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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端面を開口部とした有底形状のケースと、このケース内に収納された回路基板と、前
記開口部を塞ぐように前記ケースに取り付けられたカバーとを備え、前記回路基板上に回
転ロックタイプのコネクタが実装されていると共に、このコネクタに接続されたフラット
ケーブルが前記ケースの外部へ導出されている遊技機において、
　前記コネクタが、接続端子を有するハウジングと、このハウジングに回転可能に支持さ
れたロックレバーとからなると共に、前記ロックレバーを閉鎖方向へ回転して前記フラッ
トケーブルを前記接続端子に圧接させるようになし、
　前記カバーを前記ケースに取り付けたとき、このカバーに設けた規制突起を前記ロック
レバーに対向させることにより、該ロックレバーの開放方向への回転を阻止するようにし
たことをことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記規制突起が前記カバーに穿設された開口の縁部から突出
する舌片状突起であり、前記カバーを前記ケースに取り付けたとき、前記フラットケーブ
ルが前記舌片状突起に沿って略直角方向に屈曲した状態で前記開口から導出されるように
したことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　請求項１または２の記載において、遊技の演出画像を表示する可変表示装置と、この可
変表示装置の周囲に配置された可動役物ユニットと、この可動役物ユニットに設けられた
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可動体を移動させる駆動手段とを備え、前記可動体の外殻が前記ケースであることを特徴
とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機に代表される遊技機の中には、遊技盤の遊技領域に可変表示装置や始動入賞
口やアタッカ装置等を設け、遊技領域に向けて発射された遊技球が始動入賞口に入賞した
ことを契機に電子抽選を行い、その抽選結果に基づいて可変表示装置が図柄の変動表示お
よび変動停止を行うようにした機種が数多く存在する。電子抽選の抽選結果には当たりと
ハズレがあり、抽選結果が当たりの場合には、可変表示装置の表示画面に特定の図柄が表
示され、通常モードから特別遊技モードへと移行する。この特別遊技モードでは、アタッ
カ装置の開閉扉が開放動作して大入賞口を露呈させるので、露呈した大入賞口に遊技球が
入りやすくなって遊技者は多くの賞球を獲得できるようになる。
【０００３】
　この種のパチンコ機において、可動態様を変化させることができる可動体を可変表示装
置の周囲の任意位置に配置し、電子抽選の抽選結果に基づく可変表示装置の表示内容と可
動体の可動態様とを組み合わせることにより、興趣性の高い演出を行うようにした可動役
物ユニットが広く採用されている。かかる可動役物ユニットは、モータ等を駆動源として
種々の運動を行う可動体を備えており、従来より、直線的に往復動可能な可動体を可変表
示装置の左右両側に配置すると共に、これら可動体に複数のＬＥＤが実装された回路基板
を取り付け、この回路基板を可動体と一体的にスライド動作させるようにした可動役物ユ
ニットが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に開示された従来のパチンコ機では、可動体の外殻をなすケースが裏面側を
開口部とした有底形状となっており、この開口部を塞ぐように回路基板がケースに固定さ
れている。回路基板にはＬＥＤの他にコネクタも実装されており、コネクタにはＬＥＤに
電力を供給するためのフラットケーブルの一端側が接続されている。フラットケーブルの
他端側は可動役物ユニットの近傍に配設された中継基板に接続されており、ケース内の回
路基板と外部の中継基板との間でフラットケーブルはＵ字状に反転されて長さ方向に余裕
を持って引き回されている。これにより、ケースに固定された回路基板のスライド動作が
フラットケーブルの変位によって吸収されるため、可変表示装置の表示画面の前方を直線
的に往復移動する可動体に対して、その移動位置に拘わらず電力を供給することができ、
可動体の動きとＬＥＤの光との相乗効果によって興趣性の高い可動演出を行うことができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－７２３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、フラットケーブル用コネクタには数タイプのものが知られているが、特許文
献１に開示された従来例のように、回路基板に実装されたコネクタに対してフラットケー
ブルを接続する場合、回転ロックタイプのコネクタを用いるとフラットケーブルの接続作
業を簡単に行うことができる。すなわち、かかる回転ロックタイプのコネクタは、回路基
板上に半田付けされる複数の接続端子を有するハウジングと、ハウジングに回転可能に支
持されたロックレバーとによって構成されたものであり、フラットケーブルをハウジング
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の所定位置に重ねてロックレバーを閉じるという簡単な操作により、フラットケーブルの
導体をハウジング上に露出する接続端子のコンタクト部に確実に圧接させることができる
。しかしながら、回路基板を収納した可動体に大きな衝撃力が加わったり、フラットケー
ブルに回路基板から離反する方向の力が作用すると、ロックレバーが不所望に開放動作し
てフラットケーブルがコネクタから抜け落ちてしまう虞があるため、フラットケーブルを
コネクタとの接続箇所の近傍で動かないように位置規制しなければならず、このことがフ
ラットケーブルの引き回し構造を複雑にする要因となっていた。なお、パチンコ機には回
路基板を収納したケースが遊技盤の裏面側等に数多く搭載されており、上記した問題は、
これら回路基板に回転ロックタイプのコネクタが実装されている場合も同様であるが、可
動役物ユニットのように可動体と一体的に移動する回路基板にフラットケーブルが接続さ
れている場合により顕著なものとなる。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、回路基板
に実装された回転ロックタイプのコネクタに対してフラットケーブルを簡単かつ確実に接
続することができる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明は、一端面を開口部とした有底形状のケースと、
このケース内に収納された回路基板と、前記開口部を塞ぐように前記ケースに取り付けら
れたカバーとを備え、前記回路基板上に回転ロックタイプのコネクタが実装されていると
共に、このコネクタに接続されたフラットケーブルが前記ケースの外部へ導出されている
遊技機において、前記コネクタが、接続端子を有するハウジングと、このハウジングに回
転可能に支持されたロックレバーとからなると共に、前記ロックレバーを閉鎖方向へ回転
して前記フラットケーブルを前記接続端子に圧接させるようになし、前記カバーを前記ケ
ースに取り付けたとき、このカバーに設けた規制突起を前記ロックレバーに対向させるこ
とにより、該ロックレバーの開放方向への回転を阻止するようにした。
【０００９】
　このように構成された遊技機では、ケース内に収納された回路基板上の回転ロックタイ
プのコネクタに対して、ロックレバーを閉鎖方向へ回転してフラットケーブルをハウジン
グの接続端子に圧接させた後、カバーをケースに取り付けて回路基板を覆うと、カバーに
設けた規制突起がロックレバーに対向して開放方向への回転を阻止するため、わざわざフ
ラットケーブルをコネクタの近傍に固定して位置規制しなくても、フラットケーブルが衝
撃力や引張力を受けてコネクタから脱落しまうことを確実に防止できる。
【００１０】
　上記の構成において、カバーに設けた規制突起の形状は特に限定されるものではないが
、この規制突起がカバーに穿設された開口の縁部から突出する舌片状突起であり、カバー
をケースに取り付けたとき、フラットケーブルが舌片状突起に沿って略直角方向に屈曲し
た状態で開口から導出されるようにすると、規制突起（舌片状突起）がロックレバーの回
転防止とフラットケーブルの導出ガイドという両機能を有して好ましい。
【００１１】
　また、上記の構成において、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機が、遊技の演出画
像を表示する可変表示装置と、この可変表示装置の周囲に配置された可動役物ユニットと
、この可動役物ユニットに設けられた可動体を移動させる駆動手段とを備えており、この
可動体の外殻が前記ケースであると、可変表示装置の前方を移動する可動体の移動位置に
拘わらず、可動体に収納された回路基板上の電子部品にフラットケーブルを介して電力を
供給することができて好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の遊技機では、可動役物ユニットの可動体等の外殻をなすケース内に回路基板が
収納され、この回路基板上に実装された回転ロックタイプのコネクタに対して、ロックレ
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バーを閉鎖方向へ回転してフラットケーブルをハウジングの接続端子に圧接させた後、カ
バーをケースに取り付けて回路基板を覆うと、カバーに設けた規制突起がロックレバーに
対向して開放方向への回転を阻止するようになっているため、わざわざフラットケーブル
をコネクタの近傍に固定して位置規制しなくても、フラットケーブルが衝撃力や引張力を
受けてコネクタから脱落しまうことを確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態例に係るパチンコ機の斜視図である。
【図２】図１に示すパチンコ機の前面扉を開放した状態の斜視図である。
【図３】図１に示すパチンコ機の背面図である。
【図４】図１のパチンコ機に備えられる遊技盤の正面図である。
【図５】該遊技盤に配設された可動役物ユニットを前方から見た斜視図である。
【図６】該可動役物ユニットを後方から見た分解斜視図である。
【図７】該可動役物ユニットの裏面図である。
【図８】図７のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図９】図８のＢ部詳細図である。
【図１０】図９に示すコネクタとフラットケーブルの斜視図である。
【図１１】該可動役物ユニットに備えられる第１可動体を後方から見た斜視図である。
【図１２】該第１可動体を前方から見た分解斜視図である。
【図１３】該第１可動体を後方から見た分解斜視図である。
【図１４】該第１可動体の裏面図である。
【図１５】図１４のＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図１６】該可動役物ユニットに備えられる駆動機構の初期状態を示す裏面図である。
【図１７】該駆動機構の動作状態を示す裏面図である。
【図１８】該駆動機構の動作状態を示す裏面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１と図２に示すように、本発
明の実施形態例に係る遊技機（パチンコ機）は、遊技場の島設備に設置される縦長方形状
の機枠１と、機枠１に扉状に開閉自在に取り付けられた機器本体２と、機器本体２の前面
に扉状に開閉自在に取り付けられた前面扉３等を備えており、前面扉３にはガラスやプラ
スチック等からなる透明板４が取り付けられている。
【００１５】
　機枠１の左下隅部には大型のスピーカ５が配設されており、このスピーカ５は前面扉３
の切り欠き内に位置して前方に露出している。機器本体２の上部内側には後述する遊技盤
６が収納されており、この遊技盤６の盤面（前面）は透明板４を透して外部から目視可能
となっている。また、機器本体２の右側枠部にはシリンダ錠７ａを有する施錠装置７が設
置されており、図示省略されているが、この施錠装置７は機器本体２の裏面に配置された
後部施錠杆と機器本体２の前面に配置された前部施錠杆とを備えている。常態では、施錠
装置７の後部施錠杆によって機枠１に対して機器本体２が施錠されると共に、前部施錠杆
によって機器本体２に対して前面扉３が施錠されている。そして、シリンダ錠７ａの鍵穴
に図示せぬ鍵を差し込み、この鍵を一方向（例えば時計回り）へ回動すると、後部施錠杆
が下動して機器本体２が開錠されるようになっている。また、シリンダ錠７ａの鍵穴に差
し込んだ鍵を他方向（反時計回り）へ回動すると、前部施錠杆が上動して前面扉３が開錠
されるようになっている。
【００１６】
　前面扉３には遊技盤６の盤面に対向する大きな開口３ａが開設されており、この開口３
ａは透明板４によって塞がれている。前面扉３の前面上部には比較的小型のスピーカ８が
左右に１個ずつ配設されており、これらスピーカ８と前述した大型のスピーカ５とによっ
て遊技に関する様々な効果音を発するようになっている。さらに、前面扉３の前面下部に
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は、遊技盤６の裏面に配設された賞球払出装置（後述する）から払い出された遊技球を収
容する上段受皿９と、上段受皿９から排出された遊技球を収容する下段受皿１０と、遊技
者による押下操作が可能なプッシュ釦１１等が設けられており、上段受皿９の右側方には
操作ハンドル１２が配設されている。
【００１７】
　機枠１の左側枠部には上側軸受け体１３と下側軸受け体１４が固着されており、これら
両軸受け体１３，１４に本体枠２の左側枠部の上下両端に設けた第１ピン（図示省略）を
軸支することによって、本体枠２を機枠１に対して開閉自在に支持する第１ヒンジ機構が
構成されている。一方、前面扉３の左側枠部の上下両端には第２ピン（図示省略）が設け
られており、これら両第２ピンを本体枠２の左側枠部に突設した上下の支持板２ａに軸支
することによって、前面扉３を本体枠２に対して開閉自在に支持する第２ヒンジ機構が構
成されている。また、本体枠２の上部内側は遊技盤６の収納スペースとなっており、この
収納スペースの下方は前面扉３によって覆い隠される設置部２ｂとなっている。設置部２
ｂ内の下部中央には遊技球を遊技領域９に向けて発射する発射装置１５が配設されており
、前述した操作ハンドル１２の回動操作量に応じて発射装置１５の発射強度が調整される
ようになっている。
【００１８】
　図３に示すように、遊技盤６の裏面側には、遊技に関する主要な処理を行う主制御処理
部１６と、主制御処理部１６からの指令を受けて前述したスピーカ５，８や後述する可変
表示装置や役物装置ユニット等の各種装置を制御する副制御処理部１７と、前述した賞球
払出装置１８と、主制御処理部１６からの指令を受けて賞球払出装置１８を制御する払出
制御処理部１９と、操作ハンドル１２の回動操作量に応じて前記発射装置１５の作動を制
御する発射制御処理部２０と、賞球数や大当たり回数等の各種情報を遊技場のホールコン
ピュータに出力する外部端子基板２１等が設けられている。主制御処理部１６は、ＣＰＵ
（Central Processing Unit）と、予め定められた制御プログラムを格納するＲＯＭ（Rea
d Only Memory）と、生成された処理情報の一時記憶および記憶した情報の削除を行うＲ
ＡＭ（Random Access Memory）等が実装された制御基板（メイン基板）とを備えており、
このＣＰＵがＲＯＭに格納された各種プログラムやデータを読み込んで実行することによ
り、遊技に関する主要な処理が行われる。
【００１９】
　図４に示すように、遊技盤６の前面はガイドレール２２等によって略円形状に区画され
た遊技領域２３となっており、遊技者が操作ハンドル１２を任意角度まで回動操作すると
、前記発射装置１５が上段受皿９に保留された遊技球を遊技領域２３に向けて連続的に打
ち出すようになっている。遊技領域２３の上部中央付近にはセンター役物２４が配置され
ており、このセンター役物２４は、中央部に矩形状の開口部２５ａを有する装飾枠２５と
、装飾枠２５の上壁部に配設された後述する可動役物ユニット２６と、装飾枠２５の裏面
側に配置された可変表示装置２７とを具備している。可変表示装置２７は液晶パネル（Ｌ
ＣＤ）からなり、その表示画面２７ａは装飾枠２５の開口部２５ａから露出している。
【００２０】
　装飾枠２５の下壁部には左右方向へＶ字形状に延びるステージ２８が設けられており、
このステージ２８の中央部には前方側へ傾斜する誘導溝２８ａが形成されている。また、
装飾枠２５の左側壁には中空構造のワープ通路２９が形成されており、このワープ通路２
９の両端は遊技領域２３とステージ２８に向けてそれぞれ開口している。したがって、セ
ンター役物２４の左側の遊技領域２３を流下する遊技球がワープ通路２９に入球すると、
その遊技球はワープ通路２９の内部を通ってステージ２８に排出された後、ステージ２８
上を転動して誘導溝２８ａへと導かれる。
【００２１】
　ステージ２８の誘導溝２８ａの真下位置には上面を開口した単純構造の第１始動入賞口
３０が配設されており、ステージ２８上を転動して誘導溝２８ａから落下した遊技球が高
い確率で第１始動入賞口３０に入賞するようになっている。第１始動入賞口３０の真下に
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は第２始動入賞口３１が配設されており、この第２始動入賞口３１は一対の可動片を有す
る電動チューリップ構造の始動入賞口となっている。そして、これら第１および第２始動
入賞口３０，３１のいずれか一方に遊技球が入賞すると、それを契機として特別図柄に係
る電子抽選が行われ、その抽選結果に基づいて可変表示装置２７の表示画面２７ａ上で演
出用図柄の変動表示および停止表示が行われる。また、装飾枠２５の右下隅部にスルーチ
ャッカー３２が配設されており、センター役物２４の右側に打ち出された遊技球がこのス
ルーチャッカー３２を通過すると、それを契機として普通図柄に係る電子抽選が行われ、
その抽選結果が当たりの場合に第２始動入賞口３１の両可動片を一時的に開放して遊技球
の入賞を許可するようになっている。
【００２２】
　さらに、ステージ２８の右斜め下方位置にはアタッカ装置３３が配設されており、この
アタッカ装置３３は内部の大入賞口を開閉可能な横長形状の開閉扉を有している。アタッ
カ装置３３は、第１および第２始動入賞口３０，３１のいずれか一方に遊技球が入賞する
ことを契機に行われる特別図柄に係る電子抽選の結果、当たりとなって大当たり遊技状態
（特別遊技モード）へ移行した場合に作動される装置である。具体的には、特別図柄の抽
選結果が当たりの場合、アタッカ装置３３の開閉扉が複数回繰り返して開放動作すること
により、大入賞口を露呈させて遊技球の入賞を許可するようになっている。開閉扉は１回
の開放動作（１ラウンド）について例えば３０秒経過するまで、あるいは遊技球が大入賞
口に例えば１０個入るまで開放状態を維持し、かかる開放動作を例えば１５回繰り返した
後に大当たり遊技が終了する。
【００２３】
　その他、遊技領域２３には、遊技球の払い出しのみを行う複数の一般入賞口３４や、遊
技球の流下経路を担う風車３５と複数本の遊技釘３６等が配設されており、いずれの始動
入賞口３０，３１や一般入賞口３４にも入賞しなかった遊技球は、遊技領域２３の最下端
部に設けられたアウト口３７から遊技盤６の裏面側に排出されるようになっている。
【００２４】
　可動役物ユニット２６は前述した特別図柄に係る電子抽選の結果を一対の可動体の可動
態様によって遊技者に示唆することができる装置であり、図５～図８に示すように、本実
施形態例に係る可動役物ユニット２６は、可変表示装置２７の上方位置で遊技盤６に固定
されたベース部材３８と、ベース部材３８に往復動可能に支持された第１可動体３９およ
び第２可動体４０と、これら第１および第２可動体３９，４０を駆動する駆動機構４１等
によって主に構成されている。
【００２５】
　ベース部材３８は合成樹脂製の前部ベース４２と後部ベース４３とで構成されており、
これら前部ベース４２と後部ベース４３はネジ止めにより積層・一体化されている。前部
ベース４２の前面側には装飾板４４が固定されており、この装飾板４４の裏面側には複数
のＬＥＤを実装した回路基板４５が取り付けられている。これらＬＥＤには後述する中継
基板４６を介して電力が供給され、各ＬＥＤから発せられる光によって装飾板４４の前面
に施された意匠面が照光可能となっている。
【００２６】
　後部ベース４３には裏面側を開口した凹部４３ａが形成されており、この凹部４３ａ内
に中継基板４６がネジ止め固定されている。中継基板４６には複数のコネクタが実装され
ており、そのうちの１つはワイヤーハーネス用コネクタ４７であり、残り３つはフラット
ケーブル用コネクタ４８である。ワイヤーハーネス用コネクタ４７には図示せぬワイヤー
ハーネスが接続されており、このワイヤーハーネスを介して前述した回路基板４５上のＬ
ＥＤに電力が供給されるようになっている。
【００２７】
　一方、３つのフラットケーブル用コネクタ４８はいずれも回転ロックタイプと呼ばれる
コネクタであり、図７と図８では図示省略されているが、これらコネクタ４８にそれぞれ
帯状のフラットケーブル４９が接続されている。図１０に示すように、回転ロックタイプ
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のコネクタ４８は、複数の接続端子４８ａを有するハウジング４８ｂと、ハウジング４８
ｂに回転可能に支持されたロックレバー４８ｃとで構成されており、ハウジング４８ｂか
ら露出する接続端子４８ａが中継基板４６上の図示せぬランドに半田付けされるようにな
っている。フラットケーブル４９を対応するコネクタ４８に接続する場合は、開放状態の
ロックレバー４８ｃとハウジング４８ｂとの間にフラットケーブル４９を挿入した後、ロ
ックレバー４８ｃを閉鎖方向へ回転してハウジング４８ｂに係止すれば良く、この状態で
フラットケーブル４９の導体がハウジング４８ｂ上に露出する接続端子４８ａのコンタク
ト部に圧接される。
【００２８】
　後部ベース４３には合成樹脂製の基板カバー５０がネジ止め固定されており、この基板
カバー５０によって凹部４３ａの開口端が塞がれている。基板カバー５０には中継基板４
６上の各コネクタ４８に向かって個別に突出する３本のピン状規制突起５０ａが一体形成
されており、これら規制突起５０ａによって各コネクタ４８のロックレバー４８ｃが開放
方向へ回転しないように規制されている。その際、図９に示すように、規制突起５０ａと
コネクタ４８のロックレバー４８ｃとの間に０．５ｍｍ程度のギャップＧを確保すること
により、規制突起５０ａによってロックレバー４８ｃの回転を防止しつつ、ロックレバー
４８ｃが規制突起５０ａに強く当たって損傷しないように配慮されている。なお、規制突
起５０ａはロックレバー４８ｃの上面であればどの部位に対向していても良いが、本実施
形態例の場合は、規制突起５０ａをロックレバー４８ｃの幅方向端部に対向させている。
また、各コネクタ４８に接続された３枚のフラットケーブル４９は後部ベース４３の外部
に導出されており、そのうち最も大型のコネクタ４８に接続されたフラットケーブル４９
は、遊技盤６の裏面側に配設された副制御処理部１７に接続されている。残り２つのコネ
クタ４８に接続されたフラットケーブル４９は、後部ベース４３の外部でＵ字状に引き回
された後、第１可動体３９と第２可動体４０内に収納された後述する回路基板にそれぞれ
接続されている。
【００２９】
　駆動機構４１はモータ５１とピニオン５２と第１乃至第３のラック５３，５４，５５等
によって主に構成されており、図１６～図１８に示すように、これら各構成部材はベース
部材３８（前部ベース４２と後部ベース４３）に搭載されている。モータ５１は前部ベー
ス４２の内壁面に取り付けられており、このモータ５１の回転が複数のギアからなる減速
歯車列５６を介して最終段のピニオン５２に伝達されるようになっている。ピニオン５２
には第１乃至第３のラック５３，５４，５５が噛合しており、そのうち第１のラック５３
と第２のラック５４はピニオン５２を介して同一平面上で互いに平行に配置され、第３の
ラック５５は別の平面上でピニオン５２に噛合している。図示省略されているが、前部ベ
ース４２は前後方向に所定間隔を存して対向する２つの支持板を有しており、第１および
第２のラック５３，５４は一方の支持板に設けられたガイド溝に沿って往復動可能にガイ
ドされ、第３のラック５５は他方の支持板に設けられたガイド溝に沿って往復動可能にガ
イドされている。ただし、第１および第２のラック５３，５４の移動方向に対して第３の
ラック５５の移動方向は交差しており、後述するように、第１および第２のラック５３，
５４は第２可動体４０と同一方向に移動し、第３のラック５５は第１可動体３９と同一方
向に移動するようになっている。
【００３０】
　第１可動体３９と第２可動体４０は装飾板４４の前方に配置されており、これら両可動
体３９，４０は装飾板４４の中央付近を初期位置として互いに逆方向へ移動可能となって
いる。すなわち、第１可動体３９は前部ベース４２に形成された第１のガイド孔４２ａに
往復動可能にガイドされており、第１のガイド孔４２ａは図１６の直線Ｑ１方向へ延びて
いるため、第１可動体３９はこの直線Ｑ１に沿って装飾板４４の上部領域を斜め方向へ往
復動可能となっている。一方、第２可動体４０は前部ベース４２に形成された第２のガイ
ド孔４２ｂに往復動可能にガイドされており、第２のガイド孔４２ｂは図１６の直線Ｑ２
方向へ延びているため、第２可動体４０はこの直線Ｑ２に沿って装飾板４４の下部領域を
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斜め方向へ往復動可能となっている。また、第１可動体３９と前部ベース４２との間に第
１コイルばね５７の両端部が掛止めされており、第１可動体３９はこの第１コイルばね５
７の引張力により常に初期位置に向けて付勢されている。同様に、第２可動体４０と前部
ベース４２との間に第２コイルばね５８の両端部が掛止めされており、第２可動体４０は
この第２コイルばね５８の引張力により常に初期位置に向けて付勢されている。なお、第
１可動体３９の移動方向である直線Ｑ１は第３のラック５５の移動方向と平行に設定され
、第２可動体４０の移動方向である直線Ｑ２は第１および第２のラック５３，５４の移動
方向と平行に設定されている。
【００３１】
　図４に示すように、可動役物ユニット２６はセンター役物２４の上部位置に配設されて
おり、第１可動体３９は初期位置から装飾枠２５の上端部に向かって上昇し、第２可動体
４０は初期位置から可変表示装置２７の表示画面２７ａの中央部に向かって落下するよう
になっている。この場合、第２可動体４０は表示画面２７ａの前方の広い空間を移動スペ
ースとして利用できるものの、第１可動体３９は周辺部材の存在によって移動スペースに
制約を受けることになり、第１可動体３９の上下方向（鉛直方向）の移動量を十分に大き
く設定することは難しくなる。そこで、本実施形態例では、第２可動体４０の移動方向で
ある直線Ｑ２に対して第１可動体３９の移動方向である直線Ｑ１の傾斜角度が緩やかにな
るように設定し、第１および第２の可動体３９，４０が同じ距離だけ移動したときに、第
２可動体４０に比べて第１可動体３９の方が上下方向の変位量が少なくなるようにしてあ
る。
【００３２】
　図１６～図１８に戻り、第１可動体３９の背面側には第１受け部３９ａが立設されてお
り、この第１受け部３９ａは第３のラック５５の上端部５５ｂと接離可能に対向している
。第１受け部３９ａは直線Ｑ１に対して直交方向へ延出しており、前述したように第３の
ラック５５の移動方向が直線Ｑ１と平行に設定されているため、第１受け部３９ａに対し
て第３のラック５５は直交するように配置されている。したがって、ピニオン５２の回転
に伴って第３のラック５５が直線Ｑ１方向へ移動すると、第３のラック５５の上端部５５
ｂから第１受け部３９ａに対して直交方向の押圧力が作用し、その押圧力によって第１可
動体３９を初期位置から移動させることができる。その際、第３のラック５５の下端部５
５ａは第２可動体４０の後部側方を非接触な状態で移動するため、第３のラック５５は第
２可動体４０の移動に関与しない。
【００３３】
　また、第２可動体４０の背面側には第２受け部４０ａが立設されており、この第２受け
部４０ａは第１および第２のラック５３，５４の下端部５３ａ，５４ａと接離可能に対向
している。第２受け部４０ａは直線Ｑ２に対して直交方向へ延出しており、前述したよう
に第１および第２のラック５３，５４の移動方向が直線Ｑ２と平行に設定されているため
、第２受け部４０ａに対して第１および第２のラック５３，５４は直交するように配置さ
れている。したがって、ピニオン５２の回転に伴って第１および第２のラック５３，５４
が互いに逆向きに移動すると、いずれか一方のラック５３，５４の下端部５３ａ，５４ａ
から第２受け部４０ａに対して直交方向の押圧力が作用し、その押圧力によって第２可動
体４０を初期位置から移動させることができる。その際、第１および第２のラック５３，
５４の上端部５３ｂ，５４ｂは第１可動体３９の後部上方を非接触な状態で移動するため
、第１および第２のラック５３，５４は第１可動体３９の移動に関与しない。
【００３４】
　図１１～図１５に示すように、第１可動体３９は、背面側を開口した有底形状の装飾ケ
ース５９と、装飾ケース５９の内部に収納された導光板６０と、導光板６０上に重ねられ
た回路基板６１と、回路基板６１を覆うように装飾ケース５９にネジ止め固定された裏カ
バー６２とによって構成されている。回路基板６１は装飾ケース５９の内底面に設けられ
たボス（図示せず）にネジ止め固定されており、導光板６０は装飾ケース５９の前面と回
路基板６１との間に挟持されている。この回路基板６１の前面側には複数のＬＥＤ６３が
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実装され、回路基板６１の裏面側には回転ロックタイプのコネクタ６４が実装されている
。図１０に示すように、このコネクタ６４は、複数の接続端子６４ａを有するハウジング
６４ｂと、ハウジング６４ｂに回転可能に支持されたロックレバー６４ｃとで構成されて
おり、ハウジング６４ｂから露出する接続端子６４ａが回路基板６１上の図示せぬランド
に半田付けされるようになっている。コネクタ６４には後部ベース４３から導出する前述
のフラットケーブル４９が接続されており、この場合も、ロックレバー６４ｃを閉鎖方向
へ回転してハウジング６４ｂに係止すると、フラットケーブル４９の導体がハウジング６
４ｂ上に露出する接続端子６４ａのコンタクト部に圧接される。これにより、後部ベース
４３内の中継基板４６からフラットケーブル４９を介して回路基板６１上のＬＥＤ６３に
電力が供給され、ＬＥＤ６３から発せられる光が導光板６０を透過して装飾ケース５９の
前方へ照射される。
【００３５】
　裏カバー６２は透明な合成樹脂で成形されており、その一隅部は凸状に突出する膨出部
６２ａとなっている。膨出部６２ａには矩形状の開口６２ｂが設けられており、この開口
６２ｂの一側縁には回路基板６１に向かって突出する舌片状の規制突起６２ｃが一体成形
されている。図１５に示すように、裏カバー６２を装飾ケース５９にネジ止め固定した状
態において、規制突起６２ｃの先端はコネクタ６４のロックレバー６４ｃと０．５ｍｍ程
度のギャップを介して対向しており、ロックレバー６４ｃの開放方向への回転が規制突起
６２ｃによって阻止されている。その際、コネクタ６４に接続されたフラットケーブル４
９は規制突起６２ｃに沿って略直角方向に屈曲された後、開口６２ｂを通って裏カバー６
２の外部に導出されて後部ベース４３内の中継基板４６まで引き回されている。
【００３６】
　詳細な構成については図示省略されているが、第２可動体４０も第１可動体３９と同様
に構成されている。図８を参照して簡単に説明すると、第２可動体４０の外殻をなす有底
形状の装飾ケース内には回路基板６５が収納されており、この装飾ケースの開口部は裏カ
バー６６によって塞がれている。回路基板６５の裏面側には回転ロックタイプのコネクタ
６７が実装されており、このコネクタ６７には後部ベース４３から導出する別のフラット
ケーブル４９が接続されている。裏カバー６６には舌片状の規制突起６６ａが設けられて
おり、この規制突起６６ａの先端をコネクタ６７のロックレバーに対向させることにより
、ロックレバーが開放方向へ回転しないように規制されている。
【００３７】
　このように構成された遊技機（パチンコ機）において、通常、可動役物ユニット２６の
第１可動体３９と第２可動体４０はそれぞれ初期位置で停止しており、装飾板４４の大部
分は第１および第２の可動体３９，４０によって覆い隠されている。この場合、図１６に
示すように、第１および第２のラック５３，５４の下端部５３ａ，５４ａは第２可動体４
０の第２受け部４０ａに当接し、第３のラック５５の上端部５５ｂは第１可動体３９の第
１受け部３９ａに当接しており、ピニオン５２は第１乃至第３のラック５３，５４，５５
の各中央部分と噛合している。
【００３８】
　この状態でモータ５１を駆動してピニオン５２が図１６の反時計回りに回転すると、図
１７に示すように、第１のラック５３が斜め下方へ移動して第２受け部４０ａを押圧する
と共に、第２のラック５４が斜め上方へ移動して第２受け部４０ａから離反し、同時に、
第３のラック５５が斜め下方へ移動して第１受け部３９ａから離反する。その結果、第１
可動体３９は初期位置に停止したまま移動しないが、第２可動体４０が直線Ｑ２に沿って
初期位置から斜め下方へ移動開始し、それに伴って第２コイルばね５８が伸延されていく
。そして、ピニオン５２が第１乃至第３のラック５３，５４，５５の末端部分と噛合する
位置まで回転すると、第２可動体４０が装飾板４４の下辺近傍の最下位置まで移動し、第
１可動体３９の下辺と第２可動体４０の上辺との間に装飾板４４の一部が露出する。
【００３９】
　このように第２可動体４０が最下位置まで移動した後、モータ５１を逆向きに駆動して
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ピニオン５２が図１７の時計回りに回転すると、第１のラック５３は第２受け部４０ａか
ら離反するように斜め上方へ移動すると共に、第２のラック５４は斜め下方へ移動して第
２受け部４０ａに近付いていき、同時に、第３のラック５５は斜め上方へ移動して第１受
け部３９ａに近付いていく。その際、第２可動体４０は第２コイルばね５８の引張力を受
けて初期位置へ付勢されているため、第２可動体４０は第２受け部４０ａを第１のラック
５３の下端部５３ａに当接させたまま、第１のラック５３の動きに追従して斜め上方へ移
動する。そして、図１６に示すように、ピニオン５２が第１乃至第３のラック５３，５４
，５５の反対側の末端部分と噛合する位置まで回転すると、第２可動体４０が初期位置ま
で移動して第１可動体３９に近接し、再び装飾板４４の大部分が第１および第２の可動体
３９，４０によって覆い隠される。
【００４０】
　一方、第１および第２の可動体３９，４０が初期位置にあるときに、モータ５１を上記
と反対方向に駆動してピニオン５２が図１６の時計回りに回転すると、図１８に示すよう
に、第１のラック５３が斜め上方へ移動して第２受け部４０ａから離反すると共に、第２
のラック５４が斜め下方へ移動して第２受け部４０ａを押圧し、同時に、第３のラック５
５が斜め上方へ移動して第１受け部３９ａを押圧する。その結果、第２可動体４０が第１
のラック５３の代わりに第２のラック５４からの押圧力を受けて斜め下方へ移動開始する
と共に、第１可動体３９が第３のラック５５からの押圧力を受けて直線Ｑ１に沿って斜め
上方へ移動開始し、それに伴って第１コイルばね５７が伸延されていく。そして、ピニオ
ン５２が第１乃至第３のラック５３，５４，５５の末端部分と噛合する位置まで回転する
と、第２可動体４０が装飾板４４の下辺近傍の最下位置まで移動すると共に、第１可動体
３９が装飾板４４の上辺近傍の最上位置まで移動し、第１可動体３９の下辺と第２可動体
４０の上辺との間に装飾板４４が大きく露出する。
【００４１】
　このように第１および第２の可動体３９，４０がそれぞれ最下位置と最上位置まで移動
した後、モータ５１を逆向きに駆動してピニオン５２が図１８の反時計回りに回転すると
、第１のラック５３は斜め下方へ移動して第２受け部４０ａに近付いていくと共に、第２
のラック５４は第２受け部４０ａから離反するように斜め上方へ移動し、同時に、第３の
ラック５５は第１受け部３９ａから離反するように斜め下方へ移動する。その際、第１可
動体３９は第１コイルばね５７の引張力を受けて初期位置へ付勢されているため、第１可
動体３９は第１受け部３９ａを第３のラック５５の上端部５５ｂに当接させたまま、第３
のラック５５の動きに追従して斜め下方へ移動する。また、第２可動体４０は第２コイル
ばね５８の引張力を受けて初期位置へ付勢されているため、第２可動体４０は第２受け部
４０ａを第２のラック５４の下端部５４ａに当接させたまま、第２のラック５４の動きに
追従して斜め上方へ移動する。そして、図１６に示すように、ピニオン５２が第１乃至第
３のラック５３，５４，５５の反対側の末端部分と噛合する位置まで回転すると、第１お
よび第２の可動体３９，４０がいずれも初期位置まで移動して近接状態となるため、再び
装飾板４４の大部分が第１および第２の可動体３９，４０によって覆い隠される。
【００４２】
　なお、このように第１可動体３９が初期位置と最上位置との間を移動すると、それに伴
って第１可動体３９内の回路基板６１と後部ベース４３内の中継基板４６との相対位置は
変化するが、かかる相対位置変化は回路基板６１と中継基板４６との間に引き回されたフ
ラットケーブル４９のＵ字状反転部が変位することで吸収される。同様に、第２可動体４
０が初期位置と最下位置との間を移動すると、それに伴って第２可動体４０内の回路基板
６５と後部ベース４３内の中継基板４６との相対位置は変化するが、かかる相対位置変化
は回路基板６５と中継基板４６との間に引き回されたフラットケーブル４９のＵ字状反転
部が変位することで吸収される。したがって、第１可動体３９や第２可動体４０の移動位
置に拘わらず、中継基板４６からフラットケーブル４９を介して回路基板６１，６５に電
力を供給することができ、第１および第２可動体３９，４０の動きとＬＥＤの光との相乗
効果によって興趣性の高い可動演出を行うことができる。



(11) JP 5938293 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

【００４３】
　以上説明したように、本実施形態例に係る遊技機（パチンコ機）は、遊技の演出画像を
表示する可変表示装置２７の周囲に可動役物ユニット２６が配置されており、この可動役
物ユニット２６の構成部材である第１可動体３９が、背面側を開口した有底形状のケース
である装飾ケース５９と、装飾ケース５９内に収納された回路基板６１と、回路基板６１
を覆うように装飾ケース５９に取り付けられ裏カバー６２とを備え、回路基板６１上に実
装された回転ロックタイプのコネクタ６４にフラットケーブル４９が接続されるようにな
っている。そして、裏カバー６２を装飾ケース５９に取り付けたとき、裏カバー６２に設
けた規制突起６２ｃをコネクタ６４のロックレバー６４ｃに対向させることにより、ロッ
クレバー６４ｃの自由な回転を阻止するようになっており、他の構成部材である第２可動
体４０も同様に構成されているので、わざわざフラットケーブル４９をコネクタ６４，６
７の近傍に固定して位置規制しなくても、フラットケーブル４９が衝撃力や引張力を受け
てコネクタ６４，６７から脱落しまうことを確実に防止できる。また、フラットケーブル
４９の他端側が接続される中継基板４６においても、有底形状のケースである後部ベース
４３に基板カバー５０を取り付けたとき、基板カバー５０に設けた規制突起５０ａをコネ
クタ４８のロックレバー４８ｃに対向させることにより、ロックレバー４８ｃの自由な回
転を阻止するようになっているので、わざわざフラットケーブル４９をコネクタ４８の近
傍に固定して位置規制しなくても、フラットケーブル４９が衝撃力や引張力を受けてコネ
クタ４８から脱落しまうことを確実に防止できる。
【００４４】
　また、本実施形態例では、裏カバー６２にフラットケーブル４９を外部に導出させる開
口６２ｂが穿設されており、この開口６２ｂの一側縁から規制突起６２ｃを舌片状に突出
形成し、裏カバー６２を装飾ケース５９にネジ止め固定した状態において、フラットケー
ブル４９が規制突起６２ｃに沿って略直角方向に屈曲された後、開口６２ｂから導出され
て後部ベース４３内の中継基板４６まで引き回されるようになっているので、規制突起６
２ｃがロックレバー６４ｃの回転防止という機能の他にフラットケーブル４９の導出ガイ
ドという機能を併せ持つことになり、フラットケーブル４９の接続作業を簡単且つ確実に
行うことができる。
【００４５】
　なお、上記実施形態例では、可変表示装置２７の周囲に配置された可動役物ユニット２
６に本発明を適用した場合について説明したが、ケース内の回路基板上にフラットケーブ
ル接続用コネクタとして回転ロックタイプのコネクタが実装されているものであれば、遊
技盤６の裏面側に配設された基板ケース等にも本発明を適用することは可能である。
【００４６】
　また、第１可動体３９や第２可動体４０を動作させる駆動機構４１は上記実施形態例に
限定されるものではなく、第１および第２可動体３９，４０に要求される動きに応じて種
々の構成を採用することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　６　遊技盤
　２３　遊技領域
　２４　センター役物
　２５　装飾枠
　２６　可動役物ユニット
　２７　可変表示装置
　２７ａ　表示画面
　３８　ベース部材
　３９　第１可動体
　４０　第２可動体
　４１　駆動機構（駆動手段）
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　４２　前部ベース
　４３　後部ベース（ケース）
　４３ａ　凹部
　４６　中継基板（回路基板）
　４８，６４，６７　コネクタ
　４８ａ，６４ａ　接続端子
　４８ｂ，６４ｂ　ハウジング
　４８ｃ，６４ｃ　ロックレバー
　４９　フラットケーブル
　５０　基板カバー（カバー）
　５０ａ，６６ａ　規制突起
　５９　装飾ケース（ケース）
　６０　導光板
　６１，６５　回路基板
　６２，６６　裏カバー（カバー）
　６２ａ　膨出部
　６２ｂ　開口
　６２ｃ　規制突起
　６３　ＬＥＤ

【図１】 【図２】
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