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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】プロジェクタを内部に取り付けた状態でプロジ
ェクタに対して調整を行うことができる遊技機を提供す
る。
【解決手段】プロジェクタと、プロジェクタにより投射
される光の進行方向を調節するための調節部と、プロジ
ェクタを収容する収容部と、収容部に取り付けられた連
結用部材と、を備え、プロジェクタと収容部とは、連結
用部材を介して連結されており、収容部には、調節部を
外部から操作可能な位置に開口が設けられるとともに、
開口を閉塞可能な閉塞部材が取り付けられており、閉塞
部材には、収容部に係合される係合部が形成されており
、閉塞部材は、一の螺子により収容部に対して固定され
ており、連結用部材も、一の螺子により収容部に対して
固定されている。
【選択図】図１０５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロジェクタと、
　前記プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節するための調節部と、
　前記プロジェクタを収容する収容部と、
　前記収容部に取り付けられた連結用部材と、を備え、
　前記プロジェクタと前記収容部とは、前記連結用部材を介して連結されており、
　前記収容部には、前記調節部を外部から操作可能な位置に開口が設けられるとともに、
該開口を閉塞可能な閉塞部材が取り付けられており、
　前記閉塞部材には、前記収容部に係合される係合部が形成されており、
　前記閉塞部材は、一の螺子により前記収容部に対して固定されており、前記連結用部材
も、該一の螺子により前記収容部に対して固定されている、
　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。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プロジェクタを用いることにより演出を行うことが可能な遊技機が知られている
（特許文献１及び２参照）。このような遊技機によれば、遊技用の映像がプロジェクタか
らスクリーン等の投影面に投影されることにより、液晶表示装置の代わりに、スクリーン
等に映像が表示されるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－０３５０６６号公報
【特許文献２】特開２００９－２４０４５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来、このようなプロジェクタが搭載される遊技機においては、プロジ
ェクタが遊技機の内部にいったん固定されてしまうと、その後にプロジェクタに対して微
調整を施すことが困難であった。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、プロジェクタを内部に取
り付けた状態でプロジェクタに対して調整を行うことが可能な遊技機を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明は、以下の遊技機を提供する。
【０００７】
　（１）　プロジェクタ（例えば、プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節するための調節部（例えば、上
側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプ
ロジェクタカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への
取り付け部分等）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（例えば、キャビネットＧ）と、
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　前記収容部に取り付けられた連結用部材（例えば、プロジェクタカバープレートＢ１０
００）と、を備え、
　前記プロジェクタと前記収容部とは、前記連結用部材を介して連結されており、
　前記収容部には、前記調節部を外部から操作可能な位置に開口（例えば、操作用窓Ｇ１
０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口を閉塞可能な閉塞部材（例えば、閉塞
用蓋Ｇ１００）が取り付けられており、
　前記閉塞部材には、前記収容部に係合される係合部（例えば、上側係止片Ｇ１０８ａ及
び下側係止片Ｇ１０８ｂ、並びに、上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ１１８ｂ）が
形成されており、
　前記閉塞部材は、一の螺子（例えば、蓋取付用ネジ５１００）により前記収容部に対し
て固定されており、前記連結用部材も、該一の螺子により前記収容部に対して固定されて
いる、
　ことを特徴とする遊技機。
【０００８】
　（１）の発明によれば、プロジェクタを収容する収容部には、プロジェクタにより投射
される光の進行方向を調節するための調節部を外部から操作可能な位置に開口が設けられ
るとともに、該開口を閉塞可能な閉塞部材が取り付けられている。従って、収容部から閉
塞部材を取り外すことによって、閉塞部材で閉塞されている該開口を出現させることが可
能であり、該開口を介して、収容部の外部から、調節部を操作することができるようにな
る。これにより、プロジェクタを収容部の内部に固定した後であっても、プロジェクタを
収容部の内部に取り付けた状態のまま、収容部の外部から調節部を操作することによって
、プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節することができる。また、閉塞部材
は、一の螺子により収容部に対して固定されるとともに、閉塞部材には、収容部に係合さ
れる係合部が形成されている。従って、閉塞部材を収容部に係合させることにより暫定的
に固定した状態で螺子締結を行うことが可能であり、閉塞部材の収容部への取り付けを簡
便に行うことができる。さらに、プロジェクタと収容部とを連結するための連結用部材も
、当該一の螺子（閉塞部材を収容部に対して固定するための螺子と同じ螺子）により収容
部に対して固定されている。これにより、収容部に対して連結用部材及び閉塞部材を固定
するために用いられる螺子の数を削減することが可能であり、より簡便な構成とすること
ができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、プロジェクタを内部に取り付けた状態でプロジェクタに対して調整を
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】遊技機の正面斜視図である。
【図２】遊技機の裏面斜視図である。
【図３】遊技機の正面図である。
【図４】上ドア機構及び下ドア機構を開いた状態のときの、遊技機の正面図である。
【図５】遊技機の分解斜視図である。
【図６】遊技機の分解斜視図である。
【図７】ミラー機構の分解斜視図である。
【図８】プロジェクタ装置とミラー機構との位置関係を示す説明図である。
【図９】ミラー機構の取付け状態を示す説明図である。
【図１０】表示ユニットの縦断面図である。
【図１１】プロジェクタ装置の回路構成を示すブロック図である。
【図１２】プロジェクタ装置の分解斜視図である。
【図１３】プロジェクタ装置を固定するための上側台座及び下側台座を示す平面図である
。
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【図１４】図１３のＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿う上側台座及び下側台座の断面図である。
【図１５】上側台座及び下側台座の分解斜視図である。
【図１６】上側台座の位置決め方法を説明するための図である。
【図１７】下側台座の姿勢調整方法を説明するための図である。
【図１８】上側台座及び下側台座の分解斜視図である。
【図１９】上側台座及び下側台座を組み付けた状態を示す平面図である。
【図２０】図１９に示す上側台座及び下側台座を斜め前方から見た図である。
【図２１】図１９に示す上側台座及び下側台座を斜め後方から見た図である。
【図２２】プロジェクタ機構の内部構成要素を収容するケースの斜視図である。
【図２３】下側台座にケースを取り付けた状態を示す斜視図である。
【図２４】プロジェクタカバーの上壁部を取り外した状態を示す斜視図である。
【図２５】上壁部を取り外した状態のプロジェクタカバーの平面図である。
【図２６】図２５に示すプロジェクタカバーの矢視Ｌ－Ｌに沿う断面図と、プロジェクタ
カバーに取り付けられる中継板の斜視図とを分解して示す図である。
【図２７】上壁部を取り外した状態のプロジェクタカバーを斜め上方から見た図である。
【図２８】上壁部を取り外した状態のプロジェクタカバーの正面図である。
【図２９】図２８に示すプロジェクタカバーの矢視Ｍ－Ｍに沿う断面図である。
【図３０】ブラインドの斜視図である。
【図３１】プロジェクタカバーの上壁部を取り外した状態の照射ユニットの平面図である
。
【図３２】図３１に示す照射ユニットの矢視Ｎ－Ｎに沿う断面において開口近傍用ファン
及びダクトカバーを取り外した状態を示す図である。
【図３３】図３０に示すブラインドに開口近傍用ファン及びダクトカバーを取り付けると
ともに、ケースを配置した状態を示す斜視図である。
【図３４】図３１に示す照射ユニットから右パンチングを取り外した状態を示す斜視図で
ある。
【図３５】図３２に示す照射ユニットに開口近傍用ファン及びダクトカバーを取り付けた
状態を示す断面図である。
【図３６】図３５に示す照射ユニットの断面において開口近傍用ファンを取り外した状態
を示す右側面図である。
【図３７】ダクトカバー及び開口近傍用ファンの分解斜視図である。
【図３８】プロジェクタカバー及び開口近傍用ファンを後方且つ下方から見た分解斜視図
である。
【図３９】プロジェクタカバー及び開口近傍用ファンを前方且つ下方から見た部分拡大斜
視図である。
【図４０】ブラインド及びダクトカバーを取り付けた状態を左方から見た斜視図である。
【図４１】プロジェクタカバー、ブラインド、及び、ダクトカバーを後方から見た斜視図
である。
【図４２】図４１に示すプロジェクタカバー、ブラインド、及び、ダクトカバーの分解斜
視図である。
【図４３】ブラインド及びダクトカバーの分解斜視図である。
【図４４】上ドア機構をキャビネットに取り付ける方法について説明するための図である
。
【図４５】吸気用ファン及び排気用ファンの配置位置について説明するための図である。
【図４６】プロジェクタカバーの内部において形成され得る空気流路を示す図である。
【図４７】パチンコ遊技機の外観を示す斜視図である。
【図４８】パチンコ遊技機の分解斜視図である。
【図４９】パチンコ遊技機の装飾ユニット及びフレーム部材を前方から示す分解斜視図で
ある。
【図５０】パチンコ遊技機の外観を示す斜視図である。
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【図５１】パチンコ遊技機の分解斜視図である。
【図５２】表示ユニットの外観を示す斜視図である。
【図５３】表示ユニットの内部構造を示す斜視図である。
【図５４】図５３に示す表示ユニットからプロジェクタ及びミラーを分解した状態を示す
斜視図である。
【図５５】図５２に示す表示ユニットからプロジェクタ及びミラーを分解した状態におい
てプロジェクタから光が投射されている様子を示す斜視図である。
【図５６】プロジェクタから投射された光の照射範囲とキャビネット側スクリーンとの関
係を示す図である。
【図５７】上ドア機構を後方から見た斜視図である。
【図５８】上ドア機構の分解斜視図である。
【図５９】上ドア機構を前方から見た斜視図である。
【図６０】遊技機の正面図である。
【図６１】（ａ）は、プロジェクタから投射された光の照射範囲とキャビネット側スクリ
ーンとの関係を示す図である。（ｂ）は、キャビネット側スクリーンに入射しなかった光
がドア側右スクリーンに入射する様子を示す図である。（ｃ）は、キャビネット側スクリ
ーンに入射しなかった光がドア側左スクリーンに入射する様子を示す図である。
【図６２】キャビネット側スクリーン、ドア側右スクリーン、及び、ドア側左スクリーン
に表示される画像について説明するための図である。
【図６３】キャビネット側スクリーン、ドア側右スクリーン、及び、ドア側左スクリーン
に表示される画像について説明するための図である。
【図６４】上ドア機構及びキャビネットの縦断面図である。
【図６５】上ドア機構を前方から見た斜視図である。
【図６６】上ドア機構を後方から見た斜視図である。
【図６７】上ドア機構の分解斜視図である。
【図６８】上ドア機構の分解斜視図である。
【図６９】透光板、スクリーンシート、下押さえ部材、上押さえ部材、及び、下フレーム
を後方から見た斜視図である。
【図７０】透光板及びスクリーンシートを後方から見る一方、下押さえ部材及び上押さえ
部材を前方から見た斜視図である。
【図７１】上押さえ部材及び上フレームを下方から見た斜視図である。
【図７２】透光板、スクリーンシート、及び、下フレームを後方から見た斜視図である。
【図７３】上フレーム、第１構造体、第２構造体、第３構造体、第４構造体、及び、スク
リーンシートを後方から見た斜視図である。
【図７４】透光板、スクリーンシート、下フレーム、ＬＥＤ基板、及び、導光部材を後方
から見た斜視図である。
【図７５】透光板、スクリーンシート、下フレーム、及び、導光部材を前方から見た斜視
図である。
【図７６】透光板、スクリーンシート、下フレーム、ＬＥＤ基板、及び、導光部材の断面
を前方から見た斜視図である。
【図７７】上ドア機構、引っ掛け部、及び、前面側突出部材を後方から見た斜視図である
。
【図７８】上ドア機構、引っ掛け部、及び、前面側突出部材を側方から見た斜視図である
。
【図７９】キャビネット、引っ掛け部、及び、前面側突出部材を側方から見た斜視図であ
る。
【図８０】上ドア機構、キャビネット、引っ掛け部、及び、前面側突出部材の断面の右側
面図である。
【図８１】上ドア機構を下方から見た斜視図である。
【図８２】上ドア機構及び下ドア機構を前方から見た斜視図である。
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【図８３】上ドア機構及び下ドア機構を後方から見た斜視図である。
【図８４】上ドア機構及び下ドア機構を取り外した状態の遊技機を前方から見た斜視図で
ある。
【図８５】プロジェクタ装置から光が投射されている様子を側方から見た斜視図である。
【図８６】照射ユニットを側方から見た斜視図である。
【図８７】照射ユニットを後方から見た斜視図である。
【図８８】キャビネットの縦断面図である。
【図８９】照射ユニット、閉塞用蓋、及び、キャビネットの背面壁の分解斜視図である。
【図９０】閉塞用蓋を背面壁から取り外した状態における遊技機の背面図である。
【図９１】図９０に示す遊技機における操作用窓周辺の部分拡大図である。
【図９２】閉塞用蓋及びキャビネットの背面壁の分解斜視図である。
【図９３】閉塞用蓋及びキャビネットの背面壁の分解斜視図である。
【図９４】閉塞用蓋を背面壁に取り付けた状態の遊技機における操作用窓周辺の部分拡大
図である。
【図９５】キャビネット内部の概略構成を説明するための正面図である。
【図９６】図９５に示すキャビネット内部からリールユニットを取り外した状態を示す分
解斜視図である。
【図９７】キャビネットの背面壁に照射ユニットが取り付けられた状態を示す斜視図であ
る。
【図９８】照射ユニットを側方から見た斜視図である。
【図９９】照射ユニットを後方から見た斜視図である。
【図１００】キャビネットの縦断面図である。
【図１０１】照射ユニット、閉塞用蓋、及び、キャビネットの背面壁の分解斜視図である
。
【図１０２】閉塞用蓋を背面壁から取り外した状態における遊技機の背面図である。
【図１０３】図１０２に示す遊技機における操作用窓周辺の部分拡大図である。
【図１０４】閉塞用蓋及びキャビネットの背面壁の分解斜視図である。
【図１０５】閉塞用蓋及びキャビネットの背面壁の分解斜視図である。
【図１０６】閉塞用蓋を後方から見た斜視図である。
【図１０７】閉塞用蓋を前方から見た斜視図である。
【図１０８】背面壁を前方から見た部分拡大斜視図である。
【図１０９】閉塞用蓋が背面壁に取り付けられた状態を示す部分拡大斜視図である。
【図１１０】図１０９に示す状態における閉塞用蓋及び背面壁を示す断面図である。
【図１１１】照射ユニット引っ掛け用ネジの斜視図である。
【図１１２】照射ユニット引っ掛け用ネジが背面壁に仮止めされた状態を示す部分拡大斜
視図である。
【図１１３】プロジェクタカバープレートの正面図である。
【図１１４】プロジェクタカバープレートをやや上方から見た部分拡大斜視図である。
【図１１５】プロジェクタカバー及びプロジェクタカバープレートを後方から見た分解斜
視図である。
【図１１６】第１空洞周辺の部分拡大斜視図である。
【図１１７】第１係合用突出部周辺の部分拡大斜視図である。
【図１１８】第１係合用突出部が第１空洞に収納されている状態を示す断面図である。
【図１１９】第１係合用突出部が第１空洞に収納されている状態を示す断面図である。
【図１２０】閉塞用蓋及び照射ユニットが背面壁に取り付けられた状態における照射ユニ
ット引っ掛け用ネジ及び蓋取付用ネジ周辺の断面図である。
【図１２１】閉塞用蓋、背面壁、及び、プロジェクタカバープレートを示す断面図である
。
【図１２２】背面壁の開口周辺及びプロジェクタカバープレートを分解して示す正面図で
ある。
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【図１２３】図９７に示す状態におけるキャビネット内部の部分拡大正面図である。
【図１２４】カバー部の斜視図である。
【図１２５】プロジェクタカバー及びダクトカバーを左側から見た分解斜視図である。
【図１２６】プロジェクタカバー及びダクトカバーを右側から見た分解斜視図である。
【図１２７】ダクトカバーを後方から見た状態における断面図である。
【図１２８】カバー部の断面図である。
【図１２９】カバー部の断面図である。
【図１３０】カバー部を右側から見た斜視図である。
【図１３１】カバー部とケースとがダクトアダプタを介して連結されている状態を示す斜
視図である。
【図１３２】ダクトアダプタを左前方から見た斜視図である。
【図１３３】ダクトアダプタを右後方から見た斜視図である。
【図１３４】ダクトアダプタの左側部における断面の左側面図である。
【図１３５】ダクトアダプタの右側部における断面の右側面図である。
【図１３６】ダクトアダプタの正面図である。
【図１３７】ダクトアダプタを連結部の中央付近で切断した状態の左側面図である。
【図１３８】ケースの斜視図である。
【図１３９】ダクトアダプタにおける右側部周辺の部分拡大斜視図である。
【図１４０】ダクトアダプタにおける第１右側突出部及び第２右側突出部周辺の部分拡大
斜視図である。
【図１４１】図１４０に示す右側突出部の部分拡大正面図である。
【図１４２】ダクトカバーを後方から見た斜視図である。
【図１４３】ダクトアダプタがダクトカバーに連結された状態をダクトカバーの前方下側
壁面に対して垂直な方向から見た部分拡大斜視図である。
【図１４４】図１４３に示す状態のダクトカバー及びダクトアダプタの断面図である。
【図１４５】プロジェクタカバーにおけるアダプタ係合用溝周辺の部分拡大斜視図である
。
【図１４６】プロジェクタカバーにおける第１突起周辺の部分拡大斜視図である。
【図１４７】プロジェクタカバーにおける第２～第５突起周辺の部分拡大斜視図である。
【図１４８】ダクトアダプタがプロジェクタカバーに連結された状態を示す部分拡大斜視
図である。
【図１４９】図１４８に示す状態のプロジェクタカバー及びダクトアダプタの断面図であ
る。
【図１５０】ダクトカバーにパンチングが取り付けられた状態における断面図である。
【図１５１】ダクトカバー及びパンチングを前方から見た分解斜視図である。
【図１５２】ダクトカバー及びパンチングを後方から見た分解斜視図である。
【図１５３】ダクトカバー及びパンチングを下方から見た分解斜視図である。
【図１５４】キャビネット内部の概略構成を説明するための正面図である。
【図１５５】図１５４に示すキャビネット内部からリールユニット及びリールアダプタを
取り外した状態を示す分解斜視図である。
【図１５６】（ａ）は、第６実施形態に係る遊技機において前面ドアが閉じられた状態を
正面から見た模式図である。（ｂ）は、第７実施形態に係る遊技機において前面ドアが閉
じられた状態を正面から見た模式図である。（ｃ）は、第６実施形態に係る遊技機のキャ
ビネット内部を正面から見た模式図である。（ｄ）は、第７実施形態に係る遊技機のキャ
ビネット内部を正面から見た模式図である。
【図１５７】リールアダプタを右前方から見た斜視図である。
【図１５８】リールアダプタを右後方から見た斜視図である。
【図１５９】リールアダプタの右後部の部分拡大斜視図である。
【図１６０】図１５９に示す右後部の背面図である。
【図１６１】図１５９に示す右後部の下側突出部における断面図である。
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【図１６２】リールアダプタを下方から見た斜視図である。
【図１６３】リールアダプタを下方から見た部分拡大斜視図である。
【図１６４】リールアダプタを左右方向の鉛直面で切断した状態の正面図である。
【図１６５】リールアダプタを上方から見た斜視図である。
【図１６６】リールアダプタを前後方向の鉛直面で切断した状態における段差凹部周辺の
部分拡大斜視図である。
【図１６７】リールユニットの斜視図である。
【図１６８】図１６７に示すリールユニットから右ユニットを取り外した状態を示す斜視
図である。
【図１６９】リールフレームを前方から見た斜視図である。
【図１７０】リールフレームを下方から見た斜視図である。
【図１７１】リールフレームを後方から見た斜視図である。
【図１７２】モータフレームの斜視図である。
【図１７３】ミドルボードの斜視図である。
【図１７４】リールアダプタがミドルボードに載置されている状態を示す斜視図である。
【図１７５】図１７４に示す状態から、リールアダプタをミドルボードに対して僅かにず
らした様子を示す斜視図である。
【図１７６】図１７４に示すリールアダプタ及びミドルボードを前後方向の鉛直面で切断
した状態における段差凹部周辺の部分拡大斜視図である。
【図１７７】図１７４に示すリールアダプタ及びミドルボードを側方から見た斜視図であ
る。
【図１７８】図１７７に示すリールアダプタ及びミドルボードを前後方向の鉛直面で切断
した状態の部分拡大斜視図である。
【図１７９】リールユニットがリールアダプタに載置されている状態を示す斜視図である
。
【図１８０】図１７９に示す状態から、リールアダプタをリールユニットに対して下方に
ずらした様子を示す斜視図である。
【図１８１】図１７９に示す状態におけるリールアダプタ及びリールフレームを左右方向
の鉛直面で切断した状態の部分拡大斜視図である。
【図１８２】リールユニットがリールアダプタに締結されている状態における断面図であ
る。
【図１８３】図１７９に示す状態におけるリールアダプタ及びリールフレームを後方から
見た斜視図である。
【図１８４】図１８３に示すリールアダプタ及びリールフレームを前後方向の鉛直面で切
断した状態の部分拡大斜視図である。
【図１８５】リールユニットがミドルボードに載置されている状態を示す斜視図である。
【図１８６】図１８５に示すリールユニット及びミドルボードを前後方向の鉛直面で切断
した状態の部分拡大斜視図である。
【図１８７】腰部パネルの正面図である。
【図１８８】腰部パネルを前方から見た斜視図である。
【図１８９】腰部パネルを後方から見た斜視図である。
【図１９０】腰部パネルを前方から見た分解斜視図である。
【図１９１】腰部パネルを後方から見た分解斜視図である。
【図１９２】下パネルフィルムをやや上方から見た斜視図である。
【図１９３】下パネルフィルムの断面図である。
【図１９４】図１９３に示す下パネルフィルムの切断面の模式図である。
【図１９５】図１９２に示す下パネルフィルムの前面側に下パネルフレームを配置した状
態を示す斜視図である。
【図１９６】下パネルベースを前方且つやや上方から見た斜視図である。
【図１９７】下パネルベースを斜め下方から見た斜視図である。
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【図１９８】下パネルベースを後方且つやや上方から見た斜視図である。
【図１９９】下パネルベースを後方且つやや下方から見た部分拡大斜視図である。
【図２００】下パネル裏をやや上方から見た斜視図である。
【図２０１】下パネルフィルムを後方から見た斜視図である。
【図２０２】下パネル裏を後方且つやや下方から見た部分拡大斜視図である。
【図２０３】下パネルフレームを前方から見た斜視図である。
【図２０４】下パネルフレームの背面図である。
【図２０５】下パネル下を前方から見た斜視図である。
【図２０６】下パネル下を後方から見た斜視図である。
【図２０７】下パネル右及び下パネル左を左側後方から見た斜視図である。
【図２０８】下パネル右及び下パネル左を右側後方から見た斜視図である。
【図２０９】下パネルフレームが下パネルベースに取り付けられた状態を前方から見た斜
視図である。
【図２１０】下パネルフレームが下パネルベースに取り付けられた状態を後方から見た斜
視図である。
【図２１１】図２１０に示す状態の下パネルベース及び下パネルフレームに下パネル裏が
係止された状態を後方から見た斜視図である。
【図２１２】図２１１に示す状態の下パネルベース及び下パネル裏の断面図である。
【図２１３】図２１１に示す状態の下パネルベース、下パネルフレーム、及び、下パネル
裏に下パネル下が取り付けられた状態を後方から見た斜視図である。
【図２１４】図２１３に示す状態の下パネルベース、下パネル裏、及び、下パネル下の断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［第１実施形態］
　以下、図面を参照して、本発明の第１実施形態について説明する。
　図１～図５に示すように、遊技機１は、いわゆるパチスロ機である。遊技機１は、コイ
ン、メダル、遊技球又はトークン等の他、遊技者に付与された又は付与される、遊技価値
の情報を記憶したカード等の遊技媒体を用いて遊技可能なものであるが、以下ではメダル
を用いるものとして説明する。
【００１２】
　なお、以後の説明において、遊技機１から遊技者に向かう側（方向）を遊技機１の前側
（前方向）と称し、前側とは逆側を後側（後方向、奥行方向）と称し、遊技者から見て右
側及び左側を遊技機１の右側（右方向）及び左側（左方向）とそれぞれ称する。また、前
側及び後側を含む方向は、前後方向又は厚み方向と称し、右側及び左側を含む方向は、左
右方向又は幅方向と称する。前後方向（厚み方向）及び左右方向（幅方向）に直交する方
向を上下方向又は高さ方向と称する。
【００１３】
　図１及び図２に示すように、遊技機１の外観は、矩形箱状の筐体２により構成されてい
る。筐体２は、遊技機本体として前面側に矩形状の開口を有する金属製のキャビネットＧ
と、キャビネットＧの前面上部に配置された上ドア機構ＵＤと、キャビネットＧの前面下
部に配置された下ドア機構ＤＤとを有している。
【００１４】
　また、キャビネットＧの上面壁Ｇ４には、左右方向に関して所定間隔隔てて、上下方向
に貫通する２つの開口Ｇ４１が形成されている。そして、この２つの開口Ｇ４１それぞれ
を塞ぐように木製の板部材Ｇ４２が上面壁Ｇ４に取り付けられている。
【００１５】
　図３に示すように、上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤは、キャビネットＧの開口の形
状及び大きさに対応するように形成されている。上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤは、
キャビネットＧにおける開口の上部及び下部を閉塞可能に設けられている。上ドア機構Ｕ
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Ｄは、上側表示窓ＵＤ１を中央部に有している。上側表示窓ＵＤ１には、光を透過する透
明パネルＵＤ１１が設けられている。
【００１６】
　下ドア機構ＤＤには、上部の略中央部に、矩形状の開口部として形成されたメイン表示
窓ＤＤ４が設けられている。メイン表示窓ＤＤ４の裏面側には、キャビネットＧの内部側
から取り付けられたリールユニットＲＵが装着されている。さらに、リールユニットＲＵ
の背面には、主制御基板ＭＳが取り付けられている。
【００１７】
　リールユニットＲＵは、複数種類の図柄が各々の外周面に描かれた３個のリールＲＬ（
左リール），ＲＣ（中リール），ＲＲ（右リール）を主体に構成されている。これらのリ
ールＲＬ，ＲＣ，ＲＲは、それぞれが縦方向に一定の速度で回転できるように並列状態（
横一列）に配設される。リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲは、メイン表示窓ＤＤ４を通じて、各リ
ールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの動作や各リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ上に描かれている図柄が視認可
能となる。
【００１８】
　メイン表示窓ＤＤ４には、その表面部に、矩形状のアクリル板等からなる透明パネルＤ
Ｄ４１が取り付け固定されており、遊技者等がリールユニットＲＵに触れることができな
いようになっている。メイン表示窓ＤＤ４の下方には、略水平面の第１，第２，第３台座
部ＤＤ２ａ，ＤＤ２ｂ，ＤＤ２ｃが形成されている。メイン表示窓ＤＤ４の右側に位置す
る第１台座部ＤＤ２ａには、メダルを投入するためのメダル投入口ＤＤ５が設けられてい
る。メダル投入口ＤＤ５は、遊技者によりメダルが投入される開口である。メダル投入口
ＤＤ５から投入されたメダルは、クレジットされるか又はゲームに賭けられる。
【００１９】
　メイン表示窓ＤＤ４の左側に位置する第２台座部ＤＤ２ｂには、クレジットされている
メダルを賭けるための、有効ライン設定手段としての最大ＢＥＴボタンＤＤ８（ＭＡＸＢ
ＥＴボタンともいう）が設けられている。最大ＢＥＴボタンＤＤ８が押されると、メダル
の投入枚数として「３」が選択される。
【００２０】
　メイン表示窓ＤＤ４の前面側に位置する第３台座部ＤＤ２ｃには、液晶表示装置ＤＤ２
０が設けられている。液晶表示装置ＤＤ２０は、液晶表示パネル（液晶パネル）のパネル
面にタッチ式の位置入力装置としてのタッチセンサパネルが配されてなる、いわゆるタッ
チパネルとなっている。なお、タッチセンサパネルとしては、例えば、人体の一部（指先
等）や静電ペン等の接触を検知して、その検知信号を出力する静電容量方式のものであっ
てもよく、又は、ペン先等の堅い物質の接触を検知して、その検知信号を出力する方式の
もの、あるいは、その他の方式のものや構造のもの（インセル構造等）であってもよい。
【００２１】
　液晶表示装置ＤＤ２０は、ＳＵＩ（スマート・ユーザ・インターフェイス）として機能
するもので、その表示画面上に、例えば、遊技の進行に伴って遊技回数等の遊技情報が表
示されるとともに、遊技者による選択又は入力を求めるためのメッセージや入力キー等が
表示される。
【００２２】
　なお、液晶表示装置ＤＤ２０においては、その表示画面上に、例えば、遊技の進行に伴
って、遊技に関する演出に応じた内容（演出情報）を表示することも可能である。また、
液晶表示装置ＤＤ２０としては、例えば、演出役物としての機能を有するアタッチメント
や、専用のアタッチメントとして、ジョグダイヤル又はプッシュボタン等を装着できるよ
うにしてもよい。また、液晶表示装置ＤＤ２０は、その機能を、後述する表示ユニットＡ
等に振り分けることにより、省略することもできる。
【００２３】
　最大ＢＥＴボタンＤＤ８の前面側には、遊技者の操作によりリールＲＬ，ＲＣ，ＲＲを
回転駆動させるとともに、メイン表示窓ＤＤ４内で図柄の変動表示を開始させるスタート
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レバーＤＤ６が設けられている。スタートレバーＤＤ６は、所定の角度範囲で傾動自在に
取り付けられる。
【００２４】
　スタートレバーＤＤ６の右側で、液晶表示装置ＤＤ２０の前面側には、遊技者の押下操
作（停止操作）により３個のリールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの回転をそれぞれ停止させるための
３個のストップボタンＤＤ７Ｌ，ＤＤ７Ｃ，ＤＤ７Ｒが設けられている。
【００２５】
　最大ＢＥＴボタンＤＤ８の左側には、Ｃ／ＰボタンＤＤ１３が設けられている。Ｃ／Ｐ
ボタンＤＤ１３は、遊技者がゲームで獲得したメダルのクレジット／払出しを押しボタン
操作で切り換えるものである。このＣ／ＰボタンＤＤ１３の切り換えにより払出しが選択
されている状態（非クレジット状態）においては、下ドア機構ＤＤの下部側のコインガー
ドプレート部に設けたメダル払出口ＤＤ１４（キャンセルシュート）からメダルが払出さ
れ、払出されたメダルは、メダル受け部ＤＤ１５に溜められる。
【００２６】
　スタートレバーＤＤ６、及び、ストップボタンＤＤ７Ｌ，ＤＤ７Ｃ，ＤＤ７Ｒの下部側
には、腰部パネルＤＤ１８（腰部導光板）が配置されている。腰部パネルＤＤ１８は、ア
クリル板等を使用した化粧用パネルとして構成される。腰部パネルＤＤ１８には、遊技機
１の機種を表す名称や種々の模様等が印刷により描かれている。
【００２７】
　また、メダル払出口ＤＤ１４の左側にはスピーカＤＤ２５Ｌが、右側にはスピーカＤＤ
２５Ｒが、それぞれ設けられている。スピーカＤＤ２５Ｌ，ＤＤ２５Ｒは、遊技者に遊技
に関する種々の情報を声や音楽等の音により報知する。また、メイン表示窓ＤＤ４の左側
及び右側には、第１サブ表示装置ＤＤ１９Ｌ及び第２サブ表示装置ＤＤ１９Ｒがそれぞれ
配置されている。これらのサブ表示装置ＤＤ１９Ｌ，ＤＤ１９Ｒは、例えば入賞成立時の
メダルの払出枚数やクレジットされている残メダル枚数を表示する。通常は、遊技機１に
クレジットされるメダルの最大枚数は５０枚であるため、５０以下のクレジット枚数が表
示される。なお、最大枚数の５０枚のメダルがクレジシットされている状態では、投入さ
れたメダルはそのままメダル払出口ＤＤ１４より払出される。また、サブ表示装置ＤＤ１
９Ｌ，ＤＤ１９Ｒは、タッチパネルを前面に備えていてもよい。
【００２８】
　図４に示すように、キャビネットＧ内は、中間支持板Ｇ１により上部空間と下部空間と
に仕切られている。すなわち、中間支持板Ｇ１は、キャビネットＧ内を上部空間と下部空
間とに仕切る仕切板として機能している。上部空間は、キャビネットＧ内の上ドア機構Ｕ
Ｄの後側となる空間であり、表示ユニットＡ等が収容される。また、下部空間は、キャビ
ネットＧ内の下ドア機構ＤＤの後側となる空間であり、リールユニットＲＵや、遊技機１
全体の動作を司る主制御基板ＭＳ、サブ制御装置ＳＳ（図１１参照）等が収容される。主
制御基板ＭＳは、内部当籤役の決定、リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの回転及び停止、入賞の有
無の判定といった、遊技機１における遊技の主な流れを制御する回路（主制御回路）を構
成する。サブ制御装置ＳＳは、映像の表示等による演出の実行を制御する回路（副制御回
路）を構成する。
【００２９】
（表示ユニットＡ）
　図５に示すように、表示ユニットＡは、キャビネットＧ内の中間支持板Ｇ１上に交換可
能に載置される。表示ユニットＡは、映像表示用の照射光を出射する照射ユニットＢと、
照射ユニットＢからの照射光が照射されることにより映像を出現させるスクリーン装置Ｃ
とを有したいわゆるプロジェクションマッピング装置である。
【００３０】
　ここで、プロジェクションマッピング装置は、構造物や自然物等の立体物の表面に映像
を投影するためのものであって、例えば、後述のスクリーンである役物に対して、その位
置（投影距離や角度等）や形状に基づいて生成される、演出情報に応じた映像を投影する
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ことにより、高度で、かつ迫力のある演出を可能とする。
【００３１】
　表示ユニットＡは、前方に開口が形成された筐体Ａ１を有する。この筐体Ａ１は、照射
ユニットＢの上部を形成するプロジェクタカバーＢ１、及び、スクリーン装置Ｃのスクリ
ーン筐体Ｃ１０とで構成されている。スクリーン筐体Ｃ１０は、底板Ｃ１、右側板Ｃ２、
左側板Ｃ３、及び背板Ｃ４を有した箱方形状をなしている。プロジェクタカバーＢ１は、
スクリーン筐体Ｃ１０の上面に交換可能に取り付けられる。
【００３２】
（表示ユニットＡ：照射ユニットＢ）
　図６に示すように、照射ユニットＢは、照射光を前方に出射するプロジェクタ装置Ｂ２
と、プロジェクタ装置Ｂ２の前方に配置され、プロジェクタ装置Ｂ２からの照射光を斜め
下後方に配置されたスクリーン装置Ｃの方向に反射するミラー機構Ｂ３と、プロジェクタ
装置Ｂ２及びミラー機構Ｂ３を収容したプロジェクタカバーＢ１とを有している。
【００３３】
（表示ユニットＡ：照射ユニットＢ：プロジェクタ装置Ｂ２）
　プロジェクタ装置Ｂ２は、ケースＢ２２によって外装されつつプロジェクタカバーＢ１
に取り付けられ、キャビネットＧ内の後部に配置されている。プロジェクタ装置Ｂ２は、
水平配置された平板状の上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１を介してプロジェクタカ
バーＢ１に取り付けられている。ケースＢ２２は、その上面全体が開口されている。これ
により、下側台座Ｂ２２１の下面には、ケースＢ２２に収容されたレンズユニットＢ２１
や光学機構Ｂ２４（図１２参照）が位置する。レンズユニットＢ２１は、光学機構Ｂ２４
の複数のＬＥＤ光源から出射してＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ）で反射した照射光を、レンズ等を介して前方のミラー機構Ｂ３に向けて出射
するように配置されている。このプロジェクタ装置Ｂ２の詳細については、図１１～図１
７を用いて後述する。
【００３４】
（表示ユニットＡ：照射ユニットＢ：ミラー機構Ｂ３）
　図６に示すように、プロジェクタ装置Ｂ２の前方（照射光の出射方向）には、ミラー機
構Ｂ３が配置されている。図７に示すように、ミラー機構Ｂ３は、ミラーホルダＢ３１と
、ミラーホルダＢ３１に収容された光学ミラーＢ３２と、光学ミラーＢ３２の両端部をミ
ラーホルダＢ３１に固定するミラーストッパＢ３３・Ｂ３４とを有している。図８にも示
すように、ミラーホルダＢ３１は、前面が長方形状の板状に形成されている。ミラーホル
ダＢ３１の各コーナー部には、角度調整穴Ｂ３１１が形成されていると共に、角度調整穴
Ｂ３１１を中心にして凹部Ｂ３１２が前面に形成されている。また、上下方向の角度調整
穴Ｂ３１１・Ｂ３１１間には、取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３１４が上下対称に形成されている
。
【００３５】
　一方、また、ミラーホルダＢ３１の後面には、ミラー保持部Ｂ３１３が形成されている
。ミラー保持部Ｂ３１３は、中央部に形成されており、角度調整穴Ｂ３１１及び取付け穴
Ｂ３１４に重複しないサイズで形成されている。ミラー保持部Ｂ３１３の左側及び右側に
は、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４がそれぞれ設けられている。ミラーストッパＢ３３・
Ｂ３４は、角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１と、取付け穴Ｂ３３４・Ｂ３４４とをそれぞれ
有している。ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４における角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１及び
取付け穴Ｂ３３４・Ｂ３４４は、ミラーホルダＢ３１における角度調整穴Ｂ３１１・Ｂ３
１１及び取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３１４に対応するように配置されている。
【００３６】
　ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４は、一部がミラー保持部Ｂ３１３と重複するように形成
されている。これにより、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４は、ミラー保持部Ｂ３１３に嵌
合された光学ミラーＢ３２の左右方向の両辺部に当接し、取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３３４・
Ｂ３４４によりミラーホルダＢ３１にネジ締結されることによって、光学ミラーＢ３２を
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ミラーホルダＢ３１に保持させている。
【００３７】
　図９に示すように、上記のように構成されたミラー機構Ｂ３は、プロジェクタカバーＢ
１におけるリフレクタ保持部Ｂ１１の内側面に設けられている。リフレクタ保持部Ｂ１１
は、プロジェクタカバーＢ１の前面中央部に形成されており、上ドア機構ＵＤを開いたと
きに前側に露出するように配置されている。リフレクタ保持部Ｂ１１は、角度調整穴Ｂ１
１１を有している。角度調整穴Ｂ１１１は、ミラー機構Ｂ３の角度調整穴Ｂ３１１に対応
した位置に形成されている。
【００３８】
　リフレクタ保持部Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１には、図示しないネジが前面側から挿通
されており、このネジは、ミラーホルダＢ３１の角度調整穴Ｂ３１１を貫通する。そして
、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４の角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１は、ネジが螺合可能な
ネジ穴として形成されており、ミラーホルダＢ３１の角度調整穴Ｂ３１１を貫通したネジ
は、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４の角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１に螺合される。
【００３９】
　そして、上記ネジが角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１との螺合が緩む方向に回転されると
、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４との距離が広がることとなる
。一方、上記ネジが角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１との螺合が締まる方向に回転されると
、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４との距離が縮まることとなる
。
【００４０】
　上記のように、取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３３４・Ｂ３４４を介してミラーホルダＢ３１と
ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４とがネジ締結されており、これにより、ミラーホルダＢ３
１とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４との間に光学ミラーＢ３２が挟持されている。このよ
うに、ミラーホルダＢ３１と光学ミラーＢ３２とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４とは、ミ
ラー機構Ｂ３として一体化されており、ネジの回転によりリフレクタ保持部Ｂ１１とミラ
ーストッパＢ３３・Ｂ３４との距離を変化させることにより、リフレクタ保持部Ｂ１１と
ミラー機構Ｂ３との距離を増減することができる。そして、角度調整穴Ｂ３１１・３３１
・Ｂ３４１がミラー機構Ｂ３のコーナー部に対応して４方向に配置されているため、各角
度調整穴Ｂ３１１・３３１・Ｂ３４１の配置位置におけるリフレクタ保持部Ｂ１１とミラ
ー機構Ｂ３との距離を増減させることによって、プロジェクタ装置Ｂ２から出射された照
射光の進行方向に対する光学ミラーＢ３２の反射角度を微調整することを可能にしている
。
【００４１】
　また、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１との間には、図示しないバネが設
けられている。バネは、後端面がミラーホルダＢ３１の凹部Ｂ３１２に当接されており、
前端面がリフレクタ保持部Ｂ１１の内壁面（後壁面）に当接されることによって、リフレ
クタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１とで挟持されている。そして、リフレクタ保持部
Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１から挿通されたネジが当該バネを貫通している。これにより
、ネジの回転に伴ってリフレクタ保持部Ｂ１１とミラー機構Ｂ３との距離が広がっても、
バネの付勢力により、ネジ頭部がリフレクタ保持部Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１に当接す
ることとなり、ネジ頭部が角度調整穴Ｂ１１１から飛び出してリフレクタ保持部Ｂ１１と
ネジとの位置関係が崩れてしまうことを防止することができる。
【００４２】
（表示ユニットＡ：照射ユニットＢ：プロジェクタカバーＢ１）
　図１０に示すように、プロジェクタ装置Ｂ２及びミラー機構Ｂ３は、プロジェクタカバ
ーＢ１に収容されている。なお、プロジェクタ装置Ｂ２の下面Ｂ２ａは、その前部に、後
方から前方に向けて上方に傾斜する傾斜面Ｂ２ａ１を有している。図８に示すように、プ
ロジェクタカバーＢ１は、水平配置された上壁部Ｂ１２と、上壁部Ｂ１２の前側に配置さ
れたリフレクタ保持部Ｂ１１と、上壁部Ｂ１２の左右方向において左右対称に配置された
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側壁部Ｂ１３，Ｂ１３とを有している。上壁部Ｂ１２は、前部がキャビネットＧよりも前
方に突出している（図５参照）。上壁部Ｂ１２の前部の中央部には、リフレクタ保持部Ｂ
１１が前方に突出した形態に形成されており、突出により形成された空間部に上述のミラ
ー機構Ｂ３が角度調整可能に保持されている。
【００４３】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ）
　上記のように構成された照射ユニットＢは、スクリーン装置Ｃの上面にネジ締結により
連結されている。例えば、プロジェクタカバーＢ１に形成されたネジ穴を介して、スクリ
ーン装置Ｃの右側板Ｃ２及び左側板Ｃ３それぞれの上面にネジがねじ込まれている（図５
参照）。これにより、表示ユニットＡは、照射ユニットＢとスクリーン装置Ｃとをユニッ
ト化して一体的に取り扱うことが可能になっている。
【００４４】
　スクリーン筐体Ｃ１０の内部には、照射ユニットＢからの照射光の照射により映像を出
現させる複数のスクリーン機構が照射対象を切替え可能に設けられている。具体的には、
図１０に示すように、複数のスクリーン機構として、固定スクリーン機構Ｄ、フロントス
クリーン機構Ｅ１、及びリールスクリーン機構Ｆ１が設けられている。固定スクリーン機
構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、及びリールスクリーン機構Ｆ１は、それぞれ、基材
にスクリーン塗料が塗布されることにより構成され、映像を出現させることが可能な投影
面を有している。
【００４５】
　固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、及びリールスクリーン機構Ｆ１
それぞれの投影面は、映像表現を多様化するために、互いに異なる形状をなしている。具
体的に、固定スクリーン機構Ｄ及びフロントスクリーン機構Ｅ１の投影面が平坦であるの
に対し、リールスクリーン機構Ｆ１の投影面は、側面視円弧形状となっている。また、フ
ロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１は、プロジェクタ装置Ｂ２やミ
ラー機構Ｂ３に対して相対的に位置が変位する可動式のスクリーンであり、それぞれ、フ
ロントスクリーン駆動機構Ｅ２及びリールスクリーン駆動機構Ｆ２（図示せず）により駆
動される。
【００４６】
（表示ユニットＡ：照射ユニットＢ：プロジェクタ装置Ｂ２の電気的及び光学的構成）
　図１１に示すように、プロジェクタ装置Ｂ２は、電気的な構成要素として、プロジェク
タ制御基板Ｂ２３、光学機構Ｂ２４、及び中継基板ＣＫを備えている。プロジェクタ装置
Ｂ２には、中継基板ＣＫを介して上述したサブ制御装置ＳＳが接続される。サブ制御装置
ＳＳは、スクリーンや役物の演出動作に応じて、プロジェクタ制御基板Ｂ２３を制御し、
光学機構Ｂ２４を介して、スクリーンや役物に照射光を投影することにより、視覚的な演
出として映像を表示する。また、表示ユニットＡの組み立て工程等においては、プロジェ
クタ装置Ｂ２の中継基板ＣＫに調整用ＰＣ（パーソナルコンピュータ）１０００が接続さ
れる。この調整用ＰＣ（パーソナルコンピュータ）１０００は、プロジェクタ装置Ｂ２に
より投影される照射光の位置調整やピント初期設定を行うために用いられる。なお、本実
施形態においては、プロジェクタ装置Ｂ２の調整機器として調整用ＰＣ１０００を採用し
ているが、プロジェクタ装置Ｂ２の調整機器としては、調整用プログラム（アプリケーシ
ョンソフト）がインストールされたタブレットＰＣやいわゆるスマートフォン、あるいは
専用の端末装置であってもよい。
【００４７】
　プロジェクタ制御基板Ｂ２３は、制御ＬＳＩ２３０、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）２３１
、ＤＬＰ（登録商標）制御回路２３２、及びＬＥＤドライバ２３３を備える。光学機構Ｂ
２４は、レンズユニットＢ２１の周辺に配置される構成要素として、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）
、Ｂ（青）の各色光を発するＬＥＤ光源、ＤＭＤ、レンズユニットＢ２１の投射レンズ２
１０についてフォーカス調整を行うためのフォーカス機構等を備える（図示せず）。
【００４８】
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　制御ＬＳＩ２３０は、サブ制御装置ＳＳの指令に基づいて、照射光を投影するようにＤ
ＬＰ制御回路２３２を制御する。制御ＬＳＩ２３０は、サブ制御装置ＳＳの指令に基づい
て、フォーカス機構を制御して投射レンズ２１０を光軸方向に移動させることにより、照
射光の投影に際してフォーカス調整を行う。ＥＥＰＲＯＭ２３１には、制御ＬＳＩ２３０
による制御プログラムやプロジェクタ装置Ｂ２の設定・調整に関わるデータが記憶されて
いる。
【００４９】
　プロジェクタ装置Ｂ２のＤＬＰシステムは、主として、ＤＬＰ制御回路２３２、ＬＥＤ
ドライバ２３３、並びに光学機構Ｂ２４のＬＥＤ光源及びＤＭＤにより構成される。
【００５０】
　ＤＬＰ制御回路２３２の制御により、ＤＭＤで所定方向に反射した光は、レンズユニッ
トＢ２１へと進み、投射レンズ２１０を透過することでミラー機構Ｂ３に入射し、最終的
にミラー機構Ｂ３で反射することによって投影対象へと導かれる。これにより、投影対象
となるスクリーンや役物に対して照射光が投影され、演出に応じた映像が形成される。
【００５１】
　本実施形態において、プロジェクタ装置Ｂ２は、いわゆるＤＬＰプロジェクタとして構
成される。また、プロジェクタ装置Ｂ２は、ミラー機構Ｂ３によって照射光を折り返すこ
とにより投影対象までの投影距離を稼ぐとともに、例えばコントラスト比を１０００：１
とすることによって、照射光の投影距離をできるだけ短くするようにしている。これによ
り、プロジェクタ装置Ｂ２を備えた表示ユニットＡは、より安価かつ小型に構成されると
ともに、遊技機１のキャビネットＧにおける限られたスペースに対して容易に搭載される
。
【００５２】
（表示ユニットＡ：照射ユニットＢ：プロジェクタ装置Ｂ２の機械的構成）
　図１２に示すように、プロジェクタ装置Ｂ２は、外装となる構成要素として、ケースＢ
２２、レンズユニットカバーＢ２２２、アンダーカバーＢ２２３、上側台座Ｂ２２０、及
び下側台座Ｂ２２１を有する。ケースＢ２２の前部開口Ｂ２２ｋには、レンズユニットカ
バーＢ２２２が取り付けられる。ケースＢ２２の下面には、アンダーカバーＢ２２３が覆
うように配置される。アンダーカバーＢ２２３は、ステーＢ２２３ａを介して下側台座Ｂ
２２１に支持されるとともに、ケースＢ２２の下面適部にも固定される。プロジェクタ装
置Ｂ２は、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１を介してプロジェクタカバーＢ１の上
壁部Ｂ１２（図８参照）の下面に取り付けられる。本実施形態では、上壁部Ｂ１２の下面
に上側台座Ｂ２２０が固定されるとともに、ケースＢ２２の上面開口を覆うようにその上
端部に対して下側台座Ｂ２２１が取り付けられ、上側台座Ｂ２２０の下面に下側台座Ｂ２
２１が連結される。このようなプロジェクタ装置Ｂ２の取り付け調整手順については後述
する。
【００５３】
　また、プロジェクタ装置Ｂ２は、内部の構成要素として、レンズユニットＢ２１、ＬＥ
Ｄ光源を搭載したＬＥＤ基板（図示せず）、ＤＭＤを搭載したＤＭＤ基板（図示せず）、
複数のヒートシンク２４３Ｒ，２４３Ｇ，２４３Ｂ，２４３Ｄ、吸気用ファン２４４Ａ，
２４４Ｂ、排気用ファン２４５、及びプロジェクタ制御基板Ｂ２３を有する。ケースＢ２
２には、レンズユニットカバーＢ２２２でレンズユニットＢ２１の投射レンズ２１０が覆
われつつレンズユニットＢ２１が収容されるとともに、ＬＥＤ基板、ＤＭＤ基板、複数の
ヒートシンク２４３Ｒ，２４３Ｇ，２４３Ｂ，２４３Ｄ、吸気用ファン２４４Ａ，２４４
Ｂ、排気用ファン２４５が収容される。プロジェクタ制御基板Ｂ２３は、ケースＢ２２の
下面に固定される。
【００５４】
　このようなプロジェクタ装置Ｂ２は、サブ制御装置ＳＳから演出等の映像に係る映像デ
ータが送信され、スクリーンや役物に映像を投影するようにサブ制御装置ＳＳによって制
御される。一方、サブ制御装置ＳＳは、スクリーン駆動機構Ｅ２，Ｆ２を制御することに
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より、スクリーン機構Ｅ１，Ｆ１を演出内容に応じて移動させる。
【００５５】
　ここで、サブ制御装置ＳＳは、演出によるスクリーン機構Ｅ１，Ｆ１の移動に応じてプ
ロジェクタ装置Ｂ２を制御し、移動したスクリーン機構Ｅ１，Ｆ１の投影面や固定スクリ
ーン機構Ｄの投影面に、映像が鮮明に投影されるようにフォーカス調整を行う。
【００５６】
　ヒートシンク２４３Ｒ，２４３Ｇ，２４３Ｂは、ＬＥＤ基板の背面に部分的に接触して
いる。ヒートシンク２４３Ｄは、ＤＭＤ基板の背面に部分的に接触している。本実施形態
において、ヒートシンク２４３Ｒ，２４３Ｇ，２４３Ｂ，２４３Ｄのフィン外形サイズと
しては、ヒートシンク２４３Ｒ及びヒートシンク２４３Ｇが相対的に大きい一方、ヒート
シンク２４３Ｂ及びヒートシンク２４３Ｄが相対的に小さくなっている。これらのヒート
シンク２４３Ｒ，２４３Ｇ，２４３Ｂ，２４３Ｄは、ＬＥＤ基板及びＤＭＤ基板それぞれ
において発生した熱を空気中に放散することにより、光学特性を大きく変化させるまで光
学素子や基板の温度を上昇させないように効率よく放熱する。放熱部材であるヒートシン
ク２４３Ｒ，２４３Ｇ，２４３Ｂ，２４３Ｄは、放熱効果を高めるために導熱性の高いア
ルミニウム素材が用いられ、空気との接触面積を大きくするために複数の放熱フィンを有
している。
【００５７】
　吸気用ファン２４４Ａは、ケースＢ２２の右側前部の背面に近接するように配置され、
ヒートシンク２４３Ｒに近接している。吸気用ファン２４４Ｂは、ケースＢ２２の左側部
の背面に近接するように配置され、ヒートシンク２４３Ｄに近接している。排気用ファン
２４５は、ケースＢ２２の後部の背面に近接するように配置され、ヒートシンク２４３Ｇ
に近接している。
【００５８】
　吸気用ファン２４４Ａが近接するケースＢ２２の右側前部には、吸気口Ｂ２２Ａが設け
られており、吸気口Ｂ２２Ａに対向してヒートシンク２４３Ｒが近接するケースＢ２２の
右側後部には、排気口Ｂ２２Ｅが設けられている。吸気用ファン２４４Ｂが近接するケー
スＢ２２の左側部の一部には、吸気口Ｂ２２Ｂが設けられており、この吸気口Ｂ２２Ｂと
並ぶようにケースＢ２２の左側部の他の部分には、ケースＢ２２内の空きスペースを通じ
て３つのヒートシンク２４３Ｇ，２４３Ｂ，２４３Ｄまで空気が達するように吸気口Ｂ２
２Ｃが設けられている。排気用ファン２４５が近接するケースＢ２２の後部には、排気口
Ｂ２２Ｄが設けられている。
【００５９】
　すなわち、プロジェクタ装置Ｂ２のケースＢ２２内においては、吸気口Ｂ２２Ａから吸
気用ファン２４４Ａによって強制的に吸気された後、ヒートシンク２４３Ｒから熱を奪い
つつ排気口Ｂ２２Ｅから排気される空気の流れが形成される。また、ケースＢ２２内にお
いては、吸気口Ｂ２２Ｂから吸気用ファン２４４Ｂによって強制的に吸気された後、ヒー
トシンク２４３Ｄ、ヒートシンク２４３Ｂ、及びヒートシンク２４３Ｇから熱を奪いつつ
排気口Ｂ２２Ｄから排気用ファン２４５によって強制的に排気される空気の流れが形成さ
れる。さらに、ケースＢ２２内においては、吸気口Ｂ２２Ｃから吸気された後、主として
ヒートシンク２４３Ｇやヒートシンク２４３Ｂから熱を奪いつつ排気口Ｂ２２Ｄから排気
用ファン２４５によって強制的に排気される空気の流れが形成される。
【００６０】
　プロジェクタ制御基板Ｂ２３は、アンダーカバーＢ２２３で覆われつつケースＢ２２の
下面に取り付けられる。プロジェクタ制御基板Ｂ２３には、制御ＬＳＩ２３０、ＥＥＰＲ
ＯＭ２３１、ＤＬＰ制御回路２３２、及びＬＥＤドライバ２３３等が搭載されている。プ
ロジェクタ制御基板Ｂ２３は、ケースＢ２２内に配置されたＬＥＤ基板及びＤＭＤ基板、
さらにフォーカス機構と電気的に接続される。
【００６１】
（表示ユニットＡ：照射ユニットＢ：プロジェクタ装置Ｂ２の位置・姿勢調整）
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　図１３～図１５に示すように、上側台座Ｂ２２０は、プロジェクタカバーＢ１の上壁部
Ｂ１２（図８参照）に固定される板金部材であり、矩形状の本体部２２００、本体部２２
００の左右両側を下方及び外方に折り曲げることで形成され、本体部２２００と段差を有
して左右両側に延出する左端部２２０１ａ及び右端部２２０１ｂ、並びに本体部２２００
の後側から後方へと部分的に延出する後端部２２０２を有する。本体部２２００及び後端
部２２０２には、下側台座Ｂ２２１を連結するための３つの連結孔２２００Ａが設けられ
ている。これら３つの連結孔２２００Ａは、本体部２２００に沿う平面内（水平面内）に
おいて同一直線上に位置しないように配置されている。左端部２２０１ａ及び右端部２２
０１ｂのそれぞれには、上壁部Ｂ１２の下面にネジ締結によって固定するための複数の角
孔２２０１ｃが設けられている。本実施形態において、角孔２２０１ｃは、左端部２２０
１ａ及び右端部２２０１ｂのそれぞれに３つずつ配置され、前後方向に等間隔に設けられ
ている。角孔２２０１ｃの縦横内径寸法は、これに挿入して締結される取付ネジＴ（図１
６参照）のネジ軸径よりも大きくなっている。
【００６２】
　下側台座Ｂ２２１は、上側台座Ｂ２２０の本体部２２００及び後端部２２０２に概ね対
応する板金部材である。下側台座Ｂ２２１には、３つの連結孔２２００Ａに対応して上向
きに突出するように３つの連結ネジ部２２１０が一体形成されている。これら３つの連結
ネジ部２２１０も、下側台座Ｂ２２１に沿う平面内（水平面内）において同一直線上に位
置しないように配置されている。下側台座Ｂ２２１は、連結ネジ部２２１０のそれぞれに
コイルバネ２２１１を外嵌しつつ連結ネジ部２２１０の先端を連結孔２２００Ａに挿通し
、本体部２２００や後端部２２０２との間にコイルバネ２２１１を挟んだ状態としつつ、
上側台座Ｂ２２０の上面側から連結ネジ部２２１０の先端にワッシャー２２１２を介して
ナット２２１３を締結することにより、上側台座Ｂ２２０の下面に懸架された状態で連結
される。また、図１２に示すように、下側台座Ｂ２２１には、ケースＢ２２をネジ止めす
るための複数のネジ孔２２１４、及びステーＢ２２３ａをネジ止めするための複数のネジ
孔２２１５が設けられている。下側台座Ｂ２２１は、ケースＢ２２やステーＢ２２３ａを
介してアンダーカバーＢ２２３を支持した状態で上側台座Ｂ２２０の下面に連結される。
【００６３】
　すなわち、図１２～図１５に示すように、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１とは、
３箇所の連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３のそれぞれにおいて互いの間隔を調整可能に連結される
。連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３のそれぞれは、上側台座Ｂ２２０の連結孔２２００Ａ、並びに
下側台座Ｂ２２１の連結ネジ部２２１０、コイルバネ２２１１、ワッシャー２２１２、及
びナット２２１３により構成される。
【００６４】
　このような上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１を用いることにより、プロジェクタ
装置Ｂ２は、プロジェクタカバーＢ１の上壁部Ｂ１２に対して位置決め調整かつ光軸調整
可能に取り付けられる。
【００６５】
　図１６は、プロジェクタカバーＢ１の上壁部Ｂ１２に対する上側台座Ｂ２２０の取付形
態を示したものである。図１６（ａ）の下図は、上側台座Ｂ２２０の角孔２２０１ｃに対
して取付ネジＴが挿入・締結された状態を示す図であり、図１６（ａ）の上図は、図１６
（ａ）の下図に示すＢ－Ｂ’線に沿う断面図である。なお、図１６は、上側台座Ｂ２２０
の左端部２２０１ａに形成された角孔２２０１ｃの周辺を示すが、左端部２２０１ａ及び
右端部２２０１ｂにおけるその余の角孔２２０１ｃの周辺も同様である。
【００６６】
　図１６（ａ）に示すように、角孔２２０１ｃには、下方から取付ネジＴが挿入されると
ともに、角孔２２０１ｃのほぼ中央に取付ネジＴが配置される。取付ネジＴは、上壁部Ｂ
１２の上面及び左端部２２０１ａの下面に添うように配置されたワッシャーＷを介して、
上壁部Ｂ１２の上面側に位置するナットＮと螺結される。これにより、上側台座Ｂ２２０
の左端部２２０１ａは、プロジェクタカバーＢ１の上壁部Ｂ１２に対してネジ止めにより



(18) JP 2019-205746 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

取り付けられる。上側台座Ｂ２２０の右端部２２０１ｂも、プロジェクタカバーＢ１の上
壁部Ｂ１２に対して同様のネジ止めにより取り付けられる。
【００６７】
　ここで、図１６（ａ）において符号Ａで示す斜線部分は、取付ネジＴのネジ軸と角孔２
２０１ｃとの間に形成される隙間である。図１６（ａ）では、取付ネジＴのネジ軸が、角
孔２２０１ｃのほぼ中央に配置され固定されている。このとき、取付ネジＴのネジ軸は、
符号Ａの斜線部分の範囲（調整範囲）のなかで移動可能となる。すなわち、取付ネジＴの
角孔２２０１ｃに対する相対位置を、角孔２２０１ｃの開口範囲内において微調整するこ
とにより、上側台座Ｂ２２０の左端部２２０１ａをプロジェクタカバーＢ１の上壁部Ｂ１
２に対して位置決め調整することができる。同様に、上側台座Ｂ２２０の右端部２２０１
ｂも、プロジェクタカバーＢ１の上壁部Ｂ１２に対して位置決め調整することができる。
【００６８】
　図１６（ｂ）は、図１６（ａ）に対して上側台座Ｂ２２０の左端部２２０１ａを矢印Ｅ
の方向にずらした状態を示している。図１６（ｂ）の上図は、図１６（ｂ）の下図に示す
Ｄ－Ｄ’線に沿う断面図である。この図１６（ｂ）に示す状態では、取付ネジＴのネジ軸
が角孔２２０１ｃの開口範囲内において相対的に左寄りに偏位さられ、符号Ｃに示す斜線
部分の範囲（調整範囲）のなかで移動可能になっている。
【００６９】
　このように、上側台座Ｂ２２０は、角孔２２０１ｃの開口範囲となる所定の調整範囲の
なかで位置決め調整されつつ、プロジェクタカバーＢ１の上壁部Ｂ１２に対して取り付け
られる。すなわち、プロジェクタ装置Ｂ２は、上側台座Ｂ２２０の左端部２２０１ａ及び
右端部２２０１ｂに設けられた複数の角孔２２０１ｃにより、上壁部Ｂ１２に対する取り
付け位置が左右方向及び前後方向に調整される。これにより、プロジェクタ装置Ｂ２から
照射される光の方向は、基準方向として、左右方向に垂直で前後方向に一致するように容
易に調整される。
【００７０】
　図１７は、上側台座Ｂ２２０に対する下側台座Ｂ２２１の連結構造を示したものである
。図１７は、連結部Ｒ２において、連結孔２２００Ａ、連結ネジ部２２１０、コイルバネ
２２１１、ワッシャー２２１２、及びナット２２１３により、下側台座Ｂ２２１が上側台
座Ｂ２２０に連結されている状態を示す断面図である。なお、図１７は、１箇所の連結部
Ｒ２を示すが、その余の連結部Ｒ１，Ｒ３も同様である。
【００７１】
　下側台座Ｂ２２１の連結ネジ部２２１０は、上側台座Ｂ２２０の本体部２２００の下面
側から連結孔２２００Ａに挿入され、本体部２２００の上面側に配置されたワッシャー２
２１２を介してナット２２１３に螺結される。連結ネジ部２２１０には、コイルバネ２２
１１が外嵌されており、このコイルバネ２２１１は、連結孔２２００Ａの周縁部において
本体部２２００の下面と下側台座Ｂ２２１の上面との間に狭持される。このようなコイル
バネ２２１１により、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ２付近の部分は
、互いに離反する方向（上下方向）に付勢されるので、連結ネジ部２２１０とナット２２
１３との螺合部分における緩み防止が図られる。
【００７２】
　このような連結部Ｒ２においては、ナット２２１３を締め付ける方向あるいは緩める方
向に適宜回すことにより、コイルバネ２２１１で付勢されつつも上側台座Ｂ２２０と下側
台座Ｂ２２１との間隔が変化させられる。具体的には、ナット２２１３を締め付ける方向
に回すと、連結部Ｒ２における上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との間隔が狭められ
ることとなる。このとき、上側台座Ｂ２２０は、図１７において図示しない上壁部Ｂ１２
に固定されている。そのため、下側台座Ｂ２２１の連結部Ｒ２付近の部分は、ナット２２
１３を適宜締め付けることで上側台座Ｂ２２０に対して近づく方向に変位し、より上位へ
と高さ位置が調整されることとなる。一方、ナット２２１３を緩める方向に回すと、連結
部Ｒ２における上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との間隔が拡大されることとなる。
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すなわち、下側台座Ｂ２２１の連結部Ｒ２付近の部分は、ナット２２１３を適宜緩めるこ
とで上側台座Ｂ２２０に対して遠ざかる方向に変位し、より下位へと高さ位置が調整され
ることとなる。
【００７３】
　他の連結部Ｒ１，Ｒ３においても、上記と同様にナット２２１３の締め付け量を適宜調
整することにより、下側台座Ｂ２２１の連結部Ｒ１，Ｒ３付近の高さ位置を容易に調整す
ることができる。このような連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３は、上側台座Ｂ２２０や下側台座Ｂ
２２１に沿う平面内（水平面内）において同一直線上に位置しないように、具体的には互
いに結んだ線が三角形をなすように配置されている。すなわち、下側台座Ｂ２２１は、３
箇所の連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３のそれぞれにおいてナット２２１３の締め付け量により高
さ位置を微調整することができるので、下側台座Ｂ２２１の姿勢を、前後方向、左右方向
、及び上下方向のいずれ方向に対しても３次元空間内における傾き具合を調整することが
できる。
【００７４】
　このような下側台座Ｂ２２１の姿勢調整は、下側台座Ｂ２２１に支持されたプロジェク
タ装置Ｂ２からスクリーン等に対して光を照射しながら行われる。その際、スクリーン等
には、照射光により映像が投影され、その映像を確認しながら下側台座Ｂ２２１の姿勢が
調整される。これにより、プロジェクタ装置Ｂ２から照射される光の光軸方向は、スクリ
ーン等の表面に適切な表示態様で映像が映し出されるように調整される。すなわち、光軸
方向については、下側台座Ｂ２２１の姿勢調整により、映像の表示態様としていわゆる台
形ひずみ等が生じないように前もって調整することができる。
【００７５】
　光軸方向の調整等は、プロジェクタ装置Ｂ２に接続された調整用ＰＣ１０００（図１１
参照）を用いて行われる。上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１を介して上壁部Ｂ１２
に取り付けられたプロジェクタ装置Ｂ２は、工場での検査時等において、光軸方向の調整
のほか、スクリーン等に対する表示映像のチェックが行われ、映像を投影表示するために
必要な各種の調整が実施される。調整用ＰＣ１０００は、調整作業に際して一時的にプロ
ジェクタ装置Ｂ２の中継基板ＣＫに接続される（図１１参照）。調整用ＰＣ１０００を操
作すると、調整用ＰＣ１０００から送信される所定のコマンドにより、プロジェクタ装置
Ｂ２における照射光の投影位置やフォーカス調整等に関する光学パラメータが変更される
。このようにして適切に調整された投影位置や光学パラメータは、水平方向及び垂直方向
の調整値データとして、プロジェクタ装置Ｂ２のＥＥＰＲＯＭ２３１に記憶される（図１
１参照）。ＥＥＰＲＯＭ２３１に記憶された水平方向及び垂直方向の調整値データは、工
場出荷後の搬送等のためにプロジェクタ装置Ｂ２への電源供給が行われず、遊技機１が遊
技場に設置された場合でも、そのまま使用することができる。
【００７６】
　上述したことから明らかなように、プロジェクタ装置Ｂ２は、主に上側台座Ｂ２２０の
上壁部Ｂ１２に対する取り付け位置に応じて左右方向及び前後方向に位置決めされるとと
もに、下側台座Ｂ２２１の３次元空間内における姿勢に応じて光軸方向が調整される。
【００７７】
　なお、本実施形態においては、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１とを互いに連結す
るための連結部を３箇所に設けたが、少なくとも３箇所が同一直線上にないという条件を
満たせば、４箇所以上に連結部を設けるようにしてもよい。また、本実施形態では、上側
台座Ｂ２２０に連結孔２２００Ａを設けるとともに、下側台座Ｂ２２１に連結ネジ部２２
１０を設けているが、これらの連結孔や連結ネジ部を上下反対に設けてもよい。連結ネジ
部は、本実施形態のように台座と一体に形成されたものに限らず、一方の台座に対して固
定可能なものであればよい。例えば、連結ネジ部としては、下側台座を貫通して固定され
るボルトでもよい。
【００７８】
　以上、本発明の一実施形態として、第１実施形態に係る遊技機１について説明した。第
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１実施形態に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【００７９】
　（１－１）　映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）と、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）を収容し、前面に開口を有する本体部（キャビネ
ットＧ）と、
　前記本体部（キャビネットＧ）に対して開閉可能に取り付けられた開閉扉（上ドア機構
ＵＤ）と、を備え、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）は、
　映像を投影することが可能なプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）から照射された光を反射させる反射ミラー
（ミラー機構Ｂ３）と、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）により反射された光に基づいて、前記プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）により投影された映像を表示可能なスクリーン（固定スクリー
ン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）と、を備え、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）、前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）、及
び、前記スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスク
リーン機構Ｆ１）がユニット化されることにより構成されており、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）は、前記開閉扉（上ドア機構ＵＤ）を開けた状態で
前記表示ユニット（表示ユニットＡ）の外部から位置を調整することが可能である、
　ことを特徴とする遊技機。
【００８０】
　第１実施形態に係る遊技機１によれば、表示ユニットＡは、プロジェクタ装置Ｂ２、ミ
ラー機構Ｂ３、並びに、固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、及び、リ
ールスクリーン機構Ｆ１がユニット化されることにより構成されているが、ミラー機構Ｂ
３は、上ドア機構ＵＤを開けた状態で表示ユニットＡの外部から位置を調整することが可
能である。従って、表示ユニットＡが遊技機１のキャビネットＧに設置された後であって
も、ミラー機構Ｂ３の位置を調整することが可能であるため、プロジェクタ装置Ｂ２によ
り投影される映像の位置が適切でない場合であっても、投影位置を調整することができる
。
【００８１】
　（１－２）　前記（１－１）の遊技機であって、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）及び前記スクリーン（固定スクリーン機構
Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）は、前記表示ユニット（
表示ユニットＡ）における所定の位置で固定されており、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）は、前記スクリーン（固定スクリーン機構
Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）の上方に配置される一方
で、前方に光を照射することが可能であり、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）は、前記プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）か
ら照射された光を斜め下後方に反射させることが可能なように前記プロジェクタ（プロジ
ェクタ装置Ｂ２）の前方に配置され、前記本体部（キャビネットＧ）の開口側に向けて露
出した螺子における螺合の程度を変更することにより該光の反射方向を調整することが可
能である。
【００８２】
　第１実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ装置Ｂ２、並びに、固定スクリー
ン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、及び、リールスクリーン機構Ｆ１は、表示ユニ
ットＡにおける所定の位置で固定されている。一方で、ミラー機構Ｂ３には、光の反射方
向を調整するための螺子が設けられており、当該螺子は、キャビネットＧの開口側に向け
て露出している。従って、表示ユニットＡが遊技機１のキャビネットＧに設置された後で
あっても、上ドア機構ＵＤを開けた状態で、螺子を緩めたり締めたりすることにより、光
の反射方向（角度）を調整することができる。これにより、プロジェクタ装置Ｂ２により



(21) JP 2019-205746 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

投影される映像の位置が適切でない場合であっても、投影位置を調整することができる。
【００８３】
　（２－１）　照射光により映像を投影する投影装置（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記投影装置により投影された映像を表示可能な複数の投影面と、
　前記複数の投影面のうち少なくとも一の投影面を可動投影面として変位させる駆動機構
（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２、リールスクリーン駆動機構Ｆ２）と、
　前記投影装置の上方に位置する上壁（上壁部Ｂ１２）と、を備え、
　前記複数の投影面は、表面加工が施され、
　前記駆動機構は、前記投影装置に対して前記可動投影面を相対的に変位させるように構
成されており、
　前記投影装置と前記上壁との間には、上側台座（上側台座Ｂ２２０）及び下側台座（下
側台座Ｂ２２１）が設けられ、
　前記上側台座は、前記上壁に対して面内位置を調整可能に取り付けられるとともに、前
記下側台座は、前記投影装置を支持しつつ、前記上側台座に対して３箇所以上で間隔を調
整可能に取り付けられることを特徴とする遊技機。
【００８４】
　第１実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ装置Ｂ２は、上壁部Ｂ１２に対す
る上側台座Ｂ２２０の面内位置を適宜調整することにより、この上側台座Ｂ２２０を介し
て上壁部Ｂ１２の適正な位置に取り付けられるとともに、そうして上壁部Ｂ１２に位置決
めされた上側台座Ｂ２２０に対して下側台座Ｂ２２１の上下間隔を３箇所以上の連結部Ｒ
１，Ｒ２，Ｒ３で適宜調整することにより、この下側台座Ｂ２２１を介して支持される姿
勢が適正となるように取り付けられる。したがって、プロジェクタ装置Ｂ２の面内配置位
置及び空間内姿勢を上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１を用いて簡単に調整すること
ができ、ひいては映像視覚効果の高い高品位な映像を複数の投影面に映し出すことができ
る。
【００８５】
　（２－２）　前記（２－１）の遊技機であって、
　前記上側台座及び前記下側台座は、同一直線上にない３箇所以上の複数の連結部（連結
部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３）で互いに連結され、
　前記複数の連結部のそれぞれには、
　前記上側台座及び前記下側台座のうちの一方から突出するとともに他方を貫通してネジ
締結される連結ネジ部（連結ネジ部２２１０）と、
　前記連結ネジ部に外嵌されるとともに前記上側台座と前記下側台座との間に配置される
コイルバネ（コイルバネ２２１１）と、が設けられることを特徴とする。
【００８６】
　第１実施形態に係る遊技機１によれば、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１とは、同
一直線上にない３以上の連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３における互いの間隔が、連結ネジ部２２
１０のネジ締結量を加減するだけで個別に調整可能とされるとともに、コイルバネ２２１
１の弾性付勢力により調整後の間隔が一定に保たれるので、空間内の互いに直交する前後
方向、左右方向、上下方向の３軸方向に対してプロジェクタ装置Ｂ２の各姿勢を微調整す
ることができ、例えば上下方向、左右方向、前後方向のいずれの方向にもプロジェクタ装
置Ｂ２を適正な姿勢で保持することができる。
【００８７】
［第２実施形態］
　以上、第１実施形態について説明した。以下、第２実施形態について説明する。第２実
施形態に係る遊技機１の基本的な構成は、第１実施形態に係る遊技機１と同じである。以
下においては、第１実施形態に係る遊技機１の構成要素と同一の構成要素には、同一の符
号を付して説明することとする。また、第１実施形態における説明が第２実施形態におい
ても当てはまる部分については、説明を省略することとする。
【００８８】
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＜上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１＞
　本実施形態に係る上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１は、第１実施形態に係る上側
台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１とは異なる構成を有している。
【００８９】
　図１８は、上側台座及び下側台座の分解斜視図である。図１９は、上側台座及び下側台
座を組み付けた状態を示す平面図である。図２０は、図１９に示す上側台座及び下側台座
を斜め前方から見た図である。図２１は、図１９に示す上側台座及び下側台座を斜め後方
から見た図である。図２２は、プロジェクタ機構の内部構成要素を収容するケースの斜視
図である。図２３は、下側台座にケースを取り付けた状態を示す斜視図である。
【００９０】
　図１８及び図１９に示すように、上側台座Ｂ２２０は、平面視矩形状の板金部材に矩形
状の開口を設けた形状を有している。図１９に示すように、開口は、辺Ａ、辺Ｂ、辺Ｃ、
及び、辺Ｄに囲まれた略長方形の形状に形成されている。
【００９１】
　上側台座Ｂ２２０の右側部分及び左側部分には、それぞれ、角孔２２０１ｃが設けられ
ている。角孔２２０１ｃは、上側台座Ｂ２２０を中継板Ｂ３００（図２６参照）にネジ締
結によって固定するための孔である。
【００９２】
　第１実施形態では、プロジェクタ装置Ｂ２のプロジェクタカバーＢ１への取り付けにお
いて、上側台座Ｂ２２０をプロジェクタカバーＢ１の上壁部Ｂ１２にネジ締結することに
より、プロジェクタ装置Ｂ２をプロジェクタカバーＢ１に直接固定することとして説明し
た。これに対し、本実施形態では、上側台座Ｂ２２０とプロジェクタカバーＢ１との間に
、中継板Ｂ３００を介在させることとしている。
【００９３】
　角孔２２０１ｃの縦横内径寸法は、これに挿入して締結される取付ネジＴのネジ軸径よ
りも大きくなっている。なお、図１９には、上側台座Ｂ２２０を中継板Ｂ３００に固定す
る際に使用される固定プレートＢ３２１も示されている。本実施形態において、中継板Ｂ
３００と上側台座Ｂ２２０とは、固定プレートＢ３２１及びキャップボルトを用いて締結
される。第１実施形態では、固定プレートＢ３２１を示していなかったが、中継板Ｂ３０
０と上側台座Ｂ２２０との締結に際しては、従来周知の部材を適宜選択して用いることが
できる。
【００９４】
　また、上側台座Ｂ２２０には、下側台座Ｂ２２１を連結するための３つの連結孔２２０
０Ａが設けられている。３つの連結孔２２００Ａは、上側台座Ｂ２２０に沿う平面内（水
平面内）において同一直線上に位置しないように配置されている。
【００９５】
　下側台座Ｂ２２１は、中央に矩形状の開口が形成された矩形状の本体部Ｂ２２１ａ、本
体部Ｂ２２１ａと段差を有して前方に延出する右側部Ｂ２２１ｂ及び左側部Ｂ２２１ｃ、
並びに、本体部Ｂ２２１ａと段差を有して後方に延出する後端部Ｂ２２１ｄを備える板金
部材である。
【００９６】
　図２０に示すように、右側部Ｂ２２１ｂは、本体部Ｂ２２１ａの前端右側を下方及び外
方に折り曲げることで形成されている。左側部Ｂ２２１ｃは、本体部Ｂ２２１ａの前端左
側を下方及び外方に折り曲げることで形成されている。図２１に示すように、後端部Ｂ２
２１ｄは、本体部Ｂ２２１ａの後端を下方に折り曲げるとともに、下方に折り曲げられた
部分の一部を外方に折り曲げることで形成されている。右側部Ｂ２２１ｂと左側部Ｂ２２
１ｃと後端部Ｂ２２１ｄとは、同一平面上に位置付けられるように形成されている。
【００９７】
　右側部Ｂ２２１ｂ、左側部Ｂ２２１ｃ、及び、後端部Ｂ２２１ｄには、それぞれ、上側
台座Ｂ２２０の３つの連結孔２２００Ａに対応して上向きに突出するように連結ネジ部２
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２１０が一体形成されている。３つの連結ネジ部２２１０は、右側部Ｂ２２１ｂ、左側部
Ｂ２２１ｃ、及び、後端部Ｂ２２１ｄに沿う平面内（水平面内）において同一直線上に位
置しないように配置されている。
【００９８】
　第１実施形態と同様に、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１とは、３つの連結孔２２
００Ａ及び３つの連結ネジ部２２１０に対応する３箇所の連結部のそれぞれにおいて互い
の間隔を調整可能に連結される。３箇所の連結部は、それぞれ、連結孔２２００Ａ、連結
ネジ部２２１０、コイルバネ２２１１、ワッシャー２２１２、及び、ナット２２１３によ
り構成される（図１２参照）。
【００９９】
　また、図１８に示すように、下側台座Ｂ２２１には、ケースＢ２２をネジ止めするため
の複数のネジ孔２２１４が設けられている。ケースＢ２２としては、第１実施形態と同様
の構成のものを採用することが可能であるが、本実施形態では、図２２に示すように、直
方体の箱形形状を有するケースＢ２２を採用している。
【０１００】
　第１実施形態と同様に、ケースＢ２２には、プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素であ
るレンズユニットＢ２１（図１２参照）、ＬＥＤ基板、ＤＭＤ基板、ヒートシンク、吸気
用ファン等が収容されている。ケースＢ２２の下面には、プロジェクタ制御基板Ｂ２３（
図１２参照）が固定されている。
【０１０１】
　ケースＢ２２の前面に設けられた前部開口Ｂ２２ｋには、レンズユニットカバーＢ２２
２（図１２参照）が取り付けられる。レンズユニットＢ２１は、レンズユニットカバーＢ
２２２で投射レンズ２１０（図１２参照）が覆われた状態で、ケースＢ２２に収容されて
いる。
【０１０２】
　また、図示しないが、ケースＢ２２には、左右方向における中央よりも左寄りの箇所（
下側台座Ｂ２２１に取り付けた状態（図２３参照）における左側部Ｂ２２１ｃの右端付近
）に、２つの吸気用ファン２４４Ａ・２４４Ｂが前後に並ぶように配設されている。２つ
の吸気用ファン２４４Ａ・２４４Ｂの左側には、ヒートシンクが設けられている。
【０１０３】
　また、ケースＢ２２の右側面には、吸気口Ｂ２２Ａが設けられており（図２２参照）、
ケースＢ２２の左側面には、排気口Ｂ２２Ｅが設けられている（図２３参照）。これによ
り、ケースＢ２２内においては、吸気口Ｂ２２Ａから吸気用ファン２４４Ａ・２４４Ｂに
よって強制的に吸気された後、ヒートシンクから熱を奪いつつ排気口Ｂ２２Ｅから排気さ
れる空気の流れが形成される。
【０１０４】
　図２３に示すように、ケースＢ２２は、下側台座Ｂ２２１に対してネジ締結により取り
付けられて、その上端面（図２２に示す上壁部Ｂ２２Ｆ）が下側台座Ｂ２２１の本体部Ｂ
２２１ａの内側面に当接している。また、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１とが連結
された状態において、下側台座Ｂ２２１の本体部Ｂ２２１ａは、上側台座Ｂ２２０よりも
上方に位置している。これにより、ケースＢ２２の上壁部Ｂ２２Ｆも、上側台座Ｂ２２０
よりも上方に位置付けられることになる。
【０１０５】
　この点、第１実施形態では、ケースＢ２２の上端が下側台座Ｂ２２１に取り付けられて
おり、上側台座Ｂ２２０は、それよりも上方に配置されていた。そのため、上側台座Ｂ２
２０と下側台座Ｂ２２１との間に形成された空間内にケースＢ２２を配置することができ
なかった。これに対し、本実施形態では、上側台座Ｂ２２０に開口を形成し、ケースＢ２
２の上端（上壁部Ｂ２２Ｆ）が当該開口を上方に挿通するようにケースＢ２２を配置する
ことにより、ケースＢ２２の上端（上壁部Ｂ２２Ｆ）を上側台座Ｂ２２０よりも上方に位
置付けることができるようになっている。これにより、ケースＢ２２を配置するためのス
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ペースを有効活用することが可能となっている。
【０１０６】
　なお、このように、第１実施形態と比較して、上側台座Ｂ２２０に対するケースＢ２２
（プロジェクタ装置Ｂ２）の相対的な位置を上方に移動させたことにより、ケースＢ２２
の前面に設けられた前部開口Ｂ２２ｋ（図２２参照）の前方に、上側台座Ｂ２２０の一部
が配置されることになる（図２３参照）。すなわち、当該上側台座Ｂ２２０の一部が、前
部開口Ｂ２２ｋに対応するように設置された投射レンズ２１０（図１２参照）の前方に配
置された状態となる。これにより、投射レンズ２１０から出射された光が上側台座Ｂ２２
０によって遮られるようにも思われる。
【０１０７】
　しかしながら、このようにして照射光が遮られることはない。すなわち、本実施形態に
おいて、照射光は、投射レンズ２１０の光軸よりも下側の部分から出射される。換言すれ
ば、照射光の出射に際しては、投射レンズ２１０の下半分（投射レンズ２１０の上下方向
における中央部を通る水平面よりも下側の部分）だけが使用される。このような投射レン
ズ２１０における光の出射位置は、従来公知のプロジェクタ（例えば、特開２００８－０
５８８７５号公報参照）とは異なっている。
【０１０８】
　このように、本実施形態では、照射光の出射に際して、投射レンズ２１０の上半分が使
用されず、照射光は、投射レンズ２１０の光軸よりも下側の部分から出射されるところ、
図２３のように投射レンズ２１０の前方に配置された上側台座Ｂ２２０は、投射レンズ２
１０の光軸よりも上方に存在する。従って、投射レンズ２１０から出射された光の進路は
、上側台座Ｂ２２０よりも下方となり、上側台座Ｂ２２０によって照射光が遮られること
はない。
【０１０９】
　また、下側台座Ｂ２２１を下方に折り曲げて、右側部Ｂ２２１ｂ、左側部Ｂ２２１ｃ、
及び、後端部Ｂ２２１ｄを形成することで、右側部Ｂ２２１ｂ、左側部Ｂ２２１ｃ、及び
、後端部Ｂ２２１ｄそれぞれの上方に上側台座Ｂ２２０が配置されるように、上側台座Ｂ
２２０と下側台座Ｂ２２１とを連結することができる。これにより、上側台座Ｂ２２０及
び下側台座Ｂ２２１の構成を第１実施形態から変更しつつも、３箇所の連結部の構成につ
いては、第１実施形態と同様の構成を採用することができる。
【０１１０】
　従って、プロジェクタ装置Ｂ２から照射される光の光軸方向等の調整についても、第１
実施形態と同様の方法により行うことができる。このような光軸方向等の調整には、高度
なコンピュータプログラムが必要であるところ、当該プログラムの開発には、多額のコス
トが発生する。本実施形態では、第１実施形態と同じプログラムを用いて光軸方向等の調
整を行うことができるため、新たなコストの発生を抑えることが可能である。
【０１１１】
　また、本実施形態では、ケースＢ２２が上壁部Ｂ２２Ｆを有することとして説明してい
るが、第１実施形態のように、上側が開放されたケースＢ２２（図１２参照）を使用する
こととしてもよい。また、ケースＢ２２の下側台座Ｂ２２１への取付方法としては、特に
限定されず、第１実施形態のように、ステーＢ２２３ａ（図１２参照）を用いることによ
り、ケースＢ２２を下側台座Ｂ２２１に取り付けることとしてもよい。
【０１１２】
　以上で説明したように、本実施形態では、ケースＢ２２の一部を上側台座Ｂ２２０より
も上方に配置することにより、第１実施形態と比較してケースＢ２２を上方に移動させる
ことが可能であり、ケースＢ２２の下方領域に新たな空間を作り出すことができる。この
ような効果は、上側台座Ｂ２２０の構成を第１実施形態から変更したことにより得られる
ものであり、プロジェクタカバーＢ１については、第１実施形態と同様の構成を採用する
ことができる。
【０１１３】
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　もっとも、本実施形態では、他の効果も勘案して、第１実施形態とは異なる構成を有す
るプロジェクタカバーＢ１を採用している。以下、本実施形態に係るプロジェクタカバー
Ｂ１について説明する。
【０１１４】
＜プロジェクタカバーＢ１＞
　図２４は、プロジェクタカバーの上壁部を取り外した状態を示す斜視図である。図２５
は、上壁部を取り外した状態のプロジェクタカバーの平面図である。図２６は、図２５に
示すプロジェクタカバーの矢視Ｌ－Ｌに沿う断面図と、プロジェクタカバーに取り付けら
れる中継板の斜視図とを分解して示す図である。図２７は、上壁部を取り外した状態のプ
ロジェクタカバーを斜め上方から見た図である。図２８は、上壁部を取り外した状態のプ
ロジェクタカバーの正面図である。図２９は、図２８に示すプロジェクタカバーの矢視Ｍ
－Ｍに沿う断面図である。
【０１１５】
　図２４に示すように、プロジェクタカバーＢ１は、概ね左右対称となる構造を備えてお
り、その内部において、中継板取付部Ｂ３０１を有している。中継板取付部Ｂ３０１は、
左右の側壁部Ｂ１３・Ｂ１３それぞれの内側面から内側に突出するように形成されている
。中継板取付部Ｂ３０１は、段差を有するように形成されており、前方及び後方に形成さ
れた中継板取付面Ｂ３０１ａと、中継板取付面Ｂ３０１ａよりも上方に形成された位置調
整面Ｂ３０１ｄと、前方及び後方それぞれの中継板取付面Ｂ３０１ａと位置調整面Ｂ３０
１ｄとを接続する接続部Ｂ３０１ｅとを有している。
【０１１６】
　中継板取付面Ｂ３０１ａには、取付用孔Ｂ３０１ｂが形成されている。また、位置調整
面Ｂ３０１ｄには、位置調整用孔Ｂ３０１ｃが形成されている。取付用孔Ｂ３０１ｂは、
中継板Ｂ３００を中継板取付部Ｂ３０１にネジ締結により取り付けるためのネジ孔である
。位置調整用孔Ｂ３０１ｃは、中継板Ｂ３００を中継板取付部Ｂ３０１に取り付けた際に
上側台座Ｂ２２０の角孔２２０１ｃ（図１８参照）と対向するような位置に形成されてい
る。
【０１１７】
　図２６に示すように、中継板Ｂ３００は、本体部Ｂ３００Ａ、本体部Ｂ３００Ａと段差
を有して前方に延出する前側部Ｂ３００Ｂ、及び、本体部Ｂ３００Ａと段差を有して後方
に延出する後側部Ｂ３００Ｃを備える。前側部Ｂ３００Ｂは、本体部Ｂ３００Ａの前端を
下方及び前方に折り曲げることで形成されている。後側部Ｂ３００Ｃは、本体部Ｂ３００
Ａの後端を下方及び後方に折り曲げることで形成されている。このように、中継板Ｂ３０
０の形状は、プロジェクタカバーＢ１の中継板取付部Ｂ３０１に設けられた段差に対応し
た形状となっている。
【０１１８】
　本体部Ｂ３００Ａには、第１貫通孔Ｂ３００ａが形成されている。前側部Ｂ３００Ｂ及
び後側部Ｂ３００Ｃには、それぞれ、第２貫通孔Ｂ３００ｂが形成されている。第１貫通
孔Ｂ３００ａは、中継板Ｂ３００を上側台座Ｂ２２０に取り付ける際にキャップボルトが
挿通する孔である。一方、第２貫通孔Ｂ３００ｂは、中継板Ｂ３００を中継板取付部Ｂ３
０１にネジ締結により取り付ける際にネジが挿通する孔である。
【０１１９】
　また、図２４に示すように、プロジェクタカバーＢ１の前方における左右両側には、上
側が開放した開口Ｂ４００（右開口Ｂ４００ａ及び左開口Ｂ４００ｂ）が設けられている
。右開口Ｂ４００ａは、上面視における形状が辺Ｅ～Ｊ（図２５参照）により構成される
六角形に近似する形状となっている。
【０１２０】
　図２７に示すように、辺Ｅ～Ｊを上端として、各辺からそれぞれ下方に向けて連続する
壁面（壁面Ｂ４０１ｅ、壁面Ｂ４０１ｆ、壁面Ｂ４０１ｇ、壁面Ｂ４０１ｈ、壁面Ｂ４０
１ｉ、及び、壁面Ｂ４０１ｊ）が形成されている。辺Ｊから連続して形成される壁面Ｂ４
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０１ｊ（図２４参照）は、その他の壁面Ｂ４０１ｅ～Ｂ４０１ｉと比較して、上下方向の
長さが短くなっている。なお、辺Ｅから連続して形成される壁面Ｂ４０１ｅは、プロジェ
クタカバーＢ１の内側において後方まで連続しており、プロジェクタカバーＢ１の内側面
４０３（図２９参照）の一部となっている。
【０１２１】
　また、図２６に示すように、中継板取付部Ｂ３０１の位置調整面Ｂ３０１ｄの下方には
空洞Ｂ４０２が形成されている。
【０１２２】
　図２９は、接続部Ｂ３０１ｅを通る水平面（中継板取付面Ｂ３０１ａよりも上方であっ
て、位置調整面Ｂ３０１ｄよりも下方を通る面）で切断したときの断面図である。
【０１２３】
　図２９に示すように、プロジェクタカバーＢ１の上側に向けて開放した開口Ｂ４００（
右開口Ｂ４００ａ及び左開口Ｂ４００ｂ）と、中継板取付部Ｂ３０１の位置調整面Ｂ３０
１ｄの下方に形成された空洞４０２とが、プロジェクタカバーＢ１の内部において連通し
ている。
【０１２４】
＜プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００による空間の形成＞
　本実施形態では、プロジェクタカバーＢ１の下側に設けられる部材として、第１実施形
態における多孔板Ｂ１５（図１０参照）に代わって、ブラインドＢ５００が採用されてい
る。
【０１２５】
　図３０は、ブラインドの斜視図である。図３１は、プロジェクタカバーの上壁部を取り
外した状態の照射ユニットの平面図である。図３２は、図３１に示す照射ユニットの矢視
Ｎ－Ｎに沿う断面において開口近傍用ファン及びダクトカバーを取り外した状態を示す図
である。
【０１２６】
　図３０に示すように、ブラインドＢ５００は、概ね左右対称となる構造を備えており、
略水平に形成された第１水平部Ｂ５０１と、第１水平部Ｂ５０１と連続して傾斜を有する
ように形成された第１傾斜部Ｂ５０２ａと、第１傾斜部Ｂ５０２ａと連続して略水平に形
成された第２水平部Ｂ５０２ｂと、第２水平部Ｂ５０２ｂと連続して傾斜を有するように
形成された第２傾斜部Ｂ５０２ｃと、第２傾斜部Ｂ５０２ｃと連続して略水平に形成され
た第３水平部Ｂ５０２ｄと、第３水平部Ｂ５０２ｄと左右方向の幅が同じになるように第
３水平部Ｂ５０２ｄの後端から上方に向かって立設された後壁部Ｂ５０３と、ブラインド
Ｂ５００の外壁を構成する外壁部Ｂ５０４と、外壁部Ｂ５０４と対向している内壁部Ｂ５
０５と、を有している。
【０１２７】
　外壁部Ｂ５０４は、第１傾斜部Ｂ５０２ａ、第２水平部Ｂ５０２ｂ、第２傾斜部Ｂ５０
２ｃ、第３水平部Ｂ５０２ｄ、及び、後壁部Ｂ５０３と連続している。内壁部Ｂ５０５は
、第１傾斜部Ｂ５０２ａ及び第２水平部Ｂ５０２ｂと連続している。なお、第１傾斜部Ｂ
５０２ａ、第２水平部Ｂ５０２ｂ、第２傾斜部Ｂ５０２ｃ、及び、第３水平部Ｂ５０２ｄ
は、外壁部Ｂ５０４近傍の一定範囲が隆起しており、当該範囲の内側部分よりも高くなる
ような構造を有している。
【０１２８】
　また、ブラインドＢ５００は、平面視矩形状の小部屋Ｂ５０７を有している。小部屋Ｂ
５０７は、上下方向に形成された前側壁部Ｂ５０７ａ、外側壁部Ｂ５０７ｂ、及び、後側
壁部Ｂ５０７ｄ、並びに、内壁部Ｂ５０５によって囲まれた空間である。前側壁部Ｂ５０
７ａは、第２水平部Ｂ５０２ｂから立設されて、左右方向に延在している。外側壁部Ｂ５
０７ｂは、第２水平部Ｂ５０２ｂ、第２傾斜部Ｂ５０２ｃ、及び、第３水平部Ｂ５０２ｄ
から立設されて、前後方向に延在し、後壁部Ｂ５０３と連続している。後側壁部Ｂ５０７
ｄは、後壁部Ｂ５０３と略同一平面を形成するように立設されている。
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【０１２９】
　このように、小部屋Ｂ５０７は、第２水平部Ｂ５０２ｂ、第２傾斜部Ｂ５０２ｃ、及び
、第３水平部Ｂ５０２ｄに跨るように形成されているため、第２傾斜部Ｂ５０２ｃ及び第
３水平部Ｂ５０２ｄにおける左右方向の幅は、第１傾斜部Ｂ５０２ａにおける左右方向の
幅と比較して、前側壁部Ｂ５０７ａにおける左右方向の幅の長さ分だけ、狭くなっている
。なお、外側壁部Ｂ５０７ｂには、上方が開放されたＵ字状の切り欠き５０７ｃが形成さ
れている。また、前側壁部Ｂ５０７ａ、外側壁部Ｂ５０７ｂ、及び、後側壁部Ｂ５０７ｄ
の上端は、内壁部Ｂ５０５の上端縁Ｂ５０５ａよりも低くなっている。
【０１３０】
　第１水平部Ｂ５０１には、その前端において上方に向かって僅かに立設された第１壁部
Ｂ５０１ａと、第１壁部Ｂ５０１ａにおける内側部分から後方に向かって連続する第２壁
部Ｂ５０１ｂと、第２壁部Ｂ５０１ｂから斜め後方に向かって連続する第３壁部Ｂ５０１
ｃと、第３壁部Ｂ５０１ｃから後方に向かって連続する第４壁部Ｂ５０１ｄと、第４壁部
Ｂ５０１ｄから内側に向かって連続する第５壁部Ｂ５０１ｅと、が形成されている。第５
壁部Ｂ５０１ｅは、内壁部Ｂ５０５と連続している。
【０１３１】
　第３壁部Ｂ５０１ｃと第４壁部Ｂ５０１ｄと第５壁部Ｂ５０１ｅとによって囲まれた領
域には、ブラインドＢ５００をプロジェクタカバーＢ１にネジ締結により取り付けるため
のネジ孔Ｂ５０６が形成されている。
【０１３２】
　図３２に示すように、ブラインドＢ５００がプロジェクタカバーＢ１の下側に取り付け
られた状態において、ブラインドＢ５００の第１壁部Ｂ５０１ａの面は、プロジェクタカ
バーＢ１の壁面Ｂ４０１ｆと連続し、ブラインドＢ５００の第２壁部Ｂ５０１ｂの面は、
プロジェクタカバーＢ１の壁面Ｂ４０１ｇと連続し、ブラインドＢ５００の第３壁部Ｂ５
０１ｃの面は、プロジェクタカバーＢ１の壁面Ｂ４０１ｈと連続し、ブラインドＢ５００
の第４壁部Ｂ５０１ｄの面は、プロジェクタカバーＢ１の壁面Ｂ４０１ｉと連続している
。
【０１３３】
　また、図３２には現れていないが、ブラインドＢ５００の第５壁部Ｂ５０１ｅの面は、
プロジェクタカバーＢ１の空洞Ｂ４０２（図２６参照）の前方に存在する面Ｂ４０２ａ（
図２９参照）と略同一平面上に配置されている。第５壁部Ｂ５０１ｅの上端と面Ｂ４０２
ａの下端との間には、一定の間隙が存在している。後述するように、当該間隙は、ダクト
カバーＢ６００（ダクトカバーＢ６５０）によって埋められる（図３６参照）。さらに、
ブラインドＢ５００の外壁部Ｂ５０４の内側面は、プロジェクタカバーＢ１の内側面４０
３（図２９参照）と連続している。
【０１３４】
　以上より、プロジェクタカバーＢ１とブラインドＢ５００とによって、空間Ｐ（図３２
参照）が形成される。空間Ｐは、上方がプロジェクタカバーＢ１によって覆われるととも
に、下方がブラインドＢ５００によって覆われている。また、空間Ｐの側方は、ブライン
ドＢ５００の第１壁部Ｂ５０１ａ～第５壁部Ｂ５０１ｅ、内壁部Ｂ５０５、後壁部Ｂ５０
３、及び、外壁部Ｂ５０４、並びに、プロジェクタカバーＢ１の壁面Ｂ４０１ｆ～Ｂ４０
１ｉ、空洞Ｂ４０２の前後方に存在する面Ｂ４０２ａ・Ｂ４０２ｂ、及び、内側面４０３
等によって囲まれている。
【０１３５】
　そして、空間Ｐは、その上方の一部が開口Ｂ４００（図２４参照）を介してプロジェク
タカバーＢ１の外部空間と繋がっており、また、空洞Ｂ４０２を介してプロジェクタカバ
ーＢ１の内部空間Ｑ（図２９参照）と繋がっている。プロジェクタカバーＢ１とブライン
ドＢ５００とが組み付けられた状態において、空洞Ｂ４０２は、空間Ｐの一部となってい
る。
【０１３６】
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　なお、図３１及び図３２に示すように、開口Ｂ４００（右開口Ｂ４００ａ及び左開口Ｂ
４００ｂ）には、メッシュ構造を有するパンチングＢ４５０（右パンチングＢ４５０ａ及
び左パンチングＢ４５０ｂ）が設けられている。これにより、開口Ｂ４００を介して空間
Ｐに異物が侵入してしまうことを一定程度防止することができる。
【０１３７】
＜空気流路及び液体貯留空間の形成＞
　図３３は、図３０に示すブラインドに開口近傍用ファン及びダクトカバーを取り付ける
とともに、ケースを配置した状態を示す斜視図である。図３４は、図３１に示す照射ユニ
ットから右パンチングを取り外した状態を示す斜視図である。図３５は、図３２に示す照
射ユニットに開口近傍用ファン及びダクトカバーを取り付けた状態を示す断面図である。
図３６は、図３５に示す照射ユニットの断面において開口近傍用ファンを取り外した状態
を示す右側面図である。
【０１３８】
　図３３に示すように、ブラインドＢ５００の右側上部には、ダクトカバーＢ６００が略
水平に配設されている。ダクトカバーＢ６００は、平板状の部材であり、上面視における
外形形状が、ブラインドＢ５００の後壁部Ｂ５０３、外壁部Ｂ５０４、内壁部Ｂ５０５、
並びに、小部屋Ｂ５０７の前側壁部Ｂ５０７ａ及び外側壁部Ｂ５０７ｂ（図３０参照）そ
れぞれの上端縁を含んで構成される図形に近似する形状となっている。これにより、ダク
トカバーＢ６００は、ブラインドＢ５００を上方から覆っている。
【０１３９】
　また、ブラインドＢ５００の左側上部には、ダクトカバーＢ６５０が略水平に配設され
ている。ダクトカバーＢ６５０は、平板状の部材であり、上面視における外形形状は、ダ
クトカバーＢ６００と異なっているが（図４０参照）、ダクトカバーＢ６００と同様に、
ブラインドＢ５００を上方から覆っている。
【０１４０】
　図３５に示すように、プロジェクタカバーＢ１とブラインドＢ５００とによって形成さ
れる空間Ｐ（図３２参照）は、ダクトカバーＢ６００（ダクトカバーＢ６５０）よりも上
方の空間Ｐ１とダクトカバーＢ６００よりも下方の空間Ｐ２とに分けられる。分かりやす
くするため、図３５では、ダクトカバーＢ６００を斜線で示している。
【０１４１】
　また、図３３に示すように、ダクトカバーＢ６００の上側前方には、開口近傍用ファン
Ｂ７００が載置されている。開口近傍用ファンＢ７００は、吸気用のファンであり、開口
近傍用ファンＢ７００の前方に存在する空気を、空気通過部Ｂ７１０（図３７参照）を通
過させて、後方へと移動させることができるようになっている。
【０１４２】
　図３４及び図３５に示すように、ブラインドＢ５００にプロジェクタカバーＢ１が取り
付けられた状態において、開口近傍用ファンＢ７００は、プロジェクタカバーＢ１の右開
口Ｂ４００ａの近傍に位置付けられる。分かりやすくするため、図３４及び図３５では、
開口近傍用ファンＢ７００を網掛けで示している。
【０１４３】
　ここで、図示しないが、本実施形態では、表示ユニットＡをキャビネットＧに装着した
際、照射ユニットＢの前方部分がキャビネットＧの前方へと突出し、照射ユニットＢのう
ちキャビネットＧから突出した部分は、上ドア機構ＵＤ（図１参照）に収容される。そし
て、上ドア機構ＵＤの上面壁に形成された２つの開口（図示せず）が、それぞれ、プロジ
ェクタカバーＢ１の２つの開口Ｂ４００（右開口Ｂ４００ａ及び左開口Ｂ４００ｂ）の真
上に位置付けられる。
【０１４４】
　また、図３５に示すように、空洞Ｂ４０２（２つある空洞Ｂ４０２のうちの右側の空洞
Ｂ４０２）に近接するように、ケースＢ２２の吸気口Ｂ２２Ａ（図２２参照）が配置され
ている。図示しないが、ケースＢ２２の排気口Ｂ２２Ｅ（図２３参照）についても、同様
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に、空洞Ｂ４０２（２つある空洞Ｂ４０２のうちの左側の空洞Ｂ４０２）に近接するよう
に配置されている。
【０１４５】
　これにより、本実施形態では、上ドア機構ＵＤの上面壁に形成された開口（２つある開
口のうちの右側の開口）を介して、遊技機１の外部から上ドア機構ＵＤの内部に空気が取
り入れられる。この空気は、上ドア機構ＵＤの内部を下向きに移動し、プロジェクタカバ
ーＢ１の開口Ｂ４００（右開口Ｂ４００ａ）を介して、プロジェクタカバーＢ１の内部に
取り入れられる。
【０１４６】
　プロジェクタカバーＢ１の内部に入った空気は、プロジェクタカバーＢ１とブラインド
Ｂ５００とによって形成された空間Ｐ（２つある空間Ｐのうちの右側の空間Ｐ、図３２参
照）のうちダクトカバーＢ６００よりも上方の空間Ｐ１（図３５参照）を後方に移動した
後、プロジェクタカバーＢ１の内側へと向きを変え、空洞Ｂ４０２（２つある空洞Ｂ４０
２のうちの右側の空洞Ｂ４０２）を通過して、吸気口Ｂ２２Ａを介してケースＢ２２の内
部に入る。
【０１４７】
　ケースＢ２２の内部に入った空気は、ケースＢ２２内で発生した熱を奪いながら左方向
に進み、排気口Ｂ２２Ｅを介してケースＢ２２を出る。
【０１４８】
　ケースＢ２２を出た空気は、空洞Ｂ４０２（２つある空洞Ｂ４０２のうちの左側の空洞
Ｂ４０２）を通過した後、進路を前向きに変えて、空間Ｐ（２つある空間Ｐのうちの左側
の空間Ｐ）のうちダクトカバーＢ６５０よりも上方の空間Ｐ１を前方に移動する。そして
、当該空気は、プロジェクタカバーＢ１の開口Ｂ４００（左開口Ｂ４００ｂ）を介して、
プロジェクタカバーＢ１の外部に出る。
【０１４９】
　プロジェクタカバーＢ１の外部に出た空気は、上ドア機構ＵＤの内部を上向きに移動し
た後、上ドア機構ＵＤの上面壁に形成された開口（２つある開口のうちの左側の開口）を
介して、遊技機１の外部に放出される。
【０１５０】
　以上で説明した空気の流れのうち、プロジェクタカバーＢ１の内部における空気流路を
、図２９中に太い矢印で示している。また、空間Ｐ１における空気の流れを、図３５中に
矢印Ａで示している。本実施形態では、このような空気流路を形成することにより、プロ
ジェクタ装置Ｂ２において発生した熱を遊技機１の外部に排出することができる。
【０１５１】
　ここで、上述したように、上ドア機構ＵＤの上面壁に形成された開口は、プロジェクタ
カバーＢ１の開口Ｂ４００（右開口Ｂ４００ａ及び左開口Ｂ４００ｂ）の真上に存在して
いる。すなわち、上ドア機構ＵＤの開口とプロジェクタカバーＢ１の開口Ｂ４００とを上
面視したとき、少なくとも一部が重なり合っている。
【０１５２】
　そのため、上ドア機構ＵＤの開口から液体等の異物が遊技機１の中に入った場合、当該
異物は、プロジェクタカバーＢ１の内部に侵入することになる。しかしながら、本実施形
態によれば、そのような場合であっても、当該異物がケースＢ２２の内部に侵入してしま
うことを防止することが可能である。以下、上ドア機構ＵＤの開口から液体Ｌが投入され
た場合を例として説明する。
【０１５３】
　上ドア機構ＵＤの開口から投入された液体Ｌは、プロジェクタカバーＢ１の開口Ｂ４０
０（右開口Ｂ４００ａ）を通過して、ブラインドＢ５００の第１水平部Ｂ５０１（図３０
参照）に落下する。
【０１５４】
　ここで、図３２を用いて説明したように、ブラインドＢ５００の第５壁部Ｂ５０１ｅの
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上端とプロジェクタカバーＢ１の空洞Ｂ４０２（図２６参照）の前方に存在する面Ｂ４０
２ａ（図２９参照）の下端との間には、一定の間隙が存在し、ダクトカバーＢ６００の厚
みは、当該間隙の長さと略一致する。ダクトカバーＢ６００は、第５壁部Ｂ５０１ｅの上
端及び面Ｂ４０２ａの下端の双方に当接して、当該間隙を埋めるように配置される。これ
により、ブラインドＢ５００の第１水平部Ｂ５０１とダクトカバーＢ６００との間には、
ブラインドＢ５００の第５壁部Ｂ５０１ｅの高さ相当の隙間が形成されている。液体Ｌは
、当該隙間を通過して、第１水平部Ｂ５０１から第１傾斜部Ｂ５０２ａの方へと流れてい
く。
【０１５５】
　ブラインドＢ５００の第１傾斜部Ｂ５０２ａ及び第２傾斜部Ｂ５０２ｃは、後方に向か
うにつれて下降するような傾斜を有しているため、液体Ｌは、第１傾斜部Ｂ５０２ａ、第
２水平部Ｂ５０２ｂ、第２傾斜部Ｂ５０２ｃ、及び、第３水平部Ｂ５０２ｄを後方へと流
れていく。このように、液体Ｌは、第１水平部Ｂ５０１、第１傾斜部Ｂ５０２ａ、第２水
平部Ｂ５０２ｂ、第２傾斜部Ｂ５０２ｃ、及び、第３水平部Ｂ５０２ｄの面上を流れる。
このような液体Ｌの流れを、図３５中に矢印Ｌで示している。
【０１５６】
　後方へと流れてきた液体Ｌは、後壁部Ｂ５０３に衝突し、後壁部Ｂ５０３と外壁部Ｂ５
０４と外側壁部Ｂ５０７ｂ（及び内壁部Ｂ５０５）とで囲まれた領域に貯留される（図３
６参照）。当該領域は、プロジェクタカバーＢ１とブラインドＢ５００とによって形成さ
れた空間Ｐ（図３２参照）のうちダクトカバーＢ６００よりも下方の空間Ｐ２（図３５参
照）に含まれる。分かりやすくするため、図３６では、貯留された液体Ｌを網掛けで示し
ている。
【０１５７】
　ここで、図３５に示す空間Ｐ１とプロジェクタカバーＢ１の内部空間Ｑ（図２９参照）
とは、図３６に示す開口Ｂ５１０を介して繋がっている。図３６に示すように、開口Ｂ５
１０は、側面視における形状が辺Ｋ～Ｎにより構成される長方形に近似する形状となって
いる。
【０１５８】
　開口Ｂ５１０の下端を構成する辺Ｋは、ブラインドＢ５００の内壁部Ｂ５０５の上端縁
Ｂ５０５ａ（図３０参照）に対応している。そして、内壁部Ｂ５０５の上端縁Ｂ５０５ａ
（開口５１０の下端）は、図３０に示すように、第１水平部Ｂ５０１、第１傾斜部Ｂ５０
２ａ、第２水平部Ｂ５０２ｂ、第２傾斜部Ｂ５０２ｃ、及び、第３水平部Ｂ５０２ｄ（液
体Ｌの通り道）よりも上方に位置している。
【０１５９】
　また、図には明示されていないが、ダクトカバーＢ６００は、その右端がブラインドＢ
５００の外壁部Ｂ５０４の上端縁上に載置され、且つ、その左端がブラインドＢ５００の
内壁部Ｂ５０５の外側面に当接するように配置され、これにより、その主面Ｂ６１０（図
３７参照）がブラインドＢ５００の内壁部Ｂ５０５の上端縁Ｂ５０５ａと略同一平面を形
成している（図３３参照）。これにより、プロジェクタカバーＢ１の内部空間Ｑと液体Ｌ
の貯留空間（空間Ｐ２）とが、ダクトカバーＢ６００によって隔てられ、液体Ｌが開口Ｂ
５１０を介してプロジェクタカバーＢ１の内部空間Ｑ（ケースＢ２２の内部）に侵入する
ということが起こり難くなっている。
【０１６０】
＜開口近傍用ファンの取付構造及び取付位置＞
　図３７は、ダクトカバー及び開口近傍用ファンの分解斜視図である。図３８は、プロジ
ェクタカバー及び開口近傍用ファンを後方且つ下方から見た分解斜視図である。図３９は
、プロジェクタカバー及び開口近傍用ファンを前方且つ下方から見た部分拡大斜視図であ
る。
【０１６１】
　図３７に示すように、ダクトカバーＢ６００は、主面Ｂ６１０と、ファン設置構造Ｂ６
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２０と、後側部Ｂ６３０と、配線用開口Ｂ６４０（Ｂ６４０ａ及びＢ６４０ｂ）と、ネジ
孔Ｂ６５０（Ｂ６５０ａ及びＢ６５０ｂ）と、を備えている。
【０１６２】
　主面Ｂ６１０は、上面視矩形形状における左後方コーナー部を切り欠いた形状を有して
いる。ファン設置構造Ｂ６２０は、開口近傍用ファンＢ７００を設置するための構造であ
り、主面Ｂ６１０の前方右寄りに形成されている。後側部Ｂ６３０は、主面Ｂ６１０の右
側後部から後方に延在するように形成されている。配線用開口Ｂ６４０は、プロジェクタ
カバーＢ１の外部に配置された各種機能部品（サブ制御装置ＳＳ等）とプロジェクタ装置
Ｂ２等とを接続する配線を挿通させるための孔である。ネジ孔Ｂ６５０は、ダクトカバー
Ｂ６００をプロジェクタカバーＢ１にネジ締結により取り付けるための孔である。
【０１６３】
　ファン設置構造Ｂ６２０は、主面Ｂ６１０の前端において立設された前側係合部Ｂ６２
１と、前側係合部Ｂ６２１よりも後方において主面Ｂ６１０から立設された左後側係合部
Ｂ６２２及び右後側係合部Ｂ６２３と、主面Ｂ６１０から僅かに立設されて前後方向に延
在する下側係合部Ｂ６２４（下側左係合部Ｂ６２４ａ、下側中係合部Ｂ６２４ｂ、及び、
下側右係合部Ｂ６２４ｃ）と、を有している。
【０１６４】
　下側左係合部Ｂ６２４ａ及び下側中係合部Ｂ６２４ｂは、前側係合部Ｂ６２１の背面と
左後側係合部Ｂ６２２の前面とを接続している。下側右係合部Ｂ６２４ｃは、前側係合部
Ｂ６２１の背面と右後側係合部Ｂ６２３の前面とを接続している。
【０１６５】
　前側係合部Ｂ６２１の上端縁Ｂ６２１ａ、左後側係合部Ｂ６２２の上端縁Ｂ６２２ａ、
及び、右後側係合部Ｂ６２３の上端縁Ｂ６２３ａは、それぞれカーブ状に形成されている
。開口近傍用ファンＢ７００は、円状の空気通過部Ｂ７１０を有している。上端縁Ｂ６２
１ａ、上端縁Ｂ６２２ａ、及び、上端縁Ｂ６２３ａは、空気通過部Ｂ７１０の形状に対応
する形状（円弧状）に形成されている。なお、分かりやすくするため、図３７では、上端
縁Ｂ６２１ａ及び上端縁Ｂ６２２ａを斜線で示し、空気通過部Ｂ７１０を網掛けで示して
いる。
【０１６６】
　図３８に示すように、プロジェクタカバーＢ１内側の天井部から下方に突出するように
、開口近傍用ファンＢ７００を設置するための構造（ファン設置構造）が形成されている
。具体的に、プロジェクタカバーＢ１は、開口Ｂ４００の後端に沿って形成された前側係
合部Ｂ４２１と、前側係合部Ｂ４２１よりも後方に形成された後側係合部Ｂ４２２と、前
後方向に延在する上側係合部Ｂ４２３（上側左係合部Ｂ４２３ａ、上側中係合部Ｂ４２３
ｂ、及び、上側右係合部Ｂ４２３ｃ）と、を有している。
【０１６７】
　上側係合部Ｂ４２３は、前側係合部Ｂ４２１の背面と後側係合部Ｂ４２２の前面とを接
続している。プロジェクタカバーＢ１内側の天井部からの下方への突出長は、上側係合部
Ｂ４２３よりも前側係合部Ｂ４２１及び後側係合部Ｂ４２２の方が長くなっている。
【０１６８】
　前側係合部Ｂ４２１の下端縁Ｂ４２１ａ及び後側係合部Ｂ４２２の下端縁Ｂ４２２ａは
、それぞれカーブ状に形成されている。下端縁Ｂ４２１ａ及び下端縁Ｂ４２２ａは、開口
近傍用ファンＢ７００の空気通過部Ｂ７１０の形状に対応する形状（円弧状）に形成され
ている。なお、分かりやすくするため、図３８では、下端縁Ｂ４２１ａ及び下端縁Ｂ４２
２ａを斜線で示している。
【０１６９】
　開口近傍用ファンＢ７００は、以上で説明したダクトカバーＢ６００のファン設置構造
Ｂ６２０及びプロジェクタカバーＢ１のファン設置構造によって挟持される。
【０１７０】
　具体的に、ダクトカバーＢ６００の前側係合部Ｂ６２１と左後側係合部Ｂ６２２との間
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隔、前側係合部Ｂ６２１と右後側係合部Ｂ６２３との間隔、及び、プロジェクタカバーＢ
１の前側係合部Ｂ４２１と後側係合部Ｂ４２２との間隔は、それぞれ、開口近傍用ファン
Ｂ７００における前後方向の長さと略等しくなっている。
【０１７１】
　これにより、開口近傍用ファンＢ７００の左側前面は、ダクトカバーＢ６００の前側係
合部Ｂ６２１の背面と当接し、開口近傍用ファンＢ７００の左側背面は、ダクトカバーＢ
６００の左後側係合部Ｂ６２２の前面と当接し、開口近傍用ファンＢ７００は、ダクトカ
バーＢ６００の前側係合部Ｂ６２１と左後側係合部Ｂ６２２とによって挟持される。また
、開口近傍用ファンＢ７００の右側前面は、ダクトカバーＢ６００の前側係合部Ｂ６２１
の背面と当接し、開口近傍用ファンＢ７００の右側背面は、ダクトカバーＢ６００の右後
側係合部Ｂ６２３の前面と当接し、開口近傍用ファンＢ７００は、ダクトカバーＢ６００
の前側係合部Ｂ６２１と右後側係合部Ｂ６２３とによって挟持される。
【０１７２】
　また、開口近傍用ファンＢ７００の前面は、プロジェクタカバーＢ１の前側係合部Ｂ４
２１の背面と当接し、開口近傍用ファンＢ７００の背面は、プロジェクタカバーＢ１の後
側係合部Ｂ４２２の前面と当接し、開口近傍用ファンＢ７００は、プロジェクタカバーＢ
１の前側係合部Ｂ４２１と後側係合部Ｂ４２２とによって挟持される。
【０１７３】
　また、ダクトカバーＢ６００の３つの下側係合部Ｂ６２４（下側左係合部Ｂ６２４ａ、
下側中係合部Ｂ６２４ｂ、及び、下側右係合部Ｂ６２４ｃ）は、主面Ｂ６１０からの上方
への突出長が互いに略等しくなっている。また、プロジェクタカバーＢ１の３つの上側係
合部Ｂ４２３（上側左係合部Ｂ４２３ａ、上側中係合部Ｂ４２３ｂ、及び、上側右係合部
Ｂ４２３ｃ）は、プロジェクタカバーＢ１内側の天井部からの下方への突出長が互いに略
等しくなっている。そして、ダクトカバーＢ６００の下側係合部Ｂ６２４とプロジェクタ
カバーＢ１の上側係合部Ｂ４２３との間隔は、開口近傍用ファンＢ７００における上下方
向の長さと略等しくなっている。
【０１７４】
　これにより、開口近傍用ファンＢ７００の下面は、ダクトカバーＢ６００の３つの下側
係合部Ｂ６２４（下側左係合部Ｂ６２４ａ、下側中係合部Ｂ６２４ｂ、及び、下側右係合
部Ｂ６２４ｃ）の上面と当接し、開口近傍用ファンＢ７００の上面は、プロジェクタカバ
ーＢ１の３つの上側係合部Ｂ４２３（上側左係合部Ｂ４２３ａ、上側中係合部Ｂ４２３ｂ
、及び、上側右係合部Ｂ４２３ｃ）の下面と当接し、開口近傍用ファンＢ７００は、ダク
トカバーＢ６００の下側係合部Ｂ６２４とプロジェクタカバーＢ１の上側係合部Ｂ４２３
とによって挟持される。
【０１７５】
　以上のようにして、開口近傍用ファンＢ７００は、前後方向及び上下方向から、ダクト
カバーＢ６００及びプロジェクタカバーＢ１によって挟持されることで、固定される。
【０１７６】
　開口近傍用ファンＢ７００が固定された状態において、空気通過部Ｂ７１０の前面側周
縁は、ダクトカバーＢ６００における前側係合部Ｂ６２１の上端縁Ｂ６２１ａ及びプロジ
ェクタカバーＢ１における前側係合部Ｂ４２１の下端縁Ｂ４２１ａに沿うように位置付け
られる（図３４及び図３９参照）。また、図示しないが、空気通過部Ｂ７１０の背面側外
縁は、ダクトカバーＢ６００における左後側係合部Ｂ６２２の上端縁Ｂ６２２ａ及び右後
側係合部Ｂ６２３の上端縁Ｂ６２３ａ、並びに、プロジェクタカバーＢ１における後側係
合部Ｂ４２２の下端縁Ｂ４２２ａに沿うように位置付けられる。
【０１７７】
　すなわち、空気通過部Ｂ７１０は、正面視において、ダクトカバーＢ６００の前側係合
部Ｂ６２１、左後側係合部Ｂ６２２、及び、右後側係合部Ｂ６２３、並びに、プロジェク
タカバーＢ１の前側係合部Ｂ４２１及び後側係合部Ｂ４２２と重畳していない。換言すれ
ば、空気通過部Ｂ７１０は、ダクトカバーＢ６００の前側係合部Ｂ６２１、左後側係合部
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Ｂ６２２、及び、右後側係合部Ｂ６２３、並びに、プロジェクタカバーＢ１の前側係合部
Ｂ４２１及び後側係合部Ｂ４２２によって覆われていない。これにより、空気の通過部分
の面積を最大限確保することができる。
【０１７８】
　一方で、空気通過部Ｂ７１０の周縁と、ダクトカバーＢ６００における係合部の上端縁
（上端縁Ｂ６２１ａ、上端縁Ｂ６２２ａ、及び、上端縁Ｂ６２３ａ）並びにプロジェクタ
カバーＢ１における係合部の下端縁（下端縁Ｂ４２１ａ及び下端縁Ｂ４２２ａ）とを合致
させることにより、開口近傍用ファンＢ７００とダクトカバーＢ６００とが当接する部分
の面積、及び、開口近傍用ファンＢ７００とプロジェクタカバーＢ１とが当接する部分の
面積を大きくすることが可能であり、これにより、開口近傍用ファンＢ７００を安定的に
固定することができる。
【０１７９】
　また、図３９に示すように、プロジェクタカバーＢ１における前側係合部Ｂ４２１の前
面は、右開口Ｂ４００ａの後端縁（図２５に示す辺ｊ）から下方に向けて形成された壁面
Ｂ４０１ｊ（図２４参照）と一致している。これにより、開口近傍用ファンＢ７００は、
前側係合部Ｂ４２１の前後方向における厚み分だけ、右開口Ｂ４００ａの後端縁（図２５
に示す辺ｊ）よりも後方に配置されることになる。従って、開口近傍用ファンＢ７００は
、右開口Ｂ４００ａよりも奥まった位置に存在するため、プロジェクタカバーＢ１の右開
口Ｂ４００ａから液体が入ってきたとしても、当該液体が開口近傍用ファンＢ７００に直
接かかり難いようになっている。一方で、開口近傍用ファンＢ７００が右開口Ｂ４００ａ
に近接して配置されているため、右開口Ｂ４００ａを介して、プロジェクタカバーＢ１の
外部から空気を取り込みやすくなっている。これにより、プロジェクタ装置Ｂ２において
発生した熱を効率よく排出することができる。
【０１８０】
　なお、ダクトカバーＢ６００の左後側係合部Ｂ６２２と右後側係合部Ｂ６２３とが別個
に構成されているのに対し、前側係合部Ｂ６２１は、左右の部位が分断されることなく繋
がった形状となっている。これにより、プロジェクタカバーＢ１の右開口Ｂ４００ａから
液体が入ってきたとしても、当該液体が後方へと侵入し難いようになっている。
【０１８１】
　また、プロジェクタカバーＢ１における右開口Ｂ４００ａの後端縁（図２５に示す辺ｊ
）の長さと、ダクトカバーＢ６００における前側係合部Ｂ６２１の左右方向の長さと、ダ
クトカバーＢ６００における左後側係合部Ｂ６２２の左端から右後側係合部Ｂ６２３の右
端までの長さと、プロジェクタカバーＢ１における前側係合部Ｂ４２１の左右方向の長さ
と、プロジェクタカバーＢ１における後側係合部Ｂ４２２の左右方向の長さと、開口近傍
用ファンＢ７００における左右方向の長さは、全て略等しくなっている。これにより、プ
ロジェクタカバーＢ１の右開口Ｂ４００ａから空間Ｐ１（図３５参照）に至るまでの途中
スペース（空間Ｐ１を左右方向の鉛直面で切断したときの断面）が開口近傍用ファンＢ７
００によって略隙間なく埋められた状態となっている。この点においても、空気の通過部
分の面積が最大限確保されており、プロジェクタ装置Ｂ２の冷却効率を高めることができ
る。
【０１８２】
＜液体の貯留及び排出＞
　図４０は、ブラインド及びダクトカバーを取り付けた状態を左方から見た斜視図である
。図４１は、プロジェクタカバー、ブラインド、及び、ダクトカバーを後方から見た斜視
図である。図４２は、図４１に示すプロジェクタカバー、ブラインド、及び、ダクトカバ
ーの分解斜視図である。図４３は、ブラインド及びダクトカバーの分解斜視図である。
【０１８３】
　なお、図４３では、ブラインドＢ５００を前方且つ上方から見る一方、ダクトカバーＢ
６００を後方且つ下方から見た様子を示している。
【０１８４】
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　上述したように、プロジェクタカバーＢ１とブラインドＢ５００とによって形成された
空間Ｐ（図３２参照）のうちダクトカバーＢ６００よりも下方の空間Ｐ２（図３５参照）
は、プロジェクタカバーＢ１の内部に入ってきた液体を貯留することが可能である（図３
６参照）。
【０１８５】
　図３０を用いて説明したように、ブラインドＢ５００には、第１水平部Ｂ５０１、第１
傾斜部Ｂ５０２ａ、第２水平部Ｂ５０２ｂ、第２傾斜部Ｂ５０２ｃ、第３水平部Ｂ５０２
ｄ、及び、小部屋Ｂ５０７が形成されている。これにより、貯留可能な液体の容量を増や
しつつ、ブラインドＢ５００の下方においてスクリーン装置Ｃ（図５参照）を配置するた
めのスペースを確保するとともに、ブラインドＢ５００の強度を維持することが可能とな
っている。
【０１８６】
　特に、本実施形態では、小部屋Ｂ５０７の存在によりブラインドＢ５００の強度を高め
るとともに、小部屋Ｂ５０７にも液体を貯留することができるようになっている。すなわ
ち、上述したように、小部屋Ｂ５０７には、切り欠き５０７ｃが形成されており、液体の
貯留量が一定量を超えると、切り欠き５０７ｃから小部屋Ｂ５０７に液体が流入する。こ
のようにして、リブとして設けられた小部屋Ｂ５０７に液体を貯留することにより、ブラ
インドＢ５００内の空間を有効に活用している。
【０１８７】
　図４０に示すように、ダクトカバーＢ６５０は、上面視矩形形状における左前方コーナ
ー部を切り欠いた形状を有している。分かりやすくするため、図４０では、ダクトカバー
Ｂ６５０を斜線で示している。図３３を用いて説明したように、ダクトカバーＢ６００は
、上面視において小部屋Ｂ５０７の前側壁部Ｂ５０７ａ及び外側壁部Ｂ５０７ｂ（図３０
参照）に沿うように配置される。これに対し、ダクトカバーＢ６５０は、ダクトカバーＢ
６００よりも前後方向の長さが短く、ダクトカバーＢ６５０の後端は、小部屋Ｂ５０７よ
りも前方に位置付けられる。
【０１８８】
　もっとも、図示しないが、ダクトカバーＢ６５０の後端は、プロジェクタカバーＢ１の
空洞Ｂ４０２（図２６参照）の後方に存在する面Ｂ４０２ｂ（図２９参照）、すなわち、
図３６に示す開口Ｂ５１０の辺Ｎよりも後方に配置される。これにより、ダクトカバーＢ
６５０は、ダクトカバーＢ６００と同様に、プロジェクタカバーＢ１の内部空間Ｑと液体
Ｌの貯留空間（空間Ｐ２）とを隔てており、液体Ｌが開口Ｂ５１０を介してプロジェクタ
カバーＢ１の内部空間Ｑ（ケースＢ２２の内部）に侵入するということが起こり難くなっ
ている。
【０１８９】
　ここで、ブラインドＢ５００に貯留された液体は、ブラインドＢ５００から遊技機１の
外部まで連通するチューブを備える排出機構を用いて排出される。当該チューブは、液体
排出用孔Ｓを挿通させることにより、ブラインドＢ５００内に挿入される。以下、液体排
出用孔Ｓについて説明する。
【０１９０】
　図４１に示すように、液体排出用孔Ｓは、照射ユニットＢの背面側に設けられている。
具体的に、図４２及び図４３に示すように、液体排出用孔Ｓは、プロジェクタカバーＢ１
の配線用開口Ｂ４１１と、ブラインドＢ５００の配線用開口Ｂ５１０ａ及び配線用開口Ｂ
５１１ａと、ダクトカバーＢ６００の後側部Ｂ６３０（図３７参照）と、によって構成さ
れる。
【０１９１】
　配線用開口Ｂ４１１は、プロジェクタカバーＢ１の背面を構成する背面側壁部Ｂ４１０
において、下方が開放した切り欠きとして形成されている。
【０１９２】
　配線用開口Ｂ５１０ａは、ブラインドＢ５００の背面を構成する第１背面側壁部Ｂ５１



(35) JP 2019-205746 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

０において、上方が開放した切り欠きとして形成されている。配線用開口Ｂ５１１ａは、
ブラインドＢ５００の第１背面側壁部Ｂ５１０の前方に形成された第２背面側壁部Ｂ５１
１において、上方が開放した切り欠きとして形成されている。第２背面側壁部Ｂ５１１は
、後壁部Ｂ５０３の上端から後方に向けて連続して形成された水平面Ｂ５０８の後端から
立設するように形成されている。第１背面側壁部Ｂ５１０は、第２背面側壁部Ｂ５１１の
下端から後方に向けて連続して形成された水平面Ｂ５０９の後端から立設するように形成
されている。
【０１９３】
　ダクトカバーＢ６００の後側部Ｂ６３０は、裏側の面Ｂ６３１と、面Ｂ６３１の左右両
端縁から下方に突出した下方突出部Ｂ６３２ａ及び下方突出部Ｂ６３２ｂと、を有してい
る。下方突出部Ｂ６３２ａと下方突出部Ｂ６３２ｂとは、一定の距離を隔てて略平行とな
るように対向しており、下方突出部Ｂ６３２ａと下方突出部Ｂ６３２ｂとの間には、スペ
ースが形成されている。
【０１９４】
　プロジェクタカバーＢ１、ブラインドＢ５００、及び、ダクトカバーＢ６００が組み付
けられた状態において、プロジェクタカバーＢ１の配線用開口Ｂ４１１、ブラインドＢ５
００の配線用開口Ｂ５１０ａ及び配線用開口Ｂ５１１ａ、並びに、ダクトカバーＢ６００
の下方突出部Ｂ６３２ａと下方突出部Ｂ６３２ｂとの間に形成されたスペースは、背面視
において重畳し、これにより、液体排出用孔Ｓ（図４１において２つ示される液体排出用
孔Ｓのうち左側の液体排出用孔Ｓ）が形成される。なお、ダクトカバーＢ６５０には、後
側部Ｂ６３０が形成されていないため（図４０参照）、図４１において２つ示される液体
排出用孔Ｓのうち右側の液体排出用孔Ｓは、プロジェクタカバーＢ１の配線用開口Ｂ４１
１、並びに、ブラインドＢ５００の配線用開口Ｂ５１０ａ及び配線用開口Ｂ５１１ａによ
って形成される。
【０１９５】
　液体排出用孔Ｓには、ブラインドＢ５００に貯留された液体を排出するためのチューブ
が挿通されるとともに、照射ユニットＢ以外の各種機能部品（サブ制御装置ＳＳ等）とプ
ロジェクタ装置Ｂ２等とを接続するための配線も挿通される。当該配線は、配線用開口Ｂ
６４０ａ、Ｂ６４０ｂ（図３７参照）を挿通させることにより、プロジェクタ装置Ｂ２や
開口近傍用ファンＢ７００に接続される。
【０１９６】
　ここで、配線用開口Ｂ６４０ａ、Ｂ６４０ｂは、ダクトカバーＢ６００の外側（右端近
傍）に形成されており、配線用開口Ｂ６４０ａ、Ｂ６４０ｂの形成箇所は、プロジェクタ
カバーＢ１の内部空間Ｑ（図２９参照）に向けて開放された開口Ｂ５１０（図３６参照）
から離間した位置となっている。これにより、ブラインドＢ５００に貯留された液体が配
線用開口Ｂ６４０ａ、Ｂ６４０ｂを介してプロジェクタカバーＢ１の内部空間Ｑ（ケース
Ｂ２２の内部）に侵入するということが起こり難くなっている。
【０１９７】
　以上、本発明の一実施形態として、第２実施形態に係る遊技機１について説明した。
【０１９８】
　従来、プロジェクタ等の投影装置により投影された映像をスクリーンに表示することに
より演出を行うことが可能な遊技機が知られている（特開２０１２－１４７８２８号公報
参照）。このような遊技機によれば、液晶表示装置と同程度の映像表現が可能であるとと
もに、液晶表示装置等と比較して、表示面が大型化した際のコストを低減させることがで
きる。また、スクリーンの形状を適宜変更することにより、液晶表示装置では行うことの
できない映像表現も可能となる。
【０１９９】
　しかしながら、投影装置は、液晶表示装置等と比較して、発熱しやすく、高温になりや
すいため、発生した熱を放出しないと正常に機能しなくなってしまうという問題があった
。
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【０２００】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、映像を投影することが可
能な投影装置で発生した熱を効率よく放出することが可能な遊技機を提供することを目的
とする。
【０２０１】
　この点、第２実施形態に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【０２０２】
　（３－１）　スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リー
ルスクリーン機構Ｆ１）と、
　前記スクリーンに画像を表示するための光を投射するプロジェクタ（プロジェクタ装置
Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを囲うように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブ
ラインドＢ５００）と、
　前面に開口を有する本体部（キャビネットＧ）と、
　前記本体部に対して開閉可能に取り付けられ、前記スクリーンに表示された画像を視認
可能にするための表示領域（上側表示窓ＵＤ１）が設けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）
と、
　前記カバー部材の内部に配置されたファン（開口近傍用ファンＢ７００）と、
　前記カバー部材の内部空間を仕切る仕切部材（ダクトカバーＢ６００）と、を備え、
　前記カバー部材には、前記カバー部材の外部空間に向けて開放した第１の開口（右開口
Ｂ４００ａ）、及び、前記カバー部材の内部に形成された第１の空間（空間Ｑ）に向けて
開放した第２の開口（開口Ｂ５１０）が形成されており、
　前記仕切部材は、前記カバー部材の内部において前記第１の開口から連通する空間を第
２の空間（空間Ｐ１）及び第３の空間（空間Ｐ２）に仕切っており、
　前記第１の空間と前記第２の空間とは、前記第２の開口を介して連通しており、
　前記ファンは、前記第２の空間に配置されており、
　前記プロジェクタは、前記第１の空間に配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０２０３】
　第２実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を囲う
ように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）には、
カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の外部空間に向けて開放
した第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）、及び、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及び
ブラインドＢ５００）の内部空間（第１の空間（空間Ｑ））に向けて開放した第２の開口
（開口Ｂ５１０）が形成されている。カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブライン
ドＢ５００）の内部において第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）から連通する空間は、仕切
部材（ダクトカバーＢ６００）によって第２の空間（空間Ｐ１）及び第３の空間（空間Ｐ
２）に仕切られている。第１の空間（空間Ｑ）と第２の空間（空間Ｐ１）とは、第２の開
口（開口Ｂ５１０）を介して連通している。プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）は、
第１の空間（空間Ｑ）に配置されており、第２の空間（空間Ｐ１）には、ファン（開口近
傍用ファンＢ７００）が配置されている。これにより、第２の空間（空間Ｐ１）を介して
、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の外部空間と内部空間
との間で、空気を移動させることが可能であり、このような空気の流れを通じて、プロジ
ェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した熱を効率よく放出することができる。
【０２０４】
　一方で、第２の空間（空間Ｐ１）にはファン（開口近傍用ファンＢ７００）が配置され
ているため、仮に、第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）を介して、カバー部材（プロジェク
タカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の内部に異物が混入した場合であっても、ファン
（開口近傍用ファンＢ７００）の存在によって、当該異物がプロジェクタ（プロジェクタ
装置Ｂ２）の配置されている方（第１の空間（空間Ｑ）側）へと侵入するということを起
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こり難くすることができる。さらに、第３の空間（空間Ｐ２）は、第２の空間（空間Ｐ１
）（プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）の存在する第１の空間（空間Ｑ）と連通する
空間）から仕切部材（ダクトカバーＢ６００）によって隔離されているため、仮に、異物
が第３の空間（空間Ｐ２）に入ってきた場合、当該異物が第３の空間（空間Ｐ２）から第
２の空間（空間Ｐ１）に侵入してしまうことを防止することができる。これにより、遊技
機の外部から侵入してきた液体等の異物からプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を保
護して、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）が故障してしまう原因を除去することが
できるとともに、第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）を介した不正なアクセスを抑制して、
セキュリティを向上させることができる。
【０２０５】
　（４－１）　スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リー
ルスクリーン機構Ｆ１）と、
　前記スクリーンに画像を表示するための光を投射するプロジェクタ（プロジェクタ装置
Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを囲うように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブ
ラインドＢ５００）と、
　前面に開口を有する本体部（キャビネットＧ）と、
　前記本体部に対して開閉可能に取り付けられ、前記スクリーンに表示された画像を視認
可能にするための表示領域（上側表示窓ＵＤ１）が設けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）
と、
　前記カバー部材の内部に配置されたファン（開口近傍用ファンＢ７００）と、を備え、
　前記カバー部材には、前記カバー部材の外部空間に向けて開放した第１の開口（右開口
Ｂ４００ａ）、及び、前記カバー部材の内部に形成された第１の空間（空間Ｑ）に向けて
開放した第２の開口（開口Ｂ５１０）が形成されており、
　前記第１の空間と、前記カバー部材の内部において前記第１の開口から連通する第２の
空間（空間Ｐ）とは、前記第２の開口を介して連通しており、
　前記プロジェクタは、前記第１の空間に配置されており、
　前記第２の空間には、前記ファンを設置するためのファン設置用部材（ダクトカバーＢ
６００）が設けられており、
　前記ファンは、前記第２の空間において、前記カバー部材の内側部と前記ファン設置用
部材とによって挟持されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０２０６】
　第２実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を囲う
ように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）には、
カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の外部空間に向けて開放
した第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）、及び、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及び
ブラインドＢ５００）の内部空間（第１の空間（空間Ｑ））に向けて開放した第２の開口
（開口Ｂ５１０）が形成されている。第１の空間（空間Ｑ）と第２の空間（空間Ｐ）（カ
バー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の内部において第１の開口
（右開口Ｂ４００ａ）から連通する空間）とは、第２の開口（開口Ｂ５１０）を介して連
通している。プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）は、第１の空間（空間Ｑ）に配置さ
れており、第２の空間（空間Ｐ）には、ファン（開口近傍用ファンＢ７００）が配置され
ている。これにより、第２の空間（空間Ｐ）を介して、カバー部材（プロジェクタカバー
Ｂ１及びブラインドＢ５００）の外部空間と内部空間との間で、空気を移動させることが
可能であり、このような空気の流れを通じて、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で
発生した熱を効率よく放出することができる。とりわけ、第２の空間（空間Ｐ）には、フ
ァン（開口近傍用ファンＢ７００）を設置するためのファン設置用部材（ダクトカバーＢ
６００）が設けられており、ファン（開口近傍用ファンＢ７００）は、第２の空間（空間
Ｐ）において、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の内側部
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とファン設置用部材（ダクトカバーＢ６００）とによって挟持されている。この点、ファ
ン（開口近傍用ファンＢ７００）を設置するに当たり、ビスや爪等の構造を別途設けるこ
ととすれば、当該構造のために（左右方向に）新たにスペースが必要になる。これに対し
、第２実施形態に係る遊技機１によれば、省スペースでファン（開口近傍用ファンＢ７０
０）を設置することが可能であり、第２の空間（空間Ｐ）内における空気の通過可能部分
のスペースを最大限確保することができる。その結果、カバー部材（プロジェクタカバー
Ｂ１及びブラインドＢ５００）の外部空間と内部空間との間での空気の移動効率を高める
ことが可能であり、ファン（開口近傍用ファンＢ７００）の機能を最大限活かしつつ、プ
ロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）の冷却効果を向上させることができる。
【０２０７】
　（４－２）　前記（４－１）の遊技機であって、
　前記ファン設置用部材には、前記ファンにおける空気の通過可能部分（空気通過部Ｂ７
１０）の形状に対応する形状を有するファン設置部（ファン設置構造Ｂ６２０）が形成さ
れている、
　ことを特徴とする。
【０２０８】
　第２実施形態に係る遊技機１によれば、ファン設置部（ファン設置構造Ｂ６２０）は、
ファン（開口近傍用ファンＢ７００）における空気の通過可能部分（空気通過部Ｂ７１０
）の形状に対応する形状を有しているため、ファン設置部（ファン設置構造Ｂ６２０）に
よって空気の通過が妨げられてしまうことを防止することができる。これにより、ファン
（開口近傍用ファンＢ７００）の吸引力を最大限活かしつつ、プロジェクタ（プロジェク
タ装置Ｂ２）の冷却効果をさらに向上させることができる。
【０２０９】
　（５－１）　スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リー
ルスクリーン機構Ｆ１）と、
　前記スクリーンに画像を表示するための光を投射するプロジェクタ（プロジェクタ装置
Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを囲うように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブ
ラインドＢ５００）と、
　前面に開口を有する本体部（キャビネットＧ）と、
　前記本体部に対して開閉可能に取り付けられ、前記スクリーンに表示された画像を視認
可能にするための表示領域（上側表示窓ＵＤ１）が設けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）
と、を備え、
　前記カバー部材には、前記カバー部材の外部空間に向けて開放した第１の開口（右開口
Ｂ４００ａ）、及び、前記カバー部材の内部に形成された第１の空間（空間Ｑ）に向けて
開放した第２の開口（開口Ｂ５１０）が形成されており、
　前記第１の空間と、前記カバー部材の内部において前記第１の開口から連通する第２の
空間（空間Ｐ）とは、前記第２の開口を介して連通しており、
　前記プロジェクタは、前記第１の空間に配置されており、
　前記第２の空間は、下方が閉塞することにより液体を貯留することが可能であり、
　前記カバー部材には、さらに、前記カバー部材の外部に配置された機器と前記プロジェ
クタとを接続する配線を挿通させるための配線用開口（プロジェクタカバーＢ１の配線用
開口Ｂ４１１、並びに、ブラインドＢ５００の配線用開口Ｂ５１０ａ及び配線用開口Ｂ５
１１ａ）が形成されており、
　前記第２の空間と前記カバー部材の外部空間とは、前記配線用開口を介して連通してお
り、
　前記配線用開口は、前記第２の空間に貯留された液体を前記カバー部材の外部に排出す
るための機構（排出機構が備えるチューブ）を挿通させることが可能である、
　ことを特徴とする遊技機。
【０２１０】
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　第２実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を囲う
ように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）には、
カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の外部空間に向けて開放
した第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）、及び、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及び
ブラインドＢ５００）の内部空間（第１の空間（空間Ｑ））に向けて開放した第２の開口
（開口Ｂ５１０）が形成されている。第１の空間（空間Ｑ）と第２の空間（空間Ｐ）（カ
バー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の内部において第１の開口
（右開口Ｂ４００ａ）から連通する空間）とは、第２の開口（開口Ｂ５１０）を介して連
通している。プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）は、第１の空間（空間Ｑ）に配置さ
れている。これにより、第２の空間（空間Ｐ）を介して、カバー部材（プロジェクタカバ
ーＢ１及びブラインドＢ５００）の外部空間と内部空間との間で、空気を移動させること
が可能であり、このような空気の流れを通じて、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）
で発生した熱を効率よく放出することができる。
【０２１１】
　また、第２実施形態に係る遊技機１によれば、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及
びブラインドＢ５００）には、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５
００）の外部に配置された機器とプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）とを接続する配
線を挿通させるための配線用開口（プロジェクタカバーＢ１の配線用開口Ｂ４１１、並び
に、ブラインドＢ５００の配線用開口Ｂ５１０ａ及び配線用開口Ｂ５１１ａ）が形成され
ており、第２の空間（空間Ｐ）とカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ
５００）の外部空間とは、配線用開口（プロジェクタカバーＢ１の配線用開口Ｂ４１１、
並びに、ブラインドＢ５００の配線用開口Ｂ５１０ａ及び配線用開口Ｂ５１１ａ）を介し
て連通している。そして、第２の空間（空間Ｐ）は、下方が閉塞することにより液体を貯
留することが可能である一方、第２の空間（空間Ｐ）に貯留された液体は、配線用開口（
プロジェクタカバーＢ１の配線用開口Ｂ４１１、並びに、ブラインドＢ５００の配線用開
口Ｂ５１０ａ及び配線用開口Ｂ５１１ａ）を介して、カバー部材（プロジェクタカバーＢ
１及びブラインドＢ５００）の外部に排出することが可能である。これにより、仮に、第
１の開口（右開口Ｂ４００ａ）を介して、遊技機の外部からカバー部材（プロジェクタカ
バーＢ１及びブラインドＢ５００）の内部へと液体（遊技者が注ぎ込んだ飲み物等）が入
ってきた場合であっても、当該液体を第２の空間（空間Ｐ）内に滞留させることが可能で
あり、当該液体が第２の空間（空間Ｐ）外の機器に侵入してしまうことを防止することが
できる。また、貯留された液体を配線用開口（プロジェクタカバーＢ１の配線用開口Ｂ４
１１、並びに、ブラインドＢ５００の配線用開口Ｂ５１０ａ及び配線用開口Ｂ５１１ａ）
から適宜排出することにより、液体の貯留量を一定限度以下に保つことが可能である。そ
の結果、第２の空間（空間Ｐ）に液体が過剰に貯留されることに起因して、当該液体がプ
ロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）の配置空間（第１の空間）に侵入してしまう、とい
う事態を回避することができる。このようにして、第２実施形態に係る遊技機１によれば
、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）や他の機器が液体によって故障してしまうこと
を抑制することができる。なお、遊技機１の内部温度は、比較的高い（約６０℃）ため、
貯留された液体は、上記のような機構を用いて排出しなくても、放置しておけば自然に蒸
発する。従って、当該排出機構を設けることは必須でなく、カバー部材（プロジェクタカ
バーＢ１及びブラインドＢ５００）には、配線用開口（プロジェクタカバーＢ１の配線用
開口Ｂ４１１、並びに、ブラインドＢ５００の配線用開口Ｂ５１０ａ及び配線用開口Ｂ５
１１ａ）が形成されていなくてもよい。
【０２１２】
　（６－１）　スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リー
ルスクリーン機構Ｆ１）と、
　前記スクリーンに画像を表示するための光を投射するプロジェクタ（プロジェクタ装置
Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを囲うように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブ
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ラインドＢ５００）と、
　前面に開口を有する本体部（キャビネットＧ）と、
　前記本体部に対して開閉可能に取り付けられ、前記スクリーンに表示された画像を視認
可能にするための表示領域（上側表示窓ＵＤ１）が設けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）
と、
　前記カバー部材の内部に配置されたファン（開口近傍用ファンＢ７００）と、を備え、
　前記カバー部材には、前記カバー部材の外部空間に向けて開放した第１の開口（右開口
Ｂ４００ａ）、及び、前記カバー部材の内部に形成された第１の空間（空間Ｑ）に向けて
開放した第２の開口（開口Ｂ５１０）が形成されるとともに、前記第１の開口の周縁の一
部（図２５に示す辺ｊ）から前記カバー部材の内側に向けて連続する開口縁部（プロジェ
クタカバーＢ１の前側係合部Ｂ４２１）が形成されており、
　前記第１の空間と、前記カバー部材の内部において前記第１の開口から連通する第２の
空間（空間Ｐ）とは、前記第２の開口を介して連通しており、
　前記プロジェクタは、前記第１の空間に配置されており、
　前記ファンは、前記第２の空間において前記開口縁部に当接するように配置されている
、
　ことを特徴とする遊技機。
【０２１３】
　第２実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を囲う
ように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）には、
カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の外部空間に向けて開放
した第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）、及び、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及び
ブラインドＢ５００）の内部空間（第１の空間（空間Ｑ））に向けて開放した第２の開口
（開口Ｂ５１０）が形成されている。第１の空間（空間Ｑ）と第２の空間（空間Ｐ）（カ
バー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の内部において第１の開口
（右開口Ｂ４００ａ）から連通する空間）とは、第２の開口（開口Ｂ５１０）を介して連
通している。プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）は、第１の空間（空間Ｑ）に配置さ
れており、第２の空間（空間Ｐ）には、ファン（開口近傍用ファンＢ７００）が配置され
ている。これにより、第２の空間（空間Ｐ）を介して、カバー部材（プロジェクタカバー
Ｂ１及びブラインドＢ５００）の外部空間と内部空間との間で、空気を移動させることが
可能であり、このような空気の流れを通じて、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で
発生した熱を効率よく放出することができる。とりわけ、カバー部材（プロジェクタカバ
ーＢ１及びブラインドＢ５００）には、第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）の周縁の一部（
図２５に示す辺ｊ）からカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）
の内側に向けて連続する開口縁部（プロジェクタカバーＢ１の前側係合部Ｂ４２１）が形
成されており、ファン（開口近傍用ファンＢ７００）は、第２の空間（空間Ｐ）において
開口縁部（プロジェクタカバーＢ１の前側係合部Ｂ４２１）に当接するように配置されて
いる。これにより、仮に、第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）を介して、カバー部材（プロ
ジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の内部に液体等の異物（例えば、遊技者が
注ぎ込んだ飲み物等）が混入した場合であっても、当該異物がファン（開口近傍用ファン
Ｂ７００）に直接接触してしまうことを防止することができる。一方で、ファン（開口近
傍用ファンＢ７００）の設置位置を可能な限り第１の開口（右開口Ｂ４００ａ）に接近さ
せることにより、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の外部
空間と内部空間との間での空気移動をスムーズに行わせることができ、プロジェクタ（プ
ロジェクタ装置Ｂ２）の冷却効果を向上させることができる。
【０２１４】
　第２実施形態では、表示ユニットＡをキャビネットＧに装着した際、照射ユニットＢの
前方部分がキャビネットＧの前方へと突出し、照射ユニットＢのうちキャビネットＧから
突出した部分は上ドア機構ＵＤ（図１参照）に収容されることとして説明した。このよう
に、照射ユニットＢの前方部分がキャビネットＧの前方へと突出する場合、図４４に示す
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ようにして上ドア機構ＵＤがキャビネットＧに取り付けられる構成を採用することが望ま
しい。
【０２１５】
　図４４は、上ドア機構をキャビネットに取り付ける方法について説明するための図であ
る。この構成によれば、引っ掛け部ＵＤ１２０は、上ドア機構ＵＤから後方へと突出する
部材であり、ネジ締結により上ドア機構ＵＤに取り付けられる。一方、キャビネットＧの
側面壁Ｇ２の内側面には、内側に向けて突出する内面側突出部材Ｇ２ａ（例えば、側面壁
Ｇ２の内側面にねじ込まれたネジ等）が設けられている。
【０２１６】
　上ドア機構ＵＤをキャビネットＧに取り付ける（上ドア機構ＵＤをキャビネットＧに対
して閉じる）に当たっては、まず、上ドア機構ＵＤの上壁の下側面を前面側突出部材Ｇ１
２０の上面に載せつつ、引っ掛け部ＵＤ１２０の欠き込みを内面側突出部材Ｇ２ａに引っ
掛ける。この状態で下ドア機構ＤＤをキャビネットＧに対して閉じることで、下ドア機構
ＤＤによって上ドア機構ＵＤが後方へと押し込まれる。これにより、上ドア機構ＵＤも、
キャビネットＧに対して閉じられることになる。このような構成を採用することにより、
上ドア機構ＵＤ及びキャビネットＧの内部スペースを有効に活用することができる。
【０２１７】
　なお、第２実施形態では、上ドア機構ＵＤの上面壁に形成された開口を介して、遊技機
１の内部空間と外部空間との間で空気が流動することとして説明したが、本発明において
は、キャビネットＧの上面壁Ｇ４に形成された開口Ｇ４１（図１参照）を介して空気を流
動させることとしてもよい。この場合には、例えば、表示ユニットＡをキャビネットＧに
装着した際、キャビネットＧの上面壁Ｇ４に形成された開口Ｇ４１がプロジェクタカバー
Ｂ１の開口Ｂ４００の真上に位置付けられるようにすればよい。
【０２１８】
　また、プロジェクタカバーＢ１の開口Ｂ４００の上方に形成された開口（上ドア機構Ｕ
Ｄ又はキャビネットＧに形成された開口）から遊技機１の内部に侵入する異物の量をなる
べく少なくするために、当該開口は、プロジェクタカバーＢ１の開口Ｂ４００よりも小さ
い方がよく、当該開口には、異物の侵入を防止するための何らかの措置（例えば、パンチ
ングＢ４５０と同様のメッシュ構造の設置）が施されていることが望ましい。
【０２１９】
　また、第２実施形態では、プロジェクタ装置Ｂ２（ケースＢ２２の内部）に吸気用ファ
ン２４４Ａ・２４４Ｂが配設されるとともに、プロジェクタ装置Ｂ２の外部（プロジェク
タカバーＢ１の内部空間）に開口近傍用ファンＢ７００が配設されることとして説明した
。本発明において、ファンの配置位置は、特に限定されず、プロジェクタ装置Ｂ２（ケー
スＢ２２の内部）にのみファンを配設して、プロジェクタ装置Ｂ２の外部（プロジェクタ
カバーＢ１の内部空間）にはファンを配設しないこととしてもよい。逆に、プロジェクタ
装置Ｂ２の外部（プロジェクタカバーＢ１の内部空間）にのみファンを配設して、プロジ
ェクタ装置Ｂ２（ケースＢ２２の内部）にはファンを配設しないこととしてもよい。
【０２２０】
　図４５は、吸気用ファン及び排気用ファンの配置位置について説明するための図である
。なお、この変形例では、プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００の構成が第２
実施形態におけるこれらの構成と若干異なっている。基本的な構成は同様であるため、詳
細な説明は省略するが、本変形例におけるブラインドＢ５００には、第１傾斜部Ｂ５０２
ａ、第２水平部Ｂ５０２ｂ、第２傾斜部Ｂ５０２ｃ、第３水平部Ｂ５０２ｄの代わりに傾
斜部Ｂ５０２が形成され、小部屋Ｂ５０７は形成されていない。また、ブラインドＢ５０
０の後壁部Ｂ５０３は、第２実施形態よりも前方に位置付けられ、後壁部Ｂ５０３の前側
の面は、プロジェクタカバーＢ１の空洞Ｂ４０２の後方に存在する面Ｂ４０２ｂと連続し
ている。
【０２２１】
　吸気用ファンは、プロジェクタカバーＢ１とブラインドＢ５００とによって形成された
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空間Ｐ（２つある空間Ｐのうちの右側の空間Ｐ）中の所望の位置に配設することができる
。
【０２２２】
　図４５では、吸気用ファンの配置位置として、Ｆ（Ｒ１）で示す点線で囲まれた領域、
Ｆ（Ｒ２）で示す点線で囲まれた領域、Ｆ（Ｒ３）で示す点線で囲まれた領域、及び、Ｆ
（Ｒ４）で示す点線で囲まれた領域を例示している。
【０２２３】
　Ｆ（Ｒ１）で示す点線で囲まれた領域は、右側の開口Ｂ５１０（図３６参照）近傍に位
置しており、該領域に吸気用ファンが配設された場合、吸気用ファンは、ケースＢ２２の
右側面に設けられた吸気口Ｂ２２Ａ（図２２参照）に近接する。これにより、プロジェク
タカバーＢ１の外部から取り入れられた空気を、ケースＢ２２の内部（プロジェクタ装置
Ｂ２）へと効率的に送り込むことができる。
【０２２４】
　Ｆ（Ｒ２）で示す点線で囲まれた領域は、Ｆ（Ｒ１）で示す点線で囲まれた領域の右側
領域であり、プロジェクタカバーＢ１の壁面Ｂ４０１ｉを後方へ延長した箇所である。Ｆ
（Ｒ２）で示す点線で囲まれた領域に吸気用ファンが配設された場合、空間Ｐを後方に移
動した空気の進行方向を、スムーズに内向きへと変えることができる。
【０２２５】
　Ｆ（Ｒ３）で示す点線で囲まれた領域は、Ｆ（Ｒ２）で示す点線で囲まれた領域の前方
領域であり、プロジェクタカバーＢ１の壁面Ｂ４０１ｊ（図２４参照）の下側領域である
。Ｆ（Ｒ３）で示す点線で囲まれた領域に吸気用ファンが配設された場合、開口Ｂ４００
を介してプロジェクタカバーＢ１の内部に取り入れられた空気を、スムーズに後方へと流
すことができる。
【０２２６】
　Ｆ（Ｒ４）で示す点線で囲まれた領域は、Ｆ（Ｒ３）で示す点線で囲まれた領域の前方
領域であり、開口Ｂ４００の下方領域である。Ｆ（Ｒ４）で示す点線で囲まれた領域に吸
気用ファンが配設された場合、プロジェクタカバーＢ１の内部への空気の取り入れをスム
ーズに行うことができる。
【０２２７】
　また、排気用ファンは、プロジェクタカバーＢ１とブラインドＢ５００とによって形成
された空間Ｐ（２つある空間Ｐのうちの左側の空間Ｐ）中の所望の位置に配設することが
できる。
【０２２８】
　図４５では、排気用ファンの配置位置として、Ｆ（Ｌ１）で示す点線で囲まれた領域、
及び、Ｆ（Ｌ２）で示す点線で囲まれた領域を例示している。
【０２２９】
　Ｆ（Ｌ１）で示す点線で囲まれた領域は、左側の開口Ｂ５１０近傍に位置しており、該
領域に排気用ファンが配設された場合、排気用ファンは、ケースＢ２２の左側面に設けら
れた排気口Ｂ２２Ｅ（図２３参照）に近接する。これにより、プロジェクタ装置Ｂ２で発
生した熱によって温められた空気を、プロジェクタ装置Ｂ２の外部へと効率的に送り出す
ことができる。
【０２３０】
　Ｆ（Ｌ２）で示す点線で囲まれた領域は、プロジェクタカバーＢ１の壁面Ｂ４０１ｊの
下側領域である。Ｆ（Ｌ２）で示す点線で囲まれた領域に排気用ファンが配設された場合
、ケースＢ２２から出た空気の進行方向を、スムーズに前向きへと変えることができる。
【０２３１】
　以上、図４５を用いて説明した吸気用ファン及び排気用ファンは、吸気用ファンと排気
用ファンとの双方を配設することとしてもよいし、吸気用ファンのみを配設することとし
てもよいし、排気用ファンのみを配設することとしてもよい。
【０２３２】
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　また、吸気用ファンは、Ｆ（Ｒ１）で示す点線で囲まれた領域、Ｆ（Ｒ２）で示す点線
で囲まれた領域、Ｆ（Ｒ３）で示す点線で囲まれた領域、及び、Ｆ（Ｒ４）で示す点線で
囲まれた領域のうちの何れか１つの領域のみに配設することとしてもよいし、これらの領
域のうちの２つ以上の領域に配設することとしてもよい。排気用ファンは、Ｆ（Ｌ１）で
示す点線で囲まれた領域とＦ（Ｌ２）で示す点線で囲まれた領域とのうち、一方の領域の
みに配設することとしてもよいし、双方の領域に配設することとしてもよい。
【０２３３】
　なお、第２実施形態では、プロジェクタカバーＢ１の内部において、図２９中に太い矢
印で示したような空気流路が形成されることとして説明した。しかし、プロジェクタカバ
ーＢ１内の空気は、必ずしも、当該経路に完全に沿って流れる必要はない。
【０２３４】
　図２９に示す空気流路以外に形成され得る空気流路について、図４６を用いて説明する
。図４６は、プロジェクタカバーの内部において形成され得る空気流路を示す図である。
【０２３５】
　図４６の矢印Ｘ１に示すように、例えば、プロジェクタ装置Ｂ２で発生した熱によって
温められた空気が、吸気口Ｂ２２Ａを介してケースＢ２２の外部に出るような流れがあっ
てもよい。このようにして吸気口Ｂ２２Ａから流れ出た空気は、矢印Ｘ２に示すように、
プロジェクタカバーＢ１の後方に移動してもよい。また、矢印Ｘ３に示すように、排気口
Ｂ２２Ｅを介してケースＢ２２から出た空気が、後方へと向かうような空気の流れがあっ
てもよい。
【０２３６】
　プロジェクタカバーＢ１の後方は開放しているため、矢印Ｘ２又は矢印Ｘ３に示すよう
に後方に移動した空気は、プロジェクタカバーＢ１の外部へと排出される。プロジェクタ
カバーＢ１の後方からの空気の排出がスムーズに行われるようにするため、プロジェクタ
カバーＢ１の後方領域に排気用ファンを配設することとしてもよい。
【０２３７】
　また、第２実施形態では、空気流路と液体貯留空間とを仕切るために仕切部材（ダクト
カバーＢ６００及びダクトカバーＢ６５０）を配設することとして説明したが、本発明に
おいて、仕切部材（ダクトカバーＢ６００及びダクトカバーＢ６５０）を設けることは必
須ではない。
【０２３８】
　上記変形例に係る遊技機１によれば、傾斜部Ｂ５０２は、後方に向かうにつれて下降す
るような傾斜を有しているため、傾斜部Ｂ５０２の後方部分は、内壁部Ｂ５０５の上端縁
Ｂ５０５ａ（開口５１０の下端）との上下方向の距離が、前方部分よりも長くなっており
、液体Ｌは、そのような傾斜部Ｂ５０２の後方部分（開口５１０の下端から離れた領域）
に貯留される。従って、ダクトカバーＢ６００及びダクトカバーＢ６５０を設けなかった
としても、液体Ｒが開口Ｂ５１０を介してプロジェクタカバーＢ１の内部空間Ｑ（ケース
Ｂ２２の内部）に侵入するという事態が発生してしまうことを防止することができる。
【０２３９】
　さらに、上記変形例に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【０２４０】
　（７－１）　映像を投影することが可能なプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを囲うように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブ
ラインドＢ５００）と、
　前記プロジェクタにより投影された映像を表示可能なスクリーン（固定スクリーン機構
Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）と、
　前面に開口を有する本体部（キャビネットＧ）と、
　前記本体部に対して開閉可能に取り付けられ、前記スクリーンを視認可能な表示領域（
上側表示窓ＵＤ１）が設けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）と、を備え、
　前記カバー部材（プロジェクタカバーＢ１）には、上方に向けて開放した第１の開口（
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２つある開口Ｂ４００のうちの右側の開口Ｂ４００）及び第２の開口（２つある開口Ｂ４
００のうちの左側の開口Ｂ４００）が形成されており、
　前記カバー部材の内部において、前記第１の開口から連通して第１の空間（２つある空
間Ｐのうちの右側の空間Ｐ）が形成される一方、前記第２の開口から連通して第２の空間
（２つある空間Ｐのうちの左側の空間Ｐ）が形成されており、
　前記第１の空間は、前記カバー部材の内部に形成された第３の開口（２つある開口Ｂ５
１０のうちの右側の開口Ｂ５１０）により、上方とは異なる方向（左方向）に開放してい
る一方、前記第２の空間は、前記カバー部材の内部に形成された第４の開口（２つある開
口Ｂ５１０のうちの左側の開口Ｂ５１０）により、上方とは異なる方向（右方向）に開放
しており、
　前記第１の開口（右側の開口Ｂ４００）と前記第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）とが
連通する一方、前記第２の開口（左側の開口Ｂ４００）と前記第４の開口（左側の開口Ｂ
５１０）とが連通しており、
　前記プロジェクタは、前記第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）と前記第４の開口（左側
の開口Ｂ５１０）との間に配置されており、
　前記カバー部材（ブラインドＢ５００）は、前記第１の空間（右側の空間Ｐ）の下端を
規定する下端部（水平部Ｂ５０１及び傾斜部Ｂ５０２）を備えるとともに、前記下端部は
、前記第１の開口の直下部分から離れるにつれて下降するような傾斜を有する傾斜部（傾
斜部Ｂ５０２）を備えており、
　前記傾斜部の少なくとも一部は、前記第３の開口の下端（内壁部Ｂ５０５の上端縁Ｂ５
０５ａ）よりも下方に位置している、
　ことを特徴とする遊技機。
【０２４１】
　上記変形例に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を囲うよ
うに配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１）には、上方に向けて開放した第１
の開口（右側の開口Ｂ４００）及び第２の開口（左側の開口Ｂ４００）が形成されている
。また、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１）の内部には、上方とは異なる方向（左右
方向）に開放した第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）及び第４の開口（左側の開口Ｂ５１
０）が形成されている。第１の開口（右側の開口Ｂ４００）と第３の開口（右側の開口Ｂ
５１０）とは連通しており、これにより第１の空間（右側の空間Ｐ）が形成される一方、
第２の開口（左側の開口Ｂ４００）と第４の開口（左側の開口Ｂ５１０）とは連通してお
り、これにより第２の空間（左側の空間Ｐ）が形成されている。そして、このような第３
の開口（右側の開口Ｂ５１０）と第４の開口（左側の開口Ｂ５１０）との間にプロジェク
タ（プロジェクタ装置Ｂ２）が配置されている。これにより、カバー部材（プロジェクタ
カバーＢ１）の外部から第１の開口（右側の開口Ｂ４００）を介して流入した空気は、第
１の空間（右側の空間Ｐ）及び第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）を経由して、プロジェ
クタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を通過した後、第４の開口（左側の開口Ｂ５１０）及び第
２の空間（左側の空間Ｐ）を経由して、第２の開口（左側の開口Ｂ４００）を介してカバ
ー部材（プロジェクタカバーＢ１）の外部に放出される。当該空気は、プロジェクタ（プ
ロジェクタ装置Ｂ２）を通過する際、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した
熱を吸収することにより温められるところ、温度の高い空気は上方に向かう性質を有する
。そのため、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を通過した空気は、第２の空間（左
側の空間Ｐ）内を上昇し、第２の空間（左側の空間Ｐ）の上方に形成された第２の開口（
左側の開口Ｂ４００）からスムーズに排出されることとなる。その結果、このような空気
の流れを通じて、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した熱を効率よく放出す
ることが可能となり、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）の冷却効率を高めることが
できる。
【０２４２】
　また、上記変形例に係る遊技機１によれば、カバー部材（ブラインドＢ５００）は、第
１の空間（右側の空間Ｐ）の下端を規定する下端部（水平部Ｂ５０１及び傾斜部Ｂ５０２
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）を備えるとともに、下端部（水平部Ｂ５０１及び傾斜部Ｂ５０２）は、第１の開口（右
側の開口Ｂ４００）の直下部分から離れるにつれて下降するような傾斜を有する傾斜部（
傾斜部Ｂ５０２）を備えている。従って、第１の開口（右側の開口Ｂ４００）を介して、
遊技機の外部からカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５００）の内部
へと液体（遊技者が注ぎ込んだ飲み物等）が入ってきた場合、当該液体は、第１の開口（
右側の開口Ｂ４００）の直下部分から離れるにつれて下降するように、傾斜部（傾斜部Ｂ
５０２）を流れることになる。ここで、傾斜部（傾斜部Ｂ５０２）の少なくとも一部は第
３の開口（右側の開口Ｂ５１０）の下端（内壁部Ｂ５０５の上端縁Ｂ５０５ａ）よりも下
方に位置しているため、当該液体が傾斜部（傾斜部Ｂ５０２）を下降しながら流れて第３
の開口（右側の開口Ｂ５１０）の下端（内壁部Ｂ５０５の上端縁Ｂ５０５ａ）よりも下方
に到達すると、当該液体よりも第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）の下端（内壁部Ｂ５０
５の上端縁Ｂ５０５ａ）の方が上方に存在することになるため、当該液体は、第３の開口
（右側の開口Ｂ５１０）を通過しにくく、当該液体がプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ
２）の配置されている方へと侵入するということが起こりにくい状態となる。このように
して、上記変形例に係る遊技機１によれば、遊技機の外部から侵入してきた液体等の異物
からプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を保護することができる。
【０２４３】
　（７－２）　前記（７－１）の遊技機であって、
　前記本体部の上面（キャビネットＧの上面壁Ｇ４）には、前記第１の開口及び前記第２
の開口のそれぞれの上方に、第５の開口（２つある開口Ｇ４１のうちの右側の開口Ｇ４１
）及び第６の開口（２つある開口Ｇ４１のうちの左側の開口Ｇ４１）が形成されている、
　ことを特徴とする。
【０２４４】
　上記変形例に係る遊技機１によれば、本体部（キャビネットＧ）の上面（上面壁Ｇ４）
には、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１）の第１の開口（右側の開口Ｂ４００）及び
第２の開口（左側の開口Ｂ４００）のそれぞれの上方に、第５の開口（右側の開口Ｇ４１
）及び第６の開口（左側の開口Ｇ４１）が形成されている。これにより、本体部（キャビ
ネットＧ）の第５の開口（右側の開口Ｇ４１）を介して遊技機の外部上方から遊技機の内
部に空気を取り入れ、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１）の第１の開口（右側の開口
Ｂ４００）を介してこの空気をカバー部材（プロジェクタカバーＢ１）の内部に流入させ
た後、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を通過した空気を、カバー部材（プロジェ
クタカバーＢ１）の第２の開口（左側の開口Ｂ４００）及び本体部（キャビネットＧ）の
第６の開口（左側の開口Ｇ４１）を介して遊技機の外部上方に放出することができる。こ
のように、上記変形例に係る遊技機１では、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を通
過して温められた空気の排出先が遊技機の外部上方となっているが、仮に、当該空気を遊
技機の背面から排出することとすれば、遊技店に設置される島設備に熱がこもってしまい
、遊技機の制御に悪影響を招来してしまうことが懸念される。また、遊技機の側面から空
気を排出することとすれば、温められた空気が隣の遊技機に取り込まれることになり、隣
接する遊技機間で温かい空気の悪循環が生じてしまう結果として、プロジェクタ（プロジ
ェクタ装置Ｂ２）の冷却効率を高めることができないと考えられる。さらに、遊技機の前
方に空気を排出することとすれば、遊技者の顔に熱風が吹き付けられてしまう恐れがある
。この点、上記変形例に係る遊技機１によれば、このような問題を生じさせることなく、
プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した熱を放出するための空気の流れを作り
出すことができる。
【０２４５】
　一方で、上記変形例に係る遊技機１によれば、本体部の上面（キャビネットＧの上面壁
Ｇ４）に形成された第５の開口（右側の開口Ｇ４１）及び第６の開口（左側の開口Ｇ４１
）が、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１）に形成された第１の開口（右側の開口Ｂ４
００）及び第２の開口（左側の開口Ｂ４００）の上方に存在しているため、第５の開口（
右側の開口Ｇ４１）又は第６の開口（左側の開口Ｇ４１）を介して遊技機の外部から内部
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に異物が入った場合、当該異物は、第１の開口（右側の開口Ｂ４００）又は第２の開口（
左側の開口Ｂ４００）を介してカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインドＢ５
００）の内部に侵入しやすくなっている。そのため、カバー部材（プロジェクタカバーＢ
１及びブラインドＢ５００）の内部に入った異物がプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２
）にまで到達し、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）に悪影響を及ぼしてしまうこと
が懸念される。例えば、第５の開口（右側の開口Ｇ４１）から遊技者が飲み物を注入した
ような場合、当該飲み物が第１の空間（右側の空間Ｐ）及び第３の開口（右側の開口Ｂ５
１０）を通過してプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）の内部にまで侵入すると、プロ
ジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）が故障してしまう恐れがある。この点、上記変形例に
係る遊技機１によれば、第５の開口（右側の開口Ｇ４１）及び第１の開口（右側の開口Ｂ
４００）を介して遊技機の外部からカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブラインド
Ｂ５００）の内部へと液体が入ってきた場合であっても、当該液体は、上述したように傾
斜部（傾斜部Ｂ５０２）に沿って流れるため、このような事態が発生してしまうことを防
止することができる。
【０２４６】
　（７－３）　前記（７－１）又は（７－２）の遊技機であって、
　前記傾斜部（傾斜部Ｂ５０２）及び前記傾斜部と連続する壁部（後壁部Ｂ５０３、外壁
部Ｂ５０４、及び、内壁部Ｂ５０５）によって下方が閉塞した空間が形成されている、
　ことを特徴とする。
【０２４７】
　上記変形例に係る遊技機１によれば、傾斜部（傾斜部Ｂ５０２）及び傾斜部（傾斜部Ｂ
５０２）と連続する壁部（後壁部Ｂ５０３、外壁部Ｂ５０４、及び、内壁部Ｂ５０５）に
よって下方が閉塞した空間が形成されているため、傾斜部（傾斜部Ｂ５０２）を下降しな
がら流れてきた液体を当該空間に貯留することができる。これにより、貯留された液体の
液面が第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）の下端（内壁部Ｂ５０５の上端縁Ｂ５０５ａ）
よりも下方に存在する限り、第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）を介してプロジェクタ（
プロジェクタ装置Ｂ２）の配置空間へと液体が侵入してしまうことを阻止することができ
る。
【０２４８】
　（８－１）　映像を投影することが可能なプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを囲うように配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１及びブ
ラインドＢ５００）と、
　前記プロジェクタにより投影された映像を表示可能なスクリーン（固定スクリーン機構
Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）と、
　前面に開口を有する本体部（キャビネットＧ）と、
　前記本体部に対して開閉可能に取り付けられ、前記スクリーンを視認可能な表示領域（
上側表示窓ＵＤ１）が設けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）と、を備え、
　前記カバー部材（プロジェクタカバーＢ１）には、上方に向けて開放した第１の開口（
２つある開口Ｂ４００のうちの右側の開口Ｂ４００）及び第２の開口（２つある開口Ｂ４
００のうちの左側の開口Ｂ４００）が形成されており、
　前記カバー部材の内部において、前記第１の開口から連通して第１の空間（２つある空
間Ｐのうちの右側の空間Ｐ）が形成される一方、前記第２の開口から連通して第２の空間
（２つある空間Ｐのうちの左側の空間Ｐ）が形成されており、
　前記第１の空間は、前記カバー部材の内部に形成された第３の開口（２つある開口Ｂ５
１０のうちの右側の開口Ｂ５１０）により、上方とは異なる方向（左方向）に開放してい
る一方、前記第２の空間は、前記カバー部材の内部に形成された第４の開口（２つある開
口Ｂ５１０のうちの左側の開口Ｂ５１０）により、上方とは異なる方向（右方向）に開放
しており、
　前記第１の開口（右側の開口Ｂ４００）と前記第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）とが
連通する一方、前記第２の開口（左側の開口Ｂ４００）と前記第４の開口（左側の開口Ｂ
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５１０）とが連通しており、
　前記プロジェクタは、前記第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）と前記第４の開口（左側
の開口Ｂ５１０）との間に配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０２４９】
　上記変形例に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を囲うよ
うに配置されたカバー部材（プロジェクタカバーＢ１）には、上方に向けて開放した第１
の開口（右側の開口Ｂ４００）及び第２の開口（左側の開口Ｂ４００）が形成されている
。また、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１）の内部には、上方とは異なる方向（左右
方向）に開放した第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）及び第４の開口（左側の開口Ｂ５１
０）が形成されている。第１の開口（右側の開口Ｂ４００）と第３の開口（右側の開口Ｂ
５１０）とは連通しており、これにより第１の空間（右側の空間Ｐ）が形成される一方、
第２の開口（左側の開口Ｂ４００）と第４の開口（左側の開口Ｂ５１０）とは連通してお
り、これにより第２の空間（左側の空間Ｐ）が形成されている。そして、このような第３
の開口（右側の開口Ｂ５１０）と第４の開口（左側の開口Ｂ５１０）との間にプロジェク
タ（プロジェクタ装置Ｂ２）が配置されている。これにより、カバー部材（プロジェクタ
カバーＢ１）の外部から第１の開口（右側の開口Ｂ４００）を介して流入した空気は、第
１の空間（右側の空間Ｐ）及び第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）を経由して、プロジェ
クタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を通過した後、第４の開口（左側の開口Ｂ５１０）及び第
２の空間（左側の空間Ｐ）を経由して、第２の開口（左側の開口Ｂ４００）を介してカバ
ー部材（プロジェクタカバーＢ１）の外部に放出される。当該空気は、プロジェクタ（プ
ロジェクタ装置Ｂ２）を通過する際、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した
熱を吸収することにより温められるところ、温度の高い空気は上方に向かう性質を有する
。そのため、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を通過した空気は、第２の空間（左
側の空間Ｐ）内を上昇し、第２の空間（左側の空間Ｐ）の上方に形成された第２の開口（
左側の開口Ｂ４００）からスムーズに排出されることとなる。その結果、このような空気
の流れを通じて、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した熱を効率よく放出す
ることが可能となり、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）の冷却効率を高めることが
できる。
【０２５０】
　（８－２）　前記（８－１）の遊技機であって、
　前記プロジェクタは、第１の通気口（吸気口Ｂ２２Ａ）及び第２の通気口（排気口Ｂ２
２Ｅ）と、前記第１の通気口と前記第２の通気口との間に配置されたファン（吸気用ファ
ン２４４Ａ・２４４Ｂ）とを備え、
　前記第１の通気口（吸気口Ｂ２２Ａ）と前記第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）とが対
向する一方、前記第２の通気口（排気口Ｂ２２Ｅ）と前記第４の開口（左側の開口Ｂ５１
０）とが対向するように、前記プロジェクタが配置されている、
　ことを特徴とする。
【０２５１】
　上記変形例に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）には、第
１の通気口（吸気口Ｂ２２Ａ）と第２の通気口（排気口Ｂ２２Ｅ）とが設けられるととも
に、第１の通気口（吸気口Ｂ２２Ａ）と第２の通気口（排気口Ｂ２２Ｅ）との間にファン
（吸気用ファン２４４Ａ・２４４Ｂ）が備えられており、第１の通気口（吸気口Ｂ２２Ａ
）が第３の開口（右側の開口Ｂ５１０）と対向し第２の通気口（排気口Ｂ２２Ｅ）が第４
の開口（左側の開口Ｂ５１０）と対向するようにプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）
が配置されるため、ファン（吸気用ファン２４４Ａ・２４４Ｂ）によって強制的に吸気す
ることにより、上記のような空気の流れをスムーズに作り出すことができる。
【０２５２】
　（８－３）　前記（８－１）又は（８－２）の遊技機であって、
　前記本体部の上面（キャビネットＧの上面壁Ｇ４）には、前記第１の開口及び前記第２
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の開口のそれぞれの上方に、第５の開口（２つある開口Ｇ４１のうちの右側の開口Ｇ４１
）及び第６の開口（２つある開口Ｇ４１のうちの左側の開口Ｇ４１）が形成されており、
　前記プロジェクタは、前記スクリーンの上方に配置されるように、前記本体部に収容さ
れている、
　ことを特徴とする。
【０２５３】
　上記変形例に係る遊技機１によれば、本体部（キャビネットＧ）の上面（上面壁Ｇ４）
には、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１）の第１の開口（右側の開口Ｂ４００）及び
第２の開口（左側の開口Ｂ４００）のそれぞれの上方に、第５の開口（右側の開口Ｇ４１
）及び第６の開口（左側の開口Ｇ４１）が形成されている。これにより、本体部（キャビ
ネットＧ）の第５の開口（右側の開口Ｇ４１）を介して遊技機の外部上方から遊技機の内
部に空気を取り入れ、カバー部材（プロジェクタカバーＢ１）の第１の開口（右側の開口
Ｂ４００）を介してこの空気をカバー部材（プロジェクタカバーＢ１）の内部に流入させ
た後、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を通過した空気を、カバー部材（プロジェ
クタカバーＢ１）の第２の開口（左側の開口Ｂ４００）及び本体部（キャビネットＧ）の
第６の開口（左側の開口Ｇ４１）を介して遊技機の外部上方に放出することができる。こ
のように、上記変形例に係る遊技機１では、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を通
過して温められた空気の排出先が遊技機の外部上方となっているが、仮に、当該空気を遊
技機の背面から排出することとすれば、遊技店に設置される島設備に熱がこもってしまい
、遊技機の制御に悪影響を招来してしまうことが懸念される。また、遊技機の側面から空
気を排出することとすれば、温められた空気が隣の遊技機に取り込まれることになり、隣
接する遊技機間で温かい空気の悪循環が生じてしまう結果として、プロジェクタ（プロジ
ェクタ装置Ｂ２）の冷却効率を高めることができないと考えられる。さらに、遊技機の前
方に空気を排出することとすれば、遊技者の顔に熱風が吹き付けられてしまう恐れがある
。この点、上記変形例に係る遊技機１によれば、このような問題を生じさせることなく、
プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した熱を放出するための空気の流れを作り
出すことができる。
【０２５４】
　また、上記変形例に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）は
、スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン
機構Ｆ１）の上方に配置されるように本体部（キャビネットＧ）に収容され、プロジェク
タ（プロジェクタ装置Ｂ２）の配置位置が本体部の上面（キャビネットＧの上面壁Ｇ４）
に近くなっている。従って、本体部の上面（キャビネットＧの上面壁Ｇ４）に形成された
第５の開口（右側の開口Ｇ４１）及び第６の開口（左側の開口Ｇ４１）とプロジェクタ（
プロジェクタ装置Ｂ２）との距離も短く、それに伴い、第５の開口（右側の開口Ｇ４１）
及び第６の開口（左側の開口Ｇ４１）とプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）との間に
存在する部材や装置の数は比較的少なくなっている。そのため、第５の開口（右側の開口
Ｇ４１）から取り入れた空気をプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を経由して第６の
開口（左側の開口Ｇ４１）から排出するような流路を設計するに当たって、途中に存在す
る部材や装置を避けるために複雑な迂回経路を作る必要がなく、比較的容易に空気流路の
設計を行うことができる。
【０２５５】
　以上、上述した実施形態では、本発明をパチスロ遊技機に適用した場合について説明し
た。以下、図４７～図５１を用いて、本発明をパチンコ遊技機に適用した変形例について
説明する。
【０２５６】
　図４７は、パチンコ遊技機の外観を示す斜視図である。図４８は、パチンコ遊技機の分
解斜視図である。図４９は、パチンコ遊技機の装飾ユニット及びフレーム部材を前方から
示す分解斜視図である。
【０２５７】
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　図４７及び図４８に示すように、パチンコ遊技機６１００は、ガラスドア６１１１、木
枠６１１２、ベースドア６１１３、遊技盤６１１４、皿ユニット６１１５、遊技球を発射
する発射装置６１２２、各種の制御基板を含む基板ユニット６１２３、遊技価値としての
遊技球を付与する球払出ユニットなどから構成されている。
【０２５８】
　上述したガラスドア６１１１は、ベースドア６１１３に対して開閉自在に軸着されてい
る。また、このガラスドア６１１１の中央には、開口６１１６が形成されており、その開
口６１１６には、透過性を有する保護ガラス６１２４が配設されている。また、上述した
木枠６１１２は、その前方にベースドア６１１３が軸着される。
【０２５９】
　上述した皿ユニット６１１５は、ガラスドア６１１１の下方に位置するように、ベース
ドア６１１３に配設されている。皿ユニット６１１５には、その上方に上皿６１２５が、
その下方に下皿６１２６が設けられている。上皿６１２５及び下皿６１２６には、遊技球
の貸し出し、遊技球の払出し（賞球）を行うための払出口６１３１Ａ、６１３１Ｂが形成
されており、所定の払出条件が成立した場合には、遊技球が排出され、特に、上皿６１２
５には、遊技領域６１４１に発射させるための遊技球が貯留されることとなる。
【０２６０】
　上述した発射装置６１２２は、皿ユニット６１１５の側方に位置するように、ベースド
ア６１１３に配設されている。この発射装置６１２２には、遊技者によって操作可能な発
射ハンドル６１３２が配設されており、遊技者によって発射ハンドル６１３２が操作され
ることによりパチンコ遊技を進めることができる。この発射ハンドル６１３２が遊技者に
よって握持され、かつ、時計回り方向へ回動操作されたときには、その回動角度に応じて
発射モータに電力が供給され、上皿６１２５に貯留された遊技球が遊技盤に順次発射され
る。
【０２６１】
　上述した遊技盤６１１４は、保護ガラス６１２４の後方に位置するように、ベースドア
６１１３の前方に配設されている。遊技盤６１１４は、その前面に、発射された遊技球が
転動可能な遊技領域６１４１を有している。この遊技領域６１４１は、ガイドレールなど
に囲まれ、遊技球が転動可能な領域である。このように、発射装置６１２２によって発射
された遊技球は、遊技盤上に設けられたガイドレールに案内されて遊技盤６１１４の上部
に移動し、その後、遊技領域６１４１に設けられた複数の障害釘との衝突によりその進行
方向を変えながら遊技盤の上方から下方に向かって流下することとなる。
【０２６２】
　図４７に示すように、ガラスドア６１１１の前面における上部領域には、装飾ユニット
６２５８が設けられている。装飾ユニット６２５８は、パチンコ遊技機６１００の前方に
突出するように配置されている。
【０２６３】
　装飾ユニット６２５８の内部には空洞が形成されており、該空洞には、上述した実施形
態で説明した照射ユニットＢが配設されている。図４７では、装飾ユニット６２５８の上
方から装飾ユニット６２５８の内部を透視した状態を示している。
【０２６４】
　図４８に示すように、遊技盤６１１４の背面側には、スクリーン装置Ｃ（図５参照）が
配置されている。これにより、上述した実施形態と同様に、照射ユニットＢのプロジェク
タ装置Ｂ２から出射された光をスクリーン装置Ｃのスクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、
フロントスクリーン機構Ｅ１、及び、リールスクリーン機構Ｆ１）に照射させることがで
きるようになっている。
【０２６５】
　装飾ユニット６２５８は、フレーム部材６２１１（図４９参照）の上部に取り付けられ
る。図示しないが、フレーム部材６２１１は、ガラスドア６１１１の背面側に固定されて
いる。
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【０２６６】
　図４９に示すように、照射ユニットＢは、フレーム部材６２１１の上部に取り付けられ
る。照射ユニットＢがフレーム部材６２１１に取り付けられた状態でフレーム部材６２１
１に対して装飾ユニット６２５８を取り付けることにより、装飾ユニット６２５８の内部
空間に照射ユニットＢが収納される。
【０２６７】
　また、フレーム部材６２１１の上部には、照射ユニットＢの左右双方において、スピー
カ６１５２とスピーカホルダ６１５２Ａとが一体となって取り付けられている。一方、装
飾ユニット６２５８には、右側及び左側にそれぞれ、スピーカ用孔６１５１Ａ，６１５１
Ｂが設けられている。スピーカ用孔６１５１Ａ，６１５１Ｂは、メッシュ状の開口として
形成されている。
【０２６８】
　フレーム部材６２１１に装飾ユニット６２５８が取り付けられた状態において、スピー
カ用孔６１５１Ａ，６１５１Ｂは、それぞれ、スピーカ６１５２の前方を覆っており、ス
ピーカ用孔６１５１Ａ，６１５１Ｂを介して、スピーカ６１５２から発生した音をパチン
コ遊技機６１００の外部に放出することができるようになっている。
【０２６９】
　ここで、スピーカ用孔６１５１Ａは、パチンコ遊技機６１００の外部から空気を取り込
むための通気口としても機能する。図４９に示すように、照射ユニットＢの前部右側には
、吸気用ファン６２４４が配設されている。これにより、スピーカ用孔６１５１Ａを介し
て、パチンコ遊技機６１００の外部前方から、パチンコ遊技機６１００の内部に空気が取
り入れられる。
【０２７０】
　この空気は、第２実施形態と同様に、プロジェクタカバーＢ１の開口Ｂ４００Ｒ（２つ
ある開口Ｂ４００のうちの右側の開口Ｂ４００）を介して、プロジェクタカバーＢ１の内
部に取り入れられ、プロジェクタ装置Ｂ２で発生した熱を奪いながらプロジェクタカバー
Ｂ１内を進行し、開口Ｂ４００Ｌ（２つある開口Ｂ４００のうちの左側の開口Ｂ４００）
を介して、プロジェクタカバーＢ１の外部に出る。
【０２７１】
　プロジェクタカバーＢ１の外部に出た空気は、フレーム部材６２１１に形成された貫通
孔６２４５を通過して後方へと移動し、パチンコ遊技機６１００の背面側から外部に放出
される。
【０２７２】
　以上で説明した空気の流れを図４７及び図４９中に矢印で示している。第２実施形態で
は、遊技機１の外部上方から空気を取り入れ、遊技機１の外部上方へと空気を排出する場
合について説明した。これに対し、本変形例では、パチンコ遊技機６１００の外部前方か
ら空気を取り入れ、パチンコ遊技機６１００の外部後方へと空気を排出することとしてい
る。このように、本発明において、プロジェクタを冷却するための空気を取り入れる方向
及び排出する方向は、特に限定されず、プロジェクタの配置位置やプロジェクタ周辺の構
造等に応じて適宜設計することができる。
【０２７３】
　なお、パチンコ遊技機は、パチスロ遊技機と比較して、遊技機の前後方向における奥行
きが短いため、同じ島設備において一のパチンコ遊技機の背面側に他のパチンコ遊技機が
設置されている場合、これらのパチンコ遊技機の間には比較的大きなスペースが存在する
。従って、プロジェクタにより温められた空気をパチンコ遊技機の背面から排出したとし
ても、パチンコ遊技機の島設備においては、パチスロ遊技機の島設備ほど熱がこもってし
まうことはないと考えられる。
【０２７４】
　以下、他の変形例として、パチンコ遊技機６１００の外部右側から空気を取り入れ、パ
チンコ遊技機６１００の外部左側へと空気を排出する場合について、図５０を用いて説明
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する。図５０は、パチンコ遊技機の外観を示す斜視図である。
【０２７５】
　図５０に示すように、装飾ユニット６２５８の右側面には、開口６３００Ｒが形成され
ている。これにより、開口６３００Ｒを介して、パチンコ遊技機６１００の外部右側から
、パチンコ遊技機６１００の内部に空気が取り入れられる。
【０２７６】
　この空気は、上述した変形例と同様に、プロジェクタカバーＢ１の開口Ｂ４００Ｒ（２
つある開口Ｂ４００のうちの右側の開口Ｂ４００）を介して、プロジェクタカバーＢ１の
内部に取り入れられ、プロジェクタ装置Ｂ２で発生した熱を奪いながらプロジェクタカバ
ーＢ１内を進行し、開口Ｂ４００Ｌ（２つある開口Ｂ４００のうちの左側の開口Ｂ４００
）を介して、プロジェクタカバーＢ１の外部に出る。
【０２７７】
　図には表れていないが、装飾ユニット６２５８の左側面にも、右側面と同様に、開口（
開口６３００Ｌ）が形成されている。これにより、開口Ｂ４００Ｌからプロジェクタカバ
ーＢ１の外部に出た空気は、開口６３００Ｌからパチンコ遊技機６１００の外部に放出さ
れる。
【０２７８】
　このような空気の流れを図５０中に矢印で示している。本変形例では、空気の排出方向
を遊技機の側方としていることに起因して、温められた空気が隣の遊技機に取り込まれて
しまう可能性があると考えられる。このような事態が発生することを防止するため、空気
の排出方向を遊技機の側方とする場合には、例えば、装飾ユニット６２５８の左右方向の
幅をもっと短くする等して、一のパチンコ遊技機における排気口（開口６３００Ｌ）と、
該パチンコ遊技機の隣に設置されたパチンコ遊技機における吸気口（開口６３００Ｒ）と
が、ある程度離れるように構成されていることが望ましい。
【０２７９】
　以下、図５１を用いて、他の変形例について説明する。図５１は、パチンコ遊技機の分
解斜視図である。
【０２８０】
　上述した変形例では、照射ユニットＢがフレーム部材６２１１に取り付けられることと
して説明した。これに対し、図５１に示す例において、照射ユニットＢは、ベースドア６
１１３に取り付けられている。また、スピーカ６１５２も、ベースドア６１１３に取り付
けられている。このような変形例においても、上述した例と同様の空気流路を形成するこ
とができる。
【０２８１】
　図５１では、照射ユニットＢがベースドア６１１３の前側に取り付けられる様子を示し
ているが、照射ユニットＢは、ベースドア６１１３の後側に取り付けることとしてもよい
。本発明において、照射ユニットＢは、遊技盤よりも前方に設置されてもよいし、遊技盤
よりも後方に設置されてもよい。照射ユニットＢを遊技盤よりも後方に設置する場合には
、遊技盤の背面側にスペースを形成しつつ、当該スペースを利用することにより、照射ユ
ニットＢを配設することができる。
【０２８２】
　例えば、遊技盤の中央に開口部分を備え、その開口部分に照射ユニットの前部が貫通す
るように、ベースドア又は遊技盤、その他パチンコ遊技機の後方部材に照射ユニットを配
設するようにしてもよい。その場合、従来から存在する一般的なパチンコ遊技機（遊技盤
の中央に開口を備え、その開口を通じて遊技盤の後方にある液晶表示装置等を視認可能と
する構成のパチンコ遊技機）の遊技盤をそのまま転用することも可能となる。例えば、液
晶表示装置を取り払い、スクリーン機構を配設し、さらに遊技盤等の後方部材に照射ユニ
ットを配設することにより、遊技盤の形状を従来のままにしつつ、照射ユニット及びスク
リーン機構を搭載した新たな遊技機とすることが可能となる。そのような構成を採用する
場合、照射ユニットの前方の一部は遊技盤よりも前方に突出しているため、パチンコ遊技
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機の後方のスペースをより大きく確保することができる。そうすることで、島設備の狭い
遊技場において、島設備全体に照射ユニット付きのパチンコ遊技機を設置した際に、島設
備内の温度上昇を低減させることが可能となる。さらに、遊技者から視認可能となる照射
ユニットの前方（例えば、リフレクタ保持部Ｂ１１辺り）に、機種に応じたロゴ等の装飾
部材を配置したり、補助的な装飾を行う小型サイズの液晶表示装置、電飾基板等を配置し
たりすることにより、照射ユニットが遊技者から見えないように目隠しすることができ、
さらに演出効果を高めることが可能となる。
【０２８３】
　なお、スクリーン装置Ｃは、照射ユニットＢに取り付けられた状態で設置されてもよい
し、照射ユニットＢとは分離した状態で設置されてもよい。
【０２８４】
　以上で説明した変形例では、空気の排出方向を遊技機の後方又は側方としているが、第
２実施形態と同様に、遊技機の上方から空気を排出することとしてもよい。空気の排出方
向を上方とする場合には、例えば、装飾ユニット６２５８（ガラスドア６１１１）の上面
に排気用の開口を形成すればよい。この場合において、照射ユニットＢを遊技盤よりも後
方に設置する場合には、空気の通路を確保するために、遊技盤にも適宜開口を形成すれば
よい。
【０２８５】
　本発明においては、空気を取り入れる方向及び排出する方向、並びに、空気を流す経路
に応じて、空気流路上に存在する部材に対して、適宜開口を形成することが可能である。
空気流路に応じて、管状のダクトを設けることとしてもよい。
【０２８６】
　また、空気の流れをスムーズにするために、吸気用ファン及び／又は排気用ファンを適
宜配設することが可能である。例えば、空気を取り入れるための開口（例えば、図５０の
開口６３００Ｒ）とプロジェクタカバーＢ１の開口Ｂ４００Ｒとの間に吸気用ファン（例
えば、図４９の吸気用ファン６２４４）を配設したり、空気を排出するための開口（例え
ば、図５０の開口６３００Ｌ）とプロジェクタカバーＢ１の開口Ｂ４００Ｌとの間に排気
用ファンを配設したりすることが可能である。もっとも、照射ユニットＢの内部に設けら
れたファンにより吸気や排気が充分に行われるのであれば、照射ユニットＢの外部にはフ
ァンを配設しなくてもよい。
【０２８７】
　なお、上述した変形例では、図４５で説明したプロジェクタカバーＢ１が採用されるも
のとして図示しているが、プロジェクタカバーの構成は特に限定されず、プロジェクタの
冷却用の空気を取り入れるための開口、及び、当該空気を排出するための開口が形成され
たプロジェクタカバーを適宜採用することができる。これらの開口は、プロジェクタカバ
ーの前方や後方、上方や下方、側方等、任意の場所に形成することが可能であり、プロジ
ェクタの冷却効率等を勘案して、開口の形成位置を適宜決定することができる。さらに、
プロジェクタは、プロジェクタカバーによって覆われずに、露出した状態で遊技機の内部
に配設されていてもよく、遊技機の外部から取り入れた冷却用の空気をプロジェクタに直
接（プロジェクタカバーを経由することなく）当てるように構成することも可能である。
【０２８８】
［第３実施形態］
　以上、第１実施形態及び第２実施形態について説明した。以下、第３実施形態について
説明する。第３実施形態に係る遊技機１の基本的な構成は、第１実施形態及び第２実施形
態に係る遊技機１と同じである。以下においては、第１実施形態及び第２実施形態に係る
遊技機１の構成要素と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明することとする。ま
た、第１実施形態及び第２実施形態における説明が第３実施形態においても当てはまる部
分については、説明を省略することとする。
【０２８９】
＜表示ユニット９０００＞
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　図５２は、表示ユニットの外観を示す斜視図である。図５３は、表示ユニットの内部構
造を示す斜視図である。図５４は、図５３に示す表示ユニットからプロジェクタ及びミラ
ーを分解した状態を示す斜視図である。図５５は、図５２に示す表示ユニットからプロジ
ェクタ及びミラーを分解した状態においてプロジェクタから光が投射されている様子を示
す斜視図である。
【０２９０】
　図５２に示す表示ユニット９０００は、第１実施形態で説明した表示ユニットＡと同様
に、キャビネットＧ内の中間支持板Ｇ１（図５参照）上に交換可能に載置される。
【０２９１】
　図５２～図５４に示すように、表示ユニット９０００は、ユニット用筐体９０１０と、
プロジェクタ９０２０と、ミラー９０３０と、キャビネット側スクリーン９０４０と、を
備えている。
【０２９２】
　ユニット用筐体９０１０は、水平配置された底板９０１１と、底板９０１１の右端部に
立設された右側板９０１２と、底板９０１１の左端部に立設された左側板９０１３と、底
板９０１１の後端部に立設された背板９０１４と、を有している。底板９０１１に対して
右側板９０１２と左側板９０１３と背板９０１４とがネジ締結により連結されることによ
って、前面側と上面側とが開放された箱形形状の筐体が形成されている。
【０２９３】
　背板９０１４には、プロジェクタ９０２０を設置するためのプロジェクタ設置用部材９
０１５が取り付けられている。プロジェクタ９０２０は、プロジェクタ設置用部材９０１
５の前方部に係合されることにより、ユニット用筐体９０１０内に設置される。
【０２９４】
　プロジェクタ９０２０は、第１実施形態で説明したプロジェクタ装置Ｂ２（図１２参照
）と同様の構成（例えば、投射レンズ２１０と同様の構成を有するレンズ等）を有してお
り、画像を含む光を投射することが可能である。プロジェクタ９０２０は、レンズが下側
となるように設置され、これにより、プロジェクタ９０２０から投射された光は、下向き
に進行する。
【０２９５】
　プロジェクタ設置用部材９０１５の下方には、ミラー９０３０を設置するためのミラー
設置部９０１６が形成されている。ミラー設置部９０１６は、背板９０１４から底板９０
１１にかけて傾斜する傾斜辺９０１６ａ及び９０１６ｂを有している。
【０２９６】
　ミラー９０３０は、第１実施形態で説明した光学ミラーＢ３２（図７参照）と同様の構
成を有しており、プロジェクタ９０２０から投射された光を反射することが可能である。
ミラー９０３０は、ミラー設置部９０１６の傾斜辺９０１６ａ及び９０１６ｂに沿うよう
に設置される。これにより、ミラー９０３０は、後方よりも前方の方が低くなるような傾
斜を有する姿勢となる。
【０２９７】
　その結果、プロジェクタ９０２０から投射されて下向きに進行した光は、ミラー９０３
０によって前方に向けて反射される（図５５参照）。図５５では、光の照射範囲を斜線で
示している。なお、図５５に示すプロジェクタ９０２０とミラー９０３０との相対的な位
置関係は、図５３に示す状態（プロジェクタ９０２０及びミラー９０３０がユニット用筐
体９０１０内に設置された状態）におけるこれらの相対的な位置関係と同じとなっている
。すなわち、図５５は、図５３に示す状態におけるプロジェクタ９０２０とミラー９０３
０との相対的な位置関係を保ちつつ、これらを分解して示した図である。
【０２９８】
　底板９０１１の前方部には、キャビネット側スクリーン９０４０が嵌合されることによ
り、立設されている。これにより、プロジェクタ９０２０から投射された後ミラー９０３
０によって前方に向けて反射された光は、キャビネット側スクリーン９０４０に対して後
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方（背面側）から入射する。
【０２９９】
　キャビネット側スクリーン９０４０は、正面視長方形の形状を有しており、全面にわた
って均等な厚みを有するように形成されている。キャビネット側スクリーン９０４０は、
後方から投影像が投影されることで表示される透過式のものであり、プロジェクタ９０２
０から投射された光が入射する一様に平坦な背面側の入射面９０４０ａと、入射面９０４
０ａに入射した光が透過することで投影像が投影される前面側の表示面９０４０ｂと、を
有する。キャビネット側スクリーン９０４０は、例えば、透光性を有するガラス板、アク
リル板、樹脂製フィルムを主たる素材として形成され、非投影時に乳白色、半透明、ある
いはグレー色を呈する。
【０３００】
　このようなキャビネット側スクリーン９０４０の入射面９０４０ａに対して、プロジェ
クタ９０２０から投射された光が入射することによって、キャビネット側スクリーン９０
４０の表示面９０４０ｂに、遊技に関する画像（静止画像や動画像）が表示される。なお
、動画像とは、多数の静止画像から構成され、多数の静止画像が経時的に連続して変化す
ることにより得られるものである。本明細書において、動画像と映像とは同義である。
【０３０１】
＜光の照射範囲とキャビネット側スクリーン９０４０との関係＞
　図５６は、プロジェクタから投射された光の照射範囲とキャビネット側スクリーンとの
関係を示す図である。
【０３０２】
　図５６では、キャビネット側スクリーン９０４０（表示面９０４０ｂ）を網掛けで示し
ている。プロジェクタ９０２０から投射された光の照射範囲は、キャビネット側スクリー
ン９０４０よりも広くなっている。具体的に、プロジェクタ９０２０から投射された光は
、キャビネット側スクリーン９０４０（入射面９０４０ａ）の全面（図５６において網掛
けで示す領域）に入射するとともに、キャビネット側スクリーン９０４０の周縁領域を通
過する。図５６では、プロジェクタ９０２０から投射された光の照射範囲のうち、キャビ
ネット側スクリーン９０４０の周縁領域を斜線で示している。
【０３０３】
　プロジェクタ９０２０から投射された光のうち、キャビネット側スクリーン９０４０に
入射せず、図５６において斜線で示す領域を通過した光は、キャビネット側スクリーン９
０４０の前方へと進行する。キャビネット側スクリーン９０４０の前方へと進行した光の
うちの一部は、以下で説明するように、上ドア機構ＵＤのドア側右スクリーン９０５０及
びドア側左スクリーン９０６０に入射することとなる（図６１（ｂ）及び（ｃ）参照）。
【０３０４】
＜上ドア機構ＵＤ＞
　図５７は、上ドア機構を後方から見た斜視図である。図５８は、上ドア機構の分解斜視
図である。図５９は、上ドア機構を前方から見た斜視図である。図６０は、遊技機の正面
図である。
【０３０５】
　第１実施形態で説明したように、キャビネットＧの内部は、中間支持板Ｇ１により上部
空間と下部空間とに仕切られている（図５参照）。図５７に示す上ドア機構ＵＤは、第１
実施形態に係る上ドア機構ＵＤ（図４参照）と同様に、キャビネットＧにおける上部空間
の前方に配置され、キャビネットＧにおける開口の上部を閉塞することが可能なように設
けられている。
【０３０６】
　図５８に示すように、上ドア機構ＵＤは、上ドア機構ＵＤの骨格を成すパネルベースＨ
Ｈを有している。パネルベースＨＨの前面側には、パネル機構ＨＡ・ＨＢ・ＨＣ・ＨＤ・
ＨＥ・ＨＦ・ＨＧが設けられている。また、上ドア機構ＵＤは、上側表示窓ＵＤ１（図３
参照）を中央部（正面視においてキャビネット側スクリーン９０４０と重畳する位置）に



(55) JP 2019-205746 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

有しており、上側表示窓ＵＤ１には、透明パネルＵＤ１１が設けられている。これにより
、キャビネット側スクリーン９０４０に画像が表示された場合、当該画像が遊技者から視
認可能となる。
【０３０７】
　図５９及び図６０に示すように、透明パネルＵＤ１１（上側表示窓ＵＤ１）の右側の若
干奥まった位置には、ドア側右スクリーン９０５０が設けられている。透明パネルＵＤ１
１（上側表示窓ＵＤ１）の左側の若干奥まった位置には、ドア側左スクリーン９０６０が
設けられている。ドア側右スクリーン９０５０とドア側左スクリーン９０６０とは、略同
一の形状を有している。
【０３０８】
　ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０は、平坦なスクリーンを
湾曲させた形状（例えば、円筒を半分に割った半円筒形状）を有しており、第１実施形態
で説明したリールスクリーン機構Ｆ１（図１０参照）の側面視における形状と同様、上面
視（底面視）における形状が円弧形状となっている。ドア側右スクリーン９０５０及びド
ア側左スクリーン９０６０は、全面にわたって均等な厚みを有するように形成されている
。
【０３０９】
　ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０は、キャビネット側スク
リーン９０４０と同様に、後方から投影像が投影されることで表示される透過式のもので
ある。ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０は、例えば、透光性
を有するガラス板、アクリル板、樹脂製フィルムを主たる素材として形成され、非投影時
に乳白色、半透明、あるいはグレー色を呈する。
【０３１０】
　ドア側右スクリーン９０５０は、プロジェクタ９０２０から投射された光が入射する背
面側の入射面９０５０ａと、入射面９０５０ａに入射した光が透過することで投影像が投
影される前面側の表示面９０５０ｂと、を有する。ドア側左スクリーン９０６０は、プロ
ジェクタ９０２０から投射された光が入射する背面側の入射面９０６０ａと、入射面９０
６０ａに入射した光が透過することで投影像が投影される前面側の表示面９０６０ｂと、
を有する。
【０３１１】
　ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０は、それぞれ、曲率中心
が背面側となるように配置されている。すなわち、ドア側右スクリーン９０５０の入射面
９０５０ａ及び表示面９０５０ｂ、並びに、ドア側左スクリーン９０６０の入射面９０６
０ａ及び表示面９０６０ｂは、プロジェクタ９０２０から投射された光の進行方向下流側
に凸となっている。
【０３１２】
　図５７では、上ドア機構ＵＤが閉じられた状態におけるドア側右スクリーン９０５０及
びドア側左スクリーン９０６０と、キャビネットＧ内に配置されたキャビネット側スクリ
ーン９０４０との位置関係を示している。図中、キャビネット側スクリーン９０４０は、
仮想線で示している。
【０３１３】
　図５７に示すように、ドア側右スクリーン９０５０の左端を構成する辺（図６０に示す
辺９０５０ｃ）と、キャビネット側スクリーン９０４０の右端を構成する辺（図５２に示
す辺９０４０ｃ）とは、近接（あるいは略当接）しており、ドア側右スクリーン９０５０
の辺９０５０ｃがキャビネット側スクリーン９０４０の辺９０４０ｃよりも僅かに右側に
位置している。また、ドア側左スクリーン９０６０の右端を構成する辺（図６０に示す辺
９０６０ｃ）と、キャビネット側スクリーン９０４０の左端を構成する辺（図５２に示す
辺９０４０ｄ）とは、近接（あるいは略当接）しており、ドア側左スクリーン９０６０の
辺９０６０ｃがキャビネット側スクリーン９０４０の辺９０４０ｄよりも僅かに左側に位
置している。
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【０３１４】
　ドア側右スクリーン９０５０の辺９０５０ｃ、ドア側左スクリーン９０６０の辺９０６
０ｃ、並びに、キャビネット側スクリーン９０４０の辺９０４０ｃ及び辺９０４０ｄは、
前後方向における位置が略同一となっている。すなわち、ドア側右スクリーン９０５０の
後端（辺９０５０ｃ）及びドア側左スクリーン９０６０の後端（辺９０６０ｃ）は、それ
ぞれ、キャビネット側スクリーン９０４０の表示面９０４０ｂと略同一平面上に位置して
いる。ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０は、前方に凸となる
ように湾曲しているため、ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０
は、全体的に、キャビネット側スクリーン９０４０の前方に位置していることになる。
【０３１５】
　また、ドア側右スクリーン９０５０の下端を構成する辺（図６０に示す辺９０５０ｄ）
、ドア側左スクリーン９０６０の下端を構成する辺（図６０に示す辺９０６０ｄ）、及び
、キャビネット側スクリーン９０４０の下端を構成する辺（図５２に示す辺９０４０ｅ）
は、上下方向における位置（高さ）が略同一となっている（これらの３つの辺は、略同一
平面上に位置している）。また、ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９
０６０の上下方向の長さ（辺９０５０ｃ及び辺９０６０ｃ）は、キャビネット側スクリー
ン９０４０の上下方向の長さ（辺９０４０ｃ及び辺９０４０ｄ）よりも長くなっている。
これにより、ドア側右スクリーン９０５０、ドア側左スクリーン９０６０、及び、キャビ
ネット側スクリーン９０４０は、下端が略同一高さに位置し、キャビネット側スクリーン
９０４０よりもドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０の方が背の
高い構成となっている。
【０３１６】
＜キャビネット側スクリーン９０４０、ドア側右スクリーン９０５０、及び、ドア側左ス
クリーン９０６０への画像の表示＞
　図６１（ａ）は、プロジェクタから投射された光の照射範囲とキャビネット側スクリー
ンとの関係を示す図である。図６１（ｂ）は、キャビネット側スクリーンに入射しなかっ
た光がドア側右スクリーンに入射する様子を示す図である。図６１（ｃ）は、キャビネッ
ト側スクリーンに入射しなかった光がドア側左スクリーンに入射する様子を示す図である
。図６２及び図６３は、キャビネット側スクリーン、ドア側右スクリーン、及び、ドア側
左スクリーンに表示される画像について説明するための図である。
【０３１７】
　図６１（ａ）では、図５６において斜線で示した領域（プロジェクタ９０２０から投射
された光の照射範囲のうち、キャビネット側スクリーン９０４０の周縁領域）を、便宜上
３つの領域（領域Ｉ、領域ＩＩ、及び、領域ＩＩＩ）に分けて示している。領域Ｉは、キ
ャビネット側スクリーン９０４０の右側に位置する領域である。領域ＩＩは、キャビネッ
ト側スクリーン９０４０の左側に位置する領域である。領域ＩＩＩは、キャビネット側ス
クリーン９０４０の上側に位置する領域である。なお、図６１（ａ）では、図５６と同様
、キャビネット側スクリーン９０４０（表示面９０４０ｂ）を網掛けで示している。
【０３１８】
　上述したように、プロジェクタ９０２０から投射された光のうちの一部は、キャビネッ
ト側スクリーン９０４０の入射面９０４０ａに入射する。これにより、キャビネット側ス
クリーン９０４０の表示面９０４０ｂに画像が表示される。
【０３１９】
　また、図６１（ｂ）に示すように、プロジェクタ９０２０から投射された光のうち、キ
ャビネット側スクリーン９０４０に入射せず、図６１（ａ）における領域Ｉを通過した光
は、ドア側右スクリーン９０５０の入射面９０５０ａに入射する。これにより、ドア側右
スクリーン９０５０の表示面９０５０ｂに画像が表示される。
【０３２０】
　同様に、図６１（ｃ）に示すように、プロジェクタ９０２０から投射された光のうち、
キャビネット側スクリーン９０４０に入射せず、図６１（ａ）における領域ＩＩを通過し
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た光は、ドア側左スクリーン９０６０の入射面９０６０ａに入射する。これにより、ドア
側左スクリーン９０６０の表示面９０６０ｂに画像が表示される。
【０３２１】
　以上のようにして、キャビネット側スクリーン９０４０、ドア側右スクリーン９０５０
、及び、ドア側左スクリーン９０６０のそれぞれに、画像（遊技に関する静止画像や動画
像）が表示される。本実施形態では、３つのスクリーン（キャビネット側スクリーン９０
４０、ドア側右スクリーン９０５０、及び、ドア側左スクリーン９０６０）に表示される
各画像と、１つの画像データとが対応しており、１つの画像データを用いることにより３
つのスクリーンのそれぞれに画像を表示することができる。
【０３２２】
　図６２及び図６３では、このような画像データについて示している。図６２（ａ）にお
いて網掛けで示す領域（領域Ａ）は、キャビネット側スクリーン９０４０に表示される画
像を示す情報を含んでいる。図６２（ａ）において斜線で示す領域（領域Ｂ）は、ドア側
右スクリーン９０５０に表示される画像を示す情報を含んでいる。図６２（ａ）において
斜線で示す領域（領域Ｃ）は、ドア側左スクリーン９０６０に表示される画像を示す情報
を含んでいる。図６２（ａ）における残りの領域（領域Ｄ）は、画素値が０の情報を含ん
でいる。画素値とは、プロジェクタ９０２０の備える液晶パネルに形成された画素の光透
過率に対応している。画素値が０であることは、光透過率が最小であることを示しており
、画素値が０である領域に対応するスクリーンの表示面は黒色となる。
【０３２３】
　図６２（ｂ）では、画像データの一例を示している。図６２（ｂ）に示す画像データは
、領域Ａにおいて演出画像９１００を示す情報を含み、領域Ｂにおいて花火画像９１０１
を示す情報を含み、領域Ｃにおいて文字画像９１０２を示す情報を含んでいる。図中の斜
線部分に対応する領域は、画素値が０の情報を含んでいる。このような画像データを用い
ることによって、キャビネット側スクリーン９０４０に演出画像９１００が表示され、ド
ア側右スクリーン９０５０に花火画像９１０１が表示され、ドア側左スクリーン９０６０
に文字画像９１０２が表示される。
【０３２４】
　なお、上述したように、本実施形態では、ドア側右スクリーン９０５０の後端（辺９０
５０ｃ）及びドア側左スクリーン９０６０の後端（辺９０６０ｃ）と、キャビネット側ス
クリーン９０４０の表示面９０４０ｂとは、前後方向における位置が略同一となっている
。これにより、キャビネット側スクリーン９０４０、ドア側右スクリーン９０５０、及び
、ドア側左スクリーン９０６０は、それぞれ、プロジェクタ９０２０からの前後方向にお
ける距離が概ね等しくなっており、焦点が大きくずれてしまうことがないようになってい
る。
【０３２５】
　図６３（ａ）では、別の画像データの一例を示している。図６３（ａ）に示す画像デー
タは、領域Ａにおいて演出画像９１００を示す情報を含み、領域Ｂにおいて装飾用画像９
１１０を示す情報を含み、領域Ｃにおいて装飾用画像９１１１を示す情報を含んでいる。
図中の斜線部分に対応する領域は、画素値が０の情報を含んでいる。このような画像デー
タを用いることによって、キャビネット側スクリーン９０４０に演出画像９１００が表示
され、ドア側右スクリーン９０５０に装飾用画像９１１０が表示され、ドア側左スクリー
ン９０６０に装飾用画像９１１１が表示される。
【０３２６】
　図６３（ｂ）では、さらに別の画像データの一例を示している。図６３（ｂ）に示す画
像データは、領域Ｂにおいて装飾用画像９１１０を示す情報を含み、領域Ｃにおいて装飾
用画像９１１１を示す情報を含んでいる。図中の斜線部分に対応する領域は、画素値が０
の情報を含んでいる。このような画像データを用いることによって、ドア側右スクリーン
９０５０に装飾用画像９１１０が表示され、ドア側左スクリーン９０６０に装飾用画像９
１１１が表示される。
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【０３２７】
　以上、本発明の一実施形態として、第３実施形態に係る遊技機１について説明した。
【０３２８】
　従来、プロジェクタを用いることにより演出を行うことが可能な遊技機が知られている
（特開平６－０３５０６６号公報及び特開２００９－２４０４５９号公報参照）。このよ
うな遊技機によれば、遊技用の映像がプロジェクタからスクリーン等の投影面に投影され
ることにより、液晶表示装置の代わりに、スクリーン等に映像が表示されるようになって
いる。
【０３２９】
　しかしながら、このようなプロジェクタからスクリーンに映像が投影される遊技機にお
いては、スクリーンが平坦であることに起因して、演出表現が乏しくなってしまうという
問題があった。
【０３３０】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、多彩な演出表現を行うこ
とが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【０３３１】
　この点、第３実施形態に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【０３３２】
　（９－１）　スクリーン（キャビネット側スクリーン９０４０、ドア側右スクリーン９
０５０、及び、ドア側左スクリーン９０６０）と、
　前記スクリーンに画像を表示するための光を投射するプロジェクタ（プロジェクタ９０
２０）と、を備え、
　前記スクリーンは、前記プロジェクタにより投射された光が背面側から入射するように
配置され、背面側から入射した光により前面側に画像を表示することが可能であり、
　前記スクリーンとして、第１スクリーン（キャビネット側スクリーン９０４０）、及び
、正面視において前記第１スクリーンの側方又は上方若しくは下方に配置された第２スク
リーン（ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０）が設けられ、
　前記プロジェクタ、前記第１スクリーン、及び、前記第２スクリーンは、前記プロジェ
クタにより投射された光のうちの一部が前記第１スクリーンに入射する一方で、前記プロ
ジェクタにより投射された光のうち前記第１スクリーンに入射しない光のうちの少なくと
も一部が前記第２スクリーンに入射するように配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０３３３】
　第３実施形態に係る遊技機１によれば、第２スクリーン（ドア側右スクリーン９０５０
及びドア側左スクリーン９０６０）は、正面視において第１スクリーン（キャビネット側
スクリーン９０４０）の側方に配置されている。そして、プロジェクタ（プロジェクタ９
０２０）により投射された光のうちの一部を第１スクリーン（キャビネット側スクリーン
９０４０）に入射させる一方で、プロジェクタ（プロジェクタ９０２０）により投射され
た光のうち第１スクリーン（キャビネット側スクリーン９０４０）に入射しない光のうち
の少なくとも一部を第２スクリーン（ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリー
ン９０６０）に入射させることが可能である。
【０３３４】
　従って、第１スクリーン（キャビネット側スクリーン９０４０）及び第２スクリーン（
ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０）にそれぞれ画像を表示す
ることが可能であり、これらの画像は、遊技者から見た場合、左右に並ぶような位置関係
で表示されることになる。これにより、このような２つのスクリーン（第１スクリーン（
キャビネット側スクリーン９０４０）及び第２スクリーン（ドア側右スクリーン９０５０
及びドア側左スクリーン９０６０））に表示された画像を通じて、遊技者を視覚的に楽し
ませることが可能であり、多彩な演出表現を行うことができる。
【０３３５】
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　（９－２）　前記（９－１）の遊技機であって、
　前記第１スクリーン（キャビネット側スクリーン９０４０）を収容し、前面に開口を有
する本体部（キャビネットＧ）と、
　前記本体部に対して開閉可能に取り付けられ、前記第１スクリーンに表示された画像を
視認可能にするための表示領域（上側表示窓ＵＤ１）が設けられた開閉扉（上ドア機構Ｕ
Ｄ）と、を備え、
　前記第２スクリーン（ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０）
は、前記開閉扉に設けられている、
　ことを特徴とする。
【０３３６】
　一般的に、遊技機の開閉扉には、機種に応じた装飾（造形）が施されているところ、こ
のような装飾を施すには、多額のコストが発生する。そして、新たな機種を開発するごと
に（プロジェクトごとに）、開閉扉の造形をして装飾替えを行おうとすれば、相応のコス
トが嵩んでしまうことになる。
【０３３７】
　この点、第３実施形態に係る遊技機１によれば、開閉扉（上ドア機構ＵＤ）に第２スク
リーン（ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０）が設けられてお
り、第２スクリーン（ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０）に
画像（外観上装飾と類似するような画像）を表示することによって、当該機種特有の装飾
を開閉扉（上ドア機構ＵＤ）に施さなくても、装飾を施した場合と同様の視覚的効果を得
ることができる。従って、装飾を省略した簡易な開閉扉（上ドア機構ＵＤ）を採用するこ
とが可能であり、装飾にかかる費用を抑えることができる。そして、新たな機種を開発す
るに際しても、開閉扉（上ドア機構ＵＤ）の装飾替えを大々的に行う必要はなく、機種に
応じた画像データ（当該機種特有の装飾と類似するような画像のデータ）を準備すればよ
い。これにより、第２スクリーン（ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン
９０６０）に表示する画像を当該新たな機種に応じたものにすれば、装飾替えと同様の効
果を得ることが可能であり、コストの削減を図ることができる。
【０３３８】
　第３実施形態では、プロジェクタ９０２０から投射された光のうち、図６１（ａ）にお
ける領域Ｉ（キャビネット側スクリーン９０４０の右側に位置する領域）を通過した光が
、ドア側右スクリーン９０５０に入射し、プロジェクタ９０２０から投射された光のうち
、図６１（ａ）における領域ＩＩ（キャビネット側スクリーン９０４０の左側に位置する
領域）を通過した光が、ドア側左スクリーン９０６０に入射するように、ドア側右スクリ
ーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０がそれぞれ配置されていることとして説明
した。すなわち、ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０（第２ス
クリーン）が、正面視においてキャビネット側スクリーン９０４０（第１スクリーン）の
側方に配置されていることとして説明した。
【０３３９】
　本発明において、第１スクリーン（キャビネット側スクリーン）と第２スクリーンとの
位置関係は、この例に限定されず、第２スクリーンは、正面視において第１スクリーン（
キャビネット側スクリーン）の上方又は下方に配置されることとしてもよい。例えば、透
明パネルＵＤ１１（上側表示窓ＵＤ１）の上側にドア側上スクリーンを設けつつ、プロジ
ェクタ９０２０から投射された光のうち、図６１（ａ）における領域ＩＩＩ（キャビネッ
ト側スクリーン９０４０の上側に位置する領域）を通過した光が、ドア側上スクリーンに
入射するように、構成してもよい。また、透明パネルＵＤ１１（上側表示窓ＵＤ１）の下
側にドア側下スクリーンを設けつつ、プロジェクタ９０２０から投射された光のうち、キ
ャビネット側スクリーンの下側に位置する領域（例えば、図６１（ａ）における領域ＩＩ
Ｉとキャビネット側スクリーン９０４０を挟んで対向する領域）を通過した光が、ドア側
下スクリーンに入射するように、構成してもよい。本発明における第２スクリーンとして
は、ドア側右スクリーン、ドア側左スクリーン、ドア側上スクリーン、及び、ドア側下ス
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クリーンという４つのスクリーンを全て設けることとしてもよいし、４つのスクリーンの
うちの任意の１つ、２つ、又は３つのスクリーンを設けることとしてもよい。なお、この
ようなキャビネット側スクリーンの側方に配置されたスクリーン（ドア側右スクリーン又
はドア側左スクリーン）と、キャビネット側スクリーンの上方又は下方に配置されたスク
リーン（ドア側上スクリーン又はドア側下スクリーン）とは、１つのスクリーンとして構
成されていてもよい。例えば、ドア側右スクリーンとドア側左スクリーンとドア側上スク
リーンとが、一体となるように構成されていてもよい。
【０３４０】
　本発明において、開閉扉（上ドア機構ＵＤ）における第２スクリーン（ドア側右スクリ
ーン、ドア側左スクリーン、ドア側上スクリーン、及び、ドア側下スクリーン）の配置位
置は、特に限定されない。すなわち、第２スクリーン（ドア側右スクリーン、ドア側左ス
クリーン、ドア側上スクリーン、及び、ドア側下スクリーン）は、正面視において、第１
スクリーン（キャビネット側スクリーン）と近接する領域に設けられていてもよいし、第
１スクリーン（キャビネット側スクリーン）からある程度離間した領域に設けられていて
もよい。例えば、トップパネル機構ＨＡ、左上パネル機構ＨＢ、右上パネル機構ＨＣ、左
横パネル機構ＨＤ、右横パネル機構ＨＥ（図６０参照）等の配置位置の構造を変更して、
当該位置に、ドア側上スクリーン、ドア側左スクリーン、ドア側右スクリーン等を設ける
こととしてもよい。これにより、これらのスクリーンの背面側にプロジェクタから投射さ
れた光を入射させて前面側に画像を表示させるようにすれば、これらのパネル機構の配置
位置に相当する領域に、機種固有のデザインや機種情報を現すことができるとともに、画
像データを適宜使用することにより、そのようなデザインや情報を容易に変更することが
できる。
【０３４１】
　なお、トップパネル機構ＨＡは、上ドア機構ＵＤの上端部に配置され、左横パネル機構
ＨＤは、上ドア機構ＵＤの左端部に配置され、右横パネル機構ＨＥは、上ドア機構ＵＤの
右端部に配置されているところ、これらの配置位置（上ドア機構ＵＤの外周に沿った領域
）に第２スクリーン（ドア側上スクリーン、ドア側左スクリーン、ドア側右スクリーン等
）を設ける場合には、プロジェクタから投射された光の照射範囲（図５６参照）を広くす
る必要がある。例えば、照射範囲を最大限広げ、（キャビネット側スクリーンが設けられ
ていないと仮定した場合に）上ドア機構ＵＤ全体が照射されるような構成を採用すること
が可能である。照射範囲を広げるためには、例えば、ミラー９０３０の配置位置や傾斜を
調整すればよい。プロジェクタ９０２０とミラー９０３０との相対的な位置関係を調整す
ることにより、照射範囲を適宜変更することができ、キャビネット側スクリーンに入射せ
ず前方へと進行した光が、トップパネル機構ＨＡ、左横パネル機構ＨＤ、右横パネル機構
ＨＥ等の配置位置（上ドア機構ＵＤの外周に沿った領域）にまで到達するように（上ドア
機構ＵＤの広い範囲に亘って光が照射されるように）設計することが可能である。このよ
うに、本発明においては、開閉扉（上ドア機構ＵＤ）のうち、正面視において第１スクリ
ーン（キャビネット側スクリーン）と近接する部分のみが、プロジェクタから投射された
光によって照射されることとしてもよいし、開閉扉（上ドア機構ＵＤ）の外周部分にかけ
てより広い範囲で照射されることとしてもよい。
【０３４２】
　第３実施形態では、画像データの例として、図６２（ａ）に示す領域Ａと領域Ｂと領域
Ｃとが、それぞれ別個の画像（図６２（ｂ）の例では、演出画像９１００、花火画像９１
０１、及び、文字画像９１０２）を示す情報を含むような画像データについて説明した。
本発明において使用する画像データは、この例に限定されず、例えば、領域Ａと領域Ｂと
領域Ｃとに跨るようにして１つの画像（例えば、演出画像９１００）を示す情報を含んで
いるような画像データを用いることとしてもよい。このような画像データを用いることに
よって、キャビネット側スクリーン９０４０、ドア側右スクリーン９０５０、及び、ドア
側左スクリーン９０６０にそれぞれ、１つの画像（例えば、演出画像９１００）の一部が
表示され、各スクリーンに表示された一部の画像が一体となることにより当該１つの画像
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（例えば、演出画像９１００）が構成されることになる。このように、本発明においては
、キャビネット側スクリーン、及び、その周縁領域（ドア側右スクリーン、ドア側左スク
リーン、ドア側上スクリーン、ドア側下スクリーン等）に配置されたスクリーンに、それ
ぞれ異なる画像を個別に表示してもよいし、各スクリーンに表示された画像が合わさるこ
とにより全体として１つの映像表現が行われることとしてもよい。
【０３４３】
　また、第３実施形態では、ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６
０（第２スクリーン）が遊技機１の前面側に露出した状態で設けられている（ドア側右ス
クリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０の前面側には、他の部材が設けられて
いない）こととして説明した。これにより、ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左ス
クリーン９０６０に画像が表示された場合、当該画像は、遊技者から視認可能となる。も
っとも、本発明においては、第２スクリーン（ドア側右スクリーン及びドア側左スクリー
ン）の前面側に透明パネルを設けることとしてもよい。透明パネルであれば、第２スクリ
ーンに表示された画像を遊技者の視界から遮ることはなく、当該画像を遊技者が視認する
上での支障はないと考えられる。一方で、第２スクリーンを透明パネルで覆うことにより
、遊技機の剛性を担保し、第２スクリーンが破損してしまうことを防止することができる
。透明パネルを設ける場合、透明パネルの形状は特に限定されないが、例えば、凹凸を有
する透明パネルを採用することができる。これにより、第２スクリーン（ドア側右スクリ
ーン及びドア側左スクリーン）に表示された画像に立体感を付与することが可能となり、
開閉扉自体に立体的な装飾を施した場合に類似した外観を創出することができる。
【０３４４】
　また、第３実施形態では、ドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６
０の形状が、平坦なスクリーンを湾曲させた形状（上面視における形状が円弧形状）であ
ることとして説明した。しかし、本発明における第２スクリーン（ドア側右スクリーン、
ドア側左スクリーン、及び、ドア側上スクリーン）の形状は、特に限定されず、任意の形
状を有するスクリーンを適宜採用することができる。例えば、第２スクリーンは、キャビ
ネット側スクリーン９０４０のような平坦な形状のスクリーンであってもよいし、凹凸を
有するスクリーンであってもよいし、丸みを帯びた形状のスクリーンであってもよいし、
角張った形状のスクリーンであってもよい。
【０３４５】
［第４実施形態］
　以上、第１実施形態～第３実施形態について説明した。以下、第４実施形態について説
明する。第４実施形態に係る遊技機１の基本的な構成は、第１実施形態～第３実施形態に
係る遊技機１と同じである。以下においては、第１実施形態～第３実施形態に係る遊技機
１の構成要素と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明することとする。また、第
１実施形態～第３実施形態における説明が第４実施形態においても当てはまる部分につい
ては、説明を省略することとする。
【０３４６】
＜光の照射範囲とスクリーンの配置位置＞
　図６４は、上ドア機構及びキャビネットの縦断面図である。
【０３４７】
　図６４では、プロジェクタ９０２０から投射された光の照射範囲を、一点鎖線を用いて
示している。第３実施形態と同様に、プロジェクタ９０２０から投射された光は、下向き
に進行した後、ミラー９０３０によって前方に向けて反射される（図５５参照）。
【０３４８】
　第３実施形態では、このようにして前方に進行した光のうちの一部が、キャビネット側
スクリーン９０４０（図５３参照）に対して後方（背面側）から入射することとして説明
した。これに対し、第４実施形態では、キャビネット側スクリーン９０４０が設けられて
おらず、プロジェクタ９０２０から投射された光は、全て上ドア機構ＵＤに到達する。
【０３４９】
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　後述するように、上ドア機構ＵＤには、スクリーンシート１０４６、スクリーンシート
１０５６、及び、スクリーンシート１０５７が設けられている（図６７及び図６８参照）
。プロジェクタ９０２０から投射された光は、スクリーンシート１０４６、スクリーンシ
ート１０５６、及び、スクリーンシート１０５７のそれぞれに対して後方（背面側）から
入射し、これらのスクリーンシートの前面側（表示面）に画像が表示されることになる。
以下、詳述する。
【０３５０】
＜上ドア機構ＵＤ＞
　図６５は、上ドア機構を前方から見た斜視図である。図６６は、上ドア機構を後方から
見た斜視図である。
【０３５１】
　図６５及び図６６に示すように、上ドア機構ＵＤには、スクリーンユニット１０４０、
装飾ユニット１０５０、及び、間接照明ユニット１０６０が設けられている。以下、各ユ
ニットについて説明する。
【０３５２】
＜スクリーンユニット１０４０＞
　図６７は、上ドア機構の分解斜視図である。図６８は、上ドア機構の分解斜視図である
。図６９は、透光板、スクリーンシート、下押さえ部材、上押さえ部材、及び、下フレー
ムを後方から見た斜視図である。図７０は、透光板及びスクリーンシートを後方から見る
一方、下押さえ部材及び上押さえ部材を前方から見た斜視図である。図７１は、上押さえ
部材及び上フレームを下方から見た斜視図である。図７２は、透光板、スクリーンシート
、及び、下フレームを後方から見た斜視図である。
【０３５３】
　なお、図６７では、上ドア機構ＵＤの各構成要素を斜め前方から見た様子を示している
。図６８では、上ドア機構ＵＤの各構成要素を斜め後方から見た様子を示している。図６
９では、透光板１０４５、スクリーンシート１０４６、下押さえ部材ＵＤ１０１、及び、
上押さえ部材ＵＤ１０２については、これらが組み付けられた状態を示し、下フレームＵ
Ｄ１００については、単独で存在する様子を示している。図７０では、透光板１０４５及
びスクリーンシート１０４６については、これらが組み付けられた状態を示し、下押さえ
部材ＵＤ１０１及び上押さえ部材ＵＤ１０２については、これらがそれぞれ単独で存在す
る様子を示している。図７１では、上押さえ部材ＵＤ１０２及び上フレームＵＤ１１０に
ついて、これらがそれぞれ単独で存在する様子を示している。図７２では、透光板１０４
５、スクリーンシート１０４６、及び、下フレームＵＤ１００について、これらが組み付
けられた状態を示している。
【０３５４】
　図６７及び図６８に示すように、スクリーンユニット１０４０は、透光板１０４５と、
スクリーンシート１０４６と、を備えている。
【０３５５】
　透光板１０４５は、透光性を有するアクリル板等の樹脂又はガラス板等を主たる素材と
し、全面に亘って均等な厚みを有するように形成されている。透光板１０４５は、中央に
位置する平面部１０４５ａと、平面部１０４５ａの左右双方の側縁から後方に向けて連続
して形成された湾曲部１０４５ｂと、湾曲部１０４５ｂの後端から後方に向けて連続して
形成された側面部１０４５ｃと、を備えている。平面部１０４５ａ及び側面部１０４５ｃ
は、平面形状に形成され、これらの表面は互いに略直交している。湾曲部１０４５ｂは、
第３実施形態におけるドア側右スクリーン９０５０及びドア側左スクリーン９０６０（図
５８参照）のように、平板を湾曲させた形状を有している。
【０３５６】
　スクリーンシート１０４６は、後方から投影像が投影されることで表示される透過式の
スクリーンであり、第３実施形態におけるスクリーン（キャビネット側スクリーン９０４
０、ドア側右スクリーン９０５０、及び、ドア側左スクリーン９０６０）と同様に、プロ
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ジェクタ９０２０から投射された光が入射する背面側の入射面と、入射面に入射した光が
透過することで投影像が投影される前面側の表示面と、を有する。スクリーンシート１０
４６は、例えば、透光性を有するガラス板、アクリル板、樹脂製フィルムを主たる素材と
して、全面に亘って均等な厚みを有するように形成され、非投影時に乳白色、半透明、あ
るいはグレー色を呈する。
【０３５７】
　スクリーンシート１０４６は、中央に位置する平面部１０４６ａと、平面部１０４６ａ
の左右双方の側縁から後方に向けて連続して形成された湾曲部１０４６ｂと、を備えてい
る。平面部１０４６ａは、平面形状に形成され、湾曲部１０４６ｂは、平板を湾曲させた
形状を有している。スクリーンシート１０４６の平面部１０４６ａ及び湾曲部１０４６ｂ
は、透光板１０４５の平面部１０４５ａ及び湾曲部１０４５ｂと、略同一の大きさ及び形
状を有している。
【０３５８】
　スクリーンシート１０４６は、透光板１０４５の背面側に配置されている。具体的には
、透光板１０４５の平面部１０４５ａにおける背面側の表面と、スクリーンシート１０４
６の平面部１０４６ａにおける前面側の表面とが密着し、透光板１０４５の湾曲部１０４
５ｂにおける背面側の表面と、スクリーンシート１０４６の湾曲部１０４６ｂにおける前
面側の表面とが密着した状態となっている。
【０３５９】
　スクリーンシート１０４６の入射面（背面側の表面）に対して、プロジェクタ９０２０
から投射された光が入射することによって、スクリーンシート１０４６の表示面（前面側
の表面）に、遊技に関する画像（静止画像や動画像）が表示される。透光板１０４５は、
透明に形成されており、透光板１０４５の前方には遊技者の視界を遮る構造が存在しない
ため、スクリーンシート１０４６に画像が表示された場合、当該画像は、遊技者から視認
可能となる。
【０３６０】
　また、スクリーンシート１０４６は、平面部１０４６ａと湾曲部１０４６ｂとを有して
おり、平面部１０４６ａと湾曲部１０４６ｂとでは奥行き方向の位置が異なるため、平面
部１０４６ａと湾曲部１０４６ｂの双方に画像を表示することによって、スクリーンシー
ト１０４６に表示された画像全体に立体感を付与することができる。また、透光板１０４
５及びスクリーンシート１０４６は、それぞれ、湾曲部１０４５ｂ及び湾曲部１０４６ｂ
がフォーミング（開放空間内成形）により形成されており、これにより、例えば、真空加
工等により湾曲部を形成した場合と比較して、画像の変形を抑えることができる。
【０３６１】
　以上のように構成された透光板１０４５及びスクリーンシート１０４６は、下部が下押
さえ部材ＵＤ１０１によって押さえ付けられ且つ上部が上押さえ部材ＵＤ１０２によって
押さえ付けられた状態で、下フレームＵＤ１００及び上フレームＵＤ１１０によって支持
されている。
【０３６２】
　具体的に、図６９に示すように、下フレームＵＤ１００は、コの字状の部材として形成
されており、水平配置された底板ＵＤ１００ａと、底板ＵＤ１００ａの前端において上方
に向かって僅かに突設された壁部ＵＤ１００ｂと、底板ＵＤ１００ａの右端部において上
下方向に延在する右側部ＵＤ１００ｃと、底板ＵＤ１００ａの左端部において上下方向に
延在する左側部ＵＤ１００ｄと、を備えている。透光板１０４５及びスクリーンシート１
０４６は、透光板１０４５が底板ＵＤ１００ａ、右側部ＵＤ１００ｃ、及び、左側部ＵＤ
１００ｄに当接した状態で、底板ＵＤ１００ａ上に載置される。この状態において、透光
板１０４５の前面下部は、壁部ＵＤ１００ｂに当接する。壁部ＵＤ１００ｂは、透光板１
０４５の前面下部全体が当接可能なように、透光板１０４５の平面部１０４５ａ、湾曲部
１０４５ｂ、及び、側面部１０４５ｃに対応する形状を有している。
【０３６３】
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　図７０に示すように、下押さえ部材ＵＤ１０１は、板状に形成されており、その前方側
面（押さえ面ＵＤ１０１ａ）は、スクリーンシート１０４６に対応して、平面形状に形成
された部分と湾曲形状に形成された部分とを有している。透光板１０４５及びスクリーン
シート１０４６が下フレームＵＤ１００の底板ＵＤ１００ａ上に載置された状態で、下押
さえ部材ＵＤ１０１が下フレームＵＤ１００に固定されることにより、スクリーンシート
１０４６の下部は、下フレームＵＤ１００の壁部ＵＤ１００ｂ及び透光板１０４５と、下
押さえ部材ＵＤ１０１の押さえ面ＵＤ１０１ａとの間に挟持され、押さえ面ＵＤ１０１ａ
によって押さえ付けられる。なお、下押さえ部材ＵＤ１０１は、ネジ挿通孔ＵＤ１０１ｂ
（図６９参照）を通したネジを下フレームＵＤ１００のネジ穴ＵＤ１００ｅにねじ込むこ
とにより、下フレームＵＤ１００に取り付けることができる。
【０３６４】
　また、図７１に示すように、上フレームＵＤ１１０は、正面視略四角形状の外形を有す
る部材として形成されており、左右方向に延在する底面ＵＤ１１０ａと、底面ＵＤ１１０
ａにおける前方部から下方に僅かに突出した壁部ＵＤ１１０ｂと、を備えている。下フレ
ームＵＤ１００に対して上フレームＵＤ１１０が固定された状態で、透光板１０４５及び
スクリーンシート１０４６は、透光板１０４５の上端縁が上フレームＵＤ１１０の底面Ｕ
Ｄ１１０ａに当接し、透光板１０４５の前面上部が上フレームＵＤ１１０の壁部ＵＤ１１
０ｂに当接するように位置付けられる。壁部ＵＤ１１０ｂは、透光板１０４５の前面上部
が一定範囲に亘って当接可能なように、透光板１０４５に対応する形状を有している。
【０３６５】
　上押さえ部材ＵＤ１０２の前方側面（押さえ面ＵＤ１０２ａ、図７０参照）は、スクリ
ーンシート１０４６に対応して、平面形状に形成された部分と湾曲形状に形成された部分
とを有している。上押さえ部材ＵＤ１０２は、その上面が上フレームＵＤ１１０の底面Ｕ
Ｄ１１０ａに当接した状態で、ネジ挿通孔ＵＤ１０２ｂを（図７１参照）を通したネジを
、上フレームＵＤ１１０の底面ＵＤ１１０ａに形成されたネジ穴ＵＤ１１０ｃにねじ込む
ことにより、上フレームＵＤ１１０に取り付けられる。これにより、スクリーンシート１
０４６の上部は、上フレームＵＤ１１０の壁部ＵＤ１１０ｂ及び透光板１０４５と、上押
さえ部材ＵＤ１０２の押さえ面ＵＤ１０２ａとの間に挟持され、押さえ面ＵＤ１０２ａに
よって押さえ付けられる。
【０３６６】
　以上のようにして、スクリーンシート１０４６は、下部が下押さえ部材ＵＤ１０１によ
って押さえ付けられ且つ上部が上押さえ部材ＵＤ１０２によって押さえ付けられる。下押
さえ部材ＵＤ１０１の押さえ面ＵＤ１０１ａ及び上押さえ部材ＵＤ１０２の押さえ面ＵＤ
１０２ａは、それぞれ、スクリーンシート１０４６の形状に対応して、湾曲形状に形成さ
れた部分を有している。これにより、透光板１０４５とスクリーンシート１０４６との間
に隙間ができたり、スクリーンシート１０４６にシワが発生したりすることを抑制しつつ
、スクリーンシート１０４６を透光板１０４５に密着させることが可能となり、遊技者か
ら視認される画像が乱れてしまうことを防止することができる。
【０３６７】
　図７２に示すように、透光板１０４５とスクリーンシート１０４６とが密着した状態に
おいて、これらを後方から見た場合、透光板１０４５の平面部１０４５ａ及び湾曲部１０
４５ｂは、スクリーンシート１０４６の平面部１０４６ａ及び湾曲部１０４６ｂによって
覆われている一方、透光板１０４５の側面部１０４５ｃは、スクリーンシート１０４６に
よって覆われず露出した状態となっている。
【０３６８】
　図示していないが、透光板１０４５及びスクリーンシート１０４６の背面側には、キャ
ビネットＧが配置される。従って、スクリーンシート１０４６の後端とキャビネットＧ（
側面壁Ｇ２）の前端との間には、少なくとも透光板１０４５の側面部１０４５ｃにおける
前後方向の長さに相当する隙間が存在することになる。分かりやすくするため、図７２で
は、このような隙間を斜線で示している。
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【０３６９】
　そして、透光板１０４５のうちスクリーンシート１０４６によって覆われる部分（平面
部１０４５ａ及び湾曲部１０４５ｂ）には、画像が表示される一方、透光板１０４５のう
ちスクリーンシート１０４６によって覆われず露出した部分（側面部１０４５ｃ、すなわ
ち、図７２における斜線部分）には、画像が表示されない。これにより、遊技者に対して
、キャビネットＧ（側面壁Ｇ２）の前端から前方向に離間した位置において、画像が浮き
出ているような印象を与えることが可能であり、多彩な画像表現を実現することができる
。
【０３７０】
＜装飾ユニット１０５０＞
　図７３は、上フレーム、第１構造体、第２構造体、第３構造体、第４構造体、及び、ス
クリーンシートを後方から見た斜視図である。
【０３７１】
　なお、図７３では、第１構造体１０５１、第２構造体１０５２、第３構造体１０５３、
及び、第４構造体１０５４については、これらが組み付けられた状態を示し、上フレーム
ＵＤ１１０、スクリーンシート１０５６、及び、スクリーンシート１０５７については、
これらがそれぞれ単独で存在する様子を示している。
【０３７２】
　図７３に示すように、装飾ユニット１０５０は、中央に配置された第１構造体１０５１
と、第１構造体１０５１の周囲に配置された第２構造体１０５２と、第２構造体１０５２
に隣接する第３構造体１０５３と、第３構造体１０５３に隣接する第４構造体１０５４と
、これらの構造体の背面側に配置されたスクリーンシート１０５６及びスクリーンシート
１０５７と、を備えている。
【０３７３】
　第１構造体１０５１、第２構造体１０５２、第３構造体１０５３、及び、第４構造体１
０５４は、ネジ締結により上フレームＵＤ１１０に取り付けられる。スクリーンシート１
０５６は、押さえ部材ＵＤ１１１によって押さえ付けられた状態で、第１構造体１０５１
及び第２構造体１０５２の背面側に配置される。スクリーンシート１０５７は、押さえ部
材ＵＤ１１１によって押さえ付けられた状態で、第３構造体１０５３の背面側に配置され
る。スクリーンシート１０５６とスクリーンシート１０５７とは、隣接するように配置さ
れ、隣接部において嵌合可能な形状を有している。第４構造体１０５４は、上フレームＵ
Ｄ１１０のスピーカ収納部ＵＤ１１０ｄの背面側に配置され、スピーカ収納部ＵＤ１１０
ｄの背面側には、第４構造体１０５４とともに、図示しないスピーカが配置される。
【０３７４】
　第１構造体１０５１は、透光性の素材（例えば、アクリル樹脂等）により形成され、所
定の立体的形状（例えば、文字形状）に形成されている。第２構造体１０５２は、透光性
の素材（例えば、アクリル樹脂等）により形成され、所定の立体的形状（例えば、炎を模
した形状）に形成されている。第３構造体１０５３は、透光性の素材（例えば、アクリル
樹脂等）により形成され、所定の立体的形状（例えば、鎖を模した形状）に形成されてい
る。第４構造体１０５４は、透光性の素材（例えば、アクリル樹脂等）により形成され、
所定の立体的形状（例えば、鎖を模した形状）に形成されている。
【０３７５】
　スクリーンシート１０５６及びスクリーンシート１０５７は、後方から投影像が投影さ
れることで表示される透過式のスクリーンであり、スクリーンシート１０４６と同様に、
プロジェクタ９０２０から投射された光が入射する背面側の入射面と、入射面に入射した
光が透過することで投影像が投影される前面側の表示面と、を有する。スクリーンシート
１０５６及びスクリーンシート１０５７は、例えば、透光性を有するガラス板、アクリル
板、樹脂製フィルムを主たる素材として、全面に亘って均等な厚みを有するように形成さ
れ、非投影時に乳白色、半透明、あるいはグレー色を呈する。
【０３７６】
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　スクリーンシート１０５６及びスクリーンシート１０５７の入射面（背面側の表面）に
対して、プロジェクタ９０２０から投射された光が入射することによって、スクリーンシ
ート１０５６及びスクリーンシート１０５７の表示面（前面側の表面）に、遊技に関する
画像（静止画像や動画像）が表示される。
【０３７７】
　ここで、第３構造体１０５３は、その前面側にハーフミラー（マジックミラー）が形成
された構成を有している。ハーフミラーは、従来公知の方法により、半透過膜シートを基
板の表面に貼り付けたり、金属膜を金属蒸着させたりすることによって形成することが可
能であり、入射する光のうちの一部を反射する一方、一部を透過する性質を有する。
【０３７８】
　スクリーンシート１０５７の前面側にこのようなハーフミラーを配置することにより、
プロジェクタ９０２０から光が投射されていない場合には、第３構造体１０５３の周囲に
存在する物体が映り、例えば、黒いメッキ加工の施されたパーツのような外観を呈するこ
とになる。第３構造体１０５３の周囲に存在する物体としては、例えば、図６５に示すよ
うな鎖を模した形状の構造物を設けることができる。なお、鎖を模した形状の構造物は、
第３構造体１０５３の近傍に設けてもよいし、第３構造体１０５３（ハーフミラー）自体
を当該形状に形成してもよい。一方、プロジェクタ９０２０から光が投射されている場合
には、スクリーンシート１０５７に表示された画像がハーフミラーに映ることになる。例
えば、第３構造体１０５３の周囲に存在する物体や第３構造体１０５３の形状に類似する
形状（鎖を模した形状）の物体が流れて動いているような画像をスクリーンシート１０５
７に表示することによって、プロジェクタ９０２０から光が投射されていない場合に静止
していた当該物体が動いているような演出を行うことが可能となる。このように、上記構
成によれば、造形物及び当該造形物に関連する映像との双方によって、魅力的な演出を生
み出すことができる。
【０３７９】
　また、スクリーンシート１０５６は、光を拡散するための拡散層、入射面側に凸となる
形状を有する単位プリズムが複数配列されたプリズム層を有している。これにより、プロ
ジェクタ９０２０から投射された光が拡散され、スクリーンシート１０５６の前面側に配
置された造形物と相俟って、魅力的な演出を行うことができる。例えば、図６５に示すよ
うに、第１構造体１０５１が「ＧＯＤ」という文字形状に形成されている場合、「ＧＯＤ
」という文字に対応する画像をスクリーンシート１０５６に表示することによって、「Ｇ
ＯＤ」という文字がキラキラ輝いているような外観を創出することができる。また、プロ
ジェクタ９０２０から投射される光の中心（投射レンズの光軸近傍から出射される照射光
）は、スクリーンシート１０４６へと入射するところ、スクリーンシート１０５６は、画
角中心から離れた位置に配置されているが、集光効果の高いプリズム層を設けることによ
り、スクリーンシート１０５６に表示される画像の輝度が低下してしまうことを抑えるこ
とができる。なお、スクリーンシート１０５７と同様に、スクリーンシート１０５６の前
面側にもハーフミラーを配置してもよい。
【０３８０】
＜間接照明ユニット１０６０＞
　図７４は、透光板、スクリーンシート、下フレーム、ＬＥＤ基板、及び、導光部材を後
方から見た斜視図である。図７５は、透光板、スクリーンシート、下フレーム、及び、導
光部材を前方から見た斜視図である。図７６は、透光板、スクリーンシート、下フレーム
、ＬＥＤ基板、及び、導光部材の断面を前方から見た斜視図である。
【０３８１】
　なお、図７４では、透光板１０４５、スクリーンシート１０４６、下フレームＵＤ１０
０、ＬＥＤ基板１０６１、及び、導光部材１０６２について、これらが組み付けられた状
態から導光部材１０６２を取り外した様子を示している。図７５では、透光板１０４５、
スクリーンシート１０４６、下フレームＵＤ１００、及び、導光部材１０６２について、
これらが組み付けられた状態から下フレームＵＤ１００の位置を僅かにずらした様子を、
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導光部材１０６２近傍を拡大して示している。図７６では、透光板１０４５、スクリーン
シート１０４６、下フレームＵＤ１００、ＬＥＤ基板１０６１、及び、導光部材１０６２
について、これらが組み付けられた状態を水平面で切断した様子を、導光部材１０６２近
傍を拡大して示している。
【０３８２】
　図６６に示すように、間接照明ユニット１０６０は、下フレームＵＤ１００の右側部Ｕ
Ｄ１００ｃ及び左側部ＵＤ１００ｄのそれぞれに沿うように配置されており、各間接照明
ユニット１０６０は、左右対称な構成を有している。
【０３８３】
　図７４に示すように、間接照明ユニット１０６０は、ＬＥＤ基板１０６１と、導光部材
１０６２と、を備えている。
【０３８４】
　ＬＥＤ基板１０６１は、下フレームＵＤ１００の右側部ＵＤ１００ｃの若干左側及び左
側部ＵＤ１００ｄの若干右側のそれぞれ（透光板１０４５の側面部１０４５ｃの若干内側
）において、側面部１０４５ｃと略平行に配置されている。ＬＥＤ基板１０６１には、複
数のＬＥＤ１０６１ａが上下方向に等間隔に設けられている。具体的に、右側部ＵＤ１０
０ｃ近傍に配置されたＬＥＤ基板１０６１のＬＥＤ１０６１ａは、右方向に光を出射する
ように設置されており、左側部ＵＤ１００ｄ近傍に配置されたＬＥＤ基板１０６１のＬＥ
Ｄ１０６１ａは、左方向に光を出射するように設置されている。ＬＥＤ基板１０６１は、
側面視において、その一部が透光板１０４５の側面部１０４５ｃと重畳するように配置さ
れているが、ＬＥＤ１０６１ａの設置位置は、側面部１０４５ｃの後端よりも後方となっ
ており、ＬＥＤ１０６１ａから出射された光は、側面部１０４５ｃによって遮られないよ
うになっている。なお、ＬＥＤ基板１０６１は、側面部１０４５ｃと若干離間して配置さ
れている。
【０３８５】
　導光部材１０６２は、下フレームＵＤ１００の右側部ＵＤ１００ｃ及び左側部ＵＤ１０
０ｄと略同一の高さを有する部材であり、内向きに開放する開口１０６２ａが上下方向に
複数形成されている。導光部材１０６２には、上部と下部のそれぞれにネジ孔１０６２ｂ
が形成されており、ＬＥＤ基板１０６１に形成されたネジ孔１０６１ｂを挿通したネジに
よって、ＬＥＤ基板１０６１に対して導光部材１０６２が固定される。これにより、ＬＥ
Ｄ１０６１ａから出射された光が開口１０６２ａを通過して導光部材１０６２の内部に入
るようになっている。
【０３８６】
　また、導光部材１０６２は、その上部に形成されたネジ孔１０６２ｃ及び下フレームＵ
Ｄ１００の右側部ＵＤ１００ｃ（左側部ＵＤ１００ｄ）に形成されたネジ孔ＵＤ１００ｆ
を挿通したネジによって、下フレームＵＤ１００に対して固定される。
【０３８７】
　さらに、図７５に示すように、導光部材１０６２には、前方向に開放する開口１０６２
ｄが上下方向に複数形成されている。図７４に示す開口１０６２ａと図７５に示す開口１
０６２ｄとは、導光部材１０６２の内部において連通している。また、下フレームＵＤ１
００の右側部ＵＤ１００ｃ（左側部ＵＤ１００ｄ）には、前後方向に貫通する開口ＵＤ１
００ｇが上下方向に複数形成されている。これにより、導光部材１０６２が下フレームＵ
Ｄ１００に取り付けられた状態において、導光部材１０６２の開口１０６２ｄと下フレー
ムＵＤ１００の開口ＵＤ１００ｇとが連通することになる。
【０３８８】
　図７６に示すように、導光部材１０６２の内部は、ＬＥＤ１０６１ａから出射された光
の進行方向を変化させるリフレクタとなっている。ＬＥＤ１０６１ａから出射された光は
、導光部材１０６２の開口１０６２ａを通過して導光部材１０６２の内部に入った後、横
向きから前向きに進行方向を変えて、導光部材１０６２の開口１０６２ｄを通過し、右側
部ＵＤ１００ｃ（左側部ＵＤ１００ｄ）の開口ＵＤ１００ｇから前方向に放出される。図
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７６中の矢印は、ＬＥＤ１０６１ａから出射された光の進行方向を示している。
【０３８９】
　ここで、図７６に示すように、下フレームＵＤ１００の右側部ＵＤ１００ｃ（左側部Ｕ
Ｄ１００ｄ）は、透光板１０４５の側面部１０４５ｃに当接している。また、右側部ＵＤ
１００ｃ（左側部ＵＤ１００ｄ）の後端と側面部１０４５ｃの後端とは、前後方向におけ
る位置が略同一であり、右側部ＵＤ１００ｃ（左側部ＵＤ１００ｄ）における前後方向の
長さは、側面部１０４５ｃにおける前後方向の長さよりも短くなっている。また、図示し
ないが、下フレームＵＤ１００の右側部ＵＤ１００ｃ（左側部ＵＤ１００ｄ）の背面側に
は、キャビネットＧが配置される。キャビネットＧ（側面壁Ｇ２）の前端は、右側部ＵＤ
１００ｃ（左側部ＵＤ１００ｄ）の後端と近接（略当接）し、キャビネットＧの側面壁Ｇ
２と、右側部ＵＤ１００ｃ（左側部ＵＤ１００ｄ）とは、略同一平面上に位置付けられる
。
【０３９０】
　間接照明ユニット１０６０は、周辺の部材と以上のような位置関係を有するように、透
光板１０４５の側面部１０４５ｃに沿って配置されている。そして、ＬＥＤ１０６１ａか
ら出射された光は、透光板１０４５の側面部１０４５ｃに沿って、前方へと放出されるこ
とになる。図７２を用いて説明したように、透光板１０４５の側面部１０４５ｃは、スク
リーンシート１０４６によって覆われず、当該部分（図７２における斜線部分）には画像
が表示されないため、画像が浮き出ているような印象を遊技者に与えることができる。本
実施形態では、このような画像が表示されない部分から（透光板１０４５の側面部１０４
５ｃに沿って）ＬＥＤ１０６１ａの光が放出されることに起因して、画像が表示される部
分と画像が表示されない部分との境界を強調し、画像が浮き出ているような印象をより顕
著に遊技者に与えることができる。
【０３９１】
＜上ドア機構ＵＤのキャビネットＧへの取り付け＞
　図７７は、上ドア機構、引っ掛け部、及び、前面側突出部材を後方から見た斜視図であ
る。図７８は、上ドア機構、引っ掛け部、及び、前面側突出部材を側方から見た斜視図で
ある。図７９は、キャビネット、引っ掛け部、及び、前面側突出部材を側方から見た斜視
図である。図８０は、上ドア機構、キャビネット、引っ掛け部、及び、前面側突出部材の
断面の右側面図である。図８１は、上ドア機構を下方から見た斜視図である。図８２は、
上ドア機構及び下ドア機構を前方から見た斜視図である。図８３は、上ドア機構及び下ド
ア機構を後方から見た斜視図である。
【０３９２】
　なお、図７７では、上ドア機構ＵＤから引っ掛け部ＵＤ１２０及び前面側突出部材Ｇ１
２０を取り外した様子を示している。図７８では、引っ掛け部ＵＤ１２０については、上
ドア機構ＵＤに取り付けられている様子を示し、前面側突出部材Ｇ１２０については、上
ドア機構ＵＤから取り外した様子を示している。図７９では、引っ掛け部ＵＤ１２０及び
前面側突出部材Ｇ１２０がキャビネットＧに取り付けられている様子を示している。図８
０では、上ドア機構ＵＤがキャビネットＧに対して閉じられた状態における上ドア機構Ｕ
Ｄ、キャビネットＧ、引っ掛け部ＵＤ１２０、及び、前面側突出部材Ｇ１２０を前後方向
の鉛直面で切断した様子を示している。分かりやすくするため、図８０では、引っ掛け部
ＵＤ１２０及び前面側突出部材Ｇ１２０を斜線で示している。図８１では、上ドア機構Ｕ
Ｄの各構成要素が組み付けられた状態を示している。図８２では、上ドア機構ＵＤと下ド
ア機構ＤＤとが組み付けられていない状態において、これらを互いに異なる方向から見た
様子を示しており、下ドア機構ＤＤの方が側方に近い角度から観察している。図８３では
、上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤがキャビネットＧに対して閉じられた状態を示して
いる。
【０３９３】
　上ドア機構ＵＤは、引っ掛け部ＵＤ１２０及び前面側突出部材Ｇ１２０により、キャビ
ネットＧに取り付けられる。
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【０３９４】
　図７７及び図７８に示すように、引っ掛け部ＵＤ１２０は、上フレームＵＤ１１０から
後方へと突出する部材であり、主面ＵＤ１２０ａには、下方が開放された欠き込みＵＤ１
２０ｂが形成されている。引っ掛け部ＵＤ１２０の主面ＵＤ１２０ａと直交する面には、
ネジ孔ＵＤ１２０ｃが形成されており、引っ掛け部ＵＤ１２０は、ネジ締結により上フレ
ームＵＤ１１０に取り付けられる。引っ掛け部ＵＤ１２０が上フレームＵＤ１１０に対し
て固定されることにより、主面ＵＤ１２０ａは、前後方向に沿って配置される。
【０３９５】
　前面側突出部材Ｇ１２０は、水平配置された主面Ｇ１２０ａと、主面Ｇ１２０ａの前端
中央付近を上方に折り曲げることで形成された前端中央部Ｇ１２０ｂと、主面Ｇ１２０ａ
の前端右側を上方に折り曲げることで形成された前端右側部Ｇ１２０ｃと、主面Ｇ１２０
ａの前端左側を上方に折り曲げることで形成された前端左側部Ｇ１２０ｄと、前端中央部
Ｇ１２０ｂと前端右側部Ｇ１２０ｃとの間において主面Ｇ１２０ａの前端を上方及び後方
に折り曲げることで形成された右載置部Ｇ１２０ｅと、前端中央部Ｇ１２０ｂと前端左側
部Ｇ１２０ｄとの間において主面Ｇ１２０ａの前端を上方及び後方に折り曲げることで形
成された左載置部Ｇ１２０ｆと、主面Ｇ１２０ａの左端及び右端双方の後部を下方に折り
曲げることで形成された後側部Ｇ１２０ｇと、を備えている。
【０３９６】
　前端右側部Ｇ１２０ｃ及び前端左側部Ｇ１２０ｄは、前端中央部Ｇ１２０ｂよりも後方
に形成されており、前端中央部Ｇ１２０ｂ、前端右側部Ｇ１２０ｃ、及び、前端左側部Ｇ
１２０ｄの高さは、略同一である。また、右載置部Ｇ１２０ｅ及び左載置部Ｇ１２０ｆは
、それぞれ、前端右側部Ｇ１２０ｃ及び前端左側部Ｇ１２０ｄよりも後方に形成されてお
り、右載置部Ｇ１２０ｅ及び左載置部Ｇ１２０ｆの高さは、略同一であり、これらの高さ
は、前端中央部Ｇ１２０ｂ、前端右側部Ｇ１２０ｃ、及び、前端左側部Ｇ１２０ｄの高さ
よりも高くなっている。また、右載置部Ｇ１２０ｅ及び左載置部Ｇ１２０ｆは、水平配置
された面を有している。
【０３９７】
　後側部Ｇ１２０ｇには、ネジ孔Ｇ１２０ｈが形成されており、前面側突出部材Ｇ１２０
は、ネジ孔Ｇ１２０ｈを挿通したネジにより、キャビネットＧの側面壁Ｇ２に内側から取
り付けられる。図７９及び図８０に示すように、前面側突出部材Ｇ１２０がキャビネット
Ｇに対して固定されることにより、主面ＵＤ１２０ａの前方部分（前端中央部Ｇ１２０ｂ
、前端右側部Ｇ１２０ｃ、前端左側部Ｇ１２０ｄ、右載置部Ｇ１２０ｅ、及び、左載置部
Ｇ１２０ｆを含む）は、キャビネットＧから前方へと突出する。
【０３９８】
　一方、キャビネットＧの側面壁Ｇ２の内側面には、内側に向けて突出する内面側突出部
材Ｇ２ａ（例えば、側面壁Ｇ２の内側面にねじ込まれたネジ等）が設けられており、引っ
掛け部ＵＤ１２０の欠き込みＵＤ１２０ｂが内面側突出部材Ｇ２ａに引っ掛けられる。こ
れにより、引っ掛け部ＵＤ１２０は、キャビネットＧに係止される。
【０３９９】
　図８１に示すように、下フレームＵＤ１００は、底板ＵＤ１００ａ（図６９参照）の下
側を向いた面として、下側面ＵＤ１００ｈを備えている。下側面ＵＤ１００ｈには、下方
に突出する下方突出部ＵＤ１００ｉが複数形成されている。下方突出部ＵＤ１００ｉは、
略直方体の形状を有しており、下側面ＵＤ１００ｈの後端から前方に向けて延在している
。下方突出部ＵＤ１００ｉの後端には、ネジ穴ＵＤ１００ｅ（図６９参照）が形成されて
いる。
【０４００】
　図８２に示すように、下ドア機構ＤＤは、その上部において左右方向に水平配置された
上板ＤＤ１００を備えている。図８３に示すように、上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤ
がキャビネットＧに対して閉じられた状態において、上板ＤＤ１００の後端縁ＤＤ１００
ａは、下フレームＵＤ１００に形成された下方突出部ＵＤ１００ｉの前端と近接（略当接
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）している。
【０４０１】
　上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤが以上のように構成されていることにより、上ドア
機構ＵＤをキャビネットＧに取り付ける（上ドア機構ＵＤをキャビネットＧに対して閉じ
る）に当たっては、まず、上フレームＵＤ１１０の上壁の下側面を前面側突出部材Ｇ１２
０の右載置部Ｇ１２０ｅ及び左載置部Ｇ１２０ｆの上面に載せつつ、引っ掛け部ＵＤ１２
０の欠き込みＵＤ１２０ｂを内面側突出部材Ｇ２ａに引っ掛ける。この状態で下ドア機構
ＤＤをキャビネットＧに対して閉じることで、下ドア機構ＤＤの上板ＤＤ１００の後端縁
ＤＤ１００ａが下フレームＵＤ１００の下方突出部ＵＤ１００ｉに当たり、上ドア機構Ｕ
Ｄが後方へと押し込まれる。これにより、上ドア機構ＵＤも、キャビネットＧに対して閉
じられることになる。
【０４０２】
　本実施形態では、以上のようにして上ドア機構ＵＤを閉めることが可能であるため、上
ドア機構ＵＤには、キャビネットＧと連結するためのヒンジが設けられていない。ヒンジ
が設けられている場合には、遊技機のサイド部分において画像を表示することが可能な範
囲が制限されるところ、本実施形態に係る遊技機１においては、ヒンジが存在しない分だ
け、上ドア機構ＵＤにおける広い範囲を画像表示領域として確保することができる。具体
的には、スクリーンシート１０４６の後端（透光板１０４５の左右双方の湾曲部１０４５
ｂにおける後端）に亘るまでの範囲を、プロジェクタ９０２０から投射された光の左右方
向における照射範囲に含めることが可能になる。これにより、大画面による迫力のある演
出を行うことができる。
【０４０３】
　また、スクリーンシート１０４６、スクリーンシート１０５６、及び、スクリーンシー
ト１０５７という３つのスクリーンが設けられているが、第３実施形態と同様に、各スク
リーンに表示される画像を示す情報を１つの画像データに含めれば（図６２及び図６３参
照）、当該１つの画像データを用いることにより３つのスクリーンのそれぞれに画像を表
示することができる。
【０４０４】
　なお、以上のようにして上ドア機構ＵＤが閉じられた状態においては、上ドア機構ＵＤ
とキャビネットＧとの間に僅かな隙間が形成されるが（図８０参照）、当該隙間から異物
が入ってきた場合であっても、前面側突出部材Ｇ１２０が存在することにより、当該異物
がキャビネットＧのより内部へと侵入してしまうことを防止することができる。
【０４０５】
［第５実施形態］
　以上、第１実施形態～第４実施形態について説明した。以下、第５実施形態について説
明する。第５実施形態に係る遊技機１の基本的な構成は、第１実施形態～第４実施形態に
係る遊技機１と同じである。以下においては、第１実施形態～第４実施形態に係る遊技機
１の構成要素と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明することとする。また、第
１実施形態～第４実施形態における説明が第５実施形態においても当てはまる部分につい
ては、説明を省略することとする。
【０４０６】
＜光の照射範囲とスクリーンの配置位置＞
　図８４は、上ドア機構及び下ドア機構を取り外した状態の遊技機を前方から見た斜視図
である。図８５は、プロジェクタ装置から光が投射されている様子を側方から見た斜視図
である。
【０４０７】
　図８４に示すように、キャビネットＧの内部には、照射ユニットＢが配置されている。
第１実施形態（図６参照）と同様に、照射ユニットＢは、照射光を出射するプロジェクタ
装置Ｂ２と、プロジェクタ装置Ｂ２から出射された照射光を反射するミラー機構Ｂ３と、
プロジェクタ装置Ｂ２及びミラー機構Ｂ３を収容するプロジェクタカバーＢ１と、を備え
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ている。
【０４０８】
　プロジェクタカバーＢ１の構成は、第１実施形態と異なっており、リフレクタ保持部Ｂ
１１（図１０参照）は、プロジェクタ装置Ｂ２の前方ではなく、プロジェクタ装置Ｂ２の
上方に形成されている（図８８参照）。第１実施形態と同様に、リフレクタ保持部Ｂ１１
の内側面には、ミラー機構Ｂ３が設けられており、ミラー機構Ｂ３は、プロジェクタ装置
Ｂ２から投射された光を反射することが可能な光学ミラーＢ３２（図７参照）を備えてい
る。
【０４０９】
　本実施形態では、リフレクタ保持部Ｂ１１の形状及び形成位置に対応して、ミラー機構
Ｂ３（光学ミラーＢ３２）が、前方よりも後方の方が低くなるような傾斜を有する姿勢で
、プロジェクタ装置Ｂ２の上方に配置される。なお、ミラー機構Ｂ３自体の構成は、第１
実施形態と同様であるため、詳細な説明を省略する。
【０４１０】
　プロジェクタ装置Ｂ２は、前方よりも後方の方が低くなるような傾斜（光学ミラーＢ３
２よりも急な傾斜）を有する姿勢で、プロジェクタカバーＢ１に対して固定されている。
【０４１１】
　これにより、プロジェクタ装置Ｂ２から投射されて上向きに進行した光は、ミラー機構
Ｂ３（光学ミラーＢ３２）によって前方に向けて反射される（図８５参照）。図８５では
、光の照射範囲を斜線で示している。第４実施形態と同様に、ミラー機構Ｂ３（光学ミラ
ーＢ３２）によって反射されて前方に進行した光は、全て上ドア機構ＵＤに到達する。上
ドア機構ＵＤは、第４実施形態と同様の構成を備えており、プロジェクタ装置Ｂ２から投
射された光は、スクリーンシート１０４６、スクリーンシート１０５６、及び、スクリー
ンシート１０５７（図６５～図６８参照）のそれぞれに対して後方（背面側）から入射し
、これらのスクリーンシートの前面側（表示面）に画像が表示されることになる。
【０４１２】
＜照射光の進行方向の調節＞
　図８６は、照射ユニットを側方から見た斜視図である。図８７は、照射ユニットを後方
から見た斜視図である。
【０４１３】
　第１実施形態で説明したように、プロジェクタ装置Ｂ２は、ケースＢ２２によって外装
されつつ、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１を介してプロジェクタカバーＢ１に取
り付けられる（図１２参照）。
【０４１４】
　具体的に、上側台座Ｂ２２０の右側部分及び左側部分には、それぞれ、角孔２２０１ｃ
が設けられている（図１３参照）。上側台座Ｂ２２０は、角孔２２０１ｃに挿入された取
付ネジＴ（図１６参照）によって、プロジェクタカバーＢ１に取り付けられる。図１６で
は、取付ネジＴが角孔２２０１ｃの下方から挿入される様子を示しているが、本実施形態
において、取付ネジＴは、角孔２２０１ｃの上方から（ネジ頭部が上部背面側となるよう
に）挿入される。なお、上側台座Ｂ２２０は、プロジェクタカバーＢ１ではなく、キャビ
ネットＧの内部に固定された他の部材に取り付けることとしてもよい。
【０４１５】
　また、下側台座Ｂ２２１には、ケースＢ２２をネジ止めするための複数のネジ孔２２１
４が設けられており（図１２参照）、ケースＢ２２は、下側台座Ｂ２２１に対して下方か
らネジ締結により取り付けられる。ケースＢ２２の構成としては、特に限定されないが、
本実施形態においては、直方体の箱形形状を有するケースＢ２２（図２２参照）を採用し
ている。ケースＢ２２には、プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素であるレンズユニット
Ｂ２１（図１２参照）、ＬＥＤ基板、ＤＭＤ基板、ヒートシンク、吸気用ファン等が収容
され、ケースＢ２２の下面には、プロジェクタ制御基板Ｂ２３（図１２参照）が固定され
ている。
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【０４１６】
　ここで、上側台座Ｂ２２０に形成された角孔２２０１ｃは、その縦横内径寸法が取付ネ
ジＴのネジ軸径よりも大きくなっている。これにより、プロジェクタ装置Ｂ２のプロジェ
クタカバーＢ１に対する取り付け位置を左右方向及び前後方向に調整することができるよ
うになっている。プロジェクタ装置Ｂ２の取り付け位置を調整する方法の詳細については
、図１６を用いて説明した通りであるため、ここでの説明は省略する。
【０４１７】
　また、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１とは、３つの連結孔２２００Ａ及び３つの
連結ネジ部２２１０に対応する３箇所の連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３において連結される（図
１２及び図１４参照）。これにより、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１とは、連結部
Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３のそれぞれにおいて互いの間隔を調整することができるようになってい
る。連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３は、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１に沿う平面内（
水平面内）において同一直線上に位置しないように配置されており、連結部Ｒ１，Ｒ２，
Ｒ３のそれぞれにおいて上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との間隔を適宜変化させる
ことによって、上側台座Ｂ２２０に対する下側台座Ｂ２２１の３次元空間内における傾き
具合を調整することが可能である。各連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３において上側台座Ｂ２２０
と下側台座Ｂ２２１との間隔を調整する方法の詳細については、図１７を用いて説明した
通りであるため、ここでの説明は省略する。
【０４１８】
　このような上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１を用いることにより、プロジェクタ
カバーＢ１に対する上側台座Ｂ２２０の面内位置を適宜調整することが可能であり、プロ
ジェクタ装置Ｂ２を適正な位置に配置することができる。また、上側台座Ｂ２２０に対す
る下側台座Ｂ２２１の傾きを適宜調整することが可能であり、下側台座Ｂ２２１に支持さ
れたケースＢ２２（プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素であるレンズユニットＢ２１等
）の姿勢を適正なものとすることができる。このように、プロジェクタ装置Ｂ２は、キャ
ビネットＧ内における位置や姿勢を変化させ、照射光の出射位置、進行方向、照射範囲を
調整することが可能なように構成されている。
【０４１９】
　図８６に示すように、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１は、プロジェクタカバー
Ｂ１における後方に配置されている。プロジェクタカバーＢ１は、上側台座Ｂ２２０及び
下側台座Ｂ２２１の後方が開放された形状となっている。これにより、上側台座Ｂ２２０
と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３が後方に向けて露出した状態となってい
る。また、図示しないが、上側台座Ｂ２２０の角孔２２０１ｃに挿入された取付ネジＴ（
図１６参照）も、後方に向けて露出した状態となっている。
【０４２０】
　図８７に示すように、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１の上方には、プロジェク
タカバーＢ１のリフレクタ保持部Ｂ１１が配置されている。プロジェクタカバーＢ１は、
リフレクタ保持部Ｂ１１の上方及び後方が開放された形状となっている。
【０４２１】
　リフレクタ保持部Ｂ１１には、角度調整穴Ｂ１１１（図９参照）が形成され、角度調整
穴Ｂ１１１には、図示しないネジが上側（背面側）から挿通されている。第１実施形態で
説明したように、当該ネジを緩めたり締めたりすることによって、リフレクタ保持部Ｂ１
１とミラー機構Ｂ３との距離を変化させることができる。これにより、リフレクタ保持部
Ｂ１１の内側面に保持された光学ミラーＢ３２の位置（姿勢）を変化させ、プロジェクタ
装置Ｂ２から出射された照射光の反射角度（反射後の照射光の進行方向）を調整すること
が可能である。
【０４２２】
＜操作用窓Ｇ１０及び閉塞用蓋Ｇ１００＞
　図８８は、キャビネットの縦断面図である。図８９は、照射ユニット、閉塞用蓋、及び
、キャビネットの背面壁の分解斜視図である。図９０は、閉塞用蓋を背面壁から取り外し
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た状態における遊技機の背面図である。図９１は、図９０に示す遊技機における操作用窓
周辺の部分拡大図である。図９２は、閉塞用蓋及びキャビネットの背面壁の分解斜視図で
ある。図９３は、閉塞用蓋及びキャビネットの背面壁の分解斜視図である。図９４は、閉
塞用蓋を背面壁に取り付けた状態の遊技機における操作用窓周辺の部分拡大図である。
【０４２３】
　図８８に示すように、照射ユニットＢがキャビネットＧの内部に配置された状態におい
て、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１は、キャビネットＧの後方に配置され、上側
台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３がキャビネットＧ（背面壁
Ｇ３）に取り付けられた閉塞用蓋Ｇ１００に対向するように位置付けられる。図示しない
が、上側台座Ｂ２２０の角孔２２０１ｃに挿入された取付ネジＴも、閉塞用蓋Ｇ１００に
対向するように位置付けられる。上側台座Ｂ２２０の後方には、他の部材が存在しない空
間が形成されている。
【０４２４】
　また、キャビネットＧの後方上部には、プロジェクタカバーＢ１のリフレクタ保持部Ｂ
１１が配置されている。リフレクタ保持部Ｂ１１の上方及び後方には、他の部材が存在し
ない空間が形成されており、当該空間は、上側台座Ｂ２２０の後方空間と繋がっている。
なお、図８８では、プロジェクタ装置Ｂ２から投射された光の照射範囲を斜線で示してい
る。
【０４２５】
　なお、照射ユニットＢは、ネジ締結により背面壁Ｇ３に取り付けられる。図８７に示す
ように、プロジェクタカバーＢ１の後部には、ネジを挿通させるためのネジ孔Ｂ１００ａ
～ｄが形成されている。照射ユニットＢが背面壁Ｇ３に取り付けられた状態においては、
ネジ孔Ｂ１００ａの形成されている面Ｂ１１０ａ、ネジ孔Ｂ１００ｂの形成されている面
Ｂ１１０ｂ、ネジ孔Ｂ１００ｃ、ｄの形成されている面Ｂ１１０ｃが、それぞれ、背面壁
Ｇ３の内側面（前面側の面）に当接する。これらの面Ｂ１１０ａ～ｃは、互いに分離して
形成されており、これにより、プロジェクタカバーＢ１は、上側台座Ｂ２２０の後方空間
、並びに、リフレクタ保持部Ｂ１１の上方及び後方空間が開放された形状となっている。
【０４２６】
　図８９に示すように、キャビネットＧの背面壁Ｇ３には、操作用窓Ｇ１０が形成されて
いる。操作用窓Ｇ１０は、キャビネットＧの外部から内部を視認することが可能な開口と
して形成されている。操作用窓Ｇ１０は、閉塞用蓋Ｇ１００によって閉塞することができ
る。
【０４２７】
　図９０に示すように、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３から取り外した状態において、後
方から正面視すると、操作用窓Ｇ１０を介して、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１と
の連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３（特にナット２２１３、図１７参照）、及び、上側台座Ｂ２２
０の角孔２２０１ｃに挿入された取付ネジＴの頭部（図示せず）が、操作用窓Ｇ１０を介
して見える。これにより、キャビネットＧの外部からナット２２１３を操作することが可
能であり、ナット２２１３を適宜回すことにより、プロジェクタ装置Ｂ２の姿勢を調整す
ることができる。また、キャビネットＧの外部から取付ネジＴを操作することによって、
上側台座Ｂ２２０に形成された角孔２２０１ｃの開口範囲内における取付ネジＴの位置を
移動させることが可能であり、プロジェクタ装置Ｂ２の位置を調整することができる。
【０４２８】
　また、図９１に示すように、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３から取り外した状態におい
て、背面側下方から操作用窓Ｇ１０付近を見上げると、操作用窓Ｇ１０を介して、リフレ
クタ保持部Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１に挿通されたネジの頭部（図示せず）も視認する
ことができる。これにより、キャビネットＧの外部から当該ネジを操作することが可能で
あり、当該ネジを適宜回すことにより、ミラー機構Ｂ３の姿勢を調整することができる。
【０４２９】
　以下、操作用窓Ｇ１０及び閉塞用蓋Ｇ１００の構造について説明する。図９２では、操
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作用窓Ｇ１０及び閉塞用蓋Ｇ１００を斜め後方から見た様子を示している。図９３では、
操作用窓Ｇ１０及び閉塞用蓋Ｇ１００を斜め前方から見た様子を示している。
【０４３０】
　図９２に示すように、操作用窓Ｇ１０は、前後方向に貫通する貫通孔として横長の長方
形状に形成された開口Ｇ１０ａと、開口Ｇ１０ａの周縁においてキャビネットＧの背面壁
Ｇ３の外側面（背面側の面）に対して凹んだ位置にロの字状の面を有するように形成され
た周縁部Ｇ１０ｂと、周縁部Ｇ１０ｂに形成された４つのネジ孔Ｇ１０ｃと、周縁部Ｇ１
０ｂの外縁と背面壁Ｇ３の外側面とを接続する接続部Ｇ１０ｄと、を備えている。図９３
に示すように、周縁部Ｇ１０ｂは、前方からは見えないが、ネジ孔Ｇ１０ｃは、背面壁Ｇ
３を貫通しているため、前方からも確認することができ、図９３では、開口Ｇ１０ａの側
方にネジ孔Ｇ１０ｃが形成されている様子が示されている。
【０４３１】
　以上のように構成された操作用窓Ｇ１０は、換言すれば、背面壁Ｇ３の外側面に対して
凹んだ凹部を形成するとともに、当該凹部の大部分を貫通させることにより開口を形成し
た形状を有している。当該開口が開口Ｇ１０ａに相当し、当該凹部のうち開口の形成され
ていない部分が周縁部Ｇ１０ｂに相当する。なお、周縁部Ｇ１０ｂは、背面壁Ｇ３の外側
面と略平行な平坦面（鉛直方向の面）として形成されており、接続部Ｇ１０ｄは、水平方
向及び鉛直方向の平坦面として形成されている。
【０４３２】
　閉塞用蓋Ｇ１００は、板状の部材として構成されており、横長の長方形状に形成された
背面Ｇ１００ａと、背面Ｇ１００ａの反対側に形成された前面Ｇ１００ｂと、前面Ｇ１０
０ｂに設けられた４つのボス部Ｇ１００ｃと、背面Ｇ１００ａの周縁から前方に向かうよ
うに形成された周縁部Ｇ１００ｄと、を備えている。背面Ｇ１００ａ及び前面Ｇ１００ｂ
は、鉛直方向の平坦面として形成されている。
【０４３３】
　閉塞用蓋Ｇ１００（背面Ｇ１００ａ）の外形状は、操作用窓Ｇ１０の周縁部Ｇ１０ｂの
外形状と略同一（周縁部Ｇ１０ｂよりも僅かに小さな相似形状）であり、操作用窓Ｇ１０
の開口Ｇ１０ａよりも大きくなっている。これにより、閉塞用蓋Ｇ１００を上記凹部に嵌
合する（上記凹部を埋めるように閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３に取り付ける）ことで、
操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａを閉塞することができるようになっている。
【０４３４】
　より詳細に説明すると、閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄが操作用窓Ｇ１０の接続
部Ｇ１０ｄに沿うように閉塞用蓋Ｇ１００が配置された場合、操作用窓Ｇ１０の４つのネ
ジ孔Ｇ１０ｃと閉塞用蓋Ｇ１００の４つのボス部Ｇ１００ｃとが、それぞれ重畳するとと
もに、各ネジ孔Ｇ１０ｃが各ボス部Ｇ１００ｃの前方に位置付けられる。この状態で、前
面側（キャビネットＧの内側）からネジ孔Ｇ１０ｃを挿通させたネジを、ボス部Ｇ１００
ｃに形成された穴にねじ込むことによって、閉塞用蓋Ｇ１００がキャビネットＧ（背面壁
Ｇ３）に取り付けられる。これにより、操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａが閉塞用蓋Ｇ１０
０によって閉塞される。そして、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３に締結するためのネジは
、キャビネットＧの内側から（ネジ頭部がキャビネットＧの内部に位置付けられるように
）螺合されるため、キャビネットＧの内部に対するセキュリティを確保することができる
。
【０４３５】
　なお、プロジェクタ装置Ｂ２及びミラー機構Ｂ３の位置や姿勢を調整するに当たっては
、上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤを開いた状態で、閉塞用蓋Ｇ１００と背面壁Ｇ３と
を締結しているネジを前面側から操作して適宜回すことにより、当該ネジ締結を解除すれ
ばよい。これにより、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３から取り外すことが可能であり、閉
塞用蓋Ｇ１００によって閉塞されていた操作用窓Ｇ１０（開口Ｇ１０ａ）を出現させるこ
とができる。この状態で、開口Ｇ１０ａを介して、キャビネットＧの外部（背面側）から
、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３や上側台座Ｂ２２０
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の角孔２２０１ｃに挿入された取付ネジＴ、プロジェクタカバーＢ１（リフレクタ保持部
Ｂ１１）の角度調整穴Ｂ１１１に挿通されたネジを操作すれば、プロジェクタ装置Ｂ２及
びミラー機構Ｂ３の位置や姿勢を調整することができる。
【０４３６】
　ここで、閉塞用蓋Ｇ１００において、前面Ｇ１００ｂから周縁部Ｇ１００ｄの前端まで
の長さ（前面Ｇ１００ｂを基準とした場合における周縁部Ｇ１００ｄの前方への突出長）
と、前面Ｇ１００ｂからボス部Ｇ１００ｃの先端までの長さ（ボス部Ｇ１００ｃの高さ）
とは、等しくなっている。従って、閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄの前端が操作用
窓Ｇ１０の周縁部Ｇ１０ｂに当接するように閉塞用蓋Ｇ１００が配置された場合、閉塞用
蓋Ｇ１００のボス部Ｇ１００ｃの先端も、操作用窓Ｇ１０の周縁部Ｇ１０ｂに当接するこ
とになる。
【０４３７】
　図９４では、このような状態で閉塞用蓋Ｇ１００が配置されている様子を示している。
図９４中、網掛け部分は、閉塞用蓋Ｇ１００（前面Ｇ１００ｂ）を示し、斜線部分は、背
面壁Ｇ３（開口Ｇ１０ａの周縁）を示している。網掛け部分（閉塞用蓋Ｇ１００の前面Ｇ
１００ｂ）と斜線部分（開口Ｇ１０ａの周縁）との間には、スペースＳが形成されており
、当該スペースＳの幅（前後方向の長さ）が、上記「周縁部Ｇ１００ｄの前方への突出長
」及び「ボス部Ｇ１００ｃの高さ」に相当する。
【０４３８】
　このような構成を採用することにより、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３に対して安定的
に取り付けることができるとともに、閉塞用蓋Ｇ１００（周縁部Ｇ１００ｄの前端）と背
面壁Ｇ３（操作用窓Ｇ１０の周縁部Ｇ１０ｂ）との間に隙間ができてしまうことを回避し
、当該隙間を通じて不正行為が行われてしまうことを防止することができる。
【０４３９】
　また、操作用窓Ｇ１０の周縁部Ｇ１０ｂは、接続部Ｇ１０ｄの前後方向における長さ分
だけ、背面壁Ｇ３の外側面に対して段差を有するように形成されているところ、閉塞用蓋
Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄの前後方向における長さ（背面Ｇ１００ａを基準とした場合
における周縁部Ｇ１００ｄの前方への突出長）は、操作用窓Ｇ１０の接続部Ｇ１０ｄの前
後方向における長さと略一致する（操作用窓Ｇ１０の接続部Ｇ１０ｄの前後方向における
長さよりも僅かに短くなっている）。閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄの前後方向に
おける長さ、及び、操作用窓Ｇ１０の接続部Ｇ１０ｄの前後方向における長さは、それぞ
れ、全周に亘って一定の長さとなっている。これにより、閉塞用蓋Ｇ１００が背面壁Ｇ３
に取り付けられた状態においては、閉塞用蓋Ｇ１００の背面Ｇ１００ａが背面壁Ｇ３の外
側面と略同一平面を構成し（背面壁Ｇ３の外側面よりも僅かに前方に位置付けられ）、閉
塞用蓋Ｇ１００の存在することが外観上認識され難くなっている。
【０４４０】
　以上、本発明の一実施形態として、第５実施形態に係る遊技機１について説明した。
【０４４１】
　従来、プロジェクタを用いることにより演出を行うことが可能な遊技機が知られている
（特開平６－０３５０６６号公報及び特開２００９－２４０４５９号公報参照）。このよ
うな遊技機によれば、遊技用の映像がプロジェクタからスクリーン等の投影面に投影され
ることにより、液晶表示装置の代わりに、スクリーン等に映像が表示されるようになって
いる。
【０４４２】
　しかしながら、従来、このようなプロジェクタが搭載される遊技機においては、プロジ
ェクタが遊技機の内部にいったん固定されてしまうと、その後にプロジェクタに対して微
調整を施すことが困難であった。
【０４４３】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、プロジェクタを内部に取
り付けた状態でプロジェクタに対して調整を行うことが可能な遊技機を提供することを目
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的とする。
【０４４４】
　この点、第５実施形態に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【０４４５】
　（１０－１）　スクリーン（スクリーンシート１０４６、スクリーンシート１０５６、
及び、スクリーンシート１０５７）と、
　前記スクリーンに画像を表示するための光を投射するプロジェクタ（プロジェクタ装置
Ｂ２の内部構成要素（レンズユニットＢ２１等））と、
　前記プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ
２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェク
タカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け
部分等）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（キャビネットＧ）と、を備え、
　前記収容部には、前記調節部を外部から操作可能な位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口
Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が
取り付けられている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０４４６】
　第５実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２の内部構
成要素（レンズユニットＢ２１等））を収容する収容部（キャビネットＧ）には、プロジ
ェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素（レンズユニットＢ２１等））により投射
される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との
連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分
、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を外部から操作可能な
位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口（操作用窓
Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が取り付けられてい
る。従って、収容部（キャビネットＧ）から閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り外すこ
とによって、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）で閉塞されている該開口（操作用窓Ｇ１０の
開口Ｇ１０ａ）を出現させることが可能であり、該開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ
）を介して、収容部（キャビネットＧ）の外部から、調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台
座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１へ
の取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作
することができるようになる。これにより、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２の内部
構成要素（レンズユニットＢ２１等））を収容部（キャビネットＧ）の内部に固定した後
であっても、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素（レンズユニットＢ２
１等））を収容部（キャビネットＧ）の内部に取り付けた状態のまま、収容部（キャビネ
ットＧ）の外部から調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２
，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３
のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作することによって、プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素（レンズユニットＢ２１等））により投射される
光の進行方向を調節することができる。
【０４４７】
　（１０－２）　スクリーン（スクリーンシート１０４６、スクリーンシート１０５６、
及び、スクリーンシート１０５７）と、
　前記スクリーンに画像を表示するための光を投射するプロジェクタ（プロジェクタ装置
Ｂ２の内部構成要素（レンズユニットＢ２１等））と、
　前記プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ
２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェク
タカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け
部分等）と、
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　前記プロジェクタを収容し、前面に開口を有する本体部（キャビネットＧ）と、
　前記本体部に対して開閉可能に取り付けられ、前記スクリーンに表示された画像を視認
可能にするための表示領域が設けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）と、を備え、
　前記本体部には、前記前面とは別途、前記調節部を外部から操作可能な位置に開口（操
作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口を閉塞可能な閉塞部材（閉
塞用蓋Ｇ１００）が取り付けられている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０４４８】
　第５実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２の内部構
成要素（レンズユニットＢ２１等））を収容する本体部（キャビネットＧ）には、プロジ
ェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素（レンズユニットＢ２１等））により投射
される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との
連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分
、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を外部から操作可能な
位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口（操作用窓
Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が取り付けられてい
る。従って、本体部（キャビネットＧ）から閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り外すこ
とによって、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）で閉塞されている該開口（操作用窓Ｇ１０の
開口Ｇ１０ａ）を出現させることが可能であり、該開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ
）を介して、本体部（キャビネットＧ）の外部から、調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台
座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１へ
の取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作
することができるようになる。これにより、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２の内部
構成要素（レンズユニットＢ２１等））を本体部（キャビネットＧ）の内部に固定した後
であっても、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素（レンズユニットＢ２
１等））を本体部（キャビネットＧ）の内部に取り付けた状態のまま、本体部（キャビネ
ットＧ）の外部から調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２
，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３
のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作することによって、プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素（レンズユニットＢ２１等））により投射される
光の進行方向を調節することができる。
【０４４９】
　（１０－３）　前記（１０－２）の遊技機であって、
　前記閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）は、前記本体部の内側からの螺合により、前記本体
部に取り付けられている、
　ことを特徴とする。
【０４５０】
　第５実施形態に係る遊技機１によれば、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）は、本体部（キ
ャビネットＧ）の内側からの螺合により、本体部（キャビネットＧ）に取り付けられてい
る。従って、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を本体部（キャビネットＧ）から取り外すた
めには、本体部（キャビネットＧ）の内側から螺合を解除することが必要である。これに
より、本体部（キャビネットＧ）の外部から閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が取り外され
てしまうことを回避することが可能であり、本体部（キャビネットＧ）の内部に対するセ
キュリティを確保しつつ、本体部（キャビネットＧ）の外部から不正行為が行われてしま
うことを防止することができる。
【０４５１】
　なお、本発明において、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を本体部（キャビネットＧ）に
取り付ける方法は、特に限定されず、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）は、本体部（キャビ
ネットＧ）の内側からの螺合により、本体部（キャビネットＧ）に取り付けられることと
してもよいし、本体部（キャビネットＧ）の外側からの螺合により、本体部（キャビネッ
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トＧ）に取り付けられることとしてもよい。また、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）は、螺
合以外の方法により、本体部（キャビネットＧ）に取り付けられることとしてもよい。例
えば、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を本体部（キャビネットＧ）の壁面（背面壁Ｇ３の
内側面又は外側面）に沿って摺動（スライド）可能にするためのガイド部材を、キャビネ
ットＧ（背面壁Ｇ３）の内側又は外側にレール状に形成し、該ガイド部材上において閉塞
部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を係止することとしてもよい。閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）
が該ガイド部材上を左右方向（又は前後方向）に摺動することにより、開口（操作用窓Ｇ
１０の開口Ｇ１０ａ）が閉塞される閉塞状態と開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が
開放される開放状態とが切り替えられるように構成すれば、開放状態において本体部（キ
ャビネットＧ）の外部から調節部を操作することが可能であり、第５実施形態と同様に、
プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節することができる。なお、このような
効果に鑑みれば、本発明において、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）の構成は必須ではなく
、本体部（キャビネットＧ）に閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り付けず、本体部（キ
ャビネットＧ）に設けられた開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が常時開放された状
態となるように構成してもよい。
【０４５２】
　第５実施形態では、キャビネットＧの背面壁Ｇ３に、操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａが
形成されるとともに、閉塞用蓋Ｇ１０が取り付けられることとして説明した。本発明にお
いては、本体部（キャビネットＧ）を構成する任意の壁面（例えば、背面壁Ｇ３、側面壁
Ｇ２、上面壁Ｇ４等）に、開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を設けるとともに、閉
塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り付けるように構成することが可能である。例えば、キ
ャビネットＧの背面壁Ｇ３に代えて、側面壁Ｇ２又は上面壁Ｇ４に、開口（操作用窓Ｇ１
０の開口Ｇ１０ａ）を設けるとともに、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り付けること
としてもよい。そのように構成する場合には、調節部（例えば、上側台座Ｂ２２０と下側
台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３や、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ
１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）が
側面壁Ｇ２又は上面壁Ｇ４近傍に配置されるようにすればよい。なお、上面壁Ｇ４に、開
口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を設けるとともに閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を
取り付ける場合、開口Ｇ４１及び板部材Ｇ４２（図１参照）をそれぞれ、操作用窓Ｇ１０
の開口Ｇ１０ａ及び閉塞用蓋Ｇ１０として採用してもよいし、開口Ｇ４１及び板部材Ｇ４
２を形成しないこととしつつ、別途、操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ及び閉塞用蓋Ｇ１０
に対応する構成を採用することとしてもよい。
【０４５３】
　また、本体部（キャビネットＧ）の複数の壁面（例えば、背面壁Ｇ３、側面壁Ｇ２、及
び、上面壁Ｇ４のうち、２つ又は３つの壁面）に、開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ
）を設けるとともに、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り付けることとしてもよい。例
えば、プロジェクタ装置Ｂ２の位置（姿勢）を調節するための調節部（例えば、上側台座
Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３や、上側台座Ｂ２２０のプロジ
ェクタカバーＢ１への取り付け部分等）を外部から操作可能なように、キャビネットＧの
背面壁Ｇ３に操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａを設けるとともに閉塞用蓋Ｇ１０を取り付け
る一方、ミラー機構Ｂ３の位置（姿勢）を調節するための調節部（例えば、ミラー機構Ｂ
３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を外部から操作可能なように、キャビ
ネットＧの上面壁Ｇ４に操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａを設けるとともに閉塞用蓋Ｇ１０
を取り付けることとしてもよい。
【０４５４】
　また、本体部（キャビネットＧ）の１つの壁面（例えば、背面壁Ｇ３、側面壁Ｇ２、又
は、上面壁Ｇ４）に、複数の開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を設けるとともに、
各開口を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り付けることとしてもよい。例え
ば、プロジェクタ装置Ｂ２の位置（姿勢）を調節するための調節部（例えば、上側台座Ｂ
２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３や、上側台座Ｂ２２０のプロジェ



(79) JP 2019-205746 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

クタカバーＢ１への取り付け部分等）を外部から操作可能なように、キャビネットＧの背
面壁Ｇ３の中央付近に第１の開口を設けるとともに第１の開口を閉塞可能な第１の閉塞用
蓋を取り付ける一方、ミラー機構Ｂ３の位置（姿勢）を調節するための調節部（例えば、
ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を外部から操作可能なよ
うに、第１の開口よりも上方に第２の開口を設けるとともに第２の開口を閉塞可能な第２
の閉塞用蓋を取り付けることとしてもよい。複数の開口を設ける場合、各開口を個別に閉
塞可能な閉塞部材を開口の個数分だけ取り付けることとしてもよいし、複数の開口を同時
に閉塞可能な閉塞部材を１つだけ取り付けることとしてもよい。
【０４５５】
　本体部（キャビネットＧ）の外部からこのような調節を行うに当たっては、調節のため
の操作を行いやすくするため、本体部（キャビネットＧ）の外部から開口（操作用窓Ｇ１
０の開口Ｇ１０ａ）を正面視したときに、調節対象となる部材（例えば、上側台座Ｂ２２
０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３におけるナット２２１３や、上側台座
Ｂ２２０の角孔２２０１ｃに挿入された取付ネジＴ、リフレクタ保持部Ｂ１１の角度調整
穴Ｂ１１１に挿通されたネジ等）が開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を介して視認
可能となるように、当該部材が配置されていることが望ましい（図９０参照）。調節対象
となる部材が複数設けられている場合には、本体部（キャビネットＧ）の外部から開口（
操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を正面視したときに、これらの複数の部材が全て視認可
能（例えば、上側台座Ｂ２２０全体が視認可能）となるように配置されていることが望ま
しい。調節対象となる部材が複数設けられる場合には、例えば、当該開口（操作用窓Ｇ１
０の開口Ｇ１０ａ）を、これらの部材間の距離（最も離れている部材間の距離）よりも径
の大きなものとするとよい。これにより、これらの部材に対する調節を行いやすくなる。
もっとも、本体部（キャビネットＧ）の外部から開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）
を正面視したときに、調節対象となる部材が開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を介
して視認可能となることは、必須ではない。例えば、本体部（キャビネットＧ）の外部か
ら開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を正面視したときに、調節対象となる部材（例
えば、プロジェクタカバーＢ１（リフレクタ保持部Ｂ１１）の角度調整穴Ｂ１１１に挿通
されたネジ）が見えなかったとしても、角度を変えて本体部（キャビネットＧ）の内部を
覗き込んだ場合に当該部材を視認することができるような場合には（図９１参照）、当該
部材と開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）との間に他の部材が存在しない空間が形成
されていれば、当該部材を外部から操作することは可能である。本発明においては、調節
対象となる部材（調節用のネジやナット等）と開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）と
がこのような位置関係を有するように構成されていてもよい。
【０４５６】
　また、上述した実施形態では、キャビネットＧの内部が中間支持板Ｇ１により上部空間
と下部空間とに仕切られており、上部空間（上ドア機構ＵＤの後側となる空間）に表示ユ
ニットＡ（照射ユニットＢ）が収容される一方、下部空間（下ドア機構ＤＤの後側となる
空間）に制御基板（主制御基板ＭＳやサブ制御装置ＳＳ等）が収容されることとして説明
した（図５参照）。しかし、本発明において、本体部（キャビネットＧ）の内部は、上部
空間と下部空間とに仕切られる必要はなく、プロジェクタ（照射ユニットＢ）が収容され
る空間と制御基板（主制御基板ＭＳやサブ制御装置ＳＳ等）が収容される空間とを区別す
る必要もない。例えば、プロジェクタカバーＢ１のリフレクタ保持部Ｂ１１（ミラー機構
Ｂ３）の後方空間（図８８参照）に制御基板（主制御基板ＭＳ又はサブ制御装置ＳＳ）を
配置することとしてもよい。これにより、本体部（キャビネットＧ）内のスペースを有効
に活用するとともに、制御基板（主制御基板ＭＳ又はサブ制御装置ＳＳ）から発生した熱
が下部空間にこもってしまう現象を緩和することができる。なお、本発明における開閉扉
は、複数の扉（上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤ）から構成されていてもよいし、１つ
の扉から構成されていてもよい。
【０４５７】
［第６実施形態］
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　以上、第１実施形態～第５実施形態について説明した。以下、第６実施形態について説
明する。第６実施形態に係る遊技機１の基本的な構成は、第１実施形態～第５実施形態に
係る遊技機１と同じである。以下においては、第１実施形態～第５実施形態に係る遊技機
１の構成要素と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明することとする。また、第
１実施形態～第５実施形態における説明が第６実施形態においても当てはまる部分につい
ては、説明を省略することとする。
【０４５８】
＜キャビネットＧ内部の概観＞
　図９５は、キャビネット内部の概略構成を説明するための正面図である。図９６は、図
９５に示すキャビネット内部からリールユニットを取り外した状態を示す分解斜視図であ
る。図９７は、キャビネットの背面壁に照射ユニットが取り付けられた状態を示す斜視図
である。
【０４５９】
　上述した実施形態では、キャビネットＧの内部が中間支持板Ｇ１により上部空間と下部
空間とに仕切られており、上部空間（上ドア機構ＵＤの後側となる空間）に表示ユニット
Ａ（照射ユニットＢ）が収容される一方、下部空間（下ドア機構ＤＤの後側となる空間）
に制御基板（主制御基板ＭＳやサブ制御装置ＳＳ等）が収容されることとして説明した（
図４及び図５参照）。これに対し、第６実施形態では、図９５及び図９６に示すように、
中間支持板Ｇ１は設けられておらず、その代わりに、ミドルボード４０００が設けられて
いる。
【０４６０】
　ミドルボード４０００は、キャビネットＧの内部における上下方向略中央よりもやや下
側に配置されている。ミドルボード４０００の上面には、リールユニットＲＵが載置され
ている。すなわち、上述した実施形態では、中間支持板Ｇ１の下方にリールユニットＲＵ
が配置されている（図４参照）のに対し、本実施形態では、ミドルボード４０００の上方
にリールユニットＲＵが配置されている。
【０４６１】
　なお、上述した実施形態では、キャビネットＧにおける開口を閉塞するドアとして、上
ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤが設けられることとして説明したが、本実施形態では、
１つのドア（前面ドア）によってキャビネットＧにおける開口全体が閉塞されるように構
成されている。図示しないが、前面ドアにおける上下方向略中央には、メイン表示窓ＤＤ
４（図３参照）が設けられている。メイン表示窓ＤＤ４の形成位置とリールユニットＲＵ
（リールＲＬ）の配置位置とは、正面視において略一致しており、上述したように、メイ
ン表示窓ＤＤ４を介して、各リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの動作や各リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ
上に描かれている図柄を視認することが可能となる。
【０４６２】
　図９７に示すように、キャビネットＧの背面壁Ｇ３上部には、照射ユニットＢが取り付
けられている。これにより、照射ユニットＢは、リールユニットＲＵの上方に配置される
。図９５及び図９６では、キャビネットＧの内部から照射ユニットＢを取り外した状態を
示しており、照射ユニットＢの図示を省略している。また、図９７では、照射ユニットＢ
及び背面壁Ｇ３のみを示しており、照射ユニットＢ及び背面壁Ｇ３以外の構成の図示を省
略している。第５実施形態と同様に、背面壁Ｇ３には、操作用窓Ｇ１０が形成されており
、操作用窓Ｇ１０は、閉塞用蓋Ｇ１００（図８９参照）によって閉塞される。照射ユニッ
トＢは、閉塞用蓋Ｇ１００の前方空間に配置されることになる。
【０４６３】
　また、図示しないが、キャビネットＧの右側面壁Ｇ２Ｒにおける内側面には、主制御基
板ＭＳ（図４参照）が取り付けられており、キャビネットＧの左側面壁Ｇ２Ｌにおける内
側面には、サブ制御装置ＳＳ（図１１参照）が取り付けられている。これにより、主制御
基板ＭＳは、照射ユニットＢの右側に位置付けられ、サブ制御装置ＳＳは、照射ユニット
Ｂの左側に位置付けられる。
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【０４６４】
　第１実施形態（図６参照）と同様に、照射ユニットＢは、照射光を出射するプロジェク
タ装置Ｂ２と、プロジェクタ装置Ｂ２から出射された照射光を反射するミラー機構Ｂ３と
、プロジェクタ装置Ｂ２及びミラー機構Ｂ３を収容するプロジェクタカバーＢ１と、を備
えている。プロジェクタカバーＢ１の構成は、第１実施形態と異なっており、リフレクタ
保持部Ｂ１１（図１０参照）は、プロジェクタ装置Ｂ２の前方ではなく、プロジェクタ装
置Ｂ２の上方に形成されている（図１００参照）。
【０４６５】
　第１実施形態と同様に、リフレクタ保持部Ｂ１１の内側面には、ミラー機構Ｂ３が設け
られており、ミラー機構Ｂ３は、プロジェクタ装置Ｂ２から投射された光を反射すること
が可能な光学ミラーＢ３２（図７参照）を備えている。本実施形態では、リフレクタ保持
部Ｂ１１の形状及び形成位置に対応して、ミラー機構Ｂ３（光学ミラーＢ３２）が、前方
よりも後方の方が低くなるような傾斜を有する姿勢で、プロジェクタ装置Ｂ２の上方に配
置される。
【０４６６】
　プロジェクタ装置Ｂ２は、前方よりも後方の方が低くなるような傾斜（光学ミラーＢ３
２よりも急な傾斜）を有する姿勢で、プロジェクタカバーＢ１に対して固定されている。
　これにより、第５実施形態と同様に、プロジェクタ装置Ｂ２から投射されて上向きに進
行した光は、ミラー機構Ｂ３（光学ミラーＢ３２）によって前方に向けて反射される（図
８５参照）。ミラー機構Ｂ３（光学ミラーＢ３２）によって反射されて前方に進行した光
は、スクリーン（図示せず）に対して後方（背面側）から入射し、スクリーンの前面側（
表示面）に画像が表示されることになる。
【０４６７】
　以上で説明したように、プロジェクタ装置Ｂ２から投射された光の進行経路については
、基本的に第５実施形態と同様である。なお、スクリーンは、キャビネット側スクリーン
９０４０（図５２参照）のようにキャビネットＧの内部に設けてもよいし、スクリーンシ
ート１０４６、スクリーンシート１０５６、及び、スクリーンシート１０５７（図６５～
図６８参照）のように、前面ドアに設けてもよい。
【０４６８】
＜照射光の進行方向の調節＞
　図９８は、照射ユニットを側方から見た斜視図である。図９９は、照射ユニットを後方
から見た斜視図である。
【０４６９】
　第１実施形態で説明したように、プロジェクタ装置Ｂ２は、ケースＢ２２によって外装
されつつ、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１を介してプロジェクタカバーＢ１に取
り付けられる（図１２参照）。具体的に、上側台座Ｂ２２０の右側部分及び左側部分には
、それぞれ、角孔２２０１ｃが設けられている（図１３参照）。上側台座Ｂ２２０は、角
孔２２０１ｃに挿入された取付ネジＴ（図１６参照）によって、プロジェクタカバーＢ１
に取り付けられる。第５実施形態と同様に、取付ネジＴは、角孔２２０１ｃの上方から（
ネジ頭部が上部背面側となるように）挿入される。
【０４７０】
　また、下側台座Ｂ２２１には、ケースＢ２２をネジ止めするための複数のネジ孔２２１
４が設けられており（図１２参照）、ケースＢ２２は、下側台座Ｂ２２１に対して下方か
らネジ締結により取り付けられる。ケースＢ２２の構成としては、第５実施形態と同様に
、直方体の箱形形状を有するケースＢ２２（図２２参照）を採用している。ケースＢ２２
には、プロジェクタ装置Ｂ２の内部構成要素であるレンズユニットＢ２１（図１２参照）
、ＬＥＤ基板、ＤＭＤ基板、ヒートシンク、吸気用ファン等が収容されている。
【０４７１】
　ここで、上側台座Ｂ２２０に形成された角孔２２０１ｃは、その縦横内径寸法が取付ネ
ジＴのネジ軸径よりも大きくなっている。これにより、プロジェクタ装置Ｂ２のプロジェ
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クタカバーＢ１に対する取り付け位置を左右方向及び前後方向に調整することができるよ
うになっている。プロジェクタ装置Ｂ２の取り付け位置を調整する方法の詳細については
、図１６を用いて説明した通りであるため、ここでの説明は省略する。
【０４７２】
　また、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１とは、３つの連結孔２２００Ａ及び３つの
連結ネジ部２２１０に対応する３箇所の連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３において連結される（図
１２及び図１４参照）。これにより、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１とは、連結部
Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３のそれぞれにおいて互いの間隔を調整することができるようになってい
る。第５実施形態と同様に、連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３のそれぞれにおいて上側台座Ｂ２２
０と下側台座Ｂ２２１との間隔を適宜変化させることによって、上側台座Ｂ２２０に対す
る下側台座Ｂ２２１の３次元空間内における傾き具合を調整することが可能である。各連
結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３において上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との間隔を調整する
方法の詳細については、図１７を用いて説明した通りであるため、ここでの説明は省略す
る。
【０４７３】
　また、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１とは、３箇所の連結部Ｒ４，Ｒ５
，Ｒ６において連結される。図示しないが、リフレクタ保持部Ｂ１１には、連結孔２２０
０Ａと同様の孔が３つ形成されており、ミラーホルダＢ３１には、連結ネジ部２２１０と
同様の突出構造が３つ形成されている。連結部Ｒ４，Ｒ５，Ｒ６は、これらの３つの孔及
び３つの突出構造に対応しており、連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３と同様の構成を備えている。
【０４７４】
　これにより、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１とは、連結部Ｒ４，Ｒ５，
Ｒ６のそれぞれにおいて互いの間隔を調整することができるようになっている。この点、
上述した実施形態では、リフレクタ保持部Ｂ１１に形成された角度調整穴Ｂ１１１（図９
参照）に挿通されたネジを緩めたり締めたりすることによって、リフレクタ保持部Ｂ１１
の内側面に保持された光学ミラーＢ３２の位置（姿勢）を変化させることとして説明した
。これに対し、本実施形態では、連結部Ｒ４，Ｒ５，Ｒ６のそれぞれにおいてリフレクタ
保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１との間隔を適宜変化させることによって、リフレクタ
保持部Ｂ１１に対するミラーホルダＢ３１（光学ミラーＢ３２）の３次元空間内における
傾き具合を調整することができるようになっている。
【０４７５】
　以上のように、プロジェクタ装置Ｂ２は、キャビネットＧ内における位置や姿勢を変化
させ、照射光の出射位置、進行方向、照射範囲を調整することが可能なように構成されて
いる。また、ミラー機構Ｂ３は、リフレクタ保持部Ｂ１１の内側面に保持された光学ミラ
ーＢ３２の位置（姿勢）を変化させ、プロジェクタ装置Ｂ２から出射された照射光の反射
角度（反射後の照射光の進行方向）を調整することが可能なように構成されている。
【０４７６】
　図９８に示すように、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１は、プロジェクタカバー
Ｂ１における後方に配置されている。プロジェクタカバーＢ１は、上側台座Ｂ２２０及び
下側台座Ｂ２２１の後方が開放された形状となっている。これにより、上側台座Ｂ２２０
と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３が後方に向けて露出した状態となってい
る。また、上側台座Ｂ２２０の角孔２２０１ｃに挿入された取付ネジＴも、後方に向けて
露出した状態となっている。
【０４７７】
　なお、プロジェクタカバーＢ１の背面側には、プロジェクタカバープレートＢ１０００
が取り付けられているが、プロジェクタカバープレートＢ１０００は、中央が開口した形
状を有しており、連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、及び、取付ネジＴは、当該開口に面している
。すなわち、連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、及び、取付ネジＴの後方への露出状態は、プロジ
ェクタカバープレートＢ１０００によって妨げられない構成となっている。
【０４７８】
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　また、図９９に示すように、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１の上方には、プロ
ジェクタカバーＢ１のリフレクタ保持部Ｂ１１が配置されている。プロジェクタカバーＢ
１は、リフレクタ保持部Ｂ１１の上方及び後方が開放された形状となっている。
【０４７９】
＜操作用窓Ｇ１０及び閉塞用蓋Ｇ１００＞
　図１００は、キャビネットの縦断面図である。図１０１は、照射ユニット、閉塞用蓋、
及び、キャビネットの背面壁の分解斜視図である。図１０２は、閉塞用蓋を背面壁から取
り外した状態における遊技機の背面図である。図１０３は、図１０２に示す遊技機におけ
る操作用窓周辺の部分拡大図である。図１０４は、閉塞用蓋及びキャビネットの背面壁の
分解斜視図である。図１０５は、閉塞用蓋及びキャビネットの背面壁の分解斜視図である
。
【０４８０】
　図１００に示すように、照射ユニットＢがキャビネットＧの内部に配置された状態にお
いて、上側台座Ｂ２２０及び下側台座Ｂ２２１は、キャビネットＧの後方に配置され、上
側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３がキャビネットＧ（背面
壁Ｇ３）に取り付けられた閉塞用蓋Ｇ１００に対向するように位置付けられる。図示しな
いが、上側台座Ｂ２２０の角孔２２０１ｃに挿入された取付ネジＴも、閉塞用蓋Ｇ１００
に対向するように位置付けられる。上側台座Ｂ２２０の後方には、他の部材が存在しない
空間が形成されている。
【０４８１】
　また、キャビネットＧの後方上部には、プロジェクタカバーＢ１のリフレクタ保持部Ｂ
１１が配置されている。リフレクタ保持部Ｂ１１の上方及び後方には、他の部材が存在し
ない空間が形成されており、当該空間は、上側台座Ｂ２２０の後方空間と繋がっている。
【０４８２】
　なお、プロジェクタカバーＢ１は、第５実施形態と同様の外観構成を有しており、背面
側に配置されたプロジェクタカバープレートＢ１０００を介して背面壁Ｇ３に取り付けら
れる。具体的には、プロジェクタカバープレートＢ１０００がネジ締結により背面壁Ｇ３
に取り付けられており、プロジェクタカバーＢ１は、ネジ締結によりプロジェクタカバー
プレートＢ１０００に連結されている。これにより、照射ユニットＢ全体が背面壁Ｇ３に
対して固定されている。
【０４８３】
　そして、上述したように、プロジェクタカバープレートＢ１０００は、中央部分に開口
を設けた形状を有している。これにより、照射ユニットＢは、全体的に、上側台座Ｂ２２
０の後方空間、並びに、リフレクタ保持部Ｂ１１の上方及び後方空間が開放された形状と
なっている。なお、図１００では、プロジェクタカバープレートＢ１０００及びキャビネ
ットＧの側面壁Ｇ２の図示を省略するとともに、プロジェクタ装置Ｂ２から投射された光
の照射範囲を斜線で示している。また、図１０１では、照射ユニットＢからプロジェクタ
カバープレートＢ１０００を取り外した状態を示している。
【０４８４】
　図１０１に示すように、キャビネットＧの背面壁Ｇ３には、操作用窓Ｇ１０が形成され
ている。操作用窓Ｇ１０は、キャビネットＧの外部から内部を視認することが可能な開口
として形成されている。操作用窓Ｇ１０は、閉塞用蓋Ｇ１００によって閉塞することがで
きる。
【０４８５】
　図１０２に示すように、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３から取り外した状態において、
後方から正面視すると、操作用窓Ｇ１０を介して、上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１
との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３（特にナット２２１３、図１７参照）、及び、上側台座Ｂ２
２０の角孔２２０１ｃに挿入された取付ネジＴの頭部が、操作用窓Ｇ１０を介して見える
。これにより、キャビネットＧの外部からナット２２１３を操作することが可能であり、
ナット２２１３を適宜回すことにより、プロジェクタ装置Ｂ２の姿勢を調整することがで
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きる。また、キャビネットＧの外部から取付ネジＴを操作することによって、上側台座Ｂ
２２０に形成された角孔２２０１ｃの開口範囲内における取付ネジＴの位置を移動させる
ことが可能であり、プロジェクタ装置Ｂ２の位置を調整することができる。
【０４８６】
　また、図１０３に示すように、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３から取り外した状態にお
いて、背面側下方から操作用窓Ｇ１０付近を見上げると、操作用窓Ｇ１０を介して、リフ
レクタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１との連結部Ｒ４，Ｒ５，Ｒ６（特にナット２２
１３、図１７参照）が、操作用窓Ｇ１０を介して見える。これにより、キャビネットＧの
外部からナット２２１３を操作することが可能であり、ナット２２１３を適宜回すことに
より、ミラー機構Ｂ３の姿勢を調整することができる。
【０４８７】
　以下、操作用窓Ｇ１０及び閉塞用蓋Ｇ１００の構造について説明する。図１０４では、
操作用窓Ｇ１０及び閉塞用蓋Ｇ１００を斜め後方から見た様子を示している。図１０５で
は、操作用窓Ｇ１０及び閉塞用蓋Ｇ１００を斜め前方から見た様子を示している。
【０４８８】
　図１０４に示すように、操作用窓Ｇ１０は、前後方向に貫通する貫通孔として横長の長
方形状に形成された開口Ｇ１０ａと、開口Ｇ１０ａの周縁においてキャビネットＧの背面
壁Ｇ３の外側面（背面側の面）に対して凹んだ位置にロの字状の面を有するように形成さ
れた周縁部Ｇ１０ｂと、周縁部Ｇ１０ｂに形成された４つのネジ孔Ｇ１０ｃと、周縁部Ｇ
１０ｂの外縁と背面壁Ｇ３の外側面とを接続する接続部Ｇ１０ｄと、を備えている。図１
０５に示すように、周縁部Ｇ１０ｂは、前方からは見えないが、ネジ孔Ｇ１０ｃは、背面
壁Ｇ３を貫通しているため、前方からも確認することができ、図１０５では、開口Ｇ１０
ａの側方にネジ孔Ｇ１０ｃが形成されている様子が示されている。
【０４８９】
　以上のように構成された操作用窓Ｇ１０は、換言すれば、背面壁Ｇ３の外側面に対して
凹んだ凹部を形成するとともに、当該凹部の大部分を貫通させることにより開口を形成し
た形状を有している。当該開口が開口Ｇ１０ａに相当し、当該凹部のうち開口の形成され
ていない部分が周縁部Ｇ１０ｂに相当する。なお、周縁部Ｇ１０ｂは、背面壁Ｇ３の外側
面と略平行な平坦面（鉛直方向の面）として形成されており、接続部Ｇ１０ｄは、水平方
向及び鉛直方向の平坦面として形成されている。
【０４９０】
　閉塞用蓋Ｇ１００は、板状の部材として構成されており、横長の長方形状に形成された
背面Ｇ１００ａと、背面Ｇ１００ａの反対側に形成された前面Ｇ１００ｂと、前面Ｇ１０
０ｂに設けられた４つのボス部Ｇ１００ｃと、背面Ｇ１００ａの周縁から前方に向かうよ
うに形成された周縁部Ｇ１００ｄと、を備えている。背面Ｇ１００ａ及び前面Ｇ１００ｂ
は、鉛直方向の平坦面として形成されている。
【０４９１】
　閉塞用蓋Ｇ１００（背面Ｇ１００ａ）の外形状は、操作用窓Ｇ１０の周縁部Ｇ１０ｂの
外形状と略同一（周縁部Ｇ１０ｂよりも僅かに小さな相似形状）であり、操作用窓Ｇ１０
の開口Ｇ１０ａよりも大きくなっている。これにより、閉塞用蓋Ｇ１００を上記凹部に嵌
合する（上記凹部を埋めるように閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３に取り付ける）ことで、
操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａを閉塞することができるようになっている。
【０４９２】
　より詳細に説明すると、閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄが操作用窓Ｇ１０の接続
部Ｇ１０ｄに沿うように閉塞用蓋Ｇ１００が配置された場合、操作用窓Ｇ１０の４つのネ
ジ孔Ｇ１０ｃと閉塞用蓋Ｇ１００の４つのボス部Ｇ１００ｃとが、それぞれ重畳するとと
もに、各ネジ孔Ｇ１０ｃが各ボス部Ｇ１００ｃの前方に位置付けられる。この状態で、前
面側（キャビネットＧの内側）からネジ孔Ｇ１０ｃを挿通させたネジを、ボス部Ｇ１００
ｃに形成された穴にねじ込むことによって、閉塞用蓋Ｇ１００がキャビネットＧ（背面壁
Ｇ３）に取り付けられる。これにより、操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａが閉塞用蓋Ｇ１０
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０によって閉塞される。そして、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３に締結するためのネジは
、キャビネットＧの内側から（ネジ頭部がキャビネットＧの内部に位置付けられるように
）螺合されるため、キャビネットＧの内部に対するセキュリティを確保することができる
。
【０４９３】
　なお、プロジェクタ装置Ｂ２及びミラー機構Ｂ３の位置や姿勢を調整するに当たっては
、前面ドアを開いた状態で、閉塞用蓋Ｇ１００と背面壁Ｇ３とを締結しているネジを前面
側から操作して適宜回すことにより、当該ネジ締結を解除すればよい。これにより、閉塞
用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３から取り外すことが可能であり、閉塞用蓋Ｇ１００によって閉
塞されていた操作用窓Ｇ１０（開口Ｇ１０ａ）を出現させることができる。この状態で、
開口Ｇ１０ａを介して、キャビネットＧの外部（背面側）から、上側台座Ｂ２２０と下側
台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３や上側台座Ｂ２２０の角孔２２０１ｃに挿入さ
れた取付ネジＴ、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１との連結部Ｒ４，Ｒ５，
Ｒ６を操作すれば、プロジェクタ装置Ｂ２及びミラー機構Ｂ３の位置や姿勢を調整するこ
とができる。
【０４９４】
＜閉塞用蓋Ｇ１００の背面壁Ｇ３への係止＞
　図１０６は、閉塞用蓋を後方から見た斜視図である。図１０７は、閉塞用蓋を前方から
見た斜視図である。図１０８は、背面壁を前方から見た部分拡大斜視図である。図１０９
は、閉塞用蓋が背面壁に取り付けられた状態を示す部分拡大斜視図である。図１１０は、
図１０９に示す状態における閉塞用蓋及び背面壁を示す断面図である。
【０４９５】
　図１０６に示すように、閉塞用蓋Ｇ１００は、略左右対称となる構造を有しており、背
面視における左端近傍に形成された第１係合用突出部Ｇ１０１及び第１開口Ｇ１０２と、
第１開口Ｇ１０２の右側に形成された第１凹部Ｇ１０３と、背面視における右端近傍に形
成された第２係合用突出部Ｇ１１１及び第２開口Ｇ１１２と、第２開口Ｇ１１２の左側に
形成された第２凹部Ｇ１１３と、を備えている。
【０４９６】
　第１開口Ｇ１０２及び第２開口Ｇ１１２は、それぞれ、前後方向に貫通する貫通孔とし
て縦長の長方形状に形成されている。第１係合用突出部Ｇ１０１は、第１開口Ｇ１０２の
形成部分において、前方に突出するように形成されている。第２係合用突出部Ｇ１１１は
、第２開口Ｇ１１２の形成部分において、前方に突出するように形成されている。第１凹
部Ｇ１０３及び第２凹部Ｇ１１３は、それぞれ、閉塞用蓋Ｇ１００の背面Ｇ１００ａに対
して凹んだ形状を有しており、矩形状に形成されている。
【０４９７】
　図１０７に示すように、第１係合用突出部Ｇ１０１は、上面視Ｕ字形状となるように形
成されるとともに、上下方向に延在しており、第１係合用突出部Ｇ１０１の上下方向の長
さは、第１開口Ｇ１０２の長辺の長さと略一致している。当該Ｕ字は、２つの直線部と、
該２つの直線部の端部同士を結んだ曲線部とから構成されている。これにより、第１係合
用突出部Ｇ１０１は、当該２つの直線部に対応する面として、閉塞用蓋Ｇ１００の中央に
近い方の内側面Ｇ１０７（正面視における左側の面）及び閉塞用蓋Ｇ１００の中央から遠
い方の外側面Ｇ１０８（正面視における右側の面）を備えている。内側面Ｇ１０７の後端
部は、第１開口Ｇ１０２の長辺Ｇ１０２ａ（第１開口Ｇ１０２の周縁を構成する２つの長
辺のうち閉塞用蓋Ｇ１００中央側の長辺）に沿っており、外側面Ｇ１０８の後端部は、第
１開口Ｇ１０２の中央付近に位置付けられている。
【０４９８】
　外側面Ｇ１０８には、前後方向における中央よりもやや前方に、上側係止片Ｇ１０８ａ
及び下側係止片Ｇ１０８ｂが形成されている（図１１７参照）。上側係止片Ｇ１０８ａ及
び下側係止片Ｇ１０８ｂは、閉塞用蓋Ｇ１００の中央とは反対側（図１０７における右側
）に突設された突起として形成されている。外側面Ｇ１０８の後端部にも、突起Ｇ１０８
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ｃが形成されている。上側係止片Ｇ１０８ａは、背面側に係合面Ｇ１０８ｄを有しており
、下側係止片Ｇ１０８ｂは、背面側に係合面Ｇ１０８ｅを有している（図１０６参照）。
【０４９９】
　同様に、第２係合用突出部Ｇ１１１は、上面視Ｕ字形状となるように形成されるととも
に、上下方向に延在しており、第２係合用突出部Ｇ１１１の上下方向の長さは、第２開口
Ｇ１１２の長辺の長さと略一致している。当該Ｕ字は、２つの直線部と、該２つの直線部
の端部同士を結んだ曲線部とから構成されている。これにより、第２係合用突出部Ｇ１１
１は、当該２つの直線部に対応する面として、閉塞用蓋Ｇ１００の中央に近い方の内側面
Ｇ１１７（正面視における右側の面）及び閉塞用蓋Ｇ１００の中央から遠い方の外側面Ｇ
１１８（正面視における左側の面）を備えている。内側面Ｇ１１７の後端部は、第２開口
Ｇ１１２の長辺Ｇ１１２ａ（第２開口Ｇ１１２の周縁を構成する２つの長辺のうち閉塞用
蓋Ｇ１００中央側の長辺）に沿っており、外側面Ｇ１１８の後端部は、第２開口Ｇ１１２
の中央付近に位置付けられている。
【０５００】
　第２係合用突出部Ｇ１１１の詳細な構造は、図１０７から明らかでないが、第１係合用
突出部Ｇ１０１と左右対称の構造となっている。すなわち、外側面Ｇ１１８には、前後方
向における中央よりもやや前方に、上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ１１８ｂが形
成されている。上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ１１８ｂは、閉塞用蓋Ｇ１００の
中央とは反対側（図１０７における左側）に突設された突起として形成されている。外側
面Ｇ１１８の後端部にも、突起Ｇ１１８ｃが形成されている。上側係止片Ｇ１１８ａは、
背面側に係合面Ｇ１１８ｄを有しており、下側係止片Ｇ１１８ｂは、背面側に係合面Ｇ１
１８ｅを有している。
【０５０１】
　また、図１０７において、第１係合用突出部Ｇ１０１の左側には、第１凸部Ｇ１０９が
形成され、第２係合用突出部Ｇ１１１の右側には、第２凸部Ｇ１１９が形成されている。
第１凸部Ｇ１０９及び第２凸部Ｇ１１９は、それぞれ、第１凹部Ｇ１０３及び第２凹部Ｇ
１１３（図１０６参照）に対応しており、第１凹部Ｇ１０３及び第２凹部Ｇ１１３の凹み
に応じて、前面Ｇ１００ｂに対して前方に突出した形状を有している。
【０５０２】
　また、長方形状の周縁部Ｇ１００ｄの上縁（上側の辺）を構成する上縁部Ｇ１００ｅの
やや下方には、上縁部Ｇ１００ｅと略平行に上側突出部Ｇ１２１が形成されている。周縁
部Ｇ１００ｄの下縁（下側の辺）を構成する下縁部Ｇ１００ｆのやや上方には、下縁部Ｇ
１００ｆと略平行に下側突出部Ｇ１２２が形成されている。
【０５０３】
　ここで、図１０４に示すように、キャビネットＧの背面壁Ｇ３に形成された開口Ｇ１０
ａの形状は、厳密に言えば長方形ではなく、周縁部Ｇ１０ｂは、その一部（背面視におけ
る左辺部分）を切り欠いた形状となっている。図１０８に示すように、当該切欠き部Ｇ１
０ｅにより、右縁部Ｇ１０ｆが形成されている。右縁部Ｇ１０ｆは、開口Ｇ１０ａの周縁
（背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａと周縁部Ｇ１０ｂとを接続する部分）の一部であり、正面視
において、当該周縁の右縁を構成している。背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａは、背面壁Ｇ３の
前面側の面である。分かりやすくするため、図１０８では、右縁部Ｇ１０ｆを斜線で示し
ている。
【０５０４】
　切欠き部Ｇ１０ｅは、閉塞用蓋Ｇ１００の第１係合用突出部Ｇ１０１が係合する部分と
なっている。具体的に、図１０９に示すように、閉塞用蓋Ｇ１００が背面壁Ｇ３に取り付
けられた状態においては、第１係合用突出部Ｇ１０１における上側係止片Ｇ１０８ａの係
合面Ｇ１０８ｄ及び下側係止片Ｇ１０８ｂの係合面Ｇ１０８ｅ（図１０６参照）が背面壁
Ｇ３の内側面Ｇ３ａ（右縁部Ｇ１０ｆに沿う部分）と当接し、第１係合用突出部Ｇ１０１
の外側面Ｇ１０８（係合面Ｇ１０８ｄ及び係合面Ｇ１０８ｅと連続する部分）が背面壁Ｇ
３の右縁部Ｇ１０ｆと当接する（図１１８参照）。
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【０５０５】
　同様に、左縁部Ｇ１０ｇ近傍には、閉塞用蓋Ｇ１００の第２係合用突出部Ｇ１１１が係
合される。左縁部Ｇ１０ｇは、開口Ｇ１０ａの周縁（背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａと周縁部
Ｇ１０ｂとを接続する部分）の一部であり、正面視において、当該周縁の左縁を構成して
いる。具体的には、図示しないが、閉塞用蓋Ｇ１００が背面壁Ｇ３に取り付けられた状態
において、第２係合用突出部Ｇ１１１における上側係止片Ｇ１１８ａの係合面Ｇ１１８ｄ
及び下側係止片Ｇ１１８ｂの係合面Ｇ１１８ｅが背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａ（左縁部Ｇ１
０ｇに沿う部分）と当接し、第２係合用突出部Ｇ１１１の外側面Ｇ１１８（係合面Ｇ１１
８ｄ及び係合面Ｇ１１８ｅと連続する部分）が背面壁Ｇ３の左縁部Ｇ１０ｇと当接する。
【０５０６】
　以上のように、第１係合用突出部Ｇ１０１の上側係止片Ｇ１０８ａ及び下側係止片Ｇ１
０８ｂ、並びに、第２係合用突出部Ｇ１１１の上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ１
１８ｂによって、閉塞用蓋Ｇ１００が背面壁Ｇ３に係止される。
【０５０７】
　図１１０では、背面壁Ｇ３に対して閉塞用蓋Ｇ１００が固定された状態において、閉塞
用蓋Ｇ１００の第１凹部Ｇ１０３を通る面（前後方向の鉛直面）で切断した様子を示して
いる。図１１０に示すように、閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄの前端は、操作用窓
Ｇ１０の周縁部Ｇ１０ｂに当接している。
【０５０８】
　ここで、閉塞用蓋Ｇ１００の前面Ｇ１００ｂから下側突出部Ｇ１２２の前端までの長さ
（前面Ｇ１００ｂを基準とした場合における下側突出部Ｇ１２２の前方への突出長）は、
前面Ｇ１００ｂから周縁部Ｇ１００ｄの前端までの長さ（前面Ｇ１００ｂを基準とした場
合における周縁部Ｇ１００ｄの前方への突出長）よりも長くなっている。これにより、下
側突出部Ｇ１２２の前端は、背面壁Ｇ３の周縁部Ｇ１０ｂと内側面Ｇ３ａとの間に位置付
けられている。
【０５０９】
　また、閉塞用蓋Ｇ１００の前面Ｇ１００ｂから上側突出部Ｇ１２１の前端までの長さ（
前面Ｇ１００ｂを基準とした場合における上側突出部Ｇ１２１の前方への突出長）は、閉
塞用蓋Ｇ１００の前面Ｇ１００ｂから下側突出部Ｇ１２２の前端までの長さ（前面Ｇ１０
０ｂを基準とした場合における下側突出部Ｇ１２２の前方への突出長）よりも長くなって
いる。これにより、上側突出部Ｇ１２１の前端は、背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａよりも前方
に位置付けられている。
【０５１０】
　下側突出部Ｇ１２２の下面と開口Ｇ１０ａの下縁部Ｇ１０ｈとは、近接（略当接）して
おり、上側突出部Ｇ１２１の上面と開口Ｇ１０ａの上縁部Ｇ１０ｉとは、近接（略当接）
している。例えば、下側突出部Ｇ１２２の下面と開口Ｇ１０ａの下縁部Ｇ１０ｈとの間隙
、及び、上側突出部Ｇ１２１の上面と開口Ｇ１０ａの上縁部Ｇ１０ｉとの間隙は、閉塞用
蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄにおける上下方向の厚みよりも小さくなっている。
【０５１１】
　これにより、閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄの前端と操作用窓Ｇ１０の周縁部Ｇ
１０ｂとの間に僅かな隙間が生じたような場合に、閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄ
と背面壁Ｇ３の接続部Ｇ１０ｄとの間隙を通じて針金形状の器具を侵入させようとしたと
しても、上側突出部Ｇ１２１又は下側突出部Ｇ１２２が邪魔になって、当該侵入を阻止す
ることができるようになっている。従って、当該隙間を通じて不正行為が行われてしまう
ことを防止することができる。
【０５１２】
　なお、閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄと背面壁Ｇ３の接続部Ｇ１０ｄとは、基本
的に当接しているが、閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄと背面壁Ｇ３の接続部Ｇ１０
ｄとの間には、僅かな（例えば、閉塞用蓋Ｇ１００の周縁部Ｇ１００ｄにおける上下方向
の厚みよりも小さな）隙間が形成されていてもよい。本明細書において、「当接」とは、
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略当接している場合及び近接している場合を含む概念である。
【０５１３】
＜照射ユニットＢ及び閉塞用蓋Ｇ１００の背面壁Ｇ３への取り付け＞
　照射ユニットＢ及び閉塞用蓋Ｇ１００は、下記（ｉ）～（ｖ）の工程を経て、背面壁Ｇ
３に対して取り付けられる。
【０５１４】
　（ｉ）照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００を背面壁Ｇ３に対して暫定的に取り付ける
（仮止めする）。
　（ｉｉ）照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００に照射ユニットＢを引っ掛ける。
　（ｉｉｉ）照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００を用いた締結により、照射ユニットＢ
を背面壁Ｇ３に対して固定する。
　（ｉｖ）第１係合用突出部Ｇ１０１及び第２係合用突出部Ｇ１１１を用いた係止により
、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３に対して暫定的に取り付ける（仮止めする）。
　（ｖ）蓋取付用ネジ５１００を用いた締結により、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３に対
して固定する。
【０５１５】
　以下、図１１１～図１１５を用いて、上記（ｉ）～（ｖ）の工程について説明する。
【０５１６】
　図１１１は、照射ユニット引っ掛け用ネジの斜視図である。図１１２は、照射ユニット
引っ掛け用ネジが背面壁に仮止めされた状態を示す部分拡大斜視図である。図１１３は、
プロジェクタカバープレートの正面図である。図１１４は、プロジェクタカバープレート
をやや上方から見た部分拡大斜視図である。図１１５は、プロジェクタカバー及びプロジ
ェクタカバープレートを後方から見た分解斜視図である。
【０５１７】
　図１０８に示すように、背面壁Ｇ３には、照射ユニット引っ掛け用ネジ孔５０１０が２
つ形成されるとともに、照射ユニット締結用ネジ孔５０２０が２つ形成されている。２つ
の照射ユニット引っ掛け用ネジ孔５０１０は、それぞれ、開口Ｇ１０ａにおける上側の２
つのコーナー部近傍であって、上側の２つのネジ孔Ｇ１０ｃの上方に設けられている。２
つの照射ユニット締結用ネジ孔５０２０は、それぞれ、開口Ｇ１０ａにおける下側の２つ
のコーナー部近傍であって、下側の２つのネジ孔Ｇ１０ｃの下方に設けられている。
【０５１８】
　照射ユニット引っ掛け用ネジ孔５０１０には、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００が
ねじ込まれる。図１１１に示すように、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００は、ネジ部
５００１と頭部５００２とを備えている。ネジ部５００１は、所定方向に延在する円筒形
状を有している。頭部５００２は、ネジ部５００１の延在方向（軸方向）に対して正面か
ら見たとき、ネジ部５００１の周囲に膨出した形状を有している。頭部５００２は、頭部
本体５００３及び座金部５００４を備え、頭部本体５００３及び座金部５００４は、とも
に、ネジ部５００１よりも大きな径を有しており、座金部５００４の径は、頭部本体５０
０３の径よりも大きくなっている。
【０５１９】
　図１１２では、上記（ｉ）の工程を行った時点における背面壁Ｇ３及び照射ユニット引
っ掛け用ネジ５０００を示している。この状態では、照射ユニットＢ及び閉塞用蓋Ｇ１０
０が背面壁Ｇ３に取り付けられた状態（遊技機１の組み立てが完了した状態）と比較して
、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００が緩く取り付けられており、背面壁Ｇ３に対する
照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００のねじ込み量（螺合の程度）が小さくなっている。
図１１２に示すように、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００のネジ部５００１の一部及
び頭部５００２全体が背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａよりも前方に突出している。
【０５２０】
　上記（ｉｉ）の工程では、このようにして突出した照射ユニット引っ掛け用ネジ５００
０に対して照射ユニットＢの背面側が引っ掛けられる。上述したように、プロジェクタカ
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バーＢ１の背面側には、プロジェクタカバープレートＢ１０００が取り付けられている（
図９８参照）。
【０５２１】
　図１１３に示すように、プロジェクタカバープレートＢ１０００は、正面視矩形状の板
状部材に矩形状の開口Ｂ１００１を設けた形状を有している。プロジェクタカバープレー
トＢ１０００には、開口Ｂ１００１の右側部分及び左側部分に、それぞれ２つの蓋締結用
ネジ孔Ｂ１００２が形成されている。
【０５２２】
　また、プロジェクタカバープレートＢ１０００には、照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ
１０１０が２つ形成されるとともに、キャビネット締結用ネジ孔Ｂ１０２０が２つ形成さ
れている。２つの照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０は、それぞれ、開口Ｂ１００
１における上側の２つのコーナー部近傍であって、上側の２つの蓋締結用ネジ孔Ｂ１００
２の上方に設けられている。２つのキャビネット締結用ネジ孔Ｂ１０２０は、それぞれ、
開口Ｂ１００１における下側の２つのコーナー部近傍であって、下側の２つの蓋締結用ネ
ジ孔Ｂ１００２の下方に設けられている。
【０５２３】
　図１１４に示すように、照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０は、前後方向に貫通
する貫通孔として形成されている。照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０は、上側に
位置する上側部Ｂ１０１０ａと、上側部Ｂ１０１０ａと連続して形成された下側部Ｂ１０
１０ｂと、から構成されており、全体として瓢箪形形状を有している。分かりやすくする
ため、図１１４では、上側部Ｂ１０１０ａと下側部Ｂ１０１０ｂとの境界（窪み部分を結
ぶ直線）を仮想線で示している。下側部Ｂ１０１０ｂの径は、上側部Ｂ１０１０ａの径よ
りも大きくなっている。
【０５２４】
　照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０の周辺には、プロジェクタカバープレートＢ
１０００の主面Ｂ１００５に対して凹んだ位置に周縁壁部Ｂ１０１１が形成されている。
換言すれば、照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０の近傍は、主面Ｂ１００５に対し
て凹んだ楕円形状の凹部を形成するとともに、当該凹部の大部分を貫通させることにより
開口を形成した形状を有している。当該開口が照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０
に相当し、当該凹部のうち開口の形成されていない部分が周縁壁部Ｂ１０１１に相当する
。分かりやすくするため、図１１４では、周縁壁部Ｂ１０１１を斜線で示している。
【０５２５】
　また、蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２の周辺には、プロジェクタカバープレートＢ１０００
の主面Ｂ１００５に対して凹んだ位置に周縁壁部Ｂ１００３が形成されている。換言すれ
ば、蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２の近傍は、主面Ｂ１００５に対して凹んだ楕円形状の凹部
を形成するとともに、当該凹部の一部を貫通させることにより開口を形成した形状を有し
ている。当該開口が蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２に相当し、当該凹部のうち開口の形成され
ていない部分が周縁壁部Ｂ１００３に相当する。分かりやすくするため、図１１４では、
周縁壁部Ｂ１００３を網掛けで示している。
【０５２６】
　上記（ｉｉ）の工程においては、プロジェクタカバープレートＢ１０００の照射ユニッ
ト引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０と、背面壁Ｇ３から突出している照射ユニット引っ掛け用
ネジ５０００（図１１２参照）とが重畳するように、照射ユニットＢを背面壁Ｇ３に対し
て接近させる。照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０の上側部Ｂ１０１０ａの径は、
照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００の頭部５００２（座金部５００４）の径よりも小さ
いが、照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０の下側部Ｂ１０１０ｂの径は、頭部５０
０２（座金部５００４）の径よりも大きくなっている。
【０５２７】
　具体的に、上側部Ｂ１０１０ａにおいて、左右方向及び上下方向の長さ（それぞれ最も
長い部分の長さ）は、座金部５００４の径よりも小さいのに対し、下側部Ｂ１０１０ｂに
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おいて、左右方向及び上下方向の長さ（それぞれ最も長い部分の長さ）は、座金部５００
４の径よりも大きくなっている。これにより、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００の頭
部５００２を上側部Ｂ１０１０ａに挿入することはできないが、下側部Ｂ１０１０ｂには
挿入することができる。
【０５２８】
　照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００の頭部５００２を下側部Ｂ１０１０ｂに挿入した
状態で、照射ユニットＢを若干下方に移動させると、照射ユニット引っ掛け用ネジ５００
０のネジ部５００１と照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０（上側部Ｂ１０１０ａ）
の上縁部Ｂ１０１０ｃと当接する。上縁部Ｂ１０１０ｃは、上側部Ｂ１０１０ａの周縁（
照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０の背面側周縁部Ｂ１０１２と周縁壁部Ｂ１０１
１とを接続する部分）の一部であり、上側部Ｂ１０１０ａの上端に相当する。分かりやす
くするため、図１１５では、背面側周縁部Ｂ１０１２を斜線で示している。このようにし
て、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００にプロジェクタカバープレートＢ１０００を引
っ掛けることができる。
【０５２９】
　なお、図１１３に示すように、プロジェクタカバープレートＢ１０００には、ユニット
締結用上側ネジ孔Ｂ１０３０が２つ形成されるとともに、ユニット締結用下側ネジ孔Ｂ１
０３１が２つ形成されている。図１１５に示すように、プロジェクタカバーＢ１には、プ
レート締結用上側ボス部Ｂ１０４０が２つ形成されるとともに、プレート締結用下側ボス
部Ｂ１０４１が２つ形成されている。
【０５３０】
　プレート締結用上側ボス部Ｂ１０４０の形成位置は、ユニット締結用上側ネジ孔Ｂ１０
３０の形成位置に対応しており、ユニット締結用上側ネジ孔Ｂ１０３０を挿通させたネジ
が、プレート締結用上側ボス部Ｂ１０４０に形成された穴にねじ込まれる。また、プレー
ト締結用下側ボス部Ｂ１０４１の形成位置は、ユニット締結用下側ネジ孔Ｂ１０３１の形
成位置に対応しており、ユニット締結用下側ネジ孔Ｂ１０３１を挿通させたネジが、プレ
ート締結用下側ボス部Ｂ１０４１に形成された穴にねじ込まれる。これにより、プロジェ
クタカバーＢ１に対して、プロジェクタカバープレートＢ１０００がネジ締結により固定
される。
【０５３１】
　プロジェクタカバーＢ１において、プレート締結用上側ボス部Ｂ１０４０の形成部分と
プレート締結用下側ボス部Ｂ１０４１の形成部分とは、傾斜部Ｂ１０４２により連結され
ている。傾斜部Ｂ１０４２は、後方よりも前方の方が高くなるような傾斜を有する姿勢と
なるように形成されている。傾斜部Ｂ１０４２の背面側には、上側台座Ｂ２２０の取付箇
所となる台座取付部Ｂ１０４３が形成されている。これにより、プロジェクタ装置Ｂ２も
、後方よりも前方の方が高くなるような傾斜を有する姿勢で配置されることになる。
【０５３２】
　なお、傾斜部Ｂ１０４２が傾斜していることに起因して、プレート締結用上側ボス部Ｂ
１０４０は、プレート締結用下側ボス部Ｂ１０４１よりも前方に位置付けられている。一
方、プロジェクタカバープレートＢ１０００には、主面Ｂ１００５に対して突出した構造
を有するネジ孔用突出部Ｂ１０３５が形成されている。ユニット締結用上側ネジ孔Ｂ１０
３０は、ネジ孔用突出部Ｂ１０３５の先端に形成されている。これにより、ユニット締結
用上側ネジ孔Ｂ１０３０は、ユニット締結用下側ネジ孔Ｂ１０３１よりも前方に位置付け
られている。
【０５３３】
　このようにして、プレート締結用上側ボス部Ｂ１０４０及びプレート締結用下側ボス部
Ｂ１０４１の形成位置（前後方向における位置が互いに異なるボス部）に、ユニット締結
用上側ネジ孔Ｂ１０３０及びユニット締結用下側ネジ孔Ｂ１０３１の形成位置を対応させ
ることが可能となっている。なお、プロジェクタカバープレートＢ１０００は、鉛直方向
に（背面壁Ｇ３及び閉塞用蓋Ｇ１００と略平行となるように）配置されている。
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【０５３４】
　以上で説明したように、上記（ｉｉ）の工程では、照射ユニット引っ掛け用ネジ５００
０にプロジェクタカバープレートＢ１０００が引っ掛けられる。その後、上記（ｉｉｉ）
の工程では、プロジェクタカバープレートＢ１０００（照射ユニットＢ）を背面壁Ｇ３に
対してネジ締結により固定する。具体的に、上述したように、上記（ｉｉ）の工程を行っ
た時点においては、背面壁Ｇ３に対する照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００のねじ込み
量（螺合の程度）が小さくなっているところ、当該螺合の程度を増大させることにより、
強固にネジ止めを行う。
【０５３５】
　また、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００にプロジェクタカバープレートＢ１０００
が引っ掛けられた状態においては、背面壁Ｇ３の照射ユニット締結用ネジ孔５０２０（図
１０８参照）とプロジェクタカバープレートＢ１０００のキャビネット締結用ネジ孔Ｂ１
０２０（図１１３参照）とが重畳する。この状態で、キャビネット締結用ネジ孔Ｂ１０２
０を挿通させたネジ（照射ユニット締結用ネジ）を照射ユニット締結用ネジ孔５０２０に
ねじ込むことによって、背面壁Ｇ３とプロジェクタカバープレートＢ１０００との固定状
態を補強することができる。
【０５３６】
　なお、キャビネット締結用ネジ孔Ｂ１０２０の径は、照射ユニット締結用ネジの頭部（
図示せず）の径よりも小さくなっている。そのため、照射ユニット締結用ネジのキャビネ
ット締結用ネジ孔Ｂ１０２０への挿入は、プロジェクタカバープレートＢ１０００の背面
側から行うことはできず、プロジェクタカバープレートＢ１０００の前面側からのみ行う
ことができる。照射ユニット締結用ネジは、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００と同様
の構成を有している。
【０５３７】
　以上のようにして、上記（ｉ）～（ｉｉｉ）の工程により、照射ユニットＢを背面壁Ｇ
３に取り付けると、続いて、上記（ｉｖ）の工程では、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ３に
係止させる。
【０５３８】
　具体的には、第１凹部Ｇ１０３及び第２凹部Ｇ１１３（図１０６参照）の側面をそれぞ
れ左右の親指で掴むとともに、第１係合用突出部Ｇ１０１の外側面Ｇ１０８及び第２係合
用突出部Ｇ１１１の外側面Ｇ１１８（図１０７参照）をそれぞれ左右の人差し指又は中指
で掴むようにして、閉塞用蓋Ｇ１００を把持する。そして、閉塞用蓋Ｇ１００を背面壁Ｇ
３に背面側から接近させて、外側面Ｇ１０８及び外側面Ｇ１１８の前方部分（上側係止片
Ｇ１０８ａ及び下側係止片Ｇ１０８ｂ、並びに、上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ
１１８ｂよりも前方）がそれぞれ背面壁Ｇ３の右縁部Ｇ１０ｆ及び左縁部Ｇ１０ｇ（図１
０８参照）に沿うように、閉塞用蓋Ｇ１００を配置する。
【０５３９】
　その状態で、閉塞用蓋Ｇ１００を前方に押し込むことにより、図１０９に示すように閉
塞用蓋Ｇ１００が背面壁Ｇ３に係止された状態となる。なお、その際、必要に応じて、外
側面Ｇ１０８に形成された突起Ｇ１０８ｃ及び外側面Ｇ１１８に形成された突起Ｇ１１８
ｃに指を当てながら、閉塞用蓋Ｇ１００の中央方向に力を加えるとよい。これにより、外
側面Ｇ１０８及び外側面Ｇ１１８が閉塞用蓋Ｇ１００の中央寄りに若干変形し、当該係止
をスムーズに行うことができる。
【０５４０】
　閉塞用蓋Ｇ１００が背面壁Ｇ３に係止された状態においては、閉塞用蓋Ｇ１００のボス
部Ｇ１００ｃ（図１０７参照）と背面壁Ｇ３のネジ孔Ｇ１０ｃ（図１０８参照）とプロジ
ェクタカバープレートＢ１０００の蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２（図１１３参照）とが重畳
する。上記（ｖ）の工程では、この状態で、蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２及びネジ孔Ｇ１０
ｃを挿通させたネジ（図１２０に示す蓋取付用ネジ５１００）をボス部Ｇ１００ｃにねじ
込む。これにより、閉塞用蓋Ｇ１００及び照射ユニットＢを一体として、背面壁Ｇ３に対
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して固定することができる。なお、蓋取付用ネジ５１００は、照射ユニット引っ掛け用ネ
ジ５０００と異なり、座金部を備えない（頭部が頭部本体のみからなる）構成となってい
る。
【０５４１】
＜背面壁Ｇ３周辺の配置関係＞
　図１１６は、第１空洞周辺の部分拡大斜視図である。図１１７は、第１係合用突出部周
辺の部分拡大斜視図である。図１１８は、第１係合用突出部が第１空洞に収納されている
状態を示す断面図である。図１１９は、第１係合用突出部が第１空洞に収納されている状
態を示す断面図である。図１２０は、閉塞用蓋及び照射ユニットが背面壁に取り付けられ
た状態における照射ユニット引っ掛け用ネジ及び蓋取付用ネジ周辺の断面図である。図１
２１は、閉塞用蓋、背面壁、及び、プロジェクタカバープレートを示す断面図である。図
１２２は、背面壁の開口周辺及びプロジェクタカバープレートを分解して示す正面図であ
る。図１２３は、図９７に示す状態におけるキャビネット内部の部分拡大正面図である。
【０５４２】
　図１１５に示すように、プロジェクタカバープレートＢ１０００の背面側には、第１空
洞Ｂ１０５０及び第２空洞Ｂ１０６０が形成されている。第１空洞Ｂ１０５０及び第２空
洞Ｂ１０６０は、それぞれ、直方体状の形状を有しており、周囲の面（背面側周縁部Ｂ１
０１２等を含む鉛直面）に対して凹んだ凹部として形成されている。すなわち、当該凹部
は、直方体における１つの面（背面側の面）を開放させた形状を有しており、第１空洞Ｂ
１０５０及び第２空洞Ｂ１０６０は、直方体における残りの５つの面によって囲まれた部
分となっている。
【０５４３】
　図１１６に示すように、第１空洞Ｂ１０５０において、当該５つの面（壁部）は、前壁
部Ｂ１０５０ａ、上壁部Ｂ１０５０ｂ、下壁部Ｂ１０５０ｃ、及び、左右の側壁部Ｂ１０
５０ｄ，Ｂ１０５０ｅから構成されている。分かりやすくするため、図１１６では、これ
らの壁部Ｂ１０５０ａ～ｅの後端縁Ｂ１０５０ｆを斜線で示している。
【０５４４】
　図１１７に示すように、閉塞用蓋Ｇ１００において第１係合用突出部Ｇ１０１の側方（
正面視における左側）には、前面Ｇ１００ｂに対して前方に突出する側方突出部Ｇ１３０
が形成されている。側方突出部Ｇ１３０は、板状の形状を有しており、前面Ｇ１００ｂを
基準とした場合における側方突出部Ｇ１３０の前方への突出長は、第１係合用突出部Ｇ１
０１の突出長よりも短くなっている。側方突出部Ｇ１３０は、第１係合用突出部Ｇ１０１
の内側面Ｇ１０７と対向する側面Ｇ１３０ａと、側面Ｇ１３０ａと連続して前面Ｇ１００
ｂと略平行に形成された当接面Ｇ１３０ｂと、を有している。分かりやすくするため、図
１１７では、当接面Ｇ１３０ｂを斜線で示している。
【０５４５】
　また、第１係合用突出部Ｇ１０１の下方には、前面Ｇ１００ｂに対して前方に突出する
下方突出部Ｇ１３１が形成されている。下方突出部Ｇ１３１は、左側部分における突出長
が右側部分における突出長よりも長くなるように構成されている。分かりやすくするため
、図１１７では、下方突出部Ｇ１３１の上面Ｇ１３１ａを斜線で示し、左側部分における
前端面Ｇ１３１ｂを黒で示している。第１係合用突出部Ｇ１０１の上方には、前面Ｇ１０
０ｂに対して前方に突出する上方突出部Ｇ１３２が形成されている。下方突出部Ｇ１３１
と同様に、上方突出部Ｇ１３２は、左側部分における突出長が右側部分における突出長よ
りも長くなるように構成されている。
【０５４６】
　図１１８では、背面壁Ｇ３に対して閉塞用蓋Ｇ１００及びプロジェクタカバープレート
Ｂ１０００（照射ユニットＢ）が取り付けられた状態において、第１係合用突出部Ｇ１０
１の上側係止片Ｇ１０８ａを通る水平面で切断した様子を示している。図１１９では、背
面壁Ｇ３に対して閉塞用蓋Ｇ１００及びプロジェクタカバープレートＢ１０００（照射ユ
ニットＢ）が取り付けられた状態において、第１係合用突出部Ｇ１０１の上側係止片Ｇ１
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０８ａ及び下側係止片Ｇ１０８ｂを通る鉛直面（前後方向の面）で切断した様子を示して
いる。
【０５４７】
　なお、分かりやすくするため、図１１８では、第１係合用突出部Ｇ１０１及び側方突出
部Ｇ１３０の切断面を斜線で示し、第１空洞Ｂ１０５０を構成する前壁部Ｂ１０５０ａ及
び左右の側壁部Ｂ１０５０ｄ，Ｂ１０５０ｅの切断面を網掛けで示し、背面壁Ｇ３の切断
面を黒で示している。図１１９では、第１係合用突出部Ｇ１０１の上端を斜線で示し、第
１空洞Ｂ１０５０を構成する前壁部Ｂ１０５０ａ、上壁部Ｂ１０５０ｂ、及び、下壁部Ｂ
１０５０ｃの切断面を網掛けで示し、背面壁Ｇ３の右縁下側部Ｇ１０ｊを黒で示している
。右縁下側部Ｇ１０ｊは、開口Ｇ１０ａの周縁（背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａと周縁部Ｇ１
０ｂとを接続する部分）の一部であり、右縁部Ｇ１０ｆ（図１０８参照）の下端から連続
する水平面として形成されている。
【０５４８】
　図１１８及び図１１９に示すように、第１係合用突出部Ｇ１０１は、プロジェクタカバ
ープレートＢ１０００の第１空洞Ｂ１０５０に収納され、前壁部Ｂ１０５０ａ、上壁部Ｂ
１０５０ｂ、下壁部Ｂ１０５０ｃ、及び、左右の側壁部Ｂ１０５０ｄ，Ｂ１０５０ｅによ
って囲まれている。
【０５４９】
　具体的に、図１１８に示すように、第１係合用突出部Ｇ１０１の前側は、前壁部Ｂ１０
５０ａによって覆われている。また、側壁部Ｂ１０５０ｄの後端縁Ｂ１０５０ｆ（図１１
６参照）は、閉塞用蓋Ｇ１００（側方突出部Ｇ１３０）の当接面１３０ｂ（図１１７参照
）と当接（略当接）し、側壁部Ｂ１０５０ｄと側方突出部Ｇ１３０とが連続するように配
置されている。これにより、第１係合用突出部Ｇ１０１の左側は、側壁部Ｂ１０５０ｄ及
び側方突出部Ｇ１３０によって覆われている。また、側壁部Ｂ１０５０ｅの後端縁Ｂ１０
５０ｆ（図１１６参照）は、背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａと当接（略当接）している。これ
により、第１係合用突出部Ｇ１０１の右側は、側壁部Ｂ１０５０ｅ及び背面壁Ｇ３によっ
て覆われている。
【０５５０】
　また、図１１９に示すように、下壁部Ｂ１０５０ｃの後端縁Ｂ１０５０ｆ（図１１６参
照）は、左側部分において閉塞用蓋Ｇ１００（下方突出部Ｇ１３１）の前端面Ｇ１３１ｂ
（図１１７参照）と当接（略当接）し、右側部分において背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａと当
接（略当接）している。下壁部Ｂ１０５０ｃの上面及び右縁下側部Ｇ１０ｊは、連続する
ように配置されており、略同一平面上に位置している。これにより、第１係合用突出部Ｇ
１０１の下側は、下壁部Ｂ１０５０ｃ、下方突出部Ｇ１３１、及び、背面壁Ｇ３によって
覆われている。同様に、図示しないが、第１係合用突出部Ｇ１０１の上側は、上壁部Ｂ１
０５０ｂ、上方突出部Ｇ１３２、及び、背面壁Ｇ３によって覆われている。
【０５５１】
　以上で説明したように、第１係合用突出部Ｇ１０１の前方、側方、上方、及び、下方は
、全て壁部によって取り囲まれている。同様に、第２係合用突出部Ｇ１１１の前方、側方
、上方、及び、下方は、全て壁部によって取り囲まれている。これにより、第１開口Ｇ１
０２や第２開口Ｇ１１２（図１０６参照）等の隙間を通じて針金形状の器具を侵入させよ
うとしたとしても、これらの壁部が邪魔になって、当該侵入を阻止することができるよう
になっている。従って、当該隙間を通じてゴト行為が行われてしまうことを防止すること
ができる。
【０５５２】
　図１２０では、背面壁Ｇ３に対して閉塞用蓋Ｇ１００及びプロジェクタカバープレート
Ｂ１０００（照射ユニットＢ）が取り付けられた状態において、照射ユニット引っ掛け用
ネジ５０００及び蓋取付用ネジ５１００の左右方向における中心を通る鉛直面（前後方向
の面）で切断した様子を示している。なお、分かりやすくするため、図１２０では、照射
ユニット引っ掛け用ネジ５０００及び蓋取付用ネジ５１００、並びに、背面壁Ｇ３の切断
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面を斜線で示し、プロジェクタカバープレートＢ１０００の切断面を網掛けで示し、閉塞
用蓋Ｇ１００の切断面を黒で示している。
【０５５３】
　図１２０に示すように、プロジェクタカバープレートＢ１０００の周縁壁部Ｂ１０１１
の前方には、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００の座金部５００４が存在する。すなわ
ち、周縁壁部Ｂ１０１１は、座金部５００４の背面側の面と当接している。そのため、仮
に、プロジェクタカバープレートＢ１０００（照射ユニットＢ）が前方に移動しようとし
ても、周縁壁部Ｂ１０１１が座金部５００４によって係止され、照射ユニットＢの移動が
規制される。これにより、背面壁Ｇ３に対して照射ユニットＢを強固に取り付けることが
できる。
【０５５４】
　なお、遊技機１を組み立てる過程においても、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００に
照射ユニットＢを引っ掛けるに当たり（上記（ｉｉ）の工程参照）、座金部５００４の背
面側に周縁壁部Ｂ１０１１が配置されることになる。これにより、上記と同様に、プロジ
ェクタカバープレートＢ１０００（照射ユニットＢ）が前方に移動しようとしても、周縁
壁部Ｂ１０１１が座金部５００４によって係止され、当該引っ掛け状態を安定化させるこ
とができる。その結果、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００による締結をスムーズに行
うことができる。
【０５５５】
　なお、図１２０では、照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００のネジ部５００１及び座金
部５００４の各上端とプロジェクタカバープレートＢ１０００との間に隙間が存在する状
態を示しているが、実際には、ネジ部５００１の上端及び座金部５００４の上端の一方又
は双方がプロジェクタカバープレートＢ１０００と当接していてもよい。すなわち、プロ
ジェクタカバープレートＢ１０００（照射ユニットＢ）が照射ユニット引っ掛け用ネジ５
０００に引っ掛けられた状態となっていてもよい。図面においては、便宜上、ネジ部を実
際よりも細い状態で示している場合がある。
【０５５６】
　また、プロジェクタカバープレートＢ１０００の周縁壁部Ｂ１００３の前方には、蓋取
付用ネジ５１００の頭部が存在する。すなわち、周縁壁部Ｂ１００３は、当該頭部の背面
側の面と当接している。そのため、仮に、プロジェクタカバープレートＢ１０００（照射
ユニットＢ）が前方に移動しようとしても、周縁壁部Ｂ１００３がネジ頭部によって係止
され、照射ユニットＢの移動が規制される。これにより、背面壁Ｇ３に対する照射ユニッ
トＢの取付強度を高めることができる。
【０５５７】
　図１２１では、背面壁Ｇ３に対して閉塞用蓋Ｇ１００及びプロジェクタカバープレート
Ｂ１０００（照射ユニットＢ）が取り付けられた状態において、閉塞用蓋Ｇ１００の第１
凹部Ｇ１０３を通る面（前後方向の鉛直面）で切断した様子を示している。図１１０では
、プロジェクタカバープレートＢ１０００（照射ユニットＢ）が取り付けられる前の状態
を示したが、図１２１では、プロジェクタカバープレートＢ１０００（照射ユニットＢ）
が取り付けられた後の状態を示している。分かりやすくするため、図１２１では、背面壁
Ｇ３の内側面Ｇ３ａを斜線で示している。
【０５５８】
　図１１０を用いて説明したように、閉塞用蓋Ｇ１００における上側突出部Ｇ１２１の前
端は、背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａよりも前方に位置付けられている。図１２１に示すよう
に、プロジェクタカバープレートＢ１０００における開口Ｂ１００１（図１１３参照）の
上側部分は、背面側が背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａと略当接している。そして、上側突出部
Ｇ１２１のうち内側面Ｇ３ａよりも前方に突出した部分の上面は、プロジェクタカバープ
レートＢ１０００の開口Ｂ１００１の上縁部Ｂ１００１ａと略当接している。これにより
、針金形状の器具を一層侵入させ難い構造となっており、ゴト行為を効果的に防止するこ
とができる。
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【０５５９】
　なお、図１１５に示すように、プロジェクタカバープレートＢ１０００の背面側におい
て、開口Ｂ１００１の下側部分には、基板設置部Ｂ１０７０が設けられている。基板設置
部Ｂ１０７０には、プロジェクタ制御基板Ｂ２３（図１２参照）が固定されている。図１
２１に示すように、プロジェクタカバープレートＢ１０００における開口Ｂ１００１の下
側部分は、背面側が背面壁Ｇ３の内側面Ｇ３ａと略当接している。従って、プロジェクタ
制御基板Ｂ２３は、プロジェクタカバープレートＢ１０００の背面側と背面壁Ｇ３の内側
面Ｇ３ａとの間に形成された空間に配置されることになる。
【０５６０】
　図１０４を用いて説明したように、背面壁Ｇ３における周縁部Ｇ１０ｂは、その一部（
背面視における左辺部分）を切り欠いた形状となっている。これにより、開口Ｇ１０ａは
、左右非対称な形状となっている。この点、仮に、開口Ｇ１０ａが左右対称な形状となる
ように、図１２２に示す斜線部分を開口Ｇ１０ａとして形成したとする。この場合、右側
の２つのネジ孔Ｇ１０ｃを、より右側に形成する必要がある。そうすると、結果的に、照
射ユニットＢをより右側に配置することになる。本実施形態によれば、図１２２に示す斜
線部分を開口Ｇ１０ａとしないことにより、照射ユニットＢの右側スペースを有効に活用
することができる。
【０５６１】
　図１２３に示すように、正面視において、照射ユニットＢ（プロジェクタカバープレー
トＢ１０００）の右端と背面壁Ｇ３の右端（キャビネットＧの右側面壁Ｇ２Ｒにおける内
側面）との間隔（Ｒ１）は、照射ユニットＢ（プロジェクタカバープレートＢ１０００）
の左端と背面壁Ｇ３の左端（キャビネットＧの左側面壁Ｇ２Ｌにおける内側面）との間隔
（Ｒ２）よりも大きくなっている。
【０５６２】
　ここで、上述したように、キャビネットＧの右側面壁Ｇ２Ｒにおける内側面には、主制
御基板ＭＳ（図４参照）が取り付けられている。主制御基板ＭＳの設置箇所近傍には、か
しめの開封及び封印を行うためのスペースが存在することが必要であるところ、本実施形
態によれば、当該スペースを確保することができる。
【０５６３】
　なお、背面壁Ｇ３の開口Ｇ１０ａが左右非対称であることに対応して、開口Ｇ１０ａの
右縁部Ｇ１０ｆと右側の２つのネジ孔Ｇ１０ｃとの距離（左右方向における距離）は、開
口Ｇ１０ａの左縁部Ｇ１０ｇと左側の２つのネジ孔Ｇ１０ｃとの距離（左右方向における
距離）よりも短くなっている。そして、このことに対応して、背面壁Ｇ３に閉塞用蓋Ｇ１
００が取り付けられた状態において、第１係合用突出部Ｇ１０１と右側の２つのネジ孔Ｇ
１０ｃとの距離（左右方向における距離）は、第２係合用突出部Ｇ１１１と左側の２つの
ネジ孔Ｇ１０ｃとの距離（左右方向における距離）よりも短くなっている。
【０５６４】
　ここで、図１２２に示すように、プロジェクタカバープレートＢ１０００において、第
１空洞Ｂ１０５０（図１１５参照）を構成する前壁部Ｂ１０５０ａの左縁は、開口Ｂ１０
０１の右縁部Ｂ１００１ｂよりも左側に位置しているが、前壁部Ｂ１０５０ａの左縁と開
口Ｂ１００１の右縁部Ｂ１００１ｂとの間隔は僅かなものとなっている（左右方向におけ
る位置が概ね一致している）。これに対し、第２空洞Ｂ１０６０（図１１５参照）を構成
する前壁部Ｂ１０６０ａの右縁は、開口Ｂ１００１の左縁部Ｂ１００１ｃよりもかなり右
側に位置しており、第２空洞Ｂ１０６０の右側半分程度は、開口Ｂ１００１の内部に突出
するように形成されている。分かりやすくするため、図１２２では、前壁部Ｂ１０５０ａ
及び前壁部Ｂ１０６０ａを斜線で示している。
【０５６５】
　すなわち、第１空洞Ｂ１０５０及び第２空洞Ｂ１０６０は、開口Ｂ１００１に対する相
対的な位置関係が互いに異なっており、前壁部Ｂ１０６０ａの右縁と開口Ｂ１００１の左
縁部Ｂ１００１ｃとの間隔は、前壁部Ｂ１０５０ａの左縁と開口Ｂ１００１の右縁部Ｂ１
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００１ｂとの間隔よりも大きくなっている。そして、このことに対応して、第１空洞Ｂ１
０５０（前壁部Ｂ１０５０ａ）と右側の２つの蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２との距離（左右
方向における距離）は、第２空洞Ｂ１０６０（前壁部Ｂ１０６０ａ）と左側の２つの蓋締
結用ネジ孔Ｂ１００２との距離（左右方向における距離）よりも短くなっている。
【０５６６】
　これにより、プロジェクタカバープレートＢ１０００の第１空洞Ｂ１０５０及び第２空
洞Ｂ１０６０の形成位置を、閉塞用蓋Ｇ１００の第１係合用突出部Ｇ１０１及び第２係合
用突出部Ｇ１１１の形成位置と対応させるとともに、プロジェクタカバープレートＢ１０
００の蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２の形成位置を、背面壁Ｇ３のネジ孔Ｇ１０ｃの形成位置
と対応させることができるようになっている。
【０５６７】
＜プロジェクタカバーＢ１及びダクトカバーＢ２１００による空間の形成＞
　図１２４は、カバー部の斜視図である。図１２５は、プロジェクタカバー及びダクトカ
バーを左側から見た分解斜視図である。図１２６は、プロジェクタカバー及びダクトカバ
ーを右側から見た分解斜視図である。図１２７は、ダクトカバーを後方から見た状態にお
ける断面図である。図１２８は、カバー部の断面図である。図１２９は、カバー部の断面
図である。図１３０は、カバー部を右側から見た斜視図である。
【０５６８】
　図１２４に示すように、プロジェクタカバーＢ１の左側部分には、ダクトカバーＢ２１
００が取り付けられている。ダクトカバーＢ２１００は、ブラインドＢ５００（図３０参
照）に代わって採用されている構成である。プロジェクタカバーＢ１とダクトカバーＢ２
１００とによって構成される構造体（カバー部Ｂ２０００）の内部には、空間Ｐ（図３２
参照）が形成されており、当該空間Ｐを空気が通過することができるようになっている。
以下、本実施形態における空間Ｐについて説明する。
【０５６９】
　図１２５に示すように、プロジェクタカバーＢ１は、プロジェクタカバーＢ１の左端を
構成する左側壁部Ｂ２２０１を有している。図１２６に示すように、左側壁部Ｂ２２０１
の内側面（右側の面）である左内壁面Ｂ２２０１ａは、概ね、辺Ｐ、辺Ｑ、辺Ｒ、辺Ｓ、
辺Ｔ、辺Ｕ、辺Ｖ、及び、辺Ｗに囲まれた図形形状に形成されている。
【０５７０】
　また、プロジェクタカバーＢ１は、左側壁部Ｂ２２０１と略平行に形成された右側壁部
Ｂ２２０２を有している。右側壁部Ｂ２２０２の形状は、左側壁部Ｂ２２０１の形状から
図１２５の斜線部分に示す台形形状を切り抜いたような形状となっている。これにより、
右側壁部Ｂ２２０２における左内壁面Ｂ２２０１ａと対向する面（左側の面）は、右上内
壁面Ｂ２２０２ａ及び右下内壁面Ｂ２２０２ｂに分断されて形成されている。
【０５７１】
　また、プロジェクタカバーＢ１は、左内壁面Ｂ２２０１ａの下端（辺Ｓ）と右下内壁面
Ｂ２２０２ｂの下端とを接続する下側壁面Ｂ２２０３と、下側壁面２２０３の後端から上
方に向けて（辺Ｔに沿って）連続して形成された後側壁面Ｂ２２０４と、後側壁面Ｂ２２
０４の上端から斜め前方且つ上方に向けて（辺Ｕに沿って）連続して形成された傾斜壁面
Ｂ２２０５と、傾斜壁面Ｂ２２０５の前端から上方に向けて（辺Ｖに沿って）連続して形
成された前側壁面Ｂ２２０６と、前側壁面Ｂ２２０６の上端から前方に向けて（辺Ｗに沿
って）連続して形成された上側壁面Ｂ２２０７と、を有している。
【０５７２】
　後側壁面Ｂ２２０４の上側部分及び傾斜壁面Ｂ２２０５の右端は、右上内壁面Ｂ２２０
２ａと連続している。前側壁面Ｂ２２０６は、右上内壁面Ｂ２２０２ａよりも右側にまで
延在している。右上内壁面Ｂ２２０２ａよりも右側には、上側壁面Ｂ２２０７と略平行な
開口用壁面Ｂ２２０８が形成されている。開口用壁面Ｂ２２０８の後端は、前側壁面Ｂ２
２０６の下端と一致しており、開口用壁面Ｂ２２０８の左端は、右上内壁面Ｂ２２０２ａ
の上端と一致している。前側壁面Ｂ２２０６の右端及び開口用壁面Ｂ２２０８の右端は、
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開口用壁面Ｂ２２０９によって接続されている。
【０５７３】
　ダクトカバーＢ２１００は、正面視における外形形状が、プロジェクタカバーＢ１にお
ける上記各壁面（左内壁面Ｂ２２０１ａ、右上内壁面Ｂ２２０２ａ、右下内壁面Ｂ２２０
２ｂ、下側壁面Ｂ２２０３、側壁面Ｂ２２０４、傾斜壁面Ｂ２２０５、及び、前側壁面Ｂ
２２０６）によって構成される外形形状と概ね一致している。これにより、ダクトカバー
Ｂ２１００は、全体的に、プロジェクタカバーＢ１の前面側に嵌合可能な形状となってい
る。
【０５７４】
　具体的に、図１２５に示すように、ダクトカバーＢ２１００は、ダクトカバーＢ２１０
０の左端を構成する左側壁部Ｂ２１０１を有している。左側壁部Ｂ２１０１の形状は、プ
ロジェクタカバーＢ１の左側壁部Ｂ２２０１の形状に対応しており、左側壁部Ｂ２１０１
の後端縁が左側壁部Ｂ２２０１の前端縁（辺Ｐ、辺Ｑ、及び、辺Ｒ）に嵌合可能なように
なっている。左側壁部Ｂ２１０１の外縁は、辺Ｐと略平行な辺Ｘ、辺Ｑと略平行な辺Ｙ、
及び、辺Ｒと略平行な辺Ｚを含んで構成されている。
【０５７５】
　また、ダクトカバーＢ２１００は、左側壁部Ｂ２１０１と略平行に形成された右上壁部
Ｂ２１０２及び右下壁部Ｂ２１０３を有している。右上壁部Ｂ２１０２及び右下壁部Ｂ２
１０３は、それぞれ、プロジェクタカバーＢ１に対してダクトカバーＢ２１００が取り付
けられた状態において、プロジェクタカバーＢ１の右側壁部Ｂ２２０２と連続する部分で
ある。右上壁部Ｂ２１０２の外縁は、辺Ｘと略平行な辺ｘ、辺Ｙと略平行な辺ｙ、及び、
辺Ｚと略平行な辺ｚを含んで構成されている。分かりやすくするため、図１２６では、右
上壁部Ｂ２１０２及び右下壁部Ｂ２１０３を斜線で示している。
【０５７６】
　また、ダクトカバーＢ２１００は、左側壁部Ｂ２１０１の下側部分における前端（辺Ｚ
）から右側に向けて連続して形成された前方下側壁部Ｂ２１０４と、左側壁部Ｂ２１０１
の上側部分における前端（辺Ｘ）から右側に向けて連続して形成された前方上側壁部Ｂ２
２０５と、を有している。前方下側壁部Ｂ２１０４及び前方上側壁部Ｂ２１０５は、それ
ぞれ、長方形形状に形成されている。前方下側壁部Ｂ２１０４の右下部分には、右下壁部
Ｂ２１０３が連続して形成されている。前方下側壁部Ｂ２１０４の右上部分には、右上壁
部Ｂ２１０２の下側部分（辺ｚを含む部分）が連続して形成されている。
【０５７７】
　前方上側壁部Ｂ２１０５における左右方向の長さは、前方下側壁部Ｂ２１０４における
左右方向の長さよりも短くなっている。前方上側壁部Ｂ２１０５の右端から右側に向けて
連続して形成された傾斜壁部Ｂ２１０６の右端は、右上壁部Ｂ２１０２の外縁を構成する
辺ｘと一致している。前方下側壁部Ｂ２１０４の上端、並びに、前方上側壁部Ｂ２１０５
及び傾斜壁部Ｂ２１０６の各下端は、傾斜壁部Ｂ２１０７によって接続されている。傾斜
壁部Ｂ２１０７の右端は、右上壁部Ｂ２１０２の外縁を構成する辺ｙと一致している。
【０５７８】
　また、ダクトカバーＢ２１００は、前方上側壁部Ｂ２１０５及び傾斜壁部Ｂ２１０６の
上側に、開口部Ｂ２１０８を有している。開口部Ｂ２１０８は、直方体における対向する
２つの面（前面側の面及び背面側の面）を開放させた形状を有している。当該直方体の下
壁を構成する下壁面Ｂ２１０８ａは、図１２７の斜線部分に示す形状を切り抜いたような
形状となっている。また、当該直方体の側壁を構成する左壁面Ｂ２１０８ｂは、左側壁部
Ｂ２１０１の内側面（左内壁面Ｂ２１０１ａ）と連続している（左内壁面Ｂ２１０１ａの
一部となっている）。なお、図１２７では、開口部Ｂ２１０８を水平面で切断した様子を
示している。
【０５７９】
　ダクトカバーＢ２１００における開口部Ｂ２１０８の右側及び左側には、それぞれ、ネ
ジ孔Ｂ２１１０が形成されている。また、前方下側壁部Ｂ２１０４の下側部分には、ネジ
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孔Ｂ２１１１が形成されている。一方、プロジェクタカバーＢ１における前側壁面Ｂ２２
０６の右側及び左側には、それぞれ、ボス部Ｂ２２１０が形成されている。また、下側壁
面Ｂ２２０３には、その一部が隆起するようにボス部Ｂ２２１１が形成されている。
【０５８０】
　ダクトカバーＢ２１００におけるネジ孔Ｂ２１１０及びネジ孔Ｂ２１１１の形成位置は
、それぞれ、プロジェクタカバーＢ１におけるボス部Ｂ２２１０及びボス部Ｂ２２１１の
形成位置と対応している。ネジ孔Ｂ２１１０及びネジ孔Ｂ２１１１を挿通させたネジを、
ボス部Ｂ２２１０及びボス部Ｂ２２１１に形成された穴にねじ込むことによって、ダクト
カバーＢ２１００がプロジェクタカバーＢ１に取り付けられる。
【０５８１】
　ダクトカバーＢ２１００がプロジェクタカバーＢ１に取り付けられた状態においては、
ダクトカバーＢ２１００における左側壁部Ｂ２１０１の後端縁が、プロジェクタカバーＢ
１における左側壁部Ｂ２２０１の前端縁に嵌合する。これにより、プロジェクタカバーＢ
１における左側壁部Ｂ２２０１の内側面（左内壁面Ｂ２２０１ａ）とダクトカバーＢ２１
００における左側壁部Ｂ２１０１の内側面（左内壁面Ｂ２１０１ａ）とが略連続する。
【０５８２】
　図１２８では、図１２４に示すカバー部２０００を、プロジェクタカバーＢ１の左側壁
部Ｂ２２０１及びダクトカバーＢ２１００の左側壁部Ｂ２１０１よりも僅かに右側におい
て前後方向の鉛直面で切断した様子を示している。図１２９では、図１２４に示すカバー
部２０００を、ネジ孔Ｂ２１１０を通る水平面で切断した様子を示している。
【０５８３】
　図１２８に示すように、プロジェクタカバーＢ１における右上内壁面Ｂ２２０２ａとダ
クトカバーＢ２１００における右上壁部Ｂ２１０２の内側面（右上壁面Ｂ２１０２ａ）と
が略連続し、プロジェクタカバーＢ１における右下内壁面Ｂ２２０２ｂとダクトカバーＢ
２１００における右下壁部Ｂ２１０３の内側面（右下壁面Ｂ２１０３ａ）とが略連続する
。
【０５８４】
　また、ダクトカバーＢ２１００には、前方下側壁部Ｂ２１０４の下端から後方に向けて
連続する下側壁部Ｂ２１０９が形成されており、プロジェクタカバーＢ１における下側壁
面Ｂ２２０３とダクトカバーＢ２１００における下側壁部Ｂ２１０９の内側面（下側壁面
Ｂ２１０９ａ）とが略連続する。また、プロジェクタカバーＢ１における上側壁面２２０
７とダクトカバーＢ２１００における開口部Ｂ２１０８の上壁（上壁面Ｂ２１０８ｃ）と
が略連続する。
【０５８５】
　分かりやすくするため、図１２８では、プロジェクタカバーＢ１の下側壁面Ｂ２２０３
、並びに、ダクトカバーＢ２１００の右上壁面Ｂ２１０２ａ及び右下壁面Ｂ２１０３ａを
斜線で示し、ダクトカバーＢ２１００の前方下側壁部Ｂ２１０４を網掛けで示し、プロジ
ェクタカバーＢ１の右上内壁面Ｂ２２０２ａ及び右下内壁面Ｂ２２０２ｂ、並びに、ダク
トカバーＢ２１００の下側壁面Ｂ２１０９ａを黒で示している。実際には、下側壁面Ｂ２
１０９ａの上部にボス部Ｂ２２１１が配置されることになるが、便宜上、ボス部Ｂ２２１
１の存在を無視して、下側壁面Ｂ２１０９ａを示している。
【０５８６】
　また、図１２９に示すように、プロジェクタカバーＢ１における開口用壁面Ｂ２２０８
とダクトカバーＢ２１００における開口部Ｂ２１０８の下壁（下壁面Ｂ２１０８ａ）とが
略連続し、プロジェクタカバーＢ１における開口用壁面Ｂ２２０９とダクトカバーＢ２１
００における開口部Ｂ２１０８の右壁（右壁面Ｂ２１０８ｄ）とが略連続する。分かりや
すくするため、図１２９では、プロジェクタカバーＢ１の前側壁面Ｂ２２０６、並びに、
ダクトカバーＢ２１００の下壁面Ｂ２１０８ａ及び右壁面Ｂ２１０８ｄを斜線で示し、プ
ロジェクタカバーＢ１の開口用壁面Ｂ２２０８を網掛けで示し、プロジェクタカバーＢ１
の開口用壁面Ｂ２２０９を黒で示している。
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【０５８７】
　以上より、プロジェクタカバーＢ１及びダクトカバーＢ２１００（カバー部Ｂ２０００
）によって、空間Ｐ（図１２８参照）が形成される。空間Ｐは、プロジェクタカバーＢ１
の左内壁面Ｂ２１０１ａ、右上内壁面Ｂ２２０２ａ、右下内壁面Ｂ２２０２ｂ、下側壁面
Ｂ２２０３、後側壁面Ｂ２２０４、傾斜壁面Ｂ２２０５、前側壁面Ｂ２２０６、上側壁面
Ｂ２２０７、開口用壁面Ｂ２２０８、及び、開口用壁面Ｂ２２０９、並びに、ダクトカバ
ーＢ２１００の左内壁面Ｂ２１０１ａ、右上壁面Ｂ２１０２ａ、右下壁面Ｂ２１０３ａ、
前方下側壁部Ｂ２１０４の内側面（前方下側壁面Ｂ２１０４ａ）、前方上側壁部Ｂ２２０
５の内側面（前方上側壁面Ｂ２２０５ａ）、傾斜壁部Ｂ２１０６の内側面（傾斜壁面Ｂ２
１０６ａ）、傾斜壁部Ｂ２１０７の内側面（傾斜壁面Ｂ２１０７ａ）、開口部Ｂ２１０８
を構成する各壁面Ｂ２１０８ａ～ｄ、及び、下側壁面Ｂ２１０９ａによって囲まれている
。
【０５８８】
　そして、空間Ｐは、その前方の一部が開口Ｂ２１０８ｅを介してカバー部Ｂ２０００の
外部空間と繋がっている。開口Ｂ２１０８ｅは、開口部Ｂ２１０８を構成する各壁面Ｂ２
１０８ａ～ｄの前端縁によって囲まれた部分である。分かりやすくするため、図１３０で
は、各壁面Ｂ２１０８ａ～ｄの前端縁を黒で示している。
【０５８９】
　また、空間Ｐは、その右側部分の一部が開口Ｂ２０１０を介してカバー部Ｂ２０００の
外部空間と繋がっている。開口Ｂ２０１０は、図１３０に示す辺ａ～ｆにより構成される
図形に近似する形状となっている。辺ａは、プロジェクタカバーＢ１における右上内壁面
Ｂ２２０２ａの下端縁（図１２５の斜線部分に示す台形を構成する４つの辺のうち上側の
辺）に対応している。辺ｂは、プロジェクタカバーＢ１における後側壁面Ｂ２２０４の右
端縁（図１２５の斜線部分に示す台形を構成する４つの辺のうち後側の辺）に対応してい
る。辺ｃは、プロジェクタカバーＢ１における右下内壁面Ｂ２２０２ｂの上端縁（図１２
５の斜線部分に示す台形を構成する４つの辺のうち下側の辺）に対応している。辺ｄは、
ダクトカバーＢ２１００における右下壁面Ｂ２１０３ａの上端縁に対応している。辺ｅは
、ダクトカバーＢ２１００における前方下側壁面Ｂ２１０４ａの右端縁に対応している。
辺ｆは、ダクトカバーＢ２１００における右上壁面Ｂ２１０２ａの下端縁に対応している
。
【０５９０】
　そして、カバー部Ｂ２０００の外部空間において、開口Ｂ２０１０の近傍には、ケース
Ｂ２２の吸気口Ｂ２２Ａ（図２２参照）が配置されている。これにより、キャビネットＧ
又は前面ドアの上面壁等に形成された開口（図示せず）を介して、遊技機１の外部からキ
ャビネットＧの内部に空気が取り入れられる。この空気は、ダクトカバーＢ２１００の開
口Ｂ２１０８ｅを介して、カバー部Ｂ２０００の内部に取り入れられる。カバー部Ｂ２０
００の内部に入った空気は、空間Ｐを後方且つ下方に移動した後、開口Ｂ２０１０を通過
して、吸気口Ｂ２２Ａを介してケースＢ２２の内部に入る。ケースＢ２２の内部に入った
空気は、ケースＢ２２内で発生した熱を奪いながら右方向に進み、排気口Ｂ２２Ｅを介し
てケースＢ２２を出る。ケースＢ２２を出た空気は、キャビネットＧ又は前面ドアの上面
壁等に形成された開口を介して、遊技機１の外部に放出される。
【０５９１】
　このようにして、プロジェクタ装置Ｂ２において発生した熱を遊技機１の外部に排出す
ることができる。なお、第２実施形態では、ケースＢ２２の右側に吸気口Ｂ２２Ａが設け
られている一方、ケースＢ２２の左側に排気口Ｂ２２Ｅが設けられていることとして説明
した（図２２及び図２３参照）。これに対し、本実施形態では、ケースＢ２２の左側に吸
気口Ｂ２２Ａが設けられている一方、ケースＢ２２の右側に排気口Ｂ２２Ｅが設けられて
いる（図１３８参照）。
【０５９２】
　なお、上記のような空気の流れを形成しやすくするために、吸気用ファン又は排気用フ
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ァンを適宜配設することとしてもよい。例えば、ダクトカバーＢ２１００の開口部Ｂ２１
０８に、開口近傍用ファンＢ７００（図３３参照）と同様のファンを設置することとして
もよい。また、ダクトカバーＢ６００（図３５参照）と同様の部材を空間Ｐに配置するこ
とにより、空間Ｐを空気通過空間（空間Ｐ１）と液体貯留空間（空間Ｐ２）とに分けても
よい。
【０５９３】
＜ダクトアダプタＢ２５００＞
　図１３１は、カバー部とケースとがダクトアダプタを介して連結されている状態を示す
斜視図である。図１３２は、ダクトアダプタを左前方から見た斜視図である。図１３３は
、ダクトアダプタを右後方から見た斜視図である。図１３４は、ダクトアダプタの左側部
における断面の左側面図である。図１３５は、ダクトアダプタの右側部における断面の右
側面図である。図１３６は、ダクトアダプタの正面図である。図１３７は、ダクトアダプ
タを連結部の中央付近で切断した状態の左側面図である。
【０５９４】
　図１３１に示すように、カバー部Ｂ２０００とケースＢ２２との間には、ダクトアダプ
タＢ２５００が配置される。分かりやすくするため、図１３１では、ダクトアダプタＢ２
５００を斜線で示している。
【０５９５】
　図１３２及び図１３３に示すように、ダクトアダプタＢ２５００は、左側部Ｂ２５１０
と右側部Ｂ２５２０と連結部Ｂ２５３０とを備え、左側部Ｂ２５１０と右側部Ｂ２５２０
とが連結部Ｂ２５３０によって接続された構造を有している。
【０５９６】
　左側部Ｂ２５１０は、平板状の左本体部Ｂ２５１１と、本体部Ｂ２５１１の上部を斜め
右方に折り曲げることで形成された左上側部Ｂ２５１２と、を有している。左本体部Ｂ２
５１１には、左右方向に貫通する左側開口Ｂ２５１３が形成されている。右側部Ｂ２５２
０は、平板状の右本体部Ｂ２５２１を有しており、右本体部Ｂ２５２１には、左右方向に
貫通する右側開口Ｂ２５２２が形成されている。
【０５９７】
　また、左側部Ｂ２５１０は、平坦な左側面Ｂ２５１０ａ及び右側面Ｂ２５１０ｂを有し
ている。図１３２では、左側部Ｂ２５１０の前端縁Ｂ２５１０ｃを斜線で示している。図
１３３では、左側部Ｂ２５１０の後端縁Ｂ２５１０ｄを斜線で示し、右端縁Ｂ２５１２ａ
を黒で示している。
【０５９８】
　図１３４では、左側開口Ｂ２５１３を網掛けで示している。左側開口Ｂ２５１３は、長
方形におけるコーナー部がやや丸みを帯びた形状を有している。図１３５では、右側開口
Ｂ２５２２を網掛けで示している。右側開口Ｂ２５２２は、長方形におけるコーナー部が
やや丸みを帯びた形状を有している。右側開口Ｂ２５２２の形状は、左側開口Ｂ２５１３
の形状と概ね相似しているが、右側開口Ｂ２５２２は、左側開口Ｂ２５１３よりもやや小
さくなっている。
【０５９９】
　左側部Ｂ２５１０の下端縁は、下方に若干突出した構造を有している。これにより、左
本体部Ｂ２５１１には、下方突出部Ｂ２５１１ａが形成されている。分かりやすくするた
め、図１３４では、下方突出部Ｂ２５１１ａを斜線で示している。
【０６００】
　連結部Ｂ２５３０の内部には、空洞Ｂ２５３１（図１３９参照）が形成されており、空
洞Ｂ２５３１は、左側開口Ｂ２５１３及び右側開口Ｂ２５２２と連通している。連結部Ｂ
２５３０は、空洞Ｂ２５３１の上端を規定する連結上側部Ｂ２５３２と、空洞Ｂ２５３１
の下端を規定する連結下側部Ｂ２５３３と、空洞Ｂ２５３１の前端を規定する連結前側部
Ｂ２５３４と、空洞Ｂ２５３１の後端を規定する連結後側部Ｂ２５３５と、を有している
。連結上側部Ｂ２５３２、連結下側部Ｂ２５３３、連結前側部Ｂ２５３４、及び、連結後
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側部Ｂ２５３５によって、左側及び右側が開放した円筒形状が構成されている。
【０６０１】
　図１３６に示すように、連結部Ｂ２５３０の上部及び下部は、窪んだ形状を有している
。具体的に、連結前側部Ｂ２５３４の上部における左右方向の中央付近（点Ａ）は、連結
前側部Ｂ２５３４と左側部Ｂ２５１０との接点Ｂ及び連結前側部Ｂ２５３４と右側部Ｂ２
５２０との接点Ｃよりも下方に位置付けられている。また、連結前側部Ｂ２５３４の下部
における左右方向の中央付近（点Ｄ）は、連結前側部Ｂ２５３４と左側部Ｂ２５１０との
接点Ｅ及び連結前側部Ｂ２５３４と右側部Ｂ２５２０との接点Ｆよりも上方に位置付けら
れている。
【０６０２】
　すなわち、連結上側部Ｂ２５３２は、左側部Ｂ２５１０との接続部分から中央付近にか
けて下方に向かうような傾斜を有するとともに、右側部Ｂ２５２０との接続部分から中央
付近にかけて下方に向かうような傾斜を有している。また、連結下側部Ｂ２５３３は、左
側部Ｂ２５１０との接続部分から中央付近にかけて上方に向かうような傾斜を有するとと
もに、右側部Ｂ２５２０との接続部分から中央付近にかけて上方に向かうような傾斜を有
している。
【０６０３】
　同様に、連結前側部Ｂ２５３４は、左側部Ｂ２５１０との接続部分から中央付近にかけ
て後方に向かうような傾斜を有するとともに、右側部Ｂ２５２０との接続部分から中央付
近にかけて後方に向かうような傾斜を有している。また、連結後側部Ｂ２５３５は、左側
部Ｂ２５１０との接続部分から中央付近にかけて前方に向かうような傾斜を有するととも
に、右側部Ｂ２５２０との接続部分から中央付近にかけて前方に向かうような傾斜を有し
ている。
【０６０４】
　これにより、連結上側部Ｂ２５３２、連結下側部Ｂ２５３３、連結前側部Ｂ２５３４、
及び、連結後側部Ｂ２５３５は、それぞれ、中央付近を境に、左側部Ｂ２５１０寄りの傾
斜面と右側部Ｂ２５２０寄りの傾斜面とが１８０°未満（例えば、１２０°～１７５°、
又は、１５０°～１７０°程度）の角度をなすように形成されている。
【０６０５】
　その結果、図１３７に示すように、ダクトアダプタＢ２５００を連結部Ｂ２５３０にお
ける左右方向の中央付近で切断したとき、その断面に対応する開口（断面開口Ｂ２５３６
）は、左側開口Ｂ２５１３よりも小さくなっている。具体的に、断面開口Ｂ２５３６は、
長方形の形状を有しており、上下方向の辺（長辺）及び前後方向の辺（短辺）がともに、
左側開口Ｂ２５１３よりも短くなっている。なお、分かりやすくするため、図１３７では
、断面開口Ｂ２５３６を斜線で示し、連結上側部Ｂ２５３２、連結下側部Ｂ２５３３、連
結前側部Ｂ２５３４、及び、連結後側部Ｂ２５３５の内側面を黒で示している。
【０６０６】
　また、連結部Ｂ２５３０（連結上側部Ｂ２５３２、連結下側部Ｂ２５３３、連結前側部
Ｂ２５３４、及び、連結後側部Ｂ２５３５）の厚みは、左側部Ｂ２５１０（左本体部Ｂ２
５１１及び左上側部Ｂ２５１２）並びに右側部Ｂ２５２０（右本体部Ｂ２５２１）の厚み
よりも小さくなっている。具体的に、左側部Ｂ２５１０及び右側部Ｂ２５２０の厚みが３
～５ｍｍ程度（例えば、４ｍｍ）であるのに対し、連結部Ｂ２５３０の厚みは、０．５～
１．２ｍｍ程度（例えば、０．７～１．０ｍｍ）となっている。左側部Ｂ２５１０及び右
側部Ｂ２５２０、並びに、連結部Ｂ２５３０は、全体的に一様な厚みで形成されている。
【０６０７】
　以上のように構成されたダクトアダプタＢ２５００は、弾性を有する部材（ゴム）によ
り構成されている。これにより、ダクトアダプタＢ２５００は、右側又は左側から力が加
わった場合に、柔軟に変形可能である（伸縮性を有する）とともに、元の形状に戻ろうと
する反発力を有している。ダクトアダプタＢ２５００の材料としては、ウレタンゴム（ポ
リウレタン）やシリコンゴム等の合成ゴムを適宜採用することができる。なお、ダクトア
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ダプタＢ２５００に対して連結される部材（プロジェクタカバーＢ１、ダクトカバーＢ２
１００、及び、ケースＢ２２）は、ゴムとは異なる材料（例えば、ＡＢＳ樹脂等の熱可塑
性樹脂）により構成されており、ダクトアダプタＢ２５００のような柔軟な変形は不可能
となっている。
【０６０８】
＜ダクトアダプタＢ２５００のケースＢ２２への係止＞
　図１３８は、ケースの斜視図である。図１３９は、ダクトアダプタにおける右側部周辺
の部分拡大斜視図である。図１４０は、ダクトアダプタにおける第１右側突出部及び第２
右側突出部周辺の部分拡大斜視図である。図１４１は、図１４０に示す右側突出部の部分
拡大正面図である。
【０６０９】
　図１３８に示すように、ケースＢ２２の左側面Ｂ２２Ｘには、吸気口Ｂ２２Ａが形成さ
れている。吸気口Ｂ２２Ａは、多数のスリットＢ２０２２から構成されている。各スリッ
トＢ２０２２は、ケースＢ２２の左側面Ｂ２２Ｘを左右方向に貫通する貫通孔として、長
方形形状に形成されている。なお、図１３８では、ケースＢ２２の内部を透視した状態で
示している。
【０６１０】
　図１３９に示すように、ダクトアダプタＢ２５００の右側部Ｂ２５２０には、３つの右
側突出部Ｂ２５２３（第１右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及び
、第３右側突出部Ｂ２５２３ｃ）が形成されている。これらの右側突出部Ｂ２５２３は、
右側開口Ｂ２５２２の周囲に形成された右側主面Ｂ２５２４から右側に向けて突出する突
起として形成されている。
【０６１１】
　第１右側突出部Ｂ２５２３ａ及び第２右側突出部Ｂ２５２３ｂは、それぞれ、右側開口
Ｂ２５２２の上縁のやや上方に、前後方向に延在するように形成されている。第３右側突
出部Ｂ２５２３ｃは、右側開口Ｂ２５２２の下縁のやや下方に、前後方向に延在するよう
に形成されている。なお、図１３９では、便宜上、右側開口Ｂ２５２２の長辺に沿う方向
を上下方向とし、右側開口Ｂ２５２２の短辺に沿う方向を前後方向として示している。
【０６１２】
　第１右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及び、第３右側突出部Ｂ
２５２３ｃは、それぞれ、頂点部分が丸みを帯びた直方体形状を有している。また、第１
右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及び、第３右側突出部Ｂ２５２
３ｃの突出方向は、それぞれ、右側主面Ｂ２５２４に対して略垂直な方向となっている。
【０６１３】
　ダクトアダプタＢ２５００がケースＢ２２に連結された状態（遊技機１の組み立てが完
了した状態）においては、ダクトアダプタＢ２５００の右側主面Ｂ２５２４とケースＢ２
２の左側面Ｂ２２Ｘとが略当接する。第１右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出部Ｂ２
５２３ｂ、及び、第３右側突出部Ｂ２５２３ｃの延在方向は、ケースＢ２２に形成された
長方形状のスリットＢ２０２２の長辺方向と略平行となる。第１右側突出部Ｂ２５２３ａ
、第２右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及び、第３右側突出部Ｂ２５２３ｃの大きさ及び形状は
、スリットＢ２０２２の大きさ及び形状と略同じである（スリットＢ２０２２に圧入する
ことができる程度の大きさ及び形状となっている）。
【０６１４】
　これにより、第１右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及び、第３
右側突出部Ｂ２５２３ｃは、それぞれ、スリットＢ２０２２を介して、ケースＢ２２の内
部に挿入されることになる。図１３８では、第１右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出
部Ｂ２５２３ｂ、及び、第３右側突出部Ｂ２５２３ｃが挿入されるスリットＢ２０２２を
、それぞれ、スリットＢ２０２２ａ、スリットＢ２０２２ｂ、及び、スリットＢ２０２２
ｃとして示している。
【０６１５】
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　図１４０及び図１４１に示すように、右側突出部Ｂ２５２３は、右側主面Ｂ２５２４か
ら右側に向けて突出する突出上面Ｂ２５２３ｄ及び突出下面Ｂ２５２３ｅを有している。
突出上面Ｂ２５２３ｄ及び突出下面Ｂ２５２３ｅは、それぞれ、右側主面Ｂ２５２４に対
して垂直な方向に形成されており、右側突出部Ｂ２５２３の上面及び下面を構成している
。なお、第１右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及び、第３右側突
出部Ｂ２５２３ｃは、それぞれ、略同一の構造を有しているため、ここでは、これらを区
別せず、右側突出部Ｂ２５２３として説明する。
【０６１６】
　突出上面Ｂ２５２３ｄには、右側突出部Ｂ２５２３の突出方向における中央付近に上側
隆起部Ｂ２５２３ｆが形成されている。上側隆起部Ｂ２５２３ｆは、平坦な突出上面Ｂ２
５２３ｄに対して隆起した形状を有している。同様に、突出下面Ｂ２５２３ｅには、右側
突出部Ｂ２５２３の突出方向における中央付近に下側隆起部Ｂ２５２３ｇが形成されてい
る。下側隆起部Ｂ２５２３ｇは、平坦な突出下面Ｂ２５２３ｅに対して隆起した形状を有
している。分かりやすくするため、図１４１では、上側隆起部Ｂ２５２３ｆ及び下側隆起
部Ｂ２５２３ｇを斜線で示している。
【０６１７】
　突出上面Ｂ２５２３ｄと突出下面Ｂ２５２３ｅとの距離は、ケースＢ２２に形成された
スリットＢ２０２２の短辺と略同じ長さとなっている。従って、ダクトアダプタＢ２５０
０がケースＢ２２に連結された状態（右側突出部Ｂ２５２３がスリットＢ２０２２に挿入
された状態）において、右側突出部Ｂ２５２３をスリットＢ２０２２から取り外す方向に
力が加わった場合、上側隆起部Ｂ２５２３ｆ及び下側隆起部Ｂ２５２３ｇがスリットＢ２
０２２の周縁部によって係止される。その結果、ダクトアダプタＢ２５００とケースＢ２
２との連結状態が維持され、ダクトアダプタＢ２５００がケースＢ２２から外れ難くなっ
ている。
【０６１８】
　なお、図１３９に示すように、第３右側突出部Ｂ２５２３ｃが右側開口Ｂ２５２２に対
して第２右側突出部Ｂ２５２３ｂと対称な位置に形成されているのに対し、右側開口Ｂ２
５２２の下方において、第１右側突出部Ｂ２５２３ａと対称な位置には、突起（右側突出
部Ｂ２５２３）が形成されていない。従って、ケースＢ２２に形成されたスリットＢ２０
２２ｄ（図１３８参照）には、右側突出部Ｂ２５２３が挿入されない。これにより、ケー
スＢ２２の内部においてスリットＢ２０２２ｄの近辺にスペースを確保することが可能で
あり、当該スペースを用いて、ケースＢ２２の内部において効率よく配線を配置すること
ができる。
【０６１９】
＜ダクトアダプタＢ２５００のカバー部Ｂ２０００への係止＞
　図１４２は、ダクトカバーを後方から見た斜視図である。図１４３は、ダクトアダプタ
がダクトカバーに連結された状態をダクトカバーの前方下側壁面に対して垂直な方向から
見た部分拡大斜視図である。図１４４は、図１４３に示す状態のダクトカバー及びダクト
アダプタの断面図である。図１４５は、プロジェクタカバーにおけるアダプタ係合用溝周
辺の部分拡大斜視図である。図１４６は、プロジェクタカバーにおける第１突起周辺の部
分拡大斜視図である。図１４７は、プロジェクタカバーにおける第２～第５突起周辺の部
分拡大斜視図である。図１４８は、ダクトアダプタがプロジェクタカバーに連結された状
態を示す部分拡大斜視図である。図１４９は、図１４８に示す状態のプロジェクタカバー
及びダクトアダプタの断面図である。
【０６２０】
　図１４２に示すように、ダクトカバーＢ２１００の前方下側壁面Ｂ２１０４ａ（図１２
７参照）には、右側立設部Ｂ２０３１及び左側立設部Ｂ２０３２が形成されている。右側
立設部Ｂ２０３１及び左側立設部Ｂ２０３２は、前方下側壁面Ｂ２１０４ａに対して垂直
な方向に向けて立設されている。左側壁部Ｂ２１０１も前方下側壁面Ｂ２１０４ａに対し
て立設されているが、前方下側壁面Ｂ２１０４ａに対する右側立設部Ｂ２０３１及び左側
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立設部Ｂ２０３２の高さ（突出長）は、左側壁部Ｂ２１０１よりも低くなっている。
【０６２１】
　右側立設部Ｂ２０３１は、前方下側壁面Ｂ２１０４ａの右端縁（図１３０に示す辺ｅ）
と略平行な方向に延在している。左側立設部Ｂ２０３２は、右側立設部Ｂ２０３１と略平
行な方向に延在する左側立設本体部Ｂ２０３２ａと、左側立設本体部Ｂ２０３２ａの端部
から屈曲して延在する左側立設屈曲部Ｂ２０３２ｂと、を有している。左側立設本体部Ｂ
２０３２ａの端部のうち、左側立設屈曲部Ｂ２０３２ｂとの接続部分とは反対側の端部は
、下側壁面Ｂ２１０９ａ（図１２７参照）と連続している。左側立設屈曲部Ｂ２０３２ｂ
の端部のうち、左側立設本体部Ｂ２０３２ａとの接続部分とは反対側の端部は、右上壁面
Ｂ２１０２ａ（図１２８参照）と連続している。
【０６２２】
　図１４３及び図１４４に示すように、ダクトアダプタＢ２５００がダクトカバーＢ２１
００に連結された状態（遊技機１の組み立てが完了した状態）においては、ダクトアダプ
タＢ２５００の左側部Ｂ２５１０が右側立設部Ｂ２０３１と左側立設部Ｂ２０３２との間
に配置される。
【０６２３】
　分かりやすくするため、図１４３では、左側部Ｂ２５１０を斜線で示し、右側立設部Ｂ
２０３１及び左側立設部Ｂ２０３２を黒で示している。図１４４では、前方下側壁面Ｂ２
１０４ａに垂直であり、且つ、右側立設部Ｂ２０３１及び左側立設本体部Ｂ２０３２ａの
延在方向に垂直な面で切断した様子を示し、ダクトカバーＢ２１００の切断面を斜線で示
すとともに、ダクトアダプタＢ２５００の切断面を黒で示している。
【０６２４】
　具体的に、ダクトアダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１０の左側面Ｂ２５１０ａ
（図１３２参照）がダクトカバーＢ２１００における左側立設本体部Ｂ２０３２ａの右側
壁面と略当接する。また、ダクトアダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１０の右側面
Ｂ２５１０ｂ（図１３３参照）がダクトカバーＢ２１００における右側立設部Ｂ２０３１
の左側壁面と略当接する。また、ダクトアダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１０の
前端縁Ｂ２５１０ｃ（図１３２参照）がダクトカバーＢ２１００における前方下側壁面Ｂ
２１０４ａの一部（右側立設部Ｂ２０３１と左側立設部Ｂ２０３２との間）と略当接する
。
【０６２５】
　ここで、ダクトアダプタＢ２５００における左側面Ｂ２５１０ａと右側面Ｂ２５１０ｂ
との距離（左本体部Ｂ２５１１の厚み）は、ダクトカバーＢ２１００における左側立設本
体部Ｂ２０３２ａと右側立設部Ｂ２０３１との距離（左側立設本体部Ｂ２０３２ａの右側
壁面と右側立設部Ｂ２０３１の左側壁面との間隔）と略同一となっている。すなわち、左
本体部Ｂ２５１１の厚みは、左側立設本体部Ｂ２０３２ａの右側壁面と右側立設部Ｂ２０
３１の左側壁面との間隔よりも僅かに短く、その差は、左本体部Ｂ２５１１の厚みの１／
５以下（又は、１／１０以下、１／２０以下等）となっている。
【０６２６】
　これにより、ダクトアダプタＢ２５００がダクトカバーＢ２１００に連結された状態に
おいて、右方向又は左方向に力が加わった場合、左本体部Ｂ２５１１が右側立設部Ｂ２０
３１又は左側立設本体部Ｂ２０３２ａによって係止される。その結果、ダクトアダプタＢ
２５００とダクトカバーＢ２１００との連結状態が維持され、ダクトアダプタＢ２５００
がダクトカバーＢ２１００から外れ難くなっている。
【０６２７】
　なお、図１４３に示すように、左側立設本体部Ｂ２０３２ａに対する左側立設屈曲部Ｂ
２０３２ｂの屈曲の度合いは、ダクトアダプタＢ２５００における左本体部Ｂ２５１１に
対する左上側部Ｂ２５１２の屈曲の度合いと略同一となっている。これにより、左上側部
Ｂ２５１２と左側立設屈曲部Ｂ２０３２ｂとが略当接するように配置される。
【０６２８】
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　図１４５～図１４７に示すように、プロジェクタカバーＢ１には、アダプタ係合用溝Ｂ
２０４０が形成されている。アダプタ係合用溝Ｂ２０４０は、下側壁面Ｂ２２０３、後側
壁面Ｂ２２０４、及び、右上内壁面Ｂ２２０２ａに跨るように形成されている。分かりや
すくするため、図１４５では、アダプタ係合用溝Ｂ２０４０を斜線で示している。
【０６２９】
　アダプタ係合用溝Ｂ２０４０は、周囲の面よりも凹んだ凹部として形成されており、溝
底部Ｂ２０４０ａ、並びに、溝底部Ｂ２０４０ａと周囲の面とを接続する外側壁面Ｂ２０
４０ｂ及び内側壁面Ｂ２０４０ｃによって構成されている。外側壁面Ｂ２０４０ｂ及び内
側壁面Ｂ２０４０ｃは、互いに略平行となるように形成されている。分かりやすくするた
め、図１４６及び図１４７では、外側壁面Ｂ２０４０ｂ及び内側壁面Ｂ２０４０ｃを斜線
で示している。
【０６３０】
　アダプタ係合用溝Ｂ２０４０の縁には、第１突起Ｂ２０４１（第１外側突起Ｂ２０４１
ａ及び第１内側突起Ｂ２０４１ｂ）、第２突起Ｂ２０４２（第２外側突起Ｂ２０４２ａ及
び第２内側突起Ｂ２０４２ｂ）、第３突起Ｂ２０４３（第３外側突起Ｂ２０４３ａ及び第
３内側突起Ｂ２０４３ｂ）、第４外側突起Ｂ２０４４（第４外側突起Ｂ２０４４ａ及び第
４内側突起Ｂ２０４４ｂ）、並びに、第５外側突起Ｂ２０４５（第５外側突起Ｂ２０４５
ａ及び第５内側突起Ｂ２０４５ｂ）が形成されている。
【０６３１】
　第１外側突起Ｂ２０４１ａ、第２外側突起Ｂ２０４２ａ、第３外側突起Ｂ２０４３ａ、
第４外側突起Ｂ２０４４ａ、及び、第５外側突起Ｂ２０４５ａは、外側壁面Ｂ２０４０ｂ
の一部と連続するように、アダプタ係合用溝Ｂ２０４０の周囲の面に対して垂直な方向に
突出する突起として形成されている。一方、第１内側突起Ｂ２０４１ｂ、第２内側突起Ｂ
２０４２ｂ、第３内側突起Ｂ２０４３ｂ、第４内側突起Ｂ２０４４ｂ、及び、第５内側突
起Ｂ２０４５ｂは、内側壁面Ｂ２０４０ｃの一部と連続するように、アダプタ係合用溝Ｂ
２０４０の周囲の面に対して垂直な方向に突出する突起として形成されている。
【０６３２】
　図１４８及び図１４９に示すように、ダクトアダプタＢ２５００がプロジェクタカバー
Ｂ１に連結された状態（遊技機１の組み立てが完了した状態）においては、ダクトアダプ
タＢ２５００の左側部Ｂ２５１０がアダプタ係合用溝Ｂ２０４０に沿って配置される。図
１４９では、左側部Ｂ２５１０の左側面Ｂ２５１０ａ及び右側面Ｂ２５１０ｂに平行な面
（連結部Ｂ２５３０を通る面）で切断した様子を示し、分かりやすくするため、右側面Ｂ
２５１０ｂを斜線で示している。
【０６３３】
　具体的に、ダクトアダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１０の左側面Ｂ２５１０ａ
（図１３２参照）がプロジェクタカバーＢ１の外側壁面Ｂ２０４０ｂと略当接する。また
、ダクトアダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１０の右側面Ｂ２５１０ｂ（図１３３
参照）がプロジェクタカバーＢ１の内側壁面Ｂ２０４０ｃと略当接する。また、ダクトア
ダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１０の後端縁Ｂ２５１０ｄ（図１３３参照）がプ
ロジェクタカバーＢ１の後側壁面Ｂ２２０４に形成されている溝底部Ｂ２０４０ａと略当
接する。
【０６３４】
　また、ダクトアダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１０の下方突出部Ｂ２５１１ａ
（図１３４参照）がプロジェクタカバーＢ１の下側壁面Ｂ２２０３に形成されている溝底
部Ｂ２０４０ａと略当接する。また、ダクトアダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１
０の右端縁Ｂ２５１２ａ（図１３３参照）がプロジェクタカバーＢ１の右上内壁面Ｂ２２
０２ａに形成されている溝底部Ｂ２０４０ａと略当接する。
【０６３５】
　なお、アダプタ係合用溝Ｂ２０４０は、後側壁面Ｂ２２０４から右上内壁面Ｂ２２０２
ａにかけて、屈曲した形状を有している。当該屈曲の度合いは、ダクトアダプタＢ２５０
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０における左本体部Ｂ２５１１に対する左上側部Ｂ２５１２の屈曲の度合いと略同一とな
っている。これにより、ダクトアダプタＢ２５００の左側部Ｂ２５１０（後端縁Ｂ２５１
０ｄ）全体がアダプタ係合用溝Ｂ２０４０に嵌合可能なようになっている。
【０６３６】
　ここで、ダクトアダプタＢ２５００における左側面Ｂ２５１０ａと右側面Ｂ２５１０ｂ
との距離（左側部Ｂ２５１０の厚み）は、プロジェクタカバーＢ１における外側壁面Ｂ２
０４０ｂと内側壁面Ｂ２０４０ｃとの距離（アダプタ係合用溝Ｂ２０４０の幅）と略同一
となっている。すなわち、左側部Ｂ２５１０の厚みは、アダプタ係合用溝Ｂ２０４０の幅
よりも僅かに短く、その差は、左側部Ｂ２５１０の厚みの１／５以下（又は、１／１０以
下、１／２０以下等）となっている。
【０６３７】
　これにより、ダクトアダプタＢ２５００がプロジェクタカバーＢ１に連結された状態に
おいて、左方向又は右方向に力が加わった場合、左側部Ｂ２５１０が外側壁面Ｂ２０４０
ｂ又は内側壁面Ｂ２０４０ｃによって係止される。その結果、ダクトアダプタＢ２５００
とプロジェクタカバーＢ１との連結状態が維持され、ダクトアダプタＢ２５００がプロジ
ェクタカバーＢ１から外れ難くなっている。
【０６３８】
　また、アダプタ係合用溝Ｂ２０４０の縁には、第１突起Ｂ２０４１、第２突起Ｂ２０４
２、第３突起Ｂ２０４３、第４外側突起Ｂ２０４４、及び、第５外側突起Ｂ２０４５が形
成されているため、ダクトアダプタＢ２５００の左側部Ｂ２５１０がアダプタ係合用溝Ｂ
２０４０に嵌合した状態が保持されやすくなっている。
【０６３９】
　さらに、図からは明らかでないが、外側壁面Ｂ２０４０ｂのうち、第２外側突起Ｂ２０
４２ａ、第３外側突起Ｂ２０４３ａ、及び、第４外側突起Ｂ２０４４ａのそれぞれと一体
となっている部分は、他の部分と比較して、僅かに隆起した（内側壁面Ｂ２０４０ｃ側に
向けて突出するような）形状となっている。同様に、内側壁面Ｂ２０４０ｃのうち、第２
内側突起Ｂ２０４２ｂ、第３内側突起Ｂ２０４３ｂ、及び、第４内側突起Ｂ２０４４ｂの
それぞれと一体となっている部分は、他の部分と比較して、僅かに隆起した（外側壁面Ｂ
２０４０ｂ側に向けて突出するような）形状となっている。これにより、ダクトアダプタ
Ｂ２５００がこれらの突起によって係止されやすくなっている。
【０６４０】
　なお、ダクトアダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１０の下端縁には、下方突出部
Ｂ２５１１ａ（図１３４参照）が形成されており、これにより、当該下端縁は、段差を有
するように形成されている。同様に、ダクトアダプタＢ２５００における左側部Ｂ２５１
０の右端縁Ｂ２５１２ａ（図１３４参照）も、段差を有するように形成されている（図１
３２参照）。これらの段差部分は、それぞれ、プロジェクタカバーＢ１の下側壁面Ｂ２２
０３とダクトカバーＢ２１００の下側壁面Ｂ２１０９ａとの接続部分、及び、プロジェク
タカバーＢ１の右上内壁面Ｂ２２０２ａとダクトカバーＢ２１００の右上壁面Ｂ２１０２
ａとの接続部分に位置付けられる。これにより、これらの接続部分に対してダクトアダプ
タＢ２５００の左側部Ｂ２５１０が嵌合しやすくなっている。
【０６４１】
＜パンチングＢ４５０＞
　図１５０は、ダクトカバーにパンチングが取り付けられた状態における断面図である。
図１５１は、ダクトカバー及びパンチングを前方から見た分解斜視図である。図１５２は
、ダクトカバー及びパンチングを後方から見た分解斜視図である。図１５３は、ダクトカ
バー及びパンチングを下方から見た分解斜視図である。
【０６４２】
　図１５０に示すように、ダクトカバーＢ２１００の開口部Ｂ２１０８には、パンチング
Ｂ４５０（図３１及び図３２参照）が配設される。図１５０では、パンチングＢ４５０が
取り付けられていることを分かりやすくするため、開口部Ｂ２１０８を水平面（ネジ孔Ｂ
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２１１０を通る面）で切断した様子を示すとともに、パンチングＢ４５０の上面を斜線で
示している。
【０６４３】
　図１５１に示すように、開口部Ｂ２１０８の右壁面Ｂ２１０８ｄには、右側突出部Ｂ２
１２１が形成されている。右側突出部Ｂ２１２１は、右壁面Ｂ２１０８ｄから開口部Ｂ２
１０８の内側（左側）に向けて突出するとともに、前後方向（下壁面Ｂ２１０８ａと略平
行な方向）に延在している。右側突出部Ｂ２１２１は、頂点部分が丸みを帯びた直方体形
状を有している。分かりやすくするため、図１５１では、右側突出部Ｂ２１２１の左側面
を斜線で示している。
【０６４４】
　右側突出部Ｂ２１２１は、下壁面Ｂ２１０８ａよりもやや上方に形成されており、右側
突出部Ｂ２１２１と下壁面Ｂ２１０８ａとの間には、一定の間隔が存在する。そして、右
側突出部Ｂ２１２１と下壁面Ｂ２１０８ａとの間には、右側突起Ｂ２１２２が形成されて
いる。右側突起Ｂ２１２２は、右壁面Ｂ２１０８ｄから開口部Ｂ２１０８の内側（左側）
に向けて突出している。右壁面Ｂ２１０８ｄから右側突起Ｂ２１２２の左端までの長さ（
右壁面Ｂ２１０８ｄを基準とした場合における右側突起Ｂ２１２２の左側への突出長）は
、右壁面Ｂ２１０８ｄから右側突出部Ｂ２１２１の左端までの長さ（右壁面Ｂ２１０８ｄ
を基準とした場合における右側突出部Ｂ２１２１の左側への突出長）よりも短くなってい
る。
【０６４５】
　右側突起Ｂ２１２２の上端は、右側突出部Ｂ２１２１の下面と連続しており、右側突起
Ｂ２１２２の下端は、下壁面Ｂ２１０８ａと連続している。また、右側突出部Ｂ２１０８
ｆの前端は、右壁面Ｂ２１０８ｄの前端縁（図１３０参照）と連続している。
【０６４６】
　図１５２に示すように、開口部Ｂ２１０８の左壁面Ｂ２１０８ｂには、左側前方突出部
Ｂ２１２３が形成されている。左側前方突出部Ｂ２１２３は、左壁面Ｂ２１０８ｂから開
口部Ｂ２１０８の内側（正面視において右側、図１５２では左側）に向けて突出するとと
もに、前後方向（下壁面Ｂ２１０８ａと略平行な方向）に延在している。左側前方突出部
Ｂ２１２３は、頂点部分が丸みを帯びた直方体形状を有している。
【０６４７】
　左側前方突出部Ｂ２１２３は、下壁面Ｂ２１０８ａよりもやや上方に形成されており、
左側前方突出部Ｂ２１２３と下壁面Ｂ２１０８ａとの間には、一定の間隔が存在する。そ
して、左側前方突出部Ｂ２１２３と下壁面Ｂ２１０８ａとの間には、左側突起Ｂ２１２４
が形成されている。左側突起Ｂ２１２４は、左壁面Ｂ２１０８ｂから開口部Ｂ２１０８の
内側（正面視において右側、図１５２では左側）に向けて突出している。左壁面Ｂ２１０
８ｂから左側突起Ｂ２１２４の右端までの長さ（左壁面Ｂ２１０８ｂを基準とした場合に
おける左側突起Ｂ２１２４の右側への突出長）は、左壁面Ｂ２１０８ｂから左側前方突出
部Ｂ２１２３の右端までの長さ（左壁面Ｂ２１０８ｂを基準とした場合における左側前方
突出部Ｂ２１２３の右側への突出長）よりも短くなっている。
【０６４８】
　左側突起Ｂ２１２４の上端は、左側前方突出部Ｂ２１２３の下面と連続しており、左側
突起Ｂ２１２４の下端は、下壁面Ｂ２１０８ａと連続している。また、左側前方突出部Ｂ
２１２３の前端は、左壁面Ｂ２１０８ｂの前端縁（図１３０参照）と連続している。
【０６４９】
　左側前方突出部Ｂ２１２３における前後方向の長さは、右側突出部Ｂ２１２１における
前後方向の長さよりも短くなっている。また、左側突起Ｂ２１２４の形状及び形成位置は
、右側突起Ｂ２１２２の形状及び形成位置と左右対称となっている。なお、右側突起Ｂ２
１２２の形状及び左側突起Ｂ２１２４の形状は、上側隆起部Ｂ２５２３ｆ及び下側隆起部
Ｂ２５２３ｇ（図１４１参照）と同様に、平面視において弓形（円弧と、当該円弧の端部
同士を結んだ弦とで囲まれた図形）形状となっている（図１５３参照）。図１５３では、
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右側突起Ｂ２１２２及び左側突起Ｂ２１２４を通る水平面で開口部Ｂ２１０８を切断した
様子を示すとともに、右側突出部Ｂ２１２１及び左側前方突出部Ｂ２１２３を斜線で示し
ている。
【０６５０】
　また、図１５２に示すように、開口部Ｂ２１０８の左壁面Ｂ２１０８ｂには、左側後方
突出部Ｂ２１２５が形成されている。左側後方突出部Ｂ２１２５は、左壁面Ｂ２１０８ｂ
から開口部Ｂ２１０８の内側（正面視において右側、図１５２では左側）に向けて突出す
るとともに、前後方向（下壁面Ｂ２１０８ａと略平行な方向）に延在している。左側後方
突出部Ｂ２１２５は、頂点部分が丸みを帯びた直方体形状を有している。左側後方突出部
Ｂ２１２５の上面は、下壁面Ｂ２１０８ａと一体となっている。
【０６５１】
　左壁面Ｂ２１０８ｂから左側後方突出部Ｂ２１２５の右端までの長さ（左壁面Ｂ２１０
８ｂを基準とした場合における左側後方突出部Ｂ２１２５の右側への突出長）は、左壁面
Ｂ２１０８ｂから左側前方突出部Ｂ２１２３の右端までの長さ（左壁面Ｂ２１０８ｂを基
準とした場合における左側前方突出部Ｂ２１２３の右側への突出長）と略同じとなってい
る。
【０６５２】
　左側後方突出部Ｂ２１２５の前端は、左側前方突出部Ｂ２１２３の後端よりもやや後方
に位置付けられている。分かりやすくするため、図１５２では、左側前方突出部Ｂ２１２
３の右側面及び左側後方突出部Ｂ２１２５の右側面を斜線で示している。
【０６５３】
　図１５０に示すように、パンチングＢ４５０は、長方形形状の平板の前方部分を切り欠
いた形状を有しており、多数の貫通孔Ｂ４５１が形成されている。これにより、パンチン
グＢ４５０は、空間Ｐ（図１２８参照）の内部における空気の通路を確保しつつ、空間Ｐ
の奥側へと異物が侵入してしまうことを防止することができるようになっている。なお、
図１５０では、パンチングＢ４５０の前方部分における切欠き形状に対応して、下壁面Ｂ
２１０８ａが露出した状態となっている。
【０６５４】
　パンチングＢ４５０の厚みは、右側突出部Ｂ２１２１の下面と下壁面Ｂ２１０８ａとの
間隔、及び、左側前方突出部Ｂ２１２３の下面と下壁面Ｂ２１０８ａとの間隔よりも僅か
に薄くなっている。これにより、パンチングＢ４５０は、その右側部分が右側突出部Ｂ２
１２１の下面と下壁面Ｂ２１０８ａとの間に配置され、その左側部分が左側前方突出部Ｂ
２１２３の下面と下壁面Ｂ２１０８ａとの間に配置される。パンチングＢ４５０の下面は
、下壁面Ｂ２１０８ａと当接し、パンチングＢ４５０の上面も、右側突出部Ｂ２１２１の
下面及び左側前方突出部Ｂ２１２３の下面と略当接する。
【０６５５】
　また、パンチングＢ４５０における左右方向の長さは、右壁面Ｂ２１０８ｄと左壁面Ｂ
２１０８ｂとの距離よりも僅かに短く、右側突起Ｂ２１２２の左端と左側突起Ｂ２１２４
の右端との距離と略同じとなっている。これにより、パンチングＢ４５０の右縁が右側突
起Ｂ２１２２の左端と略当接し、パンチングＢ４５０の左縁が左側突起Ｂ２１２４の右端
と略当接する。
【０６５６】
　以上より、パンチングＢ４５０は、下壁面Ｂ２１０８ａと右側突出部Ｂ２１２１及び左
側前方突出部Ｂ２１２３との間に配置された状態で、前方へとスライドさせることが可能
である。そして、パンチングＢ４５０を前方に移動させた状態で、パンチングＢ４５０に
付着した異物等を取り除く（掃除する）ことができるようになっている。
【０６５７】
　ここで、パンチングＢ４５０における左後方のコーナー部には、上方に向けて突出する
スライド係止用突起Ｂ４５２が形成されている。パンチングＢ４５０の上面からスライド
係止用突起Ｂ４５２の上端までの長さ（パンチングＢ４５０の上面を基準とした場合にお
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けるスライド係止用突起Ｂ４５２の上方への突出長）は、左側前方突出部Ｂ２１２３にお
ける上下方向の長さよりも長くなっている。これにより、パンチングＢ４５０が開口部Ｂ
２１０８に配置された状態で、スライド係止用突起Ｂ４５２の上端は、左側前方突出部Ｂ
２１２３の上面よりも上方に位置付けられる。
【０６５８】
　従って、パンチングＢ４５０を前方へとスライドさせると、スライド係止用突起Ｂ４５
２の前面が左側前方突出部Ｂ２１２３の後端と当接することになる。その結果、スライド
係止用突起Ｂ４５２が左側前方突出部Ｂ２１２３によって係止され、パンチングＢ４５０
がそれ以上前方に移動することが規制される。これにより、パンチングＢ４５０が開口部
Ｂ２１０８から抜けてしまうことを防止することができる。
【０６５９】
　なお、パンチングＢ４５０は、その右側部分及び左側部分の前端が下壁面Ｂ２１０８ａ
の前端縁よりも前方に突出した状態で配設されるため（図１５０参照）、これらの突出し
た部分を引っ張ることにより、スライドさせやすくなっている。また、上述したように、
右側突起Ｂ２１２２及び左側突起Ｂ２１２４は、弓形形状であり、その先端が丸みを帯び
た形状となっているため、パンチングＢ４５０のスライドを滑らかに行うことができる。
【０６６０】
　また、図１５３に示すように、パンチングＢ４５０には、左右に１箇所ずつ切欠きＢ４
５３が形成されている。切欠きＢ４５３は、パンチングＢ４５０が開口部Ｂ２１０８に配
置された状態で、右側突起Ｂ２１２２及び左側突起Ｂ２１２４と嵌合する。これにより、
パンチングＢ４５０を開口部Ｂ２１０８に安定的に取り付けることができる。さらに、下
壁面Ｂ２１０８ａの左後方部分は、切り欠いた形状となっているが（図１２７参照）、パ
ンチングＢ４５０は、左側後方突出部Ｂ２１２５上に載置されるため、パンチングＢ４５
０をより安定的に配置することができる。
【０６６１】
　以上、パンチングＢ４５０を開口部Ｂ２１０８に取り付けることとして説明したが、パ
ンチングＢ４５０は、遊技機１において異物が侵入しやすい任意の部位に配設することが
可能である。例えば、スピーカを覆うメッシュ状の部分（スピーカから発生した音を遊技
機の外部に放出するための構造、例えば、図４９に示すスピーカ用孔６１５１Ａ，６１５
１Ｂ）をパンチングＢ４５０により構成してもよい。
【０６６２】
　以上、本発明の一実施形態として、第６実施形態に係る遊技機１について説明した。
【０６６３】
＜付記Ａ＞
　従来、プロジェクタを用いることにより演出を行うことが可能な遊技機が知られている
（特開平６－０３５０６６号公報及び特開２００９－２４０４５９号公報参照）。このよ
うな遊技機によれば、遊技用の映像がプロジェクタからスクリーン等の投影面に投影され
ることにより、液晶表示装置の代わりに、スクリーン等に映像が表示されるようになって
いる。
【０６６４】
　このようなプロジェクタが搭載される遊技機においては、プロジェクタが適切な位置に
配置されることが重要である。すなわち、プロジェクタが適切な位置に配置されていなけ
れば、プロジェクタにより投影された映像とスクリーン等の投影面との間にずれが生じる
こととなり、このような場合には演出内容が違和感のあるものとなってしまう。
【０６６５】
　本発明は、上記のような点に鑑みてなされたものであり、プロジェクタを適切な位置に
配置することが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【０６６６】
　この点、第６実施形態に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【０６６７】
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　（Ａ－１）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（キャビネットＧ）と、
　前記収容部に取り付けられた連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）と
、を備え、
　前記プロジェクタと前記収容部とは、前記連結用部材を介して連結されており、
　前記収容部には、該収容部の内側に向けて突出する突出部（照射ユニット引っ掛け用ネ
ジ５０００）が設けられている一方、前記連結用部材には、該連結用部材に対して前記プ
ロジェクタが配置されている側とは反対側（背面側）から前記突出部が挿入可能な孔（照
射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）が形成されており、
　前記連結用部材は、前記孔に挿入された前記突出部に引っ掛けられた状態で、前記収容
部に対して固定されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０６６８】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収容
する収容部（キャビネットＧ）には、該収容部（キャビネットＧ）の内側に向けて突出す
る突出部（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）が設けられている一方、プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）と収容部（キャビネットＧ）とを連結するための連結用部材（
プロジェクタカバープレートＢ１０００）には、該連結用部材（プロジェクタカバープレ
ートＢ１０００）に対してプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）が配置されている側と
は反対側（背面側）から突出部（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）が挿入可能な孔
（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）が形成されている。そして、連結用部材（
プロジェクタカバープレートＢ１０００）は、当該孔（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ
１０１０）に挿入された突出部（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）に引っ掛けられ
た状態で、収容部（キャビネットＧ）に対して固定されている。従って、連結用部材（プ
ロジェクタカバープレートＢ１０００）を突出部（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００
）に引っ掛けて連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）の位置合わせを行
うことにより、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を適切な位置に配置することがで
きる。
【０６６９】
　（Ａ－２）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（キャビネットＧ）と、
　前記収容部に取り付けられた連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）と
、を備え、
　前記プロジェクタと前記収容部とは、前記連結用部材を介して連結され、
　前記収容部には、該収容部の内側に向けて突出する突出部（照射ユニット引っ掛け用ネ
ジ５０００）が設けられている一方、前記連結用部材には、一の側から他の側にかけて貫
通する貫通孔（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）が形成され、
　前記貫通孔は、第１の領域（下側部Ｂ１０１０ｂ）と、前記第１の領域と連続して形成
された第２の領域（上側部Ｂ１０１０ａ）と、を含み、
　前記貫通孔の形成方向に対して正面から見たとき、前記第１の領域は前記突出部よりも
大きく、前記第２の領域は前記突出部よりも小さい、
　ことを特徴とする遊技機。
【０６７０】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収容
する収容部（キャビネットＧ）には、該収容部（キャビネットＧ）の内側に向けて突出す
る突出部（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）が設けられている一方、プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）と収容部（キャビネットＧ）とを連結するための連結用部材（
プロジェクタカバープレートＢ１０００）には、一の側から他の側にかけて貫通する貫通
孔（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）が形成されている。そして、貫通孔（照
射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）は、第１の領域（下側部Ｂ１０１０ｂ）と、第
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１の領域（下側部Ｂ１０１０ｂ）と連続して形成された第２の領域（上側部Ｂ１０１０ａ
）と、を含み、貫通孔（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）の形成方向に対して
正面から見たとき、第１の領域（下側部Ｂ１０１０ｂ）は突出部（照射ユニット引っ掛け
用ネジ５０００）よりも大きく、第２の領域（上側部Ｂ１０１０ａ）は突出部（照射ユニ
ット引っ掛け用ネジ５０００）よりも小さくなっている。従って、突出部（照射ユニット
引っ掛け用ネジ５０００）は、第１の領域（下側部Ｂ１０１０ｂ）に挿入することが可能
であり、当該挿入を通じて連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）を突出
部（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）に係合させることができる。このような係合
状態を用いて連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）の位置合わせを行う
ことにより、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を適切な位置に配置することができ
る。
【０６７１】
　（Ａ－３）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（キャビネットＧ）と、
　前記収容部に取り付けられた連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）と
、を備え、
　前記プロジェクタは、所定方向側（前面側）が高くなるような傾斜姿勢により配置され
、
　前記プロジェクタと前記収容部とは、前記連結用部材を介して連結され、
　前記収容部には、該収容部の内側に向けて突出する突出部（照射ユニット引っ掛け用ネ
ジ５０００）が設けられている一方、前記連結用部材には、周囲よりも凹んだ凹部が形成
されるとともに、該凹部の一部を貫通させることにより貫通孔（照射ユニット引っ掛け用
ネジ孔Ｂ１０１０）が形成され、
　前記突出部は、突出方向の周囲に膨出する膨出部（座金部５００４）を備え、
　前記膨出部は、前記凹部のうち前記貫通孔が形成されていない部分である非貫通部（周
縁壁部Ｂ１０１１）に対して前記所定方向側に配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０６７２】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収容
する収容部（キャビネットＧ）には、該収容部（キャビネットＧ）の内側に向けて突出す
る突出部（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）が設けられている一方、プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）と収容部（キャビネットＧ）とを連結するための連結用部材（
プロジェクタカバープレートＢ１０００）には、周囲よりも凹んだ凹部が形成されるとと
もに、該凹部の一部を貫通させることにより貫通孔（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１
０１０）が形成されている。そして、収容部（キャビネットＧ）に設けられた突出部（照
射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）は、突出方向の周囲に膨出する膨出部（座金部５０
０４）を備えている。ここで、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）は、所定方向側（
前面側）が高くなるような傾斜姿勢により配置されているところ、突出部（照射ユニット
引っ掛け用ネジ５０００）の有する膨出部（座金部５００４）は、連結用部材（プロジェ
クタカバープレートＢ１０００）に形成された凹部のうち貫通孔（照射ユニット引っ掛け
用ネジ孔Ｂ１０１０）が形成されていない部分である非貫通部（周縁壁部Ｂ１０１１）に
対して上記所定方向側（前面側）に配置されている。従って、非貫通部（周縁壁部Ｂ１０
１１）を当該所定方向側（前面側）に移動させる力が加わった場合においても、非貫通部
（周縁壁部Ｂ１０１１）が膨出部（座金部５００４）によって係止されることに起因して
、非貫通部（周縁壁部Ｂ１０１１）の移動を規制することができる。これにより、収容部
（キャビネットＧ）に対する連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）の位
置がずれてしまうことを防止することが可能であり、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ
２）を適切な位置に配置することができる。
【０６７３】
　（Ａ－４）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
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　前記プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ
２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェク
タカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け
部分等）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（キャビネットＧ）と、
　前記収容部に取り付けられた連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）と
、を備え、
　前記プロジェクタと前記収容部とは、前記連結用部材を介して連結されており、
　前記連結用部材は、第１の螺子（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）及び第２の螺
子（蓋取付用ネジ５１００）により前記収容部に対して固定されており、
　前記収容部には、前記調節部を外部から操作可能な位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口
Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が
取り付けられており、
　前記連結用部材には、前記第１の螺子の一部が挿入可能な第１螺子挿入部（照射ユニッ
ト引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）、及び、前記第２の螺子の一部が挿入可能な第２螺子挿
入部（蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２）が形成されており、
　前記収容部には、前記第１の螺子の一部が挿入可能な第３螺子挿入部（照射ユニット引
っ掛け用ネジ孔５０１０）が形成されており、
　前記閉塞部材には、前記第２の螺子の一部が挿入可能な第４螺子挿入部（ボス部Ｇ１０
０ｃ）が形成されており、
　前記連結用部材が前記収容部に取り付けられていない状態において、前記第３螺子挿入
部に一部挿入された前記第１の螺子に前記第１螺子挿入部を係合させた場合に、前記第２
螺子挿入部と前記第４螺子挿入部とが互いに対向するように配置される、
　ことを特徴とする遊技機。
【０６７４】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収容
する収容部（キャビネットＧ）には、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射
される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との
連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分
、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を外部から操作可能な
位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口（操作用窓
Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が取り付けられてい
る。また、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と収容部（キャビネットＧ）とを連結
するための連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）は、第１の螺子（照射
ユニット引っ掛け用ネジ５０００）及び第２の螺子（蓋取付用ネジ５１００）により収容
部（キャビネットＧ）に対して固定されている。連結用部材（プロジェクタカバープレー
トＢ１０００）には、第１の螺子（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）の一部が挿入
可能な第１螺子挿入部（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）、及び、第２の螺子
（蓋取付用ネジ５１００）の一部が挿入可能な第２螺子挿入部（蓋締結用ネジ孔Ｂ１００
２）が形成されており、収容部（キャビネットＧ）には、第１の螺子（照射ユニット引っ
掛け用ネジ５０００）の一部が挿入可能な第３螺子挿入部（照射ユニット引っ掛け用ネジ
孔５０１０）が形成されており、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）には、第２の螺子（蓋取
付用ネジ５１００）の一部が挿入可能な第４螺子挿入部（ボス部Ｇ１００ｃ）が形成され
ている。ここで、連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）が収容部（キャ
ビネットＧ）に取り付けられていない状態において、第３螺子挿入部（照射ユニット引っ
掛け用ネジ孔５０１０）に一部挿入された第１の螺子（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０
００）に第１螺子挿入部（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）を係合させた場合
、第２螺子挿入部（蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２）と第４螺子挿入部（ボス部Ｇ１００ｃ）
とが互いに対向するように配置される。換言すれば、第２螺子挿入部（蓋締結用ネジ孔Ｂ
１００２）と第４螺子挿入部（ボス部Ｇ１００ｃ）とが互いに対向するように収容部（キ
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ャビネットＧ）に対して連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）及び閉塞
部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を配置することで、連結用部材（プロジェクタカバープレート
Ｂ１０００）の位置合わせを行うことが可能であり、これにより、プロジェクタ（プロジ
ェクタ装置Ｂ２）を適切な位置に配置することができる。また、連結用部材（プロジェク
タカバープレートＢ１０００）を収容部（キャビネットＧ）に対して固定するための螺子
（第２の螺子（蓋取付用ネジ５１００））と閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を収容部（キ
ャビネットＧ）に対して固定するための螺子とを兼用することにより、収容部（キャビネ
ットＧ）周辺に用いられる螺子の数を削減することが可能であり、簡便な構成とすること
ができる。
【０６７５】
　第６実施形態では、収容部（キャビネットＧの背面壁Ｇ３）と突出部（照射ユニット引
っ掛け用ネジ５０００）とが別個の部材により構成されていることとして説明した。本発
明において、収容部（キャビネットＧの背面壁Ｇ３）と突出部（照射ユニット引っ掛け用
ネジ５０００）とは、１個の部材として、一体的に形成されていてもよい。すなわち、収
容部（キャビネットＧ）自体が該収容部（キャビネットＧ）の内側に向けて突出する突出
構造を有するように構成してもよい。
【０６７６】
＜付記Ｂ＞
　従来、プロジェクタを用いることにより演出を行うことが可能な遊技機が知られている
（特開平６－０３５０６６号公報及び特開２００９－２４０４５９号公報参照）。このよ
うな遊技機によれば、遊技用の映像がプロジェクタからスクリーン等の投影面に投影され
ることにより、液晶表示装置の代わりに、スクリーン等に映像が表示されるようになって
いる。
【０６７７】
　しかしながら、従来、このようなプロジェクタが搭載される遊技機においては、プロジ
ェクタが遊技機の内部にいったん固定されてしまうと、その後にプロジェクタに対して微
調整を施すことが困難であった。
【０６７８】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、プロジェクタを内部に取
り付けた状態でプロジェクタに対して調整を行うことが可能な遊技機を提供することを目
的とする。
【０６７９】
　この点、第６実施形態に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【０６８０】
　（Ｂ－１）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ
２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェク
タカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け
部分等）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（キャビネットＧ）と、を備え、
　前記収容部には、前記調節部を外部から操作可能な位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口
Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が
取り付けられており、
　前記閉塞部材には、前記収容部に設けられた前記開口の周縁の一部に係止可能な係止片
（上側係止片Ｇ１０８ａ及び下側係止片Ｇ１０８ｂ、並びに、上側係止片Ｇ１１８ａ及び
下側係止片Ｇ１１８ｂ）が形成されており、
　前記閉塞部材は、前記係止片により係止されるとともに、螺子により前記収容部に対し
て固定されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０６８１】
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　第６実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収容
する収容部（キャビネットＧ）には、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射
される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との
連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分
、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を外部から操作可能な
位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口（操作用窓
Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が取り付けられてい
る。従って、収容部（キャビネットＧ）から閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り外すこ
とによって、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）で閉塞されている該開口（操作用窓Ｇ１０の
開口Ｇ１０ａ）を出現させることが可能であり、該開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ
）を介して、収容部（キャビネットＧ）の外部から、調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台
座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１へ
の取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作
することができるようになる。これにより、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収
容部（キャビネットＧ）の内部に固定した後であっても、プロジェクタ（プロジェクタ装
置Ｂ２）を収容部（キャビネットＧ）の内部に取り付けた状態のまま、収容部（キャビネ
ットＧ）の外部から調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２
，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３
のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作することによって、プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射される光の進行方向を調節することができる。また
、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）には、収容部（キャビネットＧ）に設けられた開口（操
作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）の周縁の一部に係止可能な係止片（上側係止片Ｇ１０８ａ
及び下側係止片Ｇ１０８ｂ、並びに、上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ１１８ｂ）
が形成されており、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）は、係止片（上側係止片Ｇ１０８ａ及
び下側係止片Ｇ１０８ｂ、並びに、上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ１１８ｂ）に
より係止されるとともに、螺子により収容部（キャビネットＧ）に対して固定されている
。従って、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を収容部（キャビネットＧ）に係止させること
により暫定的に固定した状態で螺子締結を行うことが可能であり、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ
１００）の収容部（キャビネットＧ）への取り付けを簡便に行うことができる。
【０６８２】
　（Ｂ－２）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ
２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェク
タカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け
部分等）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（キャビネットＧ）と、
　前記収容部に取り付けられた連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）と
、を備え、
　前記プロジェクタと前記収容部とは、前記連結用部材を介して連結されており、
　前記収容部には、前記調節部を外部から操作可能な位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口
Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が
取り付けられており、
　前記閉塞部材には、開口（第１開口Ｇ１０２及び第２開口Ｇ１１２）が設けられるとと
もに、前記収容部の内側に向けて突出する突出部（第１係合用突出部Ｇ１０１及び第２係
合用突出部Ｇ１１１）が設けられ、前記突出部には、前記収容部に係合される係合部（上
側係止片Ｇ１０８ａ及び下側係止片Ｇ１０８ｂ、並びに、上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側
係止片Ｇ１１８ｂ）が形成されており、
　前記連結用部材には、前記突出部を収納するための収納凹部（第１空洞Ｂ１０５０及び
第２空洞Ｂ１０６０）が形成され、前記突出部は、前記連結用部材に囲われるように配置
されている、
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　ことを特徴とする遊技機。
【０６８３】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収容
する収容部（キャビネットＧ）には、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射
される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との
連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分
、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を外部から操作可能な
位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口（操作用窓
Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が取り付けられてい
る。従って、収容部（キャビネットＧ）から閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り外すこ
とによって、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）で閉塞されている該開口（操作用窓Ｇ１０の
開口Ｇ１０ａ）を出現させることが可能であり、該開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ
）を介して、収容部（キャビネットＧ）の外部から、調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台
座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１へ
の取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作
することができるようになる。これにより、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収
容部（キャビネットＧ）の内部に固定した後であっても、プロジェクタ（プロジェクタ装
置Ｂ２）を収容部（キャビネットＧ）の内部に取り付けた状態のまま、収容部（キャビネ
ットＧ）の外部から調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２
，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３
のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作することによって、プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射される光の進行方向を調節することができる。また
、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）には、収容部（キャビネットＧ）の内側に向けて突出す
る突出部（第１係合用突出部Ｇ１０１及び第２係合用突出部Ｇ１１１）が設けられ、突出
部（第１係合用突出部Ｇ１０１及び第２係合用突出部Ｇ１１１）には、収容部（キャビネ
ットＧ）に係合される係合部（上側係止片Ｇ１０８ａ及び下側係止片Ｇ１０８ｂ、並びに
、上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ１１８ｂ）が形成されている。従って、閉塞部
材（閉塞用蓋Ｇ１００）を収容部（キャビネットＧ）に係合させることにより、閉塞部材
（閉塞用蓋Ｇ１００）の収容部（キャビネットＧ）への取り付けを行うことができる。こ
こで、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）には開口（第１開口Ｇ１０２及び第２開口Ｇ１１２
）が設けられており、当該開口（第１開口Ｇ１０２及び第２開口Ｇ１１２）を通じて、遊
技機の内部に存在する各種装置へと不正にアクセスされてしまう（所謂ゴト行為により遊
技媒体が不正に取得されてしまう）可能性が懸念される。しかしながら、第６実施形態に
係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と収容部（キャビネット
Ｇ）とを連結するための連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）には、突
出部（第１係合用突出部Ｇ１０１及び第２係合用突出部Ｇ１１１）を収納するための収納
凹部（第１空洞Ｂ１０５０及び第２空洞Ｂ１０６０）が形成され、突出部（第１係合用突
出部Ｇ１０１及び第２係合用突出部Ｇ１１１）は、連結用部材（プロジェクタカバープレ
ートＢ１０００）に囲われるように配置されている。これにより、仮に、当該開口（第１
開口Ｇ１０２及び第２開口Ｇ１１２）から遊技機の内部に向けて針金形状の器具を侵入さ
せようとしたとしても、突出部（第１係合用突出部Ｇ１０１及び第２係合用突出部Ｇ１１
１）を囲っている連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）によって当該侵
入を阻むことが可能であり、遊技機の内部への不正アクセスを防止することができる。
【０６８４】
　（Ｂ－３）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ
２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェク
タカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け
部分等）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（キャビネットＧ）と、
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　前記収容部に取り付けられた連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）と
、を備え、
　前記プロジェクタと前記収容部とは、前記連結用部材を介して連結されており、
　前記収容部には、前記調節部を外部から操作可能な位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口
Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が
取り付けられており、
　前記閉塞部材には、前記収容部に係合される係合部（上側係止片Ｇ１０８ａ及び下側係
止片Ｇ１０８ｂ、並びに、上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ１１８ｂ）が形成され
ており、
　前記閉塞部材は、一の螺子（蓋取付用ネジ５１００）により前記収容部に対して固定さ
れており、前記連結用部材も、該一の螺子により前記収容部に対して固定されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０６８５】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収容
する収容部（キャビネットＧ）には、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射
される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との
連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分
、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を外部から操作可能な
位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口（操作用窓
Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が取り付けられてい
る。従って、収容部（キャビネットＧ）から閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り外すこ
とによって、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）で閉塞されている該開口（操作用窓Ｇ１０の
開口Ｇ１０ａ）を出現させることが可能であり、該開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ
）を介して、収容部（キャビネットＧ）の外部から、調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台
座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１へ
の取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作
することができるようになる。これにより、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収
容部（キャビネットＧ）の内部に固定した後であっても、プロジェクタ（プロジェクタ装
置Ｂ２）を収容部（キャビネットＧ）の内部に取り付けた状態のまま、収容部（キャビネ
ットＧ）の外部から調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２
，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３
のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作することによって、プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射される光の進行方向を調節することができる。また
、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）は、一の螺子（蓋取付用ネジ５１００）により収容部（
キャビネットＧ）に対して固定されるとともに、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）には、収
容部（キャビネットＧ）に係合される係合部（上側係止片Ｇ１０８ａ及び下側係止片Ｇ１
０８ｂ、並びに、上側係止片Ｇ１１８ａ及び下側係止片Ｇ１１８ｂ）が形成されている。
従って、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を収容部（キャビネットＧ）に係合させることに
より暫定的に固定した状態で螺子締結を行うことが可能であり、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１
００）の収容部（キャビネットＧ）への取り付けを簡便に行うことができる。さらに、プ
ロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と収容部（キャビネットＧ）とを連結するための連
結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００）も、当該一の螺子（蓋取付用ネジ５
１００）（閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を収容部（キャビネットＧ）に対して固定する
ための螺子と同じ螺子）により収容部（キャビネットＧ）に対して固定されている。これ
により、収容部（キャビネットＧ）に対して連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ
１０００）及び閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を固定するために用いられる螺子の数を削
減することが可能であり、より簡便な構成とすることができる。
【０６８６】
　（Ｂ－４）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタにより投射される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ
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２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェク
タカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け
部分等）と、
　前記プロジェクタを収容する収容部（キャビネットＧ）と、を備え、
　前記収容部には、前記調節部を外部から操作可能な位置に、該収容部の内外を貫通する
開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口の周囲には凹部（
周縁部Ｇ１０ｂ）が形成され、該開口を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が該凹
部に嵌合されており、
　前記閉塞部材には、前記収容部に設けられた前記開口の周縁の一部に沿って、該収容部
の内側に向けて突出する突出部（上側突出部Ｇ１２１及び下側突出部Ｇ１２２）が形成さ
れている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０６８７】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収容
する収容部（キャビネットＧ）には、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射
される光の進行方向を調節するための調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との
連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分
、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を外部から操作可能な
位置に開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）が設けられるとともに、該開口（操作用窓
Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）を閉塞可能な閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）が取り付けられてい
る。従って、収容部（キャビネットＧ）から閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）を取り外すこ
とによって、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）で閉塞されている該開口（操作用窓Ｇ１０の
開口Ｇ１０ａ）を出現させることが可能であり、該開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ
）を介して、収容部（キャビネットＧ）の外部から、調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台
座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１へ
の取り付け部分、ミラー機構Ｂ３のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作
することができるようになる。これにより、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を収
容部（キャビネットＧ）の内部に固定した後であっても、プロジェクタ（プロジェクタ装
置Ｂ２）を収容部（キャビネットＧ）の内部に取り付けた状態のまま、収容部（キャビネ
ットＧ）の外部から調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２
，Ｒ３、上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分、ミラー機構Ｂ３
のリフレクタ保持部Ｂ１１への取り付け部分等）を操作することによって、プロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射される光の進行方向を調節することができる。また
、収容部（キャビネットＧ）に設けられた開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）の周囲
には凹部（周縁部Ｇ１０ｂ）が形成されており、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）は、該凹
部（周縁部Ｇ１０ｂ）に嵌合されている。ここで、収容部（キャビネットＧ）の凹部（周
縁部Ｇ１０ｂ）と閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）との間に生じた僅かな隙間を通じて、遊
技機の内部に存在する各種装置へと不正にアクセスされてしまう（所謂ゴト行為により遊
技媒体が不正に取得されてしまう）可能性が懸念される。しかしながら、第６実施形態に
係る遊技機１によれば、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）には、収容部（キャビネットＧ）
に設けられた開口（操作用窓Ｇ１０の開口Ｇ１０ａ）の周縁の一部に沿って、該収容部（
キャビネットＧ）の内側に向けて突出する突出部（上側突出部Ｇ１２１及び下側突出部Ｇ
１２２）が形成されている。これにより、仮に、上記隙間から遊技機の内部に向けて針金
形状の器具を侵入させようとしたとしても、閉塞部材（閉塞用蓋Ｇ１００）に形成された
該突出部（上側突出部Ｇ１２１及び下側突出部Ｇ１２２）によって当該侵入を阻むことが
可能であり、遊技機の内部への不正アクセスを防止することができる。
【０６８８】
＜付記Ｃ＞
　従来、プロジェクタを用いることにより演出を行うことが可能な遊技機が知られている
（特開平６－０３５０６６号公報及び特開２００９－２４０４５９号公報参照）。このよ
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うな遊技機によれば、遊技用の映像がプロジェクタからスクリーン等の投影面に投影され
ることにより、液晶表示装置の代わりに、スクリーン等に映像が表示されるようになって
いる。
【０６８９】
　しかしながら、プロジェクタは、液晶表示装置等と比較して、発熱しやすく、高温にな
りやすいため、発生した熱を放出しないと正常に機能しなくなってしまうという問題があ
った。
【０６９０】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、プロジェクタで発生した
熱を放出することが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【０６９１】
　この点、第６実施形態に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【０６９２】
　（Ｃ－１）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　空気が通過可能な第１空気通過空間（空間Ｐ）を有する第１空間形成部（カバー部Ｂ２
０００）と、
　空気が通過可能な第２空気通過空間（空洞Ｂ２５３１）を有する第２空間形成部（ダク
トアダプタＢ２５００）と、を備え、
　前記第１空間形成部には、第１の開口（開口Ｂ２１０８ｅ）及び第２の開口（開口Ｂ２
０１０）が形成されるとともに、前記第１の開口及び前記第２の開口と連通するように前
記第１空気通過空間が形成されており、
　前記第２空間形成部には、第３の開口（左側開口Ｂ２５１３）及び第４の開口（右側開
口Ｂ２５２２）が形成されるとともに、前記第３の開口及び前記第４の開口と連通するよ
うに前記第２空気通過空間が形成されており、
　前記第１空間形成部と前記プロジェクタとは、前記第２空間形成部により連結されてお
り、
　前記第１空気通過空間と前記第２空気通過空間とは、前記第２の開口及び前記第３の開
口を介して連通しており、
　前記第２空間形成部は、弾性を有している、
　ことを特徴とする遊技機。
【０６９３】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、第１空間形成部（カバー部Ｂ２０００）には、
第１の開口（開口Ｂ２１０８ｅ）及び第２の開口（開口Ｂ２０１０）が形成されるととも
に、第１の開口（開口Ｂ２１０８ｅ）及び第２の開口（開口Ｂ２０１０）と連通するよう
に第１空気通過空間（空間Ｐ）が形成されている。第２空間形成部（ダクトアダプタＢ２
５００）には、第３の開口（左側開口Ｂ２５１３）及び第４の開口（右側開口Ｂ２５２２
）が形成されるとともに、第３の開口（左側開口Ｂ２５１３）及び第４の開口（右側開口
Ｂ２５２２）と連通するように第２空気通過空間（空洞Ｂ２５３１）が形成されている。
第１空気通過空間（空間Ｐ）と第２空気通過空間（空洞Ｂ２５３１）とは、第２の開口（
開口Ｂ２０１０）及び第３の開口（左側開口Ｂ２５１３）を介して連通しており、プロジ
ェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）は、第２空間形成部（ダクトアダプタＢ２５００）によ
り連結されている。これにより、第１空気通過空間（空間Ｐ）及び第２空気通過空間（空
洞Ｂ２５３１）を通過した空気をプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）に流入させるこ
とが可能であり、当該空気の流れを通じて、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発
生した熱を放出することができる。また、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）をいっ
たん第２空間形成部（ダクトアダプタＢ２５００）に連結した後においても、プロジェク
タ（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射される光の進行方向を調節するために、プロジェ
クタ（プロジェクタ装置Ｂ２）の位置を微調整するような状況も想定される。この点、第
２空間形成部（ダクトアダプタＢ２５００）は、弾性を有しており、変形可能であるため
、このようなプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）の位置調整に柔軟に対応することが



(119) JP 2019-205746 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

できる。
【０６９４】
　例えば、調節部（上側台座Ｂ２２０と下側台座Ｂ２２１との連結部Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、
上側台座Ｂ２２０のプロジェクタカバーＢ１への取り付け部分等）を操作することによっ
て、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）により投射される光の進行方向を調節する場
合、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を約５ｍｍ程度の範囲内で移動させる必要が
ある。この点、第２空間形成部（ダクトアダプタＢ２５００）の材料として、ウレタンゴ
ム等の合成ゴムを使用すれば、第２空間形成部（ダクトアダプタＢ２５００）は、プロジ
ェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）の移動領域の範囲内において柔軟に変形可能であり、当
該移動に伴って隙間が生じたりすることもなく、光の進行方向の調節をスムーズに行うこ
とができる。
【０６９５】
　（Ｃ－２）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　空気が通過可能な空気通過空間（空間Ｐ）を有する空間形成部（カバー部Ｂ２０００）
と、
　弾性を有する弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）と、を備え、
　前記弾性部材は、前記空間形成部と前記プロジェクタとの間に配置されており、
　前記弾性部材には、第１の開口（左側開口Ｂ２５１３）及び第２の開口（右側開口Ｂ２
５２２）が形成されるとともに、前記第１の開口及び前記第２の開口と連通するように空
間（空洞Ｂ２５３１）が形成されており、
　前記空気通過空間は、前記弾性部材に形成された該空間と連通しており、
　前記弾性部材を前記第１の開口と前記第２の開口との間で切断したときの断面に対応す
る開口（断面開口Ｂ２５３６）の面積は、前記第１の開口の面積及び前記第２の開口の面
積よりも小さい、
　ことを特徴とする遊技機。
【０６９６】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、空間形成部（カバー部Ｂ２０００）とプロジェ
クタ（プロジェクタ装置Ｂ２）との間に、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）が配置
されており、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）には、第１の開口（左側開口Ｂ２５
１３）及び第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）が形成されるとともに、第１の開口（左側
開口Ｂ２５１３）及び第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）と連通するように空間（空洞Ｂ
２５３１）が形成されている。そして、当該空間（空洞Ｂ２５３１）は、空間形成部（カ
バー部Ｂ２０００）に形成された空気通過空間（空間Ｐ）と連通している。これにより、
空間形成部（カバー部Ｂ２０００）に形成された空間（空間Ｐ）及び弾性部材（ダクトア
ダプタＢ２５００）に形成された空間（空洞Ｂ２５３１）を通過した空気をプロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）に流入させることが可能であり、当該空気の流れを通じて、プ
ロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した熱を放出することができる。また、弾性
部材（ダクトアダプタＢ２５００）は、弾性を有しており、空間形成部（カバー部Ｂ２０
００）及びプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）との相対的な位置関係に応じて変形す
ることが可能であるため、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）を空間形成部（カバー
部Ｂ２０００）とプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）との間に配置する作業をスムー
ズに行うことができる。さらに、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）を第１の開口（
左側開口Ｂ２５１３）と第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）との間（弾性部材（ダクトア
ダプタＢ２５００）における中央寄りの部分）で切断したときの断面に対応する開口（断
面開口Ｂ２５３６）の面積は、第１の開口（左側開口Ｂ２５１３）の面積及び第２の開口
（右側開口Ｂ２５２２）の面積よりも小さくなっている。すなわち、弾性部材（ダクトア
ダプタＢ２５００）は、中央寄りの部分が窪んだ形状を有している。これにより、弾性部
材（ダクトアダプタＢ２５００）は、外力が加わった際に当該窪みに沿って変形すること
が可能であるため、上記のような弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）の配置作業をよ
り効率的に行うことができる。
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【０６９７】
　さらに、第６実施形態に係る遊技機１によれば、連結部Ｂ２５３０（連結上側部Ｂ２５
３２、連結下側部Ｂ２５３３、連結前側部Ｂ２５３４、及び、連結後側部Ｂ２５３５）の
厚みが０．５～１．２ｍｍ程度（例えば、０．７～１．０ｍｍ）であり、左側部Ｂ２５１
０及び右側部Ｂ２５２０の厚み（例えば、４ｍｍ）と比較して、かなり薄くなっている。
これにより、柔軟性（伸縮性）を存分に発揮することが可能であり、弾性部材（ダクトア
ダプタＢ２５００）の配置作業の効率性を一層高めることができる。
【０６９８】
　第６実施形態では、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）を第１の開口（左側開口Ｂ
２５１３）と第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）との間で切断したときの断面に対応する
開口（断面開口Ｂ２５３６）の面積が、第１の開口（左側開口Ｂ２５１３）の面積及び第
２の開口（右側開口Ｂ２５２２）の面積よりも小さいこととして説明した。本発明におい
て、当該断面に対応する開口（断面開口Ｂ２５３６）の面積は、特に限定されず、第１の
開口（左側開口Ｂ２５１３）の面積及び第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）の面積のうち
の少なくとも一方の面積と略同じであってもよいし、第１の開口（左側開口Ｂ２５１３）
の面積及び第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）の面積のうちの少なくとも一方の面積より
も大きくなっていてもよい。例えば、連結上側部Ｂ２５３２、連結下側部Ｂ２５３３、連
結前側部Ｂ２５３４、及び、連結後側部Ｂ２５３５を、それぞれ、右側部Ｂ２５２０寄り
の面が右側主面Ｂ２５２４と略垂直な面となるように構成してもよい。この場合、当該断
面に対応する開口（断面開口Ｂ２５３６）の面積は、第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）
の面積と概ね等しくなる。
【０６９９】
　（Ｃ－３）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　前記プロジェクタを収容するケース（ケースＢ２２）と、
　空気が通過可能な空気通過空間（空間Ｐ）を有する空間形成部（カバー部Ｂ２０００）
と、
　弾性を有する弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）と、を備え、
　前記弾性部材は、前記空間形成部と前記ケースとの間に配置されており、
　前記弾性部材には、第１の開口（左側開口Ｂ２５１３）及び第２の開口（右側開口Ｂ２
５２２）が形成されるとともに、前記第１の開口及び前記第２の開口と連通するように空
間（空洞Ｂ２５３１）が形成され、前記第１の開口が前記空間形成部側に配置される一方
、前記第２の開口が前記ケース側に配置されており、
　前記空気通過空間は、前記弾性部材に形成された該空間と連通しており、
　前記ケースには、空気を取り入れるための通気口（吸気口Ｂ２２Ａ）が形成されており
、
　前記弾性部材における前記第２の開口側には、前記通気口に挿入可能な係止部（第１右
側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及び、第３右側突出部Ｂ２５２３
ｃ）が形成されており、前記弾性部材は、前記通気口に挿入された前記係止部によって係
止可能である、
　ことを特徴とする遊技機。
【０７００】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、空間形成部（カバー部Ｂ２０００）とプロジェ
クタ収容用のケース（ケースＢ２２）との間に、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）
が配置されており、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）には、第１の開口（左側開口
Ｂ２５１３）及び第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）が形成されるとともに、第１の開口
（左側開口Ｂ２５１３）及び第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）と連通するように空間（
空洞Ｂ２５３１）が形成されている。そして、当該空間（空洞Ｂ２５３１）は、空間形成
部（カバー部Ｂ２０００）に形成された空気通過空間（空間Ｐ）と連通している。これに
より、空間形成部（カバー部Ｂ２０００）に形成された空間（空間Ｐ）及び弾性部材（ダ
クトアダプタＢ２５００）に形成された空間（空洞Ｂ２５３１）を通過した空気をプロジ
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ェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）に流入させることが可能であり、当該空気の流れを通じ
て、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した熱を放出することができる。また
、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）は、弾性を有しており、空間形成部（カバー部
Ｂ２０００）及びケース（ケースＢ２２）との相対的な位置関係に応じて変形することが
可能であるため、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）を空間形成部（カバー部Ｂ２０
００）とケース（ケースＢ２２）との間に配置する作業をスムーズに行うことができる。
さらに、ケース（ケースＢ２２）には、空気を取り入れるための通気口（吸気口Ｂ２２Ａ
）が形成されており、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）における第２の開口（右側
開口Ｂ２５２２）側（ケース（ケースＢ２２）側）には、通気口（吸気口Ｂ２２Ａ）に挿
入可能な係止部（第１右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及び、第
３右側突出部Ｂ２５２３ｃ）が形成されており、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）
は、通気口（吸気口Ｂ２２Ａ）に挿入された係止部（第１右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２
右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及び、第３右側突出部Ｂ２５２３ｃ）によって係止可能である
。これにより、係止部（第１右側突出部Ｂ２５２３ａ、第２右側突出部Ｂ２５２３ｂ、及
び、第３右側突出部Ｂ２５２３ｃ）を介して弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）をケ
ース（ケースＢ２２）に連結することが可能であるため、上記のような弾性部材（ダクト
アダプタＢ２５００）の配置作業をより効率的に行うことができる。
【０７０１】
　第６実施形態では、係止部（右側突出部Ｂ２５２３）の大きさ及び形状が、通気口（ス
リットＢ２０２２）の大きさ及び形状と略同じであることとして説明した。本発明におい
て、係止部（右側突出部Ｂ２５２３）の大きさ及び形状としては、通気口（スリットＢ２
０２２）に圧入することが可能であり、且つ、圧入後は容易に外れなくなる（係止される
）ような大きさ及び形状を適宜採用することができる。例えば、係止部（右側突出部Ｂ２
５２３）における短辺方向の長さ（突出上面Ｂ２５２３ｄと突出下面Ｂ２５２３ｅとの距
離）を通気口（スリットＢ２０２２）の短辺と略同じ長さとしつつ、係止部（右側突出部
Ｂ２５２３）における長辺方向（延在方向）の長さが通気口（スリットＢ２０２２）の長
辺よりも短くなるように構成してもよい。また、係止部（右側突出部Ｂ２５２３）におけ
る長辺方向（延在方向）の長さを通気口（スリットＢ２０２２）の長辺と略同じ長さとし
つつ、当該延在方向における端部を上側隆起部Ｂ２５２３ｆ及び下側隆起部Ｂ２５２３ｇ
のように隆起させてもよい。このような隆起部（係止用の突起）を形成する位置は、特に
限定されず、係止部（右側突出部Ｂ２５２３）における任意の位置に係止片を設けること
としてもよい。
【０７０２】
　（Ｃ－４）　プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）と、
　空気が通過可能な空気通過空間（空間Ｐ）を有する空間形成部（カバー部Ｂ２０００）
と、
　弾性を有する弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）と、を備え、
　前記弾性部材は、前記空間形成部と前記プロジェクタとの間に配置されており、
　前記弾性部材には、第１の開口（左側開口Ｂ２５１３）及び第２の開口（右側開口Ｂ２
５２２）が形成されるとともに、前記第１の開口及び前記第２の開口と連通するように空
間（空洞Ｂ２５３１）が形成され、前記第１の開口が前記空間形成部側に配置される一方
、前記第２の開口が前記プロジェクタ側に配置されており、
　前記空気通過空間は、前記弾性部材に形成された該空間と連通しており、
　前記弾性部材における前記第１の開口側には、前記空間形成部に係止可能な係止部（左
側部Ｂ２５１０）が形成されている一方、前記空間形成部には、２つの突出部（右側立設
部Ｂ２０３１と左側立設部Ｂ２０３２、第１外側突起Ｂ２０４１ａと第１内側突起Ｂ２０
４１ｂ、第２外側突起Ｂ２０４２ａと第２内側突起Ｂ２０４２ｂ、第３外側突起Ｂ２０４
３ａと第３内側突起Ｂ２０４３ｂ、第４外側突起Ｂ２０４４ａと第４内側突起Ｂ２０４４
ｂ、第５外側突起Ｂ２０４５ａと第５内側突起Ｂ２０４５ｂ）が形成されており、前記係
止部が該２つの突出部の間に配置される、
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　ことを特徴とする遊技機。
【０７０３】
　第６実施形態に係る遊技機１によれば、空間形成部（カバー部Ｂ２０００）とプロジェ
クタ（プロジェクタ装置Ｂ２）との間に、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）が配置
されており、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）には、第１の開口（左側開口Ｂ２５
１３）及び第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）が形成されるとともに、第１の開口（左側
開口Ｂ２５１３）及び第２の開口（右側開口Ｂ２５２２）と連通するように空間（空洞Ｂ
２５３１）が形成されている。そして、当該空間（空洞Ｂ２５３１）は、空間形成部（カ
バー部Ｂ２０００）に形成された空気通過空間（空間Ｐ）と連通している。これにより、
空間形成部（カバー部Ｂ２０００）に形成された空間（空間Ｐ）及び弾性部材（ダクトア
ダプタＢ２５００）に形成された空間（空洞Ｂ２５３１）を通過した空気をプロジェクタ
（プロジェクタ装置Ｂ２）に流入させることが可能であり、当該空気の流れを通じて、プ
ロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）で発生した熱を放出することができる。また、弾性
部材（ダクトアダプタＢ２５００）は、弾性を有しており、空間形成部（カバー部Ｂ２０
００）及びプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）との相対的な位置関係に応じて変形す
ることが可能であるため、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）を空間形成部（カバー
部Ｂ２０００）とプロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）との間に配置する作業をスムー
ズに行うことができる。さらに、弾性部材（ダクトアダプタＢ２５００）における第１の
開口（左側開口Ｂ２５１３）側（空間形成部（カバー部Ｂ２０００）側）には、空間形成
部（カバー部Ｂ２０００）に係止可能な係止部（左側部Ｂ２５１０）が形成されている一
方、空間形成部（カバー部Ｂ２０００）には、２つの突出部（右側立設部Ｂ２０３１と左
側立設部Ｂ２０３２、第１外側突起Ｂ２０４１ａと第１内側突起Ｂ２０４１ｂ、第２外側
突起Ｂ２０４２ａと第２内側突起Ｂ２０４２ｂ、第３外側突起Ｂ２０４３ａと第３内側突
起Ｂ２０４３ｂ、第４外側突起Ｂ２０４４ａと第４内側突起Ｂ２０４４ｂ、第５外側突起
Ｂ２０４５ａと第５内側突起Ｂ２０４５ｂ）が形成されており、係止部（左側部Ｂ２５１
０）が該２つの突出部（右側立設部Ｂ２０３１と左側立設部Ｂ２０３２、第１外側突起Ｂ
２０４１ａと第１内側突起Ｂ２０４１ｂ、第２外側突起Ｂ２０４２ａと第２内側突起Ｂ２
０４２ｂ、第３外側突起Ｂ２０４３ａと第３内側突起Ｂ２０４３ｂ、第４外側突起Ｂ２０
４４ａと第４内側突起Ｂ２０４４ｂ、第５外側突起Ｂ２０４５ａと第５内側突起Ｂ２０４
５ｂ）の間に配置される。これにより、係止部（左側部Ｂ２５１０）を該２つの突出部（
右側立設部Ｂ２０３１と左側立設部Ｂ２０３２、第１外側突起Ｂ２０４１ａと第１内側突
起Ｂ２０４１ｂ、第２外側突起Ｂ２０４２ａと第２内側突起Ｂ２０４２ｂ、第３外側突起
Ｂ２０４３ａと第３内側突起Ｂ２０４３ｂ、第４外側突起Ｂ２０４４ａと第４内側突起Ｂ
２０４４ｂ、第５外側突起Ｂ２０４５ａと第５内側突起Ｂ２０４５ｂ）の間に配置するこ
とで位置決めを行うことが可能であるため、上記のような弾性部材（ダクトアダプタＢ２
５００）の配置作業をより効率的に行うことができる。
【０７０４】
　さらに、第６実施形態に係る遊技機１によれば、係止部（左側部Ｂ２５１０）の厚みが
３～５ｍｍ程度（例えば、４ｍｍ）であり、連結部Ｂ２５３０（連結上側部Ｂ２５３２、
連結下側部Ｂ２５３３、連結前側部Ｂ２５３４、及び、連結後側部Ｂ２５３５）の厚み（
例えば、０．７～１．０ｍｍ）と比較して、かなり分厚くなっている。これにより、２つ
の突出部（右側立設部Ｂ２０３１と左側立設部Ｂ２０３２、第１外側突起Ｂ２０４１ａと
第１内側突起Ｂ２０４１ｂ、第２外側突起Ｂ２０４２ａと第２内側突起Ｂ２０４２ｂ、第
３外側突起Ｂ２０４３ａと第３内側突起Ｂ２０４３ｂ、第４外側突起Ｂ２０４４ａと第４
内側突起Ｂ２０４４ｂ、第５外側突起Ｂ２０４５ａと第５内側突起Ｂ２０４５ｂ）の間で
、係止部（左側部Ｂ２５１０）を安定的に係止することが可能であり、弾性部材（ダクト
アダプタＢ２５００）の配置作業の効率性を一層高めることができる。
【０７０５】
　第６実施形態では、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）から投射された光がスクリ
ーンに入射することにより、スクリーンに画像が表示されることとして説明した。本発明
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においては、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）から投射された光の一部又は全部が
スクリーン以外の物体を照射することとしてもよく、照射される物体は、遊技機の備える
部品であってもよいし、遊技機の外部に存在する物体であってもよい。例えば、プロジェ
クタ（プロジェクタ装置Ｂ２）から投射された光の一部（例えば、スクリーンの周囲を通
過した光）が遊技者に到達することとし、遊技者の着用している衣服を照射することとし
てもよい。なお、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）から投射された光の一部又は全
部がスクリーン以外の物体を照射する場合、スクリーンは設けないこととしてもよい。
【０７０６】
　また、第６実施形態では、収容部（キャビネットＧ）に突出部（照射ユニット引っ掛け
用ネジ５０００）が設けられている一方、連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１
０００：照射ユニットＢ）に孔（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）が形成され
ており、照射ユニットＢの孔（照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０）に収容部（キ
ャビネットＧ）の突出部（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）を挿入することにより
、照射ユニットＢを突出部（照射ユニット引っ掛け用ネジ５０００）に引っ掛けることと
して説明した。本発明においては、逆に、連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１
０００：照射ユニット）に突出部が設けられている一方、収容部（キャビネットＧ）に孔
（例えば、照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０と同様の形状を有する孔）が形成さ
れており、照射ユニットの突出部を収容部（キャビネットＧ）の孔（凹部）に挿入するこ
とにより、照射ユニットを当該孔に引っ掛けることとしてもよい。
【０７０７】
　また、第６実施形態では、連結用部材（プロジェクタカバープレートＢ１０００：照射
ユニットＢ）が収容部（キャビネットＧ）に対して、ネジ締結により取り付けられること
として説明した。本発明において、照射ユニットと収容部（キャビネットＧ）との取付方
法は、特に限定されず、ネジ締結ではなく係止により、照射ユニットを収容部（キャビネ
ットＧ）に対して固定してもよい。また、照射ユニットは、収容部（キャビネットＧ）に
対して直接固定してもよいし、他の部材を介在させることにより間接的に固定してもよい
。例えば、照射ユニットと収容部（キャビネットＧ）との間に他の部材（介在部材）を配
置し、当該介在部材を収容部（キャビネットＧ）にネジ締結する一方、照射ユニットを介
在部材に係止することとしてもよい。
【０７０８】
　また、第６実施形態では、遊技機１の外部からキャビネットＧの内部に取り入れられた
空気が、ダクトカバーＢ２１００の開口Ｂ２１０８ｅを介してカバー部Ｂ２０００の内部
に取り入れられ、カバー部Ｂ２０００の内部（空間Ｐ）を移動した後、吸気口Ｂ２２Ａを
介してケースＢ２２の内部に入り、ケースＢ２２内で発生した熱を奪いながらケースＢ２
２内を進み、排気口Ｂ２２Ｅを介してケースＢ２２を出ることとして説明した。このよう
な空気の流れを通じて、プロジェクタ装置Ｂ２を冷却することができる。本発明において
、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）を冷却するための空気は、収容部（キャビネッ
トＧ）内の任意の空間から空間形成部（カバー部Ｂ２０００）に取り入れることが可能で
ある。その際、直前まで遊技機の外部に存在していた空気を空間形成部（カバー部Ｂ２０
００）に取り入れることとしてもよいし、遊技機の内部に一定時間滞留していた空気を空
間形成部（カバー部Ｂ２０００）に取り入れることとしてもよい。また、第２実施形態の
ように（第６実施形態とは逆に）、ケースＢ２２の右側に吸気口Ｂ２２Ａを設ける一方、
ケースＢ２２の左側に排気口Ｂ２２Ｅを設けることとしてもよい。すなわち、第６実施形
態では、空間形成部（カバー部Ｂ２０００）を通過した後の空気がケースＢ２２に流入す
ることとしたが、逆に、ケースＢ２２を通過した後の空気が空間形成部（カバー部Ｂ２０
００）に流入するように構成してもよい。また、プロジェクタ（プロジェクタ装置Ｂ２）
を冷却するに当たって、空間形成部（カバー部Ｂ２０００）は必須の構成ではなく、空間
形成部（カバー部Ｂ２０００）を設けることなく、ケースＢ２２の内部に空気を取り入れ
ることとしてもよい。
【０７０９】
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［第７実施形態］
　以上、第１実施形態～第６実施形態について説明した。以下、第７実施形態について説
明する。第７実施形態に係る遊技機１の基本的な構成は、第１実施形態～第６実施形態に
係る遊技機１と同じである。以下においては、第１実施形態～第６実施形態に係る遊技機
１の構成要素と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明することとする。また、第
１実施形態～第６実施形態における説明が第７実施形態においても当てはまる部分につい
ては、説明を省略することとする。
【０７１０】
＜リールユニットの高さ合わせ＞
　図１５４は、キャビネット内部の概略構成を説明するための正面図である。図１５５は
、図１５４に示すキャビネット内部からリールユニット及びリールアダプタを取り外した
状態を示す分解斜視図である。図１５６（ａ）は、第６実施形態に係る遊技機において前
面ドアが閉じられた状態を正面から見た模式図である。図１５６（ｂ）は、第７実施形態
に係る遊技機において前面ドアが閉じられた状態を正面から見た模式図である。図１５６
（ｃ）は、第６実施形態に係る遊技機のキャビネット内部を正面から見た模式図である。
図１５６（ｄ）は、第７実施形態に係る遊技機のキャビネット内部を正面から見た模式図
である。
【０７１１】
　上述した実施形態では、表示ユニットＡ（プロジェクションマッピング装置）が搭載さ
れている遊技機について説明したが、第７実施形態に係る遊技機１には、プロジェクショ
ンマッピング装置が搭載されていない。具体的に、上述した実施形態では、キャビネット
Ｇの内部における上方空間に照射ユニットＢが配置され、当該上方空間又は前面ドアにお
ける上側部分（上ドア機構ＵＤ）にスクリーンが設けられていることとして説明した（図
４、図５、図６４、図９７等参照）。これに対し、本実施形態において、キャビネットＧ
の内部における上方空間に照射ユニットＢは配置されておらず、当該上方空間又は前面ド
アにおける上側部分にスクリーンは設けられていない。
【０７１２】
　上述した実施形態（プロジェクションマッピング装置が搭載される形態）においては、
遊技機１における上側部分を用いて、プロジェクタから投影された映像をスクリーンに表
示させる演出が行われるところ、前面ドアに設けられた窓（例えば、図３に示す上側表示
窓ＵＤ１）を介して、当該スクリーンに表示された映像を遊技者が視認することができる
ようになっている。そして、当該窓（スクリーンに表示された映像を視認可能にするため
の窓）の下方に、メイン表示窓ＤＤ４（各リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの動作や各リールＲＬ
，ＲＣ，ＲＲ上に描かれている図柄を視認可能にするための窓）が設けられている。
【０７１３】
　これに対し、本実施形態では、プロジェクションマッピング装置が搭載されていないた
め、スクリーンに表示された映像を視認可能にするための窓が形成されておらず、そのこ
とに起因して、メイン表示窓ＤＤ４が上述した実施形態よりも上方に形成されている。こ
れにより、各リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの動作や各リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ上に描かれてい
る図柄の視認性を向上させている。
【０７１４】
　ここで、図１５４及び図１５５に示すように、本実施形態では、ミドルボード４０００
の上面にリールアダプタ６０００が載置され、リールアダプタ６０００の上面にリールユ
ニットＲＵが載置されている。すなわち、第６実施形態では、ミドルボード４０００にリ
ールユニットＲＵが直接載置されている（図９５及び図９６参照）のに対し、本実施形態
では、ミドルボード４０００とリールユニットＲＵとの間に、リールアダプタ６０００を
介在させている。キャビネットＧ内部の構成は、リールアダプタ６０００を除いて、第６
実施形態と本実施形態とで基本的に同一となっている。なお、本実施形態では、照射ユニ
ットＢが設けられていないため、背面壁Ｇ３に操作用窓Ｇ１０は形成されていない。
【０７１５】
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　図１５６（ａ）及び図１５６（ｂ）に示すように、本実施形態において、メイン表示窓
ＤＤ４は、第６実施形態と比較して、距離ｄ（３～１０ｃｍ程度、例えば６ｃｍ）だけ上
方に形成されている。一方、図１５６（ｃ）及び図１５６（ｄ）に示すように、ミドルボ
ード４０００のキャビネットＧにおける配置位置（高さ）は、第６実施形態と本実施形態
とで同一である。そして、本実施形態では、ミドルボード４０００とリールユニットＲＵ
との間にリールアダプタ６０００が介在していることに対応して、リールユニットＲＵの
配置位置は、第６実施形態と比較して、リールアダプタ６０００の高さ分（距離ｄ）だけ
上方となる。
【０７１６】
　結果として、本実施形態では、第６実施形態と比較して、メイン表示窓ＤＤ４及びリー
ルユニットＲＵの双方が距離ｄだけ上方に位置付けられる。これにより、第６実施形態と
同様に、メイン表示窓ＤＤ４の形成位置とリールユニットＲＵ（リールＲＬ）の配置位置
とは、正面視において略一致（重畳）することとなる。これにより、各リールＲＬ，ＲＣ
，ＲＲの動作や各リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ上に描かれている図柄が、遊技者から視認しや
すくなっている。
【０７１７】
　なお、図１５６（ａ）及び図１５６（ｂ）では、メイン表示窓ＤＤ４及びリールユニッ
トＲＵのみを示し、その他の構成の図示を省略している。図１５６（ｃ）では、ミドルボ
ード４０００及びリールユニットＲＵのみを示し、その他の構成の図示を省略している。
図１５６（ｄ）では、ミドルボード４０００、リールアダプタ６０００、及び、リールユ
ニットＲＵのみを示し、その他の構成の図示を省略している。
【０７１８】
＜リールアダプタ６０００＞
　図１５７は、リールアダプタを右前方から見た斜視図である。図１５８は、リールアダ
プタを右後方から見た斜視図である。図１５９は、リールアダプタの右後部の部分拡大斜
視図である。図１６０は、図１５９に示す右後部の背面図である。図１６１は、図１５９
に示す右後部の下側突出部における断面図である。図１６２は、リールアダプタを下方か
ら見た斜視図である。図１６３は、リールアダプタを下方から見た部分拡大斜視図である
。図１６４は、リールアダプタを左右方向の鉛直面で切断した状態の正面図である。図１
６５は、リールアダプタを上方から見た斜視図である。図１６６は、リールアダプタを前
後方向の鉛直面で切断した状態における段差凹部周辺の部分拡大斜視図である。
【０７１９】
　図１５７及び図１５８に示すように、リールアダプタ６０００は、箱形の外観形状を有
しており、上側の面、前側の面、及び、後側の面として、それぞれ、上面６００１、前面
６００２、及び、後面６００３を有している。後面６００３の右側部分（右後面６００３
Ｒ）及び左側部分（左後面６００３Ｌ）は、それぞれ、後面６００３の中央部分（中後面
６００３Ｃ）に対して段差を有するように形成されている。
【０７２０】
　また、リールアダプタ６０００は、後端の右側部分及び左側部分において、後方に突出
する構造として、それぞれ、右後部６０１０及び左後部６０２０を有している。右後部６
０１０は、右後面６００３Ｒの上部において右後面６００３Ｒに対して後方に突出する上
側突出部６０１１と、右後面６００３Ｒの下部において右後面６００３Ｒに対して後方に
突出する下側突出部６０１２と、を有している。
【０７２１】
　左後部６０２０は、左後面６００３Ｌの上部において左後面６００３Ｌに対して後方に
突出する上側突出部６０２１と、左後面６００３Ｌの下部において左後面６００３Ｌに対
して後方に突出する下側突出部６０２２と、を有している。左後部６０２０は、右後部６
０１０と略同一の構造を有しているため、以下では、右後部６０１０についてのみ説明す
る。
【０７２２】
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　図１５９に示すように、上側突出部６０１１は、上下方向に延在する右側部６０１１ａ
及び左側部６０１１ｂと、左右方向に延在して右側部６０１１ａと左側部６０１１ｂとを
接続する接続部６０１１ｃと、を有している。下側突出部６０１２は、後方上部が丸みを
帯びた直方体形状を有している。分かりやすくするため、図１５９では、上側突出部６０
１１の後端面及び下側突出部６０１２の後端面を斜線で示している。
【０７２３】
　図１６０に示すように、接続部６０１１ｃの下端は、上面６００１よりも上方に位置付
けられており、これにより、右側部６０１１ａと左側部６０１１ｂと接続部６０１１ｃと
上面６００１とで囲まれた開口６０１３が形成されている。分かりやすくするため、図１
６０では、上側突出部６０１１の後端面及び下側突出部６０１２の後端面を斜線で示し、
開口６０１３を網掛けで示している。図示しないが、同様に、上側突出部６０２１は、右
側部６０２１ａと左側部６０２１ｂと接続部６０２１ｃと、を有し、右側部６０２１ａと
左側部６０２１ｂと接続部６０２１ｃと上面６００１とで囲まれた開口６０２３が形成さ
れる。
【０７２４】
　図１６１では、下側突出部６０１２を鉛直面（左右方向の面）で切断した様子を示すと
ともに、切断面を斜線で示している。図１６１に示すように、下側突出部６０１２は、右
後面６００３Ｒから後方に突出する突出上面６０１２ａを有している。突出上面６０１２
ａは、後方の方がやや低くなる傾斜を有するように形成されており、下側突出部６０１２
の上面を構成している。突出上面６０１２ａには、上側隆起部６０１２ｂが形成されてい
る。上側隆起部６０１２ｂは、平坦な突出上面６０１２ａに対して隆起した形状を有して
いる。
【０７２５】
　図１５７及び図１５８に示すように、リールアダプタ６０００の上面６００１には、３
つの上面凹部６０３０（左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び、右上面凹
部６０３０Ｒ）が形成されている。左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び
、右上面凹部６０３０Ｒは、それぞれ、上面６００１に対して凹んだ凹部として形成され
ており、長方形状の６つの面によって囲まれた六面体における１つの面（上側の面）を開
放させた形状を有している。
【０７２６】
　左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び、右上面凹部６０３０Ｒは、左右
方向に並ぶように形成されており、左上面凹部６０３０Ｌの左側、左上面凹部６０３０Ｌ
と中上面凹部６０３０Ｃとの間、中上面凹部６０３０Ｃと右上面凹部６０３０Ｒとの間、
右上面凹部６０３０Ｒの右側には、それぞれ、凹部非形成領域６００１ａ、凹部非形成領
域６００１ｂ、凹部非形成領域６００１ｃ、及び、凹部非形成領域６００１ｄが形成され
ている。凹部非形成領域６００１ａ、凹部非形成領域６００１ｂ、凹部非形成領域６００
１ｃ、及び、凹部非形成領域６００１ｄは、上面６００１の一部となっている。
【０７２７】
　図１６２及び図１６３に示すように、リールアダプタ６０００の裏側には、３つの裏面
凸部６０３１（左裏面凸部６０３１Ｌ、中裏面凸部６０３１Ｃ、及び、右裏面凸部６０３
１Ｒ）が形成されている。左裏面凸部６０３１Ｌ、中裏面凸部６０３１Ｃ、及び、右裏面
凸部６０３１Ｒは、それぞれ、左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び、右
上面凹部６０３０Ｒに対応しており、左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及
び、右上面凹部６０３０Ｒの凹みに応じて、裏面６００４（上面６００１の反対側の面）
に対して下方に突出した形状を有している。
【０７２８】
　裏面凸部６０３１は、裏面６００４と略平行に形成された底面６０３１ａと、裏面６０
０４と底面６０３１ａとを接続する側面６０３１ｂと、を有している。また、リールアダ
プタ６０００の裏側には、裏面６００４又は底面６０３１ａに対して下方（略垂直な方向
）に突出するリブ６０３２が形成されている。リブ６０３２は、左右方向に延在する左右
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リブ６０３２ａと、前後方向に延在する５つの前後リブ６０３２ｂと、によって構成され
る。
【０７２９】
　分かりやすくするため、図１６３では、リブ６０３２の側面（裏面６００４又は底面６
０３１ａに対して略垂直な面）を斜線で示している。左右リブ６０３２ａは、底面６０３
１ａの下方において、５つの前後リブ６０３２ｂとそれぞれ交差している。リブ６０３２
は、裏面６００４から下方に突出している部分が側面６０３１ｂと連続しており、裏面６
００４から下方に突出している部分は、底面６０３１ａから下方に突出している部分と一
体となっている。
【０７３０】
　図１６４では、左右リブ６０３２ａを通る鉛直面（左右方向の面）でリールアダプタ６
０００を切断した様子を示すとともに、切断面を斜線で示している。図１６４に示すよう
に、左右リブ６０３２ａのうち、底面６０３１ａから下方に突出している部分における上
面凹部６０３０の底面６０３０ａ（図１５７参照）から左右リブ６０３２ａの下端までの
長さ（図中のｒ）は、裏面６００４から下方に突出している部分における上面６００１か
ら左右リブ６０３２ａの下端までの長さ（図中のＲ）よりも短くなっている。
【０７３１】
　ここで、Ｒは、上面６００１と裏面６００４との距離（上面凹部非形成領域におけるリ
ールアダプタ６０００の厚み）を含む長さであり、ｒは、底面６０３０ａと底面６０３１
ａとの距離（上面凹部形成領域におけるリールアダプタ６０００の厚み）を含む長さであ
る。これらのリールアダプタ６０００の厚みは、略均一となっている。従って、左右リブ
６０３２ａのうち、底面６０３１ａから下方に突出している部分における底面６０３１ａ
から左右リブ６０３２ａの下端までの長さ（底面６０３１ａを基準とした場合における左
右リブ６０３２ａの下方への突出長）は、裏面６００４から下方に突出している部分にお
ける裏面６００４から左右リブ６０３２ａの下端までの長さ（裏面６００４を基準とした
場合における左右リブ６０３２ａの下方への突出長）よりも短くなっている。
【０７３２】
　同様に、前後リブ６０３２ｂのうち、底面６０３１ａから下方に突出している部分にお
ける底面６０３１ａから前後リブ６０３２ｂの下端までの長さ（底面６０３１ａを基準と
した場合における前後リブ６０３２ｂの下方への突出長）は、裏面６００４から下方に突
出している部分における裏面６００４から前後リブ６０３２ｂの下端までの長さ（裏面６
００４を基準とした場合における前後リブ６０３２ｂの下方への突出長）よりも短くなっ
ている。なお、底面６０３１ａを基準とした場合における前後リブ６０３２ｂの下方への
突出長は、底面６０３１ａを基準とした場合における左右リブ６０３２ａの下方への突出
長と略同じである。
【０７３３】
　図１５７及び図１６５に示すように、リールアダプタ６０００の前面６００２には、２
つの段差凹部６０４０（左側段差凹部６０４０Ｌ及び右側段差凹部６０４０Ｒ）が形成さ
れている。左側段差凹部６０４０Ｌ及び右側段差凹部６０４０Ｒは、それぞれ、段差を有
するように形成されており、上面６００１から連続して前面６００２と略平行に形成され
た上側壁面６０４０ａと、上側壁面６０４０ａよりも前方において上側壁面６０４０ａと
略平行に形成された下側壁面６０４０ｂと、を有している。分かりやすくするため、図１
６５では、上側壁面６０４０ａ及び下側壁面６０４０ｂを斜線で示している。
【０７３４】
　図１６６では、左側段差凹部６０４０Ｌを通る鉛直面（前後方向の面）でリールアダプ
タ６０００を切断した様子を示している。図１６６に示すように、段差凹部６０４０の下
部には、下側突起６０４１が形成されている。下側突起６０４１における前面６０４１ａ
は、下側壁面６０４０ｂの下端から下方に向けて連続して形成されている。分かりやすく
するため、図１６６では、下側突起６０４１の切断面を黒で示すとともに、下側突起６０
４１以外の切断面を斜線で示している。下側壁面６０４０ｂの下端は、前面６００２にお
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いて段差凹部６０４０の形成されていない領域の下端と略同じ高さであり、下側突起６０
４１は、これらの下端から下方に突出した部分となっている。
【０７３５】
　また、図１５７及び図１６５に示すように、リールアダプタ６０００の前面６００２に
は、２つのネジ孔用凹部６０５０（左側ネジ孔用凹部６０５０Ｌ及び右側ネジ孔用凹部６
０５０Ｒ）が形成されている。左側ネジ孔用凹部６０５０Ｌ及び右側ネジ孔用凹部６０５
０Ｒは、それぞれ、下端を規定する下面６０５０ａと、下方の方が細くなるテーパ形状を
有するように形成された側面６０５０ｂと、によって構成されている。下面６０５０ａに
は、裏側にかけて貫通するネジ孔６０５０ｃが形成されている。
【０７３６】
　また、図１５７及び図１６５に示すように、リールアダプタ６０００の前面６００２上
部には、３つの前面上側凹部６０６０（左前面上側凹部６０６０Ｌ、中前面上側凹部６０
６０Ｃ、及び、右前面上側凹部６０６０Ｒ）が形成されている。左前面上側凹部６０６０
Ｌ、中前面上側凹部６０６０Ｃ、及び、右前面上側凹部６０６０Ｒは、それぞれ、前面６
００２と上面６００１との境界部分を直方体状に切り欠いた形状を有している。左前面上
側凹部６０６０Ｌの左側は、左側段差凹部６０４０Ｌと連通しており、右前面上側凹部６
０６０Ｒの左側は、右側ネジ孔用凹部６０５０Ｒと連通している。
【０７３７】
＜リールユニットＲＵ＞
　図１６７は、リールユニットの斜視図である。図１６８は、図１６７に示すリールユニ
ットから右ユニットを取り外した状態を示す斜視図である。図１６９は、リールフレーム
を前方から見た斜視図である。図１７０は、リールフレームを下方から見た斜視図である
。図１７１は、リールフレームを後方から見た斜視図である。図１７２は、モータフレー
ムの斜視図である。
【０７３８】
　図１６７及び図１６８に示すように、リールユニットＲＵは、リールフレームＲ１０と
左ユニットＲ３０Ｌと中ユニットＲ３０Ｃと右ユニットＲ３０Ｒとを備え、左ユニットＲ
３０Ｌと中ユニットＲ３０Ｃと右ユニットＲ３０ＲとがリールフレームＲ１０に収容され
ている。左ユニットＲ３０Ｌと中ユニットＲ３０Ｃと右ユニットＲ３０Ｒとは、同様の構
成を有しているため、以下では、右ユニットＲ３０Ｒの構成を中心に説明する。
【０７３９】
　右ユニットＲ３０Ｒは、右リールＲＲと右モータフレームＲ５０Ｒと右フロントガード
Ｒ７０Ｒとを備えている。図１６８では、右ユニットＲ３０Ｒから右モータフレームＲ５
０Ｒ及び右フロントガードＲ７０Ｒを取り外した状態を示している。右リールＲＲは、筒
形形状の右リールドラムＲ３１Ｒを有しており、右リールドラムＲ３１Ｒには、複数の図
柄が配された右リール帯Ｒ３２Ｒが巻回されて固定されている。また、図示しないが、右
リールドラムＲ３１Ｒの内部には、右リールドラムＲ３１Ｒと中心軸が同じである回転ギ
アが配設されている。
【０７４０】
　右モータフレームＲ５０Ｒは、右リールＲＲの右側に配置されている。右モータフレー
ムＲ５０Ｒには、中央に開口部Ｒ５１Ｒが形成されており、開口部Ｒ５１Ｒを埋めるよう
にモータカバーＲ５２Ｒが取り付けられる。モータカバーＲ５２Ｒは、モータ駆動部を覆
った状態で収容している。図示しないが、モータ駆動部は、ステッピングモータと、回転
ギアに歯合する駆動ギアと、を有している。
【０７４１】
　ステッピングモータの駆動力は、駆動ギア及び回転ギアを介して、右リールＲＲへと伝
達される。これにより、右モータフレームＲ５０Ｒは、ステッピングモータを支持すると
ともに、右リールＲＲを回転可能に支持している。右フロントガードＲ７０Ｒは、右リー
ルＲＲの前面側下部に配置され、右リールＲＲに配された図柄の一部を覆っている。
【０７４２】
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　同様に、左ユニットＲ３０Ｌは、左リールＲＬと左モータフレームＲ５０Ｌと左フロン
トガードＲ７０Ｌとを備えている。左モータフレームＲ５０Ｌは、ステッピングモータを
支持するとともに、左リールＲＬを回転可能に支持している。左フロントガードＲ７０Ｌ
は、左リールＲＬの前面側下部に配置され、左リールＲＬに配された図柄の一部を覆って
いる。
【０７４３】
　また、中ユニットＲ３０Ｃは、中リールＲＣと中モータフレームＲ５０Ｃと中フロント
ガードＲ７０Ｃとを備えている。中モータフレームＲ５０Ｃは、ステッピングモータを支
持するとともに、中リールＲＣを回転可能に支持している。中フロントガードＲ７０Ｃは
、中リールＲＣの前面側下部に配置され、中リールＲＣに配された図柄の一部を覆ってい
る。
【０７４４】
　図１６９に示すように、リールフレームＲ１０は、前面側が開放した箱状に形成されて
いる。リールフレームＲ１０は、左ユニットＲ３０Ｌ、中ユニットＲ３０Ｃ、及び、右ユ
ニットＲ３０Ｒの収容空間の下端を規定する面として、３つの第１下側面Ｒ１１（左第１
下側面Ｒ１１Ｌ、中第１下側面Ｒ１１Ｃ、及び、右第１下側面Ｒ１１Ｒ）、並びに、３つ
の第２下側面Ｒ１２（左第２下側面Ｒ１２Ｌ、中第２下側面Ｒ１２Ｃ、及び、右第２下側
面Ｒ１２Ｒ）を有している。分かりやすくするため、図１６９では、第２下側面Ｒ１２を
斜線で示している。
【０７４５】
　左第２下側面Ｒ１２Ｌ、中第２下側面Ｒ１２Ｃ、及び、右第２下側面Ｒ１２Ｒは、それ
ぞれ、左第１下側面Ｒ１１Ｌ、中第１下側面Ｒ１１Ｃ、及び、右第１下側面Ｒ１１Ｒの右
側において、これらの第１下側面Ｒ１１に対して僅かに凹んだ凹部として形成されている
。左第１下側面Ｒ１１Ｌ、中第１下側面Ｒ１１Ｃ、及び、右第１下側面Ｒ１１Ｒの上方に
は、それぞれ、左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲが配置される。左第２
下側面Ｒ１２Ｌ、中第２下側面Ｒ１２Ｃ、及び、右第２下側面Ｒ１２Ｒには、それぞれ、
左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０
Ｒが載置される。
【０７４６】
　これらの第１下側面Ｒ１１及び第２下側面Ｒ１２は、略平坦に形成されている。また、
リールフレームＲ１０は、第１下側面Ｒ１１及び第２下側面Ｒ１２の前端において、下方
に向けて（第１下側面Ｒ１１及び第２下側面Ｒ１２と略垂直な方向に）突出する下方突出
部Ｒ１３を有している。下方突出部Ｒ１３には、３つの取付用孔Ｒ１４（左取付用孔Ｒ１
４Ｌ、中取付用孔Ｒ１４Ｃ、及び、右取付用孔Ｒ１４Ｒ）、並びに、１つのネジ孔Ｒ１５
が、下方突出部Ｒ１３を前後方向に貫通するように形成されている。
【０７４７】
　下方突出部Ｒ１３の前面側には、左取付用孔Ｒ１４Ｌ、中取付用孔Ｒ１４Ｃ、及び、右
取付用孔Ｒ１４Ｒの左右に、それぞれ所定の距離を隔てて、一対の突起Ｒ１６が形成され
ている。また、図１７０に示すように、下方突出部Ｒ１３の背面側には、左取付用孔Ｒ１
４Ｌ、中取付用孔Ｒ１４Ｃ、及び、右取付用孔Ｒ１４Ｒの周縁近傍において、それぞれ、
左右に１つずつ突起Ｒ１７が形成されている。
【０７４８】
　リールフレームＲ１０は、裏側（第１下側面Ｒ１１及び第２下側面Ｒ１２の反対側）の
面として、３つの第１裏側面Ｒ１８（左第１裏側面Ｒ１８Ｌ、中第１裏側面Ｒ１８Ｃ、及
び、右第１裏側面Ｒ１８Ｒ）、並びに、３つの第２裏側面Ｒ１９（左第２裏側面Ｒ１９Ｌ
、中第２裏側面Ｒ１９Ｃ、及び、右第２裏側面Ｒ１９Ｒ）を有している。左第１裏側面Ｒ
１８Ｌ、中第１裏側面Ｒ１８Ｃ、及び、右第１裏側面Ｒ１８Ｒは、それぞれ、左第１下側
面Ｒ１１Ｌ、中第１下側面Ｒ１１Ｃ、及び、右第１下側面Ｒ１１Ｒに対応しており、左第
２裏側面Ｒ１９Ｌ、中第２裏側面Ｒ１９Ｃ、及び、右第２裏側面Ｒ１９Ｒは、それぞれ、
左第２下側面Ｒ１２Ｌ、中第２下側面Ｒ１２Ｃ、及び、右第２下側面Ｒ１２Ｒに対応して
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いる。
【０７４９】
　左第２裏側面Ｒ１９Ｌ、中第２裏側面Ｒ１９Ｃ、及び、右第２裏側面Ｒ１９Ｒは、それ
ぞれ、左第２下側面Ｒ１２Ｌ、中第２下側面Ｒ１２Ｃ、及び、右第２下側面Ｒ１２Ｒの凹
みに応じて、左第１裏側面Ｒ１８Ｌ、中第１裏側面Ｒ１８Ｃ、及び、右第１裏側面Ｒ１８
Ｒに対して僅かに下方に突出した形状を有している。
【０７５０】
　これらの第１裏側面Ｒ１８及び第２裏側面Ｒ１９は、略平坦に形成されており、前端に
おいて下方突出部Ｒ１３と連続しており、後端において後壁部Ｒ２０と連続している。下
方突出部Ｒ１３及び後壁部Ｒ２０は、それぞれ、第１裏側面Ｒ１８及び第２裏側面Ｒ１９
に対して略垂直な方向に形成されている。後壁部Ｒ２０の下端縁は、第２裏側面Ｒ１９と
同一平面上に位置付けられている。
【０７５１】
　図１７１に示すように、リールフレームＲ１０は、後壁部Ｒ２０から後方に突出する２
つの後方突出部Ｒ２１（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌ）を有して
いる。後方突出部Ｒ２１は、後壁部Ｒ２０から後方に突出する突出上面Ｒ２１ａを有して
いる。突出上面Ｒ２１ａは、後方の方がやや低くなる傾斜を有するように形成されており
、後方突出部Ｒ２１の上面を構成している。突出上面Ｒ２１ａには、上側隆起部Ｒ２１ｂ
が形成されている。上側隆起部Ｒ２１ｂは、平坦な突出上面Ｒ２１ａに対して隆起した形
状を有している。右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌの大きさ及び形状
は、それぞれ、リールアダプタ６０００における下側突出部６０１２及び下側突出部６０
２２（図１５８参照）の大きさ及び形状と略同じとなっている。
【０７５２】
　図１７２に示すように、モータフレームＲ５０（左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータ
フレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）は、下端を規定する面として、載
置面Ｒ５２を有している。分かりやすくするため、図１７２では、載置面Ｒ５２を斜線で
示している。載置面Ｒ５２の左右方向の幅は、リールフレームＲ１０における第２下側面
Ｒ１２の左右方向の幅と略同一となっている。
【０７５３】
　左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５
０Ｒは、それぞれ、載置面Ｒ５２が左第２下側面Ｒ１２Ｌ、中第２下側面Ｒ１２Ｃ、及び
、右第２下側面Ｒ１２Ｒと当接した状態で、リールフレームＲ１０に収容される。これに
より、モータフレームＲ５０は、リールフレームＲ１０によって支持され、その結果、各
リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ及びステッピングモータも、リールフレームＲ１０によって支持
されることになる。
【０７５４】
　また、モータフレームＲ５０は、載置面Ｒ５２の前端において、下方に向けて（載置面
Ｒ５２と略垂直な方向に）突出する下方突出部Ｒ５３を有している。下方突出部Ｒ５３に
は、取付用孔Ｒ５４が、下方突出部Ｒ５３を前後方向に貫通するように形成されている。
下方突出部Ｒ５３における左右方向の幅は、リールフレームＲ１０の下方突出部Ｒ１３に
形成された一対の突起Ｒ１６の間隔に対応している。
【０７５５】
　モータフレームＲ５０がリールフレームＲ１０に収容された状態（遊技機１の組み立て
が完了した状態）においては、モータフレームＲ５０の下方突出部Ｒ５３がリールフレー
ムＲ１０の下方突出部Ｒ１３の前面側において一対の突起Ｒ１６に挟まれるように配置さ
れ、下方突出部Ｒ５３に形成された取付用孔Ｒ５４と下方突出部Ｒ１３に形成された取付
用孔Ｒ１４とが重畳する。この状態で、取付用孔Ｒ５４及び取付用孔Ｒ１４に挿通させた
締結用部材を用いて、モータフレームＲ５０がリールフレームＲ１０に締結される。本実
施形態では、締結用部材としてニフラッチ（登録商標）が用いられる。
【０７５６】



(131) JP 2019-205746 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

＜ミドルボード４０００＞
　図１７３は、ミドルボードの斜視図である。
【０７５７】
　図１７３に示すように、ミドルボード４０００は、板状の形状を有しており、上側の面
は、第１上面４０１０、第２上面４０３０、第３上面４０５０、第４上面４０７０、及び
、第５上面４０８０から構成されている。第２上面４０３０、第３上面４０５０、第４上
面４０７０、及び、第５上面４０８０は、それぞれ、第１上面４０１０に対して凹んだ凹
部として形成されている。分かりやすくするため、図１７３では、第１上面４０１０を斜
線で示している。
【０７５８】
　ミドルボード４０００の後縁における右側部分には、右側取付用壁部４００１が立設さ
れている。右側取付用壁部４００１には、ネジ孔４００２が形成されている。また、ミド
ルボード４０００の後縁における左側部分には、左側取付用壁部４００３が立設されてい
る。左側取付用壁部４００３には、ネジ孔４００４が形成されている。ミドルボード４０
００は、ネジ孔４００２及びネジ孔４００４を挿通させたネジによって、キャビネットＧ
の背面壁Ｇ３に取り付けられる。
【０７５９】
　また、ミドルボード４０００は、第１上面４０１０に形成された４つのネジ孔４００５
をそれぞれ挿通させたネジによって、図示しない他の部材に取り付けられる。当該他の部
材は、キャビネットＧの右側面壁Ｇ２Ｒ及び左側面壁Ｇ２Ｌに取り付けられており、これ
により、ミドルボード４０００は、右側面壁Ｇ２Ｒ及び左側面壁Ｇ２Ｌに対して固定され
る。
【０７６０】
　第２上面４０３０は、右側取付用壁部４００１の前方に形成されている。第２上面４０
３０には、矩形状の開口４０３１が形成されており、開口４０３１の後縁（後側の辺）に
沿って、第２上面４０３０に対して略垂直な方向に、右側開口付立設部４０３２が立設さ
れている。右側開口付立設部４０３２の中央部分には、矩形状の開口４０３３が形成され
ている。開口４０３３の大きさ及び形状は、リールアダプタ６０００の上側突出部６０１
１によって形成される開口６０１３（図１６０参照）の大きさ及び形状と略同じとなって
いる。また、開口４０３３の下縁は、第１上面４０１０と略同じ高さとなっている。
【０７６１】
　第３上面４０５０は、左側取付用壁部４００３の前方に形成されている。第３上面４０
５０には、矩形状の開口４０５１が形成されており、開口４０５１の後縁（後側の辺）に
沿って、第３上面４０５０に対して略垂直な方向に、左側開口付立設部４０５２が立設さ
れている。左側開口付立設部４０５２の中央部分には、矩形状の開口４０５３が形成され
ている。開口４０５３の大きさ及び形状は、右側開口付立設部４０３２に形成された開口
４０３３の大きさ及び形状と略同じとなっている。また、開口４０５３の下縁は、第１上
面４０１０と略同じ高さとなっている。
【０７６２】
　第４上面４０７０は、第２上面４０３０及び第３上面４０５０の前方において、左右方
向に延在するように形成されている。第５上面４０８０は、第４上面４０７０の前方にお
いて、ミドルボード４０００の前端にかけて形成されている。第５上面４０８０は、周囲
の面に対して隆起した部分として、第１隆起面４０８１、第２隆起面４０８２、第３隆起
面４０８３、及び、第４隆起面４０８４を含んでいる。
【０７６３】
　第２隆起面４０８２には、前側孔４０８２ａ、後側孔４０８２ｂ、及び、切り欠き４０
８２ｃが形成されている。前側孔４０８２ａ及び後側孔４０８２ｂは、ミドルボード４０
００を上下方向に貫通する貫通孔として、コーナー部がやや丸みを帯びた長方形形状に形
成されている。前側孔４０８２ａ及び後側孔４０８２ｂは、それぞれ、左右方向に延在し
ており、前側孔４０８２ａの延在方向と後側孔４０８２ｂの延在方向とは略平行となって



(132) JP 2019-205746 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

いる。前側孔４０８２ａ及び後側孔４０８２ｂは、大きさ及び形状が互いに略同一である
。
【０７６４】
　同様に、第３隆起面４０８３には、前側孔４０８３ａ、後側孔４０８３ｂ、及び、切り
欠き４０８３ｃが形成されている。前側孔４０８３ａ及び後側孔４０８３ｂは、ミドルボ
ード４０００を上下方向に貫通する貫通孔として、コーナー部がやや丸みを帯びた長方形
形状に形成されている。前側孔４０８３ａ及び後側孔４０８３ｂは、それぞれ、左右方向
に延在しており、前側孔４０８３ａの延在方向と後側孔４０８３ｂの延在方向とは略平行
となっている。前側孔４０８３ａ及び後側孔４０８３ｂは、大きさ及び形状が互いに略同
一である。第４隆起面４０８４には、切り欠き４０８４ａが形成されている。
【０７６５】
　第１隆起面４０８１と第２隆起面４０８２との間には、ネジ孔４０８５が形成されてい
る。第２隆起面４０８２と第３隆起面４０８３との間には、ネジ孔４０８６が形成されて
いる。第３隆起面４０８３と第４隆起面４０８４との間には、ネジ孔４０８７が形成され
ている。
【０７６６】
　以上で説明した第１上面４０１０、第２上面４０３０、第３上面４０５０、第４上面４
０７０、及び、第５上面４０８０（第１隆起面４０８１、第２隆起面４０８２、第３隆起
面４０８３、及び、第４隆起面４０８４を含む）は、全て略平坦に形成され、略水平に配
置されている。
【０７６７】
＜リールアダプタ６０００のミドルボード４０００への載置＞
　図１７４は、リールアダプタがミドルボードに載置されている状態を示す斜視図である
。図１７５は、図１７４に示す状態から、リールアダプタをミドルボードに対して僅かに
ずらした様子を示す斜視図である。図１７６は、図１７４に示すリールアダプタ及びミド
ルボードを前後方向の鉛直面で切断した状態における段差凹部周辺の部分拡大斜視図であ
る。図１７７は、図１７４に示すリールアダプタ及びミドルボードを側方から見た斜視図
である。図１７８は、図１７７に示すリールアダプタ及びミドルボードを前後方向の鉛直
面で切断した状態の部分拡大斜視図である。
【０７６８】
　リールアダプタ６０００がミドルボード４０００に載置された状態（図１７４参照、遊
技機１の組み立てが完了した状態）においては、リールアダプタ６０００における上面６
００１、前面６００２、後面６００３、及び、側面６００５の下端縁、並びに、リブ６０
３２（図１６３参照）のうち底面６０３１ａから下方に突出している部分の下端縁が、ミ
ドルボード４０００の第１上面４０１０（図１７３参照）と当接する。
【０７６９】
　この状態においては、リールアダプタ６０００の左側ネジ孔用凹部６０５０Ｌが、ミド
ルボード４０００の第５上面４０８０のうち第１隆起面４０８１と第２隆起面４０８２と
の間に位置する部分の上側に配置され、リールアダプタ６０００の右側ネジ孔用凹部６０
５０Ｒが、ミドルボード４０００の第５上面４０８０のうち第３隆起面４０８３と第４隆
起面４０８４との間に位置する部分の上側に配置される（図１７５参照）。
【０７７０】
　このとき、ネジ孔用凹部６０５０（左側ネジ孔用凹部６０５０Ｌ及び右側ネジ孔用凹部
６０５０Ｒ）のネジ孔６０５０ｃとミドルボード４０００のネジ孔４０８５及びネジ孔４
０８７とが重畳し、これらのネジ孔を挿通させたネジを用いて、リールアダプタ６０００
がミドルボード４０００に締結される。なお、図示しないが、ネジ孔用凹部６０５０の下
面６０５０ａ（図１６５参照）の裏側には、下方に突出した部分が形成されており、当該
部分が第５上面４０８０と当接することにより、安定的にネジ締結を行うことができる。
【０７７１】
　図１７６では、リールアダプタ６０００がミドルボード４０００に載置された状態にお
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いて、左側段差凹部６０４０Ｌを通る鉛直面（前後方向の面）でリールアダプタ６０００
及びミドルボード４０００を切断した様子を示している。図１７６に示すように、この状
態では、リールアダプタ６０００の左側段差凹部６０４０Ｌの下部に形成されている下側
突起６０４１（図１６６参照）がミドルボード４０００の前側孔４０８２ａに挿入される
。同様に、図示しないが、リールアダプタ６０００の右側段差凹部６０４０Ｒの下部に形
成されている下側突起６０４１がミドルボード４０００の前側孔４０８３ａに挿入される
。
【０７７２】
　下側突起６０４１の大きさ及び形状は、前側孔４０８２ａ及び前側孔４０８３ａの大き
さ及び形状に対応しており、下側突起６０４１が前側孔４０８２ａ及び前側孔４０８３ａ
に挿入された状態において、下側突起６０４１は、前側孔４０８２ａ及び前側孔４０８３
ａの周縁を構成する壁部（前後方向及び左右方向にそれぞれ形成された壁部）と略当接乃
至近接し、下側突起６０４１と当該周縁壁部との間隔が所定距離（例えば、０．５ｍｍ、
０．３ｍｍ、０．１ｍｍ等）以下となっている。これにより、下側突起６０４１の前後方
向及び左右方向への移動が規制され、リールアダプタ６０００をミドルボード４０００に
載置する際に、前後方向及び左右方向の位置ずれを抑制しつつ、位置合わせを行うことが
できる。
【０７７３】
　なお、本実施形態では、下側突起６０４１が前側孔４０８２ａ及び前側孔４０８３ａに
挿入されるが、他の実施形態では、下側突起６０４１が後側孔４０８２ｂ及び後側孔４０
８３ｂに挿入されることもある。具体的に、本実施形態では、前面ドアに液晶表示装置が
搭載されていないが、本発明は、液晶表示装置を搭載した遊技機に対しても適用すること
が可能である。前面ドアに液晶表示装置を搭載した場合、前面ドアの厚みが増すこととな
り、前面ドアの厚みが増した分だけ、リールユニットＲＵを後方に配置する必要がある。
【０７７４】
　この点、下側突起６０４１が後側孔４０８２ｂ及び後側孔４０８３ｂに挿入されるよう
にリールアダプタ６０００をミドルボード４０００に載置すれば、本実施形態よりも、リ
ールユニットＲＵを後方に位置付けることが可能であり、このような設計変更に簡便に対
応することができる。なお、リールアダプタ６０００のネジ孔６０５０ｃは、前後方向に
長い楕円形状を有している。これにより、下側突起６０４１を前側孔４０８２ａ及び前側
孔４０８３ａに挿入させた場合、及び、下側突起６０４１を後側孔４０８２ｂ及び後側孔
４０８３ｂに挿入させた場合の何れの場合においても、リールアダプタ６０００のネジ孔
６０５０ｃがミドルボード４０００のネジ孔４０８５及びネジ孔４０８７と重畳するよう
になっている。
【０７７５】
　また、図１７７に示すように、リールアダプタ６０００がミドルボード４０００に載置
された状態においては、リールアダプタ６０００の下側突出部６０１２（図１５８参照）
がミドルボード４０００の右側開口付立設部４０３２に形成された開口４０３３（図１７
３参照）に挿入され、下側突出部６０１２の一部が開口４０３３の後方へと突出している
。同様に、リールアダプタ６０００の下側突出部６０２２（図１５８参照）がミドルボー
ド４０００の左側開口付立設部４０５２に形成された開口４０５３（図１７３参照）に挿
入され、下側突出部６０２２の一部が開口４０５３の後方へと突出している。
【０７７６】
　図１７８では、下側突出部６０１２の上側隆起部６０１２ｂ（図１６１参照）における
最も高い部分を通る面（前後方向の鉛直面）でリールアダプタ６０００及びミドルボード
４０００を切断した様子を示している。分かりやすくするため、ミドルボード４０００の
切断面及び右側開口付立設部４０３２を黒で示し、ミドルボード４０００の右側取付用壁
部４００１における背面側の面を斜線で示し、リールアダプタ６０００の切断面を網掛け
で示し、リールアダプタ６０００の下側突出部６０１２のうち切断面以外の部分を斜線で
示している。
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【０７７７】
　図１７８に示すように、下側突出部６０１２の上端は、開口４０３３の上縁と略当接乃
至近接し、下側突出部６０１２の上端と開口４０３３の上縁との間隔が所定距離（例えば
、０．５ｍｍ、０．３ｍｍ、０．１ｍｍ等）以下となっている。図示しないが、同様に、
下側突出部６０２２の上端は、開口４０５３の上縁と略当接乃至近接し、下側突出部６０
２２の上端と開口４０５３の上縁との間隔が所定距離（例えば、０．５ｍｍ、０．３ｍｍ
、０．１ｍｍ等）以下となっている。これにより、下側突出部６０１２及び下側突出部６
０２２の上方への移動が規制され、リールアダプタ６０００をミドルボード４０００に載
置する際に、上下方向の位置ずれを抑制しつつ、位置合わせを行うことができる。
【０７７８】
＜リールユニットＲＵのリールアダプタ６０００への載置＞
　図１７９は、リールユニットがリールアダプタに載置されている状態を示す斜視図であ
る。図１８０は、図１７９に示す状態から、リールアダプタをリールユニットに対して下
方にずらした様子を示す斜視図である。図１８１は、図１７９に示す状態におけるリール
アダプタ及びリールフレームを左右方向の鉛直面で切断した状態の部分拡大斜視図である
。図１８２は、リールユニットがリールアダプタに締結されている状態における断面図で
ある。図１８３は、図１７９に示す状態におけるリールアダプタ及びリールフレームを後
方から見た斜視図である。図１８４は、図１８３に示すリールアダプタ及びリールフレー
ムを前後方向の鉛直面で切断した状態の部分拡大斜視図である。
【０７７９】
　リールユニットＲＵがリールアダプタ６０００に載置された状態（図１７９参照、遊技
機１の組み立てが完了した状態）においては、左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リ
ールＲＲが、それぞれ、リールアダプタ６０００の左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６
０３０Ｃ、及び、右上面凹部６０３０Ｒ（図１５７参照）の上側に配置される。また、左
モータフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ
（図１６８参照）が、それぞれ、リールアダプタ６０００の凹部非形成領域６００１ｂ、
凹部非形成領域６００１ｃ、及び、凹部非形成領域６００１ｄ（図１５７参照）の上側に
配置される（図１８０参照）。なお、図１８０では、リールユニットＲＵから、左フロン
トガードＲ７０Ｌ、中フロントガードＲ７０Ｃ、及び、右フロントガードＲ７０Ｒを取り
外した状態を示している。
【０７８０】
　図１８１では、左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び、右上面凹部６０
３０Ｒを通る面（左右方向の鉛直面）でリールアダプタ６０００及びリールフレームＲ１
０を切断した様子を示している。図１８１に示すように、この状態においては、リールフ
レームＲ１０の左第２裏側面Ｒ１９Ｌ、中第２裏側面Ｒ１９Ｃ、及び、右第２裏側面Ｒ１
９Ｒ（図１７０参照）が、それぞれ、リールアダプタ６０００の凹部非形成領域６００１
ｂ、凹部非形成領域６００１ｃ、及び、凹部非形成領域６００１ｄと当接する。分かりや
すくするため、図１８１では、リールフレームＲ１０の切断面を斜線で示し、リールアダ
プタ６０００の切断面を黒で示すとともに、左第２下側面Ｒ１２Ｌ、中第２下側面Ｒ１２
Ｃ、及び、右第２下側面Ｒ１２Ｒ（左第２裏側面Ｒ１９Ｌ、中第２裏側面Ｒ１９Ｃ、及び
、右第２裏側面Ｒ１９Ｒに対応する表側の面、図１６９参照）を網掛けで示している。
【０７８１】
　図１８２では、リールユニットＲＵがリールアダプタ６０００に締結された状態（遊技
機１の組み立てが完了した状態）において、リールアダプタ６０００の右前面上側凹部６
０６０Ｒ（図１５７参照）を通る鉛直面（前後方向の面）で切断した様子を示している。
分かりやすくするため、図１８２では、リールアダプタ６０００の切断面を斜線で示し、
リールフレームＲ１０の切断面を黒で示し、右モータフレームＲ５０Ｒの切断面を網掛け
で示し、締結用部材Ｒ１００Ｒ（図１８０参照）の一部を斜線で示している。
【０７８２】
　上述したように、モータフレームＲ５０がリールフレームＲ１０に収容された状態（遊
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技機１の組み立てが完了した状態）においては、モータフレームＲ５０の下方突出部Ｒ５
３（図１７２参照）がリールフレームＲ１０の下方突出部Ｒ１３（図１６９参照）の前面
側に配置され、下方突出部Ｒ５３に形成された取付用孔Ｒ５４と下方突出部Ｒ１３に形成
された取付用孔Ｒ１４とが重畳する。この状態で、取付用孔Ｒ５４及び取付用孔Ｒ１４に
挿通させた締結用部材（本実施形態では、ニフラッチ（登録商標）、図１８０に示す締結
用部材Ｒ１００Ｌ，１００Ｃ，１００Ｒ）を用いて、モータフレームＲ５０がリールフレ
ームＲ１０に締結される。
【０７８３】
　図１８２に示すように、右モータフレームＲ５０Ｒの下方突出部Ｒ５３に形成された取
付用孔Ｒ５４及びリールフレームＲ１０の下方突出部Ｒ１３に形成された右取付用孔Ｒ１
４Ｒは、リールアダプタ６０００の右前面上側凹部６０６０Ｒの前面側に配置されており
、締結用部材Ｒ１００Ｒの一部が右前面上側凹部６０６０Ｒに収納されている。また、右
モータフレームＲ５０Ｒの下方突出部Ｒ５３における背面側の面とリールフレームＲ１０
の下方突出部Ｒ１３における前面側の面とが当接しており、リールフレームＲ１０の下方
突出部Ｒ１３における背面側の面とリールアダプタ６０００の前面６００２（図１５７参
照）とが当接している。
【０７８４】
　なお、図１８２では、右モータフレームＲ５０ＲをリールフレームＲ１０に締結するた
めの締結用部材Ｒ１００Ｒの一部がリールアダプタ６０００の右前面上側凹部６０６０Ｒ
に収納されている様子を示したが、同様に、左モータフレームＲ５０Ｌをリールフレーム
Ｒ１０に締結するための締結用部材Ｒ１００Ｌの一部は、リールアダプタ６０００の左前
面上側凹部６０６０Ｌに収納されており、中モータフレームＲ５０ＣをリールフレームＲ
１０に締結するための締結用部材Ｒ１００Ｃの一部は、リールアダプタ６０００の中前面
上側凹部６０６０Ｃに収納されている。
【０７８５】
　また、上述したように、リールフレームＲ１０の下方突出部Ｒ１３には、ネジ孔Ｒ１５
が形成されている一方、リールアダプタ６０００の上部には、ボス部６０７０が形成され
ている（図１８０参照）。リールユニットＲＵがリールアダプタ６０００に載置された状
態において、ネジ孔Ｒ１５とボス部６０７０とは重畳し、ネジ孔Ｒ１５を挿通させたネジ
を、ボス部６０７０に形成された穴にねじ込むことによって、リールユニットＲＵがリー
ルアダプタ６０００に締結される。
【０７８６】
　また、図１８３に示すように、リールユニットＲＵ（リールフレームＲ１０）がリール
アダプタ６０００に載置された状態においては、リールフレームＲ１０の右側後方突出部
Ｒ２１Ｒ（図１７１参照）がリールアダプタ６０００の上側突出部６０１１によって形成
される開口６０１３（図１６０参照）に挿入され、右側後方突出部Ｒ２１Ｒの一部が開口
６０１３の後方へと突出している。同様に、リールフレームＲ１０の左側後方突出部Ｒ２
１Ｌ（図１７１参照）がリールアダプタ６０００の上側突出部６０２１によって形成され
る開口６０２３に挿入され、左側後方突出部Ｒ２１Ｌの一部が開口６０２３の後方へと突
出している。
【０７８７】
　図１８４では、右側後方突出部Ｒ２１Ｒの上側隆起部Ｒ２１ｂ（図１７１参照）におけ
る最も高い部分を通る面（前後方向の鉛直面）でリールアダプタ６０００及びリールフレ
ームＲ１０を切断した様子を示している。分かりやすくするため、リールアダプタ６００
０の切断面及び上側突出部６０１１の後端面（図１５９参照）を黒で示し、リールフレー
ムＲ１０の切断面を網掛けで示し、リールフレームＲ１０の右側後方突出部Ｒ２１Ｒのう
ち切断面以外の部分を斜線で示している。
【０７８８】
　図１８４に示すように、右側後方突出部Ｒ２１Ｒの上端は、上側突出部６０１１におけ
る接続部６０１１ｃの下端と略当接乃至近接し、右側後方突出部Ｒ２１Ｒの上端と接続部
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６０１１ｃの下端との間隔が所定距離（例えば、０．５ｍｍ、０．３ｍｍ、０．１ｍｍ等
）以下となっている。図示しないが、同様に、左側後方突出部Ｒ２１Ｌの上端は、上側突
出部６０２１における接続部６０２１ｃの下端と略当接乃至近接し、左側後方突出部Ｒ２
１Ｌの上端と接続部６０２１ｃの下端との間隔が所定距離（例えば、０．５ｍｍ、０．３
ｍｍ、０．１ｍｍ等）以下となっている。これにより、右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側
後方突出部Ｒ２１Ｌの上方への移動が規制され、リールユニットＲＵ（リールフレームＲ
１０）をリールアダプタ６０００に載置する際に、上下方向の位置ずれを抑制しつつ、位
置合わせを行うことができる。
【０７８９】
＜リールユニットＲＵのミドルボード４０００への載置＞
　図１８５は、リールユニットがミドルボードに載置されている状態を示す斜視図である
。図１８６は、図１８５に示すリールユニット及びミドルボードを前後方向の鉛直面で切
断した状態の部分拡大斜視図である。
【０７９０】
　上述したように、本実施形態では、ミドルボード４０００とリールユニットＲＵとの間
に、リールアダプタ６０００を介在させているのに対し、第６実施形態では、ミドルボー
ド４０００にリールユニットＲＵが直接載置されている（図９５及び図９６参照）。図１
８５では、第６実施形態において、ミドルボード４０００にリールユニットＲＵが載置さ
れている状態を示している。
【０７９１】
　図１８５に示すように、リールユニットＲＵがミドルボード４０００に載置された状態
においては、リールフレームＲ１０の右側後方突出部Ｒ２１Ｒ（図１７１参照）がミドル
ボード４０００の右側開口付立設部４０３２に形成された開口４０３３（図１７３参照）
に挿入され、右側後方突出部Ｒ２１Ｒの一部が開口４０３３の後方へと突出している。同
様に、リールフレームＲ１０の左側後方突出部Ｒ２１Ｌ（図１７１参照）がミドルボード
４０００の左側開口付立設部４０５２に形成された開口４０５３（図１７３参照）に挿入
され、左側後方突出部Ｒ２１Ｌの一部が開口４０５３の後方へと突出している。
【０７９２】
　図１８６では、右側後方突出部Ｒ２１Ｒの上側隆起部Ｒ２１ｂ（図１７１参照）におけ
る最も高い部分を通る面（前後方向の鉛直面）でリールユニットＲＵ及びミドルボード４
０００を切断した様子を示している。分かりやすくするため、ミドルボード４０００の切
断面及び右側開口付立設部４０３２を黒で示し、ミドルボード４０００の右側取付用壁部
４００１における背面側の面を斜線で示し、リールフレームＲ１０の切断面を網掛けで示
し、リールフレームＲ１０の右側後方突出部Ｒ２１Ｒのうち切断面以外の部分を斜線で示
している。
【０７９３】
　図１８６に示すように、右側後方突出部Ｒ２１Ｒの上端は、開口４０３３の上縁と略当
接乃至近接し、右側後方突出部Ｒ２１Ｒの上端と開口４０３３の上縁との間隔が所定距離
（例えば、０．５ｍｍ、０．３ｍｍ、０．１ｍｍ等）以下となっている。図示しないが、
同様に、左側後方突出部Ｒ２１Ｌの上端は、開口４０５３の上縁と略当接乃至近接し、左
側後方突出部Ｒ２１Ｌの上端と開口４０５３の上縁との間隔が所定距離（例えば、０．５
ｍｍ、０．３ｍｍ、０．１ｍｍ等）以下となっている。これにより、右側後方突出部Ｒ２
１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌの上方への移動が規制され、リールユニットＲＵをミド
ルボード４０００に載置する際に、上下方向の位置ずれを抑制しつつ、位置合わせを行う
ことができる。
【０７９４】
　以上、本発明の一実施形態として、第７実施形態に係る遊技機１について説明した。
【０７９５】
＜付記Ｄ＞
　従来、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールと、遊技メダルやコイン等
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（「メダル等」）が投入され、遊技者によりスタートレバーが操作されたことを検出し、
複数のリールの回転の開始を要求するスタートスイッチと、複数のリールのそれぞれに対
応して設けられたストップボタンが遊技者により押されたことを検出し、該当するリール
の回転の停止を要求する信号を出力するストップスイッチと、複数のリールのそれぞれに
対応して設けられ、それぞれの駆動力を各リールに伝達するステッピングモータと、スタ
ートスイッチおよびストップスイッチにより出力された信号に基づいて、ステッピングモ
ータの動作を制御し、各リールの回転およびその停止を行うリール制御部とを備え、スタ
ートレバーが操作されたことを検出すると、乱数値に基づいて抽籤を行い、この抽籤の結
果（「内部当籤役」）とストップボタンが操作されたことを検出したタイミングとに基づ
いてリールの回転の停止を行う、いわゆるパチスロと称される遊技機が知られている。
【０７９６】
　このような従来の遊技機として、前扉のレイアウトを容易に変更することが可能な遊技
機が知られている（特開２０１３－１２８８３９号公報参照）。
【０７９７】
　しかしながら、前扉のレイアウトを容易に変更することができたとしても、リール（可
変表示部）の位置を変更する場合には、筐体内部の設計を大幅に変更することが必要であ
り、開発コストが嵩んでしまうという問題があった。
【０７９８】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、可変表示部の位置変更を
容易に且つ低コストで実現することが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【０７９９】
　この点、第７実施形態に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【０８００】
　（Ｄ－１）　複数の識別情報を変動表示可能な可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲ
Ｃ、及び、右リールＲＲ）を備える可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）と、
　前記可変表示部の変動表示を遊技者から視認可能とする視認可能領域（メイン表示窓Ｄ
Ｄ４）と、
　前記可変表示ユニットが載置され、かつ所定の高さのある載置部材（リールアダプタ６
０００）と、
　前記載置部材が設置される設置部（ミドルボード４０００）と、を備え、
　前記設置部と前記視認可能領域とは、所定距離分上下方向に位置が離れており、
　前記設置部に前記載置部材が設置され、当該載置部材の上に前記可変表示ユニットが配
置されており、
　前記可変表示部が前記視認可能領域を介して視認容易となるように、前記可変表示ユニ
ットの上下方向の位置が固定される、
　ことを特徴とする遊技機。
【０８０１】
　第７実施形態に係る遊技機１によれば、視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）を介して
、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の変動表示を遊技者
から視認可能であるところ、視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）と設置部（ミドルボー
ド４０００）とは、上下方向に所定距離だけ離間している。設置部（ミドルボード４００
０）には、載置部材（リールアダプタ６０００）が設置されており、可変表示ユニット（
リールユニットＲＵ）は、載置部材（リールアダプタ６０００）の上に配置されている。
載置部材（リールアダプタ６０００）は、所定の高さを有しており、可変表示部（左リー
ルＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）が視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）を
介して視認容易となるように、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）の上下方向の位
置が固定される。すなわち、設置部（ミドルボード４０００）と可変表示ユニット（リー
ルユニットＲＵ）との間に載置部材（リールアダプタ６０００）を介在させることにより
、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）をより上方に位置付けることが可能であり、
これにより、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の配置位
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置を視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）の高さに対応させることができる。従って、載
置部材（リールアダプタ６０００）を用いる結果として、可変表示部（左リールＲＬ、中
リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の変動表示を遊技者が視認しやすい状況を創出するこ
とが可能であり、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の位
置変更を容易に且つ低コストで実現することができる。
【０８０２】
　第７実施形態では、視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）と可変表示部（左リールＲＬ
、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）とが、正面視において重畳することとして説明し
た。「重畳」とは、所定方向から見たとき、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、
及び、右リールＲＲ）の少なくとも一部における位置が視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ
４）と一致していることにより、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リ
ールＲＲ）の少なくとも一部が視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）を介して視認可能と
なっている状態を指す。本発明においては、視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）と可変
表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）とが、正面視において全体
が完全に一致している必要はない。例えば、斜め上方から視認可能領域（メイン表示窓Ｄ
Ｄ４）を介して、遊技者が可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲ
Ｒ）を見下ろすような配置となっている場合（例えば、大きな液晶が設けられる一方で、
リールが小さく低めに（液晶の下方に）配置されているような遊技機に本発明を適用する
場合）には、斜め上方から見たときに、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び
、右リールＲＲ）の少なくとも一部における位置が視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）
と一致していることにより、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リール
ＲＲ）の少なくとも一部が視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）を介して視認可能となっ
ていてもよい。また、斜め下方から視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）を介して、遊技
者が可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）を見上げるような
配置となっている場合（例えば、筐体のやや上部寄りに（液晶の上方に）リールが配置さ
れているような遊技機に本発明を適用する場合）には、斜め下方から見たときに、可変表
示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の少なくとも一部における位
置が視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）と一致していることにより、可変表示部（左リ
ールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の少なくとも一部が視認可能領域（メイ
ン表示窓ＤＤ４）を介して視認可能となっていてもよい。
【０８０３】
　本発明においては、遊技者の目線の高さとして想定される高さ（視点想定位置）から可
変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）を見たときに、可変表示
部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）が見やすくなる高さとなるよう
に（例えば、遊技者がリールを見下ろす場合にはリールがメイン表示窓よりも少し低く配
置されるように、遊技者がリールを見上げる場合にはリールがメイン表示窓よりも少し高
く配置されるように）、載置部材（リールアダプタ６０００）の高さを設計することが可
能である。また、本発明においては、載置部材（リールアダプタ６０００）を介在させる
ことにより、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）を単に上方に位置付ける（上方に
嵩上げする）だけでなく、嵩上げの結果として（嵩上げ前と比較して）、可変表示ユニッ
ト（リールユニットＲＵ）を斜め上方に位置付けることとしてもよい。すなわち、載置部
材（リールアダプタ６０００）における載置面が、可変表示ユニット（リールユニットＲ
Ｕ）を傾けるための構造を有しており、当該載置面に可変表示ユニット（リールユニット
ＲＵ）が載置された際に、遊技者から可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、
右リールＲＲ）が見やすくなる角度となるように（例えば、遊技者の視点想定位置に向け
てリールが少し傾くような配置となるように）、構成することとしてもよい。例えば、載
置部材（リールアダプタ６０００）の天面に傾斜部を設ける（載置部材の上面が傾斜を有
するように構成する）こととしてもよい。なお、この場合には、視認可能領域（メイン表
示窓ＤＤ４）も傾けた状態で配置することとしてもよい。例えば、載置部材（リールアダ
プタ６０００）の上面が視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）の傾斜に対して略垂直な傾
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斜を有するように構成してもよい。
【０８０４】
　（Ｄ－１′）　前記（Ｄ－１）の遊技機であって、
　前記載置部材は、第１位置規定部（上側突出部６０１１及び上側突出部６０２１）及び
第２位置規定部（下側突出部６０１２及び下側突出部６０２２）を備え、
　前記可変表示ユニットは、第３位置規定部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出
部Ｒ２１Ｌ）を備え、
　前記設置部は、第４位置規定部（右側開口付立設部４０３２及び左側開口付立設部４０
５２）を備え、
　前記第１位置規定部及び前記第３位置規定部は、前記載置部材と前記可変表示ユニット
との相対的な位置を所定範囲内に規定しており、
　前記第２位置規定部及び前記第４位置規定部は、前記載置部材と前記設置部との相対的
な位置を所定範囲内に規定しており、
　前記載置部材を介さずに、前記可変表示ユニットを前記設置部の上に設置した場合、前
記第３位置規定部及び前記第４位置規定部は、前記可変表示ユニットと前記設置部との相
対的な位置を所定範囲内に規定することが可能である、
　ことを特徴とする。
【０８０５】
　第７実施形態に係る遊技機１によれば、載置部材（リールアダプタ６０００）は、第１
位置規定部（上側突出部６０１１及び上側突出部６０２１）及び第２位置規定部（下側突
出部６０１２及び下側突出部６０２２）を備え、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ
）は、第３位置規定部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌ）を備え、
設置部（ミドルボード４０００）は、第４位置規定部（右側開口付立設部４０３２及び左
側開口付立設部４０５２）を備えている。第１位置規定部（上側突出部６０１１及び上側
突出部６０２１）及び第３位置規定部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２
１Ｌ）は、載置部材（リールアダプタ６０００）と可変表示ユニット（リールユニットＲ
Ｕ）との相対的な位置を所定範囲内に規定しており、第２位置規定部（下側突出部６０１
２及び下側突出部６０２２）及び第４位置規定部（右側開口付立設部４０３２及び左側開
口付立設部４０５２）は、載置部材（リールアダプタ６０００）と設置部（ミドルボード
４０００）との相対的な位置を所定範囲内に規定している。これにより、第１位置規定部
（上側突出部６０１１及び上側突出部６０２１）及び第３位置規定部（右側後方突出部Ｒ
２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌ）を用いて、載置部材（リールアダプタ６０００）と
可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）との位置合わせを行うことができ、また、第２
位置規定部（下側突出部６０１２及び下側突出部６０２２）及び第４位置規定部（右側開
口付立設部４０３２及び左側開口付立設部４０５２）を用いて、載置部材（リールアダプ
タ６０００）と設置部（ミドルボード４０００）との位置合わせを行うことができる。こ
こで、仮に、載置部材（リールアダプタ６０００）を介さずに、可変表示ユニット（リー
ルユニットＲＵ）を設置部（ミドルボード４０００）の上に設置した場合、第３位置規定
部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌ）及び第４位置規定部（右側開
口付立設部４０３２及び左側開口付立設部４０５２）は、可変表示ユニット（リールユニ
ットＲＵ）と設置部（ミドルボード４０００）との相対的な位置を所定範囲内に規定する
ことが可能となっている。これにより、この場合には、第３位置規定部（右側後方突出部
Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌ）及び第４位置規定部（右側開口付立設部４０３２
及び左側開口付立設部４０５２）を用いて、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）と
設置部（ミドルボード４０００）との位置合わせを行うことができる。従って、可変表示
ユニット（リールユニットＲＵ）は、載置部材（リールアダプタ６０００）を介して設置
部（ミドルボード４０００）の上に配置することができる一方、載置部材（リールアダプ
タ６０００）を介することなく設置部（ミドルボード４０００）の上に直接配置すること
も可能である。そのため、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲ
Ｒ）の位置変更（載置部材（リールアダプタ６０００）の有無）にかかわらず、共通の可
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変表示ユニット（リールユニットＲＵ）及び設置部（ミドルボード４０００）を使用する
ことが可能であり、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の
位置変更を一層簡便に行うことができるとともに、更なるコストダウンを図ることができ
る。
【０８０６】
　（Ｄ－２）　複数の識別情報を変動表示可能な可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲ
Ｃ、及び、右リールＲＲ）を備える可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）と、
　前記可変表示部の変動表示を遊技者から視認可能とする視認可能領域（メイン表示窓Ｄ
Ｄ４）と、
　前記視認可能領域よりも所定距離だけ下方に配置される設置部（ミドルボード４０００
）と、
　前記可変表示ユニットと前記設置部との間に配置される介在部材（リールアダプタ６０
００）と、を備え、
　前記介在部材は、前記所定距離に応じた高さを有しており、
　前記設置部に前記介在部材が設置され、前記介在部材の上に前記可変表示ユニットが配
置されており、
　前記介在部材は、上面に凹部（左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び、
右上面凹部６０３０Ｒ）を備えるとともに、底面にリブ（左右リブ６０３２ａ及び前後リ
ブ６０３２ｂ）を備え、該凹部の裏側に設けられた該リブの長さは、該凹部の形成されて
いない領域の裏側に設けられた該リブの長さよりも短くなっている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０８０７】
　第７実施形態に係る遊技機１によれば、視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）を介して
、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の変動表示を遊技者
から視認可能であるところ、設置部（ミドルボード４０００）は、視認可能領域（メイン
表示窓ＤＤ４）よりも所定距離だけ下方に配置されている。設置部（ミドルボード４００
０）には、介在部材（リールアダプタ６０００）が設置されており、可変表示ユニット（
リールユニットＲＵ）は、介在部材（リールアダプタ６０００）の上に配置されている。
ここで、介在部材（リールアダプタ６０００）は、上記所定距離に応じた高さを有してい
るため、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）（可変表示部（左リールＲＬ、中リー
ルＲＣ、及び、右リールＲＲ））の配置位置を視認可能領域（メイン表示窓ＤＤ４）の高
さに対応させることができる。従って、介在部材（リールアダプタ６０００）を用いる結
果として、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の変動表示
を遊技者が視認しやすい状況を創出することが可能であり、可変表示部（左リールＲＬ、
中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の位置変更を容易に且つ低コストで実現することが
できる。また、第７実施形態に係る遊技機１によれば、介在部材（リールアダプタ６００
０）は、上面に凹部（左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び、右上面凹部
６０３０Ｒ）を備えるとともに、底面にリブ（左右リブ６０３２ａ及び前後リブ６０３２
ｂ）を備え、該凹部（左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び、右上面凹部
６０３０Ｒ）の裏側に設けられた該リブ（左右リブ６０３２ａ及び前後リブ６０３２ｂ）
の長さは、該凹部（左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び、右上面凹部６
０３０Ｒ）の形成されていない領域の裏側に設けられた該リブ（左右リブ６０３２ａ及び
前後リブ６０３２ｂ）の長さよりも短くなっている。この点、介在部材（リールアダプタ
６０００）の上には可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）が配置され、介在部材（リ
ールアダプタ６０００）には、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）に伴う相応の荷
重が発生するが、本発明者は、このような態様で凹部（左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹
部６０３０Ｃ、及び、右上面凹部６０３０Ｒ）及びリブ（左右リブ６０３２ａ及び前後リ
ブ６０３２ｂ）を形成することにより、当該荷重に耐えるだけの充分な強度を獲得するこ
とができることを見出した。また、本発明者は、このような態様でリブ（左右リブ６０３
２ａ及び前後リブ６０３２ｂ）の長さを異ならせることにより、介在部材（リールアダプ
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タ６０００）の成型段階において、介在部材（リールアダプタ６０００）を金型から抜き
やすくなることを見出した。これにより、介在部材（リールアダプタ６０００）の成型を
効率的に行いつつ、介在部材（リールアダプタ６０００）の強度を向上させることができ
る。
【０８０８】
　（Ｄ－２′）　前記（Ｄ－２）の遊技機であって、
　前記介在部材は、第１位置規定部（上側突出部６０１１及び上側突出部６０２１）及び
第２位置規定部（下側突出部６０１２及び下側突出部６０２２）を備え、
　前記可変表示ユニットは、第３位置規定部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出
部Ｒ２１Ｌ）を備え、
　前記設置部は、第４位置規定部（右側開口付立設部４０３２及び左側開口付立設部４０
５２）を備え、
　前記第１位置規定部及び前記第３位置規定部のうちの何れか一方は、他方に挿入可能で
あり、
　前記第２位置規定部及び前記第４位置規定部のうちの何れか一方は、他方に挿入可能で
あり、
　前記介在部材を介さずに、前記可変表示ユニットを前記設置部の上に設置した場合、前
記第３位置規定部及び前記第４位置規定部のうちの何れか一方は、他方に挿入可能である
、
　ことを特徴とする。
【０８０９】
　第７実施形態に係る遊技機１によれば、介在部材（リールアダプタ６０００）は、第１
位置規定部（上側突出部６０１１及び上側突出部６０２１）及び第２位置規定部（下側突
出部６０１２及び下側突出部６０２２）を備え、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ
）は、第３位置規定部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌ）を備え、
設置部（ミドルボード４０００）は、第４位置規定部（右側開口付立設部４０３２及び左
側開口付立設部４０５２）を備えている。第１位置規定部（上側突出部６０１１及び上側
突出部６０２１）及び第３位置規定部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２
１Ｌ）のうちの何れか一方は、他方に挿入可能であり、第２位置規定部（下側突出部６０
１２及び下側突出部６０２２）及び第４位置規定部（右側開口付立設部４０３２及び左側
開口付立設部４０５２）のうちの何れか一方は、他方に挿入可能である。これにより、第
１位置規定部（上側突出部６０１１及び上側突出部６０２１）及び第３位置規定部（右側
後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌ）を用いて（一方を他方に挿入すること
で）、介在部材（リールアダプタ６０００）と可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）
との位置合わせを行うことができ、また、第２位置規定部（下側突出部６０１２及び下側
突出部６０２２）及び第４位置規定部（右側開口付立設部４０３２及び左側開口付立設部
４０５２）を用いて（一方を他方に挿入することで）、介在部材（リールアダプタ６００
０）と設置部（ミドルボード４０００）との位置合わせを行うことができる。ここで、仮
に、介在部材（リールアダプタ６０００）を介さずに、可変表示ユニット（リールユニッ
トＲＵ）を設置部（ミドルボード４０００）の上に設置した場合、第３位置規定部（右側
後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌ）及び第４位置規定部（右側開口付立設
部４０３２及び左側開口付立設部４０５２）のうちの何れか一方は、他方に挿入可能とな
っている。これにより、この場合には、第３位置規定部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左
側後方突出部Ｒ２１Ｌ）及び第４位置規定部（右側開口付立設部４０３２及び左側開口付
立設部４０５２）を用いて（一方を他方に挿入することで）、可変表示ユニット（リール
ユニットＲＵ）と設置部（ミドルボード４０００）との位置合わせを行うことができる。
従って、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）は、介在部材（リールアダプタ６００
０）を介して設置部（ミドルボード４０００）の上に配置することができる一方、介在部
材（リールアダプタ６０００）を介することなく設置部（ミドルボード４０００）の上に
直接配置することも可能である。そのため、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、
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及び、右リールＲＲ）の位置変更（介在部材（リールアダプタ６０００）の有無）にかか
わらず、共通の可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）及び設置部（ミドルボード４０
００）を使用することが可能であり、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、
右リールＲＲ）の位置変更を一層簡便に行うことができるとともに、更なるコストダウン
を図ることができる。
【０８１０】
　第７実施形態では、第３位置規定部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２
１Ｌ）を第１位置規定部（上側突出部６０１１及び上側突出部６０２１）に挿入可能であ
り、第２位置規定部（下側突出部６０１２及び下側突出部６０２２）を第４位置規定部（
右側開口付立設部４０３２及び左側開口付立設部４０５２）に挿入可能であり、第３位置
規定部（右側後方突出部Ｒ２１Ｒ及び左側後方突出部Ｒ２１Ｌ）を第４位置規定部（右側
開口付立設部４０３２及び左側開口付立設部４０５２）に挿入可能であることとして説明
した。本発明においては、第１位置規定部（所定方向に突出する構造）を第３位置規定部
（開口や凹部）に挿入可能であることとしてもよいし、第４位置規定部（所定方向に突出
する構造）を第２位置規定部（開口や凹部）に挿入可能であることとしてもよいし、第４
位置規定部（所定方向に突出する構造）を第３位置規定部（開口や凹部）に挿入可能であ
ることとしてもよい。
【０８１１】
　（Ｄ－３）　複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示部（左リールＲＬ、中リ
ールＲＣ、及び、右リールＲＲ）と、各前記可変表示部を駆動するための複数の駆動部（
モータ駆動部）と、各前記駆動部を支持する複数の支持部材（左モータフレームＲ５０Ｌ
、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）と、を有する可変表示
ユニット（リールユニットＲＵ）と、
　前記可変表示ユニットの下方に配置される設置部（ミドルボード４０００）と、
　前記可変表示ユニットと前記設置部との間に配置される介在部材（リールアダプタ６０
００）と、を備え、
　前記介在部材は、前記設置部の上に設置され、前記可変表示ユニットは、前記介在部材
の上に配置されており、
　前記介在部材の上部には、第１の凹部（左上面凹部６０３０Ｌ）、第２の凹部（中上面
凹部６０３０Ｃ）、及び、第３の凹部（右上面凹部６０３０Ｒ）という３つの凹部が左右
方向に並ぶように形成されており、
　前記介在部材の上部において、前記第１の凹部と前記第２の凹部との間、前記第２の凹
部と前記第３の凹部との間、及び、前記第３の凹部における前記第２の凹部とは反対側に
は、それぞれ、前記凹部の形成されていない凹部非形成領域（凹部非形成領域６００１ｂ
、凹部非形成領域６００１ｃ、及び、凹部非形成領域６００１ｄ）が形成されており、
　前記複数の可変表示部は、それぞれ、前記凹部の上方に位置付けられ、前記複数の支持
部材は、それぞれ、前記凹部非形成領域の上方に位置付けられる、
　ことを特徴とする遊技機。
【０８１２】
　第７実施形態に係る遊技機１によれば、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）の下
方に設置部（ミドルボード４０００）が配置され、設置部（ミドルボード４０００）の上
には介在部材（リールアダプタ６０００）が設置され、可変表示ユニット（リールユニッ
トＲＵ）は、介在部材（リールアダプタ６０００）の上に配置されている。これにより、
介在部材（リールアダプタ６０００）が設置されない場合と比較して、介在部材（リール
アダプタ６０００）の高さ分だけ、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）が上方に位
置付けられている。すなわち、設置部（ミドルボード４０００）と可変表示ユニット（リ
ールユニットＲＵ）との間に介在部材（リールアダプタ６０００）を介在させることによ
り、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の位置を上昇させ
る効果が得られており、これにより、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、
右リールＲＲ）の位置変更を容易に且つ低コストで実現することができる。また、第７実
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施形態に係る遊技機１によれば、介在部材（リールアダプタ６０００）の上部には、第１
の凹部（左上面凹部６０３０Ｌ）、第２の凹部（中上面凹部６０３０Ｃ）、及び、第３の
凹部（右上面凹部６０３０Ｒ）という３つの凹部が左右方向に並ぶように形成されている
。これにより、介在部材（リールアダプタ６０００）の高さ方向に壁部を設けることが可
能であり、介在部材（リールアダプタ６０００）の強度を向上させることができる。さら
に、第７実施形態に係る遊技機１によれば、介在部材（リールアダプタ６０００）の上部
において、第１の凹部（左上面凹部６０３０Ｌ）と第２の凹部（中上面凹部６０３０Ｃ）
との間、第２の凹部（中上面凹部６０３０Ｃ）と第３の凹部（右上面凹部６０３０Ｒ）と
の間、及び、第３の凹部（右上面凹部６０３０Ｒ）における第２の凹部（中上面凹部６０
３０Ｃ）とは反対側には、それぞれ、凹部の形成されていない凹部非形成領域（凹部非形
成領域６００１ｂ、凹部非形成領域６００１ｃ、及び、凹部非形成領域６００１ｄ）が形
成されている。ここで、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）は、複数の可変表示部
（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）と、各可変表示部（左リールＲＬ
、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）を駆動するための複数の駆動部（モータ駆動部）
と、各駆動部（モータ駆動部）を支持する複数の支持部材（左モータフレームＲ５０Ｌ、
中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）と、を有しており、複数
の可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）は、それぞれ、凹部
（左上面凹部６０３０Ｌ、中上面凹部６０３０Ｃ、及び、右上面凹部６０３０Ｒ）の上方
に位置付けられ、複数の支持部材（左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０
Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）は、それぞれ、凹部非形成領域（凹部非形成領域
６００１ｂ、凹部非形成領域６００１ｃ、及び、凹部非形成領域６００１ｄ）の上方に位
置付けられる。支持部材（左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び
、右モータフレームＲ５０Ｒ）は駆動部（モータ駆動部）を支持しているところ、介在部
材（リールアダプタ６０００）において支持部材（左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータ
フレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）の配置される領域には、駆動部（
モータ駆動部）に伴う相応の荷重が発生するが、支持部材（左モータフレームＲ５０Ｌ、
中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）を凹部非形成領域（凹部
非形成領域６００１ｂ、凹部非形成領域６００１ｃ、及び、凹部非形成領域６００１ｄ）
の上方に位置付けることにより、当該荷重が局部に集中してしまうことを防止することが
可能である。これにより、負荷を分散して、支持部材（左モータフレームＲ５０Ｌ、中モ
ータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）（駆動部（モータ駆動部））
をバランスよく支持することができる。
【０８１３】
　（Ｄ－４）　複数の識別情報を変動表示可能な可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲ
Ｃ、及び、右リールＲＲ）と、前記可変表示部を支持する支持部材（左モータフレームＲ
５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）と、前記可変表
示部及び前記支持部材を収容する収容部（リールフレームＲ１０）と、を有する可変表示
ユニット（リールユニットＲＵ）と、
　前記可変表示ユニットの下方に配置される設置部（ミドルボード４０００）と、
　前記可変表示ユニットと前記設置部との間に配置される介在部材（リールアダプタ６０
００）と、を備え、
　前記介在部材は、前記設置部の上に設置され、前記可変表示ユニットは、前記介在部材
の上に配置されており、
　前記介在部材の前面側には、複数の凹部（左前面上側凹部６０６０Ｌ、中前面上側凹部
６０６０Ｃ、及び、右前面上側凹部６０６０Ｒ）が形成されており、
　前記支持部材は、前記収容部に対して取付用部材（締結用部材Ｒ１００Ｌ，１００Ｃ，
１００Ｒ）を用いて取り付けられており、
　前記支持部材及び前記収容部には、それぞれ、前記取付用部材の少なくとも一部が挿通
する取付用孔（取付用孔Ｒ５４及び取付用孔Ｒ１４）が形成されており、
　前記取付用孔を挿通した前記取付用部材の一部が前記凹部に配置されている、
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　ことを特徴とする遊技機。
【０８１４】
　第７実施形態に係る遊技機１によれば、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）の下
方に設置部（ミドルボード４０００）が配置され、設置部（ミドルボード４０００）の上
には介在部材（リールアダプタ６０００）が設置され、可変表示ユニット（リールユニッ
トＲＵ）は、介在部材（リールアダプタ６０００）の上に配置されている。これにより、
介在部材（リールアダプタ６０００）が設置されない場合と比較して、介在部材（リール
アダプタ６０００）の高さ分だけ、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）が上方に位
置付けられている。すなわち、設置部（ミドルボード４０００）と可変表示ユニット（リ
ールユニットＲＵ）との間に介在部材（リールアダプタ６０００）を介在させることによ
り、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）の位置を上昇させ
る効果が得られており、これにより、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、
右リールＲＲ）の位置変更を容易に且つ低コストで実現することができる。また、第７実
施形態に係る遊技機１によれば、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）は、可変表示
部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）を支持する支持部材（左モータ
フレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）と、
可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リールＲＲ）及び支持部材（左モー
タフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）を
収容する収容部（リールフレームＲ１０）と、を有しており、支持部材（左モータフレー
ムＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ５０Ｒ）は、支持部
材（左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ
５０Ｒ）及び収容部（リールフレームＲ１０）にそれぞれ形成された取付用孔（取付用孔
Ｒ５４及び取付用孔Ｒ１４）に一部挿通させた取付用部材（締結用部材Ｒ１００Ｌ，１０
０Ｃ，１００Ｒ）を用いて、収容部（リールフレームＲ１０）に対して取り付けられてい
る。これにより、支持部材（左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及
び、右モータフレームＲ５０Ｒ）を収容部（リールフレームＲ１０）に取り付けたとき、
取付用孔（取付用孔Ｒ５４及び取付用孔Ｒ１４）を挿通した取付用部材（締結用部材Ｒ１
００Ｌ，１００Ｃ，１００Ｒ）の一部が、取付方向とは反対側に突出した状態となる。こ
こで、仮に、介在部材（リールアダプタ６０００）の前面側において、取付用孔（取付用
孔Ｒ５４及び取付用孔Ｒ１４）に対応する位置に凹部が形成されていなければ、当該突出
した取付用部材（締結用部材Ｒ１００Ｌ，１００Ｃ，１００Ｒ）の配置スペースを確保す
るために、介在部材（リールアダプタ６０００）と可変表示ユニット（リールユニットＲ
Ｕ）（支持部材（左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モー
タフレームＲ５０Ｒ）又は収容部（リールフレームＲ１０））とを一定程度離間させる必
要がある。しかしながら、第７実施形態に係る遊技機１によれば、介在部材（リールアダ
プタ６０００）の前面側には、複数の凹部（左前面上側凹部６０６０Ｌ、中前面上側凹部
６０６０Ｃ、及び、右前面上側凹部６０６０Ｒ）が形成されており、取付用孔（取付用孔
Ｒ５４及び取付用孔Ｒ１４）を挿通した取付用部材（締結用部材Ｒ１００Ｌ，１００Ｃ，
１００Ｒ）の一部が当該凹部（左前面上側凹部６０６０Ｌ、中前面上側凹部６０６０Ｃ、
及び、右前面上側凹部６０６０Ｒ）に配置（収納）されるようになっている。従って、介
在部材（リールアダプタ６０００）と可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）（支持部
材（左モータフレームＲ５０Ｌ、中モータフレームＲ５０Ｃ、及び、右モータフレームＲ
５０Ｒ）又は収容部（リールフレームＲ１０））とが当接した状態でこれらを配置したと
しても、当該凹部（左前面上側凹部６０６０Ｌ、中前面上側凹部６０６０Ｃ、及び、右前
面上側凹部６０６０Ｒ）を取付用部材（締結用部材Ｒ１００Ｌ，１００Ｃ，１００Ｒ）の
配置スペースとして利用することができるため、そのような当接した状態での配置を実現
することができる。その結果、介在部材（リールアダプタ６０００）と可変表示ユニット
（リールユニットＲＵ）とが当接した状態でこれらを固定することが可能であり、介在部
材（リールアダプタ６０００）に対する可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）の取付
強度を高めることができる。
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【０８１５】
　第７実施形態では、取付用部材（締結用部材Ｒ１００Ｌ，１００Ｃ，１００Ｒ）として
、ニフラッチ（登録商標）が用いられることとして説明した。本発明においては、一般的
なネジ（ビス）の他、（ボタン型）パネルファスナー等、従来周知の取付用部材を適宜採
用することが可能である。
【０８１６】
　なお、第７実施形態では、可変表示部（左リールＲＬ、中リールＲＣ、及び、右リール
ＲＲ）として採用されるリールの本数が３本であることとして説明した。しかし、本発明
において、リールの本数はこれに限定されず、１本や２本、又は４本以上としてもよい。
また、載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）は、リールの本数に応じた数（リ
ールの本数と同数）の凹部（上面凹部６０３０）を備えるものとすることができる。
【０８１７】
　また、本発明における載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）は、リールを１
本増設する際（例えば、３本のリールが配置されることを前提とした筐体を、４本のリー
ルを搭載した筐体に改修する場合）に用いることとしてもよい。このような場合には、元
々の筐体に、３本分のリールを設置するための設置部があるものの、追加する１本分のリ
ールを設置するための設置部がないために、当該追加する１本分のリールを設置するため
の設置部を設ける必要があったり、追加する１本分のリールについて高さ調整を行う必要
があったりすることがある。このような場合に、増設されるリールの配置部に載置部材（
介在部材：リールアダプタ６０００）を用いることとしてもよい。
【０８１８】
　また、第７実施形態では、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）がメインリール（
遊技の進行及び入賞に関する可変表示部）を備えるものであり、メインリールにおける高
さ調整を行うこととして説明した。しかし、本発明においては、入賞に影響しない演出用
のリール（演出用可変表示装置、サブリール）における高さ調整のために、第７実施形態
と同様に、載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）等による高さ調整機構を用い
ることとしてもよい。また、パチンコ遊技機における演出用リール（遊技に関する期待度
示唆等の演出を行うリール）について、当該機構を採用してもよい。
【０８１９】
　また、第７実施形態では、載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）に可変表示
ユニット（リールユニットＲＵ）を載置するものとして説明した。しかし、本発明におい
ては、載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）と同様の台座機構に可変表示ユニ
ット（リールユニットＲＵ）以外の遊技機構成部品を載置することとしてもよい。例えば
、演出用の可動装飾部ユニット等が遊技者から見やすい位置になるように、第７実施形態
と同様の機能を有する高さ調整用の載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）を用
いることとしてもよい。なお、可動装飾部は、遊技機の内部でのみ移動するものであって
もよいし、遊技機の内部から外部（遊技機の上方や前方等）へと移動するものであっても
よい。このように、各種遊技機構成部品の配置について載置部材（介在部材：リールアダ
プタ６０００）を用いて高さ調整を行うことで、パチスロ遊技機の筐体やパチンコ遊技機
の遊技機枠（外枠、本体枠）の大幅な設計変更を行わずに済むため、新規の遊技機を作る
際にコストダウンを図ることができる。
【０８２０】
　また、第７実施形態では、載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）が設置部（
ミドルボード４０００）の上に配置されることとして説明した。本発明における設置部は
、ミドルボードに限定されず、載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）を設置可
能な部材を適宜採用することが可能である。例えば、筐体（キャビネット）の底板を設置
部として採用し、当該底板に載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）を設置して
、当該載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）の上に可変表示ユニット（リール
ユニットＲＵ）を載置する構成としてもよい。また、本発明においては、ミドルボード以
外の部材に載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）を設置する場合、筐体（キャ
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ビネット）内にミドルボードを備えない構成としてもよい。例えば、メダル等の遊技媒体
を用いず、電子データによって管理される遊技価値を用いてのみ遊技可能な管理遊技機に
おいては、ホッパー等の部品が不要となるため、この場合には、ミドルボードを設けず、
筐体の底板に載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）を設置することとしてもよ
い。
【０８２１】
　なお、第７実施形態では、設置部（ミドルボード４０００）がキャビネットＧの背面壁
Ｇ３に取り付けられるとともに、右側面壁Ｇ２Ｒ及び左側面壁Ｇ２Ｌに対して固定されて
いることとして説明した。本発明において、設置部（ミドルボード４０００）は、筐体（
キャビネット）を構成する板（背板、左右の板、底板等）のうちの何れに固定されていて
もよく、例えば、背面壁Ｇ３のみに取り付けられていてもよいし、右側面壁Ｇ２Ｒ及び左
側面壁Ｇ２Ｌの双方又は何れか一方のみに取り付けられていてもよい。
【０８２２】
　本発明における設置部の他の例としては、ミドルドアを挙げることができる。ミドルド
アは、フロントドア（前面ドア）の裏側に配置される小さなドア（フロントドアとキャビ
ネットとの間に配置されるドア）であり、フロントドアに対して回動可能に構成されると
ともに、可変表示ユニット（リールユニットＲＵ）が搭載されている。この例では、ミド
ルドアに設けられた設置部に載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）を搭載し、
当該載置部材（介在部材：リールアダプタ６０００）の上に可変表示ユニット（リールユ
ニットＲＵ）を載置することとしてもよい。
【０８２３】
［第８実施形態］
　以上、第１実施形態～第７実施形態について説明した。以下、第８実施形態について説
明する。第８実施形態に係る遊技機１の基本的な構成は、第１実施形態～第７実施形態に
係る遊技機１と同じである。以下においては、第１実施形態～第７実施形態に係る遊技機
１の構成要素と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明することとする。また、第
１実施形態～第７実施形態における説明が第８実施形態においても当てはまる部分につい
ては、説明を省略することとする。
【０８２４】
＜腰部パネル７０００＞
　図１８７は、腰部パネルの正面図である。図１８８は、腰部パネルを前方から見た斜視
図である。図１８９は、腰部パネルを後方から見た斜視図である。図１９０は、腰部パネ
ルを前方から見た分解斜視図である。図１９１は、腰部パネルを後方から見た分解斜視図
である。
【０８２５】
　第１実施形態では、下ドア機構ＤＤ（図１参照）に腰部パネルＤＤ１８（図３参照）が
設けられていることとして説明した。これに対し、第８実施形態では、図１８７に示す腰
部パネル７０００が前面ドアにおける中央よりも下側の領域に設けられている。
【０８２６】
　図１８７～図１９１に示すように、腰部パネル７０００は、下パネルフィルム７１００
と、下パネルベース７２００と、下パネルフレーム７３００（右下パネルフレーム７３０
０Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）と、下パネル裏７４００と、下パネル下７５０
０と、下パネル右７６００と、下パネル左７７００と、を備えている。
【０８２７】
　下パネルベース７２００は、下パネルフィルム７１００の前面側に配置され、下パネル
フレーム７３００は、下パネルベース７２００の前面側に配置され、下パネル裏７４００
は、下パネルフィルム７１００の背面側に配置され、下パネル下７５００は、下パネル裏
７４００の下側部分における背面側に配置されている。また、下パネル右７６００及び下
パネル左７７００は、それぞれ、腰部パネル７０００の右側部分及び左側部分（右側壁及
び左側壁）を構成している。図示しないが、下パネル裏７４００の背面側であって、下パ
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ネル下７５００の上方には、複数のＬＥＤがＬＥＤ基板に設置された発光機構を配置する
こととしてもよい。
【０８２８】
　下パネルベース７２００は、透光性の素材（例えば、アクリル樹脂等）により形成され
、図示しない立体的形状（例えば、機種に応じたロゴ等を示す文字形状）を象った装飾が
施されている。下パネルフィルム７１００は、透光性の素材（例えば、アクリル樹脂等）
により形成され、図示しない模様や絵柄（例えば、下パネルベース７２００に施された装
飾に対応する模様や絵柄）が施されている。下パネルフィルム７１００は、模様印刷用シ
ートに遮光性インキを印刷することにより構成することができる。
【０８２９】
　下パネルフィルム７１００及び下パネルベース７２００と同様に、下パネル裏７４００
、下パネル下７５００、下パネル右７６００、及び、下パネル左７７００も、透光性を有
している。これに対し、下パネルフレーム７３００は、透光性を有しておらず、下パネル
フィルム７１００及び下パネルベース７２００のうち、正面視において下パネルフレーム
７３００と重畳する部分は、下パネルフレーム７３００に覆われて視認不可能になってい
る。図１８７では、下パネルフレーム７３００を黒で示している。なお、下パネルフレー
ム７３００には、凹凸を有する立体的な装飾が施されている。
【０８３０】
＜下パネルフィルム７１００＞
　図１９２は、下パネルフィルムをやや上方から見た斜視図である。図１９３は、下パネ
ルフィルムの断面図である。図１９４は、図１９３に示す下パネルフィルムの切断面の模
式図である。図１９５は、図１９２に示す下パネルフィルムの前面側に下パネルフレーム
を配置した状態を示す斜視図である。
【０８３１】
　図１９２～図１９４に示すように、下パネルフィルム７１００は、可撓性を有する平坦
なシートを湾曲させた形状を有している。図１９３では、下パネルフィルム７１００を水
平面で切断した様子を示し、分かりやすくするため、切断面を太くして示している。
【０８３２】
　具体的に、下パネルフィルム７１００は、左右に延在する中央部７１０１と、中央部７
１０１の右端（図１９３に示す点Ａ）から後方にかけてカーブ形状を有して形成された右
湾曲部７１０２と、中央部７１０１の左端（図１９３に示す点Ｂ）から後方にかけてカー
ブ形状を有して形成された左湾曲部７１０３と、右湾曲部７１０２の右端（後端：図１９
３に示す点Ｃ）から後方にかけて延在する右後方部７１０４と、左湾曲部７１０３の左端
（後端：図１９３に示す点Ｄ）から後方にかけて延在する左後方部７１０５と、を有して
いる。
【０８３３】
　下パネルフィルム７１００は、右湾曲部７１０２の上部に切欠き７１０２ａが形成され
ている点を除いて、略左右対称となる形状を有している。また、中央部７１０１、右湾曲
部７１０２、及び、左湾曲部７１０３は、それぞれ、曲率中心が背面側となるように湾曲
している。中央部７１０１は、僅かに湾曲している程度であり、右湾曲部７１０２及び左
湾曲部７１０３の曲率は、中央部７１０１の曲率と比較して、かなり大きくなっている。
例えば、右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３の曲率半径は、中央部７１０１の曲率半
径の１／５以下（又は、１／１０以下、１／２０以下、１／５０以下、１／１００以下等
）となっている。
【０８３４】
　なお、曲率とは、曲線や曲面の曲がり具合を表す量であるが、局所的な曲がり具合を円
に近似することができ、近似した円の半径を曲率半径という。例えば、半径ｒの円周の曲
率は１／ｒであり、曲率半径はｒである。曲線の曲がり具合がきついほど曲率は大きくな
り、曲率半径は小さくなる。曲率半径は、曲線が円弧である場合には、当該円弧の半径で
表すことができ、一方、円弧とは異なる曲線の場合には、曲線の曲がり具合を表す所定の
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関数により曲率半径を表すことができる。
【０８３５】
　右湾曲部７１０２上の任意の位置及び左湾曲部７１０３上の任意の位置における曲率は
、中央部７１０１上の任意の位置における曲率よりも大きくなっている。このことに対応
して、右湾曲部７１０２における左右方向の長さ及び左湾曲部７１０３における左右方向
の長さ（図１９４（ａ）に示すｒ２）が、中央部７１０１における左右方向の長さ（図１
９４（ａ）に示すｒ１）よりも短いのに対して、右湾曲部７１０２における前後方向の長
さ及び左湾曲部７１０３における前後方向の長さ（図１９４（ａ）に示すｒ４）は、中央
部７１０１における前後方向の長さ（図１９４（ａ）に示すｒ３）よりも長くなっている
。
【０８３６】
　また、右湾曲部７１０２上の任意の点Ｙにおける接線（図１９４（ｂ）に示すＬ１（Ｙ
））に対して垂直な直線（図１９４（ｂ）に示すＬ２（Ｙ））と前後方向の直線（図１９
４（ｂ）に示すＬ）とのなす角度（図１９４（ｂ）に示すβ）は、中央部７１０１上の任
意の点Ｘにおける接線（図１９４（ｂ）に示すＬ１（Ｘ））に対して垂直な直線（図１９
４（ｂ）に示すＬ２（Ｘ））と前後方向の直線（図１９４（ｂ）に示すＬ）とのなす角度
（図１９４（ｂ）に示すα）よりも大きくなっている。
【０８３７】
　同様に、図示しないが、左湾曲部７１０３上の任意の点における接線に対して垂直な直
線と前後方向の直線（図１９４（ｂ）に示すＬ）とのなす角度は、中央部７１０１上の任
意の点Ｘにおける接線（図１９４（ｂ）に示すＬ１（Ｘ））に対して垂直な直線（図１９
４（ｂ）に示すＬ２（Ｘ））と前後方向の直線（図１９４（ｂ）に示すＬ）とのなす角度
（図１９４（ｂ）に示すα）よりも大きくなっている。
【０８３８】
　図１９５は、腰部パネル７０００が組み立てられた状態における下パネルフィルム７１
００及び下パネルフレーム７３００（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレ
ーム７３００Ｌ）を、これらの相対的な位置関係を維持したまま示した図であり、他の構
成要素については図示を省略している。分かりやすくするため、右下パネルフレーム７３
００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌを黒で示している。
【０８３９】
　図１９５に示すように、右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３０
０Ｌは、それぞれ、正面視において、下パネルフィルム７１００の右湾曲部７１０２及び
左湾曲部７１０３の一部と重畳する位置に配置されている。これにより、右湾曲部７１０
２及び左湾曲部７１０３の一部が隠れた状態となっている。
【０８４０】
＜下パネルベース７２００＞
　図１９６は、下パネルベースを前方且つやや上方から見た斜視図である。図１９７は、
下パネルベースを斜め下方から見た斜視図である。図１９８は、下パネルベースを後方且
つやや上方から見た斜視図である。図１９９は、下パネルベースを後方且つやや下方から
見た部分拡大斜視図である。
【０８４１】
　図１９６～図１９８に示すように、下パネルベース７２００は、下パネルフィルム７１
００に対応する湾曲形状を有する本体部７２１０と、本体部７２１０の下端を後方に折り
曲げることで形成された下側部７２２０と、を有している。
【０８４２】
　下側部７２２０は、本体部７２１０の下端から斜め後方に向けて連続して形成された第
１傾斜部７２２１と、第１傾斜部７２２１の後端から斜め後方に向けて連続し第１傾斜部
７２２１よりも緩やかな傾斜を有するように形成された第２傾斜部７２２２と、第２傾斜
部７２２２の後端から後方に向けて連続して形成された水平部７２２３と、を有している
。水平部７２２３は、略水平に配置されている。分かりやすくするため、図１９７では、
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第１傾斜部７２２１を網掛けで示し、第２傾斜部７２２２を斜線で示し、水平部７２２３
を黒で示している。
【０８４３】
　本体部７２１０は、左右に延在する中央部７２１１と、中央部７２１１の右端から後方
にかけてカーブ形状を有して形成された右湾曲部７２１２と、中央部７２１１の左端から
後方にかけてカーブ形状を有して形成された左湾曲部７２１３と、右湾曲部７２１２の右
端から後方にかけて延在する右後方部７２１４と、左湾曲部７２１３の左端から後方にか
けて延在する左後方部７２１５と、を有している。
【０８４４】
　腰部パネル７０００が組み立てられた状態において、中央部７２１１、右湾曲部７２１
２、左湾曲部７２１３、右後方部７２１４、及び、左後方部７２１５は、それぞれ、下パ
ネルフィルム７１００の中央部７１０１、右湾曲部７１０２、左湾曲部７１０３、右後方
部７１０４、及び、左後方部７１０５（図１９２参照）と対向する（正面視において重畳
する）ように配置される。
【０８４５】
　右湾曲部７２１２には、３つのネジ孔７２３０（ネジ孔７２３０ａ，７２３０ｂ，７２
３０ｃ）が形成されるとともに、１つの仮固定用孔７２３５が形成されている。左湾曲部
７２１３には、３つのネジ孔７２４０（ネジ孔７２４０ａ，７２４０ｂ，７２４０ｃ）が
形成されるとともに、１つの仮固定用孔７２４５が形成されている。これらのネジ孔７２
３０及びネジ孔７２４０、並びに、仮固定用孔７２３５及び仮固定用孔７２４５は、前後
方向に貫通する貫通孔として形成されている。
【０８４６】
　図１９９に示すように、ネジ孔７２３０の周辺には、本体部７２１０の背面７２１６に
対して凹んだ位置に周縁壁部７２３１が形成されている。換言すれば、ネジ孔７２３０の
近傍は、背面７２１６に対して凹んだ円形状の凹部７２３２を形成するとともに、当該凹
部７２３２の一部を貫通させることにより開口を形成した形状を有している。当該開口が
ネジ孔７２３０に相当し、当該凹部７２３２のうち開口の形成されていない部分が周縁壁
部７２３１に相当する。
【０８４７】
　また、仮固定用孔７２３５の周辺には、本体部７２１０の背面７２１６に対して凹んだ
位置に周縁壁部７２３６が形成されている。換言すれば、仮固定用孔７２３５の近傍は、
背面７２１６に対して凹んだ楕円形状の凹部７２３７を形成するとともに、当該凹部７２
３７の一部を貫通させることにより開口を形成した形状を有している。当該開口が仮固定
用孔７２３５に相当し、当該凹部７２３７のうち開口の形成されていない部分が周縁壁部
７２３６に相当する。
【０８４８】
　このように、ネジ孔７２３０の周囲及び仮固定用孔７２３５の周囲に凹部が形成されて
いる点については、第６実施形態で説明した照射ユニット引っ掛け用ネジ孔Ｂ１０１０の
周囲及び蓋締結用ネジ孔Ｂ１００２の周囲に凹部が形成されている（図１１４参照）のと
同様の説明が妥当する。分かりやすくするため、図１９９では、周縁壁部７２３１及び周
縁壁部７２３６を斜線で示している。図示しないが、同様に、ネジ孔７２４０の周囲及び
仮固定用孔７２４５の周囲にも、それぞれ凹部７２４２及び凹部７２４７が形成されてい
る。
【０８４９】
　また、下パネルベース７２００は、本体部７２１０の上端を後方に僅かに折り曲げるこ
とで形成された上縁部７２５０を有している。上縁部７２５０は、中央よりも右側及び左
側の一部が後方に突出することにより形成された係止用突出部７２５１（右側係止用突出
部７２５１Ｒ及び左側係止用突出部７２５１Ｌ）を有している。
【０８５０】
　右側係止用突出部７２５１Ｒ及び左側係止用突出部７２５１Ｌは、それぞれ、コーナー
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部が丸みを帯びた矩形状に形成されるとともに、略水平に配置されている。また、右側係
止用突出部７２５１Ｒ及び左側係止用突出部７２５１Ｌには、それぞれ、上下方向に貫通
する長方形形状の貫通孔として、係止用孔７２５２（右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係
止用孔７２５２Ｌ）が形成されている。
【０８５１】
　また、下パネルベース７２００は、中央部７２１１（背面７２１６）の下端から後方に
向けて連続して形成された水平部７２１７を有している。水平部７２１７は、略水平方向
に配置されている。分かりやすくするため、図１９８では、水平部７２１７を斜線で示し
ている。
【０８５２】
　下側部７２２０は、右端を上方及び外方に僅かに折り曲げることで形成された右側部７
２２５と、左端を上方及び外方に折り曲げることで形成された左側部７２２６と、を有し
ている。右側部７２２５の前部（右湾曲部７２１２の下方）には、ボス部７２３３が形成
され、左側部７２２６の前部（左湾曲部７２１３の下方）には、ボス部７２４３が形成さ
れている。
【０８５３】
　右後方部７２１４は、後端を右側に僅かに折り曲げることで形成された上側右縁部７２
１４ａ及び下側右縁部７２１４ｂを有している。上側右縁部７２１４ａと下側右縁部７２
１４ｂとは、上下に分離して形成されている。左後方部７２１５は、後端を左側に僅かに
折り曲げることで形成された上側左縁部７２１５ａ及び下側左縁部７２１５ｂを有してい
る。上側左縁部７２１５ａと下側左縁部７２１５ｂとは、上下に分離して形成されている
。
【０８５４】
　上側右縁部７２１４ａの上部、下側右縁部７２１４ｂの上部、及び、下側部７２２０の
右端上部（ボス部７２３３の形成位置）から右側に膨出した部分には、それぞれ、ネジ孔
７２３４（ネジ孔７２３４ａ，７２３４ｂ，７２３４ｃ）が形成されている。上側左縁部
７２１５ａの上部、下側左縁部７２１５ｂの上部、及び、下側部７２２０の左端上部（ボ
ス部７２４３の形成位置）から左側に膨出した部分には、それぞれ、ネジ孔７２４４（ネ
ジ孔７２４４ａ，７２４４ｂ，７２４４ｃ）が形成されている。
【０８５５】
　また、下側部７２２０の後端には、後方に突出するとともに下方に折り曲げられた係止
片７２６０が２つ形成されている。腰部パネル７０００は、係止片７２６０が前面ドアに
係止されることで、前面ドアに取り付けられる。また、右湾曲部７２１２の上部には、切
欠き７２１２ａが形成されている。切欠き７２１２ａは、下パネルフィルム７１００の切
欠き７１０２ａ（図１９２参照）に相似する形状を有しており、切欠き７１０２ａと重畳
するように配置される。
【０８５６】
＜下パネル裏７４００＞
　図２００は、下パネル裏をやや上方から見た斜視図である。図２０１は、下パネルフィ
ルムを後方から見た斜視図である。図２０２は、下パネル裏を後方且つやや下方から見た
部分拡大斜視図である。
【０８５７】
　図２００に示すように、下パネル裏７４００は、下パネルフィルム７１００に対応する
湾曲形状を有している。具体的に、下パネル裏７４００は、左右に延在する中央部７４０
１と、中央部７４０１の右端から後方にかけてカーブ形状を有して形成された右湾曲部７
４０２と、中央部７４０１の左端から後方にかけてカーブ形状を有して形成された左湾曲
部７４０３と、右湾曲部７４０２の右端から後方にかけて延在する右後方部７４０４と、
左湾曲部７４０３の左端から後方にかけて延在する左後方部７４０５と、を有している。
【０８５８】
　腰部パネル７０００が組み立てられた状態において、中央部７４０１、右湾曲部７４０
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２、左湾曲部７４０３、右後方部７４０４、及び、左後方部７４０５は、それぞれ、下パ
ネルフィルム７１００の中央部７１０１、右湾曲部７１０２、左湾曲部７１０３、右後方
部７１０４、及び、左後方部７１０５（図１９２参照）と対向する（正面視において重畳
する）ように配置される。
【０８５９】
　また、図２０１及び図２０２に示すように、下パネル裏７４００は、上端を後方に僅か
に折り曲げることで形成された上縁部７４５０を有している。上縁部７４５０は、中央よ
りも右側及び左側の一部が後方に突出することにより形成された係止用突出部７４５１（
右側係止用突出部７４５１Ｒ及び左側係止用突出部７４５１Ｌ）を有している。
【０８６０】
　右側係止用突出部７４５１Ｒ及び左側係止用突出部７４５１Ｌは、それぞれ、コーナー
部が丸みを帯びた矩形状に形成されるとともに、略水平に配置されている。また、右側係
止用突出部７２５１Ｒ及び左側係止用突出部７２５１Ｌには、それぞれ、係止片７４５２
（右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７４５２Ｌ）が形成されている。右側係止片７４
５２Ｒ及び左側係止片７４５２Ｌは、それぞれ、右側係止用突出部７４５１Ｒ及び左側係
止用突出部７４５１Ｌの上面７４５１ａに対して立設された突起として、平面視長方形形
状に形成されている。
【０８６１】
　また、下パネル裏７４００は、中央部７４０１（背面７４１０）の下端から後方に向け
て連続して形成された水平部７４１１と、水平部７４１１の下方において水平部７４１１
と略垂直に形成された鉛直部７４１２と、を有している。水平部７４１１は、略水平方向
に配置され、鉛直部７４１２は、略鉛直方向に配置されている。分かりやすくするため、
図２０１では、水平部７４１１を斜線で示している。
【０８６２】
　鉛直部７４１２の背面側には、複数の後側突出部７４１３が略等間隔に形成されている
。後側突出部７４１３は、鉛直部７４１２から後方に向けて突出する突起として形成され
ており、上下方向に延在している。水平部７４１１の後端縁と後側突出部７４１３とは、
連続的に形成されるとともに、略同一平面上に位置付けられている。
【０８６３】
　なお、右湾曲部７４０２の上部には、切欠き７４０２ａが形成されている。切欠き７４
０２ａは、下パネルフィルム７１００の切欠き７１０２ａに相似する形状を有しており、
切欠き７１０２ａと重畳するように配置される。
【０８６４】
＜下パネルフレーム７３００＞
　図２０３は、下パネルフレームを前方から見た斜視図である。図２０４は、下パネルフ
レームの背面図である。
【０８６５】
　図２０３及び図２０４に示すように、下パネルフレーム７３００（右下パネルフレーム
７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）は、それぞれ、上下方向に延在する柱状
の形状を有している。
【０８６６】
　右下パネルフレーム７３００Ｒの背面側には、３つのネジ締結用ボス部７３１０（ネジ
締結用ボス部７３１０ａ，７３１０ｂ，７３１０ｃ）が形成されるとともに、１つの仮固
定用ボス部７３１５が形成されている。左下パネルフレーム７３００Ｌの背面側には、３
つのネジ締結用ボス部７３２０（ネジ締結用ボス部７３２０ａ，７３２０ｂ，７３２０ｃ
）が形成されるとともに、１つの仮固定用ボス部７３２５が形成されている。
【０８６７】
　なお、右下パネルフレーム７３００Ｒの上部には、切欠き７３０１が形成されている。
切欠き７３０１は、下パネルフィルム７１００の切欠き７１０２ａ（図１９２参照）に相
似する形状を有しており、切欠き７１０２ａと重畳するように配置される。
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【０８６８】
＜下パネル下７５００＞
　図２０５は、下パネル下を前方から見た斜視図である。図２０６は、下パネル下を後方
から見た斜視図である。
【０８６９】
　図２０５及び図２０６に示すように、下パネル下７５００は、左右方向に延在する部材
として形成されており、略鉛直方向に形成された前側部７５０１と、前側部７５０１の上
端から斜め後方に向けて連続して形成された第１傾斜部７５０２と、第１傾斜部７５０２
の後端から後方に向けて連続し略水平方向に形成された上側部７５０３と、前側部７５０
１の下端から斜め後方に向けて連続して形成された第２傾斜部７５０４と、第２傾斜部７
５０４の後端から斜め後方に向けて連続し第２傾斜部７５０４よりも緩やかな傾斜を有す
るように形成された第３傾斜部７５０５と、第３傾斜部７５０５の後端から後方に向けて
連続し略水平方向に形成された下側部７５０６と、を有している。
【０８７０】
　分かりやすくするため、図２０５では、前側部７５０１の前面７５０１ａを斜線で示し
、上側部７５０３の上面を網掛けで示している。図２０６では、上側部７５０３の上面を
斜線で示し、下側部７５０６の上面を網掛けで示し、前側部７５０１の背面７５０１ｂ（
前面７５０１ａの反対側の面）を黒で示している。
【０８７１】
　下パネル下７５００の右端には、側面視Ｌ字状の右側部７５１０が形成されており、下
パネル下７５００の左端には、側面視逆Ｌ字状の左側部７５２０が形成されている。右側
部７５１０のうち前後方向に延在する部分である右縁屈曲部７５１１は、下側部７５０６
の右端を右側に僅かに折り曲げることで形成されたような形状となっている。同様に、左
側部７５２０のうち前後方向に延在する部分である左縁屈曲部７５２１は、下側部７５０
６の左端を左側に僅かに折り曲げることで形成されたような形状となっている。
【０８７２】
　右側部７５１０の上部（上側部７５０３の右端近傍）には、ネジ孔７５１２が形成され
ており、左側部７５２０の上部（上側部７５０３の左端近傍）には、ネジ孔７５２２が形
成されている。
【０８７３】
＜下パネル右７６００及び下パネル左７７００＞
　図２０７は、下パネル右及び下パネル左を左側後方から見た斜視図である。図２０８は
、下パネル右及び下パネル左を右側後方から見た斜視図である。
【０８７４】
　図２０７及び図２０８に示すように、下パネル右７６００は、腰部パネル７０００の右
側部分を構成する右側壁７６０１と、右側壁７６０１から前方及び左側に突出して形成さ
れた側面視三角形形状の突出部７６０２と、を有している。下パネル左７７００は、腰部
パネル７０００の左側部分を構成する左側壁７７０１と、左側壁７７０１から前方及び右
側に突出して形成された側面視三角形形状の突出部７７０２と、を有している。
【０８７５】
　下パネル右７６００の内側面（左側の面）には、左縁に沿ってボス部７６１０が形成さ
れるとともに、上部及び下部にボス部７６１１が形成されている。下パネル左７７００の
内側面（右側の面）には、右縁に沿ってボス部７７１０が形成されるとともに、上部及び
下部にボス部７７１１が形成されている。ボス部７６１１及びボス部７７１１に形成され
た穴には、腰部パネル７０００を前面ドアに締結するためのネジがねじ込まれる。
【０８７６】
＜腰部パネル７０００の組み立て＞
　図２０９は、下パネルフレームが下パネルベースに取り付けられた状態を前方から見た
斜視図である。図２１０は、下パネルフレームが下パネルベースに取り付けられた状態を
後方から見た斜視図である。図２１１は、図２１０に示す状態の下パネルベース及び下パ
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ネルフレームに下パネル裏が係止された状態を後方から見た斜視図である。図２１２は、
図２１１に示す状態の下パネルベース及び下パネル裏の断面図である。図２１３は、図２
１１に示す状態の下パネルベース、下パネルフレーム、及び、下パネル裏に下パネル下が
取り付けられた状態を後方から見た斜視図である。図２１４は、図２１３に示す状態の下
パネルベース、下パネル裏、及び、下パネル下の断面図である。
【０８７７】
　腰部パネル７０００は、下記（ｉ）～（ｖ）の工程を経て、組み立てられる。
　（ｉ）下パネルフレーム７３００（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレ
ーム７３００Ｌ）を下パネルベース７２００に取り付ける。
　（ｉｉ）下パネルベース７２００の背面側に下パネルフィルム７１００を配置する。
　（ｉｉｉ）下パネル裏７４００を下パネルベース７２００に係止する。
　（ｉｖ）下パネル下７５００を下パネルベース７２００に取り付ける。
　（ｖ）下パネル右７６００及び下パネル左７７００を下パネルベース７２００に取り付
ける。
【０８７８】
　上記（ｉ）の工程では、まず、右下パネルフレーム７３００Ｒの仮固定用ボス部７３１
５に形成された穴、及び、左下パネルフレーム７３００Ｌの仮固定用ボス部７３２５に形
成された穴（図２０４参照）に、それぞれ、仮固定用部材７８００（図２１０参照）を圧
入する。そして、仮固定用部材７８００が圧入された状態の右下パネルフレーム７３００
Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌに下パネルベース７２００を接近させて、下パネル
ベース７２００の仮固定用孔７２３５及び仮固定用孔７２４５（図１９８参照）に、仮固
定用部材７８００を圧入する。これにより、仮固定用部材７８００を介して、右下パネル
フレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌが下パネルベース７２００に対し
て暫定的に取り付けられる（仮固定される）。
【０８７９】
　この状態で、下パネルベース７２００のネジ孔７２３０（図１９８に示すネジ孔７２３
０ａ，７２３０ｂ，７２３０ｃ）と、右下パネルフレーム７３００Ｒのネジ締結用ボス部
７３１０（図２０４に示すネジ締結用ボス部７３１０ａ，７３１０ｂ，７３１０ｃ）とが
重畳し、下パネルベース７２００のネジ孔７２４０（図１９８に示すネジ孔７２４０ａ，
７２４０ｂ，７２４０ｃ）と、左下パネルフレーム７３００Ｌのネジ締結用ボス部７３２
０（図２０４に示すネジ締結用ボス部７３２０ａ，７３２０ｂ，７３２０ｃ）とが重畳す
るように、下パネルベース７２００及び下パネルフレーム７３００を互いに配置する。そ
して、背面側からネジ孔７２３０及びネジ孔７２４０を挿通させたネジ７８１０（図２１
０参照）を、ネジ締結用ボス部７３１０及びネジ締結用ボス部７３２０に形成された穴に
ねじ込む。これにより、下パネルベース７２００に対して、右下パネルフレーム７３００
Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌがネジ締結により固定される。
【０８８０】
　その際、仮固定用部材７８００を用いて、下パネルベース７２００と下パネルフレーム
７３００とが仮固定されるため、下パネルベース７２００と下パネルフレーム７３００と
の相対的位置関係を維持したまま、下パネルベース７２００を裏返してネジ締結を行うこ
とが可能であり、これにより、取付作業を行いやすくなっている。なお、仮固定用部材７
８００を圧入可能なように、仮固定用ボス部７３１５及び仮固定用ボス部７３２５に形成
された穴は、ネジ締結用ボス部７３１０及びネジ締結用ボス部７３２０に形成された穴よ
りも大きく、仮固定用孔７２３５及び仮固定用孔７２４５は、ネジ孔７２３０及びネジ孔
７２４０よりも大きくなっている。
【０８８１】
　ここで、上述したように、下パネルベース７２００において、ネジ孔７２３０の周囲及
びネジ孔７２４０の周囲には、凹部（凹部７２３２及び凹部７２４２）が形成されている
（図１９９参照）。これにより、下パネルベース７２００と下パネルフレーム７３００と
のネジ締結に用いられるネジ７８１０は、当該凹部に収納されて、ネジ７８１０の後端（
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ネジの頭部側の端部）は、下パネルベース７２００の背面７２１６よりも前方に位置付け
られる（ネジ７８１０は、背面７２１６よりも後方に突出しない）。同様に、下パネルベ
ース７２００において、仮固定用孔７２３５の周囲及び仮固定用孔７２４５の周囲には、
凹部（凹部７２３７及び凹部７２４７）が形成されている（図１９９参照）。これにより
、下パネルベース７２００と下パネルフレーム７３００との仮固定に用いられる仮固定用
部材７８００は、当該凹部に収納されて、仮固定用部材７８００の後端は、下パネルベー
ス７２００の背面７２１６よりも前方に位置付けられる（仮固定用部材７８００は、背面
７２１６よりも後方に突出しない）。
【０８８２】
　以上のようにして、下パネルフレーム７３００（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左
下パネルフレーム７３００Ｌ）が下パネルベース７２００に取り付けられた状態において
、右下パネルフレーム７３００Ｒは、下パネルベース７２００における右湾曲部７２１２
の前面側に配置され、左下パネルフレーム７３００Ｌにおける左湾曲部７２１３の前面側
に配置される（図２０９参照）。
【０８８３】
　この状態で、上記（ｉｉ）の工程では、下パネルベース７２００の背面側から、下パネ
ルフィルム７１００を下パネルベース７２００に押し付ける。そして、下パネルフィルム
７１００の中央部７１０１、右湾曲部７１０２、左湾曲部７１０３、右後方部７１０４、
及び、左後方部７１０５（図１９２参照）が、それぞれ、下パネルベース７２００の中央
部７２１１、右湾曲部７２１２、左湾曲部７２１３、右後方部７２１４、及び、左後方部
７２１５（図１９６参照）と対向するように、下パネルフィルム７１００を配置する。
【０８８４】
　この状態で、上記（ｉｉｉ）の工程では、下パネル裏７４００の中央部７４０１、右湾
曲部７４０２、左湾曲部７４０３、右後方部７４０４、及び、左後方部７４０５（図２０
０参照）が、それぞれ、下パネルフィルム７１００の中央部７１０１、右湾曲部７１０２
、左湾曲部７１０３、右後方部７１０４、及び、左後方部７１０５（図１９２参照）と対
向するように、下パネルフィルム７１００の背面側において下パネル裏７４００を配置す
る。そして、下パネル裏７４００の右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７４５２Ｌ（図
２００参照）をそれぞれ下パネルベース７２００の右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止
用孔７２５２Ｌ（図１９６参照）に挿入することにより、下パネル裏７４００を下パネル
ベース７２００に係止する（図２１１参照）。
【０８８５】
　図２１２では、上記（ｉｉｉ）の工程が完了した時点における下パネルベース７２００
及び下パネル裏７４００を前後方向の鉛直面（右側係止片７４５２Ｒを通る面）で切断し
た様子を示し、分かりやすくするため、下パネル裏７４００の切断面を斜線で示し、下パ
ネルベース７２００の切断面を黒で示している。図２１２に示すように、右側係止片７４
５２Ｒ及び左側係止片７４５２Ｌの後端が右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止用孔７２
５２Ｌの後縁と略当接し、下パネル裏７４００の後方への移動が規制される。また、下パ
ネル裏７４００の右側係止用突出部７４５１Ｒ及び左側係止用突出部７４５１Ｌの上面７
４５１ａ（図２０２参照）が下パネルベース７２００の右側係止用突出部７２５１Ｒ及び
左側係止用突出部７２５１Ｌの下面７２５１ａ（図１９９参照）と略当接し、下パネル裏
７４００の上方への移動が規制される。また、下パネル裏７４００の水平部７４１１（図
２０１参照）の下面が下パネルベース７２００の水平部７２１７（図１９８参照）の上面
と略当接するとともに、下パネル裏７４００の鉛直部７４１２（図２０１参照）の下端が
下パネルベース７２００の第１傾斜部７２２１（図１９７参照）の上面と略当接し、下パ
ネル裏７４００の下方への移動が規制される。鉛直部７４１２の下端は、第１傾斜部７２
２１と同様の傾斜を有するように形成されている。また、下パネル裏７４００の鉛直部７
４１２の前面側が下パネルベース７２００の水平部７２１７の後端縁と略当接し、下パネ
ル裏７４００の前方への移動が規制される。
【０８８６】
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　また、このとき、下パネルベース７２００の背面７２１６（図１９８参照）と下パネル
裏７４００の前面７４２０（背面７４１０とは反対側の面、図２００参照）との間に形成
された空間に、下パネルフィルム７１００が配置される。これにより、下パネルフィルム
７１００の前面は、下パネルベース７２００の背面７２１６と略当接し、下パネルフィル
ム７１００の背面は、下パネル裏７４００の前面７４２０と略当接する。なお、図２１２
に示すように、下パネルベース７２００と下パネル裏７４００とは、かなり近接（略当接
）して配置されるが、下パネルフィルム７１００は、薄いシートとして構成されているた
め、下パネルベース７２００と下パネル裏７４００との間に生じた隙間に収容することが
可能となっている。なお、下パネルフィルム７１００、下パネルベース７２００、下パネ
ル裏７４００は、互いに略同一の湾曲形状を有しており、下パネルベース７２００と下パ
ネル裏７４００との間に形成されたスペースは、下パネルフィルム７１００によって略隙
間がないように埋められる。
【０８８７】
　その後、上記（ｉｖ）の工程では、下パネルベース７２００のボス部７２３３及びボス
部７２４３（図１９８参照）と下パネル下７５００のネジ孔７５１２及びネジ孔７５２２
（図２０５参照）とがそれぞれ重畳するように、下パネル裏７４００の背面側に下パネル
下７５００を配置する。このとき、下パネル下７５００の下側部７５０６（図２０６参照
）が下パネルベース７２００の水平部７２２３（図１９７参照）に載置され、下パネル下
７５００の右縁屈曲部７５１１及び左縁屈曲部７５２１（図２０６参照）がそれぞれパネ
ルベース７２００の右側部７２２５及び左側部７２２６（図１９８参照）に載置された状
態となる（図２１３参照）。そして、背面側からネジ孔７５１２及びネジ孔７５２２を挿
通させたネジ７８２０（図２１３参照）を、ボス部７２３３及びボス部７２４３に形成さ
れた穴にねじ込む。これにより、下パネルベース７２００に対して、下パネル下７５００
がネジ締結により固定される。
【０８８８】
　図２１４では、上記（ｉｖ）の工程が完了した時点における下パネルベース７２００、
下パネル裏７４００、及び、下パネル下７５００を前後方向の鉛直面（下パネル裏７４０
０の後側突出部７４１３を通る面）で切断した様子を示し、分かりやすくするため、下パ
ネルベース７２００の切断面を斜線で示し、下パネル裏７４００の切断面を網掛けで示し
、下パネル下７５００の切断面を黒で示している。図２１４に示すように、下パネル下７
５００の前側部７５０１（図２０５参照）が下パネル裏７４００の後側突出部７４１３（
図２０１参照）と略当接し、下パネル下７５００の第２傾斜部７５０４、第３傾斜部７５
０５、及び、下側部７５０６（図２０６参照）がそれぞれ、下パネルベース７２００の第
１傾斜部７２２１、第２傾斜部７２２２、及び、水平部７２２３（図１９７参照）と略当
接している。これにより、下パネル裏７４００は、下パネルベース７２００及び下パネル
下７５００に挟持されたような状態となり、例えば、前面ドアの開閉等により衝撃が加わ
った場合であっても、外れ難くなっている。
【０８８９】
　この状態で、上記（ｖ）の工程では、下パネルベース７２００のネジ孔７２３４（図１
９８に示すネジ孔７２３４ａ，７２３４ｂ，７２３４ｃ）と下パネル右７６００のボス部
７６１０（図２０７参照）とが重畳するように、下パネル右７６００を配置する。そして
、背面側からネジ孔７２３４を挿通させたネジを、ボス部７６１０に形成された穴にねじ
込む。これにより、下パネルベース７２００に対して、下パネル右７６００がネジ締結に
より固定される。また、下パネルベース７２００のネジ孔７２４４（図１９８に示すネジ
孔７２４４ａ，７２４４ｂ，７２４４ｃ）と下パネル左７７００のボス部７７１０（図２
０８参照）とが重畳するように、下パネル左７７００を配置する。そして、背面側からネ
ジ孔７２４４を挿通させたネジを、ボス部７７１０に形成された穴にねじ込む。これによ
り、下パネルベース７２００に対して、下パネル左７７００がネジ締結により固定される
。
【０８９０】
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　以上により、腰部パネル７０００の組み立てが完了し、腰部パネル７０００が完成する
。なお、右下パネルフレーム７３００Ｒの下端は、下パネル右７６００における突出部７
６０２（図２０７参照）の前部と嵌合可能な形状となっており、左下パネルフレーム７３
００Ｌの下端は、下パネル左７７００における突出部７７０２（図２０８参照）の前部と
嵌合可能な形状となっている（図１８７参照）。
【０８９１】
　以上、本発明の一実施形態として、第８実施形態に係る遊技機１について説明した。
【０８９２】
＜付記Ｅ＞
　従来、湾曲した装飾シートを備えた遊技機が知られている（特開２００５－１９８７７
７号公報参照）。このような遊技機によれば、装飾シートに施された装飾を遊技者に視認
させることが可能であり、遊技機の装飾性を高めることができる。
【０８９３】
　しかしながら、印刷の施された平面のシートを湾曲させて配置した場合には、湾曲させ
た部分が歪んで見えるため、見栄えが悪く、デザイン性が低下してしまうという問題があ
った。一方、見栄えを良くするために、湾曲させた状態を想定した上でデザインの作成を
行うことも考えられるが、そのようなデザイン作成を行うことは困難であり、また、仮に
、デザイン作成が可能であったとしても、そのために要する開発工数が増加してしまうと
いう問題があった。
【０８９４】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、見栄えの良い視認性を容
易に実現することが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【０８９５】
　この点、第８実施形態に係る遊技機１は、以下の特徴を備えている。
【０８９６】
　（Ｅ－１－１）　遊技者によって視認される対象となる視認対象部（下パネルフィルム
７１００）を備える遊技機であって、
　前記視認対象部は、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（右湾曲部７１０２及び
左湾曲部７１０３）を備え、前記第１領域及び前記第２領域に跨って形成された視認対象
面を有しており、
　前記視認対象面のうち前記第１領域に形成されている部分は、該視認対象面が第１の方
向（図１９４（ｂ）に示すＬ１（Ｘ）の方向）に形成されており、
　前記視認対象面のうち前記第２領域に形成されている部分は、該視認対象面が前記第１
の方向とは異なる第２の方向（図１９４（ｂ）に示すＬ１（Ｙ）の方向）に形成されてお
り、
　前記視認対象部よりも前記遊技機の外方側に、前記第２領域の少なくとも一部を視認困
難とする遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）
が配置される、
　ことを特徴とする遊技機。
【０８９７】
　第８実施形態に係る遊技機１によれば、遊技者によって視認される対象となる視認対象
部（下パネルフィルム７１００）は、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（右湾曲
部７１０２及び左湾曲部７１０３）を備え、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（
右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に跨って形成された視認対象面を有している。
視認対象面のうち第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に形成されている
部分は、第１領域（中央部７１０１）に形成されている部分と比較して、面形成の方向が
異なっている。そして、視認対象部（下パネルフィルム７１００）よりも遊技機の外方側
には、第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）の少なくとも一部を視認困難
とする遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）が
配置されている。これにより、視認対象面のうち第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲
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部７１０３）に形成されている部分における見栄えが悪くなるような場合であっても、当
該部分を遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）
によって隠すことが可能であり、見栄えの良い視認性を容易に実現することができる。
【０８９８】
　（Ｅ－１－１′）　前記（Ｅ－１－１）の遊技機であって、
　前記視認対象面は、湾曲した形状を有しており、
　前記視認対象面のうち前記第２領域に形成されている部分における湾曲の程度は、前記
視認対象面のうち前記第１領域に形成されている部分における湾曲の程度よりも大きくな
っている、
　ことを特徴とする。
【０８９９】
　第８実施形態に係る遊技機１によれば、視認対象面は、湾曲した形状を有しており、視
認対象面のうち第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に形成されている部
分における湾曲の程度は、視認対象面のうち第１領域（中央部７１０１）に形成されてい
る部分における湾曲の程度よりも大きくなっている。これにより、視認対象面のうち第２
領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に形成されている部分が歪んで見えるよ
うな場合であっても、当該部分を遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネ
ルフレーム７３００Ｌ）によって隠すことが可能であり、見栄えの良い視認性を容易に実
現することができる。
【０９００】
　また、本発明は、以下の特徴を備えた遊技機にも適用することが可能である。
　（Ｅ－１－１′′）　前記（Ｅ－１－１）の遊技機であって、
　前記視認対象部は、複数の部材が接合されることにより構成されており、
　前記第２領域は、前記複数の部材のうちの一の部材と他の部材との接合部に対応してお
り、
　前記第１領域は、前記接合部以外の部分に対応している、
　ことを特徴とする。
【０９０１】
　上記遊技機によれば、視認対象部は、複数の部材が接合されることにより構成されてお
り、第２領域は、複数の部材のうちの一の部材と他の部材との接合部に対応している。こ
れにより、視認対象面のうち第２領域に形成されている部分（複数の部材のうちの一の部
材と他の部材との繋ぎ目部分）が歪んで見えるような場合であっても、当該部分を遮蔽部
材によって隠すことが可能であり、見栄えの良い視認性を容易に実現することができる。
【０９０２】
　本発明は、視認対象部のうち他の領域とは面形成の方向が異なる領域を視認困難とする
ように遮蔽部材を配置する限り、特に限定されない。上記（Ｅ－１－１′′）の遊技機に
おいても、接合部における面形成の方向が接合部以外の部分における面形成の方向と異な
っているため、本発明の適用対象となる。また、以上の形態の他、例えば、成型の問題に
より視認対象部に凹凸が生じた場合に、当該凹凸を視認困難とするように遮蔽部材を配置
するような形態にも適用することが可能である。この場合にも、凹凸が生じている領域と
他の領域とで面形成の方向が異なっているため、本発明の適用対象となる。また、上記接
合部及び凹凸箇所においては、当該領域における接線の方向が他の領域における接線の方
向と異なっているところ（図１９４（ｂ）参照）、本発明は、このように、接線の方向が
他の領域とは異なる領域を視認困難とするように遮蔽部材を配置するような形態にも適用
することが可能である。また、上記接合部及び凹凸箇所においては、当該領域への光の入
射角が他の領域への光の入射角と異なっているところ（図１９４（ｂ）参照）、本発明は
、このように、光の入射角が他の領域とは異なる領域を視認困難とするように遮蔽部材を
配置するような形態にも適用することが可能である。また、上記接合部及び凹凸箇所にお
いては、当該領域に入射した光の進行方向が他の領域に入射した光の進行方向と異なって
いるところ、本発明は、このように、入射した光の進行方向が他の領域とは異なる領域を
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視認困難とするように遮蔽部材を配置するような形態にも適用することが可能である。
【０９０３】
　（Ｅ－１－２）　遊技者が少なくとも一部を視認可能な視認対象シート（下パネルフィ
ルム７１００）と、
　前記視認対象シートよりも遊技機の外方側に位置するカバー部材（下パネルベース７２
００）と、
　前記カバー部材に固定される遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネル
フレーム７３００Ｌ）と、を備え、
　前記視認対象シートは、少なくとも一部に曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７
１０３）を有しており、
　前記遮蔽部材により前記視認対象シートの曲がり部の少なくとも一部が視認困難となる
、
　ことを特徴とする遊技機。
【０９０４】
　第８実施形態に係る遊技機１によれば、遊技者が視認可能な視認対象シート（下パネル
フィルム７１００）は、少なくとも一部に曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１
０３）を有している。一方で、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）よりも遊技
機の外方側には、カバー部材（下パネルベース７２００）が位置しており、カバー部材（
下パネルベース７２００）には、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネ
ルフレーム７３００Ｌ）が固定されている。そして、視認対象シート（下パネルフィルム
７１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）の少なくとも一部が遮
蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）によって視
認困難となるように構成されている。これにより、視認対象シート（下パネルフィルム７
１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）が歪んで見えるような場
合であっても、当該部分を遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレ
ーム７３００Ｌ）によって隠すことが可能であり、見栄えの良い視認性を容易に実現する
ことができる。
【０９０５】
　（Ｅ－２－１）　遊技者によって視認される対象となる視認対象部（下パネルフィルム
７１００）と、
　前記視認対象部の表面側に配置されるカバー部材（下パネルベース７２００）と、
　前記カバー部材の表面側に配置される遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左
下パネルフレーム７３００Ｌ）と、を備え、
　前記視認対象部は、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（右湾曲部７１０２及び
左湾曲部７１０３）を備え、前記第１領域及び前記第２領域に対して所定方向（前方向）
から光が入射したと仮定した場合、前記第１領域に入射した光の進行方向と前記第２領域
に入射した光の進行方向とが異なっており、
　前記遮蔽部材は、前記カバー部材の裏面側から取り付け可能な固定部材（ネジ７８１０
）によって前記カバー部材に固定されており、
　前記カバー部材は、前記固定部材が前記視認対象部に干渉しないように前記固定部材を
収める開口部（ネジ孔７２３０及びネジ孔７２４０）を備え、
　前記遮蔽部材により前記視認対象部における前記第２領域の少なくとも一部が視認困難
となる、
　ことを特徴とする遊技機。
【０９０６】
　第８実施形態に係る遊技機１によれば、遊技者によって視認される対象となる視認対象
部（下パネルフィルム７１００）は、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（右湾曲
部７１０２及び左湾曲部７１０３）を備え、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（
右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に対して所定方向から光が入射したと仮定した
場合、第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に入射した光の進行方向は、
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第１領域（中央部７１０１）に入射した光の進行方向と異なっている。そして、視認対象
部（下パネルフィルム７１００）における第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１
０３）の少なくとも一部が遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレ
ーム７３００Ｌ）によって視認困難となるように構成されている。これにより、視認対象
部（下パネルフィルム７１００）の第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）
が歪んで見えるような場合であっても、当該部分を遮蔽部材（右下パネルフレーム７３０
０Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）によって隠すことが可能であり、見栄えの良い
視認性を容易に実現することができる。また、視認対象部（下パネルフィルム７１００）
の表面側には、カバー部材（下パネルベース７２００）が配置されており、遮蔽部材（右
下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）は、カバー部材（下パ
ネルベース７２００）の表面側に配置されている。具体的に、遮蔽部材（右下パネルフレ
ーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）は、カバー部材（下パネルベース７
２００）の裏面側から取り付け可能な固定部材（ネジ７８１０）によってカバー部材（下
パネルベース７２００）に固定されており、カバー部材（下パネルベース７２００）は、
固定部材（ネジ７８１０）が視認対象部（下パネルフィルム７１００）に干渉しないよう
に固定部材（ネジ７８１０）を収める開口部（ネジ孔７２３０及びネジ孔７２４０）を備
えている。これにより、固定部材（ネジ７８１０）が視認対象部（下パネルフィルム７１
００）に干渉してしまうことを防止することが可能であり、干渉に起因して生じる歪み等
により、視認対象部（下パネルフィルム７１００）の視認性が低下してしまうことを抑制
することができる。
【０９０７】
　（Ｅ－２－２）　少なくとも一部に所定のカーブ形状を有する曲がり部（右湾曲部７１
０２及び左湾曲部７１０３）が形成された視認対象シート（下パネルフィルム７１００）
と、
　前記視認対象シートの表面側に配置されるカバー部材（下パネルベース７２００）と、
　前記カバー部材に固定される遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネル
フレーム７３００Ｌ）と、を備え、
　前記遮蔽部材は、前記カバー部材の裏面側から取り付け可能な固定部材（ネジ７８１０
）によって前記カバー部材に固定されており、
　前記カバー部材は、前記固定部材が前記視認対象シートに干渉しないように前記固定部
材を収める開口部（ネジ孔７２３０及びネジ孔７２４０）を備え、
　前記遮蔽部材により前記曲がり部の少なくとも一部が視認困難となる、
　ことを特徴とする遊技機。
【０９０８】
　第８実施形態に係る遊技機１によれば、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）
には、少なくとも一部に所定のカーブ形状を有する曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾
曲部７１０３）が形成されている。一方で、視認対象シート（下パネルフィルム７１００
）の表面側には、カバー部材（下パネルベース７２００）が配置されており、カバー部材
（下パネルベース７２００）には、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パ
ネルフレーム７３００Ｌ）が固定されている。そして、視認対象シート（下パネルフィル
ム７１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）の少なくとも一部が
遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）によって
視認困難となるように構成されている。これにより、視認対象シート（下パネルフィルム
７１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）が歪んで見えるような
場合であっても、当該部分を遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフ
レーム７３００Ｌ）によって隠すことが可能であり、見栄えの良い視認性を容易に実現す
ることができる。また、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレー
ム７３００Ｌ）は、カバー部材（下パネルベース７２００）の裏面側から取り付け可能な
固定部材（ネジ７８１０）によってカバー部材（下パネルベース７２００）に固定されて
おり、カバー部材（下パネルベース７２００）は、固定部材（ネジ７８１０）が視認対象
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シート（下パネルフィルム７１００）に干渉しないように固定部材（ネジ７８１０）を収
める開口部（ネジ孔７２３０及びネジ孔７２４０）を備えている。これにより、固定部材
（ネジ７８１０）が視認対象シート（下パネルフィルム７１００）に干渉してしまうこと
を防止することが可能であり、干渉に起因して生じる歪み等により、視認対象シート（下
パネルフィルム７１００）の視認性が低下してしまうことを抑制することができる。
【０９０９】
　第８実施形態では、カバー部材（下パネルベース７２００）の裏面側から取り付け可能
な固定部材（ネジ７８１０）によって、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左
下パネルフレーム７３００Ｌ）がカバー部材（下パネルベース７２００）に固定されるこ
ととして説明した。本発明において、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下
パネルフレーム７３００Ｌ）の固定方法は、特に限定されず、任意の部材に対して任意の
手段により取り付けることが可能である。例えば、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３０
０Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）の裏面側に係止用の爪を設けることとし、カバ
ー部材（下パネルベース７２００）の表面側又は他の部材に対して、遮蔽部材（右下パネ
ルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）を係止することとしてもよい
。
【０９１０】
　（Ｅ－３－１）　遊技者によって視認される対象となる視認対象部（下パネルフィルム
７１００）と、
　前記視認対象部の表面側に配置される第１部材（下パネルベース７２００）と、
　前記第１部材の表面側に配置される遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下
パネルフレーム７３００Ｌ）と、
　前記視認対象部の裏面側に配置される第２部材（下パネル裏７４００）と、を備え、
　前記視認対象部は、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（右湾曲部７１０２及び
左湾曲部７１０３）を備え、前記第１領域及び前記第２領域に対して所定方向（前方向）
から光が入射したと仮定した場合、前記第１領域における入射角（図１９４（ｂ）に示す
α）よりも前記第２領域における入射角（図１９４（ｂ）に示すβ）の方が大きく、
　前記遮蔽部材により前記視認対象部における前記第２領域の少なくとも一部が視認困難
となり、
　前記第１部材と前記第２部材とは、係止部（右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７４
５２Ｌ、並びに、右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止用孔７２５２Ｌ）により係止され
る、
　ことを特徴とする遊技機。
【０９１１】
　第８実施形態に係る遊技機１によれば、遊技者によって視認される対象となる視認対象
部（下パネルフィルム７１００）は、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（右湾曲
部７１０２及び左湾曲部７１０３）を備え、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（
右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に対して所定方向から光が入射したと仮定した
場合、第１領域（中央部７１０１）における入射角（図１９４（ｂ）に示すα）よりも第
２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）における入射角（図１９４（ｂ）に示
すβ）の方が大きくなっている。そして、視認対象部（下パネルフィルム７１００）にお
ける第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）の少なくとも一部が遮蔽部材（
右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）によって視認困難と
なるように構成されている。これにより、視認対象部（下パネルフィルム７１００）の第
２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）が歪んで見えるような場合であっても
、当該部分を遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００
Ｌ）によって隠すことが可能であり、見栄えの良い視認性を容易に実現することができる
。また、視認対象部（下パネルフィルム７１００）の表面側には、第１部材（下パネルベ
ース７２００）が配置されており、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パ
ネルフレーム７３００Ｌ）は、第１部材（下パネルベース７２００）の表面側に配置され
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ている。一方、視認対象部（下パネルフィルム７１００）の裏面側には、第２部材（下パ
ネル裏７４００）が配置されており、第１部材（下パネルベース７２００）と第２部材（
下パネル裏７４００）とは、係止部（右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７４５２Ｌ、
並びに、右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止用孔７２５２Ｌ）により係止されている。
これにより、視認対象部（下パネルフィルム７１００）は、第１部材（下パネルベース７
２００）と第２部材（下パネル裏７４００）との間に配置されるところ、第２部材（下パ
ネル裏７４００）は第１部材（下パネルベース７２００）に係止されているため、第２部
材（下パネル裏７４００）を第１部材（下パネルベース７２００）に対して螺子締結によ
り取り付ける必要がない。ここで、仮に、第１部材（下パネルベース７２００）と第２部
材（下パネル裏７４００）とを螺子を用いて締結することとした場合、螺子穴の大きさに
個体差が存在することに起因して、螺子を強く締めた際に、視認対象部（下パネルフィル
ム７１００）が第１部材（下パネルベース７２００）と第２部材（下パネル裏７４００）
とによって押し込まれることで、視認対象部（下パネルフィルム７１００）に歪みが生じ
てしまうことが懸念される。この点、第８実施形態に係る遊技機１によれば、このような
事態が発生してしまうことを防止することが可能であり、そのような歪みに起因して視認
対象部（下パネルフィルム７１００）の視認性が低下してしまうことを抑制することがで
きる。
【０９１２】
　（Ｅ－３－２）　少なくとも一部に所定の曲率を有する曲がり部（右湾曲部７１０２及
び左湾曲部７１０３）が形成された視認対象シート（下パネルフィルム７１００）と、
　前記視認対象シートの表面側に配置される第１部材（下パネルベース７２００）と、
　前記第１部材の表面側に配置される遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下
パネルフレーム７３００Ｌ）と、
　前記視認対象シートの裏面側に配置される第２部材（下パネル裏７４００）と、を備え
、
　前記遮蔽部材により前記曲がり部の少なくとも一部が視認困難となり、
　前記第１部材と前記第２部材とは、係止部（右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７４
５２Ｌ、並びに、右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止用孔７２５２Ｌ）により係止され
る、
　ことを特徴とする遊技機。
【０９１３】
　第８実施形態に係る遊技機１によれば、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）
には、少なくとも一部に所定の曲率を有する曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７
１０３）が形成されている。一方で、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）の表
面側には、第１部材（下パネルベース７２００）が配置されており、第１部材（下パネル
ベース７２００）の表面側には、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネ
ルフレーム７３００Ｌ）が配置されている。そして、視認対象シート（下パネルフィルム
７１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）の少なくとも一部が遮
蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）によって視
認困難となるように構成されている。これにより、視認対象シート（下パネルフィルム７
１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）が歪んで見えるような場
合であっても、当該部分を遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレ
ーム７３００Ｌ）によって隠すことが可能であり、見栄えの良い視認性を容易に実現する
ことができる。また、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）の裏面側には、第２
部材（下パネル裏７４００）が配置されており、第１部材（下パネルベース７２００）と
第２部材（下パネル裏７４００）とは、係止部（右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７
４５２Ｌ、並びに、右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止用孔７２５２Ｌ）により係止さ
れている。これにより、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）は、第１部材（下
パネルベース７２００）と第２部材（下パネル裏７４００）との間に配置されるところ、
第２部材（下パネル裏７４００）は第１部材（下パネルベース７２００）に係止されてい
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るため、第２部材（下パネル裏７４００）を第１部材（下パネルベース７２００）に対し
て螺子締結により取り付ける必要がない。ここで、仮に、第１部材（下パネルベース７２
００）と第２部材（下パネル裏７４００）とを螺子を用いて締結することとした場合、螺
子穴の大きさに個体差が存在することに起因して、螺子を強く締めた際に、視認対象シー
ト（下パネルフィルム７１００）が第１部材（下パネルベース７２００）と第２部材（下
パネル裏７４００）とによって押し込まれることで、視認対象シート（下パネルフィルム
７１００）に歪みが生じてしまうことが懸念される。この点、第８実施形態に係る遊技機
１によれば、このような事態が発生してしまうことを防止することが可能であり、そのよ
うな歪みに起因して視認対象シート（下パネルフィルム７１００）の視認性が低下してし
まうことを抑制することができる。
【０９１４】
　（Ｅ－４－１）　遊技者によって視認される対象となる視認対象部（下パネルフィルム
７１００）と、
　前記視認対象部の表面側に配置される第１部材（下パネルベース７２００）と、
　前記第１部材の表面側に配置される遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下
パネルフレーム７３００Ｌ）と、
　前記視認対象部の裏面側に配置される第２部材（下パネル裏７４００）と、
　前記第２部材の裏面側に配置される第３部材（下パネル下７５００）と、を備え、
　前記視認対象部は、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（右湾曲部７１０２及び
左湾曲部７１０３）を備え、前記第１領域及び前記第２領域に跨って形成された視認対象
面を有しており、
　前記視認対象面のうち前記第１領域に形成されている部分及び前記第２領域に形成され
ている部分において、それぞれ仮想的な接線として第１の接線（図１９４（ｂ）に示すＬ

１（Ｘ））及び第２の接線（図１９４（ｂ）に示すＬ１（Ｙ））を引いた場合、前記第１
の接線の方向と前記第２の接線の方向とが異なっており、
　前記遮蔽部材により前記視認対象部における前記第２領域の少なくとも一部が視認困難
となり、
　前記第１部材と前記第２部材とが係止部（右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７４５
２Ｌ、並びに、右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止用孔７２５２Ｌ）により係止され、
　前記第１部材と前記第３部材とが固定部材（ネジ７８２０）により固定される、
　ことを特徴とする遊技機。
【０９１５】
　第８実施形態に係る遊技機１によれば、遊技者によって視認される対象となる視認対象
部（下パネルフィルム７１００）は、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（右湾曲
部７１０２及び左湾曲部７１０３）を備え、第１領域（中央部７１０１）及び第２領域（
右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に跨って形成された視認対象面を有している。
視認対象面のうち第１領域（中央部７１０１）に形成されている部分及び第２領域（右湾
曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に形成されている部分において、それぞれ仮想的な
接線として第１の接線（図１９４（ｂ）に示すＬ１（Ｘ））及び第２の接線（図１９４（
ｂ）に示すＬ１（Ｙ））を引いた場合、第１の接線（図１９４（ｂ）に示すＬ１（Ｘ））
の方向と第２の接線（図１９４（ｂ）に示すＬ１（Ｙ））の方向とが異なっている。すな
わち、視認対象面のうち第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）に形成され
ている部分は、第１領域（中央部７１０１）に形成されている部分と比較して、面形成の
方向が異なっている。そして、視認対象部（下パネルフィルム７１００）における第２領
域（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）の少なくとも一部が遮蔽部材（右下パネル
フレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）によって視認困難となるように
構成されている。これにより、視認対象面のうち第２領域（右湾曲部７１０２及び左湾曲
部７１０３）に形成されている部分における見栄えが悪くなるような場合であっても、当
該部分を遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）
によって隠すことが可能であり、見栄えの良い視認性を容易に実現することができる。ま
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た、視認対象部（下パネルフィルム７１００）の表面側には、第１部材（下パネルベース
７２００）が配置されており、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネル
フレーム７３００Ｌ）は、第１部材（下パネルベース７２００）の表面側に配置されてい
る。一方、視認対象部（下パネルフィルム７１００）の裏面側には、第２部材（下パネル
裏７４００）が配置されており、第１部材（下パネルベース７２００）と第２部材（下パ
ネル裏７４００）とは、係止部（右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７４５２Ｌ、並び
に、右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止用孔７２５２Ｌ）により係止されている。これ
により、視認対象部（下パネルフィルム７１００）は、第１部材（下パネルベース７２０
０）と第２部材（下パネル裏７４００）との間に配置されるところ、第２部材（下パネル
裏７４００）は第１部材（下パネルベース７２００）に係止されているため、第２部材（
下パネル裏７４００）を第１部材（下パネルベース７２００）に対して螺子締結により取
り付ける必要がない。ここで、仮に、第１部材（下パネルベース７２００）と第２部材（
下パネル裏７４００）とを螺子を用いて締結することとした場合、螺子穴の大きさに個体
差が存在することに起因して、螺子を強く締めた際に、視認対象部（下パネルフィルム７
１００）が第１部材（下パネルベース７２００）と第２部材（下パネル裏７４００）とに
よって押し込まれることで、視認対象部（下パネルフィルム７１００）に歪みが生じてし
まうことが懸念される。この点、第８実施形態に係る遊技機１によれば、このような事態
が発生してしまうことを防止することが可能であり、そのような歪みに起因して視認対象
部（下パネルフィルム７１００）の視認性が低下してしまうことを抑制することができる
。さらに、第２部材（下パネル裏７４００）の裏面側には、第３部材（下パネル下７５０
０）が配置されており、第１部材（下パネルベース７２００）と第３部材（下パネル下７
５００）とが固定部材（ネジ７８２０）により固定されている。これにより、第１部材（
下パネルベース７２００）と第３部材（下パネル下７５００）との間において、視認対象
部（下パネルフィルム７１００）及び第２部材（下パネル裏７４００）を安定的に配置す
ることが可能であり、視認対象部（下パネルフィルム７１００）の視認性を高い状態に維
持することができる。
【０９１６】
　（Ｅ－４－２）　少なくとも一部に所定の曲率を有する曲がり部（右湾曲部７１０２及
び左湾曲部７１０３）が形成された視認対象シート（下パネルフィルム７１００）と、
　前記視認対象シートの表面側に配置される第１部材（下パネルベース７２００）と、
　前記第１部材の表面側に配置される遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下
パネルフレーム７３００Ｌ）と、
　前記視認対象シートの裏面側に配置される第２部材（下パネル裏７４００）と、
　前記第２部材の裏面側に配置される第３部材（下パネル下７５００）と、を備え、
　前記遮蔽部材により前記曲がり部の少なくとも一部が視認困難となり、
　前記第１部材と前記第２部材とが係止部（右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７４５
２Ｌ、並びに、右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止用孔７２５２Ｌ）により係止され、
　前記第１部材と前記第３部材とが固定部材（ネジ７８２０）により固定される、
　ことを特徴とする遊技機。
【０９１７】
　第８実施形態に係る遊技機１によれば、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）
には、少なくとも一部に所定の曲率を有する曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７
１０３）が形成されている。一方で、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）の表
面側には、第１部材（下パネルベース７２００）が配置されており、第１部材（下パネル
ベース７２００）の表面側には、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネ
ルフレーム７３００Ｌ）が配置されている。そして、視認対象シート（下パネルフィルム
７１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）の少なくとも一部が遮
蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）によって視
認困難となるように構成されている。これにより、視認対象シート（下パネルフィルム７
１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）が歪んで見えるような場
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合であっても、当該部分を遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレ
ーム７３００Ｌ）によって隠すことが可能であり、見栄えの良い視認性を容易に実現する
ことができる。また、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）の裏面側には、第２
部材（下パネル裏７４００）が配置されており、第１部材（下パネルベース７２００）と
第２部材（下パネル裏７４００）とは、係止部（右側係止片７４５２Ｒ及び左側係止片７
４５２Ｌ、並びに、右側係止用孔７２５２Ｒ及び左側係止用孔７２５２Ｌ）により係止さ
れている。これにより、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）は、第１部材（下
パネルベース７２００）と第２部材（下パネル裏７４００）との間に配置されるところ、
第２部材（下パネル裏７４００）は第１部材（下パネルベース７２００）に係止されてい
るため、第２部材（下パネル裏７４００）を第１部材（下パネルベース７２００）に対し
て螺子締結により取り付ける必要がない。ここで、仮に、第１部材（下パネルベース７２
００）と第２部材（下パネル裏７４００）とを螺子を用いて締結することとした場合、螺
子穴の大きさに個体差が存在することに起因して、螺子を強く締めた際に、視認対象シー
ト（下パネルフィルム７１００）が第１部材（下パネルベース７２００）と第２部材（下
パネル裏７４００）とによって押し込まれることで、視認対象シート（下パネルフィルム
７１００）に歪みが生じてしまうことが懸念される。この点、第８実施形態に係る遊技機
１によれば、このような事態が発生してしまうことを防止することが可能であり、そのよ
うな歪みに起因して視認対象シート（下パネルフィルム７１００）の視認性が低下してし
まうことを抑制することができる。さらに、第２部材（下パネル裏７４００）の裏面側に
は、第３部材（下パネル下７５００）が配置されており、第１部材（下パネルベース７２
００）と第３部材（下パネル下７５００）とが固定部材（ネジ７８２０）により固定され
ている。これにより、第１部材（下パネルベース７２００）と第３部材（下パネル下７５
００）との間において、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）及び第２部材（下
パネル裏７４００）を安定的に配置することが可能であり、視認対象シート（下パネルフ
ィルム７１００）の視認性を高い状態に維持することができる。
【０９１８】
　第８実施形態では、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム
７３００Ｌ）が視認対象部（視認対象シート：腰部パネル７０００の備える下パネルフィ
ルム７１００）の少なくとも一部を視認困難とするものであることとして説明した。本発
明における視認対象部（視認対象シート）は、腰部パネル（前面ドアの下部に設けられた
装飾ユニット）の備える装飾シート（下パネルフィルム７１００）に限定されず、トップ
パネル（前面ドアの上部に設けられた装飾ユニット、図６５参照）の備える装飾シートで
あってもよい。また、本発明における視認対象部（視認対象シート）は、当該シートに予
め装飾（模様や絵柄）の施されたものに限定されず、模様や絵柄に対応する画像を表示可
能なシート（スクリーン、例えば、図６７に示すスクリーンシート１０４６）であっても
よい。
【０９１９】
　また、第８実施形態では、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフ
レーム７３００Ｌ）が、右側に配置された遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ）と
左側に配置された遮蔽部材（左下パネルフレーム７３００Ｌ）とによって構成されること
として説明した。本発明においては、右側の遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ）
と左側の遮蔽部材（左下パネルフレーム７３００Ｌ）とのうち、何れか一方のみが設けら
れることとしてもよい。例えば、左側の曲がり部（左湾曲部７１０３）と右側の曲がり部
（右湾曲部７１０２）とのうち、デザイン上、左側の曲がり部（左湾曲部７１０３）の見
栄えは問題となるが、右側の曲がり部（右湾曲部７１０２）の見栄えは問題とならないよ
うな場合、左側の曲がり部（左湾曲部７１０３）のみが視認困難となるように、左側の遮
蔽部材（左下パネルフレーム７３００Ｌ）のみを配置することとしてもよい。
【０９２０】
　曲がり部の見栄えが問題とならないような場合としては、例えば、曲がり部には単に色
が付されているにすぎないような場合を挙げることができる。例えば、視認対象部（視認
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対象シート：下パネルフィルム７１００）全体に所定の絵柄が描かれており、当該所定の
絵柄は、絵柄を構成する主要部分（輪郭等）と、単一の色が付されているだけの部分（単
色部分）と、を含むものとする。このような例において、当該所定の絵柄のうち曲がり部
に配されているのが上記単色部分であるような場合、当該曲がり部を視認困難とする遮蔽
部材（下パネルフレーム）は、配置しないこととしてもよい。
【０９２１】
　遮蔽部材（下パネルフレーム）の配置位置に関しては、遊技者の視点を考慮すると、曲
率が最大となる曲がり部を視認困難とするように遮蔽部材（下パネルフレーム）を配置す
ることが一定の合理性を有しているが、本発明において、遮蔽部材（下パネルフレーム）
の配置位置は、曲率が最大となる曲がり部の表面側（前方）に限定されない。例えば、視
認対象部（視認対象シート）が第１の曲がり部及び第２の曲がり部を有し、第１の曲がり
部の曲率が第２の曲がり部の曲率よりも大きい場合に、第１の曲がり部の前方（遊技者側
）には遮蔽部材（下パネルフレーム）を配置しない一方で、第２の曲がり部の前方（遊技
者側）に遮蔽部材（下パネルフレーム）を配置することとしてもよい。例えば、上記所定
の絵柄のうち第２の曲がり部に上記主要部分が配されている一方で、第１の曲がり部に上
記単色部分が配されているような場合には、遮蔽部材（下パネルフレーム）をこのように
配置してもよい。本発明においては、視認対象部（視認対象シート）及び遮蔽部材（下パ
ネルフレーム）によって総合的に創出される美観を考慮して、遮蔽部材（下パネルフレー
ム）の配置位置を適宜決定することが可能である。
【０９２２】
　また、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）
には、装飾を施すこととしてもよい。遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下
パネルフレーム７３００Ｌ）に施される装飾としては、視認対象部（視認対象シート：下
パネルフィルム７１００）に施される装飾（例えば、機種に応じたロゴ等に対応する模様
や絵柄等のデザイン）と関連性を有する装飾を挙げることができる。また、遮蔽部材（右
下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）の色は、視認対象部（
視認対象シート：下パネルフィルム７１００）の色と同一又は類似の色とすることができ
る。これにより、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３
００Ｌ）を目立たせずに、視認対象部（視認対象シート：下パネルフィルム７１００）の
デザインと調和を図ることが可能であり、遊技機の美観を高めることができる。
【０９２３】
　一方、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）
には、銀色や金色等のメッキ加工を施すこととしてもよい。これにより、遮蔽部材（右下
パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）の立体装飾による造形美
を強調しつつ、曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）を確実に遮蔽するこ
とができる。
【０９２４】
　また、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）
は、装飾ユニット（腰部パネル）において突出した立体装飾として配置されているところ
、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）を備え
た遊技機が遊技場に設置された場合、当該遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び
左下パネルフレーム７３００Ｌ）は、遊技場内において何れの遊技機で遊技を行うかを検
討している遊技客の目に止まりやすい。そこで、当該遊技機の存在や魅力を遊技客に対し
てアピールすべく、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７
３００Ｌ）において機種名やメーカーロゴ、遊技情報（例えば、ボーナスへの当籤確率や
配当表の一部）等を表示（記載）してもよい。また、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３
００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）が装飾シートを備えることとし、当該装飾シ
ートに対して、遊技機に採用されたコンテンツに関するキャラクタやアイテム等を印刷し
てもよい。また、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３
００Ｌ）自体を、当該コンテンツと関連性を有する立体的形状（キャラクタやアイテム等
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に対応する形状）として形成してもよい。これにより、遊技機に対する注目度を高めるこ
とができる。
【０９２５】
　以上、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）
に施される装飾（デザイン、色彩等）について説明したが、当該装飾に関する工夫は、上
記のうちの１つのみを採用することとしてもよいし、複数を組み合わせて採用することと
してもよいし、その他の工夫を組み合わせて採用することとしてもよい。なお、カバー部
材（下パネルベース７２００）は、装飾を施すこととしてもよいし、無色透明に構成して
もよい。カバー部材（下パネルベース７２００）に装飾が施される場合、カバー部材（下
パネルベース７２００）は、視認対象シート（下パネルフィルム７１００）とともに、本
発明における視認対象部を構成することになる。
【０９２６】
　また、第８実施形態では、複数の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）
が互いに離間して設けられる場合に、各曲がり部を個別に視認困難とするように、複数の
遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）が互いに
離間して配置されることとして説明した。本発明においては、このように、複数の曲がり
部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）が互いに離間して設けられる場合、当該複
数の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）を視認困難とする遮蔽部材（下
パネルフレーム）として、各曲がり部をそれぞれ視認困難とするための複数の遮蔽用部位
（例えば、右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）と、該複
数の遮蔽用部位を接続する部位（例えば、中央部７１０１と略同じ横幅を有して、右下パ
ネルフレーム７３００Ｒと左下パネルフレーム７３００Ｌとを繋ぐ部位）と、によって構
成される１個の遮蔽部材（例えば、右下パネルフレーム７３００Ｒと、左下パネルフレー
ム７３００Ｌと、右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌの上
部同士を繋ぐように左右に延在する部位と、右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネ
ルフレーム７３００Ｌの下部同士を繋ぐように左右に延在する部位と、によって構成され
る１個のパネルフレーム）を採用してもよい。
【０９２７】
　また、本発明においては、視認対象部（下パネルフィルム７１００）における第２領域
（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）を視認困難とするための遮蔽部材（右下パネ
ルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３００Ｌ）以外にも、遮蔽部材（追加パ
ネルフレーム）を設けることとしてもよい。そのような追加パネルフレームとして、例え
ば、視認対象部（下パネルフィルム７１００）における第１領域（中央部７１０１）の表
面側に所定形状（例えば、Ｖ字状）のパネルフレームを設け、右下パネルフレーム７３０
０Ｒと左下パネルフレーム７３００Ｌと当該追加パネルフレームとによって、一体的な立
体装飾部として機能させる（一体的な立体感を創出する）こととしてもよい。そのために
は、視認対象部（下パネルフィルム７１００）の表面側（腰部パネルの前面側）にパネル
フレーム（装飾）を追加すればよく、当該追加パネルフレーム自体の設計及び追加パネル
フレームのカバー部材（下パネルベース７２００）等への取付構造の設計を行うだけで、
当該立体感を作り出すことが可能となる。この点、視認対象部（下パネルフィルム７１０
０）の裏面側（腰部パネルの背面側）のスペースに立体装飾を追加する場合には、配線や
メダルシュート、基板等の配置を変更する必要があるところ、上記のように視認対象部（
下パネルフィルム７１００）の表面側（腰部パネルの前面側）にパネルフレーム（装飾）
を追加する方法によれば、そのような配置変更が不要であり、比較的低コスト及び短い開
発期間で遊技機の外観における印象を刷新することができる。
【０９２８】
　また、本発明においては、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフ
レーム７３００Ｌ）とカバー部材（下パネルベース７２００）との間に、何らかの遊技機
構成部品を配置したり、遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレー
ム７３００Ｌ）の中に遊技機構成部品を配置したりしてもよい。その場合には、第８実施
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形態で説明した遮蔽部材（右下パネルフレーム７３００Ｒ及び左下パネルフレーム７３０
０Ｌ）と比較して大型化した遮蔽部材（パネルフレーム）を採用するとよい。これにより
、そのような遊技機構成部品を増設することが可能となる。そのような遊技機構成部品は
、右側の遮蔽部材（パネルフレーム）と左側の遮蔽部材（パネルフレーム）とのうち、何
れか一方にのみ設けてもよいし、双方の遮蔽部材（パネルフレーム）に設けてもよい。左
右双方の遮蔽部材（パネルフレーム）に遊技機構成部品を設ける場合には、左右に同じ遊
技機構成部品を設けてもよいし、左右で異なる遊技機構成部品を設けてもよい。また、３
つ以上の遮蔽部材（パネルフレーム）が設けられる場合には、何れか１つの遮蔽部材（パ
ネルフレーム）にのみ遊技機構成部品を設けてもよいし、任意の複数の遮蔽部材（パネル
フレーム）に遊技機構成部品を設けてもよいし、全ての遮蔽部材（パネルフレーム）に遊
技機構成部品を設けてもよい。また、１つの遮蔽部材（パネルフレーム）には、１つの遊
技機構成部品（機構）のみを設けてもよいし、複数の機構を併せて設けてもよい。
【０９２９】
　上記遊技機構成部品としては、例えば、発光基板を挙げることができる。発光基板にＬ
ＥＤを設置し、ＬＥＤの発光を制御することにより、遮蔽部材（パネルフレーム）を光ら
せることが可能であり、演出効果を高めることができる。また、当該発光基板（第１の発
光基板）に加えて、視認対象部（下パネルフィルム７１００）のうち遮蔽部材（パネルフ
レーム）によって遮蔽されない部分の裏面側にも発光基板（第２の発光基板）を設けるこ
ととしてもよい。第１の発光基板による発光及び第２の発光基板による発光（発光演出パ
ターン）は、一体的な発光パターン（双方とも発光又は双方とも消灯等）として行われて
もよいし、各発光基板による発光が別個に制御されてもよい。例えば、遮蔽部材（パネル
フレーム）によって遮蔽されない部分は消灯する一方、遮蔽部材（パネルフレーム）は発
光させるといったような演出を行うことで、遮蔽部材（パネルフレーム）の立体装飾を際
立たせることができる。なお、このような発光基板を設ける場合には、電源供給用及び演
出制御部（サブ制御装置ＳＳ）への接続用のハーネスを通すための開口を腰部パネルの下
部（下パネル下７５００等）に設けるとよい。また、発光基板とともに、光拡散シート等
の偏光部材を併せて設けることとしてもよいし、遮蔽部材（パネルフレーム）の前面又は
側面に偏光用の加工を施すこととしてもよい。視認対象部（下パネルフィルム７１００）
の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）は、発光基板自体によって遮蔽し
てもよいし、発光基板とは別に曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）を遮
蔽するための部材（シートやプレート等）を設けることとしてもよい。発光基板による発
光演出としては、遊技状態を示唆する演出や、所定の情報（遊技者にとって有利な情報、
ボーナス当籤等）を報知する演出等を行うことが可能であり、また、当該発光によりエラ
ー報知を行うこととしてもよい。
【０９３０】
　また、上記遊技機構成部品としては、例えば、遊技用操作部（スタートレバー、ストッ
プボタン、精算ボタン、ベットボタン等）を挙げることができる。例えば、遮蔽部材（パ
ネルフレーム）の前面に上記遊技用操作部の一部を配置する一方、遮蔽部材（パネルフレ
ーム）の内部に当該遊技用操作部が操作されたことを検出するためのセンサや基板等を配
置することが可能である。このような設計を行うことにより、例えば、遮蔽部材（パネル
フレーム）が大きく、腰部パネル上のコントロールパネル部（操作手段配置部）が狭くな
った場合等に、スペースを有効活用することができる。視認対象部（下パネルフィルム７
１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）は、上記遊技機構成部品
自体によって遮蔽してもよいし、上記遊技機構成部品とは別に曲がり部（右湾曲部７１０
２及び左湾曲部７１０３）を遮蔽するための部材（シートやプレート等）を設けることと
してもよい。
【０９３１】
　また、上記遊技機構成部品としては、例えば、演出用操作部（演出用ボタン、演出用レ
バー、ジョグダイヤル等）を挙げることができる。例えば、遮蔽部材（パネルフレーム）
の前面に上記演出用操作部を配置する一方、遮蔽部材（パネルフレーム）の内部に当該演
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出用操作部が操作されたことを検出するためのセンサや基板等を配置することが可能であ
る。例えば、コントロールパネル部（操作手段配置部）に通常の演出用ボタン（第１の演
出ボタン）を設ける一方、遮蔽部材（パネルフレーム）に第２の演出ボタンを設け、操作
演出時に操作指示の対象となる操作手段が、第１の演出ボタンと第２の演出ボタンとのう
ち何れの演出ボタンになるのかによって、当り等の期待度が異なる（例えば、第２の演出
ボタンを操作する旨促された場合には、期待度が高い、当りが確定する等）こととしても
よい。視認対象部（下パネルフィルム７１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾
曲部７１０３）は、上記遊技機構成部品自体によって遮蔽してもよいし、上記遊技機構成
部品とは別に曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）を遮蔽するための部材
（シートやプレート等）を設けることとしてもよい。
【０９３２】
　また、上記遊技機構成部品としては、例えば、遮蔽部材（パネルフレーム）を振動させ
るための振動機構（モータやソレノイド等）を挙げることができる。当該振動機構を用い
て遮蔽部材（パネルフレーム）を振動させることにより、遊技状態や期待度を示唆乃至報
知する演出等を行うこととしてもよい。また、当該振動機構及び上記演出用操作部の双方
を遮蔽部材（パネルフレーム）に配置することで、演出用操作部の操作時（ボタン押下時
）に遊技者の手に振動が伝わるように構成してもよい。また、このような振動機構を設け
る場合には、遮蔽部材（パネルフレーム）とカバー部材（下パネルベース７２００）との
間に、衝撃吸収用の緩衝部材（ウレタンゴムやシリコンゴム等の合成ゴムからなるシート
等）を配置することとしてもよい。視認対象部（下パネルフィルム７１００）の曲がり部
（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）は、上記遊技機構成部品自体によって遮蔽し
てもよいし、上記遊技機構成部品とは別に曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１
０３）を遮蔽するための部材（シートやプレート等）を設けることとしてもよい。
【０９３３】
　また、上記遊技機構成部品としては、例えば、スピーカを挙げることができる。スピー
カを配置する場合には、遮蔽部材（パネルフレーム）の前面及び側面のうちの何れか一方
又は双方に出音用の開口（スピーカ表面の網目状部）を設けることとしてもよい。右側の
遮蔽部材（パネルフレーム）及び左側の遮蔽部材（パネルフレーム）の双方にスピーカを
配置すれば、遊技者に近い位置からステレオ音源で迫力のある音響演出を行うことができ
る。視認対象部（下パネルフィルム７１００）の曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲
部７１０３）は、上記遊技機構成部品自体によって遮蔽してもよいし、上記遊技機構成部
品とは別に曲がり部（右湾曲部７１０２及び左湾曲部７１０３）を遮蔽するための部材（
シートやプレート等）を設けることとしてもよい。
【０９３４】
　また、上記遊技機構成部品としては、例えば、送風機構（シロッコファン等のファン）
を挙げることができる。送風機構を配置する場合には、遮蔽部材（パネルフレーム）の前
面及び側面のうちの何れか一方又は双方に通風用の開口を設けることにより、遊技者側に
向けて送風を行う演出を実行可能なように構成してもよい。これにより、遊技状態や期待
度の示唆乃至報知等を体感的な演出として行うことが可能となる。
【０９３５】
　また、上記遊技機構成部品としては、例えば、駆動機構を挙げることができる。例えば
、遮蔽部材（パネルフレーム）の一部に可動装飾部を設けつつ、駆動源（モータやソレノ
イド等）を設けることにより、可動役物として機能させてもよい。また、上記遊技機構成
部品としては、例えば、遊技者が手等を近接させると検知可能なセンサ（赤外線センサ等
の近接センサ）や遊技者が手等を接触させると検知可能なタッチセンサ（タッチパネル）
等を挙げることができる。このようなセンサを配置することにより、演出用操作に用いる
こととしてもよい。また、上記遊技機構成部品としては、例えば、画像表示部を挙げるこ
とができる。例えば、小型の液晶画面を配置することにより、演出を行うこととしてもよ
い。
【０９３６】
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＜付記（その他）＞
　従来、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールと、遊技メダルやコイン等
（「メダル等」）が投入され、遊技者によりスタートレバーが操作されたことを検出し、
複数のリールの回転の開始を要求するスタートスイッチと、複数のリールのそれぞれに対
応して設けられたストップボタンが遊技者により押されたことを検出し、該当するリール
の回転の停止を要求する信号を出力するストップスイッチと、複数のリールのそれぞれに
対応して設けられ、それぞれの駆動力を各リールに伝達するステッピングモータと、スタ
ートスイッチおよびストップスイッチにより出力された信号に基づいて、ステッピングモ
ータの動作を制御し、各リールの回転およびその停止を行うリール制御部とを備え、スタ
ートレバーが操作されたことを検出すると、乱数値に基づいて抽籤を行い、この抽籤の結
果（「内部当籤役」）とストップボタンが操作されたことを検出したタイミングとに基づ
いてリールの回転の停止を行う、いわゆるパチスロと称される遊技機が知られている。
【０９３７】
　しかしながら、従来のパチスロでは、本発明のような遊技機としての構成や機能を有さ
ないことから、興趣の向上を効果的に図ることができなかった。本発明は、このような点
に鑑みてなされたものであり、遊技の興趣を向上させることが可能な遊技機を提供するこ
とを目的とする。
【０９３８】
　以上、第１実施形態～第８実施形態について説明した。上述した実施形態では、本発明
をパチスロ遊技機に適用した場合について説明したが、本発明は、他の遊技機（例えば、
パチンコ遊技機やスロットマシン等）に適用することも可能である。
【０９３９】
　以上、本発明の第１実施形態～第８実施形態を説明したが、具体例を例示したに過ぎず
、特に本発明を限定するものではなく、各手段等の具体的構成は、適宜設計変更可能であ
る。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列
挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたものに限定される
ものではない。
【０９４０】
　また、上述した詳細な説明では、本発明をより容易に理解できるように、特徴的部分を
中心に説明した。本発明は、上述した詳細な説明に記載する実施形態に限定されず、その
他の実施形態にも適用することができ、その適用範囲は多様である。また、本明細書にお
いて用いた用語及び語法は、本発明を的確に説明するために用いたものであり、本発明の
解釈を制限するために用いたものではない。また、当業者であれば、本明細書に記載され
た発明の概念から、本発明の概念に含まれる他の構成、システム、方法等を推考すること
は容易であると思われる。従って、請求の範囲の記載は、本発明の技術的思想の範囲を逸
脱しない範囲で均等な構成を含むものであるとみなされなければならない。また、要約書
の目的は、特許庁及び一般的公共機関や、特許、法律用語又は専門用語に精通していない
本技術分野に属する技術者等が本出願の技術的な内容及びその本質を簡易な調査で速やか
に判定し得るようにするものである。従って、要約書は、請求の範囲の記載により評価さ
れるべき発明の範囲を限定することを意図したものではない。また、本発明の目的及び本
発明の特有の効果を十分に理解するために、すでに開示されている文献等を充分に参酌し
て解釈されることが望まれる。
【０９４１】
　上述した詳細な説明は、コンピュータで実行される処理を含むものである。以上での説
明及び表現は、当業者が最も効率的に理解することを目的として記載している。本明細書
では、１の結果を導き出すために用いられる各処理は、自己矛盾がない処理として理解さ
れるべきである。また、各処理では、電気的又は磁気的な信号の送受信、記録等が行われ
る。各処理における処理では、このような信号を、ビット、値、シンボル、文字、用語、
数字等で表現しているが、これらは単に説明上便利であるために用いたものであることに
留意する必要がある。また、各処理における処理は、人間の行動と共通する表現で記載さ
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のである。また、各処理を行うために要求されるその他の構成は、以上の説明から自明に
なるものである。
【符号の説明】
【０９４２】
１　遊技機
Ａ　表示ユニット
Ｂ　照射ユニット
Ｃ　スクリーン装置
Ｄ　固定スクリーン機構
Ｇ　キャビネット
Ｅ１　フロントスクリーン機構
Ｆ１　リールスクリーン機構
ＵＤ　上ドア機構
ＤＤ　下ドア機構

【図１】 【図２】



(171) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(172) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(173) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(174) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(175) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(176) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(177) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(178) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】



(179) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】



(180) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】



(181) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図４３】 【図４４】

【図４５】 【図４６】



(182) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図４７】 【図４８】

【図４９】 【図５０】



(183) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図５１】 【図５２】

【図５３】 【図５４】



(184) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図５５】 【図５６】

【図５７】 【図５８】



(185) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図５９】 【図６０】

【図６１】 【図６２】



(186) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図６３】 【図６４】

【図６５】 【図６６】



(187) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図６７】 【図６８】

【図６９】 【図７０】



(188) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図７１】 【図７２】

【図７３】 【図７４】



(189) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図７５】 【図７６】

【図７７】 【図７８】



(190) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図７９】 【図８０】

【図８１】 【図８２】



(191) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図８３】 【図８４】

【図８５】 【図８６】



(192) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図８７】 【図８８】

【図８９】 【図９０】



(193) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図９１】 【図９２】

【図９３】 【図９４】



(194) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図９５】 【図９６】

【図９７】 【図９８】



(195) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図９９】 【図１００】

【図１０１】 【図１０２】



(196) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１０３】 【図１０４】

【図１０５】 【図１０６】



(197) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１０７】 【図１０８】

【図１０９】 【図１１０】



(198) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１１１】 【図１１２】

【図１１３】 【図１１４】



(199) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１１５】 【図１１６】

【図１１７】 【図１１８】



(200) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１１９】 【図１２０】

【図１２１】 【図１２２】



(201) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１２３】 【図１２４】

【図１２５】 【図１２６】



(202) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１２７】 【図１２８】

【図１２９】 【図１３０】



(203) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１３１】 【図１３２】

【図１３３】 【図１３４】



(204) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１３５】 【図１３６】

【図１３７】 【図１３８】



(205) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１３９】 【図１４０】

【図１４１】 【図１４２】



(206) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１４３】 【図１４４】

【図１４５】 【図１４６】



(207) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１４７】 【図１４８】

【図１４９】 【図１５０】



(208) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１５１】 【図１５２】

【図１５３】 【図１５４】



(209) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１５５】 【図１５６】

【図１５７】 【図１５８】



(210) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１５９】 【図１６０】

【図１６１】 【図１６２】



(211) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１６３】 【図１６４】

【図１６５】 【図１６６】



(212) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１６７】 【図１６８】

【図１６９】 【図１７０】



(213) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１７１】 【図１７２】

【図１７３】 【図１７４】



(214) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１７５】 【図１７６】

【図１７７】 【図１７８】



(215) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１７９】 【図１８０】

【図１８１】 【図１８２】



(216) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１８３】 【図１８４】

【図１８５】 【図１８６】



(217) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１８７】 【図１８８】

【図１８９】 【図１９０】



(218) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１９１】 【図１９２】

【図１９３】 【図１９４】



(219) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１９５】 【図１９６】

【図１９７】 【図１９８】



(220) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図１９９】 【図２００】

【図２０１】 【図２０２】



(221) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図２０３】 【図２０４】

【図２０５】 【図２０６】



(222) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図２０７】 【図２０８】

【図２０９】 【図２１０】



(223) JP 2019-205746 A 2019.12.5

【図２１１】 【図２１２】

【図２１３】 【図２１４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

