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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転体と、
　該回転体を回転自在に支持する支持部を一面側に備えたベース部材と、
　前記回転体から延び且つ前記ベース部材に設けた貫通領域を経由して前記ベース部材の
他面側に配線されるフレキシブルケーブルと、を備え、
　前記回転体には、折り曲げて方向転換された前記フレキシブルケーブルの折り曲げ部を
保持する保持部材が突設され、且つ前記保持部材は前記貫通領域を介して前記支持部の裏
面側に突出しており、
　前記支持部の他面側に位置するフレキシブルケーブル部位は、所定の余長を有した状態
で前記支持部の前記他面側に設けた空所内に収容されており、該フレキシブルケーブルの
余長部分は前記回転体の回転動作に伴って前記空所内で撓み変形し、
　前記保持部材は、前記保持部材から引き出された直後における前記余長部分の湾曲と同
方向に湾曲し、前記保持部材の回動時に前記余長部分の内周面と接する曲面を有する湾曲
部を備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技機において、
　前記ベース部材の前記他面側に配線されるフレキシブルケーブルは、前記ベース部材の
側面内壁に沿って配線可能な幅を有するフレキシブルケーブルを所定本数重ねたケーブル
であり、前記フレーム部材外においては、幅広の１本のフレキシブルケーブルに集約され



(2) JP 5427910 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

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、パチンコ遊技機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機、スロットマシン等の各種遊技機においては、遊技盤面に設けた液晶表
示装置等の画像表示装置に遊技内容と関わりのある絵柄、文字、符号等の種々の画像を表
示して、遊技状況を表示したり、演出効果を発揮させるようにしている。
　また近年、液晶表示装置の表示画面前方に、可動役物を配置し、この可動役物種々動作
させるようにした遊技機が提案されている。
　例えば特許文献１には、可動役物として、電装部材を有して回転可能な演出用役物を備
えた遊技機が開示されている。
　特許文献１に開示の遊技機は、演出用役物を支持部材上に支持し、支持部材の軸線上で
演出用役物を回転させる構成を備えており、演出用役物に電装部材の発光を制御するため
の信号を供給するために、フレキシブルケーブル（ハーネス）を用いている。
　すなわち、回転可能な演出用役物を支持する支持部材と演出用役物とをハーネスによっ
て接続して演出用役物に信号を供給している。
　特許文献１に記載される特徴的な構成として、演出用役物を支持する支持部材側のハー
ネス接続部と、演出用役物側のハーネス接続部が、演出用役物の回転軸線上に対向配置さ
れている。
　そのため、演出用役物が回転移動させたとしても、演出用役物と支持部材との間のハー
ネスの動きを最小限にし、また他のハーネスが他の部材と接触することがないため、接触
部においてハーネスが断線したり、ハーネスと各接続部との接続が外れたりする不具合を
防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２７５３８０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、特許文献１に開示の構成（ハーネスと各接続部の関係）は、演出用役物
が支持部材の軸線上で回転する場合には適用可能であるが、演出用役物の回転軸方向とハ
ーネスの配線方向とが異なる場合には適用することが出来ない。
　また、演出用役物と支持部材との間に十分な距離がない場合も同様である。
　例えば、支持部材としてのベース部材の支持面上において、支持面に沿って回転する回
転体を支持し、遊技機本体からベース部材内部を介して回転体にハーネスを配線する場合
などは、特許文献１とは全く異なる配線方法を採用する必要がある。
　その場合、回転体の回転時にハーネスがベース部材内部において他の部材と接触し、接
触部に加わるテンションによってハーネスに断線等が生じる恐れがある。
　図３１は、ベース部材の支持面上に回転役物を支持した構成において、回転役物の回転
軸方向とベース部材内におけるハーネスの配線方向とが異なる場合の一例を示す図である
。
　図３１は、可動役物の一部である回転体４００を、軸４０１を中心に回動可能に支持す
るベース部材４０２を、その背面側から表示している。
　図３１の構成では、ベース部材４０２の側面内壁４０６に沿って配線されたハーネス５
００を回転体４００側に配線するには、一端折り曲げて配線方向を転換する必要がある。
　ハーネス５００は、回転体４００の背面側に突設した保持部材４０３によって折り曲げ
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部５００ａを保持されている。
　また、保持部材４０３は、フレキシブルケーブルの折り曲げ部を狭持する板状部材４０
３ａ、４０３ｂを備える。
　さらに、ベース部材４０２は、前面側から背面側にかけて貫通した貫通領域４０４を備
えており、保持部材４０３は、この貫通領域４０４を介してベース部材４０２内に突設さ
れ、また回転体４００の回転に伴って、貫通領域４０４内を移動可能としている。
　以上のように構成した結果、回転体４００の回転時、支持部材４０３からベース部材４
０２内に引き出されるフレキシブルケーブル５００が、支持部材４０３を構成する板状部
材４０３ａ端部の角部に接触する。
　その状態で、回転体４００が図中矢印Ｋ方向に回転すると、板状部材４０３ａとフレキ
シブルケーブルの接触部４０５に発生する剪断力によって、フレキシブルケーブルが断線
等する不具合があった。
　上記の不具合を鑑みて、本発明は、ベース部材上を回転する回転体側に信号を供給する
ハーネスが、回転体が回転した時にベース部材内の部材に接触しても、剪断力が加わって
断線等が発生するのを防ぐ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】
【０００５】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る遊技機は、回転体と、該回転体を回転
自在に支持する支持部を一面側に備えたベース部材と、前記回転体から延び且つ前記ベー
ス部材に設けた貫通領域を経由して前記ベース部材の他面側に配線されるフレキシブルケ
ーブルと、を備え、前記回転体には、折り曲げて方向転換された前記フレキシブルケーブ
ルの折り曲げ部を保持する保持部材が突設され、且つ前記保持部材は前記貫通領域を介し
て前記支持部の裏面側に突出しており、前記支持部の他面側に位置するフレキシブルケー
ブル部位は、所定の余長を有した状態で前記支持部の前記他面側に設けた空所内に収容さ
れており、該フレキシブルケーブルの余長部分は前記回転体の回転動作に伴って前記空所
内で撓み変形し、前記保持部材は、前記保持部材から引き出された直後における前記余長
部分の湾曲と同方向に湾曲し、前記保持部材の回動時に前記余長部分の内周面と接する曲
面を有する湾曲部を備えたことを特徴とする。
　また、請求項２の発明に係る遊技機は、請求項１に記載の遊技機において、前記ベース
部材の前記他面側に配線されるフレキシブルケーブルは、前記ベース部材の側面内壁に沿
って配線可能な幅を有するフレキシブルケーブルを所定本数重ねたケーブルであり、前記
フレーム部材外においては、幅広の１本のフレキシブルケーブルに集約されることを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００６】
　以上のように構成したので、本発明によれば、回転体が回転時にハーネスがベース部材
内の部材に接触しても、剪断力が加わって断線等が発生するのを防ぐことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係る遊技機の一例としてのパチンコ遊技機の構成例を示した
全体正面図である。
【図２】各種部品を搭載した遊技盤の正面図である。
【図３】遊技盤面上における各演出用可動装置の動作を示す説明図である。
【図４】遊技盤面上における各演出用可動装置の動作を示す説明図である。
【図５】遊技盤面上における各演出用可動装置の動作を示す説明図である。
【図６】遊技盤面上における各演出用可動装置の動作を示す説明図である。
【図７】遊技盤面上における各演出用可動装置の動作を示す説明図である。
【図８】第１の演出用可動装置が下降位置（第１の位置）にあるときの正面側斜視図であ
る。
【図９】第１の演出用可動装置の背面側斜視図である。
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【図１０】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は第１の演出用可動装置が上昇位置、中間位置、及び
下降位置にある時の正面図である。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は第１の演出用可動装置が上昇位置にあり且つ表示部材が縦
姿勢にある時の正面図、第１の演出用可動装置が上昇位置にあり且つ表示部材が水平姿勢
にある時の正面図である。
【図１２】（ｃ）及び（ｄ）は、第１の演出用可動装置が中間位置にある時の正面図、第
１の演出用可動装置が下降位置にある時の正面図である。
【図１３】第１の演出用可動装置の正面側分解斜視図である。
【図１４】第１の演出可動装置の動作機構の背面側分解斜視図である。
【図１５】ホルダ、及び移動機構の構成を示す背面側分解斜視図である。
【図１６】ホルダの分解斜視図を含む移動機構の正面側斜視図である。
【図１７】サブ画像表示装置が最下降位置にある時の動作機構の背面図である。
【図１８】（ａ）及び（ｂ）はサブ画像表示装置が順次上昇して行く過程を示す動作機構
の背面図である。
【図１９】（ａ）及び（ｂ）はサブ画像表示装置が順次上昇して最上位置に達する過程を
示す動作機構の背面図である。
【図２０】（ａ）乃至（ｃ）は動作機構がサブ画像表示装置を順次下降させる動作手順を
示す背面図である。
【図２１】（ａ）及び（ｂ）は昇降機構、駆動機構、ホルダのリンク状態（下降位置）を
示す正面図及び背面図である。
【図２２】演出用可動装置Ａにおける、サブ画像表示装置に映像信号を送信するためのフ
レキシブルケーブル（ハーネス）の配線を説明する図である。
【図２３】サブ画像表示装置からホルダＨ、第１の往復部材に至るフレキシブルケーブル
の配線を説明する分解図である。
【図２４】第１の往復部材の内部にけるフレキシブルケーブルの配線の態様を詳細に示し
た図である。
【図２５】連結部材が回転する際にフレキシブルケーブルが変形する様子を示した図であ
る。
【図２６】連結部材が回転する際にフレキシブルケーブルが変形する様子を示した図であ
る。
【図２７】連結部材が回転する際にフレキシブルケーブルが変形する様子を示した図であ
る。
【図２８】連結部材が回転する際のフレキシブルケーブルの変形に注目した拡大図である
。
【図２９】連結部材が回転する際のフレキシブルケーブルの変形に注目した拡大図である
。
【図３０】連結部材が回転する際のフレキシブルケーブルの変形に注目した拡大図である
。
【図３１】ベース部材の支持面上に回転役物を支持した構成において、回転役物の回転軸
方向とベース部材内におけるハーネスの配線方向とが異なる場合の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
　図１は本発明の実施形態に係る遊技機の一例としてのパチンコ遊技機の構成例を示した
全体正面図であり、図２は各種部品を搭載した遊技盤の正面図であり、図３乃至図７は遊
技盤面上における各演出用可動装置の動作を示す説明図である。
　図１において、遊技機１は、遊技店の島設備に取り付けられる外枠３００と、その外枠
３００により回動可能に支持されたガラス枠３１０と、が備えられている。外枠３００に
は遊技球が流下する遊技領域３が形成された遊技盤２が設けられている。
　ガラス枠３１０は、遊技盤２の前方（遊技者側）において遊技領域３を視認可能に覆う
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ガラス板（図示しない）を支持している。
　また、ガラス枠３１０には、回動操作されることにより遊技領域３に向けて遊技球を発
射させる操作ハンドル３１１と、音声出力装置（スピーカ）３１２と、複数のランプを有
する上下の演出用照明装置３１３ａ、３１３ｂと、押圧操作により演出態様を変更させる
ための演出ボタン３１４と、左右の演出用可動照明装置３２０Ｌ、３２０Ｒが設けられて
いる。演出用可動照明装置３２０Ｌ、３２０Ｒは、ガラス枠３１０の左上隅及び右上隅に
設けられている。
【０００９】
　演出用可動照明装置３２０Ｌ、３２０Ｒは、図示しない可動照明部を備えており、図１
に示す可動照明部を収納（閉塞）した状態から可動照明部を開放（突出）した状態に自動
的に変動させることができるように構成されている。
　さらに、ガラス枠３１０の下側には、受皿ユニット３１５が設けられている。受皿ユニ
ット３１５には、複数の遊技球を貯留する球皿部が設けられており、この球皿部は、操作
ハンドル３１１の方向側に遊技球が流下するように下りの傾斜を有している。そして、遊
技者が操作ハンドル３１１を回動させると、遊技球が遊技領域３に発射されることとなる
。
　上記のようにして発射された遊技球がレール５ａ、５ｂ間を上昇して玉戻り防止片５ｃ
を超えると、遊技領域３に到達し、その後遊技領域３内を落下する。このとき、遊技領域
３に設けられた複数の釘や風車によって、遊技球は予測不能に落下することとなる。
【００１０】
　次に、遊技盤２の遊技領域３の構成について説明する。
　図１、図２において、遊技領域３には、複数の一般入賞口１８が設けられている。これ
ら各一般入賞口１８に遊技球が入賞すると、所定の賞球（例えば１０個の遊技球）が払い
出される。
　また、遊技領域３の中央下側の領域には、遊技球が入球可能な始動領域を構成する第１
始動口１３および第２始動口１４が設けられている。
　この第２始動口１４は、開閉扉１４ｂを有しており、開閉扉１４ｂが閉状態に維持され
る第１の態様と、開閉扉１４ｂが開状態となる第２の態様とに可動制御される。従って、
第２始動口１４は、第１の態様にあるときには遊技球の入賞機会がなく、第２の態様にあ
るときには遊技球の入賞機会が増すこととなる。
【００１１】
　ここで、第１始動口１３または第２始動口１４に遊技球が入球すると、特別図柄判定用
乱数値等を取得し、大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選（以下、「大当たり抽選」と
いう）が行われる。また、第１始動口１３または第２始動口１４に遊技球が入球した場合
には、所定の賞球（例えば３個の遊技球）が払い出される。
　さらに、遊技領域３の右側の領域には、遊技球が通過可能な普通図柄用のゲート１５と
、遊技球が入球可能な第１大入賞口１６及び第２大入賞口１７とが設けられている。
　このため、操作ハンドル３１１を大きく回動させ、強い力で打ち出された遊技球でない
と、ゲート１５と第１大入賞口１６及び第２大入賞口１７とには遊技球が、通過または入
賞しないように構成されている。
　ゲート１５において遊技球の通過を検出すると、普通図柄判定用乱数値を取得し、「普
通図柄の当たり抽選」が行われる。
【００１２】
　第１大入賞口１６は、通常は第１大入賞口開閉扉１６ｂによって閉状態に維持されてお
り、遊技球の入球を不可能としている。これに対して、所定の特別遊技が開始されると、
第１大入賞口開閉扉１６ｂが開放されるとともに、この第１大入賞口開閉扉１６ｂが遊技
球を第１大入賞口１６内に導く受け皿として機能し、遊技球が第１大入賞口１６に入球可
能となる。第１大入賞口１６に遊技球が入球すると予め設定された賞球（例えば１５個の
遊技球）が払い出される。
【００１３】
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　第２大入賞口１７は、通常は第２大入賞口可動片１７ｂによって閉状態に維持されてお
り、遊技球の入球を不可能としている。これに対して、所定の特別遊技が開始されると、
第２大入賞口可動片１７ｂが開放されるとともに、この第２大入賞口可動片１７ｂが遊技
球を第２大入賞口１７内に導く誘導路として機能し、遊技球が第２大入賞口１７に入球可
能となる。第２大入賞口１７に遊技球が入球した場合も予め設定された賞球（例えば１５
個の遊技球）が払い出される。
　さらには、遊技領域３の最下部の領域には、一般入賞口１８、第１始動口１３、第２始
動口１４、第１大入賞口１６および第２大入賞口１７のいずれにも入球しなかった遊技球
を排出するためのアウト口１９が設けられている。
【００１４】
　また、遊技領域３の中央には開口部３Ａが形成されており、開口部３Ａの周縁に沿って
遊技球の流下に影響を与える飾り部材６が設けられている。この飾り部材６の略中央部分
（開放部）であって遊技盤の背面側には、液晶表示装置等からなる主画像表示装置（主表
示部材）７が設けられている。この主画像表示装置７の周縁には各種演出用可動装置Ａ～
Ｄが設けられている。
　この主画像表示装置（主表示部材）７は、遊技が行われていない待機中に画像を表示し
たり、遊技の進行に応じた画像を表示したりする。なかでも、後述する大当たり抽選の結
果を報知するための３個の演出図柄８が表示され、特定の演出図柄８の組合せ（例えば、
７７７等）が停止表示されることにより、大当たり抽選結果として大当たりが報知される
。
【００１５】
　具体的には、第１始動口１３または第２始動口１４に遊技球が入球したときには、３個
の演出図柄８をそれぞれスクロール表示するとともに、所定時間経過後に当該スクロール
を停止させて、演出図柄８を停止表示するものである。また、この演出図柄８の変動表示
中に、さまざまな画像やキャラクタ等を表示することによって、大当たりに当選するかも
しれないという高い期待感を遊技者に与えるようにもしている。
【００１６】
　各演出用可動装置Ａ～Ｄは、その動作態様によって遊技者に期待感を与えるものである
。各演出用可動装置は、例えば主画像表示装置の表示画面の周縁に退避した位置から中央
寄りに突出した位置に移動したり、変形する等の各種動作を行う。これら演出用可動装置
の動作態様によって、遊技者にさまざまな期待感を与えるようにしている。
　さらに、上記の各種の演出装置に加えて、音声出力装置３１２は、ＢＧＭ（バックグラ
ンドミュージック）、ＳＥ（サウンドエフェクト）等を出力し、サウンドによる演出を行
い、演出用照明装置３１３ａ、３１３ｂは、各ランプの光の照射方向や発光色を変更して
、照明による演出を行うようにしている。
【００１７】
　遊技盤２の左下方には、各種図柄を表示するための図柄表示装置８が設けられている。
　受皿ユニット３１５の上面には、一般的にチャンスボタンと呼ばれる演出ボタン３１４
が配置されている。演出ボタン３１４の操作は、例えば遊技中における特定のリーチ演出
に際し、演出ボタン３１４の操作を促すガイダンスが主画像表示装置７に表示されている
間有効となる。
　図１、図２において、飾り部材６の内側に露出した主画像表示装置７の表示画面（表示
面）７ａの前部下方には、第１の演出用可動装置Ａが配置され、表示画面７ａの左右両側
方に位置する飾り部材６の縦枠の裏側には第２の演出用可動装置Ｂが表示画面上に出没自
在に配置されており、表示画面７ａの上部中央には第３の演出用可動装置Ｃが昇降自在に
配置され、表示画面の左右両側方に位置する飾り部材部分の裏側には第４の演出用可動部
材Ｄが表示画面上に出没自在に配置されている。
【００１８】
　以下に、第１の演出用可動装置について説明する。
　図８は第１の演出用可動装置が下降位置（第１の位置）にあるときの正面側斜視図であ
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り、図９は第１の演出用可動装置の背面側斜視図であり、図１０（ａ）（ｂ）及び（ｃ）
は第１の演出用可動装置が上昇位置、中間位置、及び下降位置にある時の正面図であり、
図１１（ａ）及び（ｂ）は第１の演出用可動装置が上昇位置にあり且つ表示部材が縦姿勢
にある時の正面図、上昇位置にあり且つ表示部材が水平姿勢にある時の正面図であり、図
１２（ｃ）及び（ｄ）は第１の演出用可動装置が中間位置にある時の正面図、及び下降位
置にある時の正面図である。
【００１９】
　図１３は第１の演出用可動装置の正面側分解斜視図であり、図１４は第１の演出可動装
置の動作機構の背面側分解斜視図である。
　図１５はホルダ、及び移動機構の構成を示す背面側分解斜視図であり、図１６はホルダ
の分解斜視図を含む移動機構の正面側斜視図である。
　図１７はサブ画像表示装置が最下降位置にある時の動作機構の背面図であり、図１８（
ａ）及び（ｂ）はサブ画像表示装置が順次上昇して行く過程を示す動作機構の背面図であ
り、図１９（ａ）及び（ｂ）はサブ画像表示装置が順次上昇して最上位置に達する過程を
示す動作機構の背面図であり、図２０（ａ）乃至（ｃ）は動作機構がサブ画像表示装置を
順次下降させる動作手順を示す背面図であり、図２１（ａ）及び（ｂ）は昇降機構、駆動
機構、ホルダのリンク状態（下降位置）を示す正面図及び背面図である。
【００２０】
　図８乃至図２１に示すように、第１の演出用可動装置Ａは、サブ画像表示装置（表示部
材）３０、動作機構６０を主構成要素としている。
　即ち、主画像表示装置（主表示部材）７の前面にある表示画面７ａの前方にはサブ画像
表示装置（表示部材）３０が配置されており、サブ画像表示装置３０は、動作機構（サブ
画像表示装置動作機構）６０によって図１、図２、図１０（ｃ）、図１２（ｄ）等に示し
た下降位置（第１の位置）と、図３、図４、図１０（ａ）、図１１（ａ）等に示した上昇
位置（第２の位置）との間を進退自在に構成されている。
【００２１】
　サブ画像表示装置３０は、表示装置基部３３と、表示装置基部３３の前面に配置された
長方形状の表示画面（表示面）３１と、表示装置基部３３の後面に配置されたギミック等
の装飾部材５０と、を備えている。
　表示装置基部３３は、前面及び後面を除いた４つの側端部のうちの対向する２つの側端
部、本例では長手方向両側端部に夫々設けた被軸支部３４ａを夫々各ホルダ部材４０に設
けた軸支部３４によって軸支されることにより回転（自転）自在に構成されており、表示
画面３１と装飾部材５０を交互に前面側に方向転換して遊技者に視認させるように構成さ
れている。
　各ホルダ部材４０は、表示装置基部３３の長手方向両側端縁の各中間部に設けた各被軸
支部３４ａを回転自在に軸支することにより各被軸支部３４ａ（軸支部３４）間を結ぶ回
転軸線（第１の回転軸）３４Ａを中心として表示装置基部３３を正逆回転させる。
【００２２】
　また、各ホルダ部材４０は第１の回転軸３４Ａよりも後方寄り位置（且つ下方位置）に
、第１の回転軸３４Ａと平行な第２の回転軸（他の回転軸）４１を有し、各ホルダ部材４
０は第２の回転軸４１を中心として回動することにより、サブ画像表示装置３０が図１、
図１０（ｃ）等に示した下降位置にある時に、各ホルダ部材間に保持したサブ画像表示装
置３０の表示画面３１の上下方向角度を変化させるように構成されている。
【００２３】
　また、各ホルダ部材４０では、第２の回転軸４１は図１６等に示した弾性部材（トーシ
ョンバネ等）９７によって各ホルダ部材底面の前端部を下向きに下降させるように常時弾
性付勢されている。従って、ホルダ部材に対してその前部を上昇させる力が加わって上向
きに回動した場合であっても、その上向きの力が解除されることによりホルダは原位置（
下方へ回動し切った位置）に復帰するように構成されている。ホルダが下降へ回動し切っ
た位置においては、サブ画像表示装置の前面３１は略垂直な姿勢を維持している。
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【００２４】
　第２の回転軸４１は、２つのホルダ部材間を連結する連結部材４５によって支持されて
いる。つまり、連結部材４５に設けた第２の回転軸４１によって、各ホルダ部材４０は上
下方向へ回動自在に軸支されている。各ホルダ部材４０と連結部材４５とは、ホルダＨを
構成している。
【００２５】
　第２の回転軸４１により回動自在に保持された各ホルダ部材４０、及びサブ画像表示装
置３０は、動作機構６０によって所定の移動経路に沿って進退自在に構成されている。本
例では、主画像表示装置７の前面の表示画面７ａに沿って表示画面の端縁（下端縁）から
中心部方向に向けて進退するように構成されている。また、連結部材の背面中間部適所に
設けた第３の回転軸４６を、動作機構６０を構成する部材（第１の往復部材７１）によっ
て軸支することにより、ホルダＨ、及びサブ画像表示装置は主画像表示装置の表示画面と
ほぼ並行な平面に沿って回転する。第３の回転軸４６は、第１の回転軸３４Ａ、及び第２
の回転軸４１と直交（或いは交差）しているため、サブ画像表示装置３０とホルダＨは、
直交した各回転軸を中心として夫々異なった方向に回転することとなる。
　言い換えれば、ホルダＨ（連結部材４５）は、動作機構６０によって液晶表示装置本体
の周縁寄りの第１の位置（図１、図２）と、内部寄りの第２の位置（図３、図４）との間
を往復移動するようにガイドされつつ、第３の回転軸４６を中心として回転するように構
成されている。
　つまり、動作機構６０は、サブ画像表示装置３０を保持したホルダＨを、所定の移動経
路、本例では主画像表示装置の下端縁中心部と表示画面の略中心部との間の上下方向へ延
びる移動経路に沿って往復移動させる。
　なお、この縦方向への移動経路は一例に過ぎず、横方向、斜め方向等々、種々変形が可
能である。
　サブ画像表示装置３０の移動経路の最下部にはホルダＨ（ホルダ部材４０）の下降経路
と干渉する位置にストッパ４９が固定配置されている（図１３等を参照）。
【００２６】
　動作機構６０が各ホルダ部材４０、及びサブ画像表示装置３０と共に連結部材４５を移
動経路の最下部（一端部）まで下降させた際に、ストッパ４９がホルダ部材４０の下部（
第２の回転軸４１よりも前部）と接して相対的にホルダ部材を押し上げることにより、各
ホルダ部材４０の前部を第２の回転軸４１を中心として上向きに回動させる。このため、
ホルダ部材により保持されたサブ画像表示装置３０の表示画面（表示面）３１を、第２の
回転軸４１を中心として所定の角度（ホルダＨが傾斜した角度）だけ上向きに傾斜させる
ことができる。即ち、サブ画像表示装置３０は、上方位置にある時には弾性部材９７の力
により表示画面３１を垂直な姿勢に維持しているが、ホルダ部材が下降してその前部底面
（第２の回転軸よりも前部）がストッパ４９と接した後も、ホルダ部材の後部は更に所定
距離下降することによりストッパ４９がホルダ部材の前部底面を押し上げることになるた
め、サブ画像表示装置の表示画面３１は上向きに傾斜した姿勢となる。
【００２７】
　動作機構６０は、遊技盤、或いは遊技盤に固定された他の部材に固定された固定部材６
１に設けたガイド部材６３によって上下動自在にガイドされることによって連結部材４５
を保持して上下方向に往復移動させる昇降機構（移動機構）７０と、昇降機構７０を駆動
して昇降動作させる駆動機構８０と、を備えている。
　本例では固定部材６１は、遊技盤の裏面に固定される液晶ベース２５（図１３）の下部
に対して前面側から固定される部材であり、後固定部材６１Ａと前固定部材６１Ｂ（図１
４）とから構成されている。液晶ベース２５は中央が開放した開口部２５ａとなっており
、その背面に主画像表示装置（主表示部材）７の前面外周縁を添設して支持するように構
成されている。
【００２８】
　ガイド部材６３は、固定部材６１の背面に設けられたスライドレールであり、固定部材
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６１に固定されたベース部６３ａと、ベース部６３ａによって上下方向へスライド自在に
支持された可動部６３ｂと、を有する。可動部６３ｂは昇降機構７０を構成する第１の往
復部材７１に固定されている（図１５、図１７等）。
【００２９】
　図１３、図１４等に示すように、駆動機構８０は、固定部材６１（６１Ｂ）に固定され
たモータ８１と、モータにより回転駆動される出力ギヤ８２と、固定部材６１により軸支
され且つ出力ギヤ８２と噛合して回転する第１中間ギヤ８３と、固定部材６１により軸支
され且つ第１中間ギヤ８３と噛合して回転する第２中間ギヤ８４と、固定部材６１により
一端の軸部８５ａを軸支されることにより軸部８５ａを中心として上下方向へ揺動（回動
）する揺動部材８５と、を概略有している。揺動部材８５の長手方向中間部適所に設けた
長穴８５ｂ内には第２中間ギヤ８４の側面に突設したピン（転動ローラ等を含む）８４ａ
が遊嵌して長穴８５ｂ内を移動自在となっている。このため、モータ８１が所定の角度の
範囲内で各ギヤ８２、８３を正逆回転させて第２中間ギヤ８４をその中心軸を中心として
正逆回転させることにより、揺動部材８５は軸部８５ａを中心として図１２（ｄ）、図１
７に示した下降位置と図１１（ａ）（ｂ）、図１９（ｂ）等に示した上昇位置との間を揺
動する。
【００３０】
　揺動部材８５の他端部に設けた長穴８５ｃには、昇降機構７０を構成する第１の往復部
材７１に設けたピン７１ａが遊嵌しており、揺動部材８５が上下方向へ揺動する際にピン
７１ａが長穴８５ｃ内を往復移動することにより、第１の往復部材７１をガイド部材６３
に沿って昇降させることができる。
また、図１１、図１２等に示すように、揺動部材８５が揺動する際の軌道を安定させるた
めに、揺動部材の背面適所から突設したピン８５ｄを固定部材６１に設けた円弧状のガイ
ド長穴６１ａ内に遊嵌させて、ガイド長穴６１ａ内に沿ってピン８５ｄ（揺動部材）を移
動させるようにしている。
【００３１】
　図８乃至図２１に示すように、昇降機構（移動機構）７０は、ホルダＨ（連結部材４５
）をその背面適所に設けた第３の回転軸４６を中心として回転自在に支持すると共にホル
ダＨを所定の昇降移動経路に沿って往復動させ、且つ第３の回転軸を中心とした同心状の
円弧を描くガイドスリット７２を備えた第１の往復部材７１と、第１の往復部材７１によ
ってその昇降移動経路と並行な方向へ独立して進退自在に支持されると共にガイドスリッ
ト７２と連通する位置関係を有した横方向へ延びる長穴７６を上部に有した略Ｌ字形の第
２の往復部材７５と、第２の往復部材７５の上方への移動の限界位置を定めるために固定
部材６１側に固定されたストッパ片７８（図１８（ａ））と、連結部材４５の後面に設け
られてガイドスリット７２と長穴７６内に同時に突出して遊嵌するピン４７と、を備えて
いる。つまり、ピン４７は、第１の往復部材７１と第２の往復部材７５の昇降動作中、常
にガイドスリット７２と長穴７６内に同時に嵌合している。そして、連結部材４５（ホル
ダＨ）は、第１の往復部材７１と第２の往復部材７５が昇降する過程で、ピン４７を経由
した駆動力を受けて第３の回転軸４６を中心として正逆回転動作することができる。
　なお、ピン４７とは、ガイドスリット及び長穴内をスムーズに移動できる突起、転動部
材等を含むものである。
【００３２】
　ピン４７、ガイドスリット７２、及び長穴７６は、ホルダＨを第３の回転軸（他の回転
軸）４６を中心として回転させる回転機構を構成している。
　ガイド部材６３を構成する可動部６３ｂは、第１の往復部材７１に固定されており、下
降位置にある第１の往復部材７１を駆動機構８０によって上昇させる際に、可動部６３ｂ
がベース部６３ａにより安定して上下方向へガイドされるため、第１の往復部材７１の移
動経路を安定させることができる。
【００３３】
　第１の往復部材７１と第２の往復部材７５との間には、弾性部材７７が配置されており
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、第２の往復部材７５は弾性部材７７によって常時上昇方向へ付勢されている。つまり、
本例では、弾性部材７７の一端を第３の回転軸４６の軸周りに支持すると共に他端を第２
の往復部材７５の下部に突設した係止片７５ａに係止することにより、第２の往復部材を
常に第３の回転軸へ向けた方向へ付勢している。つまり、第２の往復部材７５は、弾性部
材７７によって第３の回転軸４６（上向き）に向けて引き付けられているため、第１の往
復部材７１が最下降位置から上昇する過程で第２の往復部材７５は下部に設けた突起（被
係止部）７５ｂがストッパ片７８と接するまでは第１の往復部材と一体的に上昇する（図
１８（ａ）（ｂ）→図１９（ａ）（ｂ）、図２０（ｃ）→（ｂ）→（ａ））。また、連結
部材４５が水平な姿勢（移動経路と直交する姿勢）にある時には、ピン４７が長穴７６の
一端部に接した位置にあり（図１７、図１８（ａ））、連結部材４５が４５度傾斜した中
間姿勢にあるときにはピン４７は長穴７６の他端部と接した位置にあり（図１８（ｂ））
、連結部材４５が垂直な姿勢にある時にはピン４７は長穴７６の一端部と接した位置にあ
る（図１９（ａ）、（ｂ））。
【００３４】
　駆動機構８０は、第１の往復部材７１を往復動作させることにより連結部材４５を下降
位置（外側位置＝第１の位置）と、上昇位置（内側位置＝第２の位置）との間で往復動作
させる。そして、第１の往復部材７１が連結部材の下降位置に対応する位置から上昇位置
に対応する位置に移動する過程で、第２の往復部材７５は下端部に設けた突起７５ｂが固
定側のストッパ片７８と当接するまでは第１の往復部材７１と一体的に移動し、突起７５
ｂがストッパ片７８と当接することにより、第２の往復部材７５が上方への移動を規制さ
れた後は第１の往復部材だけが弾性部材７７に抗して上方への移動を継続する。更に、ピ
ン４７は、第２の往復部材７５がストッパ片７８によって上方への移動を規制された後は
横長の長穴７６に沿って外径方向（第２の回転軸４６から離間する方向。図１７等の背面
図では左方向）へ移動しつつ、ガイドスリット７２に沿って相対的に周方向へ移動するこ
とによりホルダＨ、及びサブ画像表示装置３０を第３の回転軸４６を中心として回転させ
る。
【００３５】
　ピン４７がガイドスリット７２の他端に達した時点では図１８（ｂ）のようにサブ画像
表示装置は４５度の傾斜角度となっており、ピン４７がガイドスリット７２の一端に戻っ
た時点では図１９（ａ）（ｂ）の垂直姿勢に移行しており、それ以上の回動が停止する。
　このように本例では、サブ画像表示装置３０が下降位置から上昇位置に達する過程では
サブ画像表示装置３０は水平な姿勢を維持しているが（図１２（ｃ）、図１１（ｃ）（ｂ
）、図１７、図１８（ａ））、上昇位置に達してから９０度回動することにより縦長の姿
勢に変更する（図１１（ａ）、図１８（ｂ）、図１９（ａ）（ｂ））。
【００３６】
　即ち、サブ画像表示装置３０の高さ位置と、昇降機構７０との関係は、次の通りである
。第１の往復部材７１がサブ画像表示装置の下降位置に対応する位置から上昇して、第２
の往復部材７５の突起７５ｂがストッパ片７８に当接した時点でピン４７が長穴７６によ
りそれ以上の上昇を阻止されるため（図１８（ａ）図２０（ａ））、連結部材４５（サブ
画像表示装置）の上昇は停止する。
【００３７】
　その後も第１の往復部材７１が単独で上昇を継続すると、長穴７６によってそれ以上の
上昇を阻止されているピン４７は長穴内を横方向へ移動しつつ、ガイドスリット７２内を
相対的に移動する（図１８（ｂ）、図１９（ａ））。つまり、第２の往復部材７５の突起
７５ｂがストッパ片７８に当接した時点でピン４７は長穴７６によりそれ以上の上昇を阻
止されるが、ピンは長穴７６内を横方向へ移動する余地が残されているため、第１の往復
部材の更なる上昇に伴ってピンは長穴内を横方向へ移動しながら、ガイドスリット７２内
に沿って相対的に周方向へ移動することができる。
　つまり、第２の往復部材が上昇を阻止された後で第１の往復部材７１が単独で上昇する
際の力はホルダＨ（サブ画像表示装置）を回転させる力として利用される。ピン４７がガ
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イドスリット７２内を相対的に周方向移動する過程で、連結部材４５（ホルダＨ）は第３
の回転軸４６を中心として回動する。
【００３８】
　逆に、第１の往復部材７１が最も上昇した位置から下降する際には、上記と逆の手順を
経ることにより、連結部材４５を逆戻り回転させて水平姿勢に戻してから下降させるとい
う動作が行われる。つまり、駆動機構８０を下降方向へ逆転駆動させることによって第１
の往復部材７１が最上昇位置（図２０（ａ））から、ストッパ片７８によって停止させら
れた状態にある第２の往復部材７５の高さ位置まで達するまでの間において、ピン４７は
ガイドスリット７２を上昇時とは逆方向へ移動するため、連結部材４５は第３の回転軸を
中心として逆戻り方向に回転して水平姿勢となる。引き続き駆動機構８０を逆転方向へ駆
動させると、第１の往復部材と第２の往復部材が一体となって下降開始し、最後に最下降
位置に戻る（図２０（ａ）（ｂ）（ｃ））。
【００３９】
　各ホルダ部材４０は第２の回転軸４１に設けた弾性部材９７によって第２の回転軸４１
を中心として前端部を下向きに付勢されており、外力が加わらない場合にはホルダにより
支持されたサブ画像表示装置３０は垂直な姿勢を維持している。
　第１の往復部材７１により支持されたホルダＨが図１２（ｄ）、図２０（ｃ）に示した
最下降位置に達する直前で各ホルダ部材４０の下面がストッパ４９と接するが、その後引
き続いてホルダＨが下降して最下降位置に達すると、各ホルダ部材４０の前部が第２の回
転軸４１を中心として上向きに回動させられる。このため、ホルダＨにより保持されたサ
ブ画像表示装置３０の表示画面３１を弾性部材９７に抗して第２の回転軸４１を中心とし
て所定の角度（ホルダ部材が傾斜した角度）だけ上向きに傾斜させることができる（図８
、図２０（ｃ））。
【００４０】
　本実施形態においては、昇降機構（移動機構）７０、駆動機構８０は、前後方向の厚さ
寸法を薄く構成されているため、主画像表示装置７が大型化、厚肉化して主画像表示装置
の前面とガラス板との間のスペースが狭小化したとしても、このスペース内に十分に収納
することが可能である。
【００４１】
　次に、図１５、図１６はサブ画像表示装置３０を支持するホルダの構成を示す説明図で
ある。
　サブ画像表示装置３０は、長手方向両側端部に夫々設けた被軸支部３４ａを夫々各ホル
ダ部材４０Ａ、４０Ｂに設けた軸支部３４によって軸支されることにより回転（自転）自
在に構成されており、一方のホルダ部材４０Ａに搭載したモータ９１を含むサブ画像表示
装置回転機構９０によってサブ画像表示装置を回転させる。
【００４２】
　サブ画像表示装置回転機構は、モータ９１と、モータの出力ギヤ９１ａと、ホルダ部材
により回転自在に軸支され且つ出力ギヤ９１ａと順次噛合した中間ギヤ９２ａ、９２ｂと
、中間ギヤ９２ｂの軸心部を構成する軸支部３４と、これらを収容するケース９５ａ、９
５ｂと、を有している。軸支部３４は、サブ画像表示装置３０側の被軸支部３４ａと係合
することによって、モータ９１からの回転駆動力をサブ画像表示装置に伝達して回転させ
る。
　即ち、モータ９１が制御手段からの制御信号に基づいて正逆回転することにより、サブ
画像表示装置３０を任意の回動角度で、任意の方向に回動させることができる。
【００４３】
　ホルダ部材４０Ｂは、サブ画像表示装置の他方の被軸支部３４ａを支持するためのケー
シング構造９６ａ、９６ｂを有している。
　なお、各ギヤ９２ａ、９２ｂ、軸支部３４を樹脂材料で構成すると共に、ギヤ９２ｂの
一部に鉄片９８を固定してギヤ９２ｂと一体回転するように構成する。更にケース９５ｂ
の内面の鉄片９８の回転移動経路と近接する二箇所に図示しない永久磁石を離間配置する
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。一方の永久磁石は、サブ画像表示装置３０の前面が前方を向いた時に鉄片９８を吸引す
ることによりその姿勢を維持し、他方の永久磁石はサブ画像表示装置３０の後面が前方を
向いた時に鉄片９８を吸引することによりその姿勢を維持するように配置する。
【００４４】
　図２２は、上述の演出用可動装置Ａにおける、サブ画像表示装置３０に映像信号を送信
するためのフレキシブルケーブル（ハーネスとも言う。以下、ハーネスと記載する）の配
線を説明する図である。
　上述したように、サブ画像表示装置３０を支持するホルダＨの連結部材（回転部材）４
５は、ベース部材としての第１の往復部材７１と第２の往復部材７５が昇降する過程で、
ピン４７を経由した駆動力を受けて、第３の回転軸４６を中心として正逆回転動作するこ
とが出来る。
　第１の往復部材７１は、一面側（前面側）に連結部材４５を支持する支持部（支持面）
７１Ａ（図２３）を備え、また前面側から背面側にかけて貫通した、ハーネス２００を通
すための貫通領域７３を備えている。
【００４５】
　図２３は、サブ画像表示装置３０からホルダＨ、第１の往復部材７１に至るハーネス２
００の配線を説明する分解図である。
　図２３に示すようにサブ画像表示装置３０からホルダＨ（連結部材４５）を経由して配
線されるハーネス２００は、サブ画像表示装置３０から引き出されてホルダ部材４０内に
進入し、連結部材４５の裏面側を伝った後、第１の往復部材７１側に方向を転換されて、
貫通領域７３から第１の往復部材７１の内部に配線される。
【００４６】
　また、図２２、図２３に示すように、第１の往復部材７１の裏面側（内部）に配線され
るハーネス２００は、第１の往復部材７１の側面内壁に沿って配線可能である幅を有する
ハーネスを所定本数重ねたケーブルである（図では３本であり、ケーブル２００Ａ、２０
０Ｂ、２００Ｃより構成される）。
　なお、これら複数本のハーネスは、第１の往復部材７１外においては、より幅広の１本
のハーネスに集約される。
　例えば、サブ画像表示装置３０側においては、ホルダ部材４０内に収容された中継基板
を介して１本のケーブルに集約されてサブ画像表示装置３０内に収容される。
【００４７】
　図２４は、第１の往復部材７１の内部におけるハーネス２００の配線の態様を詳細に示
した図である。
　ハーネス２００は、貫通領域７３から、第１の往復部材７１の内側に設けられた空所７
１Ｂ内に進入する。
　そして、空所７１Ｂ内で略９０度折り曲げられて（折り曲げ部２００ｄ）、第１の往復
部材７１の側面内壁に沿って配線可能な方向に向けて方向転換される。
　連結部材４５の裏面（後面）側には、第１の往復部材７１の貫通領域７３を介して空所
７１Ｂ内に突設した、２枚の板状部材７４ａ、７４ｂを組み合わせた部材７４を備えてい
る。
　ハーネス２００の折り曲げ部２００ｄは、この部材７４を構成する板状部材７４ａ、７
４ｂによって挟み込まれて保持される。すなわち、部材７４は、ハーネス２００の折り曲
げ部の保持部材である。
【００４８】
　保持部材７４から引き出された方向転換後のハーネス２００は、所定長さの余長を持っ
た撓み部２００ａを形成した後、空所７１Ｂ内に設けられた円柱状の架け回し部７１ｂに
架け回され、さらに空所７１Ｂにおける第１の往復部材７１の内側面７１ｃに沿って引き
回される。
　図２４の例では、さらにガイド部材６３及び弾性部材７７の間に突設された壁部の側面
、さらには第１の往復部材７１最下部の内側面に沿って配線され、第１の往復部材７１の
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外部に引き出されている。
　なお、ハーネス２００の余長部分である撓み部２００ａは、連結部材４５の回転動作に
伴って空所７１Ｂ内で撓み変形しながら上下に移動する。
【００４９】
　ところで、図２４に示す構成において、保持部材７４から引き出された直後のハーネス
の部位２００ｂは、保持部材７４を構成する板状部材７４ａの端部に沿って折り返されて
（湾曲して）撓み部２００ａへと続いている。
　なお、板状部材７４ａは、保持部材７４を構成する２枚の板状部材のうち、保持部材７
３からハーネス２００が延長していく方向側の板状部材である。
　本実施形態において、保持部材７４を構成する板状部材７４ａの端部には、折り返し部
２００ｂの湾曲と同方向に沿った湾曲部７４ｃを備えている。
　この湾曲部７４ｃは、上記のごとく第１の往復部材７１と第２の往復部材７５が昇降す
る過程で連結部材４５が回転する際に、ハーネス２００における保持部材との接触部位に
テンション（剪断力）がかからないように設けたものである。
【００５０】
　図２５乃至図２７は、ホルダＨが回転する際にハーネス２００が変形する様子を示した
図であり、図２８乃至図３０は、同じ場合におけるハーネスの変形に注目した拡大図であ
る。
　図２５、図２８は、サブ画像表示装置３０が回転を開始する前の時点におけるハーネス
２００の状態を示している。
　また、図２６、図２９は、サブ画像表示装置３０が回転をしている間におけるハーネス
２００の状態を示しており、図２７、図３０は、サブ画像表示装置３０が回転後のハーネ
ス２００の状態を示している。
【００５１】
　図２５に示す状態にあったハーネス２００は、連結部材４５（ホルダＨ）が回転する際
に、空所７１Ｂ内を、図２６（図２９）→図２７（図３０）に示すように撓み変形しなが
ら移動する。また、連結部材４５及び保持部材７４は、図２９中Ｌ方向に回転移動する。
　また、第１の往復部材７１が下降する際には、連結部材４５は逆方向（図２９おけるＭ
方向）に回転する（図２７→図２６→図２５、又は図３０→図２９→図２８）。
　その際、保持部材７４、特に板状部材７４ａは、ハーネス２００の内周面２００ｃに接
しながら、図２９中Ｍ方向に回転・下降している。
【００５２】
　特に保持部材７４の下降時において、前述の図３１のように保持部材７４の端部に湾曲
部がない場合、ハーネス２００の内周面と保持部材との接触部において剪断力が発生する
ため、ハーネス２００が断線する不具合が生じる。
　それに対し、本実施形態では、板状部材７４ａの端部に設けた湾曲部７４ｃの曲面がハ
ーネス２００の内周面２００ｃに接するため、ハーネス２００に過剰な剪断力がかかるの
を防ぎ、断線等の不具合を防ぐことが可能となる。
【符号の説明】
【００５３】
１…遊技機、２…遊技盤、３…遊技領域、３Ａ…開口部、５ａ…レール、５ｂ…レール、
５ｃ…防止片、６…飾り部材、７…主画像表示装置（主表示部材）、７ａ…表示画面、８
…演出図柄、１３…始動口、１４…始動口、１４ｂ…開閉扉、１５…ゲート、１６…大入
賞口、１６ｂ…大入賞口開閉扉、１７…大入賞口、１７ｂ…大入賞口可動片、１８…一般
入賞口、１９…アウト口、２５…液晶ベース、２５ａ…開口部、３０…サブ画像表示装置
（表示部材）、３１…表示画面（表示面）、３３…表示装置基部、３４…軸支部、３４ａ
…被軸支部、３４Ａ…第１の回転軸、４０…ホルダ部材、４０Ａ…ホルダ部材、４１…第
２の回転軸、４５…連結部材、４６…第３の回転軸、４７…ピン、４９…ストッパ、５０
…装飾部材、５１…モータ、５１ａ…出力ギヤ、５２ａ…中間ギヤ、５２ｂ…中間ギヤ、
５３…従動ギヤ、５４…回動片、６０…動作機構、６１…固定部材、６１Ａ…後固定部材
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、６１Ｂ…前固定部材、６１ａ…ガイド長穴、６３…ガイド部材、６３ａ…ベース部、６
３ｂ…可動部、７０…昇降機構（移動機構）、７１…第１の往復部材、７１ａ…ピン、７
２…ガイドスリット、７３…貫通領域、７４…保持部材、７５…第２の往復部材、７５ａ
…係止片、７５ｂ…突起、７６…長穴、７７…弾性部材、７８…ストッパ片、８０…駆動
機構、８１…モータ、８２…出力ギヤ、８３…中間ギヤ、８４…中間ギヤ、８５…揺動部
材、８５ａ…軸部、８５ｂ…長穴、８５ｃ…長穴、８５ｄ…ピン、９０…サブ画像表示装
置回転機構、９１…モータ、９１ａ…出力ギヤ、９２…中間ギヤ、９３…従動ギヤ、２０
０…フレキシブルケーブル、３００…外枠、３１０…ガラス枠、３１１…操作ハンドル、
３１２…音声出力装置、３１３ａ…演出用照明装置、３１４…演出ボタン、３１５…受皿
ユニット、３２０Ｌ…演出用可動照明装置。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】
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