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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部と、該ベース部に対して移動可能に設けられた可動部と、該可動部に駆動力を
伝達させる駆動伝達手段と、を有する演出装置を備える遊技機であって、
　前記演出装置は、
　前記ベース部の第１位置から第２位置に向けて延設され、前記可動部を移動可能に支持
する移動支持部と、
　前記可動部に搭載された電気部品に接続され、該可動部に設けられた可動側配線保持部
と前記ベース部に設けられたベース側配線保持部との間に掛け渡された可撓性を有する配
線と、
　前記移動支持部を基準として前記可動側配線保持部とは反対側に設けられる配線経路部
と、
　前記可動部において前記配線経路部側に設けられる規制部と、
　を備え、
　前記配線は、前記可動側配線保持部から前記規制部に向けて延出され、さらに該規制部
から前記配線経路部に向けて延出され、
　前記規制部は、前記可動部の移動に応じて前記配線が前記移動支持部に近づくことを規
制する
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベース部と、該ベース部に対して移動可能に設けられた可動部と、該可動部
に駆動力を伝達させる駆動伝達手段と、を有する演出装置を備える遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機では、遊技に関連する演出画像を表示する
ための表示装置が設けられているとともに、このような表示装置とは別個に、モータやソ
レノイド等の駆動源により駆動する可動物（いわゆる役物）を移動可能に設け、表示装置
による演出画像の表示や可動物の動作により演出の向上を図るもの等が提案されている。
【０００３】
　この種の遊技機として、上下方向に延設される案内レールに誘導案内される昇降部材に
より、内部に発光体としてのＬＥＤが複数設けられた装飾可動体を保持し、駆動モータに
より昇降部材を移動させることで装飾可動体を上下に昇降させることができるようにした
演出装置を備えたもの等がある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１３６００２号公報（第４９頁、第３６－４１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特許文献１に記載の演出装置のように、上昇位置と下降位置との間で案内
レールに沿って昇降可能に設けられた装飾可動体の内部に発光体等の電気部品が設けられ
るとともに、これら発光体からの配線をベース部側に設けられた制御基板等に接続するも
のにあっては、装飾可動体が移動する際に、配線が移動先の案内レールの近くに移動して
きて装飾可動体の移動の妨げになったり、移動してきた装飾可動体により配線が押し曲げ
られて断線するといった問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、可動部に搭載された電気部品
に接続された配線が該可動部の移動の妨げになったり、該可動部との接触により断線する
ことがない遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　ベース部と、該ベース部に対して移動可能に設けられた可動部と、該可動部に駆動力を
伝達させる駆動伝達手段と、を有する演出装置を備える遊技機であって、
　前記演出装置は、
　前記ベース部の第１位置から第２位置に向けて延設され、前記可動部を移動可能に支持
する移動支持部と、
　前記可動部に搭載された電気部品に接続され、該可動部に設けられた可動側配線保持部
と前記ベース部に設けられたベース側配線保持部との間に掛け渡された可撓性を有する配
線と、
　前記移動支持部を基準として前記可動側配線保持部とは反対側に設けられる配線経路部
と、
　前記可動部において前記配線経路部側に設けられる規制部と、
　を備え、
　前記配線は、前記可動側配線保持部から前記規制部に向けて延出され、さらに該規制部
から前記配線経路部に向けて延出され、
　前記規制部は、前記可動部の移動に応じて前記配線が前記移動支持部に近づくことを規
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制する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、配線が可動部と移動支持部との間に入り込むなどして可動部の移動
が妨げられること等が防止される。
　尚、前記電気部品は、ＬＥＤやランプ等の発光部品、モータやソレノイド等の駆動部品
だけでなく、ＣＰＵ等の制御部など種々の部品を含む。
　また、本発明の手段１の遊技機は、
　ベース部（ベース部材３５１）と、該ベース部に対して移動可能に設けられた可動部（
移動部５０２及び装飾可動部５０３）と、該可動部に駆動力を伝達させる駆動伝達手段（
昇降モータ５２５、駆動ギヤ５２６、ラックギヤ５１１ａ）と、を有する演出装置（第２
演出装置５００）を備える遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　前記演出装置は、
　前記ベース部に所定方向（上下方向）に向けて延設され、前記可動部を移動（昇降）可
能に支持する移動支持部（移動支持部５０１）と、
　前記可動部に搭載された電気部品（昇降ＬＥＤ５３５や昇降モータ５２５等）に接続さ
れ、該可動部に設けられた可動側配線保持部（昇降中継基板５３８の基板側コネクタＣＮ
Ｋ１）と前記ベース部に設けられたベース側配線保持部（ベース側中継基板５３９の基板
側コネクタＣＮＫ２）との間に掛け渡された可撓性を有する配線（ケーブルＣ）と、
　前記可動部において前記移動支持部の延設方向（上下方向）に向けて突設され、前記配
線が前記移動支持部に近づくことを規制する規制部（配線規制部５２２Ａ，５２２Ｂ）と
、を備える（図２７，図２８参照）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可動部が所定方向に移動する際に移動先の移動支持部に配線が存在
しても、可動部よりも規制部の方が先に配線に接触して該配線が可動部に近づくことが規
制されるため、配線が可動部と移動支持部との間に入り込むなどして可動部の移動が妨げ
られること等が防止される。
　尚、前記電気部品は、ＬＥＤやランプ等の発光部品、モータやソレノイド等の駆動部品
だけでなく、ＣＰＵ等の制御部など種々の部品を含む。
【０００８】
　本発明の手段２の遊技機は、請求項１または手段１に記載の遊技機であって、
　前記配線（ケーブルＣ）は複数本からなり、
　帯状の弾性部材を螺旋状に巻回することにより前記複数の配線を束ねてなる配線保護部
材（スパイラルチューブ５６０）を備える
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、複数本の配線が束ねられるだけでなく、配線が規制部や可動部との
接触を繰り返すことによる断線等を防止することができるばかりか、配線が屈曲されにく
くなるので可動部の移動を妨げにくくなる。
【０００９】
　本発明の手段３の遊技機は、請求項１、手段１、手段２のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記ベース部（ベース部材３５１）に設けられる仕切壁（背板）と、
　前記仕切壁を挟んで前記可動部（移動部５０２及び装飾可動部５０３）の反対側（背面
側）に設けられ、前記電気部品（昇降ＬＥＤ５３５や昇降モータ５２５等）に前記配線（
ケーブルＣ）を介して接続される前記ベース側配線保持部としての基板（ベース側中継基
板５３９）と、
　前記仕切壁に設けられ、前記配線を挿通可能とする配線挿通部（配線挿通口５５４、開
口５５５）と、を備え、
　前記配線挿通部は、前記移動支持部の長手方向（上下方向）の略中央位置近傍に形成さ
れている（図２８参照）
　ことを特徴としている。
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　この特徴によれば、配線挿通部から可動部まで延出される配線の長さを極力短くするこ
とができるので、余剰した配線が邪魔になりにくくなる。
【００１０】
　本発明の手段４の遊技機は、請求項１、手段１～３のいずれかに記載の遊技機であって
、
　前記可動部（移動部５０２及び装飾可動部５０３）は、前記移動支持部（移動支持部５
０１）により往復動（昇降）可能に設けられ、
　前記規制部は、
　移動方向の一方（上方）に向けて突設される第１規制部（配線規制部５２２Ａ）と、
　移動方向の他方（下方）に向けて突設される第２規制部（配線規制部５２２Ｂ）と、か
ら構成される
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可動部が往路を移動するときでも復路を移動するときでも配線が被
支持部に近づくことを規制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】パチンコ遊技機を示す正面図である。
【図２】パチンコ遊技機を示す背面図である。
【図３】主基板における回路構成の一例を示すブロック図である。
【図４】（ａ）は装飾ユニットを左斜め前から見た状態を示す斜視図、（ｂ）は右斜め前
から見た状態を示す斜視図である。
【図５】左側の第１回動ユニットを示す正面図である。
【図６】左側の第１回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図７】同じく左側の第１回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図８】右側の第１回動ユニットを示す正面図である。
【図９】可動部を斜め前から見た状態を示す分解斜視図である。
【図１０】同じく右側の第１回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図１１】左側の第２回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図１２】同じく左側の第２回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図１３】右側の第２回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図１４】同じく右側の第２回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図１５】第２演出装置の構成を示す分解斜視図である。
【図１６】同じく第２演出装置の構成を示す分解斜視図である。
【図１７】（ａ）（ｂ）は移動部の構造を示す分解斜視図である。
【図１８】（ａ）は移動部を示す正面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は（ａ）のＡ－Ａ断
面図である。
【図１９】装飾ユニットを示す正面図である。
【図２０】図１９のＢ－Ｂ断面図である。
【図２１】（ａ）は図１９のＣ－Ｃ断面図、（ｂ）は第１，２演出位置に移動した状態を
示す断面図である。
【図２２】図１９のＤ－Ｄ断面図である。
【図２３】（ａ）は第１回動ユニットが第１演出位置に位置した状態、（ｂ）は第２回動
ユニットが第２演出位置に、第２演出装置が下方位置に位置した状態を示す概略正面図で
ある。
【図２４】（ａ）は第１回動ユニットが第１演出位置に位置した状態を示す概略平面図、
（ｂ）は第２回動ユニットが第２演出位置に位置した状態を示す概略平面図である。
【図２５】（ａ）は本発明の変形例としての第１演出装置の動作態様を示す概略図、（ｂ
）はさらに他の変形例としての第１演出装置の動作態様を示す概略図である。
【図２６】（ａ）は本発明の他の変形例としての第１演出装置を示す概略図、（ｂ）はさ
らに他の変形例としての第１演出装置を示す概略図である。
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【図２７】（ａ）は第２演出装置の配線状況を示す概略正面図、（ｂ）は（ａ）のＥ－Ｅ
断面図である。
【図２８】（ａ）は移動部を示す拡大図、（ｂ）はスパイラルチューブ、（ｃ）は図２７
（ｂ）の要部拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施例を図面に基づいて以下に説明する。
【実施例】
【００１３】
　まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機１の全体の構成について説明する。図１はパ
チンコ遊技機１を正面からみた正面図である。図２は、パチンコ遊技機を示す背面図であ
る。図３は、主基板における回路構成の一例を示すブロック図である。
【００１４】
　パチンコ遊技機１は、図１及び図２に示すように、縦長の方形枠状に形成された外枠１
００と、外枠１００に開閉可能に取り付けられた前面枠１０１と、で主に構成されている
。前面枠１０１の前面には、ガラス扉枠１０２及び下扉枠１０３がそれぞれ左側辺を中心
に開閉可能に設けられている。
【００１５】
　下扉枠１０３の下部表面には打球供給皿（上皿）３がある。打球供給皿３の下部には、
打球供給皿３に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿４（下皿）や、打球を発射す
る打球操作ハンドル（操作ノブ）５が設けられている。また、ガラス扉枠１０２の背面に
は、遊技盤６が前面枠１０１に対して着脱可能に取り付けられている。
【００１６】
　遊技盤６は、遊技領域７が前面に形成された透明な合成樹脂材からなる盤面板（図示略
）と、所定の厚み幅寸法を有し、盤面板を取り付ける取付面が前面に設けられたスペーサ
部材（図示略）と、から構成され、該遊技盤６の背面側には、演出表示装置９及び演出制
御基板８０等を含む変動表示制御ユニット（図示略）等の遊技に関連する遊技用部品が組
み付けられる遊技用部品ユニット３１０が一体的に組み付けられている（図２参照）。
【００１７】
　遊技用部品ユニット３１０は、遊技盤６と、該遊技盤６の背面側に配置され、遊技盤６
を背面側から装飾する装飾ユニット３５０（図４参照）と、該装飾ユニット３５０の背面
に取り付けられ、演出表示装置９及び演出制御基板８０等を含む変動表示制御ユニット（
図示略）と、から主に構成され、遊技盤６に対して着脱可能に取り付けられる。
【００１８】
　図１に戻って、遊技領域７の中央付近には、それぞれが演出用の飾り図柄（演出図柄）
を可変表示する複数の可変表示部を含む演出表示装置（飾り図柄表示装置）９が設けられ
ている。演出表示装置９には、例えば「左」、「中」、「右」の３つの可変表示部（図柄
表示エリア）がある。演出表示装置９は、第１特別図柄表示器８ａまたは第２特別図柄表
示器８ｂによる特別図柄の可変表示期間中に、装飾用（演出用）の図柄としての演出図柄
の可変表示を行う。演出図柄の可変表示を行う演出表示装置９は、演出制御基板８０に搭
載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。
【００１９】
　遊技盤６における右側下部位置には、第１識別情報としての第１特別図柄を可変表示す
る第１特別図柄表示器（第１可変表示手段）８ａが設けられている。この実施例では、第
１特別図柄表示器８ａは、０～９の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば７
セグメントＬＥＤ）で実現されている。すなわち、第１特別図柄表示器８ａは、０～９の
数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。また、第１特別図柄表示器
８ａの上方位置には、第２識別情報としての第２特別図柄を可変表示する第２特別図柄表
示器（第２可変表示手段）８ｂが設けられている。第２特別図柄表示器８ｂは、０～９の
数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば７セグメントＬＥＤ）で実現されてい
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る。すなわち、第２特別図柄表示器８ｂは、０～９の数字（または、記号）を可変表示す
るように構成されている。
【００２０】
　この実施例では、第１特別図柄の種類と第２特別図柄の種類とは同じ（例えば、ともに
０～９の数字）であるが、種類が異なっていてもよい。また、第１特別図柄表示器８ａお
よび第２特別図柄表示器８ｂは、それぞれ、例えば２つの７セグメントＬＥＤ等を用いて
００～９９の数字（または、２桁の記号）を可変表示するように構成されていてもよい。
【００２１】
　以下、第１特別図柄と第２特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第１特別図柄
表示器８ａと第２特別図柄表示器８ｂとを特別図柄表示器と総称することがある。
【００２２】
　第１特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第１始動条件が成立（例えば、
遊技球が第１始動入賞口１３ａに入賞したこと）した後、可変表示の開始条件（例えば、
保留記憶数が０でない場合であって、第１特別図柄の可変表示が実行されていない状態で
あり、かつ、大当り遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて開始され
、可変表示時間（変動時間）が経過すると表示結果（停止図柄）を導出表示する。また、
第２特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第２始動条件が成立（例えば、遊
技球が第２始動入賞口１３ｂに入賞したこと）した後、可変表示の開始条件（例えば、保
留記憶数が０でない場合であって、第２特別図柄の可変表示が実行されていない状態であ
り、かつ、大当り遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて開始され、
可変表示時間（変動時間）が経過すると表示結果（停止図柄）を導出表示する。なお、入
賞とは、入賞口などのあらかじめ入賞領域として定められている領域に遊技球が入ったこ
とである。また、表示結果を導出表示するとは、図柄（識別情報の例）を最終的に停止表
示させることである。
【００２３】
　演出表示装置９は、第１特別図柄表示器８ａでの第１特別図柄の可変表示時間中、およ
び第２特別図柄表示器８ｂでの第２特別図柄の可変表示時間中に、装飾用（演出用）の図
柄としての演出図柄（飾り図柄ともいう）の可変表示を行う。第１特別図柄表示器８ａに
おける第１特別図柄の可変表示と、演出表示装置９における演出図柄の可変表示とは同期
している。また、第２特別図柄表示器８ｂにおける第２特別図柄の可変表示と、演出表示
装置９における演出図柄の可変表示とは同期している。同期とは、可変表示の開始時点お
よび終了時点がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であって、可変表示の期間がほぼ同じ（
全く同じでもよい。）であることをいう。また、第１特別図柄表示器８ａにおいて大当り
図柄が停止表示されるときと、第２特別図柄表示器８ｂにおいて大当り図柄が停止表示さ
れるときには、演出表示装置９において大当りを想起させるような演出図柄の組み合せが
停止表示される。
【００２４】
　演出表示装置９の下方には、第１始動入賞口１３ａを有する入賞装置が設けられている
。第１始動入賞口１３ａに入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、第１始動口スイ
ッチ１４ａ（例えば、近接スイッチ）及び第１入賞確認スイッチ１４ｂ（例えば、フォト
センサ）によって検出される。
【００２５】
　また、第１始動入賞口（第１始動口）１３ａを有する入賞装置の下側には、遊技球が入
賞可能な第２始動入賞口１３ｂを有する可変入賞球装置１５が設けられている。第２始動
入賞口（第２始動口）１３ｂに入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、第２始動口
スイッチ１５ａ及び第２入賞確認スイッチ１５ｂによって検出される。可変入賞球装置１
５は、ソレノイド１６によって開状態とされる。可変入賞球装置１５が開状態になること
によって、遊技球が第２始動入賞口１３ｂに入賞可能になり（始動入賞し易くなり）、遊
技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置１５が開状態になっている状態では、第
１始動入賞口１３ａよりも、第２始動入賞口１３ｂに遊技球が入賞しやすい。また、可変
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入賞球装置１５が閉状態になっている状態では、遊技球は第２始動入賞口１３ｂに入賞し
ない。なお、可変入賞球装置１５が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいも
のの、入賞することは可能である（すなわち、遊技球が入賞しにくい）ように構成されて
いてもよい。
【００２６】
　また、第１始動口スイッチ１４ａと第１入賞確認スイッチ１４ｂの検出結果及び第２始
動口スイッチ１５ａと第２入賞確認スイッチ１５ｂの検出結果にもとづいて異常入賞の発
生の有無が判定され、異常入賞の発生を検出したことにもとづいてセキュリティ信号が外
部出力される。
【００２７】
　以下、第１始動入賞口１３ａと第２始動入賞口１３ｂとを総称して始動入賞口または始
動口ということがある。
【００２８】
　可変入賞球装置１５が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置１５に向かう
遊技球は第２始動入賞口１３ｂに極めて入賞しやすい。そして、第１始動入賞口１３ａは
演出表示装置９の直下に設けられているが、演出表示装置９の下端と第１始動入賞口１３
ａとの間の間隔をさらに狭めたり、第１始動入賞口１３ａの周辺で釘を密に配置したり、
第１始動入賞口１３ａの周辺での釘配列を、遊技球を第１始動入賞口１３ａに導きづらく
して、第２始動入賞口１３ｂの入賞率の方を第１始動入賞口１３ａの入賞率よりもより高
くするようにしてもよい。
【００２９】
　第２特別図柄表示器８ｂの上部には、第１始動入賞口１３ａに入った有効入賞球数すな
わち第１保留記憶数（保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶ともいう。）を表示する
第１特別図柄保留記憶表示部と、該第１特別図柄保留記憶表示部とは別個に設けられ、第
２始動入賞口１３ｂに入った有効入賞球数すなわち第２保留記憶数を表示する第２特別図
柄保留記憶表示部と、が設けられた例えば７セグメントＬＥＤからなる特別図柄保留記憶
表示器１８が設けられている。第１特別図柄保留記憶表示部は、第１保留記憶数を入賞順
に４個まで表示し、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を１増やす。そして、
第１特別図柄表示器８ａでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を１減らす
。また、第２特別図柄保留記憶表示部は、第２保留記憶数を入賞順に４個まで表示し、有
効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を１増やす。そして、第２特別図柄表示器８
ｂでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を１減らす。なお、この例では、
第１始動入賞口１３ａへの入賞による始動記憶数及び第２始動入賞口１３ｂへの入賞によ
る始動記憶数に上限数（４個まで）が設けられているが、上限数を４個以上にしてもよい
。
【００３０】
　また、演出表示装置９の表示画面には、第１保留記憶数を表示する第１保留記憶表示部
９ａと、第２保留記憶数を表示する第２保留記憶表示部９ｂとが設けられている。なお、
第１保留記憶数と第２保留記憶数との合計である合計数（合算保留記憶数）を表示する領
域（合算保留記憶表示部）が設けられるようにしてもよい。そのように、合計数を表示す
る合算保留記憶表示部が設けられているようにすれば、可変表示の開始条件が成立してい
ない実行条件の成立数の合計を把握しやすくすることができる。
【００３１】
　なお、この実施例では、図１に示すように、第２始動入賞口１３ｂに対してのみ開閉動
作を行う可変入賞球装置１５が設けられているが、第１始動入賞口１３ａおよび第２始動
入賞口１３ｂのいずれについても開閉動作を行う可変入賞球装置が設けられている構成で
あってもよい。
【００３２】
　また、図１に示すように、可変入賞球装置１５の下方には、特別可変入賞球装置２０が
設けられている。特別可変入賞球装置２０は大入賞口扉を備え、第１特別図柄表示器８ａ
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に特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたとき、および第２特別図柄表示器８ｂに
特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたときに生起する特定遊技状態（大当り遊技
状態）においてソレノイド２１によって大入賞口扉が開放状態に制御されることによって
、入賞領域となる大入賞口が開放状態になる。
【００３３】
　大入賞口内には、大入賞口内に入賞した遊技球を検出可能な２つのスイッチ（カウント
スイッチ２３と第３入賞確認スイッチ２３ａ）が設けられている。この実施例では、大入
賞口内で、カウントスイッチ２３と第３入賞確認スイッチ２３ａとが配置されている（本
例では、カウントスイッチ２３が上側に配置され、第３入賞確認スイッチ２３ａが下側に
配置されている）。従って、この実施例では、大入賞口内に入賞した遊技球は、遊技盤６
の背面に導かれ、まずカウントスイッチ２３で検出され、次いで第３入賞確認スイッチ２
３ａで検出される。
【００３４】
　カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば１
５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置２０において
開放状態となった大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第１始動入賞口
１３ａや第２始動入賞口１３ｂといった、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときよ
りも多くの賞球が払い出される。したがって、特別可変入賞球装置２０において大入賞口
が開放状態となれば、遊技者にとって有利な第１状態となる。その一方で、特別可変入賞
球装置２０において大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に遊技球を通過（進入）させ
て賞球を得ることができないため、遊技者にとって不利な第２状態となる。
【００３５】
　第１特別図柄表示器８ａの右側には、普通図柄表示器１０が設けられている。普通図柄
表示器１０は、例えば２つのランプからなる。遊技球がゲート３２を通過しゲートスイッ
チ３２ａで検出されると、普通図柄表示器１０の表示の可変表示が開始される。この実施
例では、上下のランプ（点灯時に図柄が視認可能になる）が交互に点灯することによって
可変表示が行われ、例えば、可変表示の終了時に下側のランプが点灯すれば当りとなる。
そして、普通図柄表示器１０の下側のランプが点灯して当りである場合に、可変入賞球装
置１５が所定回数、所定時間だけ開状態になる。すなわち、可変入賞球装置１５の状態は
、下側のランプが点灯して当りである場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態
（第２始動入賞口１３ｂに遊技球が入賞可能な状態）に変化する。特別図柄保留記憶表示
器１８の上部には、ゲート３２を通過した入賞球数を表示する４つの表示部（例えば、７
セグメントＬＥＤのうち４つのセグメント）を有する普通図柄保留記憶表示器４１が設け
られている。ゲート３２への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ３２ａに
よって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器４１は点灯する表示部を１増や
す。そして、普通図柄表示器１０の可変表示が開始される毎に、点灯する表示部を１減ら
す。
【００３６】
　なお、７セグメントＬＥＤからなる普通図柄保留記憶表示器４１には、ゲート３２を通
過した入賞球数を表示する４つの表示部（セグメント）とともに、例えば大当り時におけ
る特別可変入賞球装置２０の開放回数（大当りラウンド数）を示す２つの表示部（セグメ
ント）、及び遊技状態を示す２つの表示部（セグメント）が設けられているが、これら表
示部を普通図柄保留記憶表示部とは別個の表示器にて構成してもよい。また、普通図柄表
示器１０は、普通図柄と呼ばれる複数種類の識別情報（例えば、「○」および「×」）を
可変表示可能なセグメントＬＥＤ等にて構成してもよい。
【００３７】
　特別可変入賞球装置２０の周辺には普通入賞装置の入賞口２９ａ～２９ｄが設けられ、
入賞口２９ａ，２９ｃに入賞した遊技球は入賞口スイッチ３０ａによって検出され、入賞
口２９ｂ，２９ｄに入賞した遊技球は入賞口スイッチ３０ｂによって検出される。各入賞
口２９ａ～２９ｄは、遊技球を受け入れて入賞を許容する領域として遊技盤６に設けられ
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る入賞領域を構成している。なお、第１始動入賞口１３ａ、第２始動入賞口１３ｂや大入
賞口も、遊技球を受け入れて入賞を許容する入賞領域を構成する。
【００３８】
　遊技領域７の左側には、遊技中に点滅表示される装飾ＬＥＤ２５ａを有する装飾部材２
５が設けられ、下部には、入賞しなかった遊技球を吸収するアウト口２６がある。また、
遊技領域７の外側の左右上下部には、効果音を発する４つのスピーカ２７が設けられてい
る。遊技領域７の外周には、天枠ＬＥＤ２８ａ、左枠ＬＥＤ２８ｂおよび右枠ＬＥＤ２８
ｃが設けられている。天枠ＬＥＤ２８ａ、左枠ＬＥＤ２８ｂおよび右枠ＬＥＤ２８ｃおよ
び装飾ＬＥＤ２５ａは、遊技機に設けられている装飾発光体の一例である。
【００３９】
　図１および図２では、図示を省略しているが、左枠ＬＥＤ２８ｂの近傍に、賞球払出中
に点灯する賞球ランプが設けられ、天枠ＬＥＤ２８ａの近傍に、補給球が切れたときに点
灯する球切れランプが設けられている。なお、賞球ランプおよび球切れランプは、賞球の
払出中である場合や球切れが検出された場合に、演出制御基板に搭載された演出制御用マ
イクロコンピュータによって点灯制御される。さらに、特に図示はしないが、プリペイド
カードが挿入されることによって球貸しを可能にするプリペイドカードユニット（以下、
「カードユニット」という。）５０が、パチンコ遊技機１に隣接して設置されている。
【００４０】
　遊技者の操作により、後述する打球発射装置から発射された遊技球は、発射球案内通路
（図示略）を通って遊技領域７に入り、その後、遊技領域７を下りてくる。遊技球が第１
始動入賞口１３ａに入り第１始動口スイッチ１４ａで検出されると、第１特別図柄の可変
表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第１の開始条件
が成立したこと）、第１特別図柄表示器８ａにおいて第１特別図柄の可変表示（変動）が
開始されるとともに、演出表示装置９において演出図柄（飾り図柄）の可変表示が開始さ
れる。すなわち、第１特別図柄および演出図柄の可変表示は、第１始動入賞口１３ａへの
入賞に対応する。第１特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第１保留記憶数
が上限値に達していないことを条件として、第１保留記憶数を１増やす。
【００４１】
　遊技球が第２始動入賞口１３ｂに入り第２始動口スイッチ１５ａで検出されると、第２
特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、
第２の開始条件が成立したこと）、第２特別図柄表示器８ｂにおいて第２特別図柄の可変
表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置９において演出図柄（飾り図柄）の可
変表示が開始される。すなわち、第２特別図柄および演出図柄の可変表示は、第２始動入
賞口１３ｂへの入賞に対応する。第２特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、
第２保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第２保留記憶数を１増やす。
【００４２】
　第１特別図柄表示器８ａにおける第１特別図柄の可変表示及び第２特別図柄表示器８ｂ
における第２特別図柄の可変表示は、一定時間が経過したときに停止する。停止時の特別
図柄（停止図柄）が大当り図柄（特定表示結果）であると「大当り」となり、停止時の特
別図柄（停止図柄）が大当り図柄とは異なる所定の小当り図柄（所定表示結果）であると
「小当り」となり、停止時の特別図柄（停止図柄）が大当り図柄及び小当り図柄とは異な
る特別図柄が停止表示されれば「ハズレ」となる。
【００４３】
　特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウ
ンド（「ラウンド遊技」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技
状態に制御される。また、特図ゲームでの可変表示結果が「小当り」になった後には、大
当り遊技状態とは異なる小当り遊技状態に制御される。
【００４４】
　演出表示装置９に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリアでは、第１
特別図柄表示器８ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特別図柄表示器８ｂに
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おける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲームが開始されることに
対応して、飾り図柄の可変表示（変動表示）が開始される。そして、飾り図柄の可変表示
が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリアにおける確定飾り図柄
の停止表示により可変表示が終了するまでの期間では、飾り図柄の可変表示状態が所定の
リーチ状態となることがある。ここで、リーチ状態とは、演出表示装置９の表示領域にて
仮停止表示された飾り図柄が大当り組み合せの一部を構成しているときに未だ仮停止表示
もされていない飾り図柄（「リーチ変動図柄」ともいう）については変動が継続している
表示状態、あるいは、全部又は一部の飾り図柄が大当り組み合せの全部又は一部を構成し
ながら同期して変動している表示状態のことである。具体的には、「左」、「中」、「右
」の飾り図柄表示エリアにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリアな
ど）では予め定められた大当り組み合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示
す飾り図柄）が仮停止表示されているときに未だ仮停止表示もしていない残りの飾り図柄
表示エリア（例えば「中」の飾り図柄表示エリアなど）では飾り図柄が変動している表示
状態、あるいは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリアにおける全部又は一部で
飾り図柄が大当り組み合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態
である。
【００４５】
　次に、パチンコ遊技機１の背面の構造について図２を参照して説明する。図２は、遊技
機を背面から見た背面図である。図２に示すように、パチンコ遊技機１の背面側では、演
出表示装置９を制御する演出制御用マイクロコンピュータが搭載された演出制御基板８０
を含む変動表示制御ユニット４９、遊技制御用マイクロコンピュータ等が搭載された遊技
制御基板（主基板）３１、音声制御基板７０、ランプドライバ基板３５、および球払出制
御を行なう払出制御用マイクロコンピュータ等が搭載された払出制御基板３７等の各種基
板が設置されている。なお、遊技制御基板３１は基板収納ケース１５０に収納されている
。
【００４６】
　さらに、パチンコ遊技機１背面側には、ＤＣ３０Ｖ、ＤＣ２１Ｖ、ＤＣ１２ＶおよびＤ
Ｃ５Ｖ等の各種電源電圧を作成する電源回路が搭載された電源基板９０やタッチセンサ基
板（図示略）が設けられている。電源基板９０には、パチンコ遊技機１における遊技制御
基板３１および各電気部品制御基板（演出制御基板８０および払出制御基板３７）やパチ
ンコ遊技機１に設けられている各電気部品（電力が供給されることによって動作する部品
）への電力供給を実行あるいは遮断するための電力供給許可手段としての電源スイッチ、
遊技制御基板３１の遊技制御用マイクロコンピュータ１５６のＲＡＭ５５をクリアするた
めのクリアスイッチが設けられている。さらに、電源スイッチの内側（基板内部側）には
、交換可能なヒューズが設けられている。
【００４７】
　なお、この実施例では、主基板３１は遊技盤側に設けられ、払出制御基板３７は遊技枠
側に設けられている。このような構成であっても、後述するように、主基板３１と払出制
御基板３７との間の通信をシリアル通信で行うことによって、遊技盤を交換する際の配線
の取り回しを容易にしている。
【００４８】
　なお、各制御基板には、制御用マイクロコンピュータを含む制御手段が搭載されている
。制御手段は、遊技制御手段等からのコマンドとしての指令信号（制御信号）に従って遊
技機に設けられている電気部品（遊技用装置：球払出装置９７、演出表示装置９、ランプ
やＬＥＤなどの発光体、スピーカ２７等）を制御する。以下、主基板３１を制御基板に含
めて説明を行うことがある。その場合には、制御基板に搭載される制御手段は、遊技制御
手段と、遊技制御手段等からの指令信号に従って遊技機に設けられている電気部品を制御
する手段とのそれぞれを指す。また、主基板３１以外のマイクロコンピュータが搭載され
た基板をサブ基板ということがある。なお、球払出装置９７は、遊技球を誘導する通路と
ステッピングモータ等により駆動されるスプロケット等によって誘導された遊技球を上皿
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や下皿に払い出すための装置であって、払い出された賞球や貸し球をカウントする払出個
数カウントスイッチ等もユニットの一部として構成されている。なお、この実施例では、
払出検出手段は、払出個数カウントスイッチによって実現され、球払出装置９７から実際
に賞球や貸し球が払い出されたことを検出する機能を備える。この場合、払出個数カウン
トスイッチは、賞球や貸し球の払い出しを１球検出するごとに検出信号を出力する。
【００４９】
　パチンコ遊技機１の背面には、各種情報をパチンコ遊技機１の外部に出力するための各
端子を備えたターミナル基板９１が設置されている。ターミナル基板９１には、例えば、
大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号（始動口信号、図柄確定回数１
信号、大当り１信号、大当り２信号、大当り３信号、時短信号、セキュリティ信号、賞球
信号１、遊技機エラー状態信号）を外部出力するための情報出力端子が設けられている。
なお、遊技機エラー状態信号に関しては必ずしもパチンコ遊技機１の外部に出力しなくて
もよく、該情報出力端子から、この遊技機エラー状態信号の替わりに遊技枠が開放状態で
あることを示すドア開放信号等を出力するようにしてもよい。
【００５０】
　貯留タンク３８に貯留された遊技球は誘導レールを通り、カーブ樋を経て払出ケース９
７ａで覆われた球払出装置９７に至る。球払出装置９７の上方には、遊技媒体切れ検出手
段としての球切れスイッチ４３が設けられている。球切れスイッチ４３が球切れを検出す
ると、球払出装置９７の払出動作が停止する。球切れスイッチ４３が遊技球の不足を検知
すると、遊技機設置島に設けられている補給機構からパチンコ遊技機１に対して遊技球の
補給が行なわれる。
【００５１】
　入賞にもとづく景品としての遊技球や球貸し要求にもとづく遊技球が多数払出されて打
球供給皿３が満杯になると、遊技球は、余剰球誘導通路を経て余剰球受皿４に導かれる。
さらに遊技球が払出されると、感知レバー（図示略）が貯留状態検出手段としての満タン
スイッチ（図示略）を押圧して、貯留状態検出手段としての満タンスイッチがオンする。
その状態では、球払出装置内の払出モータの回転が停止して球払出装置の動作が停止する
とともに打球発射装置の駆動も停止する。
【００５２】
　図３は、主基板（遊技制御基板）３１における回路構成の一例を示すブロック図である
。なお、図３には、払出制御基板３７および演出制御基板８０等も示されている。主基板
３１には、プログラムに従ってパチンコ遊技機１を制御する遊技制御用マイクロコンピュ
ータ（遊技制御手段に相当）１５６が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ
１５６は、ゲーム制御（遊技進行制御）用のプログラム等を記憶するＲＯＭ５４、ワーク
メモリとして使用される記憶手段としてのＲＡＭ５５、プログラムに従って制御動作を行
うＣＰＵ５６およびＩ／Ｏポート部５７を含む。この実施例では、ＲＯＭ５４およびＲＡ
Ｍ５５は遊技制御用マイクロコンピュータ１５６に内蔵されている。すなわち、遊技制御
用マイクロコンピュータ１５６は、１チップマイクロコンピュータである。１チップマイ
クロコンピュータには、少なくともＲＡＭ５５が内蔵されていればよく、ＲＯＭ５４は外
付けであっても内蔵されていてもよい。また、Ｉ／Ｏポート部５７は、外付けであっても
よい。遊技制御用マイクロコンピュータ１５６には、さらに、ハードウェア乱数（ハード
ウェア回路が発生する乱数）を発生する乱数回路６０が内蔵されている。
【００５３】
　なお、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６においてＣＰＵ５６がＲＯＭ５４に格納
されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１５６（またはＣＰＵ５６）が実行する（または、処理を行う）ということは、具体
的には、ＣＰＵ５６がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基
板３１以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。
【００５４】
　また、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６には、乱数回路６０が内蔵されている。



(12) JP 5822524 B2 2015.11.24

10

20

30

40

50

乱数回路６０は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当りとするか否か判定するため
の判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路６０は、
初期値（例えば、０）と上限値（例えば、６５５３５）とが設定された数値範囲内で、数
値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始動
入賞時が数値データの読出（抽出）時であることにもとづいて、読出される数値データが
乱数値となる乱数発生機能を有する。
【００５５】
　乱数回路６０は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当りとするか否か判定するた
めの判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路６０は
、初期値（例えば、０）と上限値（例えば、６５５３５）とが設定された数値範囲内で、
数値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始
動入賞時が数値データの読出（抽出）時であることにもとづいて、読出される数値データ
が乱数値となる乱数発生機能を有する。
【００５６】
　乱数回路６０は、数値データの更新範囲の選択設定機能（初期値の選択設定機能、およ
び、上限値の選択設定機能）、数値データの更新規則の選択設定機能、および数値データ
の更新規則の選択切換え機能等の各種の機能を有する。このような機能によって、生成す
る乱数のランダム性を向上させることができる。
【００５７】
　また、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６は、乱数回路６０が更新する数値データ
の初期値を設定する機能を有している。例えば、ＲＯＭ５４等の所定の記憶領域に記憶さ
れた遊技制御用マイクロコンピュータ１５６のＩＤナンバ（遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１５６の各製品ごとに異なる数値で付与されたＩＤナンバ）を用いて所定の演算を行
って得られた数値データを、乱数回路６０が更新する数値データの初期値として設定する
。そのような処理を行うことによって、乱数回路６０が発生する乱数のランダム性をより
向上させることができる。
【００５８】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１５６は、第１始動口スイッチ１４ａまたは第２始動
口スイッチ１５ａへの始動入賞が生じたときに乱数回路６０から数値データをランダムＲ
として読み出し、特別図柄および演出図柄の変動開始時にランダムＲにもとづいて特定の
表示結果としての大当り表示結果にするか否か、すなわち、大当りとするか否かを決定す
る。そして、大当りとすると決定したときに、遊技状態を遊技者にとって有利な特定遊技
状態としての大当り遊技状態に移行させる。
【００５９】
　また、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６には、払出制御基板３７（の払出制御用
マイクロコンピュータ）や演出制御基板８０（の演出制御用マイクロコンピュータ）とシ
リアル通信で信号を入出力（送受信）するためのシリアル通信回路６１が内蔵されている
。なお、払出制御用マイクロコンピュータや演出制御用マイクロコンピュータにも、遊技
制御用マイクロコンピュータ１５６とシリアル通信で信号を入出力するためのシリアル通
信回路が内蔵されている（図示略）。
【００６０】
　また、ＲＡＭ５５は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ
電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップＲＡＭであ
る。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源とし
てのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで）は、ＲＡＭ５５
の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手
段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグや保留記憶数カウンタの値など）
と未払出賞球数を示すデータ（具体的には、後述する賞球コマンド出力カウンタの値）は
、バックアップＲＡＭに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電
等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に
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復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を
示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施例では、ＲＡＭ
５５の全部が、電源バックアップされているとする。
【００６１】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１５６のリセット端子には、電源基板からのリセット
信号が入力される。電源基板には、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６等に供給され
るリセット信号を生成するリセット回路が搭載されている。なお、リセット信号がハイレ
ベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ１５６等は動作可能状態になり、リセット
信号がローレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ１５６等は動作停止状態にな
る。従って、リセット信号がハイレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ
１５６等の動作を許容する許容信号が出力されていることになり、リセット信号がローレ
ベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６等の動作を停止させる動作停
止信号が出力されていることになる。なお、リセット回路をそれぞれの電気部品制御基板
（電気部品を制御するためのマイクロコンピュータが搭載されている基板）に搭載しても
よい。
【００６２】
　さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６の入力ポートには、電源基板からの電
源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号が入力される。すなわち、電源基板
には、遊技機において使用される所定電圧（例えば、ＤＣ３０ＶやＤＣ５Ｖなど）の電圧
値を監視して、電圧値があらかじめ定められた所定値にまで低下すると（電源電圧の低下
を検出すると）、その旨を示す電源断信号を出力する電源監視回路が搭載されている。な
お、電源監視回路を電源基板に搭載するのではなく、バックアップ電源によって電源バッ
クアップされる基板（例えば、主基板３１）に搭載するようにしてもよい。また、遊技制
御用マイクロコンピュータ１５６の入力ポートには、ＲＡＭの内容をクリアすることを指
示するためのクリアスイッチが操作されたことを示すクリア信号が入力される。
【００６３】
　また、ゲートスイッチ３２ａ、第１始動口スイッチ１４ａ、第１入賞確認スイッチ１４
ｂ、第２始動口スイッチ１５ａ、第２入賞確認スイッチ１５ｂ、カウントスイッチ２３、
第３入賞確認スイッチ２３ａおよび各入賞口スイッチ３０ａ，３０ｂからの検出信号を基
本回路に与える入力ドライバ回路５８も主基板３１に搭載され、可変入賞球装置１５を開
閉するソレノイド１６、特別可変入賞球装置２０を開閉するソレノイド２１と、基本回路
からの指令に従って駆動する出力回路５９も主基板３１に搭載され、電源投入時に遊技制
御用マイクロコンピュータ１５６をリセットするためのシステムリセット回路（図示せず
）や、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号を、ターミナル基板９１
を介して、ホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路６４も主基板
３１に搭載されている。
【００６４】
　この実施例では、演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段（演出制御用マイク
ロコンピュータで構成される。）が、中継基板７７を介して遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１５６から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、演出図柄を可変表示する
演出表示装置９との表示制御を行う。
【００６５】
　演出制御基板８０は、演出制御用ＣＰＵおよびＲＡＭを含む演出制御用マイクロコンピ
ュータ（図示略）を搭載している。なお、ＲＡＭは外付けであってもよい。演出制御基板
８０において、演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、内蔵または外付けのＲＯＭ（図示略）に
格納されたプログラムに従って動作し、中継基板７７を介して入力される主基板３１から
の取込信号（演出制御ＩＮＴ信号）に応じて、入力ドライバおよび入力ポートを介して演
出制御コマンドを受信する。また、演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、演出制御コマンドに
もとづいて、ＶＤＰ（ビデオディスプレイプロセッサ）に演出表示装置９の表示制御を行
わせる。
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【００６６】
　演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、受信した演出制御コマンドに従ってキャラクタＲＯＭ
（図示せず）から必要なデータを読み出す。キャラクタＲＯＭは、演出表示装置９に表示
されるキャラクタ画像データ、具体的には、人物、文字、図形または記号等（演出図柄を
含む）をあらかじめ格納しておくためのものである。演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、キ
ャラクタＲＯＭから読み出したデータをＶＤＰに出力する。ＶＤＰは、演出制御用ＣＰＵ
から入力されたデータにもとづいて表示制御を実行する。
【００６７】
　演出制御コマンドおよび演出制御ＩＮＴ信号は、演出制御基板８０において、まず、入
力ドライバに入力する。入力ドライバは、中継基板７７から入力された信号を演出制御基
板８０の内部に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板８０の内部から中継基板７
７への方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。
【００６８】
　中継基板７７には、主基板３１から入力された信号を演出制御基板８０に向かう方向に
しか通過させない（演出制御基板８０から中継基板７７への方向には信号を通過させない
）信号方向規制手段としての単方向性回路（図示略）が搭載されている。単方向性回路と
して、例えばダイオードやトランジスタが使用される。さらに、単方向性回路であるＩ／
Ｏポート部５７を介して主基板３１から演出制御コマンドおよび演出制御ＩＮＴ信号が出
力されるので、中継基板７７から主基板３１の内部に向かう信号が規制される。すなわち
、中継基板７７からの信号は主基板３１の内部（遊技制御用マイクロコンピュータ１５６
側）に入り込まない。
【００６９】
　さらに、演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、出力ポート（図示略）を介してランプドライ
バ基板３５に対してＬＥＤを駆動する信号を出力する。また、演出制御用ＣＰＵは、出力
ポートを介して音声制御基板７０に対して音番号データを出力する。また、演出制御用Ｃ
ＰＵは、出力ポート（図示略）を介して、第１回動モータ４１３Ｌ，４１３Ｒ、装飾モー
タ４２１Ｌａ，４２１Ｌｂ、４２１Ｒａ，４２１Ｒｂ、第２回動モータ４７３Ｌ，４７３
Ｒ、昇降モータ５２５に対して駆動データを出力する。また、演出制御用ＣＰＵは、入力
ポート（図示略）を介して第１回動スイッチ４３３Ｌ，４３３Ｒから検出信号を入力する
。
【００７０】
　ランプドライバ基板３５において、ＬＥＤを駆動する信号は、入力ドライバ（図示略）
を介してＬＥＤドライバに入力される。ＬＥＤドライバは、駆動信号を天枠ＬＥＤ２８ａ
、左枠ＬＥＤ２８ｂ、右枠ＬＥＤ２８ｃ、第１回動ＬＥＤ４１６Ｌ，４１６Ｒ、昇降ＬＥ
Ｄ５３５などの枠側に設けられている各ＬＥＤに供給する。また、遊技盤側に設けられて
いる装飾ＬＥＤ２５ａに駆動信号を供給する。なお、ＬＥＤ以外の発光体が設けられてい
る場合には、それを駆動する駆動回路（ドライバ）がランプドライバ基板３５に搭載され
る。
【００７１】
　音声制御基板７０において、音番号データは、入力ドライバ（図示略）を介して音声合
成用ＩＣ（図示略）に入力される。音声合成用ＩＣは、音番号データに応じた音声や効果
音を発生し増幅回路（図示略）に出力する。増幅回路は、音声合成用ＩＣの出力レベルを
、ボリュームで設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ２７に
出力する。音声データＲＯＭ（図示略）には、音番号データに応じた制御データが格納さ
れている。音番号データに応じた制御データは、所定期間（例えば演出図柄の変動期間）
における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。
【００７２】
　（装飾ユニット）
　次に、装飾ユニット３５０について、図面にもとづいて説明していく。図４は、（ａ）
は装飾ユニットを左斜め前から見た状態を示す斜視図、（ｂ）は右斜め前から見た状態を
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示す斜視図である。尚、以下の説明において、パチンコ遊技機１を正面から見た状態での
上下左右方向を基準として説明する。
【００７３】
　装飾ユニット３５０は、図１に示すように遊技盤６に形成された開口部（図示略）の開
口周縁に嵌合されるセンター枠飾り１１により囲まれた領域内から後述する第１演出装置
４００及び第２演出装置５００がそれぞれ前面側に臨むように、遊技盤６の背面に組み付
けられている。
【００７４】
　図４に示すように、装飾ユニット３５０は、非透光性の合成樹脂材により前面が開口す
る箱状に形成されるベース部材３５１と、該ベース部材３５１の前面側に組み付けられる
第１演出装置４００Ｌ，４００Ｒ及び第２演出装置５００、図示しない各種遊技用部品や
装飾部材、該ベース部材３５１の背面側に組み付けられる演出表示装置９及び演出制御基
板８０等を含む変動表示制御ユニット（図示略）と、から構成される。
【００７５】
　ベース部材３５１には、長方形状をなす表示用開口３５２が形成されており、該ベース
部材３５１の背面側に設けられる演出表示装置９の表示画面を表示用開口３５２を介して
前面側に臨ませることができるようになっている。また、第１演出装置４００Ｌ，４００
Ｒは、表示用開口３５２の左右側に組み付けられ、前後方向を向く軸周りに回動可能に設
けられている。第２演出装置５００は、表示用開口３５２の右側に組み付けられた案内レ
ールを介して上下方向に移動可能に設けられている。
【００７６】
　（第１演出装置）
　次に、第１演出装置４００について、図５～図１４にもとづいて説明する。図５は、左
側の第１回動ユニットを示す正面図である。図６は、左側の第１回動ユニットの構成を示
す分解斜視図である。図７は、同じく左側の第１回動ユニットの構成を示す分解斜視図で
ある。図８は、右側の第１回動ユニットを示す正面図である。図９は、右側の第１回動ユ
ニットの構成を示す分解斜視図である。図１０は、同じく右側の第１回動ユニットの構成
を示す分解斜視図である。図１１は、左側の第２回動ユニットの構成を示す分解斜視図で
ある。図１２は、同じく左側の第２回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。図１３
は、右側の第２回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。図１４は、同じく右側の第
２回動ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【００７７】
　図４に示すように、第１演出装置４００Ｌ，４００Ｒは、ベース部材３５１における表
示用開口３５２の左右側に左右方向に回動可能に設けられる第１回動ユニット４１０Ｌ，
４１０Ｒと、これら第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒの背面側に設けられる第２回動
ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒと、から主に構成されている。
【００７８】
　第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒは、円盤状をなす一対の装飾部を有し、該装飾部
は、表示用開口３５２の側方位置にそれぞれ正面視略垂直姿勢をなすように退避する第１
退避位置と、表示用開口３５２側に傾倒するように回動され、演出表示装置９の表示画面
の前面側に重なるように配置される第１演出位置と、の間で回動可能に設けられている（
図２３（ａ）参照）。尚、左右の第１回動ユニット４１０Ｌは、第１退避位置において遊
技盤６の背面側に遊技者から視認困難となるように配置される。
【００７９】
　第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒは、所定長さを有する棒状部材から構成され、表
示用開口３５２の側方位置においてそれぞれ正面視略垂直姿勢をなすように退避する第２
退避位置と、表示用開口３５２側に傾倒するように回動され、演出表示装置９の表示画面
の前面側に重なるように配置される第２演出位置と、の間で回動可能に設けられている（
図２３（ｂ）参照）。尚、第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒは、第１退避位置におい
て第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒの背面側に遊技者から視認困難となるように配置
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される。
【００８０】
　（第１回動ユニット）
　以下、第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒ及び第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒ
の構造について説明していく。
【００８１】
　図５～図７に示すように、左側の第１回動ユニット４１０Ｌは、円盤状に形成され互い
に上下に並んだ状態で連接された上装飾部４１１Ｌａ及び下装飾部４１１Ｌｂからなる装
飾部４１１Ｌと該装飾部４１１Ｌを回動可能に支持する支持部４１２Ｌとからなる第１可
動部と、該第１可動部を回転駆動する第１回動モータ４１３Ｌと、第１回動モータ４１３
Ｌの駆動力を第１可動部に伝達する駆動伝達部材４１４Ｌと、から主に構成される。
【００８２】
　装飾部４１１Ｌは、ほぼ同形の円盤形状に形成された取付盤４１５Ｌａ，４１５Ｌｂと
、取付盤４１５Ｌａ，４１５Ｌｂに前面側から取り付けられ、前面に複数の第１回動ＬＥ
Ｄ４１６Ｌが設けられた第１ＬＥＤ基板４１７Ｌａ，４１７Ｌｂと、第１ＬＥＤ基板４１
７Ｌａ，４１７Ｌｂの前面を被覆するように設けられるレンズ部材４１８Ｌａ，４１８Ｌ
ｂと、取付盤４１５Ｌａ，４１５Ｌｂの周囲に取り付けられるリング部が互いに連接され
一体化されてなる装飾枠４１９Ｌと、レンズ部材４１８Ｌａ，４１８Ｌｂの前面に回転可
能に設けられる装飾部材４２０Ｌａ，４２０Ｌｂと、から構成されている。つまり、一対
の取付盤４１５Ｌａ，４１５Ｌｂは装飾枠４１９Ｌにより一体化されている。
【００８３】
　取付盤４１５Ｌａ，４１５Ｌｂの背面には、装飾モータ４２１Ｌａ，４２１Ｌｂが取り
付けられているとともに、この装飾モータ４２１Ｌａ，４２１Ｌｂの駆動軸に固着された
駆動ギヤ４２２Ｌａ，４２２Ｌｂに噛合する中間ギヤ４２３Ｌａ，４２３Ｌｂと、該中間
ギヤ４２３Ｌａ，４２３Ｌｂを介して駆動ギヤ４２２Ｌａ，４２２Ｌｂに連結される従動
ギヤ４２４Ｌａ，４２４Ｌｂと、が前後方向を向く軸周りに回動可能に設けられている。
従動ギヤ４２４Ｌａ，４２４Ｌｂの前面中央には回動軸４２５Ｌａ，４２５Ｌｂが突設さ
れており、この回動軸４２５Ｌａ，４２５Ｌｂは、取付盤４１５Ｌａ，４１５Ｌｂ、第１
ＬＥＤ基板４１７Ｌａ，４１７Ｌｂ、レンズ部材４１８Ｌａ，４１８Ｌｂに形成された貫
通孔を挿通して装飾部材４２０Ｌａ，４２０Ｌｂが先端に固着されている。
【００８４】
　よって、装飾モータ４２１Ｌａ，４２１Ｌｂの駆動力が駆動ギヤ４２２Ｌａ，４２２Ｌ
ｂ、中間ギヤ４２３Ｌａ，４２３Ｌｂ、従動ギヤ４２４Ｌａ，４２４Ｌｂを介して装飾部
材４２０Ｌａ，４２０Ｌｂに伝達され、これにより装飾部材４２０Ｌａ，４２０Ｌｂが回
動軸４２５Ｌａ，４２５Ｌｂを中心として回動するようになっている。
【００８５】
　支持部４１２Ｌは板状部材からなり、上部に取付盤４１５Ｌｂの取付部４２６が設けら
れるとともに、下端に回動軸４２７が背面側に向けて突設されており、ベース部材３５１
に回動軸４２７を介して軸支されている。前面には、ベース部材３５１に設けられるガイ
ド溝（図示略）に摺動可能に係合されるガイドローラ４２８が設けられている。また、左
端部には、一端がベース部材３５１に係止されたコイルバネ４２９の他端が係止されてお
り、該コイルバネ４２９の付勢力により、支持部４１２Ｌが常に第１退避位置に向けて付
勢されるようになっている。
【００８６】
　駆動伝達部材４１４Ｌは、第１回動モータ４１３Ｌの駆動軸４１３ａに固着される回動
盤４３０と、回動盤４３０の周縁近傍の偏心位置に一端が枢支されるとともに、支持部４
１２Ｌの背面に他端が枢支されたリンク部材４３１と、から構成されており、第１回動モ
ータ４１３Ｌにより回動盤４３０が回転されることで、駆動力がリンク部材４３１を介し
て支持部４１２Ｌに伝達され、これにより支持部４１２Ｌが回動軸４２７を中心として回
動（揺動）するようになっている。また、回動盤４３０の周縁所定箇所には、第１回動ス
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イッチ４３３Ｌにより第１回動ユニット４１０Ｌの駆動初期位置（本実施例では第１退避
位置）を検出するための被検出部４３２が切欠形成されている。
【００８７】
　第１回動モータ４１３Ｌは、ベース部材３５１の所定箇所に固設される取付板４３４の
背面に、駆動軸４１３ａが取付板４３４の貫通孔から前面側に突出するように取り付けら
れている。また、取付板４３４の右側辺上部からは、帯板状に形成された規制片４３５が
右側方に向けて略水平方向に延設されている。
【００８８】
　規制片４３５は、取付板４３４の右側辺上部から右側に向けて延設され、その前面には
平面状の第１規制面４３５ａが形成されているとともに、背面にはリブが立設されており
、該リブの後端面には、第１規制面４３５ａに対して交差（傾斜）する方向に向けて形成
される帯状の第２規制面４３５ｂが形成されている（図２４参照）。
【００８９】
　図８～図１１に示すように、右側の第１回動ユニット４１０Ｒは、円盤状に形成され互
いに上下に並んだ状態で連接された上装飾部４１１Ｒａ及び下装飾部４１１Ｒｂからなる
装飾部４１１Ｒと該装飾部４１１Ｒを回動可能に支持する支持部４１２Ｒとからなる第１
可動部と、該第１可動部を回転駆動する第１回動モータ４１３Ｒと、第１回動モータ４１
３Ｒの駆動力を第１可動部に伝達する駆動伝達部材４１４Ｒと、から主に構成される。
【００９０】
　装飾部４１１Ｒは、大小の円盤形状に形成された取付盤４１５Ｒａ，４１５Ｒｂと、取
付盤４１５Ｒａ，４１５Ｒｂに前面側から取り付けられ、前面に複数の第１回動ＬＥＤ４
１６Ｒが設けられた第１ＬＥＤ基板４１７Ｒａ，４１７Ｒｂと、第１ＬＥＤ基板４１７Ｒ
ａ，４１７Ｒｂの前面を被覆するように設けられるレンズ部材４１８Ｒａ，４１８Ｒｂと
、取付盤４１５Ｒａ，４１５Ｒｂの周囲に取り付けられるリング状の装飾枠４１９Ｒａ，
４１９Ｒｂと、レンズ部材４１８Ｒａ，４１８Ｒｂの前面に回転可能に設けられる装飾部
材４２０Ｒａ，４２０Ｒｂと、から構成されている。右側の装飾部４１１Ｒは、取付盤４
１５Ｒａ，４１５Ｒｂは装飾枠４１９Ｒａ，４１９Ｒｂにより一体化されていない。
【００９１】
　取付盤４１５Ｒａ，４１５Ｒｂの背面には、装飾モータ４２１Ｒａ，４２１Ｒｂが取り
付けられているとともに、この装飾モータ４２１Ｒａ，４２１Ｒｂの駆動軸に固着された
駆動ギヤ４２２Ｒａ，４２２Ｒｂに噛合する中間ギヤ４２３Ｒａ，４２３Ｒｂと、該中間
ギヤ４２３Ｒａ，４２３Ｒｂを介して駆動ギヤ４２２Ｒａ，４２２Ｒｂに連結される従動
ギヤ４２４Ｒａ，４２４Ｒｂと、が前後方向を向く軸周りに回動可能に設けられている。
従動ギヤ４２４Ｒａ，４２４Ｒｂの前面中央には回動軸４２５Ｒａ，４２５Ｒｂが突設さ
れており、この回動軸４２５Ｒａ，４２５Ｒｂは、取付盤４１５Ｒａ，４１５Ｒｂ、第１
ＬＥＤ基板４１７Ｒａ，４１７Ｒｂ、レンズ部材４１８Ｒａ，４１８Ｒｂに形成された貫
通孔を挿通して装飾部材４２０Ｒａ，４２０Ｒｂが先端に固着されている。
【００９２】
　よって、装飾モータ４２１Ｒａ，４２１Ｒｂの駆動力が駆動ギヤ４２２Ｒａ，４２２Ｒ
ｂ、中間ギヤ４２３Ｒａ，４２３Ｒｂ、従動ギヤ４２４Ｒａ，４２４Ｒｂを介して装飾部
材４２０Ｒａ，４２０Ｒｂに伝達され、これにより装飾部材４２０Ｒａ，４２０Ｒｂが回
動軸４２５Ｒａ，４２５Ｒｂを中心として回動するようになっている。
【００９３】
　支持部４１２Ｒは、上部に前後方向を向く軸孔４４１が形成されるとともに、下部に下
側の取付盤４１５Ｒｂの取付部４４０が形成されている。軸孔４４１と取付部４４０との
間には、軸孔４４１を中心とする円弧形状をなすガイド溝４４２が形成されており、上側
の取付盤４１５Ｒａの背面下部に取り付けられる前後一対のガイドワッシャ４４３ａ，４
４３ｂが摺動可能に係合されている。つまり、このガイド溝４４２とガイドワッシャ４４
３ａ，４４３ｂは、下装飾部４１１Ｒｂを回動案内するとともに回動範囲を規制している
。
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【００９４】
　駆動伝達部材４１４Ｒは、第１回動モータ４１３Ｒの駆動軸４１３ａに固着される回動
盤４４４と、回動盤４４４の周縁近傍の偏心位置に一端が枢支されるとともに、支持部４
１２Ｒの前面上部に他端が枢支されたリンク部材４４５と、から構成されており、第１回
動モータ４１３Ｒにより回動盤４４４が回転されることで、駆動力がリンク部材４４５を
介して支持部４１２Ｒに伝達され、これにより支持部４１２Ｒが軸孔４４１を中心として
回動（揺動）するようになっている。また、回動盤４４４の周縁所定箇所には、第１回動
スイッチ４３３Ｒにより第１回動ユニット４１０Ｒの駆動初期位置（本実施例では第１退
避位置）を検出するための被検出部４４６が切欠形成されている。
【００９５】
　第１回動モータ４１３Ｒは、ベース部材３５１の所定箇所に固設される取付部材４４７
の背面に、駆動軸４１３ａが取付部材４４７の貫通孔から前面側に突出するように取り付
けられている。また、取付部材４４７の右側には、上側の取付盤４１５Ｒａの背面上部が
取り付けられる取付部４４８が形成されているとともに、その下方位置には、軸孔４４１
に挿入可能に形成された回動軸４４９が前方に向けて突設されており、該回動軸４４９を
中心として支持部４１２Ｒが回動可能に軸支されている。
【００９６】
　このように第１回動ユニット４１０Ｒは、上装飾部４１１Ｒａは取付部材４４７に取り
付けられて固定され、支持部４１２Ｒに取り付けられた下装飾部４１１Ｒｂのみが、回動
軸４４９を中心として上装飾部４１１Ｒａの周縁に沿うように揺動可能に設けられている
。
【００９７】
　（第２回動ユニット）
　図１１及び図１２に示すように、左側の第２回動ユニット４７０Ｌは、ベース部材３５
１に固定される固定部材４７１Ｌと、固定部材４７１Ｌに回動可能に支持された第２可動
部４７２Ｌと、第２可動部４７２Ｌを駆動する第２回動モータ４７３Ｌと、から主に構成
される。
【００９８】
　第２回動モータ４７３Ｌは、駆動軸４７３ａが固定部材４７１Ｌの軸孔４７４Ｌを介し
て前面側に突出するように固定部材４７１Ｌの背面に固定されている。軸孔４７４Ｌの右
側には、回動軸４７５Ｌが嵌合される嵌合孔４７６Ｌが形成されているとともに、該嵌合
孔４７６Ｌを中心とする円弧形状をなすガイド溝４７７Ｌが形成されている。また、軸孔
４７４Ｌを介して前面側に突出された駆動軸４７３ａの先端には駆動ギヤ４７８Ｌが固着
されている。
【００９９】
　後端が嵌合孔４７６Ｌに嵌合された回動軸４７５Ｌの前端は、支持部材４７９Ｌに形成
された軸孔４８０Ｌに挿入され、固定部材４７１Ｌに対して支持部材４７９Ｌが回動軸４
７５Ｌを中心として回動可能に軸支されている。支持部材４７９Ｌの上部には、第２可動
部４７２Ｌの下部が取り付けられており、支持部材４７９Ｌとともに揺動するようになっ
ている。
【０１００】
　支持部材４７９Ｌの背面側には、駆動ギヤ４７８Ｌに噛合される従動ギヤ４８１Ｌが、
軸孔４８０Ｌを中心とする円弧状に形成されている。また、従動ギヤ４８１Ｌの周囲には
、第２回動センサ（図示略）により第２回動ユニット４７０Ｌの駆動初期位置（本実施例
では第２退避位置）を検出するための被検出部が円弧状に形成されている。
【０１０１】
　このように構成された第２回動ユニット４７０Ｌは、第２回動モータ４７３Ｌにより駆
動ギヤ４７８Ｌが回動することで、その駆動力が従動ギヤ４８１Ｌを介して支持部材４７
９Ｌに伝達され、第２可動部４７２Ｌが、固定部材４７１Ｌに対し回動軸４７５Ｌを中心
として回動されるようになっている。
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【０１０２】
　尚、第２可動部４７２Ｌは、特に詳細な図示はしないが連結された鎖を模した形状をな
す棒状部材からなり、下端から上端に向けて前方に屈曲または湾曲して形成されている（
図２０参照）。
【０１０３】
　次に、図１３及び図１４に示すように、右側の第２回動ユニット４７０Ｒは、ベース部
材３５１に固定される固定部材４７１Ｒと、固定部材４７１Ｒに回動可能に支持された第
２可動部４７２Ｒと、第２可動部４７２Ｒを駆動する第２回動モータ４７３Ｒと、から主
に構成され、基本的には、左側の第２回動ユニット４７０Ｌと同様に形成されている。
【０１０４】
　第２回動モータ４７３Ｒは、駆動軸４７３ａが固定部材４７１Ｒの軸孔４７４Ｒを介し
て前面側に突出するように固定部材４７１Ｒの背面に固定されている。軸孔４７４Ｒの右
側には、回動軸４７５Ｒが嵌合される嵌合孔４７６Ｒが形成されているとともに、該嵌合
孔４７６Ｒを中心とする円弧形状をなすガイド溝４７７Ｒが形成されている。また、軸孔
４７４Ｒを介して前面側に突出された駆動軸４７３ａの先端には駆動ギヤ４７８Ｒが固着
されている。
【０１０５】
　後端が嵌合孔４７６Ｒに嵌合された回動軸４７５Ｒの前端は、支持部材４７９Ｒに形成
された軸孔４８０Ｒに挿入され、固定部材４７１Ｒに対して支持部材４７９Ｒが回動軸４
７５Ｒを中心として回動可能に軸支されている。支持部材４７９Ｒの上部には、第２可動
部４７２Ｒの下部が取り付けられており、支持部材４７９Ｒとともに揺動するようになっ
ている。
【０１０６】
　支持部材４７９Ｒの背面側には、駆動ギヤ４７８Ｒに噛合される従動ギヤ４８１Ｒが、
軸孔４８０Ｒを中心とする円弧状に形成されている。また、従動ギヤ４８１Ｒの周囲には
、第２回動センサ（図示略）により第２回動ユニット４７０Ｒの駆動初期位置（本実施例
では第２退避位置）を検出するための被検出部が円弧状に形成されている。
【０１０７】
　このように構成された第２回動ユニット４７０Ｒは、第２回動モータ４７３Ｒにより駆
動ギヤ４７８Ｒが回動することで、その駆動力が従動ギヤ４８１Ｒを介して支持部材４７
９Ｒに伝達され、第２可動部４７２Ｒが、固定部材４７１Ｒに対し回動軸４７５Ｒを中心
として回動されるようになっている。
【０１０８】
　尚、第２可動部４７２Ｒは、特に詳細な図示はしないが連結された鎖を模した形状をな
す棒状部材からなり、下端から上端に向けて前方に屈曲または湾曲して形成されている（
図２２参照）。
【０１０９】
　（第２演出装置）
　次に、第２演出装置５００について、図１５～図１７にもとづいて説明する。図１５は
、第２演出装置の構成を示す分解斜視図である。図１６は、同じく第２演出装置の構成を
示す分解斜視図である。図１７は、（ａ）（ｂ）は移動部の構造を示す分解斜視図である
。図１８は、（ａ）は移動部を示す正面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は（ａ）のＡ－Ａ
断面図である。
【０１１０】
　図１５及び図１６に示すように、第２演出装置５００は、ベース部材３５１における表
示用開口３５２の右側に上下方向に向けて設けられる移動支持部５０１と、移動支持部５
０１により上下方向に移動する移動部５０２と、該移動部５０２に支持される装飾可動部
５０３と、から主に構成されている。
【０１１１】
　装飾可動部５０３は、表示用開口３５２の上方位置において左右方向に配置される上方
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位置と、表示用開口３５２の下部位置において左右方向に配置される下方位置と、の間で
上下方向に直線状に往復移動可能に設けられている（図２３参照）。
【０１１２】
　移動支持部５０１は、上下方向に延設される左右一対のガイドシャフト５１０ａ，５１
０ｂと、これらガイドシャフト５１０ａ，５１０ｂ間に配設され、前面にラックギヤ５１
１ａが上下方向に向けて形成されたギヤ部材５１１と、から主に構成されている。ガイド
シャフト５１０ａ，５１０ｂは、上端及び下端に嵌合された取付部材５１２ａ，５１２ｂ
を介してベース部材３５１に取り付けられる。左右のガイドシャフト５１０ａ，５１０ｂ
は、互いに左右方向に離間するとともに、左側のガイドシャフト５１０ａに対し右側のガ
イドシャフト５１０ｂが僅かに前方に位置するように、互いに平行に設けられている。ま
た、ギヤ部材５１１は直接ベース部材３５１に取り付けられる。
【０１１３】
　移動部５０２は、特に図１７及び図１８に示すように、スライド部材５１５と、スライ
ド部材５１５の前面側に取り付けられるカバー部材５１６と、カバー部材５１６の前面側
に取り付けられ断面略コ字形をなす配線カバー５１７と、から主に構成されている。
【０１１４】
　スライド部材５１５の前面左右側には、前方に開口するガイド凹溝５１８ａ，５１８ｂ
が上下方向に延設されており、ガイドシャフト５１０ａ，５１０ｂにこれらガイド凹溝５
１８ａ，５１８ｂが背面側から嵌合されることで、上下方向に移動可能に案内されるよう
になっている。ガイド凹溝５１８ａの左側には、前方に開放される側面視Ｕ字形をなす軸
受溝５１９が前後方向に形成されているとともに、その右側にはギヤ挿通窓５２０が形成
されている。
【０１１５】
　また、ガイド凹溝５１８ａの上部には、上被検出部５２１ａが上向きに突設されている
とともに、ガイド凹溝５１８ａの下部には、下被検出部５２１ｂが下向きに突設されてい
る。上被検出部５２１ａは、装飾可動部５０３が駆動初期位置である上方位置に位置した
ときに上昇スイッチ（図示略）により検出され、下被検出部５２１ｂは、装飾可動部５０
３が下方位置に位置したときに下降スイッチ（図示略）により検出されるようになってい
る。
【０１１６】
　カバー部材５１６は、スライド部材５１５の前面を被覆可能な大きさを有する被覆板５
１６ａと、被覆板５１６ａの上辺から前向きに屈曲される上板５１６ｂ及び被覆板５１６
ａの下辺から前向きに屈曲される下板５１６ｃとにより断面略前向きコ字形をなす板材か
らなり、取り付けられた状態においてガイド凹溝５１８ａ，５１８ｂや軸受溝５１９の前
面開口を閉鎖するように設けられる。
【０１１７】
　また、前方が開口する横向き凹溝状に形成されているとともに、その前面側に後向きコ
字形をなす配線カバー５１７が取り付けられることで、これらカバー部材５１６と配線カ
バー５１７とにより、配線が挿通可能な配線挿通部５２３（図１８（ａ）（ｂ）参照）が
形成されるようになっている。
【０１１８】
　カバー部材５１６の右側辺上部には、上板５１６ｂの上面右端部に突設される支持アー
ム５２２ｂと、該支持アーム５２２ｂの上端に設けられる前後方向を向くガイドバー５２
２ａと、からなる配線規制部５２２Ａが設けられている。また、カバー部材５１６の右側
辺下部には、下板５１６ｃの下面右端部に突設される支持アーム５２２ｂと、該支持アー
ム５２２ｂの下端に設けられる前後方向を向くガイドバー５２２ａと、からなる配線規制
部５２２Ｂが設けられている。図１８（ａ）（ｂ）に示すように、ガイドバー５２２ａは
、右側のガイドシャフト５１０ｂよりも右側方前方に位置するように配置されており、こ
れにより配線挿通部５２３の右側開口の直上及び直下に配置される。
【０１１９】
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　軸受溝５１９には、昇降モータ５２５の駆動軸５２５ａ（図１８（ｃ）参照）に相対回
転不能に固着される駆動ギヤ５２６の軸部が回動可能に軸支される。駆動ギヤ５２６は、
軸心が左右方向を向くとともに、ギヤの歯の後部がギヤ挿通窓５２０を介してスライド部
材５１５の背面側に臨み、該ギヤ挿通窓５２０の背面側に対向して配置されるラックギヤ
５１１ａに噛合されるようになっている。よって、昇降モータ５２５により駆動ギヤ５２
６が回動されることで、移動支持部５０１に対して移動部５０２及び装飾可動部５０３が
上方または下方に移動する。
【０１２０】
　装飾可動部５０３は、図１５及び図１６に示すように、移動部５０２の左側方に取付部
材５３０を介して取り付けられている。取付部材５３０は、左右方向を向く第１取付板５
３０ａと、該第１取付板５３０ａの背面左右方向中央位置に直交して設けられる第２取付
板５３０ｂと、から構成される。第１取付板５３０ａの前面には、左側に向けて延びる装
飾板５３１が取り付けられているとともに、その左端部には、発光装飾体５３２が取り付
けられている。
【０１２１】
　発光装飾体５３２は、正面視ハート型をなし前面が開口する箱状に形成されたベース部
材５３３と、ベース部材５３３の前面に配設され、前面に昇降ＬＥＤ５３５が複数設けら
れたＬＥＤ基板５３４と、ＬＥＤ基板５３４の前面側に配置される透光性シート５３６と
、ＬＥＤ基板５３４の前面側を被覆するようにベース部材５３３の前面を閉鎖するレンズ
部材５３７と、から主に構成され、ベース部材５３３は第１取付板５３０ａの前面左端部
に取り付けられている。尚、レンズ部材５３７の前面に設けられる装飾部材は図示を省略
している。
【０１２２】
　また、図１６に示すように、装飾板５３１の背面には、昇降中継基板５３８が設けられ
ている。昇降中継基板５３８には、ＬＥＤ基板５３４からの配線（図示略）と、昇降モー
タ５２５からの配線が接続されているとともに、これらＬＥＤ基板５３４及び昇降モータ
５２５からの配線の端子がまとめられた基板側コネクタＣＮＫ１が設けられている。
【０１２３】
　図２７に示すように、昇降中継基板５３８は、ベース部材３５１の背面上部に取り付け
られるベース側中継基板５３９を含む中継基板を介して演出制御基板８０に接続されてい
る。そして、昇降中継基板５３８とベース側中継基板５３９とは、可撓性を有するケーブ
ルＣ（図２７，２８参照）を介して配線接続されている。詳しくは、ケーブルＣの一端に
設けられた配線側コネクタＣＮＨ１は、可動側配線保持部となる基板側コネクタＣＮＫ１
に接続され、ケーブルＣの他端に設けられた配線側コネクタＣＮＨ２は、ベース側中継基
板５３９に設けられたベース側配線保持部となる基板側コネクタＣＮＫ２に接続される。
【０１２４】
　一方、取付部材５３０の第２取付板５３０ｂの左側面には、昇降モータ５２５が、駆動
軸５２５ａが第２取付板５３０ｂを貫通して移動部５０２側に突出されるように固定され
ている。そして、第２取付板５３０ｂを貫通して移動部５０２側に突出された駆動軸５２
５ａは、軸受溝５１９に配置されて駆動ギヤ５２６が嵌合される。
【０１２５】
　次に、第１演出装置４００及び第２演出装置５００のベース部材３５１に対する配設状
態について、図１９～図２２にもとづいて説明する。図１９は、装飾ユニットを示す正面
図である。図２０は、図１９のＢ－Ｂ断面図である。図２１は、（ａ）は図１９のＣ－Ｃ
断面図、（ｂ）は第１，２演出位置に移動した状態を示す断面図である。図２２は、図１
９のＤ－Ｄ断面図である。
【０１２６】
　まず、図１９～図２１に示すように、左側の第１回動ユニット４１０Ｌは、支持部４１
２Ｌの下端の回動軸４２７が、ベース部材３５１における表示用開口３５２の左側方下部
に位置するようにベース部材３５１に対して回動可能に設けられる。具体的には、回動軸
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４２７の軸心Ｐ１は、前後方向、つまり遊技機の奥行き方向に向けて略水平に配設されて
いる。
【０１２７】
　回動軸４２７は、装飾部４１１Ｌの前面に対して略直交するように設けられているため
、装飾部４１１Ｌは、表示用開口３５２の左側方位置において略垂直姿勢をなす第１退避
位置と、表示用開口３５２側に傾倒するように回動され、遊技者から視認可能となるよう
に演出表示装置９の表示画面の前面側に重なるように配置される第１演出位置と、の間で
移動可能に設けられている。すなわち、装飾部４１１Ｌは、第１退避位置から第１演出位
置までの第１移動範囲内において、演出表示装置９の表示画面や遊技盤６の盤面に対し略
平行に移動するようになっている。
【０１２８】
　左側の第２回動ユニット４７０Ｌは、第２可動部４７２Ｌの回動軸４７５Ｌが、ベース
部材３５１における表示用開口３５２の左側方における第１回動ユニット４１０Ｌよりも
背面側に位置するようにベース部材３５１に対して回動可能に設けられる。具体的には、
回動軸４７５Ｌの軸心Ｐ２は、前後方向、つまり遊技機の奥行き方向に向けて左右及び上
下方向に対し傾斜して配設されている。より詳しくは、背面側に向けて漸次右側下方に、
軸心Ｐ１に対し交差するように傾斜しているため、第２退避位置において第１回動ユニッ
ト４１０Ｌの背面側に配置されるとともに、さらに下端の回動軸４７５Ｌ側から上端（先
端）に向けて漸次第１回動ユニット４１０Ｌから背面側に離れるように傾倒して配置され
る。
【０１２９】
　回動軸４７５Ｌは、第２可動部４７２Ｌの前面に対して略直交するように設けられてい
るため、第２可動部４７２Ｌは、表示用開口３５２の左側方位置において正面視略垂直姿
勢をなす第２退避位置と、表示用開口３５２側に傾倒するように回動され、遊技者から視
認可能となるように演出表示装置９の表示画面の前面側に重なるように配置される第２演
出位置と、の間で移動可能に設けられている。すなわち、第２可動部４７２Ｌは、第２退
避位置から第２演出位置までの第２移動範囲内において、演出表示装置９の表示画面や遊
技盤６の盤面に対し傾斜する方向へ、つまり、第１回動ユニット４１０Ｌの第１移動範囲
に近づく方向に移動するようになっている。
【０１３０】
　次に、図１９及び図２２に示すように、右側の第１回動ユニット４１０Ｒは、取付部材
４４７の下端の回動軸４４９が、ベース部材３５１における表示用開口３５２の右側方上
部に位置するようにベース部材３５１に対して回動可能に設けられる。具体的には、回動
軸４４９の軸心Ｐ３は、前後方向、つまり遊技機の奥行き方向に向けて略水平に配設され
ている。
【０１３１】
　回動軸４４９は、装飾部４１１Ｒの前面に対して略直交するように設けられているため
、装飾部４１１Ｒは、表示用開口３５２の右側方位置において略垂直姿勢をなす第１退避
位置と、表示用開口３５２側に傾倒するように回動され、演出表示装置９の表示画面の前
面側に重なるように配置される第１演出位置と、の間で移動可能に設けられている。すな
わち、装飾部４１１Ｒは、第１退避位置から第１演出位置までの第１移動範囲内において
、演出表示装置９の表示画面や遊技盤６の盤面に対し略平行に移動するようになっている
。
【０１３２】
　右側の第２回動ユニット４７０Ｒは、第２可動部４７２Ｒの回動軸４７５Ｒが、ベース
部材３５１における表示用開口３５２の右側方における第１回動ユニット４１０Ｒよりも
背面側に位置するようにベース部材３５１に対して回動可能に設けられる。具体的には、
回動軸４７５Ｒの軸心Ｐ４は、前後方向、つまり遊技機の奥行き方向に向けて左右及び上
下方向に対し傾斜して配設されている。より詳しくは、背面側に向けて漸次左側下方に、
回動軸４４９の軸心Ｐ３に対し交差するように傾斜しているため、第２退避位置において
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第１回動ユニット４１０Ｒの背面側に配置されるとともに、さらに下端の回動軸４７５Ｒ
側から上端（先端）に向けて漸次第１回動ユニット４１０Ｒから背面側に離れるように傾
倒して配置される。
【０１３３】
　回動軸４７５Ｒは、第２可動部４７２Ｒの前面に対して略直交するように設けられてい
るため、第２可動部４７２Ｒは、表示用開口３５２の右側方位置において正面視略垂直姿
勢をなす第２退避位置と、表示用開口３５２側に傾倒するように回動され演出表示装置９
の表示画面の前面側に重なるように配置される第２演出位置と、の間で移動可能に設けら
れている。すなわち、第２可動部４７２Ｒは、第２退避位置から第２演出位置までの第２
移動範囲内において、演出表示装置９の表示画面や遊技盤６の盤面に対し傾斜する方向へ
、つまり、第１回動ユニット４１０Ｒの第１移動範囲に近づく方向に移動するようになっ
ている。
【０１３４】
　次に、第１演出装置４００Ｌ，４００Ｒの動作態様及び装飾態様について、図２３及び
図２４にもとづいて説明する。図２３は、（ａ）は第１回動ユニットが第１演出位置に位
置した状態、（ｂ）は第２回動ユニットが第２演出位置に、第２演出装置が下方位置に位
置した状態を示す概略正面図である。図２４は、（ａ）は第１回動ユニットが第１演出位
置に位置した状態を示す概略平面図、（ｂ）は第２回動ユニットが第２演出位置に位置し
た状態を示す概略平面図である。
【０１３５】
　図２３（ａ）に示すように、左側の第１回動ユニット４１０Ｌの回動軸４２７は演出表
示装置９の表示画面の左側下方に位置し、右側の第１回動ユニット４１０Ｒの回動軸４４
９は演出表示装置９の表示画面の右側上方に位置するため、第１退避位置から第１演出位
置まで移動したときに、双方の装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒが、演出表示装置９の表示画面
の左下から斜め右上がりに略一直線上に配置されるようになっている。また、演出制御用
ＣＰＵは、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒを第１演出位置に移動させたときに第１回動ＬＥＤ
４１６Ｌ，４１６Ｒ（図６，９参照）を発光させることが可能である。
【０１３６】
　図２３（ｂ）に示すように、左右の第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒの回動軸４７
５Ｌ，４７５Ｒは、演出表示装置９の表示画面の左右側下方にそれぞれ略同高さに位置す
るため、第２退避位置から第２演出位置まで移動したときに、双方の第２可動部４７２Ｌ
，４７２Ｒの先端部が、演出表示装置９の表示画面の左右方向中央下部位置にて前後に重
畳され、これにより左右の第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒが連続してアーチ状に配置され
、演出表示装置９の表示画面が上下に分割されるように見える。
【０１３７】
　尚、第２演出装置５００は、上方位置と下方位置との間で昇降可能とされており、下方
位置まで下降したときに、第２演出位置まで移動した第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒの下
方位置に配置されるようになっている。これにより、第２演出装置５００の装飾可動部５
０３の上方に第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒが配置されることになるので、あたかも第２
可動部４７２Ｌ，４７２Ｒにより装飾可動部５０３の上昇が規制されているように見せる
ことができる。つまり、一方の可動部が他方の可動部の移動を規制するように配置されて
いる。
【０１３８】
　但し、第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒは、第２演出位置において下方位置にある装飾可
動部５０３よりも前方位置に配設されている、つまり、第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒと
装飾可動部５０３とは互いに前後方向に異なる位置に配設されているので、第２可動部４
７２Ｌ，４７２Ｒを第２演出位置に退避させたり、装飾可動部５０３を上方位置に移動さ
せる際に互いに接触したりすることが防止される。
【０１３９】
　また、図２３（ｂ）に示すように、あたかも下方位置に配置された装飾可動部５０３の
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上昇を規制するように第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒが第２演出位置に配置される可動演
出は、飾り図柄（特別図柄）の可変表示期間中の所定のタイミングで一時的に実行される
ものでなく、例えば、大当り遊技状態中や、あるいは、通常状態に比べて特図変動時間が
短縮されるとともに可変表示結果が「大当り」となって大当り遊技状態に制御される確率
が通常状態や時短状態よりも高くなる確率変動に制御可能な遊技機において、遊技状態が
非確変状態ではなく確変状態であることを示唆する所謂潜伏演出中等、所定期間にわたり
継続して実行されるものであってもよい。
【０１４０】
　図２４に示すように、本発明の実施例としての第１演出装置４００Ｌ，４００Ｒにあっ
ては、第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒは、前後方向を向く回動軸４２７，４４９を
中心として、第１退避位置から第１演出位置までの第１移動範囲内で回動可能に設けられ
、第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒは、回動軸４２７，４４９とは異なる回動軸４７
５Ｌ，４７５Ｒを中心として、第１退避位置に対しパチンコ遊技機１の奥行き方向（前後
方向）に離れた第２退避位置から第２演出位置までの第２移動範囲内で回動可能に設けら
れており、回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒは、第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒが第２退
避位置から回動したときに第１移動範囲に近づくように、回動軸４２７，４４９に対して
傾斜して設けられている。
【０１４１】
　第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒの第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒは、第２退避位
置では、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒに対し奥行き方向に重なるように配置されるが（図２
４（ａ）参照）、第２演出位置に向けて移動することにより装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒの
第１移動範囲、つまり移動軌跡に近づくことで、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒとの奥行き方
向の位置ずれが少なくとも第１退避位置及び第２退避位置にあるときよりも小さくなる（
図２４（ｂ）参照）。
【０１４２】
　詳しくは、図２４（ａ）に示すように、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒの所定位置（ここで
は先端部）における演出表示装置９の表示画面からの離間距離Ｌ１と、図２４（ｂ）に示
すように、第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒの所定位置（ここでは先端部）における演出表
示装置９の表示画面からの離間距離Ｌ２とはほぼ同寸となっている（Ｌ１≒Ｌ２）。よっ
て、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒが第１演出位置まで移動した場合と、第２可動部４７２Ｌ
，４７２Ｒが第２演出位置まで移動した場合とで、奥行き方向の位置ずれが生じて遊技者
に違和感を与えることが防止される。
【０１４３】
　また、可動部を演出表示装置９の表示画面の前面側に出現させる可動演出を実行する際
において、出現させたときに最もインパクトを与えられる奥行き面（前後位置）に、従来
例の技術では、一の収納箇所に収納された複数の可動部のうち一しか出現させることがで
きないが、本実施例では複数の可動部を同じ奥行き面（前後位置）に出現させることがで
きる。
【０１４４】
　また、演出表示装置９の表示画面に表示した画像と出現させた可動部とを合わせた演出
を行う際に、従来例では、可動部によって出現する前後方向の位置が異なってくるため、
出現する可動部によって遊技者からの見え具合が変わってしまうため、遊技者に違和感を
与えてしまう虞があった。しかし、本実施例では、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒと第２可動
部４７２Ｌ，４７２Ｒとを前後方向の略同位置に移動させることができるため、遊技者に
違和感を与えることなく、表示と構造物とを合わせた演出を行うことが可能となる。
【０１４５】
　また、本実施例では、第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒの回動軸４２７，４４９に
対して、第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒの回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒの後端を、中
央寄りに水平に傾けるだけでなく、下方にも傾けていることで、第１回動ユニット４１０
Ｌ，４１０Ｒの下方位置に第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒの回動軸４７５Ｌ，４７
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５Ｒを近づけて配設することができ、これにより、第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒ
に対して第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒを前後方向に近接して配置することが可能
となるため、前後方向の設置幅を極力短寸化することができる。
【０１４６】
　また、第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒの第１回動範囲に対し、第２回動ユニット
４７０Ｌ，４７０Ｒの第２回動範囲が近づくように設けられるだけでなく、第１回動ユニ
ット４１０Ｌ，４１０Ｒに対し第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒが前後に傾倒した状
態で回動することで双方の動きが複雑になるため、演出効果が向上する。
【０１４７】
　また、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒと第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒとの間、つまり第１
移動範囲と第２移動範囲との間に、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒ及び第２可動部４７２Ｌ，
４７２Ｒの奥行き方向への移動を規制する規制片４３５が設けられていることで、装飾部
４１１Ｌ，４１１Ｒ及び第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒが移動範囲内で何らかの要因によ
り奥行き方向に揺れること等によって互いに接触することを防止できる。
【０１４８】
　特に第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒや第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒのよ
うに、可動部が所定長さを有するとともに一端に回動軸が設けられている場合、片持ち支
持状態となるため、回動軸と反対側の端部側に行くほど強度が低下して撓みが生じやすく
なるばかりか、さらに先端側の装飾部などにモータのような重量物が搭載されるとぶれが
生じやすくなる。よって、このような規制片４３５を回動軸から離れた箇所に配設するこ
とで、各可動部の先端側を安定して移動案内させることができるばかりか、前後の可動部
同士の接触等を効果的に防止できる。
【０１４９】
　さらに規制片４３５は、第１演出位置から第１移動範囲に沿うように（回動軸４２７，
４４９に対して直交する方向に向けて）延設される第１規制面４３５ａと、第２演出位置
から第２移動範囲に沿うように（回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒに対して直交する方向に向け
て）延設される第２規制面４３５ｂと、を有することで、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒ及び
第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒは、それぞれの規制面４３５ａ，４３５ｂにより移動方向
に沿って案内されるので、移動時の接触だけでなく奥行き方向の揺れが防止される。
【０１５０】
　次に、本発明の変形例としての第１演出装置について説明する。図２５は、（ａ）は本
発明の変形例としての第１演出装置の動作態様を示す概略図、（ｂ）はさらに他の変形例
としての第１演出装置の動作態様を示す概略図である。
【０１５１】
　本実施例では、第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒの背面側に配設される第２回動ユ
ニット４７０Ｌ，４７０Ｒの回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒを回動軸４２７，４４９に対して
傾けることで、第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒが装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒの第１移動範
囲に近づくように設けられていたが、図２５（ａ）に示すように、第１回動ユニット４１
０Ｌ，４１０Ｒの回動軸４２７，４４９を、第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒの回動
軸４７５Ｌ，４７５Ｒに対して傾けることで、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒが第２可動部４
７２Ｌ，４７２Ｒの第２移動範囲に近づくように設けてもよい。
【０１５２】
　この場合、第１演出位置及び第２演出位置において、演出表示装置９の表示画面から装
飾部４１１Ｌ，４１１Ｒ及び第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒの所定箇所（先端部）までの
離間距離Ｌ３はほぼ同じであり、Ｌ１，Ｌ２よりも表示画面に近い位置に配置される。
【０１５３】
　また、図２５（ｂ）に示すように、第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒの回動軸４２
７，４４９及び第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒの回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒ双方を
互いに傾けることで、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒ及び第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒの第
１，２移動範囲が互いに近づくように設けてもよい。
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【０１５４】
　また、この場合、第１演出位置における演出表示装置９の表示画面から装飾部４１１Ｌ
，４１１Ｒの所定箇所（先端部）までの離間距離Ｌ４に比べて、第２演出位置における演
出表示装置９の表示画面から第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒの所定箇所（先端部）までの
離間距離Ｌ５の方が大きくなるように設けられている。
【０１５５】
　このように、第１演出位置と第２演出位置とは、前後方向に完全に同じ位置でなくても
よく、前後方向に僅かに異なるようになっていてもよい。すなわち、第２回動ユニット４
７０Ｌ，４７０Ｒの第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒが第２退避位置から移動したときに装
飾部４１１Ｌ，４１１Ｒの第１移動範囲に近づくとは、本実施例のように、回動軸４７５
Ｌ，４７５Ｒの所定箇所が装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒの第１移動範囲に前後方向に重なる
場合や（図２４（ｂ）参照）、第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒが装飾部４１１Ｌ，４１１
Ｒの第１移動範囲を前方または後方に通り越してしまう場合や（図２５（ｂ）参照）、あ
るいは、第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒが装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒの第１移動範囲に近
接するが到達しない場合（図示略）も含まれる。
【０１５６】
　また、図２３に示すように、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒの第１演出位置と第２可動部４
７２Ｌ，４７２Ｒの第２演出位置とは、正面視で同じ位置でも異なる位置でもよい。つま
り、それぞれの第１演出位置と第２演出位置とで前後方向に大きな位置ずれが生じなけれ
ば、第１演出位置と第２演出位置とは前後方向に完全に重畳する位置でなくてもよい。
【０１５７】
　また、図２０及び図２２に示すように、回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒは、第２退避位置に
おいて第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒが回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒ（下端）から先端（上
端）に行くにつれて装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒから離れるように設けられていることで、
回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒから離れ不安定な先端は、第２退避位置においては装飾部４１
１Ｌ，４１１Ｒから極力離れて配置されるので、装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒと装飾部４１
１Ｌ，４１１Ｒとが移動範囲内で何らかの要因により奥行き方向に揺れること等によって
互いに接触することを防止できる。
【０１５８】
　ここで、本発明の他の変形例としての第１演出装置について説明する。図２６は、（ａ
）は本発明の他の変形例としての第１演出装置を示す概略図、（ｂ）はさらに他の変形例
としての第１演出装置を示す概略図である。
【０１５９】
　上記したように、回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒを背面側に向けて下方に傾斜させることで
、第２退避位置において第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒの上端が背面側に傾倒し、これに
より装飾部４１１Ｌ，４１１Ｒから離れるようになっていたが、例えば図２６（ａ）に示
すように、第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒの所定箇所を前方に向けて屈曲させたり、図２
６（ｂ）に示すように湾曲させたりしてもよい。
【０１６０】
　このように第２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒを屈曲させたり湾曲させたりすることで、第
２可動部４７２Ｌ，４７２Ｒの重心位置が回動軸４７５Ｌ，４７５Ｒから離れてバランス
が悪くなったり、先端が重く不安定になり揺動しやすくなること等が防止される。
【０１６１】
　次に、第２演出装置５００の配線状況について、図２７及び図２８にもとづいて説明す
る。図２７は、（ａ）は第２演出装置の配線状況を示す概略正面図、（ｂ）は（ａ）のＥ
－Ｅ断面図である。図２８は、（ａ）は移動部を示す拡大図、（ｂ）はスパイラルチュー
ブ、（ｃ）は図２７（ｂ）の要部拡大断面図である。
【０１６２】
　図２７及び図２８に示すように、ベース部材３５１の前面における表示用開口３５２の
右側に配設された移動支持部５０１の右側には、ギヤ部材５１１が固定される固定部材５
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５０と該固定部材５５０の前面に配設されるカバー部材５５１とにより、ケーブルＣを収
容可能な横断面略長方形状をなす配線収容空間部５５２が上下方向に向けて延設されてい
る。
【０１６３】
　配線収容空間部５５２の左側面前部には、配線挿通溝５５３が上下方向に向けて延設さ
れている。この配線挿通溝５５３は、移動部５０２の配線規制部５２２Ａ，５２２Ｂの右
側に対向して配設されており、ガイドバー５２２ａが配線挿通溝５５３に沿って上下方向
に移動するようになっている。ガイドバー５２２ａは、配線挿通溝５５３の前後幅よりも
若干長寸に形成され、かつ、配線挿通溝５５３の延設方向に対し略直交する前後方向を向
いているため、配線挿通溝５５３の所定箇所から延出されるケーブルＣを、上方または下
方から確実に係止できるようになっている。
【０１６４】
　また、固定部材５５０の上下方向の略中央位置、つまり移動支持部５０１の上下方向の
略中央位置には、配線挿通口５５４が形成されているとともに、ベース部材３５１におけ
る配線挿通口５５４に対応する位置には開口５５５が形成されており、ケーブルＣをベー
ス部材３５１の前後に挿通できるようになっている。
【０１６５】
　一端に設けられた配線側コネクタＣＮＨ１を介して昇降中継基板５３８の基板側コネク
タＣＮＫ１に接続されたケーブルＣの他端に設けられた配線側コネクタＣＮＨ２は、装飾
板５３１の背面側から移動部５０２の配線挿通部５２３に挿入されて右側方に延出された
後、配線挿通溝５５３を介して配線収容空間部５５２内に挿入され、さらに配線挿通口５
５４、開口５５５を介してベース部材３５１の背面側に延出された後、ベース側中継基板
５３９の基板側コネクタＣＮＫ２に接続される。
【０１６６】
　また、ケーブルＣは、移動部５０２が上方位置と下方位置との間で移動する間に余剰部
が生じる程度の長さを有し、その外周には、図２８（ｂ）に示すように、帯状の弾性部材
を螺旋状に巻回することにより複数の配線を束ねてなる配線保護部材としてのスパイラル
チューブ５６０が外周に巻装されている。これにより、複数本のケーブルが束ねられるだ
けでなく、ケーブルが配線規制部５２２Ａ，５２２Ｂのガイドバー５２２ａや移動部５０
２との接触を繰り返すことによる断線等を防止することができるばかりか、ケーブルＣが
屈曲されにくくなるので、移動部５０２の移動を妨げにくくなる。
【０１６７】
　また、スパイラルチューブ５６０により複数の配線が束ねられることで、移動部５０２
の移動の際に細いケーブル一本一本を噛んでしまうことが防止される。また、スパイラル
チューブ５６０は、配線を束ねた状態でも、管状の弾性部材に螺旋状の切込みを入れるこ
とにより形成されているため、束ねられた配線の変形自由度が制限されにくくなるので、
移動部５０２の移動に応じて過度な反発力を発生させることなく、ケーブルを退避させる
ことができる。
【０１６８】
　このように、本発明の実施例としての第２演出装置５００にあっては、ベース部材３５
１に上下方向に向けて延設され、移動部５０２を移動可能に支持する移動支持部５０１と
、装飾可動部５０３に搭載された電気部品である昇降ＬＥＤ５３５や昇降モータ５２５に
接続され、該装飾可動部５０３に設けられた可動側配線保持部である基板側コネクタＣＮ
Ｋ１とベース部材３５１に設けられたベース側配線保持部である基板側コネクタＣＮＫ２
との間に掛け渡された可撓性を有するケーブルＣと、移動部５０２における移動支持部５
０１の延設方向、つまり上下方向に向けて突設され、ケーブルＣが移動支持部５０１を構
成するガイドシャフト５１０ａ，５１０ｂやギヤ部材５１１に近づくことを規制する配線
規制部５２２Ａ，５２２Ｂと、を備えている。
【０１６９】
　よって、移動部５０２が上方または下方に移動する際に移動先のガイドシャフト５１０
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ａ，５１０ｂやギヤ部材５１１にケーブルＣ’（図２８（ａ）中一点鎖線参照）が存在し
ても、移動部５０２よりも配線規制部５２２Ａ，５２２Ｂの方が先にケーブルＣに接触し
て該ケーブルＣが近づくことが規制されるため、ケーブルＣがガイドシャフト５１０ａ，
５１０ｂやギヤ部材５１１に入り込んだり、ガイドシャフト５１０ａ，５１０ｂとガイド
凹溝５１８ａ，５１８ｂとの間、つまり被支持部に入り込むなどして移動部５０２の移動
が妨げられること等が防止される。
【０１７０】
　特に配線規制部５２２Ａ，５２２Ｂは、配線挿通溝５５３に対向して配置され、特にガ
イドバー５２２ａは、配線挿通溝５５３の長手方向に対し直交するように配設されている
ことで、ケーブルＣが配線挿通溝５５３から移動支持部５０１側に膨出されても、移動方
向に突設されている配線規制部５２２Ａ，５２２Ｂがスリット状の配線挿通溝５５３の近
傍を沿うように移動してくることで、膨出されたケーブルＣが漸次配線収容空間部５５２
内に押し戻される。このように、このように配線挿通溝５５３が上下方向に延設されるこ
とで、ケーブルＣの動きや変形を大きく妨げることなく、かつ、配線挿通溝５５３から飛
び出してきたときにはケーブルＣを配線収容空間部５５２内に上手く押し戻して収容させ
ることができるため、ケーブルＣを無理に屈曲させて断線させたりすることなく、移動部
５０２の移動の邪魔になることを防止できる。
【０１７１】
　また、ベース部材３５１の背板を挟んで移動支持部５０１の反対側に設けられ、電気部
品である昇降ＬＥＤ５３５や昇降モータ５２５にケーブルＣを介して接続されるベース側
中継基板５３９と、ベース部材３５１の背板に形成され、ケーブルＣを挿通可能とする配
線挿通口５５４と、を備え、配線挿通口５５４は、移動支持部５０１の長手方向の略中央
位置近傍に形成されていることで、配線挿通口５５４から移動部５０２まで延出されるケ
ーブルＣの長さを極力短くすることができるので、余剰したケーブルＣが邪魔になりにく
くなる。
【０１７２】
　尚、本実施例では、配線挿通口５５４は移動支持部５０１の長手方向の略中央位置に設
けられていたが、上部または下部に設けられていてもよく、種々に変更可能である。
【０１７３】
　また、本実施例では、配線規制部５２２Ａ，５２２Ｂは、配線挿通溝５５３との対向位
置にのみ形成されていたが、ケーブルＣがガイドシャフト５１０ａ，５１０ｂ等に近づく
ことを規制するものであれば、例えば移動部５０２の上面及び下面からガイドシャフト５
１０ａ，５１０ｂの周囲を覆うように筒状に形成されていてもよく、形状は種々に変更可
能である。
【０１７４】
　また、本実施例では、配線挿通部５２３は移動部５０２の右側方にケーブルＣを延出す
るとともに、配線挿通口５５４は移動支持部５０１の右側方に設けられていたが、移動部
５０２からのケーブルＣの延出方向は、配線挿通口５５４の形成位置に応じて決定される
ものではなく、例えば配線挿通口５５４が移動支持部５０１の背面側に形成されていても
よい。
【０１７５】
　また、移動部５０２は、移動支持部５０１により昇降可能に設けられ、配線規制部５２
２Ａ，５２２Ｂは、上方に向けて突設される第１規制部５２２Ａと、下方に向けて突設さ
れる第２規制部５２２Ｂと、から構成され、移動部５０２が往路を移動するときでも復路
を移動するときでもケーブルＣが本体に近づくことを規制できる。
【０１７６】
　また、本実施例では、移動支持部５０１はガイドシャフト５１０ａ，５１０ｂにて構成
され、移動部５０２はこのガイドシャフト５１０ａ，５１０ｂに摺動可能に嵌合されてな
るものであったが、例えば移動支持部が所定長さを有するガイド溝であり、移動部がガイ
ド溝の長手方向に摺動可能に設けられていてもよく、移動支持部による移動部の支持構造
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は上記のものに限定されるものではない。
【０１７７】
　また、本実施例の第２演出装置５００は、上下方向に延設された移動支持部５０１によ
り移動部５０２が昇降可能に設けられていたが、移動方向は上下方向に限定されるもので
はなく種々に変更可能であり、例えば左右方向に延設された移動支持部５０１により移動
部５０２が左右方向に往復動可能に設けられている場合でも、移動部５０２における移動
支持部５０１の延設方向に第１規制部５２２Ａ及び第２規制部５２２Ｂを設けることで、
同様の作用・効果を得ることができる。
【０１７８】
　以上説明した第１演出装置４００Ｌ，４００Ｒの第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒ
及び第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒや第２演出装置５００の装飾可動部５０３は、
遊技中における種々のタイミングで可動させることが可能とされている。
【０１７９】
　具体的には、例えば、飾り図柄（特別図柄）の可変表示期間中の所定のタイミングでい
ずれかの可動部を可動させることで、飾り図柄の可変表示状態が所定のリーチ状態となる
ことに対する期待度や、大当り図柄が停止表示されて大当り遊技状態に制御されることに
対する遊技者の期待感を向上させることができる。
【０１８０】
　また、リーチ状態の成立後にいずれかの可動部を可動させることで、スーパーリーチに
発展することや大当り遊技状態に制御されることに対する遊技者の期待感を向上させるこ
とができる。
【０１８１】
　また、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリアに飾り図柄が停止表示されてハ
ズレ表示結果が導出表示された後にいずれかの可動部を可動させることで、図柄が再変動
して大当り図柄が停止表示されることに対する遊技者の期待感を向上させることができる
。
【０１８２】
　また、通常状態に比べて特図変動時間が短縮されるとともに、可変表示結果が「大当り
」となって大当り遊技状態に制御される確率が通常状態や時短状態よりも高くなる確率変
動に制御可能な遊技機において、非確変大当り図柄が停止表示された後や、該非確変大当
り図柄が停止表示されたことを契機に移行した大当り遊技状態中、さらに該大当り遊技状
態終了後に移行した遊技状態においていずれかの可動部を可動させることで、大当り遊技
状態終了後の遊技状態が、非確変状態から確変状態に昇格されることに対する遊技者の期
待感を向上させることができる。
【０１８３】
　また、各可動部の可動演出の実行タイミングは、上記したような図柄の可変表示期間中
の所定タイミングに限定されるものではなく、例えば大当り遊技中であってもよい。
【０１８４】
　また、可動演出は、複数のうちいずれの可動部を可動させてもよく、例えば大当り期待
度に応じて、可動させる可動部の種類や数、あるいは可動態様等を変えることで、遊技者
の期待感を効果的に煽ることができる。
【０１８５】
　次に、本実施例において演出制御用ＣＰＵが実行する演出装置の駆動制御について簡単
に説明する。
【０１８６】
　演出制御用ＣＰＵは、パチンコ遊技機１の電源投入時において、第１演出装置４００の
第１回動ユニット４１０Ｌ，４１０Ｒ及び第２回動ユニット４７０Ｌ，４７０Ｒと、第２
演出装置５００の装飾可動部５０３と、の位置を各種センサにて検出し、駆動初期位置に
セットする処理を実行する。そして各可動部４１０Ｌ，４１０Ｒ、４７０Ｌ，４７０Ｒ、
５０３がそれぞれ駆動初期位置にあることが検出されたときに、駆動源である各ステッピ
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ングモータの電源をｏｆｆ、つまり各励磁相を消磁する。
【０１８７】
　また、可動部４１０Ｌ，４１０Ｒ、４７０Ｌ，４７０Ｒ、５０３を駆動させるときには
、各種センサにて各可動部の位置を検出して確認した後、駆動する可動部に対応するステ
ッピングモータの電源をｏｎにして駆動させるだけでなく、駆動しない他の可動部に対応
するステッピングモータの電源もｏｎにして全励磁相を励磁して可動部の移動を強制的に
停止させる。そして、いずれかの可動部を演出位置に移動させた後、駆動初期位置まで戻
して停止させた後に全てのステッピングモータの電源をｏｆｆにするようにしている。
【０１８８】
　このように、複数の可動部を搭載するパチンコ遊技機１において、いずれかの可動部を
駆動する際に、駆動初期位置にある他の可動部のステッピングモータを励磁して可動を強
制的に停止させるようにすることで、可動部を駆動させないときは電源をｏｆｆ（消磁）
して省電力化を図ることができるとともに、いずれかの可動部を移動させる場合には、他
の可動部に対応するステッピングモータの電源をｏｎにし、各励磁相を励磁して強制的に
停止させることで、その可動部の移動による衝撃やパチンコ遊技機１に設けられた操作ボ
タン等の操作による衝撃等で、他の可動部が駆動初期位置から不用意に移動してしまうこ
とが防止される。
【０１８９】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【０１９０】
　また、前記実施例では、遊技媒体の一例として、球状のパチンコ球（遊技球）が適用さ
れていたが、球状の遊技媒体に限定されるものではなく、例えばメダル等の非球状の遊技
媒体であってもよい。また、遊技機はパチンコ遊技機に限定されるものではなく、遊技用
価値を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能とな
るとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置に表示結果
が導出されることにより１ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じ
て入賞が発生可能とされたスロットマシンであってもよい。
【符号の説明】
【０１９１】
１　　　　　　　　　パチンコ遊技機
３５１　　　　　　　ベース部材
４００Ｌ，４００Ｒ　第１演出装置
４１０Ｌ，４１０Ｒ　第１回動ユニット
４１１Ｌ，４１１Ｒ　装飾部
４２７　　　　　　　回動軸
４３５　　　　　　　規制片
４４９　　　　　　　回動軸
４７０Ｌ，４７０Ｒ　第２回動ユニット
４７２Ｌ，４７２Ｒ　第２可動部
４７５Ｌ，４７５Ｒ　回動軸
５００　　　　　　　第２演出装置
５０１　　　　　　　移動支持部
５０２　　　　　　　移動部
５０３　　　　　　　装飾可動部
５２２Ａ，５２２Ｂ　配線規制部
５２３　　　　　　　配線挿通部
５３８　　　　　　　昇降中継基板
５３９　　　　　　　ベース側中継基板
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５５２　　　　　　　配線収容空間部
５５３　　　　　　　配線挿通溝
５５４　　　　　　　配線挿通口
５６０　　　　　　　スパイラルチューブ
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【図２７】 【図２８】
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