。そして、停止図柄に応じて
特別遊技状態に移行し、開放された大入賞口に複数の遊技球が入賞することで、多数の遊
技球が払い出される。
【０３９２】
　また近年では、例えばＬＥＤやモータ等の電子部品を複数取り付けられた遊技機が通常
となっており、取り付ける電子部品を増やすことにより遊技機の多機能化を図ることが可
能となると考えられる（例えば、特許文献１参照）。
【０３９３】
　しかしながら、取り付ける電子部品を増やすと、電子部品自体が増加するだけでなく電
子部品に必要な基板等も増加してしまうので、これらが遊技機内部のスペースを圧迫する
こととなり、他の部材の設置スペースや遊技領域の狭小化を招いてしまう。
【０３９４】
　ちなみに、上記特徴Ｅ１～Ｅ８のいずれか１の構成に対して、上記特徴Ａ１～Ａ１０、
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上記特徴Ｂ１～Ｂ８、上記特徴Ｃ１～Ｃ１４、上記特徴Ｄ１～Ｄ１２のいずれか１にて限
定した構成を適用してもよい。この場合、各構成を適用したことによるさらなる効果を奏
することができる。
【０３９５】
　以下に、以上の各特徴を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【０３９６】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段と、その操作手段の操作に基づいて遊技球
を発射する遊技球発射手段と、その発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路と、
遊技領域内に配置された各遊技部品とを備え、それら各遊技部品のうち所定の通過部を遊
技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【０３９７】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示装置を備え、
始動操作手段の操作に起因して前記複数の絵柄の可変表示が開始され、停止操作手段の操
作に起因して又は所定時間経過することにより前記複数の絵柄の可変表示が停止され、そ
の停止後の絵柄に応じて遊技者に特典を付与する遊技機。
【符号の説明】
【０３９８】
　１０…パチンコ機、１１…外枠、１２…遊技機本体、１３…内枠、１４…前扉枠、１５
…裏パックユニット、１６…施錠装置、１７…シリンダ錠、２１…樹脂ベース、２３…窓
孔、２４…遊技盤、２４ａ…開口部、３１…一般入賞口、３２…可変入賞装置、３３…上
作動口、３４…下作動口、３５…スルーゲート、３７…アウト口、３８…釘、４１…メイ
ン表示部、４２…役物用表示部、５１…内レール部、５２…外レール部、５３…遊技球発
射機構、５４…発射ハンドル、６１…窓部、６２…窓パネル、６３…表示ランプ部、６４
…スピーカ部、６５…上側膨出部、６６…下側膨出部、７１…上皿、７２…下皿、７３…
通路形成ユニット、８１…主制御装置、８２…音声ランプ制御装置、８３…基板ボックス
、８４…基板ボックス、１０１…裏パック、１０２…払出機構部、１０３…排出通路盤、
１０４…制御装置集合ユニット、１１１…ベース部、１１２…保護カバー部、１２１…タ
ンク、１２４…払出装置、１２５…遊技球分配部、１３１…排出通路、１５０…取付用フ
レーム、１５６…ＬＥＤ、１６０…球受け用空間、１６２…連通孔、１６３…表示面用開
口部、１７０…図柄表示装置、１７１…表示面、２００…可変表示ユニット、２０１…セ
ンターフレーム、２０４…表示面用開口部、２０６…ステージ部、２０７…転動面、２１
１…メイン中継基板、２２０…環状フレーム、２２１…上枠部、２２２…下枠部、２２３
…側枠部、２２４…側枠部、２２５…屋根部、２２６…フレーム側壁、２４０…前ユニッ
ト、２４２…中金具部品、２４５…下枠側の規制部、２４６…ステージ側の規制部、２４
８…区画部材、２８０…後ユニット、２８２…ＬＥＤ用開口部、２８４…押さえ面、３０
０…釣竿型演出用ユニット、３０１…棒状部、３０２…下棒状部、３０３…中棒状部、３
０４…上棒状部、３０５…上金具部品、３０６…先端金具部品、３１３…軸部、３１４…
回動部材、３１５…長孔、３１６…シャフト部、３１７…扇状ギヤ、３１８…釣竿用モー
タ、３１９…シャフト収容部、３２０…発光ユニット、３２１…フレキシブル基板、３２
２…ＬＥＤ、３２３…集中コネクタ、３２４…板材、３２５…端保持部材、３２６…コネ
クタ領域保持部、３２７…コネクタ領域保持部、３２８…湾曲板状部、３２９…切片、３
３０…発光ユニット収容部、３３１…湾曲突出部、３３２…開口部閉鎖部材、４００…魚
型演出用ユニット、４０２…溝部、４０６…可動ベース部材、４０７…魚部材、４０８…
上下動ユニット、４０９…上側挿入部、４１０…下側挿入部、４１１…環状部材、４１２
…ラックユニット、４１３…ラック部、４１４…ラック部材、４１５…魚用中継基板、４
１６…魚部材用モータ、４２０…ギヤ群、４２１…ギヤカバー、４２２…上下動ユニット
用モータ、４２３…突条部、４２４…当接ローラ、４３０…遮蔽ユニット、４３１…前遮
蔽部材、４３２…中遮蔽部材、４３３…後遮蔽部材、４３４…遮蔽軸支部、４３５…回動
軸、４３６…開放用係合片、４３７…ロック部、４３８…ロック受け面、４３９…後係止
部、４４０…前方係止面、４４１…コイルばね、４４２…後方係止面、４４３…前係止部
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、４４４…ばね用孔、４４５…軸支用孔、４４６…軸支用孔、４４７…係合片受け部、４
４８…係合片受け部、４５０…保護ユニット、４５２…保護ベース部材、４５３…保護カ
バー部材、４５４…配線、４５４ａ…追従配線領域、４５６…配線保持部材、４５７…保
持環部、４５８…動配線用開口部、４５８ａ…対向領域、４５８ｂ…逃げ領域、４５９…
静配線用開口部、４６０…突出環部、４６１…起立壁部、４６２…屋根部、４６２ａ…屋
根傾斜部、４６２ｂ…延長部、４６３…配線係止部、４６４…モータカバー部、４６５…
後壁部、４６６…側壁部、４６８…対向壁部、４８０…ＬＥＤ、４８１…ＬＥＤ取付部、
５００…リール型演出用ユニット、５０１…リール用モータ、５０２…ハンドル部材用ギ
ヤ、５０３…ハンドル部材、５０３ａ…中心部、５０４…ベース部、６０１…受け部、６
０２…透明窓部、６０４…窪み面、６０４ａ…外側傾斜面、６０４ｂ…内側傾斜面、６０
５…底部、６０６…後方規制壁、６０８…凹部、６０９…排出通路、６０９ａ…入口、６
１０…球抜き孔、６１１…外側高位面、６１２…前方規制壁、６１３…外方規制壁、６１
４…外側段差部、６１５，６１６…内側段差部、６１７，６１８…内側高位面、Ｓ…可動
部用空間。

【図１】 【図２】



(54) JP 2016-165602 A 2016.9.15

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(55) JP 2016-165602 A 2016.9.15

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(56) JP 2016-165602 A 2016.9.15

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(57) JP 2016-165602 A 2016.9.15

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(58) JP 2016-165602 A 2016.9.15

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(59) JP 2016-165602 A 2016.9.15

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(60) JP 2016-165602 A 2016.9.15

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(61) JP 2016-165602 A 2016.9.15

【図３１】 【図３２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

