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(57)【要約】
【課題】操作手段と可動演出装置とを枠部材に配設する
。
【解決手段】前枠１３には、可動演出装置１００の可動
体を囲うと共に該可動体に対して近接・離間変位可能に
配設され、該可動体を外から視認可能に形成された可動
体カバー１１０と、この可動体カバー１１０の押圧操作
に伴う該可動体カバー１１０の可動体に対する近接変位
を検知する操作検知手段とを備えている。パチンコ機１
０は、操作検知手段による可動体カバー１１０の押圧操
作検知に伴って、遊技演出が実行可能に構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
可動体の動作により演出を行う可動演出装置が、機体を構成する枠部材に配設された遊
技機において、
前記可動体を囲うと共に該可動体に対して近接・離間変位可能に配設され、該可動体を
外から視認可能に形成されたカバーと、
前記カバーの押圧操作に伴う該カバーの前記可動体に対する近接変位を検知する検知手
段とを備え、
前記検知手段による前記カバーの押圧操作検知に伴って、遊技演出を実行可能に構成し
10

た
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記可動体を動作可能に支持する支持体と、
前記可動体の周囲を囲う枠状に形成され、前記支持体における可動体の周囲を囲う周縁
部に、該支持体に対して近接・離間変位可能に支持された受け体とを備え、
一面が開放した凹形状に形成された前記カバーは、その開口縁を前記受け体に突き当て
て該受け体に配設された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
前記受け体に、前記カバーの変位方向を軸とする周方向に離間して配設され、該受け体
から裏側へ向けて突出する複数の案内軸と、
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前記支持体の周縁部に前記案内軸に対応して設けられ、該案内軸を前記受け体が該支持
体に対して近接・離間するよう案内する軸通部と、
前記支持体と前記受け体との間に設けられ、受け体を支持体から離間する方向へ付勢す
る弾性部材と、
前記案内軸と前記軸通部との係合位置近傍において前記支持体と前記受け体との間に配
設され、前記カバーの押圧操作に伴う受け体の支持体に対する近接変位を弾力的に受け止
める緩衝体とを備えた請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
前記検知手段は、前記可動体の周囲を囲う前記カバーの周縁部に対応して、該カバーの
変位方向を軸とする周方向に離間して複数配設され、
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複数の検知手段のうちの何れか１つの検知により、前記カバーの押圧操作を判定するよ
う構成した請求項１〜３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
前記カバーは、該カバーの押圧操作による変位方向が鉛直線に対して斜めになるように
傾いた姿勢で配設され、
前記検知手段は、前記カバーの周縁部における傾斜上側と傾斜下側との夫々に対応して
配設された請求項４記載の遊技機。
【請求項６】
前記可動体を動作可能に支持する支持体は、前記枠部材に設置されるベース体に、防振
体を介して配設された請求項１〜５の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
この発明は、可動体の動作による演出を行う可動演出装置が、機体を構成する枠部材に
配設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、遊技店に設けられた「島」とも称される設置枠台
に固定される枠部材である外枠と、該外枠に対して着脱および開閉可能に支持され、遊技
盤が交換可能に配設される枠部材である中枠と、中枠の前面側に該中枠に着脱および開閉
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可能に支持され、中枠に配設した遊技盤を透視保護する透明板が配設される枠部材として
の前枠とを備えている。前枠には、透明板が配設される窓口の下方に、遊技球を貯留可能
な上球皿や下球皿が配設されると共に、下球皿の右方に、上球皿から供給される遊技球を
遊技盤に向けて発射させる打球発射装置を作動させる操作ハンドルが設けられている。こ
のようなパチンコ機では、遊技盤の遊技領域へ打ち出された遊技球が該遊技領域内に配設
された始動入賞装置に入賞することにより、該遊技盤に配設された図柄表示装置の表示部
での図柄変動演出が開始され、該表示部に図柄が所定の組み合わせで停止することにより
遊技者に有利な特別遊技状態(例えば「大当り」)が発生すると、遊技盤の遊技領域に設け
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】
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前記パチンコ機は、遊技者が操作可能な演出用操作ボタンを前枠に設け、この演出用操
作ボタンの操作に応じて液晶ディスプレイや可動役物などの演出態様に変化を与え、遊技
者の参加意識を高めて興趣を向上させることが行われている(例えば特許文献１参照)。
【０００４】
また、パチンコ機は、所要の動作を行う可動体を備えた可動演出装置が配設され、該可
動体を前記図柄表示装置で行われる遊技演出に合わせて適宜タイミングで動作させること
により、視覚的な演出効果を向上させて遊技の興趣を高めるようになっている。従来では
、可動演出装置が遊技盤に配設されたパチンコ機が多かったが、近年においては、機体の
前側を構成する前枠に可動演出装置を配設して、遊技の興趣をより一層高めたパチンコ機
も提案されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７−３７９７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、前枠において演出用操作ボタンおよび可動演出装置を配設できるスペー
スは制約があることから、可動演出装置を優先して配置を決めると演出用操作ボタンを押
圧操作し難くなったり、演出用操作ボタンを優先して配置を決めると可動演出装置が小さ
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くなってインパクトに欠けるものになったりする等、様々な問題が生じる。このように、
前枠の限られたスペースの中で、演出用操作ボタンおよび可動演出装置の配置を両立させ
るのは難しい。
【０００７】
すなわち本発明は、従来の技術に係る前記問題に鑑み、これらを好適に解決するべく提
案されたものであって、可動演出装置と遊技演出を実行させるための操作手段とを、機体
を構成する枠部材に配設した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】
【０００８】
前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明の遊技機は
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、
可動体(200)の動作により演出を行う可動演出装置(100)が、機体を構成する枠部材(13)
に配設された遊技機において、
前記可動体(200)を囲うと共に該可動体(200)に対して近接・離間変位可能に配設され、
該可動体(200)を外から視認可能に形成されたカバー(110)と、
前記カバー(110)の押圧操作に伴う該カバー(110)の前記可動体(200)に対する近接変位
を検知する検知手段(106)とを備え、
前記検知手段(106)による前記カバー(110)の押圧操作検知に伴って、遊技演出を実行可
能に構成したことを要旨とする。
請求項１に係る発明によれば、可動体を囲うカバーを、遊技演出を実行可能な操作手段
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として用いているので、操作手段と可動演出装置とを別々に配設するのと比べて省スペー
ス化を図り得る。すなわち、機枠を構成する枠部材に配設する可動演出装置の可動体を大
型化して、可動体の動作による演出のインパクトを高めることができる。また、可動体を
囲うカバー自体も大型化することができるから、該カバーの押圧操作を行い易く、かつ該
カバーを操作手段とする押圧操作への興味をよりかき立てることができ、遊技演出の操作
による遊技の興趣を向上することができる。
【０００９】
請求項２に係る発明では、前記可動体(200)を動作可能に支持する支持体(104)と、
前記可動体(200)の周囲を囲う枠状に形成され、前記支持枠(104)における可動体(200)
の周囲を囲う周縁部に、該支持体(104)に対して近接・離間変位可能に支持された受け体(
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134)とを備え、
一面が開放した凹形状に形成された前記カバー(110)は、その開口縁を前記受け体(134)
に突き当てて該受け体(134)に配設されたことを要旨とする。
請求項２に係る発明によれば、カバーは、可動体を動作可能に支持する支持体に近接・
離間変位可能に支持された受け体に配設されているから、カバーの押圧操作によって可動
体に影響を与えず、可動体の動作およびカバーの押圧操作を互いに独立して行い得る。
【００１０】
請求項３に係る発明では、前記受け体(134)に、前記カバー(110)の変位方向を軸とする
周方向に離間して配設され、該受け体(134)から裏側へ向けて突出する複数の案内軸(138)
と、

20

前記支持体(104)の周縁部に前記案内軸(138)に対応して設けられ、該案内軸(138)を前
記受け体(134)が該支持体(104)に対して近接・離間するよう案内する軸通部(140)と、
前記支持体(104)と前記受け体(134)との間に設けられ、受け体(134)を支持体(104)から
離間する方向へ付勢する弾性部材(144)と、
前記案内軸(138)と前記軸通部(140)との係合位置近傍において前記支持体(104)と前記
受け体(134)との間に配設され、前記カバー(110)の押圧操作に伴う受け体(134)の支持体(
104)に対する近接変位を弾力的に受け止める緩衝体(150)とを備えたことを要旨とする。
請求項３に係る発明によれば、支持体と受け体との間に配設した緩衝体によって、カバ
ーを押圧操作に伴う受け体と支持体との強干渉を防止することができる。従って、カバー
の押圧操作によって生じる振動等により、可動体に悪影響を与えたり、干渉音が発生する
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などの不具合を回避できる。
【００１１】
請求項４に係る発明では、前記検知手段(106)は、前記可動体(200)の周囲を囲う前記カ
バー(110)の周縁部に対応して、該カバー(110)の変位方向を軸とする周方向に離間して複
数配設され、
複数の検知手段(106)のうちの何れか１つの検知により、前記カバー(110)の押圧操作を
判定するよう構成したことを要旨とする。
請求項４に係る発明によれば、可動体の周囲を囲うカバーの周縁部に対応して、周方向
に離間して複数の検知手段を配設すると共に、複数の検知手段のうちの何れか１つの検知
により、カバーの押圧操作を判定する構成であるから、例えば端が押されたカバーが傾く
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ように変位したとしても、該カバーの押圧操作の検知不良を抑えることができる。
【００１２】
請求項５に係る発明では、前記カバー(110)は、該カバー(110)の押圧操作による変位方
向が鉛直線に対して斜めになるように傾いた姿勢で配設され、
前記検知手段(106)は、前記カバー(110)の周縁部における傾斜上側と傾斜下側との夫々
に対応して配設されたことを要旨とする。
請求項５に係る発明によれば、カバーの姿勢に対応して検知手段を配設してあるので、
カバーにおける押圧操作の検知不良をより好適に防止し得る。
【００１３】
請求項６に係る発明では、前記可動体(200)を動作可能に支持する支持体(104)は、前記
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枠部材(13)に設置されるベース体(102)に、防振体(132)を介して配設されたことを要旨と
する。
請求項６に係る発明によれば、可動演出装置は、枠部材に設置されるベース体と可動体
を支持する支持体との間に、防振体を配設してあるから、カバーの変位または可動体の動
作に伴う振動を枠部材に伝わり難くすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明に係る遊技機によれば、可動演出装置と遊技演出を実行させる操作手段とを、互
いの機能に悪影響を与えることなく枠部材において好適に配置することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を、中枠に対して前枠を開放した状態で示す斜視図である。
【図３】実施例のパチンコ機を示す左側面図である。
【図４】実施例のパチンコ機を示す斜視図であって、遊技盤、透視保護板および可動演出
装置を取り外してある。
【図５】実施例の前枠の要部を分解して示す斜視図である。
【図６】(ａ)は実施例の可動演出装置を示す平面図であり、(ｂ)は(ａ)から可動体カバー
を取り外した状態である。
【図７】(ａ)は実施例の可動演出装置を示す右側面図であり、(ｂ)は(ａ)から可動体カバ
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ーを取り外した状態である。
【図８】図６(ａ)のＡ−Ａ線断面図であり、(ａ)は可動体カバーが通常位置にあり、(ｂ)
は可動体カバーが操作位置にある。
【図９】図６(ａ)のＢ−Ｂ線断面図であり、(ａ)は可動体カバーが通常位置にあり、(ｂ)
は可動体カバーが操作位置にある。
【図１０】図６(ａ)のＣ−Ｃ線断面図であり、(ａ)は可動体カバーが通常位置にあり、(
ｂ)は可動体カバーが操作位置にある。
【図１１】(ａ)は図７(ａ)のＤ−Ｄ線断面図であり、(ｂ)は図７(ａ)のＥ−Ｅ線断面図で
ある。
【図１２】実施例の支持体の平面図である。
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【図１３】実施例の可動体カバーの支持部分を示す分解斜視図である。
【図１４】実施例の支持機構を斜め上方から示す分解斜視図である。
【図１５】実施例の支持機構を斜め下方から示す分解斜視図である。
【図１６】実施例のベース体、第１支持台部および第１駆動機構を斜め上方から示す分解
斜視図である。
【図１７】実施例のベース体、第１支持台部および第１駆動機構を斜め下方から示す分解
斜視図である。
【図１８】(ａ)は実施例の可動体カバーを表側から示す斜視図であり、(ｂ)は実施例の可
動体カバーを裏側から示す斜視図である。
【図１９】(ａ)は図１８(ａ)のＦ−Ｆ線断面図であり、(ｂ)は図１８(ａ)のＧ−Ｇ線断面
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図である。
【図２０】実施例の可動体を示す要部説明図であり、(ａ)は第１可動部材が第１位置にあ
る可動体の平面視であり、(ｂ)は第１可動部材が第１位置にある可動体の正面視であり、
(ｃ)は第１可動部材が第２位置にある可動体の平面視であり、(ｄ)は第１可動部材が第２
位置にある可動体の正面視である。
【図２１】実施例の可動体を斜め下方から示す分解斜視図である。
【図２２】実施例の可動体を斜め上方から示す分解斜視図である。
【図２３】実施例のパチンコ機のブロック図である。
【図２４】実施例の装置制御手段のブロック図である。
【図２５】実施例の制御部のブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照して以下に
説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチンコ機Ｐ
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、図１に示すようにパチンコ機１０を前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１７】
(パチンコ機)
図１〜図３に示すように、実施例に係るパチンコ機１０は、前後に開口する矩形枠状に
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形成されて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１
１の開口前面側に、遊技盤２０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、所定条件の成立(始動入賞装置３
０,３５の始動入賞口３１へのパチンコ球の入賞)を契機として演出用の図柄(以下飾図と
いう)を変動表示させて図柄変動演出を行う演出実行手段としての図柄表示装置(図柄表示
手段)１７が着脱可能に配設されている。また、中枠１２の前面側には、遊技盤２０を透
視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成された透視保護板(図示せず)で前後に
開口する窓口１３ａを覆うよう構成された装飾枠としての前枠１３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が設けられる。
なお、実施例では、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
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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。このように、パチンコ機１０は、枠部材としての前枠１３、中枠１２お
よび外枠１１を組み合わせて機体が構成されており、機体を構成する枠部材のうちの１つ
で、遊技者に臨む機前面を構成する前枠１３に、後述する可動演出装置１００が配設され
ている。
【００１８】
前記前枠１３には、窓口１３ａの外周を囲繞するようランプ装置(発光手段)１８が配設
されると共に、前枠１３の下部位置および上部左右位置に、音声や効果音を出力可能なス
ピーカ(音出力手段)１９が配設されている。すなわち、ランプ装置１８に設けられたＬＥ
Ｄ等の発光体(図示せず)を点灯・点滅したり、スピーカ１９から適宜の音声を出力するこ
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とで、図柄表示装置１７での図柄変動演出に合わせて発光演出や音声演出を行い得るよう
構成されている。すなわち、前枠１３に配設されたランプ装置１８やスピーカ１９も演出
実行手段として機能している。
【００１９】
前記前枠１３の右下方位置には、中枠１２に配設された打球発射装置２８(図２参照)を
作動する操作ハンドル１６(図１)が設けられている。操作ハンドル１６は、左回転方向に
付勢された操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー１６ａを右回転するよう遊技者
が回動操作することで打球発射装置２８が作動されて、上球受け皿１４に貯留されたパチ
ンコ球が遊技盤２０の遊技領域２０ａに向けて１球ずつ発射されるようになっている。こ
こで、操作レバー１６ａの回動量に応じて打球発射装置２８によるパチンコ球の打球力が
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強弱変化するよう構成されており、遊技者が操作レバー１６ａの回動量を調節することで
、遊技領域２０ａへのパチンコ球の発射位置を任意に変更し得るようになっている。なお
、実施例では、図柄表示装置１７としては、飾図の他に各種絵柄やキャラクタ等を表示可
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ているが、これに限られ
るものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリックス式の図柄表示装置等の各
種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の表示装置を採用し得る。また、上球
受け皿１４は、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
してもよい。
【００２０】
(操作手段)
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図１に示すように、上球受け皿１４の上面には、操作手段としての可動体カバー(カバ
ー)１１０および操作ボタン３６が設けられている。操作ボタンとしての可動体カバー１
１０および操作ボタン３６は、遊技者の手が届く前枠１３の前側に配置されており、遊技
者により操作可能になっている。可動体カバー１１０は、後述する可動演出装置１００の
可動体２００の前後左右および上側を覆って上球受け皿１４の上面より突出する大型の意
匠体であって、上球受け皿１４における球貯留部１４ａの右側に配置されている。そして
、この可動体カバー１１０を操作することで、パチンコ機１０の遊技状態(演出種類選択
用演出が行われる状態、操作変化系演出で演出を変化させる状態、デモ演出モード等)に
応じて各種遊技演出(演出種類選択用演出、操作変化系演出、バトル演出など)を実行可能
に構成される。操作ボタン３６は、決定ボタン、左ボタンおよび右ボタンを左右方向に配
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列したボタンであって、上球受け皿１４における球貯留部１４ａ(図４参照)の前側に並べ
て配設されている。そして、操作ボタン３６の操作によって、操作手段としての可動体カ
バー１１０と同様に、遊技盤２０に配設された可動役物２０ｂを移動したり、デモ演出中
におけるモード切り替えなどを行い得るよう構成される。可動体カバー１１０および操作
ボタン３６は、押圧操作をしたときに、操作信号を統括制御基板６５の統括制御ＣＰＵ６
５ａに向けて出力するように構成され(図２３参照)、実施例では統括制御ＣＰＵ６５ａが
操作信号を受けて可動体カバー１１０および操作ボタン３６の操作を判定する操作判定手
段として機能している。なお、操作ボタン３６の内部には、図示しないＬＥＤ等の発光体
を配設され、該発光体を発光することで、操作ボタン３６の操作時期等を報知し得るよう
構成されている。
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【００２１】
(遊技盤)
前記遊技盤２０は、ベニヤ材や合成樹脂材により形成された略矩形状の板部材であって
、遊技盤２０の裏面側に図柄表示装置１７が着脱可能に組み付けられている。図２に示す
ように、遊技盤２０の前面には、略円形状に湾曲形成した案内レール２１が配設されてお
り、該案内レール２１により画成される略円形の遊技領域２０ａに、中枠１２に配設され
た打球発射装置２８から発射されたパチンコ球が打ち出されることで遊技が行われるよう
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)が適宜位置に開
設されており、各装着口に対して各種の遊技盤設置部品(具体的には枠状装飾体２５、始
動入賞装置３０,３５、特別入賞装置４０、球通過ゲート４７、普通入賞口部材等：図１

30

参照)が前側から取り付けられると共に、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ト口２２が開設されている。なお、装着
口の形成数は、遊技盤２０に取り付けられる各種遊技盤設置部品の個数や配設位置等によ
り必要に応じて適宜変更される。
【００２２】
図１に示すように、実施例の遊技盤２０には、案内レール２１で囲まれた遊技領域２０
ａの略中央で開口する装着口に、前後に開口する表示窓口２５ａが形成されたセンター役
とも称される枠状装飾体２５が取り付けられ、該枠状装飾体２５の表示窓口２５ａを介し
て図柄表示装置１７の画像表示面が遊技盤２０の前面側に臨むよう構成されている。なお
、遊技盤２０には、遊技領域２０ａ内に多数の遊技釘２３が設けられると共に、枠状装飾
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体２５の左側方に、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球の接触に伴って回転する所謂「
風車」とも称される回転案内部材２４が回転自在に支持されており、遊技領域２０ａを流
下するパチンコ球が遊技釘２３や回転案内部材２４に接触することで、流下方向が不規則
に変化するよう構成されている。また、遊技盤２０における枠状装飾体２５の下方位置に
開設された装着口に、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口３１
を有する始動入賞装置(始動入賞手段)３０が取り付けられ、枠状装飾体２５の右側部に特
別入賞口を有する特別入賞装置(入賞手段)４０が設けられている。
【００２３】
(始動入賞装置)
図１に示すように、実施例の始動入賞装置３０は、１つの始動入賞口３１を有している
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。始動入賞口３１は、遊技領域２０ａ内で常に上方へ開口する常時開放タイプの入賞口と
されている。実施例において前記始動入賞口３１は、遊技領域２０ａを流下するパチンコ
球が常時一定の確率で入賞可能に構成されている。また、遊技領域２０ａの右下部には、
第２の始動入賞装置３５を備えている。
【００２４】
始動入賞装置としては、始動入賞口を上下の位置関係で２つ設け、上側に位置する第１
始動入賞口(第１始動入賞手段)を、遊技領域２０ａ内で常に上方へ開口する常時開放タイ
プの入賞口としてもよい。そして、下側に位置する第２始動入賞口(第２始動入賞手段、
可変式の始動入賞手段)を挟む左右両側に、該第２始動入賞口を開閉可能に構成された開
閉部材を設け、駆動手段としての始動入賞ソレノイドの駆動に伴って一対の開閉部材が第
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２始動入賞口を閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成してもよい。こ
の際に、第２始動入賞口を開閉する一対の開閉部材が第２始動入賞口を挟む左右側部に配
置されて、始動入賞ソレノイドの駆動に伴い一対の開閉部材が揺動して相互に近接および
離間するよう構成すればよい。この場合の第２始動入賞口は、始動入賞ソレノイドを駆動
することでパチンコ球の入賞確率を可変し得るよう構成されている。ここで、前記開閉部
材が閉鎖位置に変位した状態では、第２始動入賞口へのパチンコ球の入賞が阻止されて、
第１始動入賞口へパチンコ球が入賞する確率よりも第２始動入賞口へパチンコ球が入賞す
る確率が低確率となるよう設定される一方、開閉部材が開放位置に変位した状態では、開
閉部材で受け止められたパチンコ球が第２始動入賞口に案内されて、第１始動入賞口へパ
チンコ球が入賞する確率よりも高確率となるよう設定される。
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【００２５】
前記始動入賞装置３０は、前記始動入賞口３１に入賞したパチンコ球を検出する始動入
賞検出手段としての始動入賞検出センサ３４(図２３参照)が設けられている。始動入賞検
出センサ３４は、パチンコ機１０の裏側に配設されたメイン制御基板６０(図２３参照)に
配線接続されており、該始動入賞検出センサ３４によるパチンコ球の検出(すなわち始動
入賞口３１へのパチンコ球の入賞)を契機として所定数(実施例では３個)の賞球が払い出
されるようになっている。また、始動入賞検出センサ３４によるパチンコ球の検出に伴っ
て各種情報(各種乱数情報)が取得され、この取得した情報に基づいて特図当り抽選(大当
り判定)が行われるよう構成されている。そして、特図当り抽選の結果に基づいて図柄表
示装置１７において図柄変動演出が実行されると共に、特図表示器５０Ａ,５０Ｂ(図２３

30

参照)において特図変動が実行されるようになっている。そして、図柄表示装置１７での
図柄変動演出の結果、該図柄表示装置１７に所定の当り表示(大当り表示)となる図柄組み
合わせ(例えば同一飾図の３つ揃い等)で飾図が確定停止表示されることで、遊技者に有利
な当り遊技(大当り遊技)が付与され、当り遊技の発生に伴って特別入賞装置４０を所定の
開放条件で開放する当り遊技が行われて、遊技者が賞球を獲得し得る機会が与えられるよ
う構成される。
【００２６】
(特別入賞装置)
図１に示すように、前記特別入賞装置(入賞手段)４０は、遊技領域２０ａに開口する特
別入賞手段としての特別入賞口(図示せず)を開閉自在に閉成する開閉扉(開閉部材,開閉手
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段)４３を備えており、駆動手段としての特別入賞ソレノイド４２(図２３参照)の駆動に
伴って開閉扉４３が閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されている
。なお、実施例では、開閉扉４３が右側方へ揺動することで特別入賞口を開閉するよう構
成されている。また、特別入賞装置４０には、特別入賞口に入賞したパチンコ球を検出す
る特別入賞検出手段としての特別入賞検出センサ４４(図２３参照)が設けられている。特
別入賞検出センサ４４は、メイン制御基板６０に配線接続されており、該特別入賞検出セ
ンサ４４からメイン制御基板６０への入賞検出信号の入力に伴って所定数(実施例では１
５個)の賞球が払い出されるようになっている。ここで、特別入賞ソレノイド４２は、始
動入賞装置３０へのパチンコ球の入賞を契機として特別入賞装置４０を開放する当り遊技
(大当り遊技)が付与される場合に、当りの種類に応じた所定の開閉条件に従ってメイン制
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御基板６０によって駆動制御される。
【００２７】
（中枠）
前記中枠１２は、上縁をなす上枠部と、下縁をなして、打球発射装置２８等が設置され
た下枠部と、左側縁をなす左枠部と、右側縁をなす右枠部とから構成され、全体が外枠１
１の開口に整合する矩形枠状に形成される。図２に示すように、中枠１２には、遊技盤２
０を前側から着脱可能に設置し得る遊技盤保持部２６が設けられ、中枠１２の下枠部前面
に、打球発射装置２８が配設されている。そして、中枠１２は、外枠の左上および左下に
設けられたヒンジ２７,２７を介して該外枠１１に支持され、中枠１２は外枠１１に対し
て左側端部を中心として開閉し得るようになっている。なお、中枠１２は、上下左右の各

10

枠部が一体成形されたものであってもよい。
【００２８】
（前枠）
前記前枠１３は、中枠１２の外郭形状に略合致する板状に形成されると共に前後方向に
開口する窓口１３ａが開設された枠本体８６と、該枠本体８６における該窓口１３ａの下
方前側に固定される設置部材８７とを備えている(図５参照)。図４に示すように、枠本体
８６における窓口１３ａの上側に延在する上枠部の前側には、前方に突出するよう形成さ
れた上装飾部材８８が取り付けられ、枠本体８６における窓口１３ａの左側に延在する左
枠部の前側には、前方に突出するよう形成された左装飾部材８９が取り付けられ、枠本体
８６における窓口１３ａの右側に延在する右枠部の前側には、前方に突出するよう形成さ
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れた右装飾部材９０が取り付けられている。すなわち、窓口１３ａは、装飾部材８８,８
９,９０によって囲われている。枠本体８６の枠部と装飾部材８８,８９,９０との間には
、図示しないＬＥＤ基板が配設されて、このＬＥＤ基板から照射した光により装飾部材８
８,８９,９０の所定領域を発光させるランプ装置１８が構成されている。
【００２９】
(設置部材)
図５に示すように、前記設置部材８７は、枠本体８６における窓口１３ａの下側に延在
する下枠部８６ａと略同じ外郭形状に形成された板状部材であり、下枠部８６ａの後側か
ら複数のネジを締結することで該下枠部８６ａの前側に固定される。設置部材８７には、
その前面の上部左側に上球受け皿１４の球貯留部１４ａを画成する上皿本体９１が取り付
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けられ、その前面の下部左側に上球受け皿１４の球貯留部１５ａを画成する下皿本体９２
が取り付けられている。また、設置部材８７の前面上方には、可動演出装置１００を取り
付けるための金属製のベース部材９３が、左右に延在すると共に前方へ延出した状態に取
り付けられている。そして、設置部材８７には、上皿本体９１、ベース部材９３および下
皿本体９２の前側を覆うように、前装飾部材９４が取り付けられる。
【００３０】
(可動演出装置)
次に、実施例の可動演出装置１００について説明する。図７に示すように、可動演出装
置１００は、枠部材としての前枠１３に取り付けられるベース体１０２と、このベース体
１０２に配設された支持体１０４とにより基礎部分が構成され、可動体２００が支持体１
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０４に動作可能に支持されている。実施例の可動演出装置１００は、可動体２００全体が
左右方向に延在する第１軸線Ｌ１(図２０(ａ)および(ｃ))周りに回転する動作と、可動体
２００の一部が第１軸線Ｌ１と交差する第２軸線Ｌ２(図２０(ｂ)および(ｄ))周りに回転
する動作との夫々またはこれらを複合した動作演出を行い得るよう構成される。また、可
動体２００を囲うと共に可動体２００に対して近接・離間変位可能に配設され、該可動体
２００を外から視認可能に形成された可動体カバー(カバー)１１０(図６(ａ)および図７(
ａ)参照)が、前述のように操作手段として機能し、可動体カバー１１０の押圧操作に伴う
該可動体カバー１１０の可動体２００に対する近接変位を操作検知手段(検知手段)１０６
(図９および図２３参照)で検知することに基づいて、パチンコ機１０において遊技演出を
実行可能になっている。ここで、可動体カバー１１０の変位方向は、鉛直線に対して斜め
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左前方に若干傾いており(図３および図７(ａ)参照)、機前側に座る遊技者側に可動体カバ
ー１１０の操作面部１１２を指向させることで遊技者が可動体カバー１１０を操作し易く
してある。なお、可動体カバー１１０の変位方向は、水平線よりも鉛直線に近い角度で傾
いており、可動体カバー１１０の変位方向を便宜的に上下方向という場合もある。
【００３１】
(ベース体)
図７に示すように、前記ベース体１０２は、底面が水平であるのに対して、上面が前側
から後側に向かうにつれて上方傾斜するように形成された台状部材である。ベース体１０
２の中央部には、支持体１０４において下方へ突出して可動体２２０の下部を受け入れる
可動体収容部１２５を収容可能な可動体収容凹部１２０が形成されると共に、該ベース体

10

１０２の右側部には、支持体１０４の右側部に配設される機構設置体１７０を収容可能な
機構収容凹部１２１が設けられている(図１６および図１７参照)。すなわち、ベース体１
０２において可動体収容凹部１２０を囲うベース周縁部１２２(図１６参照)は、機構収容
凹部１２１に対応して右側部が切り欠かれた枠状に形成されている。なお、可動体収容凹
部１２０の底は、上下に開口している。そして、ベース体１０２において斜めに形成され
たベース周縁部１２２の上面に、支持体１０４および該支持体１０４に支持機構１３６お
よび受け体１３４を介して支持される可動体カバー１１０を配設することで、可動体カバ
ー１１０が前側(遊技者側)に傾いた姿勢となっている。ここで、前枠１３の略水平な設置
面を構成するベース部材９３に対してベース体１０２のベース周縁部１２２を傾けるため
に、ベース周縁部１２２と該ベース部材９３との間にスペースができてしまうが、このベ

20

ース体１０２の内部スペースを可動体２００の下部(可動体２００における第１可動部材
２０２の位置により視認不能とする演出体２１０,２１２)を収容する空間として有効利用
している。
【００３２】
(ベース体の前枠への配設構造)
前記可動演出装置１００は、前述したベース部材９３に対して、前方へ所要角度に傾斜
した状態で載置されている。ベース体１０２の後端面には、後方へ突出した複数(実施例
では２つ)の設置ボス１２３,１２３が、左右に離間して設けられている(図６および図７
参照)。これら設置ボス１２３,１２３を、設置部材８７に開設された設置凹部８７ａ,８
７ａ(図４および図５)に前方から差し込んでネジ止めすることで、ベース体１０２が設置
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部材８７およびベース部材９３に対して位置決め固定される。
【００３３】
(支持体)
図７に示すように、前記支持体１０４は、ベース体１０２の上側に重なるように配設さ
れている。支持体１０４は、可動体２００を支持または動作させるための部分や機構が設
けられる第１支持台部１２４と、この第１支持台部１２４の上側に配設され、可動体２０
０を覆う可動体カバー１１０を変位可能に支持するための支持機構１３６が設けられる第
２支持台部１２８とから構成されている(図１４および図１５参照)。第１支持台部１２４
には、中央部に可動体２００の下部を収容可能な可動体収容部１２５が下方へ膨らむよう
に形成されると共に、可動体収容部１２５の周囲を囲う枠状の第１支持周縁部１２６の右
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側部を切り欠いて機構設置体１７０が配設されている(図１６および図１７参照)。第１支
持台部１２４は、可動体収容部１２５に可動体２００の下部を収容すると共に第１支持周
縁部１２６の上面よりも可動体２００の上部が突出した状態で、可動体２００を動作可能
に支持しており、可動体２００の荷重を第１支持周縁部１２６で受けるように構成されて
いる。第１支持台部１２４は、可動体収容部１２５をベース体１０２の可動体収容凹部１
２０に収容すると共に、可動体収容部１２５の下面から下方へ突出するベース取付ボス１
２５ａ(図１７参照)を、可動体収容凹部１２０に上下に貫通形成されたボス孔１２１ａに
嵌め合わせて位置決めされる。また、第１支持台部１２４は、ベース体１０２の可動体収
容凹部１２０から可動体収容部１２５が離間した状態で、第１支持周縁部１２６をベース
体のベース周縁部１２２に重ね合わせて配設される。すなわち、ベース体１０２は、ベー
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ス周縁部１２２によって、支持体１０４、該支持体１０４で支持する可動体２００および
可動体カバー１１０などの荷重に加えて、可動体カバー１１０の操作時の押圧力を受ける
ようになっている。第２支持台部１２８は、可動体２００の周囲を囲う枠状の第２支持周
縁部１２９と、この第２支持周縁部１２９の下面より下方へ延びるように形成された支持
袴部１３０とから基本的に構成され(図１４および図１５参照)、支持袴部１３０の下端を
第１支持周縁部１２６の上面に突き合わせて第１支持台部１２４と組み付けられている。
【００３４】
(防振体)
図７に示すように、前記ベース体１０２と前記支持体１０４との間には、防振体１３２
が配設されており、ベース体１０２は、防振体１３２を介して支持体１０４から加わる荷

10

重を受けるようになっている。防振体１３２は、反発弾性が低いゴムなどからなり、ベー
ス周縁部１２２の傾斜下側部分とベース周縁部１２２の傾斜上側部分との前後に振り分け
て、２枚の板状に形成された防振体１３２が配設されている(図１６参照)。そして、ベー
ス周縁部１２２の上面に配設された２枚の防振体１３２,１３２が、支持体１０４の第１
支持周縁部１２６との間に介在して、ベース周縁部１２２と第１支持周縁部１２６とが当
接しないように離間保持している。ここで、ベース体１０２におけるベース周縁部１２２
の上面には、該ベース周縁部１２２の外縁およびベース周縁部１２２の半径方向に延在す
る壁１２２ａが立設されており(図１６参照)、防振体１３２よりも低く設定された壁１２
２ａにより防振体１３２が位置決めされている。また、ベース体１０２の機構収容凹部１
２１には、支持体１０４に配設される機構設置体１７０の下端面に対応して円形状の防振

20

体１３２が配設される(図１６参照)。機構収容凹部１２１に配設された防振体１３２は、
機構収容凹部１２１の底面よりも上方へ突出しており、該防振体１３２によって機構設置
体１７０を受け止めている。このように、ベース体１０２と支持体１０４との間に配設さ
れた防振体１３２によって、ベース体１０２と支持体１０４との間で、緩衝、防振および
吸音が図られている。
【００３５】
図１４および図１５に示すように、前記第１支持台部１２４の可動体収容部１２５には
、中央部および周方向に離間して複数の台部開口１２５ｂが開設されており、この台部開
口１２５ｂおよびベース部１０２における可動体収容凹部１２０の開口を介して、可動演
出装置１００に配設された駆動モータ２０６,２０８や発光手段１５６,１６２,２２８,２
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３０から発する熱を装置外方へ逃がすことができるようになっている。
【００３６】
(受け体)
図７に示すように、前記支持体１０４における第２支持台部１２８の上方には、支持機
構１３６によって該第２支持台部１２８に対して近接・離間可能に支持された受け体１３
４が配設され、この受け体１３４に可動体カバー１１０が配設されている。すなわち、受
け体１３４の支持体１０４に対する往復変位により可動体カバー１１０の可動体２００に
対する近接・離間変位が許容される。受け体１３４は、可動体２００の周囲を囲う枠状に
形成されており(図１４および図１５参照)、第２支持台部１２８における可動体２００を
囲う第２支持周縁部１２９の上側に、支持機構１３６により支持されている。受け体１３

40

４は、可動体カバー１１０の変位方向(略上下方向)に開口する略円環状に形成され、可動
体２００の前後左右を囲んで該可動体２００の横側で略上下方向に移動するようになって
いる。
【００３７】
(支持機構)
図１１,１２,１４および図１５に示すように、前記支持機構１３６は、前記受け体１３
４に、可動体カバー１１０の変位方向を軸とする周方向(単に周方向という)に離間して配
設された複数の案内軸１３８と、支持体１０４の第２支持台部１２８における可動体２０
０を囲う第２支持周縁部１２９に案内軸１３８に対応して設けられ、案内軸１３８を前記
変位方向とする上下に案内する軸通部１４０とを備えている。また、支持機構１３６は、
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軸通部１４０を通って支持部１０４の裏側(下側)に突出する案内軸１３８のうちの少なく
とも２つに配設され、支持体１０４の裏側に引っ掛かって案内軸１３８を抜け止めする係
止部１４２と、支持体１０４と受け体１３４との間に設けられ、受け体１３４を支持体１
０４から離間する方向へ付勢する弾性部材１４４とを備えている。そして、支持機構１３
６は、弾性部材１４４により常に上方へ向けて付勢されている受け体１３４の上方変位を
、案内軸１３８の下端に配設された係止部１４２の係合により規制し、外力が加わってい
ない自由状態において支持体１０４の第２支持台部１２８から受け体１３４を上方へ離間
した位置で保持し、これにより可動体カバー１１０が通常位置に保たれている(図８(ａ),
図９(ａ)および図１０(ａ)参照)。支持機構１３６は、可動体カバー１１０を下方へ押圧
操作した際に、軸通部１４０に案内軸１３８が案内されたもとで弾性部材１４４が縮んで

10

受け体１３４の支持体１０４への近接移動を許容し、これにより可動体カバー１１０が可
動体２００に近づくように下方変位して操作位置になる(図８(ｂ),図９(ｂ)および図１０
(ｂ)参照)。そして、可動体カバー１１０の押圧操作を解除することで、軸通部１４０に
案内軸１３８が案内されたもとで弾性部材１４４が伸びて受け体１３４を支持体１０４か
ら離間移動させ、これにより可動体カバー１１０が可動体２００から遠ざかるように上方
変位して通常位置に戻る。
【００３８】
(案内軸)
図１１に示すように、前記複数(実施例では６本)の案内軸１３８は、受け体１３４の周
方向に互いに離間して前後左右に分散配置され、図１８(ｂ)に示すように、受け体１３４
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の裏側から下方(支持体１０４側)へ延出している。実施例の案内軸１３８は、金属製の丸
棒であり、受け体１３４に上下に貫通形成された軸保持孔に嵌め込まれている。また、受
け体１３４には、６本の案内軸１３８が、可動体２００の前後位置(受け体１３４の傾斜
の下側および上側に対応)と、可動体２００における左右の側縁において前後に離間した
位置とに振り分けて配置されている。ここで、周方向に隣り合う案内軸１３８は、受け体
の半径方向(内外方向)にずらして配置されており、例えば、可動体２００の前側に位置す
る案内軸１３８(特に区別する場合は外周案内軸１３８Ａという)が受け体１３４の外縁側
に配置されるのに対して、この案内軸１３８に周方向に隣り合う案内軸１３８(特に区別
する場合は内周案内軸１３８Ｂという)が受け体１３４の内縁側に配置されている(図１２
参照)。ここで、３本の外周案内軸１３８Ａは、可動体２００を中心とする円上におおよ
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そ配置されており、３本の内周案内軸１３８Ｂは、可動体２００を中心とする円上におお
よそ配置されている。
【００３９】
(軸通部)
図１１(ｂ)および図１２に示すように、前記軸通部１４０は、第２支持台部１２８の第
２支持周縁部１２９に、周方向に互いに離間して配置され、実施例では６本の案内軸１３
８に対応して６箇所の軸通部１４０が設けられている。各軸通部１４０は、可動体カバー
１１０の変位方向に貫通するよう第２支持周縁部１２９に形成された通孔からなり、支持
体１０４の上面を構成する第２支持周縁部１２９から、該第２支持周縁部１２９より下方
に突出する筒状部分にかけて、軸通部１４０が設けられている(図８参照)。軸通部１４０
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は、丸棒形状の案内軸１３８の周形状に合わせて円形状で開口しており、実施例では、案
内軸１３８を挿入した際に案内軸１３８との間に隙間があくように、軸通部１４０の開口
が案内軸１３８よりも大寸に設定されている。そして、第２支持台部１２８には、外周案
内軸１３８Ａに対応して外縁側に偏倚した位置に配置された軸通部１４０(外周軸通部１
４０Ａ)と、内周案内軸１３８Ｂに対応して内縁側に偏倚した位置に配置された軸通部１
４０(内周軸通部１４０Ｂ)とが周方向に交互に並んでいる(図１２参照)。なお、軸通部１
４０は、上側の開口径が下側の開口径よりも大きくなる段状に形成されて、この上側部分
に案内スリーブ１４６が嵌め合わせてあり、この案内スリーブ１４６により案内軸１３８
と軸通部１４０との間の隙間を埋めて、軸通部１４０により案内軸１３８を上下方向にガ
タツキなく案内し得るようになっている(図８参照)。
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【００４０】
(係止部)
図８に示すように、前記係止部１４２は、案内軸１３８の下端部に配設され、受け体１
３４の変位に伴って案内軸１３８と共に上下変位するようになっている。図１８に示すよ
うに、係止部１４２は、案内軸１３８に合わせて開口する通孔を有する円筒本体１４２ａ
の下端から半径方向外方へ延出する係止片部１４２ｂを備え、該通孔に案内軸１３８を挿
通し、係止部１４２の下側へ突出する案内軸１３８の下端に配設した係止具１４８(図１
４および図１５)により抜け止めされている。係止部１４２は、円筒本体１４２ａの外形
が軸通部１４０に整合する大きさに設定されると共に、係止片部１４２ｂの外寸が軸通部
１４０の開口よりも大きく設定され、案内軸１３８の変位に際して円筒本体１４２ａが軸

10

通部１４０に摺接して、案内軸１３８を案内するように機能している(図８参照)。また、
係止部１４２は、係止片部１４２ｂが軸通部１４０の開口縁(支持体１０４の下面)に当接
することで、案内軸１３８の上方変位を規制するようになっている。前記係止具１４８と
しては、案内軸１３８の周面に嵌め合わせて装着するＥリングやスナップリテーナー(ダ
ルマピン)やＯリングなどの止め輪、あるいは、案内軸１３８に半径方向に貫通形成され
た孔に嵌め込んで装着する割りピンやＲピン(スナップピン)など、案内軸１３８の周面よ
りも半径方向外方へ突出すると共に該案内軸１３８から脱落し難い各種構成を用いること
ができる。なお、実施例では、係止具１４８としてＥリングが採用されている。
【００４１】
(係止部の配置)

20

前記支持機構１３６では、全ての案内軸１３８に係止部１４２を配設するのではなく、
６本の案内軸１３８の少なくとも２本に係止部１４２を配設するようにしている。図１８
(ｂ)に示すように、実施例では、周方向に環状に並ぶ複数の案内軸１３８に対して、１本
おきに係止部１４２を配設し、実施例では６本の案内軸１３８のうちの３本に係止部１４
２が配設されている。また、実施例において、内周案内軸１３８Ｂには、係止部１４２を
配設する一方で、外周案内軸１３８Ａには、係止部１４２を配設していない。このように
、支持機構１３６は、内周案内軸１３８Ｂと内周軸通部１４０Ｂとからなる案内組にだけ
に係止部１４２を設けて、受け体１３４の変位方向の案内だけでなく受け体１３４の変位
方向離間側の位置規制を行い、外周案内軸１３８Ａと外周軸通部１４０Ｂとからなる案内
組が、受け体１３４の変位方向の案内だけを行うように構成してある。
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【００４２】
図８および図１４に示すように、前記支持体１０４は、第１支持台部１２４の第１支持
周縁部１２６に、第２支持台部１２８に設けられる軸通部１４０に対応して、可動体カバ
ー１１０の押圧操作により軸通部１４０より下方へ突出する案内軸１３８または係止部１
４２を受け入れ可能な軸挿入部１２７が形成されている。軸挿入部１２７は、第１支持周
縁部１２６に上下に貫通するように形成された開口であり、下端に係止部１４２が配設さ
れる内周案内軸１３８Ｂに対応する軸挿入部１２７は、係止部１４２の係止片部１４２ｂ
を受け入れ可能な開口寸法に設定されると共に、外周案内軸１３８Ａに対応する軸挿入部
１２７は、外周案内軸１３８Ａを受け入れ可能な開口寸法に設定される。このように、軸
挿入部１２７によって、第１支持台部１２４の第１支持周縁部１２６とベース体１０２の
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ベース周縁部１２２との間のスペースを用いて、可動体カバー１１０の押圧操作に伴って
下方へ変位する案内軸１３８および係止部１４２を逃がすことができる。従って、支持体
１０４や支持機構１３６の上下寸法(可動体カバー１１０の変位方向の寸法)を大きくする
ことなく、受け体１３４(可動体カバー１１０)の変位範囲を広くとることができるから、
可動体カバー１１０を押しごたえがあって操作感に優れた操作手段とすることができる。
【００４３】
(弾性部材)
前記弾性部材１４４は、コイルばねやトーションばね等のばねやその他の付勢力を付与
可能な構成を用いることができ、実施例ではコイルばねが採用されている(図１４および
図１５参照)。弾性部材１４４は、コイル部分の内側に案内軸１３８を挿通し、受け体１
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３４の下面に上端を当接させると共に、下端を軸通部１４０の開口内に挿入した状態で配
設される(図８参照)。また、弾性部材１４４は、その下端が、軸通部１４０内に装着され
た案内スリーブ１４６の上端に載置されて、受け体１３４と支持体１０４との間に弾力的
に介挿される。そして、弾性部材１４４は、受け体１３４を支持体１０４から離間する方
向に向けて弾力的に付勢し、これにより受け体１３４は、係止部１４２で位置規制された
もとで支持体１０４の上面から所定間隔離間した通常位置に保持される。また、弾性部材
１４４は、可動体カバー１１０の押圧操作により受け体１３４が下方へ押されると縮んで
受け体１３４の下方変位を許容し、押圧操作が解除されると受け体１３４を押し上げる。
【００４４】
(緩衝体)

10

前記支持体１０４と前記受け体１３４との間には、可動体カバー１１０の押圧操作に伴
う受け体１３４の支持体１０４に対する近接変位を弾力的に受け止める緩衝体１５０が配
設されている(図１１ｂおよび図１２参照)。緩衝体１５０は、案内軸１３８と軸通部１４
０との係合位置近傍に配置され、実施例では、支持体１０４における軸通部１４０の上部
開口に隣り合わせて緩衝体１５０が第２支持周縁部１２９の上面に配設されている。すな
わち、緩衝体１５０は、支持体１０４における周方向に隣り合う軸通部１４０の間におい
て、どちらか一方の軸通部１４０側に偏った位置に配置されている。ここで、外周軸通部
１４０Ａに対応する緩衝体１５０は、該外周軸通部１４０Ａの周方向に並べて配置され、
内周軸通部１４０Ｂに対応する緩衝体１５０は、該内周軸通部１４０Ｂの周方向から外側
へ外れた位置に配置されている。実施例の緩衝体１５０は、反発弾性が低いゴムからなる
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円柱状の部材であり、支持体１０４における第２支持台部１２８の第２支持周縁部１２９
に、緩衝体１５０の外形に合わせて上方に開放するように形成された緩衝体凹部１２９ａ
(図１４参照)に、該緩衝体１５０の上面が第２支持周縁部１２９の上面と略揃うように収
容配置される。また、受け体１３４の下面には、支持体１０４に配設した緩衝体１５０と
対向する位置に、下方へ膨らむ当接凸部１３４ａが形成され(図１１(ａ)および図１５参
照)、受け体１３４を支持体１０４に向けて近接移動した際に、当接凸部１３４ａが緩衝
体１５０に当接するように構成される。そして、受け体１３４を支持体１０４に向けて近
接移動した際に、当接凸部１３４ａと緩衝体１５０とが先行して当接して、更に押圧され
た際に、受け体１３４の下面全体を支持体１０４の上面全体で受けるようになっている。
なお、緩衝体１５０は、案内軸１３８と軸通部１４０との係合部位の夫々に対応して、１
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対１の関係で配置してもよいが、実施例のように、特定の案内軸１３８と軸通部１４０と
の係合部位近傍にだけ緩衝体１５０を設けてもよい。
【００４５】
(可動体カバー)
図１８に示すように、前記可動体カバー１１０は、下方に開口した凹形状(器形状)に形
成され、可動体２００の周囲を該可動体２００から離れて囲うと共に該可動体２２０を収
容可能な大きさに設定されている。可動体カバー１１０は、無色または有色透明であるこ
とで内側に収容された可動体２００を常時視認し得るようになっており、実施例の可動体
カバー１１０は、全体が無色透明な板からなるプラスチックの成形品である。可動体カバ
ー１１０は、可動体２００の上方に重なるように延在する操作面部１１２と、可動体２０
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０の前後左右を囲ってほぼ上下方向(可動体カバー１１０の変位方向)に延在する周壁部１
１４とから基本的に構成され、環状に連なる周壁部１１４の開放端を受け体１３４の上面
に突き当てて配設される。すなわち、操作面部１１２は、可動体カバー１１０の変位方向
と交差して該変位方向において可動体２００に重なるように延在し、可動体カバー１１０
を押圧操作すると、操作面部１１２が可動体２００に近づくように変位し、可動体カバー
１１０の押圧操作を解除すると、操作面部１１２が可動体２００から遠ざかるように変位
する(図８および図９参照)。前述したように、可動体カバー１１０の変位方向が鉛直線よ
りわずかに前方に傾くように設定されているので、周壁部１１４は鉛直線に対して斜めに
傾き、操作面部１１２が前方から後方へ向かうにつれて上方傾斜するように傾いている(
図７(ａ)参照)。なお、可動体カバー１１０は、可動体２００や可動体カバー１１０の内
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側に配置した発光手段１５６,１６２,２２８,２３０が発光するなどの構成部材の状態変
化により可動体２００が外方から視認可能となる半透明やハーフミラー構造であってもよ
い。また、可動体カバー１１０には、可動体２００の視認を完全に遮断しない範囲で模様
などの装飾を施してもよい。
【００４６】
(操作面部)
図６(ａ)に示すように、前記操作面部１１２は、外縁形状が多角形(実施例では略正六
角形)に形成されており、該操作面部１１２の表面(上面)に、可動体カバー１１０の変位
方向離間側に突出して角張った意匠形状が形成されている。具体的には、操作面部１１２
は、外縁形状に相似して該外縁形状よりも小さい多角形状で形成された中央凸部１１２ａ

10

が形成されており、外周部よりも上方(可動体カバー１１０の変位方向離間側)へ突出する
中央凸部１１２ａの外縁が角張っている。また、操作面部１１２は、中央凸部１１２ａの
外縁辺同士がなす角部から該操作面部１１２の外縁辺同士がなす角部に向けて筋状に延在
すると共に上方へ突出するように形成された凸条部１１２ｂを有し、操作面部１１２の内
側から外側に向けて放射状に延在する凸条部１１２ｂの上縁が角張っている。更に、操作
面部１１２における隣り合う凸条部１１２ｂ,１１２ｂの間は、該凸条部１１２ｂ側から
離間するにつれて上方へ突出する山形に形成されており、隣り合う凸条部１１２ｂ,１１
２ｂの中間部に稜線が形成されている。中央凸部１１２ａは、外縁から中央部に向かうに
つれて下方へ凹むように形成されており、操作面部１１２を押圧操作する際に、中央凸部
１１２ａの凹みにより操作面部１１２のどの位置を操作するのがよいのか触覚的にガイド
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している。このように、実施例の操作面部１１２には、中央凸部１１２ａの外縁、凸条部
１１２ｂ、および凸条部１１２ｂ,１１２ｂ間の稜線によって角が設けられている。
【００４７】
(周壁部)
前記前枠１３の意匠面(上球受け皿１４の上面に配設された縁取り部材１６８の上面)か
ら外方へ突出する周壁部１１４(図３)は、押圧操作に伴う可動体カバー１１０の変位前後
に亘って該変位方向の半分以上の範囲が外方に露出するように配設されている。すなわち
、可動体カバー１１０は、その大部分が上球受け皿１４から上方に延出しており、該可動
体カバー１１０の横側からの可動体２００の視認が可能になっている(図３参照)。なお、
実施例では、可動体カバー１１０の周壁部１１４は、手の平の厚みよりも大きく縁取り部
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材１６８より延出している。
【００４８】
図１８に示すように、前記周壁部１１４は、多角形状の操作面部１１２に合わせた多角
形状を基本として形成され、延在向きが交差する操作面部１１２と周壁部１１４とにより
凸角が設けられる。周壁部１１４は、操作面部１１２の外縁辺から該操作面部１１２とほ
ぼ直交するように延在する周面部分１１４ａが操作面部１１２の外縁と同じ多角形状(実
施例では略正六角形)に連なっており、隣り合う周面部分１１４ａの交差する部位に、操
作面部１１２の凸条部１１２ｂに連なる周面凸条部１１５が設けられている。また、周壁
部１１４における各周面部分１１２ａには、外方へ突出すると共に上下方向(可動体カバ
ー１１０の変位方向)に延在する周面突出部(突出部)１１６が、操作面部１１２と周壁部
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１１４との連設部位にかからないように形成されている。周面突出部１１６は、その上端
が操作面部１１２と周壁部１１４との角よりも低い位置にある。すなわち、周壁部１１４
は、操作面部１１２に近接した周面部分１１２ａの上端部が操作面部１１２の外縁辺に沿
った面形状で形成される一方で、周面突出部１１６が設けられた周面部分１１２ａの中間
部位が操作面部１１２の外縁辺よりも辺が多くなっている(図１９(ａ)参照)。実施例の周
面突出部１１６は、各周面部分１１４ａにおいて隣り合う周面凸条部１１５,１１５間の
略中央部に設けられ、両側の周面凸条部１１５,１１５にかからないように配置されてい
る。
【００４９】
前記周壁部１１４は、上球受け皿１４(前枠１３)側の根元部分１１４ｂが、操作面部１
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１２に連なる部分よりも変位方向と交差する外方(半径方向外側)へ延出した段状に形成さ
れている。ここで、周壁部１１４の根元部分１１４ｂは、周面凸条部１１５に外接する円
形状に形成されており(図１９(ｂ)参照)、この根元部分１１４ｂと周面部分１１２ａとが
なす周面段部１１７により前記周面突出部１１６が上方へ延びるように形成されている。
実施例の周壁部１１４は、操作面部１１２に連なる上部を含む大部分が略角柱状に形成さ
れると共に、上球受け皿１４を構成する前装飾部材９４に画成される設置開口を通る根元
部分１１４ｂが、角柱状部分に略外接する円柱状に形成されている。このように、周壁部
１１４には、隣り合う周面部分１１４ａ、周面凸条部１１５、周面突出部１１６および周
面段部１１７によって角が設けられている。
【００５０】

10

なお、前記可動体カバー１１０は、凸条部１１２ｂ,１１５などの一部を除いて基本的
に板厚が一定になるように形成されている。また、可動体カバー１１０の説明でいう「角
」とは、鋭く尖った角ではなく、遊技者が見た際に強くたたくことをためらわせるような
凸角形状をいい、円弧状テーパなどにより安全な処理がなされている。
【００５１】
(可動体カバーの配設構造)
図８および図９に示すように、前記可動体カバー１１０は、周壁部１１４を受け体１３
４の上面に立設された内周規制片１３４ｂ(図１３)の外側に嵌め合わせると共に、周壁部
１１４の下端を受け体１３４の上面に突き当てて、受け体１３４に載置される。そして、
可動体カバー１１０は、周壁部１１４の下端部に下方に突設されたボスを、受け体１３４
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に設けられたボス孔に嵌め合わせて該ボス孔を介してボスにネジ止めして、受け体１３４
と可動体カバー１１０とが固定される。ここで、可動体カバー１１０における周壁部１１
４の下端は、周方向略全周に亘って受け体１３４の上面に当接しており、可動体カバー１
１０から加えた力が受け体１３４に適切に伝わるようになっている。
【００５２】
(発光装飾体)
図６(ｂ)および図７(ｂ)に示すように、前記可動体２００の上側(可動体カバー１１０
の変位方向離間側)には、発光演出可能な発光装飾体１５２が該可動体２００と離間して
該可動体２００に重なるように配設されている。発光装飾体１５２は、可動体２００と共
に可動体カバー１１０で囲われて、該可動体カバー１１０の内側に収容され(図８および
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図９参照)、可動体２００と発光装飾体１５２との重なり方向へ変位する可動体カバー１
１０を介して発光装飾体１５２が外から視認可能になっている。なお、発光装飾体１５２
は、可動体カバー１１０の操作面部１１２および周壁部１１４から離間して、操作面部１
１２の下側に重なるように配置されている。発光装飾体１５２は、支持体１０４の第２支
持台部１２８における可動体２００の周囲を囲う第２支持周縁部１２９に周方向に離間し
て配設された複数(実施例では３本)の脚部１５４に支持されている。実施例の脚部１５４
は、飾り部１６６から下方に延出して、第２支持台部１２８の第２支持周縁部１２９から
立ち上がるように該第２支持周縁部１２９に配設された飾り脚部１６７に連なるように上
方に立ち上がり、該飾り脚部１６７が脚部１５４の一部を構成している。すなわち、以下
の説明では、飾り脚部１６７を含めて脚部１５４という。また、発光装飾体１５２は、該
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発光装飾体１５２における操作面部１１２に臨む発光面を発光させる装飾発光基板１５６
を有している。
【００５３】
図８および図１１(ｂ)に示すように、前記脚部１５４は、第２支持台部１２８の内縁部
から上方へ立ち上がり、受け体１３４の開口内側において可動体２００の横側を通って該
受け体１３４の上方に延出し、上部が可動体２００の上側に延在するように内側に向けて
折れ曲がっている。複数の脚部１５４は、支持体１０４の周方向に略同一間隔で離間して
おり、実施例では、支持体１０４における可動体２００の前側に立ち上がる前脚部１５４
と、支持体１０４における可動体２００の左斜め後側に立ち上がる左後脚部１５４と、支
持体１０４における可動体２００の右斜め後側に立ち上がる右後脚部１５４とを有してい
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る(図１３参照)。実施例の脚部１５４は、何れも透明な材料で形成され、前脚部１５４と
比べて左右の後脚部１５４,１５４が幅広に設定されている。
【００５４】
前記発光装飾体１５２は、可動体カバー１１０の操作面部１１２に対向するように延在
する板状に形成され、パチンコ機１０のモチーフに合わせたロゴや意匠などの適宜形状に
なっている。発光装飾体１５２は、前記脚部１５４の上端に一体形成された透明な表装飾
体部１５２ａと、この表装飾体部１５２ａの下側に重ねて配設され、光を透過可能で、凹
凸形状などの光拡散処理が施された装飾体拡散部１５２ｂと有し、装飾体拡散部１５２ｂ
の下側に重ねて装飾発光基板１５６が配設されている(図１３参照)。装飾発光基板１５６
の上面には、ＬＥＤなどの発光装飾体１５７が複数配設されており、該発光装飾体１５７

10

から上方へ照射した光が装飾体拡散部１５２ｂで拡散されて表装飾体部１５２ａの表面を
全体的に発光させるようになっている。ここで、装飾体拡散部１５２ｂは、表装飾体部１
５２ａと、該表装飾体部１５２ａにネジ止めされる装飾発光基板１５６との挟まれて固定
されており、表装飾体部１５２ａ、装飾体拡散部１５２ｂおよび装飾発光基板１５６の外
形が揃っている。なお、発光装飾体１５２は、可動体２００の上方を完全に覆うものでは
なく、発光装飾体１５２の周囲から上側より可動体２００を視認可能であり、脚部１５４
の間から前または横側より可動体２００を視認可能である。
【００５５】
(発光装飾体の脚部と係止部との関係)
図１１(ｂ)に示すように、前記複数の脚部１５４は、下端部が支持体１０４の第２支持

20

周縁部１２９に設けられた外周案内軸１３８Ａと外周軸通部１４０Ａとの係合部位近傍に
何れも接続されており、外周軸通部１４０Ａの略半径方向内側に下端部が配置されている
。そして、支持機構１３６は、脚部１５４が近接して配設される外周軸通部１４０Ａに挿
通する外周案内軸１３８Ａに係止部１４２を設けず、周方向に隣り合う脚部１５４,１５
４の略中間位置に設けられた内周軸通部１４０Ｂに挿通する内周案内軸１３８Ｂに係止部
１４２を設けてある。すなわち、操作位置にある可動体カバー１１０を押圧解除すると、
弾性部材１４４の付勢により受け体１３４が押し上げられて係止部１４２が支持体１０４
に引っ掛かって移動規制されるが、係止部１４２が配設された内周案内軸１３８Ｂが脚部
１５４から離れているので、係止部１４２を支持体１０４で係止する際に生じる振動が脚
部１５４に伝わり難くなっている。

30

【００５６】
(装飾発光基板の配線)
図７(ｂ)に示すように、遊技者から最も遠い位置に配置された脚部１５４に沿って、装
飾発光基板１５６に接続される装飾配線(ハーネス)１５８が配設されている。実施例では
、右後脚部１５４が遊技者から最も遠くなるので、右後脚部１５４に沿って装飾配線１５
８が配設される。右後脚部１５４は、受け体１３４(飾り部１６６)より上方へ延出する立
ち上がり部分の中間に両側縁より内方へ凹んだ装飾配線受片１５４ａが形成されると共に
、装飾配線受片１５４ａの上側と下側とに内外に貫通した装飾配線通口１５４ｂ，１５４
ｃが形成されている(図７(ｂ)参照)。装飾発光基板１５６に右後脚部１５４に指向するよ
うに開口するソケットにコネクタを接続した装飾配線１５８は、右後脚部１５４における

40

略水平方向に延在する上部の下側を通って上部装飾配線通口１５４ｂから外側に取り回さ
れ、装飾配線受片１５４ａの外面に支持される。装飾配線１５８は、下部装飾配線通口１
５４ｃから内側に取り回され、飾り部１６６、受け体１３４および第２支持台部１２８の
内側を通り、第１支持台部１２４と第２支持台部１２８との間から外方へ取り回され、第
１支持台部１２４の右側面に配設された装置中継基板１６０に接続される。なお、装飾配
線は、支持体１０４における第２支持台部１２８の内縁に鉤状に形成された装飾配線係止
片１２８ａ(図１１(ｂ)および図１３)に保持されて、内外方向の移動が規制されている。
【００５７】
(飾り発光基板)
図１１(ｂ)および図１２に示すように、前記第２支持台部１２８における第２支持周縁
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部１２９上面には、上方(可動体カバー１１０が可動体２００から離間する方向)に向けて
光を照射し得る飾り発光体１６３を備えた飾り発光基板１６２が配設されている。ここで
、第２支持台部１２８の第２支持周縁部１２９の上面において、複数の飾り発光基板１６
２が周方向に並べて配置されており、実施例では、可動体２００の前側に位置する外周軸
通部１４０Ａの両側の夫々に飾り発光基板１６２,１６２が配置されると共に、可動体２
００の後側に位置する内周軸通部１４０の外縁を跨いで両側に延在する１基の飾り発光基
板１６２が配置される。すなわち、第２支持台部１２８において、前方に向かうにつれて
下方傾斜する第２支持周縁部１２９の傾斜下側と傾斜上側とに分けて、３基の飾り発光基
板１６２が配設されている。飾り発光基板１６２は、該飾り発光基板１６２の上面に配設
され、上方へ光を照射するＬＥＤ等の飾り発光体１６３(図１４参照)と、該飾り発光基板

10

１６２の下面に配設され、装置中継基板１６０に繋がる配線(図示せず)が接続される飾り
ソケット１６４(図１５参照)とを備えている。飾り発光基板１６２は、その内縁が支持体
１０４および受け体１３４の内縁よりも内側に延出すると共に、その外縁が受け体１３４
の外縁よりも外側に延出している。また、飾り発光体１６３は、飾り発光基板１６２にお
ける受け体１３４の内縁よりも内側に延出する部位に、周方向に並べて複数配置され、受
け体１３４の開口内側を介して上方へ光を照射するようになっている。更に、飾りソケッ
ト１６４は、飾り発光基板１６２において外縁側に偏倚して設けられおり(図１１(ｂ)参
照)、前左飾り発光基板１６２および後飾り発光基板１６２の飾りソケット１６４は、支
持体１０４および受け体１３４の外縁より外側に配置され、前右飾り発光基板の飾りソケ
ット１６４は、第２支持台部１２８の第２支持周縁部１２９の内縁から外方へ切り欠き形
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成された逃げ凹部に臨んでいる。
【００５８】
前記飾り発光基板１６２は、一部範囲が受け体１３４の下側に重なるように延在してい
る。これに対応して、受け体１３４は、飾り発光基板１６２の配設箇所に合わせて基板逃
げ凹部１３４ｃが形成されている(図１４および図１５参照)。基板逃げ凹部１３４ｃは、
受け体１３４の下部を下側に開放する凹状に切り欠いた部分であり、受け体１３４が支持
体１０４に近接移動した際に、飾り発光基板１６２が基板逃げ凹部１３４ｃに収容される
。
【００５９】
(飾り部)

30

前記複数の脚部１５４(飾り脚部１６７)には、可動体２００を囲うと共に可動体カバー
１１０に収容され、飾り発光基板１６２の飾り発光体１６３から照射された光に照らされ
る飾り部１６６が配設されている(図８参照)。すなわち、飾り発光基板１６２と飾り部１
６６とにより、可動体カバー１１０の内側において可動体２００の周囲を発光演出する飾
り発光手段が構成されている。飾り部１６６は、可動体カバー１１０の変位方向に開口す
る円環状に形成され(図１３参照)、可動体２００の前後左右全周を取り巻いている。飾り
部１６６は、透明な樹脂成形品を用いるなどにより光透過可能に形成されると共に、凹凸
形状などにより光拡散処理が施され、飾り発光体１６３から照射された光を受けて全体的
に発光し得るにようになっている。飾り部１６６は、受け体１３４の上側に配置され、内
縁部が受け体１３４の内周縁よりも内側に延在すると共に、受け体１３４の直上(可動体
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カバー１１０の変位方向離間側)に外縁部の一部が重なっている。ここで、支持機構１３
６は、通常位置で受け体１３４が飾り部１６６よりわずかに離間するように、係止部１４
２によって係止するように設定してあり、上下に変位する受け体１３４が上側に重なって
いる飾り部１６６と干渉しないようになっている。
【００６０】
(操作検知手段)
前記操作検知手段１０６は、可動体カバー１１０の操作により上下変位する受け体１３
４に設けられた操作検知部１０７と、支持体１０４に配設され、操作検知部１０７をセン
シングする操作検知センサ１０８とから構成される(図９および図１０参照)。操作検知手
段１０６は、可動体２００の前後左右を囲う可動体カバー１１０の周壁部１１４の下側に
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対応して、周方向に離間して複数配設されている。すなわち、複数の操作検知手段１０６
は、可動体２００を囲む枠状に形成された受け体１３４および支持体１０４の支持周縁部
１２６,１２９に周方向に互いに離間して配置され、比較的大きい可動体カバー１１０の
周壁部１１４下端を受ける略円環状の受け体１３４に合わせて操作検知手段１０６がバラ
ンスよく振り分けて配置される。ここで、操作検知手段１０６は、押圧操作による変位方
向が鉛直線に対して斜めになるように配設された可動体カバー１１０の周壁部１１４下端
における傾斜上側と傾斜下側との夫々に対応して配設され、実施例では２つの操作検知手
段１０６,１０６が可動体２００を挟んで対称な位置関係で配置されている。そして、操
作検知手段１０６は、押圧操作に伴う可動体カバー１１０の可動体２００に対して近接す
る下方変位を検知し、実施例では複数の操作検知手段１０６のうちの何れか１つの検知に

10

より、可動体カバー１１０の押圧操作を判定するよう構成してある。なお、実施例におい
て、複数の操作検知手段１０６は、操作検知部１０７、操作検知センサ１０８およびこれ
らの配設構造が何れも同じである。
【００６１】
(操作検知部)
図１１(ｂ)および図１５に示すように、前記受け体１３４は、環状の本体部分から外方
へ膨出して内方および下方に開放した箱状に形成された操作検知設置部１３５を有し、こ
の操作検知設置部１３５の周方向に延在する周壁内面中央部に、内方へ延出する板状片か
らなる操作検知部１０７が形成されている。また、操作検知部１０７は、上下方向に延在
し、操作検知設置部１３５における周壁下部に、受け体１３４の上面より下方へ一段下が

20

った操作検知設置部１３５の上壁から離間するように形成されている。操作検知部１０７
は、受け体１３４の上下変位に伴って上下に移動し、可動体カバー１１０の押圧操作によ
り受け体１３４が下方変位すると下側に移動し(図９(ｂ)および図１０(ｂ)参照)、弾性部
材１４４の付勢により受け体１３４が上方変位すると上側に移動し、常には通常位置にあ
る受け体１３４と共に上側位置で保持されている(図９(ａ)および図１０(ａ)参照)。
【００６２】
(操作検知センサ)
前記操作検知センサ１０８は、検知範囲に入った操作検知部１０７を接触することなく
検知し得る非接触型のセンサが用いられ、例えば光電センサや近接センサなどを採用する
ことができる。図１４および図１５に示すように、実施例の操作検知センサ１０８は、セ
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ンサ基板１０９に配設されており、投光部１０８ａと受光部１０８ｂとの間に設けられた
溝に、検知対象となる操作検知部１０７があるか否かをセンシングする透過型(溝型)のフ
ォトインタラプタである。操作検知センサ１０８は、センサ基板１０９から外方に向けて
投光部１０８ａおよび受光部１０８ｂが延出すると共に、投光部１０８ａおよび受光部１
０８ｂが略周方向に向かう合う姿勢で配設されており(図１１(ｂ)参照)、投光部１０８ａ
と受光部１０８ｂとの間の溝が上下方向および外方に開口している。また、操作検知セン
サ１０８は、操作検知部１０７の上下変位経路に投光部１０８ａと受光部１０８ｂとの間
の溝が重なるように配置される。なお、センサ基板１０９は、操作検知センサ１０８が設
置される上部と比べて下部が幅狭に形成されている。
【００６３】

40

(操作検知手段の検知方式)
前記操作検知手段１０６は、可動体カバー１１０の通常位置において操作検知部１０７
が操作検知センサ１０８の検知範囲に位置すると共に(図９(ａ)および図１０(ａ))、可動
体カバー１１０が通常位置から可動体２００に近づく操作位置への変位により操作検知部
１０７が操作検知センサ１０８の検知範囲から外れるように構成されている(図９(ｂ)お
よび図１０(ｂ))。操作検知部１０７は、通常位置において操作検知センサ１０８の投光
部１０８ａと受光部１０８ｂとの間に位置して、投光部１０８ａから照射される光を遮り
、これにより操作検知センサ１０８の回路が遮断される。また、操作検知部１０７は、通
常位置から操作位置に変位すると投光部１０８ａと受光部１０８ｂとの間から下側にずれ
て検知範囲から外れて、投光部１０８ａから照射した光の受光部１０８ｂによる受容を許
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容し、これにより操作検知センサ１０８の回路が接続されて操作信号(信号)が出力される
。このように、操作検知手段１０６は、操作検知部１０７と操作検知センサ１０８とによ
り、所謂ノーマルオープン(Ａ接点方式)の回路が構成されている。
【００６４】
前記操作検知センサ１０８から出力される操作信号は、装置中継基板１６０に配設され
た装置制御手段２７０(図２３および図２４参照)を介して統括制御基板６５(統括制御Ｃ
ＰＵ６５ａ)に入力され、統括制御ＣＰＵ６５ａは、入力された操作信号により可動体カ
バー１１０の押圧操作を判定するようになっている。すなわち、実施例では、統括制御Ｃ
ＰＵ６５ａが操作判定手段として機能している。ここで、統括制御ＣＰＵ６５ａに設定さ
れた操作判定条件は、複数の操作検知手段１０６のうちの全部、または該全部より少ない

10

設定数が操作信号を出力したときに、可動体カバー１１０が押圧操作されたと判定するよ
うに設定されている。換言すると、統括制御ＣＰＵ６５ａは、複数の操作検知手段１０６
のうちの設定数以上の操作信号が入力されたときに、可動体カバー１１０の押圧操作を判
定するよう設定される。実施例では、２つの操作検知センサ１０８,１０８の何れか１つ
または両方からの操作信号の入力を条件として、可動体カバー１１０の押圧操作を判定し
、これに基づいて統括制御ＣＰＵ６５ａは、パチンコ機１０の遊技状態(演出種類選択用
演出が行われる状態、操作変化系演出で演出を変化させる状態、バトル演出などの特定の
演出モードが行われる状態、デモ演出モード等)に応じて遊技演出(演出種類選択用演出、
操作変化系演出、バトル演出などの特定の演出、デモ演出など)を実行するよう制御する
20

。
【００６５】
(操作検知センサのセンサ設置部)
前記操作検知センサ１０８は、支持体１０４に設けられたセンサ設置部にセンサ基板１
０９が保持されている。センサ設置部は、第１支持台部１２４に設けられ、周方向に離間
して対向形成された下部センサ設置片１２４ａ,１２４ａにより上方に開口すると共に互
いに開口が向かい合うように画成される一対の下部溝１２４ｂ,１２４ｂ(図１４参照)と
、第２支持台部１２８に設けられ、周方向に離間して対向形成された上部センサ設置片１
２８ｂ,１２８ｂにより下方に開口すると共に互いに開口が向かい合うように画成される
一対の上部溝１２８ｃ,１２８ｃ(図１５参照)とを備えている。センサ基板１０９は、そ
の下部を第１支持台部１２４における一対の下部溝１２４ｂ,１２４ｂに挿入することで
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、周方向および内外方向に位置規制された状態で保持され、また、その上部を第２支持台
部１２８における一対の上部溝１２８ｃ,１２８ｃに挿入することで、周方向および内外
方向に位置規制された状態で保持される。そして、第１支持台部１２４および第２支持台
部１２８を組み合わせると、センサ基板１０９は、第１支持台部１２４と、第２支持台部
１２８との間に挟まれて、上下方向に位置規制される(図９参照)。そして、上部溝１２８
ｃ,１８ｃを画成する一対の上部センサ設置片１２８ｂ,１２８ｂの間から操作検知センサ
１０８の投光部１０８ａおよび受光部１０８ｂが外方へ向けて延出し、投光部１０８ａと
受光部１０８ｂとの間を操作検知部１０７が通過するようになっている。
【００６６】
図１１(ｂ)および図１５に示すように、前記上部センサ設置片１２８ｂにおける周方向
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に延在する外側の片部分先端には、外方へ延出するガイド片１２８ｄが夫々形成され、こ
のガイド片１２８ｄが操作検知設置部１３５の内外方向に延在する横壁１３５ａの内側に
配置されている。すなわち、支持体１０４における第２支持台部１２８から外方へ延出す
る一対のガイド片１２８ｄが、受け体１３４における操作検知設置部１３５の横壁１３５
ａ,１３５ａ間に挟まれて、ガイド片１２８ｄと当該横壁１３５ａとの当接により受け体
１３４における周方向の移動を規制し得るようになっている。このように、可動体カバー
１１０の操作面部１１２が手の平よりも大きい大型ボタンとなっているので、操作面部１
１２を操作する位置によっては可動体カバー１１０が傾くよう変位するおそれがあるが、
操作検知部１０７が設けられた操作検知設置部１３５と操作検知センサ１０８が設置され
たセンサ設置部とで互いにガイドしているので、可動体カバー１１０が傾くように押圧さ
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れたとしても、操作検知部１０７と操作検知センサ１０８との位置ズレを防止できる。従
って、操作検知部１０７が操作検知センサ１０８に干渉することなく、操作検知センサ１
０８による操作検知部１０７の検知に基づく押圧操作の判定をより確実に行うことができ
る。
【００６７】
(可動体カバーと操作検知手段との関係)
図９に示すように、前記可動体カバー１１０には、受け体１３４に設けられた複数箇所
の操作検知設置部１３５に対応して、周壁部１１４の開口縁に押さえ片１１８が形成され
ている。押さえ片１１８は、周壁部１１４より半径方向外方へ延出する板状部分であり、
その下面が操作検知設置部１３５の上壁上面に当接するようになっている。これにより、

10

遊技者の押圧操作に伴う可動体カバー１１０の変位を、押さえ片１１８を介して操作検知
設置部１３５に伝えることができ、操作検知部１０７の配設部位から外れた位置で可動体
カバー１１０が傾くように押圧されたとしても、押さえ片１１８による検知設置部１３５
の押圧により操作検知部１０７を適切に変位させることができる。従って、操作検知セン
サ１０８による操作検知部１０７の検知に基づく可動体カバー１１０の押圧操作の判定を
より確実に行うことができる。
【００６８】
(縁取り部材)
前記可動体カバー１１０と前記受け体１３４との接続部分は、支持体１０４に配設され
た縁取り部材１６８によって覆われている(図６(ａ)および図７(ａ)参照)。縁取り部材１
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６８は、可動体カバー１１０における周壁部１１４の根元部分１１４ｂに合わせて円形に
形成された開口を画成する枠状縁部１６８ａと、この枠状縁部１６８ａの外縁から下方へ
延出し、受け体１３４の周囲を覆う周覆部１６８ｂとを備えている(図１３参照)。縁取り
部材１６８は、周覆部１６８ｂの内側に設けられたボスを支持体１０４における第２支持
台部１２８の第２支持周縁部１２９に設けられたボス孔に嵌め合わせ、ボス孔を介してボ
スにネジ止めすることで、第２支持台部１２８に固定される。すなわち、可動体カバー１
１０は、縁取り部材１６８における枠状縁部１６８ａの開口を通って上方に突出しており
、この枠状縁部１６８ａが前枠１３側の意匠面を構成している(図１および図３参照)。な
お、可動演出装置１００は、縁取り部材１６８によって前装飾部材９４に可動体カバー１
１０に合わせて開設された設置開口を覆い、ベース体１０２および支持体１０４がベース
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部材９３とこのベース部材９３を囲む前装飾部材９４との間に収容されている。
【００６９】
(可動体)
図２０〜図２２に示すように、前記可動体２００は、支持体１０４に設けられた第１回
転支持部を介して該支持体１０４に対して第１軸線Ｌ１周りに回転可能に支持された第１
可動部材２０２と、第２回転支持部を介して第１可動部材２０２に対し第１回転支持部と
交差する方向に延在する第２軸線Ｌ２周りに回転可能に支持された第２可動部材２０４と
を備えている。第１可動部材２０２は、支持体１０４の機構設置体１７０に配設された第
１駆動手段としての第１駆動モータ２０６の駆動により該支持体１０４に対して回転する
と共に、第２可動部材２０４は、第１可動部材２０２に配設された第２駆動手段としての

40

第２駆動モータ２０８の駆動により第１可動部材２０２に対して回転するよう構成されて
いる。第２可動部材２０４は、第１可動部材２０２を挟んで位置する第１演出体２１０お
よび第２演出体２１２を備え、第１可動部材２０２に対して第２可動部材２０４の第１お
よび第２演出体２１０,２１２を組み付けることで、可動体２００が全体として略球体と
なるように構成されている(図２０参照)。そして、可動体２００は、可動体カバー１１０
によって覆われて、手で触れることができないようになっている(図８および図９参照)。
【００７０】
図１１(ｂ),図１２および図２０に示すように、実施例の可動体２００は、第１可動部
材２０２が左右方向に延在する第１軸線Ｌ１を回転中心として回転するよう支持体１０４
に対して支持され、第１可動部材２０２に対する第２可動部材２０４の回転中心となる第
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２軸線Ｌ２が第１軸線Ｌ１と直交するように延在している。そして、可動体２００におけ
る第２可動部材２０４の第１演出体２１０が支持体１０４から露出して可動体カバー１１
０を介して外方から視認可能となる状態を、可動演出装置１００の初期状態とし、この初
期状態において第２軸線Ｌ２が上下方向(可動体カバー１１０の変位方向)に延在し、この
とき第２可動部材２０４の第２演出体２１２が、支持体１０４、第１可動部材２０２およ
び第１演出体２１０によって隠されて視認不能になっている。また、初期状態にある第１
可動部材２０２の回転停止位置を第１位置といい(図２０(ａ)および(ｂ))、このとき第２
可動部材２０４の第１演出体２１０が第１可動部材２０２の上側に位置する一方で、第２
可動部材２０４の第２演出体２１２が第１可動部材２０２の下側に位置している。第１位
置における第１演出体２１０の停止位置に第２演出体２１２を位置させる第１可動部材２

10

０２の回転停止位置を第２位置という(図２０(ｃ)および(ｄ))。第１可動部材２０２の第
２位置において、第２演出体２１２が第１可動部材２０２の上側に位置して支持体１０４
から露出して可動体カバー１１０を介して外方から視認可能となり、第１演出体２１０が
第１可動部材２０２の下側に位置して、支持体１０４、第１可動部材２０２および第２演
出体２１２によって隠されて視認不能になっている。このように、第２軸線Ｌ２は、第１
可動部材２０２の回転に伴って向きが変わり、上下方向に延在した状態から前後方向に延
在した状態を介して上下反転して上下方向に延在し、第１可動部材２０２の第１位置と第
２位置との回転により第１演出体２１０と第２演出体２１２とが上下反転するようになっ
ている。
【００７１】

20

(第１駆動機構)
前記第１可動部材２０２を回転させる第１駆動機構について説明する。図１６および図
１７に示すように、第１駆動機構は、支持体１０４における第１支持台部１２４に取り付
けられる機構設置体１７０に設置された第１駆動モータ２０６と、機構設置体１７０に回
転可能に配設され、第１駆動モータ２０６の出力軸に固定された駆動ギア２１４と噛み合
う連係ギア２１５とを備え、連係ギア２１５が第１可動部材２０２に配設された従動ギア
２１６に噛み合っている。第１駆動モータ２０６は、正逆回転および変速等の各種制御が
可能なステッピングモータ等の電動モータであり、減速用のギアボックスが内蔵されてい
る。なお、駆動ギア２１４、連係ギア２１５および従動ギア２１６は、何れも平歯車であ
る。そして、第１駆動機構は、第１駆動モータ２０６が駆動制御されて、支持体１０４に
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対して第１回転支持部を介して回転可能に支持された第１可動部材２０２を、第１位置お
よび第２位置に反転し得るようになっている。
【００７２】
(機構設置体)
図１６および図１７に示すように、前記機構設置体１７０は、第１支持台部１２４の右
側部に配設された板状の第１機構設置部１７１と、この第１機構設置部１７１の下部左側
に配設され、第１機構設置部１７１と離間して対面配置された板状の第２機構設置部１７
２とを備えている。機構設置体１７０は、第１支持台部１２４の第１支持周縁部１２６を
右方へ開放する凹状に切り欠くように形成された機構設置凹部１２４ｃに収容されて位置
決めされ、第１機構設置部１７１を第１支持周縁部１２６にネジ止め固定している。第１
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機構設置部１７１は、その下部が第１支持台部１２４の第１支持周縁部１２６より下方へ
延出して、ベース体１０２の機構収容凹部１２１に収容されて、その上部が第１支持周縁
部１２６より上方に延出して、第２支持台部１２８の内側を通って該第２支持台部１２８
の第２支持周縁部１２９の上方まで延在している。ここで、第１機構設置部１７１は、そ
の上部が受け体１３４の内側に位置して、受け体１３４の上下変位に干渉しないよう配置
されると共に、その上端が通常位置にある受け体１３４の下面より下方に位置して、受け
体１３４が変位しても見えないようになっており、支持体１０４および受け体１３４の内
側スペースを用いて部材の設置面を広く確保している。第１機構設置部１７１は、可動体
２００側となる左側面がギア２１４,２１５,２１６等の配置に用いられる一方で、外方に
臨む右側面に、可動演出装置１００に配設された電気機器１０８,２０６,１５６,１６２,
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２２８の配線が接続されると共に、統括制御基板６５に電気的に繋がる配線が接続される
装置中継基板１６０が配設されている。
【００７３】
前記第１機構設置部１７１の右側面外周縁には、右方へ延出する基板保持リブ１７１ａ
が形成されている(図１６参照)。第１機構設置部１７１の前部から上部にかけて延在する
基板保持リブ１７１ａが、装置中継基板１６０の周囲を囲って位置決めすると共に、該第
１機構設置部１７１の下部から後部にかけて延在する基板保持リブ１７１ａが、装置中継
基板１６０の左側面に当接し該装置中継基板１６０を第１機構設置部１７１から所定間隔
離間するよう保持している。また、第１機構設置部１７１の右側面に設置された装置中継
基板１６０の右側には、該装置中継基板１６０を部分的に覆うガード部材１７３が、第１

10

機構設置部１７１の右側面に突設されたボスにネジ止めして取り付けられている。ガード
部材１７３は、第１機構設置部１７１に設置した装置中継基板１６０に実装されたＩＣチ
ップ等のデバイスを保護するためのものである。
【００７４】
前記第２機構設置部１７２は、第１機構設置部１７１にネジ止めされるボスによって部
品設置面が第１機構設置部１７１から離間した状態とされ、第１機構設置部１７１の下部
に取り付けられて、第１支持台部１２４の第１支持周縁部１２６の下方に配置されている
。第２機構設置部１７２は、ベース体１０２の機構収容凹部１２１に収容されており、そ
の下端が機構収容凹部１２１の底部に配設された防振体１３２に載置されている。第２機
構設置部１７２の左側面後部には、第１駆動モータ２０６がその出力軸を第１機構設置部

20

１７１と第２機構設置部１７２との間の設置スペースに向けて延出させた姿勢で配設され
ており、この設置スペースに突出する出力軸の端部に取り付けた駆動ギア２１４が該設置
スペースに収容されている。ここで、第１駆動モータ２０６は、第１支持周縁部１２６よ
り下方へ球形状で膨らむ可動体収容部１２５の後側に位置し、前側よりも後側が高くなっ
ているベース体１０２により傾いた姿勢で支持体１０４が支持されることで、第１支持周
縁部１２６における後側部分の下側に前側と比べて広くあくスペースに配置されている。
また、第１機構設置部１７１と第２機構設置部１７２との間の設置スペースには、駆動ギ
ア２１４の前斜め上側に位置して、第２機構設置部１７２から右方向へ突出するギア支軸
１７２ａ(図１６および図１７参照)に、連係ギア２１５が回転可能に支持されており、連
係ギア２１５の上部が第１支持周縁部１２６より上側に臨んでいる。
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【００７５】
(第１回転支持部における右側の軸受構造)
前記第１機構設置部１７１の上部には、第１回転支持部における右側の軸受を構成する
駆動側軸受部１７４が形成されている(図１６および図１７参照)。駆動側軸受部１７４は
、左右方向に貫通する軸孔を画成する円筒体形状に形成されており、第１機構設置部１７
１から右側方へ延出している。駆動側軸受部１７４は、第２支持台部１２８の第２支持周
縁部１２９より上側に位置すると共に、該第２支持台部１２８の内側に位置しており、第
１可動部材２０２の右側面に設けられた可動体支持軸２１８が軸孔に挿入されて、第１回
転支持部における右側の軸をなす可動体支持軸２１８を回転可能に支持している。なお、
実施例では、スリーブ２１９を装着した可動体支持軸２１８を駆動側軸受部１７４で支持

40

している。ここで、駆動側軸受部１７４の上部には、第１機構設置部１７１の上縁に延在
する前記基板保持リブ１７１ａが連なっている。すなわち、駆動側軸受部１７４は、軸孔
に挿入された可動体支持軸２１８を介して加わる可動体２００の荷重を基板保持リブ１７
１ａに分散して受けることができ、可動体２００の動作に伴って荷重が一時的に増大して
も可動体２００(可動体支持軸２１８)を適切な姿勢で支持することができる。
【００７６】
次に、第１可動部材２０２および第２可動部材２０４について説明する。なお、第１可
動部材２０２および第２可動部材２０４の説明では、特に断りがない場合は、可動演出装
置１００が初期状態にあるときの各部材の位置関係を基準としている。すなわち、可動体
２００は、第１可動部材２０２が第１位置にあり、第２可動部材２０４の第１演出体２１
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０が第１可動部材２０２の上側(第２軸線方向一方)に位置すると共に、第２可動部材２０
４の第２演出体２１２が第１可動部材２０２の下側(第２軸線方向他方)に位置している。
【００７７】
(第１可動部材)
図２１および図２２に示すように、前記第１可動部材２０２は、円形状に形成されて下
方に開口する第１半体２２２と、該第１半体２２２の開口縁に合わせた円環状に形成され
た第２半体２２４とから構成されている。第１可動部材２０２は、第１半体２２２の下側
に第２半体２２４が組み付けられ、全体として下方に開口した外形が円形の略器状に形成
されている。第１可動部材２０２の内側には、第２可動部材２０４を回転可能に支持する
と共に第２駆動機構が設置される演出設置体２２６が配設されている。また、第１可動部

10

材２０２の内側には、演出設置体２２６を第２軸線方向に挟んで、第２可動部材２０４の
第１演出体２１０を内側から照明する第１照明基板２２８と、第２可動部材２０４の第２
演出体２１２を内側から照明する第２照明基板２３０とが配設されている。
【００７８】
(第１半体)
図２１に示すように、前記第１半体２２２は、円形に形成された円板部２３２と、この
円板部２３２の外周縁から下方へ向かうにつれて外方(水平方向)に僅かに広がるように延
出し、該円板部２３２の外周縁全周に亘って環状に形成された外周板部２３３とを有し、
円板部２３２と外周板部２３３とが一体形成されている。円板部２３２は、水平方向に略
平坦に延在する外周縁よりも中央部が上方に僅かに突出して台部が形成された段状になっ
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ており、中央部に第２回転支持部の軸受を構成する第１軸支部２３４が、上方に延出する
ように形成されている。第１軸支部２３４は、円板部２７５の厚み方向(上下方向)へ貫通
する軸孔が形成された円筒状であり、この軸孔には、第２回転支持部の軸を構成する回転
軸２３６が挿通され、第１軸支部２３４で回転軸２３６を回転可能に支持している。円板
部２３２には、複数(実施例では１０個)の照射口２３２ａが、第１軸支部２３４を中心と
する円周上において周方向へ等間隔に形成されている。各照射口２３２ａは、半径方向外
側から内側に向かうにつれて幅狭になるように、円板部２３２の前記台部に形成されてお
り、外側の開口縁が該台部と外周縁との境界にほぼ揃っている。各照射口２３２ａには、
円板部２３２の下側に配設される第１照明基板２２８の上面に配設されたＬＥＤ等の第１
照明発光体２２９が臨み、該照射口２３２ａを介して第１照明発光体２２９から光が上方
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へ照射される。外周板部２３３は、基本的に球面の一部をなすように湾曲すると共に、第
２半体２２４に臨む下側の開口端部が、周方向へ所要間隔毎に凹凸状に形成されている。
【００７９】
前記円板部２３２の下側には、該円板部２３２の下面における第１軸支部２３４の軸孔
を挟む位置に突設された２つの位置決めピンを、第１照明基板２２８の位置決め孔に夫々
嵌合すると共に、位置決めピンに隣接して設けられた基板ボス２３２ｂに第１照明基板２
２８のネジ孔を介してネジ止めして、第１照明基板２２８が固定されている。複数の位置
決めピンは、円板部２７５の中心(第１軸支部２３４の軸孔)からの距離が異なるように配
置され、円板部２３２に対する向きが合わないと第１照明基板２２８を取り付けることが
できず、規定通りに第１照明基板２２８を取り付けるだけで該第１照明基板２２８の第１
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照明発光体２２９を照射口２３２ａに合わせることができる。また、円板部２３２の下面
には、外周板部２３３に近接した縁部に、複数の設置体ボス２３２ｃが下方へ延出形成さ
れており、第１照明基板２２８の外縁の切欠２２８ｂを介して該第１照明基板２２８の下
方へ突出する設置体ボス２３２ｃの下端に演出設置体２２６が取り付けられている。
【００８０】
(第２半体)
図２１および図２２に示すように、前記第２半体２２４は、第１半体２２２の外周板部
２３３の開口端に整合する大きさで環状に形成されている。第２半体２２４は、第１半体
２２２の外周板部２３３から離れるにつれて半径方向内方へ傾斜しており、外周板部２３
３に当接する上側の開口端部の直径より、第２演出体２１２に臨む下側の開口端部の直径
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が僅かに小さくなっており、第２半体２２４は球面の一部をなすように形成されている。
第１可動部材２０２は、第１半体２２２が例えば黒色の樹脂材などから光を透過不能に構
成される一方で、第２半体２２４が、有色透明な樹脂材から光を透過可能に構成されてい
る。また、第１半体２２２の外方に露出する意匠面が平滑に形成されているのに対して、
第２半体２２４の外方に露出する意匠面は、凹凸状に形成されている。これにより、第２
半体２２４は、第２照明基板２３０の第２照明発光体２３１から光を照射した際に、照射
光を透過させ得ると共に凹凸形状に光を拡散して全体的に発光させ得るようになっている
。
【００８１】
(第１可動部材の取付部)

10

図２１および図２２に示すように、前記第１可動部材２０２には、左右の側面に、上下
および前後に延在する平面状に形成された取付部２３８,２４０が夫々形成されている。
第１可動部材２０２の右側面に形成される第１取付部２３８と、第１可動部材２０２の左
側面に形成される第２取付部２４０とは、第１可動部材２０２において第１軸線Ｌ１の延
在方向(第１軸線方向)に対向するように設けられており、互いに平行に延在している。す
なわち、第１半体２２２では、第１軸支部２３４を左右に挟む外周板部２３３の対面部位
に、円板部２３２の上面に対して鉛直に延在するように平面部分が形成され、第２半体２
２４では、外周板部２３３の平面部分に連なる平面部分が形成され、両半体２２２,２２
４の平面部分が同一平面を形成して取付部１３８,１４０を構成している。また、各取付
部１３８,１４０には、第１半体２２２の外周板部２３３の下端から半円状に切り欠いた
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凹部と、第２半体２２４の上縁から半円状に切り欠いた凹部とを、互いに開口端を突き合
わせることで円形に開口する可動体開口部２３８ａ,２４０ａが設けられている。可動体
開口部２３８ａ,２４０ａは、第１可動部材２０２を第１軸線方向に貫通するように開口
して、第１可動部材２０２の内部空間に連通し、第１回転支持部で第１可動部材２０２が
支持された際に、その開口中心を第１軸線Ｌ１が通るように設定される。また、各取付部
２３８,２４０には、可動体開口部２３８ａ,２４０ａの開口縁に沿って延在すると共に外
側方(第１軸線方向)に突出する当接凸条２３８ｂ,２４０ｂが形成されており、第１半体
２２２側の半円弧状の当接凸条２３８ｂ,２４０ｂと第２半体２２４側の半円弧状の当接
凸条２３８ｂ,２４０ｂとが繋がって環状に延在している。
【００８２】

30

図２１および図２２に示すように、前記取付部２３８,２４０の夫々には、当接凸条２
３８ｂ,２４０ｂよりも外側方(第１軸線方向)へ大きく突出する複数本(実施例では４本)
の取付ボス２３９,２４１が形成されている。取付部２３８,２４０の夫々には、第１半体
２２２側に、可動体開口部２３８ａ,２４０ａを挟んで前後に離間して一対の取付ボス２
３９,２４１が設けられると共に、第２半体２２４側に、可動体開口部２３８ａ,２４０ａ
を挟んで前後に離間して一対の取付ボス２３９,２４１が設けられている。第１取付部２
３８には、４本の第１取付ボス２３９が第１軸線Ｌ１を中心とした円上に並んでいる。こ
れに対して、第２取付部２４０には、前後に長辺がある長方形の角に４本の第２取付ボス
２４１が並ぶ関係に設定されている。すなわち、第１半体２２２に設けられる前後２本の
第２取付ボス２４１,２４１の間隔と、第２半体２２４に設けられる前後２本の第２取付
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ボス２４１,２４１の間隔とが同じであるが、前後２本の第２取付ボス２４１,２４１の間
隔と上下２本の第２取付ボス２４１,２４１の間隔とが異なっている。ここで、右側の第
１取付部２３８の第１可動体開口部２３８ａと比べて左側の第２取付部２４０の第２可動
体開口部２４０ａが大きく、かつ第１取付部２３８の第１当接凸条２３８ｂと比べて第２
取付部２４０の第２当接凸条２４０ｂの径が大きく設定され、第１取付部２３８の第１取
付ボス２３９と比べて第２取付部２４０の第２取付ボス２４１が第１軸線Ｌ１から遠くに
配置されており、第１取付部２３８と第２取付部２４０との取り違いを防止している。な
お、第１取付部２３８には、第１半体２２２側の２本の第１取付ボス２３９,２３９の間
に、外側方へ突出する取付ピン２３８ｃが形成されている。
【００８３】
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(第１半体と第２半体との組み付け)
前記第１取付部２３８には、第１半体２２２側の第１取付ボス２３９および第２半体２
２４側の第１取付ボス２３９の夫々に対してネジ止めすることで、前記従動ギア２１６が
取り付けられ、該従動ギア２１６が第１半体２２２と第２半体２２４との両方に跨るよう
に固定される。同様に、第２取付部２４０には、第１半体２２２側の第２取付ボス２４１
および第２半体２２４側の第２取付ボス２４１の夫々に対してネジ止めすることで、第１
回転支持部の軸となる可動体支持部材２４２が取り付けられ、該可動体支持部材２４２が
第１半体２２２と第２半体２２４との両方に跨るように固定される。このように、第１可
動部材２０２は、右側面の第１取付部２３８に取り付けられる従動ギア２１６と、左側面
の第２取付部２４０に取り付けられる可動体支持部材２４２とによって、第１半体２２２
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と第２半体２２４とが組み付けられている。また、第１可動部材２０２は、第１半体２２
２における外周板部２３３の開口端縁における各凸部と、第２半体２２４の開口端縁にお
いて平坦な部分が当接し、外周板部２３３の開口端縁における凹部と第２半体２２４の開
口端縁との間に該第１可動部材２０２の周回りに互いに離間して、複数の通口２０２ａが
形成される。ここで、第１可動部材２０２では、演出設置体２２６の上側に配設されて第
１半体２２２の円板部２３２の下側に配置される第１照明基板２２８と、演出設置体２２
６の下側に配置されて第２半体２２４に囲われて該第２半体２２４の下方開口に整合する
ように配置される第２照明基板２３０との間に、前記通口２０２ａが該第１可動部材２０
２の内部空間に連通するように開口し(図２０(ｂ)および(ｃ)参照)、該内部空間に、照明
基板２２８,２３０や演出設置体２２６に配設された第２駆動モータ２０８が発する熱が
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こもらないようにしてある。
【００８４】
(従動ギア)
前記従動ギア２１６は、平歯車であり、第１可動部材２０２における第１取付部２３８
の第１取付ボス１３９に対応して、４箇所の第１取付凹部２１６ａが形成されている。ま
た、従動ギア２１６には、第１可動部材２０２側の内端面中央から第１可動部材２０２側
に向けて突出する軸固定部２１６ｂが設けられ(図２２参照)、この軸固定部２１６ｂに回
転不能に保持されて、第１可動部材２０２と反対側の外端面中央から外方に向けて突出す
るように、前記可動体支持軸２１８が配設されている。なお、可動体支持軸２１８は、金
属製の棒状部材である。従動ギア２１６の外端面には、装置中継基板１６０に配設された

30

可動位置検知センサ１８２,１８３の検知対象となる可動位置検知部２１７が形成されて
いる(図２１参照)。すなわち、可動演出装置１００では、第１可動部材２０２の位置を検
知する可動位置検知手段が、可動位置検知センサ１８２,１８３と可動位置検知部２１７
により構成されている。可動位置検知部２１７は、従動ギア２１６の外端面外縁部から右
側方へ突出すると共に、該従動ギア２１６の回転中心を通る円の一部をなすように円弧状
に延在する板状片である。そして、４本の第１取付ボス１３８を４箇所の第１取付凹部２
１６ａに夫々嵌め合わせて、第１取付凹部２１６ａの底部に開設されたネジ孔を介して第
１取付ボスにネジ止めすることで、第１可動部材２０２と従動ギア２１６とが固定される
。このとき、従動ギア２１６は、軸固定部２１８ｂが第１可動体開口部２３８ａに挿入さ
れると共に、前記内端面が第１当接凸条２３８ｂに当接して第１軸線方向の位置決めがな
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され、該従動ギア２１６の歯面が第１可動部材２０２の側面から僅かに離れた位置に配置
される。また、従動ギア２１６は、第１可動部材２０２における第１取付部２３８の取付
ピン２３８ｃを該従動ギア２１６の内端面に開設された取付ピン孔(図示せず)に嵌め合わ
せて、第１可動部材２０２と従動ギア２１６との第１軸線周りの相対的な向きを決定し、
これにより従動ギア２１６に設けられた可動位置検知部２１７と第１可動部材２０２との
関係が規定通りに合わせられている。なお、４箇所の第１取付凹部２１６ａは、従動ギア
２１６の端面中央(可動体支持軸２１８)を中心する円上に並んでおり、可動体支持軸２１
８と第１可動部材２０２の第１可動体開口部２３８ａの中心とが揃っている。
【００８５】
(可動体支持部材)
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図２１および図２２に示すように、前記可動体支持部材２４２は、円盤状体の中央に貫
通孔が形成された略ドーナツ状に形成された軸取付部２４６と、この軸取付部２４６の貫
通孔を囲む円筒形状に形成された回転支持軸部２４７とが一体的に設けられ、回転支持軸
部２４７から軸取付部２４６に亘って連通する配線通口２４２ａが形成されている。可動
体支持部材２４２は、軸取付部２４６における第１可動部材２０２と反対側の外端面に、
回転支持軸部２４７が外側方(左側方)へ突出しており、軸取付部２４６における第１可動
部材２０２に臨む内端面に開口して、第１可動部材２０２における第２取付部２４０の第
２取付ボス２４１に対応して、４箇所の第２取付凹部２４６ａが形成されている。そして
、第２取付部２４０における４本の第２取付ボス２４１を４箇所の第２取付凹部２４６ａ
に夫々嵌め合わせて、第２取付凹部２４６ａの底部に開設されたネジ孔を介して第２取付
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ボス２４１にネジ止めすることで、第１可動部材２０２と可動体支持部材２４２とが固定
される。ここで、可動体支持部材２４２を第２取付部２４０に取り付けた際に、第２当接
凸条２４０ｂが軸取付部２４６の内端面に当接して第１軸線方向の位置決めがなされると
共に、可動体支持部材２４２の配線通口２４２ａが第２可動体開口部２４０ａに整合し、
第１可動部材２０２の内部に繋がる配線通路が形成される。このように、第１可動部材２
０２の右側を支える軸となる可動体支持軸２１８が金属棒で構成されるのに対し、第１可
動部材２０２の左側を支える軸となる可動体支持部材２４２の回転支持軸部２４７が樹脂
からなる円筒体となっている。なお、可動体２００の左側面に設けられた第２取付部２４
０の第２可動体開口部２４０ａおよび前記配線通口２４２ａには、第１可動部材２０２の
内部に配設される第１照明基板２２８に繋がる配線が通り、この配線がベース体１０２の

20

可動体収容凹部１２０の下側を通って支持体１０４の右側に配置された装置中継基板１６
０に接続されている。
【００８６】
(本体支持部)
図１６に示すように、前記支持体１０４において第１支持台部１２４の第１支持周縁部
１２６の左側部には、第１可動部材２０２を支持する第１回転支持部の軸受としての従動
側軸受部２５０が配設される本体支持部１７６が形成されている。本体支持部１７６は、
第１支持周縁部１２６の上面から上方へ立ち上がると共に前後に延在する壁状に形成され
ており、上方に開放した略半円状の軸受収容凹部１７７を備えている(図１４参照)。軸受
収容凹部１７７には、前および後側の壁に、互いに向き合う方向および上方に開口する一

30

対の規制溝１７７ａ,１７７ａが対向して形成されると共に、該軸受収容凹部１７７の底
部に、位置決め溝１７７ｂが形成されている。また、軸受収容凹部１７７には、その外側
縁に沿って規制凸条１７７ｃが立ち上がっている。本体支持部１７６は、機構設置体１７
０に対して可動体収容部１２５を挟んで向かい合っており、第２支持台部１２８の内側を
通って第２支持周縁部１２９の上面より上端が上方に位置している。
【００８７】
(従動側軸受部)
前記従動側軸受部２５０は、回転支持軸部２４７が挿通される軸孔を有する円環状の本
体部分の両側部に周方向に１８０°の角度間隔をあけて、半径方向外側に延出形成された
一対の軸受規制片２５０ａ,２５０ａと、該本体部分の下部に半径方向外方に延出形成さ

40

れた軸受位置決め片２５０ｂと、該本体部分における外側の開口縁上部に、本体部分の開
口方向に沿って延出形成された軸受固定片２５０ｃとを備えている(図２１および図２２
参照)。軸受規制片２５０ａは、本体部分周面における外縁(第１可動部材２０２から遠い
側の縁)に上下方向に延在するように設けられている。軸受位置決め片２５０ｂは、本体
部分の周面に該本体部分の開口方向に沿って延在している。軸受固定片２５０ｃは、左側
方へ向けて略水平方向に延在している。そして、従動側軸受部２５０は、軸受位置決め片
２５０ｂを位置決め溝１７７ｂに嵌め合わせると共に、２つの軸受規制片２５０ａ,２５
０ａを前後の規制溝１７７ａ,１７７ａに対応的に挿入して、軸受収容凹部１７７に収容
した状態で配設される。すなわち、従動側軸受部２５０は、軸受位置決め片２５０ｂを位
置決め溝１７７ｂに嵌め合わせることで、軸受収容凹部１７７に対する周方向の配設向き
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を規定通りとすることができ、規制溝１７７ａと軸受規制片２５０ａとの係合、および本
体部分と規制凸条１７７ｃとの係合により軸受収容凹部１７７に対する左右方向(第１軸
線方向)の移動が規制される。ここで、規制凸条１７７ｃは、従動側軸受部２５０におけ
る本体部分の厚み程度の突出寸法に設定されており、軸受収容凹部１７７に収容された従
動側軸受部２５０の軸孔に規制凸条１７７ｃが重ならないようになっている。本体支持部
１７６の前部上面には、前側の第１台座部１７８の上面を覆う第１保持受部１８０の一部
が重なっており(図１２参照)、この第１保持受部１８０の一部により前側の規制溝１７７
ａの上方開口が塞がれて、前側の規制溝１７７ａに挿入した軸受規制片２５０ａの抜け止
めが図られる。なお、軸受収容凹部１７７に配設された従動側軸受部２５０における軸受
固定片２５０ｃの上方には、第２支持台部１２８における第２支持周縁部１２９の左側部

10

に、軸受収容凹部１７７に配設された従動側軸受部２５０の周面上部に合わせて下方に開
放したアーチ状に形成されたアーチ凹部１２６ｅが延在している(図１１(ａ)参照)。
【００８８】
(第１回転支持部)
前記第１可動部材２０２の右側を支える軸となる可動体支持軸２１８は、機構設置体１
７０の上部に設けられた駆動側軸受部１７４の軸孔に差し込まれ、該駆動側軸受部１７４
に回転可能に支持される。また、可動体支持軸２１８を駆動側軸受部１７４で支持するこ
とで、従動ギア２１６の歯面下部が連係ギア２１５の歯面上部に噛み合い、第１駆動モー
タ２０６の回転駆動が駆動ギア２１４および連係ギア２１５を介して従動ギア２１６に伝
達可能になる。第１可動部材２０２の左側を支える軸となる回転支持軸部２４７は、支持
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体１０４の本体支持部１７６に配設された従動側軸受部２５０の軸孔に差し込まれ、該従
動側軸受部２５０に回転可能に支持される。このように実施例では、可動体支持軸２１８
、駆動側軸受部１７４、回転支持軸部２４７および従動側軸受部２５０により第１回転支
持部が構成されている。ここで、可動体支持軸２１８の軸中心および回転支持軸部２４７
の軸中心を通る直線が、第１回転支持部の軸線である第１軸線Ｌ１となり、第１可動部材
２０２(可動体２００)が支持体１０４に対して第１軸線Ｌ１を中心とした回転が可能に支
持される。そして、第１軸線Ｌ１は、支持体１０４の上面(第２支持台部１２８の第２支
持周縁部１２９上面)に高さがおおよそ揃うように設定されており、第１可動部材２０２
が第１位置にあるときに第１半体２２２が支持体１０４より上側に位置して第２半体２２
４が下側に隠れ、第１可動部材２０２が第２位置にあるときに第２半体２２４が支持体１
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０４より上側に位置して第１半体２２２が下側に隠れる。すなわち、第１可動部材２０２
は、第１駆動モータ２０６を正逆回転制御することで、第２半体２２４が可動体収容部１
２５に相対すると共に第１半体２２２が外方から視認可能となる第１位置と、第１半体２
２２が可動体収容部１２５に相対すると共に第２半体２２４が外方から視認可能となる第
２位置とに、１８０°の角度範囲で回動変位し得るよう構成されている。
【００８９】
(可動位置検知手段)
前記可動演出装置１００は、第１可動部材２０２の位置を検知するための可動位置検知
手段を備えている(図２０参照)。可動位置検知手段は、従動ギア２１６の外端面に形成さ
れた前記可動位置検知部２１７と、装置中継基板１６０における第１可動部材２０２に相
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対する面上部に、前後に離間して配設された一対の可動位置検知センサ１８２,１８３と
から構成されている。可動位置検知センサ１８２,１８３は、検知範囲に入った可動位置
検知部２１７を接触することなく検知し得る非接触型のセンサが用いられ、例えば光電セ
ンサや近接センサなどを採用することができる。実施例の可動位置検知センサ１８２,１
８３は、透過型(溝型)のフォトインタラプタであり、装置中継基板１６０から第１可動部
材２０２側に突出する投光部と受光部との間に設けられた溝に、検知対象となる可動位置
検知部２１７が第１可動部材２０２の回転に伴って位置するように配置される。可動位置
検知手段は、第１可動部材２０２の第１位置において可動位置検知部２１７が前側に配置
された第１可動位置検知センサ１８２の検知範囲(投光部と受光部との間)に位置する一方
で(図２０(ａ)および(ｂ))、可動位置検知部２１７が後側に配置された第２可動位置検知
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センサ１８３の検知範囲から外れる。また、可動位置検知手段は、第１可動部材２０２の
第２位置において可動位置検知部２１７が第１可動位置検知センサ１８２の検知範囲から
外れる一方で、可動位置検知部２１７が第２可動位置検知センサ１８３の検知範囲に位置
するように構成される(図２０(ｃ)および(ｂ))。可動位置検知手段は、可動位置検知部２
１７が可動位置検知センサ１８２,１８３の投光部と受光部との間に位置した際に、可動
位置検知センサ１８２,１８３の回路が接続されて可動位置信号(信号)が後述する装置制
御手段２７０を介して統括制御基板６５に向けて出力される(図２４参照)。そして、統括
制御基板６５(統括制御ＣＰＵ６５ａ)は、第１可動位置検知センサ１８２からの可動位置
信号に基づき第１可動部材２０２が第１位置にあることを判定し、第２可動位置センサ１
８３からの可動位置信号に基づき第１可動部材２０２が第２位置にあることを判定し、こ
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の判定に応じて第１駆動モータ２０６を装置制御手段２７０を介して駆動制御している。
【００９０】
(台座部)
前記支持体１０４における第１支持台部１２４の第１支持周縁部１２６上面には、本体
支持部１７６の前および後側に連ねて一対の台座部１７８,１７９が設けられている(図１
６参照)。ここで、台座部１７８,１７９は、第１可動部材２０２の動作方向に対応して配
置され、実施例では左右方向に延在する第１軸線Ｌ１を中心に前側または後側に反転する
第１可動部材２０２の動作方向に対応して、第１軸線を挟んで前後方向に振り分けて一対
の台座部１７８,１７９を配置している。各台座部１７８,１７９は、本体支持部１７６の
上端よりも上面が低く設定されると共に、その上面が本体支持部１７６よりも第１軸線方
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向内方(右側方)に延在しており、上面に板金からなる保持受部１８０,１８１が夫々配設
されている。
【００９１】
(保持手段)
実施例の可動演出装置１００は、第１可動部材２０２を第１位置および第２位置の各位
置で保持する保持手段を備えている。保持手段は、第１可動部材２０２に設けられ、該第
１可動部材２０２と共に移動する保持体２５２と、支持体１０４に設けられた前側の第１
台座部１７８の上面に配設された第１保持受部１８０と、支持体１０４に設けられた後側
の第２台座部１７９の上面に配設された第２保持受部１８１とを備えている(図１２参照)
。保持体２５２は、可動体支持部材２４２の軸取付部２４６に設けられた保持体固定部２
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４８に保持されて、第１可動部材２０２の動作につれて第１軸線Ｌ１を中心に回転変位す
るようになっている。なお、保持体２５２は、第１可動部材２０２の第１位置と第２位置
との間を回転に伴い、第１軸線Ｌ１を中心とした上方へ凸となる円弧状軌跡で移動する。
そして、保持体２５２は、第１可動部材２０２の第１位置で可動体支持部材２４２(第１
軸線Ｌ１)の前側に位置し、第１可動部材２０２の第２位置で可動体支持部材２４２(第１
軸線Ｌ１)の後側に位置する。保持体固定部２４８は、可動体支持部材２４２の軸取付部
から半径方向外側に延出すると共に、右側方(第１可動部材２０２側)に開口する箱状に形
成されて、矩形ブロック状の永久磁石からなる保持体２５２を収容保持するようになって
いる。保持体固定部２４８に保持された保持体２５２の右側縁は、第１半体２２２の外周
板部２３３の下端および第２半体２２４の上端を凹設して第２可動体開口部２４０ａから
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前側に延在するように形成された切欠を介して第１可動部材２０２に挿入されて位置決め
されている。
【００９２】
前記保持受部１８０,１８１は、磁石からなる保持体２５２の磁力により引き付けられ
る鉄等の磁性体を材質とする板材である。第１保持受部１８０および第２保持受部１８１
は、第１可動部材２０２の回転に伴う保持体２５２の回転軌跡に重なるように配置されて
いる。本体支持部１７６と第１可動部材２０２との間で移動する保持体２５２に合わせて
、第１保持受部１８０は、第１可動部材２０２の第１位置において保持体２５２と上下方
向で対面するように配設され(図１２参照)、第２保持受部１８１は、第１可動部材２０２
の第２位置において保持体２５２と上下方向で対面するように配設されている。すなわち
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、第１可動部材２０２が第１位置にある場合には、保持体２５２が第１保持受部１８０に
磁力により引っ付くことで該第１可動部材２０２が第１位置に保持され、第１可動部材２
０２が第２位置にある場合には、保持体２５２が第２保持受部に磁力により引っ付くこと
で該第１可動部材２０２が第２位置に保持される。ここで、回転動作する第１可動部材２
０２の回転停止は、保持体２５２と保持受部１８０,１８１との当接によるものではなく
、第１駆動モータ２０６の駆動停止によって基本的に規定されるが、第１駆動モータ２０
６のステップずれなどの不良が生じた際に、保持体２５２と保持受部１８０,１８１との
当接によりストッパとして機能し、第１可動部材２０２が過度に回転することによる配線
の断線などの不具合の発生を防止できる。しかも、保持受部１８０,１８１は、板金から
なるので強度に優れている。

10

【００９３】
(第１照明基板)
前記第１照明基板２２８は、第１半体２２２の円板部２３２の内面と略同じ外形形状で
略円形に形成されている(図２１および図２２参照)。第１照明基板２２８は、その中央に
、前述した第１軸支部２３４の軸孔に挿通した回転軸２３６の挿通を許容する回転軸開口
２２８ａが形成されると共に、外周縁には、４つの設置体ボス２３２ｃに整合する切欠２
２８ｂが形成されている。第１照明基板２２８は、円板部２３２に対向する上面に、回転
軸開口２２８ａを中心とする円周上に複数(実施例では１０個)のＬＥＤ等の第１照明発光
体２２９が、円板部２３２に設けられた各照射口２３２ａに臨むように、周方向へ等間隔
に配設されている。

20

【００９４】
(演出設置体)
前記第１可動部材２０２の内部に配設される演出設置体２２６は、外周縁に壁が上方に
立ち上がる略長方形のトレイ状に形成された本体部分と、この本体部分略中央から下方へ
延出する第２軸支部２５４とが一体的に形成された合成樹脂の成形部材である(図２１お
よび図２２参照)。演出設置体２２６には、第２可動部材２０４を回転するため第２駆動
機構が配設されている。演出設置体２２６は、本体部分における４つの角隅部を設置体ボ
ス２３２ｃにネジ止めして、円板部２３２との間に第１照明基板２２８および第２駆動機
構のギア２５６,２５７の配設スペースをあけた状態で第１半体２２２に取り付けられて
いる。第２軸支部２５４は、上下に貫通する軸孔を有し、この軸孔に挿通された回転軸２
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３６を回転可能に保持するようになっている。前記第１軸支部２３４と共に第２回転支持
部の軸受を構成する第２軸支部２５４は、第１半体２２２に設けられた第１軸支部２３４
と反対方向となる下方へ延出して形成され、該第２軸支部２５４の軸孔と第１軸支部２３
４の軸孔とは同一直線上に位置し、第２可動部材２０４を支持する回転軸２３６が両軸孔
に挿通される。すなわち、実施例では、第１軸支部２３４、第２軸支部２５４および回転
軸２３６によって第２回転支持部が構成されている。そして、第２軸支部２５４の軸孔と
第１軸支部２３４の軸孔を通る軸線が、第２回転支持部の軸線である第２軸線Ｌ２となっ
ており、第２回転支持部の第２軸線Ｌ２は、第１回転支持部の第１軸線Ｌ１の中間におい
て該第１軸線Ｌ１と直交するよう延在している。
【００９５】

40

(第２照明基板)
前記演出設置体２２６における４つの角隅部から下方へ延出する４本の配設ボス２２６
ａの下端には、該演出設置体２２６との間に第２駆動機構の第２駆動モータ２０８や配線
の配設スペースあけた状態で第２照明基板２３０が配設される(図２１および図２２参照)
。第２照明基板２３０は、第１可動部材２０２の第２半体２２４の下側開口形状に合わせ
て略円形に形成され、その中央に、第２軸支部２５４の挿通を許容する軸支部開口２３０
ａが形成されている。なお、第２照明基板２３０は、演出設置体２２６に形成された２つ
の位置決めピンを対応の位置決め孔に嵌め合わせることで、規定通りの配設向きにしてい
る。そして、第２照明基板２３０の下面には、ＬＥＤ等の第２照明発光体２３１が複数配
設されており、第１可動部材２０２における第２半体２２４の下方開口を介して第２照明
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発光体２３１が下方へ臨むようになっている。第２照明発光体２３１は、第２照明基板２
３０の基板面全体に略均一に分布するように配設されており、第２可動部材２０４におけ
る第２演出体２１２の全体を内側から照らして、該第２演出体２１２全体を略均一に発光
させ得るようになっている。なお、第２照明基板２３０は、第１照明基板２２８に配線接
続されており、該第１照明基板２２８を中継して給電される。
【００９６】
(第２駆動機構)
前記第２駆動機構は、第１可動部材２０２の第１半体２２２に取り付けられる演出設置
体２２６に設置された第２駆動モータ２０８と、回転軸２３６に配設され、第２駆動モー
タ２０８の出力軸に配設された出力ギア２５６に噛み合う作動ギア２５７とを備えている

10

(図２１および図２２参照)。第２駆動モータ２０８は、正逆回転および変速等の各種制御
が可能なステッピングモータ等の電動モータが用いられ、減速用のギアボックスが内蔵さ
れている。また、第２駆動モータ２０８は、第１照明基板２２８に配線接続されている。
第２駆動モータ２０８は、出力軸を上方に向けた姿勢で演出設置体２２６の下面に設置さ
れ、演出設置体２２６と第１照明基板２２８との間に臨む出力軸に平歯車からなる出力ギ
ア２５６が配設されている。作動ギア２５７は、平歯車であり、演出設置体２２６の中央
部を下方へ凹ませて形成された凹部に下部が収容された状態で、該演出設置体２２６と第
１照明基板２２８との間に、出力ギア２５６に噛み合うように配設されている。第２駆動
機構は、第２駆動モータ２０８の正逆回転駆動を出力ギア２５６および作動ギア２５７を
介して回転軸２３６に伝達し、これにより回転軸２３６に配設された第２可動部材２０４

20

を、第１可動部材２０２に対して回転させ得るようになっている。
【００９７】
(演出位置検知手段)
前記第２可動部材２０４の原点位置を検知する演出位置検知手段は、第１照明基板２２
８の下面に配設された演出位置検知センサ２５８と、作動ギア２５７の上面に形成された
演出位置検知部２５９とから構成されている(図２１および図２２参照)。なお、演出位置
検知センサ２５８としては、投光部と受光部との間に設けられた溝における演出位置検知
部２５９の有無をセンシングする透過型(溝型)のフォトインタラプタが用いられている。
演出位置検知部２５９は、回転軸２３６を中心とする円弧状に延在し、作動ギア２５７の
上面から上方に延出する板状片であり、作動ギア２５７の回転に伴い演出位置検知センサ

30

２５８における投光部と受光部との間の溝を通過するようになっている。そして、演出位
置検知センサ２５８が演出位置検知部２５９を検知する位置(演出位置検知センサ２５８
の溝に演出位置検知部２５９が位置するとき)が、第２可動部材２０４の原点位置に設定
されている。演出位置検知手段は、演出位置検知部２５９が演出位置検知センサ２５８の
投光部と受光部との間に位置した際に、演出位置検知センサ２５８の回路が接続されて演
出位置信号(信号)が装置制御手段２７０を介して統括制御基板６５に向けて出力される(
図２４参照)。そして、統括制御基板６５(統括制御ＣＰＵ６５ａ)は、演出位置検知セン
サ２５８からの演出位置信号に基づき第２可動部材２０４が原点位置にあることを判定し
、この判定に応じて第２駆動モータ２０８を装置制御手段２７０を介して駆動制御してい
る。

40

【００９８】
(第２可動部材)
前記第２可動部材２０４は、第１可動部材２０２を貫通する第２回転支持部としての回
転軸２３６の上端部(一端部)に取り付けられた第１演出体２１０および該回転軸２３６の
下端部(他端部)に取り付けられた第２演出体２１２を備えている(図２１および図２２)。
すなわち、第１演出体２１０は、第１可動部材２０２の第１半体２２２から上方へ延出し
た回転軸２３６の上端部に取り付けられて該第１半体２２２の上側に隣接して設けられ、
第２演出体２１２は、第１可動部材２０２の第２半体２２４から下方へ延出した該回転軸
２３６の下端部に取り付けられて該第２半体２２４の下側に隣接して設けられている。そ
して、第１演出体２１０および第２演出体２１２は、球面の一部をなす略ボウル状に形成
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されて、その外面が第１可動部材２０２の外面と合わさって、略球形状の意匠形状からな
る可動体２００を構成している。また、第２可動部材２０４は、第２駆動モータ２０８の
駆動により、第１可動部材２０２を挟んで第１演出体２１０および第２演出体２１２が同
期して回転するよう構成されている。
【００９９】
(第１演出体)
前記第１演出体２１０は、光を透過不能(し難い)な材料からなる被覆部材２６０と、こ
の被覆部材２６０の下側に嵌め合わされ、被覆部材２６０に開設された光透過口２６０ａ
を塞ぐ光透過部材２６１とから構成されている(図２１および図２２参照)。下方に開口す
る略ボウル状に形成された第１演出体２１０は、下部開口側の外径寸法が、第１可動部材

10

２０２の第１半体２２２における円板部２３２の外径寸法と略同じに設定されており、第
１半体２２２の外周板部２３３に連なって連続的な球面を形成するようになっている。光
透過部材２６１は、凹凸形状などの光拡散処理が施されており、第１可動部材２０２の第
１半体２２２に設置された第１照明基板２２８の各第１照明発光体２２９から照射された
光によって、光透過口２６０ａを覆う部分が発光するようになっている。
【０１００】
(第２演出体)
前記第２演出体２１２は、上方に開口する略ボウル状に形成され(図２１および図２２
参照)、光の透過が可能に構成されている。 第２演出体２１２は、上部開口側の外径寸法
が、第１可動部材２０２の第２半体２２４の外径寸法と略同じに設定されており、第２半

20

体２２４の周面に連なって連続的な球面を形成するようになっている。そして、第２演出
体２１２は、凹凸形状などの光拡散処理が施されており、第１可動部材２０２の第１半体
２２２に設置された第２照明基板２３０の第２照明発光体２３１から照射された光によっ
て、全体的に発光するようになっている。
【０１０１】
(パチンコ機の制御構成について)
次に、パチンコ機１０の制御構成について説明する。実施例のパチンコ機１０には、図
２３に示すように、パチンコ機１０を全体的に制御するメイン制御基板(メイン制御手段)
６０と、該メイン制御基板６０からの制御信号に基づいて各制御対象を制御するサブ制御
基板(サブ制御手段)６５,７０,７２,７３とが設けられている。すなわち、メイン制御基

30

板６０では、パチンコ機１０に備えられた各種検出センサ(検出手段)からの検出信号に基
づいて各種処理が実行され、その処理結果に応じた各種の制御信号(制御コマンド)がサブ
制御基板６５,７０,７２,７３に出力されるようになっている。
【０１０２】
実施例のパチンコ機１０は、サブ制御基板として、遊技演出を全体的に制御する演出制
御基板(演出制御手段)としての統括制御基板６５と、図柄表示装置１７での表示内容を制
御する表示制御基板７０と、パチンコ機１０が備える各種発光演出手段(ランプ装置１８
等)の発光制御を行うランプ制御基板７２と、パチンコ機１０が備えるスピーカ１９の音
出力制御を行う音制御基板７３とを備えている。すなわち、メイン制御基板６０が出力し
た制御信号(制御コマンド)に基づいて、統括制御基板６５が表示制御基板７０、ランプ制

40

御基板７２および音制御基板７３を制御するよう構成されており、パチンコ機１０で実行
される各種遊技演出(図柄変動演出、発光演出、音声演出や可動物による動作演出)を統括
的にコントロールし得るようになっている。すなわち、統括制御基板６５は、メイン制御
基板６０からの制御信号に応じて該統括制御基板６５から出力した制御信号(制御コマン
ド)に基づいて、可動演出装置１００における可動体２００の動作、あるいは可動演出装
置１００における発光用の基板(発光手段)１５６,１６２,２２８,２３０の発光のタイミ
ングや発光強度等、可動演出装置１００での演出内容を制御するよう構成される。ここで
、表示制御基板７０は、統括制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)に基づ
いて、図柄表示装置１７に表示される図柄(飾図)や背景画像等の図柄変動演出の表示内容
を制御するよう構成される。また、ランプ制御基板７２は、統括制御基板６５から出力さ
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れた制御信号(制御コマンド)に基づいて、パチンコ機１０が備えるランプ装置１８等の各
種発光演出手段の点灯・消灯のタイミングや、発光強度等を制御するものである。そして
、音制御基板７３は、統括制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)に基づき
、パチンコ機１０が備える各種スピーカ１９からの音声出力のタイミングや大きさ等を制
御するものである。
【０１０３】
(メイン制御基板６０について)
前記メイン制御基板６０は、図２３に示すように、制御処理を実行するメイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａ、該メイン制御ＣＰＵ６０ａが実行する制御プログラムを記憶するメイン制御Ｒ
ＯＭ６０ｂ、当該メイン制御ＣＰＵ６０ａの処理に必要なデータの書込み・読出しが可能

10

なメイン制御ＲＡＭ６０ｃ等が備えられている。そして、前記始動入賞検出センサ３４、
特別入賞検出センサ４４、球通過ゲート４７の通過球検出センサ４８等の各種センサがメ
イン制御ＣＰＵ６０ａに接続されている。また、メイン制御ＣＰＵ６０ａには、第１およ
び第２特図表示器５０Ａ,５０Ｂ、第１および第２特図保留表示部５２,５３、普図表示器
５５、普図保留表示部５６等の各表示器が接続されて、各検出センサ３４,４４,４８の検
出を契機としてメイン制御ＣＰＵ６０ａで実行された制御処理に基づいて、各表示器５０
Ａ,５０Ｂの表示制御が実行されるようになっている。また、メイン制御ＣＰＵ(開放制御
手段)６０ａには、特別入賞装置４０に設けられたソレノイド４２が接続されており、該
メイン制御ＣＰＵ６０ａでの制御処理結果に基づいて該ソレノイド４２の駆動制御が行わ
れるようになっている。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、当り遊技の種類に応じて特

20

別入賞ソレノイド４２を駆動制御し、開閉扉４３を長時間開放動作させる長時間開放制御
および開閉扉４３を短時間開放動作させる短時間開放制御を実行するよう構成される。
【０１０４】
(統括制御基板)
前記統括制御基板６５は、統括制御ＣＰＵ６５ａを備えている。該統括制御ＣＰＵ６５
ａには、図２３に示すように、統括制御ＲＯＭ６５ｂおよび統括制御ＲＡＭ６５ｃが接続
されている。また、統括制御ＣＰＵ６５ａは、各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更
新後の値を統括制御ＲＡＭ６５ｃの設定領域に記憶(設定)して更新前の値を書き換えてい
る。統括制御ＲＯＭ６５ｂには、表示制御基板７０、ランプ制御基板７２、音制御基板７
３および可動演出装置１００を制御する装置制御手段２７０などを統括的に制御するため

30

の統括制御プログラムが記憶されている。統括制御ＣＰＵ６５ａは、各種制御コマンドを
入力すると、当該統括制御プログラムに基づき各種制御を実行する。統括制御基板６５は
、外部から入力される信号(情報)を受け付ける入力インターフェースと、可動演出装置１
００の装置制御手段２７０などに制御信号を主力する出力インターフェースとを有するＩ
２

Ｃ Ｉ／Ｏエクスパンダからなる入出力インターフェース(本体通信手段)６５ｄを備え

、この入出力インターフェース６５ｄにより制御信号をシリアル変換して装置制御手段２
７０に向けてシリアル伝送し、装置制御手段２７０からシリアル伝送される操作検知手段
１０６からの操作信号や位置検知手段１８２,１８３,２５８からの位置検知信号がパラレ
ル変換される。
【０１０５】

40

前記統括制御ＣＰＵ６５ａは、装置制御手段２７０による制御対象となる駆動モータ２
０６,２０８や基板１５６,１６２,２２８,２３０を制御する制御部２７２,２７４,２７６
(図２４参照)に個別に割り当てられたアドレスを指定して制御内容を出力する。実施例で
は、制御部２７２,２７４,２７６が備えるＩ２Ｃ Ｉ／Ｏエクスパンダからなる通信回路(
装置通信手段)２８０の個別アドレスが指定される。すなわち、統括制御ＣＰＵ６５ａは
、入出力インターフェース６５ｄを介して、可動演出装置１００において制御対象を制御
する制御部２７２,２７４,２７６に個別に割り当てられたアドレスを指定して、指定した
個別アドレスの制御部２７２,２７４,２７６に制御内容を送信する。
【０１０６】
図２３に示すように、前記表示制御基板７０は、表示制御ＣＰＵ７０ａを備えている。
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表示制御ＣＰＵ７０ａには、表示制御ＲＯＭ７０ｂおよび表示制御ＲＡＭ７０ｃが接続さ
れている。また、表示制御基板７０(表示制御ＣＰＵ７０ａ)には、図柄表示装置１７が接
続されている。表示制御ＲＯＭ７０ｂには、図柄表示装置１７の表示内容を制御するため
の表示制御プログラムが記憶されている。また、表示制御ＲＯＭ７０ｂには、各種の画像
データ(図柄、各種背景画像、文字、キャラクタなどの画像データ)が記憶されている。更
に、表示制御ＲＡＭ７０ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種の情
報が記憶(設定)されるようになっている。
【０１０７】
前記パチンコ機１０は、始動入賞装置３０への入賞を契機として当りか否かを判定する
と共に、複数種類の当り遊技の中から付与する当り遊技の種類を決定する当り遊技決定手

10

段(当り判定手段)および決定した種類の当り遊技を特図変動表示終了後(図柄変動演出終
了後)に付与する当り遊技付与手段としての機能を前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが備えて
いる。メイン制御ＣＰＵ６０ａは、始動入賞装置３０への入賞に基づいて、前記メイン制
御ＲＯＭ６０ｂが記憶する複数の変動パターンの中から１つの変動パターンを決定する変
動パターン決定手段としての機能を備えている。また、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、
大当りが発生する確率(当り判定手段による判定結果が肯定となる確率)が通常よりも高確
率となる確変状態を付与するか否かを判定する確変状態判定手段として機能すると共に、
大当り遊技終了後に確変状態を付与する確変付与手段として機能するよう構成されている
。ここで、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、大当りが発生する場合(当り判定手段の判定
結果が肯定の場合)にのみ、確変状態を付与するか否かを判定するようになっている。前

20

記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、当り判定が肯定判定の場合に、始動入賞装置３０への入賞
に基づいて当り遊技後に遊技者に有利な特典状態(確変状態、変短状態)を付与するか否か
を決定する特典状態決定手段としての機能を備えている。また、前記メイン制御ＲＡＭ６
０ｃは、第１始動入賞口３１に入賞したパチンコ球を始動保留球として記憶する保留記憶
手段として機能する。
【０１０８】
(装置制御手段)
図２４に示すように、前記統括制御基板６５(統括制御ＣＰＵ６５ａ)から入力される制
御信号(制御コマンド)に基づいて可動演出装置１００を制御する装置制御手段２７０は、
可動体２００(第１可動部材２０２)を動作させる第１駆動モータ２０６の駆動制御を行う
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可動制御部２７２と、装飾発光基板１５６および飾り発光基板１６２の発光制御を行う発
光制御部２７４と、第２可動部材２０４を動作させる第２駆動モータ２０８の駆動制御を
行うと共に照明基板２２８,２３０の発光制御を行う演出制御部２７６とを備えている。
なお、これらの制御部２７２,２７４,２７６としては、例えばＣＭＯＳ型のＩＣ等のＩ２
Ｃバス制御デバイスが用いられる。
【０１０９】
(可動制御部)
図２４に示すように、前記可動制御部２７２には、例えばＭＯＳ型ＩＣからなるローサ
イドスイッチ２７３を介して第１駆動モータ２０６が接続されており、ハイサイドスイッ
チとして機能する可動制御部２７２と該ローサイドスイッチ２７３とにより第１駆動モー

40

タ２０６の回転方向や回転速度等を制御するモータドライバが構成される。また、可動制
御部２７２には、第１可動部材２０２の位置を検知する可動位置検知手段の第１可動位置
検知センサ１８２および第２可動位置検知センサ１８３が接続されて、該可動位置検知セ
ンサ１８２,１８３からの可動位置信号が夫々入力される。更に、可動制御部２７２には
、可動体カバー１１０の押圧操作を検知する複数の操作検知手段１０６,１０６の操作検
知センサ１０８,１０８の夫々が接続され、各操作検知センサ１０８からの操作信号が互
いに独立して入力される。なお、可動制御部２７２およびこれに対応するローサイドスイ
ッチ２７３は、装置中継基板１６０に実装されており、前述の如く２つの可動位置検知セ
ンサ１８２,１８３も装置中継基板１６０に実装されており、第１駆動モータ２０６およ
び操作検知センサ１０８の夫々が装置中継基板１６０に配線接続されている。
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【０１１０】
(発光制御部)
図２４に示すように、前記発光制御部２７４には、発光装飾体１５２を発光させる装飾
発光基板１５６が接続されると共に、飾り部１６６を発光させる複数(３基)の飾り発光基
板１６２が夫々接続されており、統括制御ＣＰＵ６５ａからの制御信号に基づいて発光制
御部２７４によりこれらの発光基板１５６,１６２に実装された発光体１５７,１６３の点
灯・消灯や、発光色などの発光制御を行い得るようになっている。なお、発光制御部２７
４は、装置中継基板１６０に実装されており、装飾発光基板１５６および飾り発光基板１
６２の夫々が装置中継基板１６０に配線接続されている。
【０１１１】

10

(演出制御部)
図２４に示すように、前記演出制御部２７６には、例えばＭＯＳ型ＩＣからなるローサ
イドスイッチ２７７を介して第２駆動モータ２０８が接続されており、ハイサイドスイッ
チとして機能する演出制御部２７６とローサイドスイッチ２７７とにより第２駆動モータ
２０８の回転方向や回転速度等を制御するモータドライバが構成されている。また、演出
制御部２７６には、第２可動部材２０４の位置を検知する演出位置検知手段の演出位置検
知センサ２５８が接続されて、該演出位置検知センサ２５８からの演出位置信号が入力さ
れる。更に、演出制御部２７６には、第２可動部材２０４の第１演出体２１０を照明する
第１照明基板２２８が接続されると共に、第２可動部材２０４の第２演出体２１２を照明
する第２照明基板２３０が接続されており、これらの照明基板２２８,２３０に実装され

20

た照明発光体２２９,２３１の点灯・消灯や、発光色などの発光制御を行い得るようにな
っている。なお、演出制御部２７６およびこれに対応するローサイドスイッチ２７７は、
第１照明基板２２８に実装されると共に、前述の如く演出位置検知センサ２５８も第１照
明基板２２８に実装されており、第２駆動モータ２０８および第２照明基板２３０が第１
照明基板２２８に配線接続されている。また、第１照明基板２２８は、装置中継基板１６
０と配線接続されている。このように、統括制御基板６５に電気的に繋がる配線が装置中
継基板１６０に接続されて、装置中継基板１６０から可動演出装置１００が備える電気機
器に配線接続されている。
【０１１２】
(制御部の具体的な構成)

30

前記可動制御部２７２、発光制御部２７４および演出制御部２７６について更に説明す
る。なお、可動制御部２７２、発光制御部２７４および演出制御部２７６は、基本的な構
成が同じなのでまとめて説明する。図２４に示すように、統括制御基板６５における本体
通信手段としての入出力インターフェース６５ｄと制御部２７２,２７４,２７６(装置制
御手段２７０)は、接続線ＳＤＡおよび接続線ＳＣＬを介して接続されている。接続線Ｓ
ＤＡは、統括制御基板６５と制御部２７２,２７４,２７６との間でシリアルデータを通信
するためのものであり、実施例においてデータ信号線として機能している。また、接続線
ＳＣＬは、統括制御基板６５と制御部２７２,２７４,２７６との間でクロック信号を通信
するためのものであり、実施例においてタイミング信号線として機能している。このよう
に、統括制御基板６５および制御部２７２,２７４,２７６は、Ｉ２Ｃ(アイ・スクエア・

40

シー)からなるシリアルバスで接続され、統括制御基板６５と制御部２７２,２７４,２７
６との間でシリアル伝送により信号をやり取りし得るようになっている。統括制御基板６
５の入出力インターフェース６５ｄは、統括制御ＣＰＵ６５ａの制御信号に基づいて、所
定の周期(タイマ割込毎)でシリアルデータおよびクロック信号をデータ信号線ＳＤＡとタ
イミング信号線ＳＣＬを介して出力するよう構成されている。そして、制御部２７２,２
７４,２７６は、タイミング信号線ＳＣＬから入力されるクロック信号に同期してデータ
信号線ＳＤＡからシリアルデータを取得し、複数系統の出力線にシリアルデータに応じた
パルスを出力する。ここで、制御部２７２,２７４,２７６は、クロック信号線ＳＣＬのク
ロックの変化に同期して、データ信号線ＳＤＡからシリアルデータを受信し、シリアルデ
ータに含まれる指令から制御対象の出力線を選択して所定のパルスを出力するようになっ
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ている。
【０１１３】
図２５に示すように、前記制御部２７２,２７４,２７６は、データ信号線ＳＤＡおよび
クロック信号線ＳＣＬが接続されて、当該信号線ＳＤＡ,ＳＣＬから統括制御ＣＰＵ６５
ａからの制御信号を受け取ると共に当該信号線ＳＤＡ,ＳＣＬを介して統括制御ＣＰＵ６
５ａｂに向けて位置信号を発信する装置通信手段としての通信回路２８０を備えている。
また、制御部２７２,２７４,２７６は、デバイスアドレスを設定する動作制御回路２８１
と、デバイスアドレスを判定するレジスタ２８２と、制御モードを設定するパルス制御回
路２８３と、制御対象に繋がる出力線が接続するパルス出力回路２８４と、検知センサ１
０８,１８２,１８３,２５８等の信号発信手段からの信号を受け取る信号入力回路２８５

10

とを備えている。
【０１１４】
前記通信回路２８０は、クロック信号線ＳＣＬのクロック信号を受信し、クロック信号
に同期してデータ信号線ＳＤＡからシリアルデータを取得し、シリアルデータからデバイ
ス選択データ、制御データおよび動作データを抽出し、制御データと動作データをレジス
タ２８２に出力し、デバイス選択データを動作制御回路２８１に出力する。なお、デバイ
ス選択データは、デバイスＩＤとデバイスアドレスからなる。動作制御回路２８１は、予
め設定された設定端子の信号レベルによって制御対象のデバイスアドレスを設定する。こ
こで、データ信号線ＳＤＡおよびクロック信号線ＳＣＬには複数の制御部２７２,２７４,
２７６が接続されているので、動作制御回路２８１は、通信回路２８０から受信したデバ

20

イスアドレスと設定端子の値が一致したときには、レジスタ２８２にデバイスセレクト信
号を出力する。レジスタ２８２は、デバイスセレクト信号が入力されると、通信回路２８
０からの制御コマンドと制御データは当該制御部宛てであると判定して、制御コマンドと
制御データに応じた所定のパルスを出力するようにパルス制御回路２８３に指令する。パ
ルス制御回路２８３は、出力線毎に制御モードを設定し、レジスタ２８２に設定された値
とクロック信号に基づいて、パルス出力回路２８４にパルスを出力し、パルス出力回路２
８４から出力線毎に所定のパルスがそれぞれ出力される。そして、制御部２７２,２７４,
２７６から制御モードに応じて出力されるパルス信号より、例えば制御対象が駆動モータ
２０６,２０８であれば、制御モードで設定された回転向きに、設定された回転速度で設
定されたステップ数分だけ回転するなどの駆動制御が行われる。信号入力回路２８５は、
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外部からの入力を受け付けてレジスタ２８２にセットし、このレジスタ２８２にセットさ
れた信号が統括制御基板６５に送信すべき信号であると判定した場合に、当該レジスタ２
８２にセットされた信号が、通信回路２８０から統括制御基板６５へ向けて送信される。
【０１１５】
(操作信号の判定処理)
前記可動制御部２７２の信号入力回路２８５には、複数の操作検知センサ１０８から出
力される操作信号が夫々入力され、この操作信号を受け付けてレジスタ２８２にセットす
る。ここで、可動制御部２７２は、レジスタ２８２にセットされた操作信号を統括制御基
板６５に送信すべき信号であると判定し、通信回路２８０から統括制御基板６５へ向けて
送信する。そして、統括制御ＣＰＵ６５ａは、可動制御部２７２から操作信号が入力があ
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った際に、複数の操作検知センサ１０８の全てから操作信号があるとき、または複数の操
作検知センサ１０８の全てから操作信号の入力がなくても全部より少ない設定数の操作検
知センサ１０８からの操作信号の入力があるときは、可動体カバー１１０が押圧操作され
たと判定し、これに基づいてパチンコ機１０の遊技状態(演出種類選択用演出が行われる
状態、操作変化系演出で演出を変化させる状態、デモ演出モード等)に応じて遊技演出(演
出種類選択用演出、操作変化系演出、バトル演出など)を実行または変更するように制御
する。仮に、操作検知手段１０６を３基有し、操作検知センサ１０８の操作判定設定数が
２基である場合は、１つの操作検知センサ１０８からしか操作信号の入力がないときは可
動体カバー１１０の押圧操作が判定されず、２つまたは３つの操作検知センサ１０８から
操作信号の入力があるときは可動体カバー１１０の押圧操作が判定される。なお、実施例
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の可動演出装置１００は、操作検知手段１０６を２基有し、操作検知センサ１０８の操作
判定設定数が１基であるので、少なくとも１基の操作検知センサ１０８から操作信号の入
力があると可動体カバー１１０の操作を判定するよう処理される。このように、実施例で
は、統括制御ＣＰＵ６５ａが操作判定手段として機能している。
【０１１６】
(電源基板)
前記パチンコ機１０の裏側には、パチンコ機１０の電源制御を行う電源基板８２、球払
出装置７５を駆動制御する払出制御基板(払出制御手段)７６、打球発射装置２８を駆動制
御する発射制御基板等が配設されている(図２３参照)。電源基板８２には、パチンコ機１
０に供給する電源のＯＮ−ＯＦＦを切り替える電源スイッチ８３ａおよびメイン制御ＲＡ

10

Ｍ６０ｃを初期化(クリア)させるためのクリアスイッチ８４ａが設けられている。また、
電源基板８２には、電源スイッチ８３ａに接続し、該電源スイッチ８３ａのＯＮ−ＯＦＦ
の切り替えに応じてメイン制御基板６０に電源ＯＮ信号、電源ＯＦＦ信号を出力する電源
監視回路８３が設けられると共に、クリアスイッチ８４ａに接続するクリア回路８４が設
けられている。実施例では、クリアスイッチ８４ａをＯＮ操作した状態で電源スイッチ８
３ａをＯＮ操作したときに限り、メイン制御基板６０にクリア信号を出力し、該クリア信
号を受けたメイン制御基板６０がメイン制御ＲＡＭ６０ｃを初期化するクリア処理を行う
よう設定される。すなわち、実施例では、電源監視回路８３、電源スイッチ８３ａ、クリ
ア回路８４およびクリアスイッチ８４ａからクリア手段が構成される。なお、クリア回路
８４とクリアスイッチ８４ａとからクリア手段を構成し、クリアスイッチ８４ａをＯＮ操
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作したときにクリア回路８４からメイン制御基板６０にクリア信号を出力する構成も採用
し得る。
【０１１７】
(操作検知手段のチェック処理)
実施例のパチンコ機１０では、前記電源監視回路８３からの電源ＯＮ信号および前記ク
リア回路８４からのクリア信号がメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力された場合に、該メイン
制御ＣＰＵ６０ａは、電源ＯＮコマンドおよびクリアコマンドを統括制御ＣＰＵ６５ａに
出力するようになっている。そして、統括制御ＣＰＵ６５ａでは、電源ＯＮコマンドが入
力された場合に、操作検知手段１０６(操作検知センサ１０８)のチェック処理を開始可能
に構成されている。ここで、操作検知手段１０６のチェック処理の開始条件を電源ＯＮコ
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マンドの入力だけとしたが、これに加えて、前記クリア回路８４からのクリア信号がメイ
ン制御ＣＰＵ６０ａに入力された場合に、該メイン制御ＣＰＵ６０ａが出力するクリアコ
マンドも操作検知手段１０６のチェック処理の開始条件としてもよい。また、パチンコ機
１０において、当該パチンコ機１０に関するエラーチェックの１つの項目として操作検知
手段１０６の状態チェック設定を設け、統括制御ＣＰＵ６５ａに電源ＯＮコマンドおよび
／またはクリアコマンドが入力されると、統括制御ＣＰＵ６５ａは環境設定に移行する処
理および環境設定が可能な項目を選択する処理を行うようにしてもよい。
【０１１８】
(操作検知手段のチェック処理の具体的な流れについて)
前記統括制御基板６５には、前述のように、操作手段としての可動体カバー１１０の押
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圧操作による操作検知センサ１０８からの操作信号が入力されるよう構成されている(図
２４参照)。メイン制御ＣＰＵ６０ａから電源ＯＮコマンドが統括制御ＣＰＵ６５ａに入
力されると、統括制御ＣＰＵ６５ａには、可動体カバー１１０の操作を所定期間(操作確
認可能期間)に亘って有効とする操作有効コマンドが設定される。このように、可動体カ
バー１１０の操作を有効とする操作確認可能期間を設定する統括制御ＣＰＵ６５ａが、電
源投入時点(電源ＯＮ信号がメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力された時点)から可動体カバー
１１０の操作を有効とする操作確認可能期間を設定する操作確認可能期間設定手段として
機能している。そして、統括制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａから電源ＯＮ
コマンドが統括制御ＣＰＵ６５ａに入力された後の所定タイミングで、統括制御ＣＰＵの
クロック時間をカウントするタイマ手段または別途設けられたタイマ手段などによって操
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作確認可能期間の計時を開始する。なお、実施例では、電源ＯＮコマンドが統括制御ＣＰ
Ｕ６５ａに入力された時点でタイマ手段が操作確認可能期間の計時を開始する。この際に
、統括制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａから電源ＯＮコマンドが入力された
タイミングで、表示制御基板７０(表示制御ＣＰＵ７０ａ)にも操作有効コマンドを出力し
、図柄表示装置１７に、可動体カバー１１０の操作確認が可能な時間や可動体カバー１１
０の押圧を促す旨を表示させてもよい。
【０１１９】
ここで、前記電源監視回路８３からの電源ＯＮ信号がメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力さ
れた場合に、該メイン制御ＣＰＵ６０ａは、電源ＯＮコマンドを統括制御ＣＰＵ６５ａに
出力すると共に、所定のセキュリティチェック等の初期設定処理を行う。統括制御ＣＰＵ

10

６５ａは、電源ＯＮコマンドの入力により初期設定処理を行うが、初期設定処理に要する
時間が、メイン制御ＣＰＵ６０ａが初期設定処理に要する時間よりも短く、統括制御ＣＰ
Ｕ６５ａはメイン制御ＣＰＵ６０ａよりも早い時期に立ち上がる。前記操作確認可能期間
は、統括制御ＣＰＵ６５ａの初期設定処理とメイン制御ＣＰＵ６０ａの初期設定処理との
時間差を用いるように設定され、メイン制御ＣＰＵ６０ａが立ち上がるまでの時間を操作
検知手段１０６のチェックに有効利用している。
【０１２０】
前記操作確認可能期間において、可動体カバー１１０を押圧操作して、複数の操作検知
センサ１０８のうちの何れか１つから操作信号が統括制御基板６５に入力されると、操作
判定手段としての統括制御ＣＰＵ６５ａは、可動体カバー１１０が操作されたと判定し、
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ランプ制御基板７２および／または装置制御手段２７０に操作判定コマンドを出力するよ
う構成される。ランプ制御基板７２は、操作判定コマンドが入力されると、前枠１３に配
設された演出実行手段としてのランプ装置１８や遊技盤２０に設けられた盤面発光手段(
図示せず)を発光させるよう制御する。また、装置制御手段２７０は、操作判定コマンド
が入力されると、演出実行手段としての装飾発光基板１５６や飾り発光基板１６２や照明
基板２２８,２３０を発光させるよう制御してもよい。すなわち、実施例では、ランプ制
御基板７２および装置制御手段２７０が、操作検知手段１０６が正常に操作検知している
ことを報知させる操作確認報知実行手段として機能している。なお、操作検知手段１０６
が正常に操作検知していることの報知は、スピーカ１９からの音声によるものであっても
よく、この場合は音制御基板７３が操作確認報知実行手段となり、図柄表示装置１７での
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表示によって報知を行う場合は、表示制御ＣＰＵ７０ａが操作確認報知実行手段となる。
また、前枠１３や遊技盤２０の発光手段による報知、スピーカ１９による報知および図柄
表示装置１７による報知を適宜組み合わせて行ってもよい。
【０１２１】
前記タイマ手段が操作確認可能期間をカウントアップした際に統括制御ＣＰＵ６５ａか
ら出力されるデモ移行コマンドまたは統括制御ＣＰＵからの前記操作判定コマンドの出力
により操作検知手段１０６のチェック処理を終了し、パチンコ機１０において遊技が行わ
れていること(遊技実施状態)を検出する遊技検出手段が遊技実施状態を検出していないこ
とを条件として、パチンコ機１０がデモ演出モードに移行するよう設定される。実施例の
遊技検出手段としては、遊技盤２０の盤面に設けられた始動入賞検出センサ３４、普通入
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賞検出センサ、通過球検出センサ４８が用いられ、これら検出センサ３４,４８による球
検出の信号がメイン制御基板６０に入力されることで、該メイン制御基板６０のメイン制
御ＣＰＵ６０ａが、遊技が行われていると判定するよう設定される。また、メイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａは、前記検出センサ３４,４８からの球検出信号が入力されると同時にメイン
タイマ手段により時間の計時を開始し、該メインタイマ手段が予め設定されたデモ設定時
間を計時しても新たな球検出信号が入力しないことを条件(所定条件)として、パチンコ機
１０をデモ演出モードに移行するよう設定される。すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａが
、デモ演出を図柄表示装置１７で実行させるデモ演出実行制御手段の機能を有している。
【０１２２】
〔実施例の作用〕
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次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用について説明する。
【０１２３】
(可動体の演出態様)
前記可動演出装置１００は、第１駆動モータ２０６を正逆駆動制御することにより、第
１可動部材２０２が支持体１０４に対して第１回転支持部の第１軸線Ｌ１を中心として１
８０度回転し、第１位置および第２位置に姿勢変位する。そして、第１駆動モータ２０６
の駆動により、第１可動部材２０２が回転する際には、可動位置検知部２１７が可動位置
検知センサ１８２,１８３で検知されると、該第１可動部材２０２の第１位置または第２
位置への到来が判定され、第１駆動モータ２０６が駆動停止される。また、第１可動部材
２０２が第１位置または第２位置に到来した際には、第１可動部材２０２に設けられた保

10

持体２５２が、支持体１０４に設けられた対応の保持受部１８０,１８１に磁力により吸
着するから、第１駆動モータ２０６の停止状態において当該第１可動部材２０２を適切に
保持することができる。これにより、第２可動部材２０４を回転したり、可動体カバー１
１０を押圧操作しても、第１可動部材２０２が意図せず動くことを防止できる。可動演出
装置１００は、第２駆動モータ２０８を駆動制御することにより、第２可動部材２０４が
第１可動部材２０２に対して第２軸線Ｌ２を中心として回転する。そして、第１位置に第
１可動部材２０２が停止している場合には、回転する第１演出体２１０が見えて、第２位
置に第１可動部材２０２が停止している場合には、回転する第２演出体２１２が見えるよ
うになり、第１可動部材２０２の回転に伴い、意匠が異なる２種類の演出体２１０,２１
２に切り替えることができる。可動演出装置１００は、第１駆動モータ２０６および第２
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駆動モータ２０８を同時または同期的に駆動制御させることも可能であり、これにより、
第１位置と第２位置との間を回転する第１可動部材２０２に対して第２可動部材２０４が
回転するようになる。そして、可動演出装置１００は、第１照明基板２２８および／また
は第２照明基板２３０を発光制御することで、第１演出体２１０および／または第２演出
体２１２を発光させることができる。従って、第１可動部材２０２および第２可動部材２
０４の複雑な動作および発光演出の組み合わせにより、可動体２００による演出態様の多
様化を図ることができる。
【０１２４】
前記パチンコ機１０では、前枠１３における上球受け皿１４に配設される可動演出装置
１００の可動体２００を囲って該可動体２００を保護する可動体カバー１１０を、遊技演
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出を実行可能な操作手段として用いている。これにより、操作手段および可動演出装置１
００を、上球受け皿１４の上面に別々に配設する場合と比べて省スペース化を図ることが
でき、遊技者から視認し易くかつアクセスし易い場所である上球受け皿１４の上面スペー
スを有効利用して、より多くの部材や機器を配置したり、可動演出装置１００を大型化す
ることも可能となる。すなわち、可動演出装置１００の可動体２００を大型化することで
、可動体２００の動作による演出のインパクトを高めることができる。また、可動体２０
０を囲う可動体カバー１１０自体も大型化することができるから、該可動体カバー１１０
の押圧操作を行い易く、かつ該可動体カバー１１０を操作手段とする押圧操作への興味を
よりかき立てることができ、遊技演出の操作による興趣を向上することができる。ここで
、可動体カバー１１０は、可動体２００を保護するために必須の部材であるから、部材を
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追加するものではなく、操作手段と可動演出装置１００とを別々に配設する場合と比べて
部品点数を減らすことも可能となる。
【０１２５】
そして、可動演出装置１００において、可動体２００を大きくするにつれて該可動体２
００を覆う可動体カバー１１０も必然的に大きくなると共に、実施例のように操作面部１
１２の対角幅が１０ｃｍを越えるような可動体カバー１１０の大型化も可能であり、可動
体２００のインパクトだけでなく前枠１３に配設された構造物としての可動体カバー１１
０のインパクトも高まり、遊技者の興味を惹き付けることができる。しかも、可動演出装
置１００を、操作手段としての可動体カバー１１０の操作を案内するナビゲーション手段
としても機能させることができ、例えば可動体カバー１１０の操作タイミングに合わせて
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、可動体２００を動作させたり、発光手段１５６,１６２,２２８,２３０を発光させるな
どにより、遊技者に可動体カバー１１０の押圧操作を促すことができる。このように、可
動体２００を保護する可動体カバー１１０を、遊技演出を実行可能な操作手段として共用
することで、可動演出装置１００と遊技演出を実行させる操作手段とを、互いの機能に悪
影響を与えることなく前枠１３の上球受け皿１４の上面において好適に配置することがで
きる。
【０１２６】
(支持機構について)
前記可動体カバー１１０は、可動体２００を動作可能に支持する支持体１０４に近接・
離間変位可能に支持された受け体１３４に配設されているから、可動体カバー１１０の押
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圧操作によって可動体２００に影響を与えず、可動体２００の動作および可動体カバー１
１０の押圧操作を互いに独立して行い得る。また、可動体カバー１１０の操作面部１１２
と可動体２００との間には、該可動体カバー１１０に収容されて発光装飾体１５２が配設
されているが、発光装飾体１５２が支持体１０４に支持される一方で、可動体カバー１１
０は、支持体１０４に変位可能に支持された受け体１３４に配設されており、可動体カバ
ー１１０の押圧操作によって発光装飾体１５２は変位しない。そして、略球形の可動体２
００は、第１軸線Ｌ１を中心に全体としてその場で回転すると共に、第２可動部材２０４
が第１軸線Ｌ１と交差する第２軸線Ｌ２を中心として第１可動部材２０２に対して回転す
る構成であるから、動作により可動体２００の外形位置が基本的に変化しない。可動体カ
バー１１０は、可動体２００の前後左右を周壁部１１４で囲って可動体２００の上方に延
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在する操作面部１１２が押圧操作に伴って可動体２００に近接するように変位するが、周
壁部１１４が可動体２００の横側を平行移動すると共に操作面部１１２が操作位置でも可
動体２００から離れており、可動体２００の動作範囲に重なることはない。すなわち、可
動体２００が動作しているときであっても、可動体カバー１１０を押圧操作することがで
き、可動体カバー１１０を押圧操作しているときであっても、可動体２００を動作させる
ことができる。
【０１２７】
(緩衝体について)
前記可動体カバー１１０が配設された受け体１３４は、支持機構１３６を介して支持体
１０４に上下変位可能に支持されており、支持体１０４において受け体１３４の下面に臨
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む第２支持周縁部１２９には、反発弾性が低いゴム等からなる緩衝体１５０が配設されて
いる。可動体カバー１１０を通常位置から押圧操作した際に、下方変位する受け体１３４
の下面に下方へ半球形状に突出形成された当接凸部１３４ａが緩衝体１５０に弾力的に受
け止められ、受け体１３４が移動規制される。このように、受け体１３４と支持体１０４
とが硬い部分同士で当接するのではなく、可動体カバー１１０の押圧操作に伴う受け体１
３４の下方変位を緩衝体１５０で受ける構成であるから、受け体１３４および支持体１０
４の破損を回避することができる。可動体カバー１１０における操作面部１１２の外周縁
などの一部が局所的に押された場合に、可動体カバー１１０が押された部分だけが下降し
て傾くような可動体カバー１１０の不均等な変位に際しても、支持体１０４の第２支持周
縁部１２９に周方向に互いに離間して分散配置された複数の緩衝体１５０と、これら緩衝

40

体１５０に対応配置された当接凸部１３４ａとの組のうち、受け体１３４が下方傾斜した
部位に対応する組が当接するので、支持体１０４と受け体１３４との強干渉を防止するこ
とができる。特に可動体カバー１１０が大きくなると、傾くように可動体カバー１１０が
押圧操作される可能性が大きくなるが、可動体カバー１１０の傾斜下部に対応する位置に
配置された緩衝体１５０によって受け体１３４の当接凸部１３４ａを受け止めて緩衝する
ことができる。従って、緩衝体１５０によって、可動体カバー１１０の押圧操作によって
振動等に起因して可動体２００や前枠１３に配設された機器に悪影響を与えたり、支持体
１０４と受け体１３４との当接により干渉音が発生するなどの不具合を回避できる。
【０１２８】
更に、支持機構１３６における案内軸１３８と軸通部１４０との係合により変位経路が
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規定される受け体１３４において、案内軸１３８と軸通部１４０との係合部位近傍では、
可動体カバー１１０の不均等な押圧操作に伴って受け体１３４が傾いても当接凸部１３４
ａの位置ズレが小さい。すなわち、案内軸１３８と軸通部１４０との係合部位近傍に緩衝
体１５０を配設することで、可動体カバー１１０が傾くように押圧操作されても、受け体
１３４の当接凸部１３４ａを適切に受け止めることができる。そして、可動体カバー１１
０に非常に強い荷重がかかった場合は、受け体１３４の当接凸部１３４ａが緩衝体１５０
に没入して、受け体１３４の下面と支持体１０４の上面をなす第２支持周縁部１２９とが
面接触するから、当該荷重を受け止めることができる。
【０１２９】
(防振体について)

10

前記可動演出装置１００は、前枠１３に設置されるベース体１０２と、可動体２００を
支持する支持体１０４との間に、反発弾性が低いゴムからなる防振体１３２が配設されて
いる。支持体１０４は、ベース体１０２におけるベース周縁部１２２の上面に配設された
防振体１３２に載置され、支持体１０４、支持体１０４が支持する可動体２００および可
動体カバー１１０からかかる荷重を防振体１５０で受け止めるようになっている。支持体
１０４には、該支持体１０４に対して動作する可動体２００や該可動体２００を動作させ
る第１駆動モータ２０６などの振動発生源が配設されており、支持体１０４に対して支持
機構１３６を介して近接・離間変位可能に支持された可動体カバー１１０を押圧操作する
ことでも振動が発生し、該可動体カバー１１０も振動発生源となる。このように、支持体
１０４は、多くの振動発生源を支持しているが、ベース体１０２との間に配設された防振
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体１３２によってベース体１０２への振動の伝達を防止することができ、可動演出装置１
００から上球受け皿１４(前枠１３)への振動伝達を遮断することができる。特に可動体カ
バー１１０を大型化することで、可動体カバー１１０に力を加え易くなり、可動体カバー
１１０が強くたたかれた場合には、支持体１０４に大きな荷重がかかることになるが、こ
の大きな荷重を防振体１３２によって受け止めて緩衝することができ、前枠１３への振動
の伝達を防止するだけでなく、可動体カバー１１０の操作に伴う衝撃が支持体１０４に支
持された可動体２００へ悪影響を与えることを回避できる。すなわち、防振体１３２によ
って、前枠１３において可動演出装置１００の周辺に配設されたスイッチ類やセンサ類や
可動役物などの機器への影響を防ぐことができ、可動演出装置１００の振動に起因するこ
れらの機器の誤作動を防止することができる。また、支持機構１３６は、案内軸１３８を
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囲繞して受け体１３４と支持体１０４との間に介挿された弾性部材１４４によって、受け
体１３４を支持体１０４から上方に離間させた状態で保持しているので、可動体２００の
動作に伴って発生する振動を、支持体１０４から受け体１３４に伝わり難くすることがで
き、可動体２００を動作した際に受け体１３４に配設された可動体カバー１１０に悪影響
を与えない。
【０１３０】
前記可動体２００は、左右方向に延在する第１軸線Ｌ１を中心に回転するように動作し
、第１位置の第１可動部材２０２が、第１演出体２１０が後側に向かうと共に第２演出体
２１２が前側に向かうように半回転して第２位置で停止し、このときの可動体２００の回
転により支持体１０４に後側へ向けた慣性力が作用する。また、第２位置の第１可動部材

40

２０２が、第２演出体２１２が前側に向かうと共に第１演出体２１０が後側に向かうよう
に半回転して第１位置で停止し、このときの可動体２００の回転により支持体１０４に前
側へ向けた慣性力が作用する。ここで、ベース体１０２と支持体１０４との間には、第１
軸線Ｌ１を前後に挟んだ前側の傾斜下部と後側の傾斜上部とに分けて防振体１３２,１３
２が夫々配設されているから、可動体２００の一方の回転に伴う後向きの慣性力を後側の
防振体１３２で緩衝することができると共に、可動体２００の他方の回転に伴う前向きの
慣性力を前側の防振体１３２で緩衝することができる。このように、防振体１３２が、可
動体２００の動作に伴い発生する力を考慮して配設してあるから、可動体２００の動作に
伴う振動を前枠１３または可動体カバー１１０により伝わり難くすることができる。
【０１３１】
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(可動演出装置の発光手段について)
前記可動演出装置１００は、可動体２００の上方に配置して可動体カバー１１０に収容
された発光装飾体１５２を発光する装飾発光基板１５６と、可動体２００の前後左右を囲
うように配置して可動体カバー１１０に収容された飾り部１６６を発光する飾り発光基板
１６２とを備えている。前述のように可動体カバー１１０の大型化が可能になることで、
可動体カバー１１０内に可動体２００だけでなく、発光基板１５６,１６２とこれに照ら
される装飾部１５２,１６６からなる発光演出部を配置することができ、可動体カバー１
１０を大きくし得ることで、このような発光演出部も大型化できる。このように、可動演
出装置１００では、大型の可動体２００の動作と、大型の発光装飾体１５２の発光との相
乗により、インパクトがあり、複雑な演出を行うことができる。しかも、装飾発光基板１
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５６および飾り発光基板１６２を、操作手段としての可動体カバー１１０の操作を案内す
るナビゲーション手段としても機能させることができ、例えば可動体カバー１１０の操作
可能なタイミングに合わせて、装飾発光基板１５６および／または飾り発光基板１６２を
発光させることで、遊技者に可動体カバー１１０の押圧操作を促すことができる。
【０１３２】
(発光装飾体の支持構造)
前記発光装飾体１５２は、支持体１０４の第２支持台部１２８に周方向に離間して立設
されて受け体１３４の内側を通って上方に延出する複数の脚部１５４の上端に配設されて
いる。これに対して、受け体１３４に配設された可動体カバー１１０は、該受け体１３４
を支持体１０４に対して近接・離間変位可能に支える支持機構１３６を介して支持体１０
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４に支持されている。このように、押圧操作に伴う可動体カバー１１０または受け体１３
４の変位につれて、発光装飾体１５２が変位することなく、可動体カバー１１０の押圧操
作を発光装飾体１５２に関わりなく行うことができる。そして、発光装飾体１５２は、支
持体１０４に対する相対的な位置が変化しないので、支持体１０４に配設された装置中継
基板１６０からの配線の取り回しを行い易い。しかも、遊技者から最も遠い位置に配置さ
れた脚部１５４に沿って装飾発光基板１５６に接続される装飾配線１５８を配設してある
から、発光装飾体１５２に配設された装飾発光基板１５６に繋がる装飾配線１５８を目立
たなくすることができる。
【０１３３】
前記支持機構１３６は、弾性部材１４４の付勢により可動体カバー１１０が操作位置か

30

ら元の位置に復帰する際に、案内軸１３８に配設された係止部１４２が支持体１０４に引
っ掛かることで可動体カバー１１０が位置規制される。ここで、発光装飾体１５２を支持
する脚部１５４に近接して設けられた軸通部１４０に挿通する案内軸１３８に係止部１４
２が設けられていないから、係止部１４２の係止に伴う振動が脚部１５４に伝わるのを抑
えることができる。従って、可動体カバー１１０の押圧操作によって生じる振動等により
、発光装飾体１５２が振動するなどの悪影響を回避できる。そして、案内軸１３８と軸通
部１４０との係合位置近傍には、緩衝体１５０が配設されているから、可動体カバー１１
０の押圧操作に伴い受け体１３４が支持体１０４に近接変位した際に緩衝体１５０で受け
止めて緩衝しているので、脚部１５４に振動などの負荷をより与え難くすることができる
。このように、脚部１５４に対して可動体カバー１１０の変位に伴う負荷を軽減して、脚
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部１５４の破損などを防止でき、可動体２００の視認の邪魔になり難い細い幅で脚部１５
４を設定し得る。
【０１３４】
前記支持体１０４の第２支持周縁部１２９に配設された飾り発光基板１６２は、該飾り
発光基板１６２における可動体カバー１１０の内側に延出して受け体１３４の内側に臨む
部位に飾り発光体１６３が配設されるから、可動体カバー１１０の内側に配置した飾り部
１６６を、該可動体カバー１１０を支持する受け体１３４に邪魔されずに適切に照明する
ことができる。すなわち、可動体カバー１１０の内側に収容された可動体２００の周りを
、発光する飾り部１６６によって好適に装飾することができる。また、飾り発光基板１６
２における支持体１０４の外側に偏倚した部位に配線が接続される飾りソケット１６４を
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配設するので、該飾り発光基板１６２が支持体１０４において受け体１３４に臨む第２支
持周縁部１２９の内外方向に延在し、受け体１３４の変位方向に重なることになる。しか
しながら、受け体１３４には、飾り発光基板１６２の配設箇所に合わせて基板逃げ凹部１
３４ｃが形成されているから、飾り部１６６を照らす飾り発光基板１６２と受け体１３４
との干渉を該基板逃げ凹部１３４ｃにより回避し得る。そして、飾り発光基板１６２は、
可動体２００より離れる外側位置に偏倚して配線を接続するので、該配線と可動体２００
との干渉を防止することができる。特に、左前側に配置した飾り発光基板１６２および後
側に配置した飾り発光基板１６２は、第２支持台部１２８の支持袴部１３０より外側に飾
りソケット１６４が位置しているので、支持袴部１３０が飾りソケット１６４に接続する
配線と可動体２００との区切る壁となり、配線の噛み込みをより適切に防止できる。

10

【０１３５】
(可動体カバーの意匠形状について)
前記可動体カバー１１０は、該可動体カバー１１０の変位方向と交差するように延在す
る操作面部１１２で可動体２００の上方を覆うと共に、受け体１３４の上方に延在する飾
り部１６６の上面から上方に突出する可動体２００の前後左右を周壁部１１４で覆うよう
になっている。このように、可動体２００を動作可能に収容する可動体カバー１１０は、
比較的大きくなるので、遊技者が操作し易くなるメリットがあるが、可動体カバー１１０
が大きくなることで、遊技者に可動体カバー１１０が強くたたかれるおそれがある。ここ
で、可動体カバー１１０の操作面部１１２の上面には、中央凸部１１２ａや凸条部１１２
ｂなど、上方へ突出する角張った意匠形状が形成していあるから、当該意匠形状により遊
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技者の強い打撃をためらわすことができ、過度の衝撃の入力に伴う可動体カバー１１０な
どの構成部材の破損を予防できる。しかも、操作面部１１２に上下に凹凸するよう形成さ
れた意匠形状が、操作面部１１２の断面積を増加させるリブとしても機能し、操作面部１
１２自体の剛性を向上させることができる。
【０１３６】
前記可動体カバー１１０は、周壁部１１２が上球受け皿１４の意匠面を構成する枠状の
縁取り部材１６８の内側から上方へ延出しており、実施例では通常位置において周壁部１
１２における５ｃｍを越えた上下範囲が外方へ露出している。また、可動体カバー１１０
は、通常位置から操作位置に向けて押圧操作し、縁取り部材１６８に対して下降した状態
であっても、周壁部１１２の上下方向半分以上の範囲が外方に露出しており、周壁部１１
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２が縁取り部材１６８(上球受け皿１４)の上面から上方へ比較的大きく突出して、遊技者
が周壁部１１２にアクセス可能になっている。ここで、周壁部１１２は、横断面形状が多
角形状になる略多角柱状に基本的に形成されており、周壁部１１２には、隣り合う周面部
分１１４ａがなす稜部が周方向に離間して上下に延在している。このように、周壁部１１
４は、多角形状に由来する稜部で角張っているので、遊技者が周壁部１１４を横殴りする
ことをためらわせることができる。また、周壁部１１４の各周面には、外方へと突出して
上下方向に延在する周面突出部１１６が設けられ、該周面突出部１１６により形成される
角によって該周面に角を増やして、周壁部１１４をより角張らせることができ、遊技者が
周壁部１１４をたたくことに対して心理的な規制を働かせることができる。更に、周壁部
１１４は、縁取り部材１６８側の根元部分１１４ｂ(下部)が、操作面部１１２に連なる部
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分よりも変位方向と交差する外方へ延出した段状に形成されているから、根元部分１１４
ｂと該根元部分より上側の周面部分１１４ａとがなす周面段部１１７により角ができ、遊
技者が周壁部１１４を横殴りすることを一層ためらわせることができる。
【０１３７】
このように、前記可動体カバー１１０は、周壁部１１４の角張った形状により該周壁部
１１４がたたかれることを予防でき、可動体カバー１１０を上下方向に変位可能に支持す
る支持機構１３６などの構成部材に、該可動体カバー１１０の変位方向以外の方向に要求
される強度を軽減することができる。従って、可動体カバー１１０の支持機構１３６の構
成を簡単にすることができる。
【０１３８】
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(操作検知手段の配置)
実施例では、前記可動体２００の周囲を囲う可動体カバー１１０における周壁部１１４
の下側に対応して、周方向に離間して複数の操作検知手段１０６を配設すると共に、複数
の操作検知手段１０６の全部よりも少ない個数(実施例では１個)の操作検知センサ１０８
の検知により、可動体カバー１１０の押圧操作を判定する構成である。例えば、可動体カ
バー１１０における操作面部１１２の前端を押圧操作した際に、可動体カバー１１０が前
側だけが下降して前側に傾くように変位するが、複数の操作検知手段１０６が可動体カバ
ー１１０の周方向に離間して配置されているから、後側に配置された操作検知手段１０６
において操作検知部１０７が操作検知センサ１０８の検知範囲より外れる程変位しないと
しても、前側に配置された操作検知手段１０６において操作検知部１０７が操作検知セン
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サ１０８の検知範囲より外れて、前側の操作検知手段１０６の操作検知センサ１０８から
操作信号が少なくとも出力される。このように、可動体カバー１１０が傾くように押され
たとしても、複数の操作検知手段１０６の何れかで可動体カバー１１０の押圧変位を検知
することができる。特に可動体カバー１１０を大きくすると、可動体カバー１１０に力が
不均等に加えられ易く、可動体カバー１１０が傾くように変位することになるが、このよ
うな可動体カバー１１０の傾いた変位に伴う、該可動体カバー１１０の押圧操作の検知不
良を抑えることができる。すなわち、可動体カバー１１０を操作手段を適切に機能させる
ことができる。
【０１３９】
前記可動体カバー１１０は、該可動体カバー１１０の押圧操作による変位方向が鉛直線

20

に対して上球受け皿１４の上面から上方へ向かうにつれて前側に傾いた姿勢で配設されて
いるのに対応して、操作検知手段１０６が、可動体カバー１１０の周壁部１１４における
傾斜上側と傾斜下側との夫々に対応して配設されている。このように、予め傾いた姿勢で
配設された可動体カバー１１０は、遊技者から押された際に前または後に傾き易いが、こ
れに対応した位置に操作検知手段１０６が夫々配置されているので、可動体カバー１１０
における押圧操作の検知不良をより好適に防止し得る。そして、複数の操作検知手段１０
６の全ての検知が可動体カバー１１０の操作判定の条件ではなく、複数の操作検知手段１
０６の全部よりも少ない設定数の操作検知センサ１０８による検知を操作判定の条件とし
ているから、遊技者による可動体カバー１１０の操作を遊技演出の実行処理に適切に反映
させることができる。特に、実施例のように、複数の操作検知手段１０６のうち、少なく
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とも１つの操作検知センサ１０８の検知を操作判定の条件とすることで、可動体カバー１
１０の傾いた変位などの影響を受けず、遊技者による可動体カバー１１０の操作を遊技演
出の実行処理により確実に反映させることができる。
【０１４０】
(操作検知手段の検知方式)
前記操作検知手段１０６は、操作検知部１０７とこの操作検知部１０７を接触しないで
検知し得る非接触型の操作検知センサ１０８とから構成されているので、可動体カバー１
１０を大型化して遊技者に強く押圧操作されたとしても、マイクロスイッチなどの相手と
の当接により開閉動作する機構を有するものと異なり、操作検知手段１０６が壊れにくい
。しかも、操作検知手段１０６は、操作検知部１０７が通常位置において操作検知センサ
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１０８の投光部１０８ａと受光部１０８ｂとの間に位置して、可動体カバー１１０が通常
位置から押圧操作されることで、操作検知部１０７が投光部１０８ａと受光部１０８ｂと
の間から外れる。これによれば、可動体カバー１１０の傾いた変位に伴って操作検知部１
０７が規定の変位経路から位置ずれしたとしても、投光部１０８ａと受光部１０８ｂとの
間から外れるので、操作検知部１０７が操作検知センサ１０８に干渉することはない。そ
して、操作位置にある可動体カバー１１０を離した場合は、弾性部材１４４の付勢により
支持機構１３６の案内軸１３８と軸通部１４０との係合下に変位経路が規定されたもとで
操作検知部１０７が操作検知センサ１０８における投光部１０８ａと受光部１０８ｂとの
間に戻るから、操作検知部１０７が操作検知センサ１０８に干渉することが防止される。
【０１４１】
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前記操作検知手段１０６は、操作検知部１０７が操作検知センサ１０８の検知範囲にあ
るときに回路が遮断されると共に、該操作検知部１０７が操作検知センサ１０８の検知範
囲外になることで回路が接続されて信号を出力する構成であるから、仮に操作検知センサ
１０８が故障したとしても、エラー信号が出力され続けることはない。仮に、操作検知部
１０７が操作検知センサ１０８の検知範囲にあるときに回路が接続されて信号を出力する
と共に、該操作検知部１０７が操作検知センサ１０８の検知範囲外になることで回路が遮
断される構成であると、操作検知センサ１０８が故障した場合に、可動体カバー１１０が
通常位置にあるときに操作信号が出力され続けることになる。これに対して、実施例の操
作検知手段１０６は、操作検知センサ１０８が故障しても、可動体カバー１１０が通常位
置にあれば操作検知部１０７が投光部１０８ａと受光部１０８ｂとの間に位置して操作検

10

知センサ１０８の回路を遮断するので、操作信号の出力を阻むことができる。そして前述
の如く、複数の操作検知手段１０６のうちの設定数の検知を条件として、可動体カバー１
１０の押圧操作を判定しているので、仮に１基の操作検知センサ１０８が故障したとして
も、残りの操作検知手段１０６によって可動体カバー１１０の押圧操作を検知し得る。こ
のように、操作手段としての可動体カバー１１０の操作を判定するための操作検知手段１
０６は、故障許容度が高く設定されているので、１つの操作検知手段１０６が故障しても
パチンコ機１０の連続した稼働を許容し、操作検知手段１０６の故障に起因するメンテナ
ンスの手間を軽減することができる。
【０１４２】
(操作検知手段のチェック処理について)
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電源投入後に設定されて該電源投入後から計時される操作確認可能期間において、可動
体カバー１１０を押圧操作することに伴い、ランプ装置１８などの発光による報知があれ
ば、操作検知手段１０６が適正に機能していることが判り、可動体カバー１１０を押圧操
作しても、ランプ装置１８などが発光しなければ、操作検知手段１０６の不良が判る。こ
のように、電源投入後の遊技開始前に、操作検知手段１０６の良否を簡単に確認すること
ができる。
【０１４３】
(可動演出装置の信号伝送)
前記可動演出装置１００における可動体２００(第１可動部材２０２)を動作させる第１
駆動モータ２０６を制御する可動制御部２７２は、互いの通信手段６５ｄ,２８０によっ
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て統括制御基板６５とシリアル接続されているから、該可動制御部２７２に第１可動部材
２０２の位置を検知するための可動位置検知センサ１８２,１８３および可動体カバー１
１０の押圧操作を検知するための操作検知センサ１０８,１０８を接続しても、可動制御
部２７２の大型化を回避できる。換言すると、可動制御部２７２と統括制御基板６５とを
シリアル接続することで、コンパクトな可動制御部２７２であっても該可動制御部２７２
に対して、可動位置検知センサ１８２,１８３や操作検知センサ１０８,１０８などのセン
サ類を接続することができる。同様に、可動演出装置１００における第２可動部材２０４
を動作させる第２駆動モータ２０８を制御する演出制御部２７６は、互いの通信手段６５
ｄ,２８０によって統括制御基板６５とシリアル接続されているから、該演出制御部２７
６に第２可動部材２０４の位置を検知するための演出位置検知センサ２５８を接続しても
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、演出制御部２７６の大型化を回避できる。換言すると、演出制御部２７６と統括制御基
板６５とをシリアル接続することで、コンパクトな演出制御部２７６であっても該演出制
御部２７６に対して、演出位置検知センサ２５８などのセンサ類を接続することができる
。
【０１４４】
(変更例)
本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(１)可動体カバーの形状は、実施例に限られず、円柱状を基本として外面に突起が形成さ
れた形状等、適宜の形状とすることができる。
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(２)可動体の動作は、実施例に限られず、例えば第２可動部材を設けず、１つの動作だけ
を行う構成であってもよい。また、可動体の動作態様としては、回転に限られず、水平移
動や揺動その他であってもよい。
(３)緩衝体は、支持体に配設するのではなく、受け体における支持体に臨む部位に配設し
てもよい。
(４)可動体を動作する駆動手段としては、電動モータに限らず、シリンダやロータリーソ
レノイドなどのアクチュエータであってもよい。
(５)保持手段は、保持体が金属で、保持受部が磁石であってもよい。
(６)発光体としては、様々な色で発光可能なフルカラータイプのチップＬＥＤや白色の単
色発光が可能なチップＬＥＤ、電球やその他の光を発する手段を用いることができる。
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(７)駆動機構における動力伝達構造は、実施例の歯車構造に限定されず、ネジ軸やベルト
などその他の構造を採用し得る。
(８)可動制御部の信号入力回路に、複数の操作検知センサから出力される操作信号を夫々
入力し、操作検知センサの全数または当該全数よりも少ない設定数の操作検知センサから
操作信号が入力があったときに、レジスタにセットされた操作信号が通信回路から統括制
御基板に出力する。これに対して、設定数に満たない数の操作検知センサからしか操作信
号の入力がない場合は、レジスタにセットされた操作信号が通信回路に出力されないよう
処理してもよい。すなわち、制御部を操作判定手段として機能させてもよい。このように
、操作信号の判定処理を制御部側だけで行ってよく、また制御部側と統括制御基板(制御
手段)側との両方で行ってもよい。
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(９)位置検知手段の検知に基づく駆動モータの制御を制御部だけで行ってもよい。例えば
制御部は、統括制御基板(統括制御ＣＰＵ)からの制御信号に基づき駆動モータを駆動開始
し、位置検知センサからの位置信号の入力により可動物の位置を判定して駆動モータを停
止するなどの制御を行うように構成してもよい。
(１０)実施例においてメイン制御手段(メイン制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部
をサブ制御手段(統括制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対にサブ制御手段が備え
る機能の全部または一部をメイン制御手段が備えるようにしてもよい。そして実施例では
、メイン制御基板とサブ制御基板(統括制御基板)とを分けて設けるようにしたが、単一の
制御基板とすることもできる。すなわち、実施例におけるメイン制御手段およびサブ制御
手段の機能を、単一の制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよい。更
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に、別途制御基板を備えて、実施例のメイン制御手段やサブ制御手段が備える機能の全部
また一部を、別の制御手段に備えさせてもよい。
(１１)実施例において統括制御手段(統括制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部を表
示制御手段(表示制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対に表示制御手段が備える機
能の全部または一部を統括制御手段が備えるようにしてもよい。そして実施例では、統括
制御基板(統括制御ＣＰＵ)と表示制御基板(表示制御ＣＰＵ)とを分けて設けるようにした
が、単一の制御基板とすることもできる。すなわち、実施例における統括制御手段および
表示制御手段の機能を、単一の制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにしても
よい。また、発光制御を行うランプ制御手段や音出力制御を行う音制御手段に関しても同
様に、統括制御手段が兼用することができる。
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(１２)遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチン
コ球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
【符号の説明】
【０１４５】
１３ 前枠(枠部材)
１００ 可動演出装置
１０２ ベース体
１０４ 支持体
１０６ 操作検知手段(検知手段)
１１０ 可動体カバー(カバー)
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１３２ 防振体
１３４ 受け体
１３８ 案内軸
１４０ 軸通部
１４４ 弾性部材
１５０ 緩衝体
２００ 可動体
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