
JP 5427063 B2 2014.2.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に移動自在に配設した可動体の動作により演出を行なう遊技機において、
　前記可動体に設けられた複数の電気部品と、
　前記可動体における遊技盤の前側から視認不能な基部に配設され、前記各電気部品に一
端が接続される夫々の配線の他端が接続される中継基板と、
　前記中継基板に設けられ、前記複数の配線が集約して電気的に接続する中継用コネクタ
受部と、
　前記中継用コネクタ受部に一端が接続すると共に、他端が遊技盤に配設された基板に接
続する中継用配線とを備え、
　前記可動体が配設される遊技盤の設置部には、第１位置と第２位置との間を移動する可
動体の基部を収容して移動を許容する空間部が移動方向に沿って設けられ、
　前記中継用コネクタ受部に一端が接続する前記中継用配線は、前記基部から前記空間部
内に引き出されて収容された後に、他端が空間部の側方に配設した前記基板に接続され、
　前記可動体の移動に伴い中継用配線が空間部内で移動するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記基部の内部に配設された前記中継基板の中継用コネクタ受部における接続口は、前
記第１位置の可動体の基部における第２位置に向く端部に向けて開口し、
　前記中継用コネクタ受部に接続口を介して一端が接続する前記中継用配線は、基部にお
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ける第２位置に向く端部に開設した挿通口を介して引き出されて前記空間部内に収容され
た後に、他端が空間部の側方に配設した前記基板に接続されるよう構成した請求項１記載
の遊技機。
【請求項３】
　前記可動体に、変位可能な可動部材と、電気部品としての駆動源を可動部材に連繋して
該駆動源の駆動によって可動部材を動作させる連繋機構とが配設されると共に、該可動体
には、前記配線の引き回し経路と連繋機構とを区画する区画壁が設けられている請求項１
または２記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、動作により演出を行なう可動体を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域の略中央位置に枠状の装飾部材が配設されて、遊技盤の裏側に配設された液晶式やド
ラム式等の図柄表示装置の表示部を装飾部材の窓口の後側に臨ませ、この図柄表示装置で
図柄組み合わせゲームやリーチ演出等の遊技演出を行なうよう構成されている。また、パ
チンコ機では、所要の動作を行なう可動体を備えた可動演出装置を配設し、該可動体を図
柄表示装置で行なわれる遊技演出に合わせて動作させることにより、視覚的な演出効果を
向上させて遊技の興趣を高めている(例えば、特許文献１参照)。
　特許文献１に開示の可動演出装置は、可動体に、モータで駆動される別の可動体やＬＥ
Ｄを備えた発光装置を配設し、可動体の動作に応じて別の可動体を動作したり発光装置を
発光することで、演出効果の向上を図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２００９－３０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記可動体に配設されるモータや発光装置等の電気部品は、遊技盤に配設された制御基
板に電気的に接続する必要があり、各電気部品から導出する配線が個々に可動体から引き
出されて制御基板に接続されている。すなわち、可動体に複数の電気部品を配設する構成
においては、複数の配線を夫々引き出す煩雑な作業が必要になる。また、可動体の移動時
に配線が他の部材に引っ掛かったり噛み込まれると、可動体の移動が阻害されたり配線が
損傷するおそれがあるため、複数の配線の夫々について保護対策を施す必要があり、構成
が複雑になる難点が指摘される。
【０００５】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、可動体に配設される複数の電気部品から導出する
配線の処理を簡略化し得る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】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　遊技盤(17)に移動自在に配設した可動体(120)の動作により演出を行なう遊技機におい
て、
　前記可動体(120)に設けられた複数の電気部品(143,154)と、
　前記可動体(120)における遊技盤(17)の前側から視認不能な基部(122)に配設され、前記
各電気部品(143,154)に一端が接続される夫々の配線(156,157)の他端が接続される中継基
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板(158)と、
　前記中継基板(158)に設けられ、前記複数の配線(156,157)が集約して電気的に接続する
中継用コネクタ受部(159)と、
　前記中継用コネクタ受部(159)に一端が接続すると共に、他端が遊技盤(17)に配設され
た基板(161)に接続する中継用配線(160)とを備え、
　前記可動体(120)が配設される遊技盤(17)の設置部には、第１位置と第２位置との間を
移動する可動体(120)の基部(122)を収容して移動を許容する空間部(131)が移動方向に沿
って設けられ、
　前記中継用コネクタ受部(159)に接続口(159a)を介して一端が接続する前記中継用配線(
160)は、前記基部(122)から前記空間部(131)内に引き出されて収容された後に、他端が空
間部(131)の側方に配設した前記基板(161)に接続され、
　前記可動体(120)の移動に伴い中継用配線(160)が空間部(131)内で移動するよう構成さ
れたことを特徴とする。
【０００７】
　請求項１の発明によれば、可動体に配設される複数の電気部品から導出する各配線が集
約して接続される中継用配線のみが可動体から引き出されるから、配線処理が簡単になる
。また、配線を保護するための構成も簡略化することができ、コストを低廉に抑えること
ができる。そして、可動体の移動を許容する空間部に中継用配線を収容することで、配線
を引き回すための専用の空間を確保する必要はなく、構成を簡略化し得る。
【０００８】
　請求項２に係る発明では、
　前記基部(122)の内部に配設された前記中継基板(158)の中継用コネクタ受部(159)にお
ける接続口(159a)は、前記第１位置の可動体(120)の基部(122)における第２位置に向く端
部に向けて開口し、
　前記中継用コネクタ受部(159)に接続口(159a)を介して一端が接続する前記中継用配線(
160)は、基部(122)における第２位置に向く端部に開設した挿通口(122a)を介して引き出
されて前記空間部(131)内に収容された後に、他端が空間部(131)の側方に配設した前記基
板(161)に接続されるよう構成したことを要旨とする。
　請求項２の発明によれば、可動体の移動方向に沿って中継用配線を引き回すことで、可
動体の移動時に中継用配線に加わる負荷を軽減することができる。
【０００９】
　請求項３に係る発明では、前記可動体(120)に、変位可能な可動部材(139a,139b)と、電
気部品としての駆動源(143)を可動部材(139a,139b)に連繋して該駆動源(143)の駆動によ
って可動部材(139a,139b)を動作させる連繋機構(141)とが配設されると共に、該可動体(1
20)には、前記配線(156,157)の引き回し経路と連繋機構(141)とを区画する区画壁(126,14
2a)が設けられていることを要旨とする。
　請求項３の発明によれば、電気部品に接続する配線を連繋機構から保護することができ
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る遊技機によれば、可動体から引き出される配線の処理を簡略化し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤を示す背面図である。
【図４】実施例に係る遊技盤を示す左側面図である。
【図５】実施例に係る板部材を示す正面図である。
【図６】実施例に係る装飾部材を後側から視た状態で示す概略斜視図である。
【図７】実施例に係る装飾部材の背面図である。
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【図８】実施例に係る装飾部材における窓側部用発光装置の配設部位を示す要部背面図で
ある。
【図９】実施例に係る遊技盤における窓側部用発光装置の配設部位を、裏ユニットを破断
して示す要部背面図である。
【図１０】図２のＡ－Ａ線断面図である。
【図１１】実施例に係る窓側部用発光装置を分解して装飾部材と共に示す後側から視た要
部分解斜視図である。
【図１２】実施例に係る窓側部用発光装置を分解して装飾部材と共に示す後側から視た要
部分解斜視図である。
【図１３】実施例に係る裏ユニットの入賞口用発光装置の配設部位を、装飾部材のステー
ジとの関係で示す前側から視た要部斜視図である。
【図１４】実施例に係る装飾部材の要部正面図である。
【図１５】図１４のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１６】図１４のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１７】実施例に係る装飾部材における球通路のリブとパチンコ球との関係を示す説明
図である。
【図１８】実施例に係る各種演出装置や発光装置を配設した裏ユニットを示す正面図であ
る。
【図１９】実施例に係る裏ユニットを後側から視た概略斜視図である。
【図２０】図１８のＤ－Ｄ線断面図である。
【図２１】図２０における基板設置部を示す拡大図である。
【図２２】実施例に係る裏ユニットの基板設置部と裏中継基板との関係を示す後側から視
た要部概略斜視図である。
【図２３】実施例に係る裏ユニットから発光基板や磁気センサ等を分解して前側から視た
概略斜視図である。
【図２４】実施例に係る裏ユニットから可動演出装置や発光装置を分解して前側から視た
概略斜視図である。
【図２５】実施例に係る裏ユニットにおける入賞口用発光装置の配設部位を示す要部正面
図である。
【図２６】図２のＥ－Ｅ線断面図であって下側部分を示す。
【図２７】実施例に係る裏ユニットから入賞口用発光装置やカバー部材を分解して前側か
ら視た概略斜視図である。
【図２８】図２のＦ－Ｆ線断面図であって下側部分を示す。
【図２９】実施例に係る裏ユニットから表示器および表示設置部を分解して前側から視た
概略斜視図である。
【図３０】実施例に係る裏ユニットにおける表示器の配設部位を示す要部縦断側面図であ
る。
【図３１】実施例に係る表示器の正面図である。
【図３２】図２０における上側部分の拡大図である。
【図３３】実施例に係る遊技盤を左可動演出装置が作動位置まで移動した状態で示す正面
図である。
【図３４】図２のＧ－Ｇ線断面図である。
【図３５】図３３のＨ－Ｈ線断面図である。
【図３６】図２のＥ－Ｅ線断面図であって上側部分を示す。
【図３７】図２のＩ－Ｉ線断面図である。
【図３８】図２のＪ－Ｊ線断面図であって左側部磁気センサの配設部位を示す。
【図３９】図２のＫ－Ｋ線断面図である。
【図４０】実施例に係る裏ユニットの左側部分を拡大して示す正面図である。
【図４１】実施例に係る左可動演出装置を示す正面図である。
【図４２】実施例に係る左可動演出装置を前側から視た概略斜視図である。
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【図４３】実施例に係る左可動演出装置を前側から視た状態で示す分解斜視図である。
【図４４】図４１のＬ－Ｌ線においてセンサ設置部のみを断面で示す底面図である。
【図４５】図４１のＭ－Ｍ線断面図である。
【図４６】実施例に係る左可動演出装置の内部構造を示す正面図である。
【図４７】実施例に係る左可動演出装置における副可動体の作動前および作動後の状態を
内部構造が分かる状態で示す説明正面図である。
【図４８】実施例に係る左可動演出装置における副可動体の作動前および作動後の状態を
内部構造が分かる状態で示す説明背面図である。
【図４９】実施例に係る右可動演出装置を示す正面図であって、可動部材が第１位置にあ
る状態を示す。
【図５０】実施例に係る右可動演出装置を示す正面図であって、可動部材が第２位置にあ
る状態を示す。
【図５１】実施例に係る右可動演出装置を正面側から視た状態で示す斜視図である。
【図５２】実施例に係る右可動演出装置を裏ユニットに取り付けた状態で示す拡大図であ
って、可動部材が第２位置にある状態を示す。
【図５３】実施例に係る右可動演出装置を正面側から視た状態で示す分解斜視図である。
【図５４】実施例に係る右可動演出装置を背面側から視た状態で示す分解斜視図である。
【図５５】実施例に係る可動部材(揺動可動体および装飾可動体)と駆動機構との関係を示
す背面図である。
【図５６】(a)は、実施例に係る揺動可動体における上端部近傍を示す拡大図であり、(b)
は揺動可動体と装飾可動体との関係の要部を背面側から視た状態で示す分解図である。
【図５７】実施例に係る右可動演出装置における駆動機構を示す分解斜視図である。
【図５８】実施例に係る可動部材(揺動可動体および装飾可動体)と駆動機構との関係の要
部を示す背面図であって、揺動可動体が第１位置にある状態で示す。
【図５９】実施例に係る可動部材(揺動可動体および装飾可動体)と駆動機構との関係の要
部を示す背面図であって、揺動可動体が第２位置にある状態で示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なうパ
チンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、
「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見
た状態で指称する。
【実施例】
【００１３】
(パチンコ機について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
示しない設置枠台に固定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、後述する遊技盤
１７(図２参照)が着脱可能に保持された本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に
組付けられて、該遊技盤１７の裏側に対して、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置１
３が着脱し得るよう配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤１７
を透視保護するガラス板を備えた装飾枠としての前枠１４が開閉可能に組付けられると共
に、該前枠１４の下方にパチンコ球Ｗを貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組付けられ
る。なお、実施例では、前記前枠１４の下部位置に、パチンコ球Ｗを貯留する上球受け皿
１６が一体的に組付けられており、前枠１４の開閉に合わせて上球受け皿１６も一体的に
開閉するよう構成される。また、前記中枠１２の裏側には、遊技に供されたパチンコ球Ｗ
を遊技店側に設けた球回収設備に排出する球回収部(図示せず)が設けられている。実施例
では、前記図柄表示装置１３としては、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに
収容した液晶表示装置が採用されるが、これに限られるものではなく、ドラム式の図柄表
示装置やドットマトリックス式の図柄表示装置等の各種図柄を表示可能な従来公知の各種
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の図柄表示装置を採用し得る。
【００１４】
　前記パチンコ機１０の裏側には、図示しないが、パチンコ機１０の電源制御を行なう電
源装置、球払出し装置を駆動制御する払出し制御装置、打球発射装置を駆動制御する発射
制御装置、外部端末に接続されるインターフェース基板等が配設されている。なお、これ
らの各装置は、前記遊技盤１７の裏側に配設される主制御装置(図示せず)に配線接続され
、該主制御装置からの制御信号に基づいて所定の制御を実行するようになっている。
【００１５】
(遊技盤について)
　前記中枠１２に配設される前記遊技盤１７は、図２～図４に示すように、前面(盤面)に
パチンコ球Ｗが流下可能な遊技領域１８ａが画成された平板状の板部材１８と、該板部材
１８の裏面に組付けられて前記図柄表示装置１３が着脱可能に配設されると共に、何れも
後述する可動演出装置１０５,１０６や発光装置８５,１０７,１０８や発光基板１０９,１
１０,１１１等が配設される合成樹脂材で形成された裏ユニット１９とから構成され、該
裏ユニット１９に形成された前後に開口する開口部１９ａおよび後述する装飾部材２８の
窓口２８ａを介して図柄表示装置１３の表示部を前面側から視認し得るよう構成されてい
る。なお、当該遊技盤１７において装飾部材２８の窓口２８ａが、図柄表示装置１３の表
示部を前側から視認可能となる可視部として機能する。
【００１６】
(板部材について)
　前記板部材１８は、図２に示すように、所定板厚の積層合板の表面にセルを貼付けた化
粧板であって、該板部材１８の表面に、略円形状に湾曲形成したレール２０が配設されて
、該レール２０によりパチンコ球Ｗが流下可能な前記遊技領域１８ａが画成され、前記打
球発射装置から発射されたパチンコ球Ｗが遊技領域１８ａ内に打ち出されるようになって
いる。また板部材１８には、ルーター加工等の孔開け加工により前後に貫通する複数(実
施例では３つ)の貫通口２１ａ,２１ｂ,２１ｃが前記遊技領域１８ａ内に開設されて(図５
参照)、各貫通口２１ａ,２１ｂ,２１ｃに対して各種部品が前側から取り付けられる。な
お、前記貫通口２１ａ,２１ｂ,２１ｃの形成数は、板部材１８に対して取り付けられる各
種部品の個数や配設位置等により必要に応じて適宜変更されるものである。また、前記板
部材１８には、前記遊技領域１８ａ内に多数の遊技釘(図示せず)が植設されており、遊技
領域１８ａを流下するパチンコ球Ｗが遊技釘に接触することで流下方向を不規則に変化す
るようになっている。
【００１７】
　ここで、実施例では、図５に示すように、前記板部材１８には、前記貫通口として、前
記レール２０で囲まれた遊技領域１８ａの略中央から右側部(図５では左側部)に至る大部
分が開口する第１の貫通口(開口部)２１ａと、該第１の貫通口２１ａの下方位置において
遊技領域１８ａの左右幅方向の略中央に開設された第２の貫通口２１ｂと、遊技領域１８
ａの左下方(第２の貫通口２１ｂの左側方位置、図５では右側方)に開設された第３の貫通
口２１ｃとの夫々が開設されている。そして、板部材１８に開設された大型の第１の貫通
口２１ａに、前後に開口する窓口２８ａが形成された装飾部材２８(後述)が取り付けられ
ている。また、前記板部材１８に開設された第２の貫通口２１ｂには、遊技領域１８ａを
流下するパチンコ球Ｗが入賞可能な始動入賞装置２４や特別入賞装置２６が取り付けられ
ている。更に、前記板部材１８に開設された第３の貫通口２１ｃには、遊技領域１８ａに
開口する複数の左普通入賞口(入賞口)２７ｂを備えた合成樹脂製の入賞口用飾り部材(飾
り部材)２７が取り付けられている。
【００１８】
　前記板部材１８には、前記第１の貫通口２１ａの左側部に、前後に貫通する貫通孔２２
が、該第１の貫通口２１ａに連通状態で形成されており、該貫通孔２２には、後述する装
飾部材２８の球通過ゲート３６が設けられるゲート用飾り部材３７の後部が収容されるよ
うになっている(図５または図１０参照)。また板部材１８の裏面には、前記貫通孔２２の
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左端部に連通して後方に開口する所定深さの溝部２３が、板部材１８の左端部に向けて所
定長さで形成され、該溝部２３は、後述する配線３８,４３の引き回し空間として利用さ
れる。なお、貫通孔２２は、前記裏ユニット１９における後述する左画壁部５６ｃの内側
(窓口側)に位置すると共に、溝部２３は、該左画壁部５６ｃを挟んで内側から外側まで延
在し、該溝部２３を介して前記配線３８,４３を裏ユニット１９の外側に引き出し得るよ
う構成される(図９参照)。
【００１９】
(入賞装置について)
　前記始動入賞装置２４には、遊技領域１８ａに臨んで該遊技領域１８ａを流下するパチ
ンコ球Ｗが入賞可能な上下の始動入賞口２４ａ,２４ｂが設けられる。そして、始動入賞
装置２４の始動入賞口２４ａ,２４ｂへのパチンコ球Ｗの入賞を契機として、所定数のパ
チンコ球Ｗが賞球として前記上下の球受け皿１５,１６に払い出されると共に、後述する
表示器９０の特別表示部９１において図柄変動が開始されるようになっている。なお、下
側の始動入賞口２４ｂを挟む左右位置には、相互に近接および離間するよう揺動可能な一
対の羽根部材２５,２５が設けられ(図２参照)、図示しないソレノイド等の駆動手段によ
り羽根部材２５,２５を揺動することで、下側の始動入賞口２４ｂが開閉される。
【００２０】
　前記特別入賞装置２６は、遊技領域１８ａに臨む横長の特別入賞口２６ａが開閉扉２６
ｂで常には閉鎖されており、前記始動入賞口２４ａ,２４ｂへのパチンコ球Ｗの入賞を契
機とした前記表示器９０の特別表示部９１での図柄変動の結果、該特別表示部９１に所定
の図柄組み合わせで図柄が停止表示されることで所謂「大当り」が発生し、これにより開
閉扉２６ｂが開放するよう作動制御されて、特別入賞口２６ａへの入賞により多数の賞球
を獲得し得るようになっている。なお、前記図柄表示装置１３では、前記始動入賞装置２
４の始動入賞口２４ａ,２４ｂへのパチンコ球Ｗの入賞を契機とした前記特別表示部９１
での図柄変動の開始から、該図柄変動の結果としての当りと外れの確定までの間において
、特別表示部９１で行われる図柄変動ゲームに係わる図柄変動演出が行なわれて、遊技者
に期待感や優越感等を与え得るよう構成される。
【００２１】
(入賞口用飾り部材について)
　前記板部材１８に配設される前記入賞口用飾り部材２７は、前記第３の貫通口２１ｃを
前側から覆い得る寸法および形状に形成された非光透過性の装飾板体２７ａと、該装飾板
体２７ａに設けられた複数(実施例では３つ)の左普通入賞口(入賞口)２７ｂと、装飾板体
２７ａに前後に貫通するよう形成された開口部に嵌め込まれて可視部として機能する光透
過性の光透過部材２７ｃとから構成される。そして、図２６に示す如く、光透過部材２７
ｃの後端部を第３の貫通口２１ｃに対して前側から挿入して板部材１８の表面に装飾板体
２７ａを当接させ、該装飾板体２７ａを板部材１８にネジ止めすることで、当該入賞口用
飾り部材２７が板部材１８に位置決め固定される。入賞口用飾り部材２７を板部材１８に
取り付けた状態で、前記光透過部材２７ｃおよび各左普通入賞口２７ｂは第３の貫通口２
１ｃに臨むと共に、左普通入賞口２７ｂは前記遊技領域１８ａに開口する。また装飾板体
２７ａには、各左普通入賞口２７ｂに対して第３の貫通口２１ｃ内を板部材１８の裏面ま
で延出する樋部２７ｄが設けられ、遊技領域１８ａから左普通入賞口２７ｂに入賞したパ
チンコ球Ｗは、板部材１８の裏側に取り付けられた裏ユニット１９の後述する左排出用球
通路７６に樋部２７ｄを介して通入するよう構成される。なお、入賞口用飾り部材２７を
板部材１８に取り付けた状態で光透過部材２７ｃの後端は、図２６に示す如く、板部材１
８の裏面より前側に位置するよう設定され、第３の貫通口２１ｃ内には、光透過部材２７
ｃの後方に後述する入賞口用発光装置８５を収容可能な空間が確保されるようになってい
る。
【００２２】
(装飾部材について)
　前記板部材１８の前記第１の貫通口２１ａには、前後に開口する枠状の装飾部材２８が
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前側から嵌め込まれるようにして着脱自在に配設される。そして、前記裏ユニット１９の
開口部１９ａから臨む前記図柄表示装置１３の表示部は、装飾部材２８における前後に開
口する窓口２８ａを介して板部材１８(遊技盤１７)の前側に露出して、該図柄表示装置１
３の表示部で展開される図柄変動演出を前側から視認し得るようになっている。
【００２３】
　前記装飾部材２８は、図６,図７または図３６等に示す如く、前記第１の貫通口２１ａ
の内周面に沿って延在する内周壁２８ｂと、該内周壁２８ｂの前端部に設けられて外側方
へ突出する固定片２８ｃとを備える。そして、内周壁２８ｂを第１の貫通口２１ａに対し
て前側から挿入して板部材１８の表面に固定片２８ｃを当接させ、該固定片２８ｃを板部
材１８にネジ止めすることで、当該装飾部材２８が板部材１８に位置決め固定される。ま
た装飾部材２８には、左側部の上下の略中央位置から装飾部材２８の上縁および右側縁を
なす枠部分に亘って、固定片２８ｃ(板部材１８の表面)より前方へ突出する庇状部２８ｄ
が連続して形成されており、前記遊技領域１８ａに打ち出されて庇状部２８ｄに接触した
パチンコ球Ｗを側方に誘導して装飾部材２８の窓口２８ａを横切って流下しないようにな
っている。
【００２４】
　前記装飾部材２８には、図２または図１３等に示す如く、窓口２８ａの下側に、ステー
ジ部２９が配設されると共に、窓口２８ａの左側に、遊技領域１８ａに球導入口３０ａが
開口して該遊技領域１８ａを流下するパチンコ球Ｗを取り込んでステージ部２９に案内す
る球導入部３０が設けられ、該球導入部３０からステージ部２９に通出されたパチンコ球
Ｗは、ステージ部２９の転動面２９ａ上を左右に転動した後に、前記各入賞口２４ａ,２
４ｂ,２６ａ,２７ｂおよび後述する右普通入賞口３４が臨む遊技領域１８ａに排出される
。
【００２５】
(装飾部材の光透過部について)
　前記装飾部材２８には、光透過性の合成樹脂材等から形成されて、後述する発光装置３
９,１０７,１０８や発光基板１１０のＬＥＤから照射される光によって窓口２８ａ内や前
側を照明可能としたり、後述する表示器９０の表示を前側から視認可能とするための複数
の光透過部３１,３２,３３が設けられる。実施例では、窓口２８ａの上部、左側部および
右下隅部に、上部光透過部３１、左側部光透過部３２および隅部光透過部３３が設けられ
ている(図６,図７参照)。これら光透過部３１,３２,３３については、対応する発光装置
３９,１０７,１０８や発光基板１１０または表示器９０と関連することから、該発光装置
３９,１０７,１０８や発光基板１１０または表示器９０の説明に関連して後述するものと
する。なお、装飾部材２８における隅部光透過部３３の下側には、前記始動入賞装置２４
の右側方に臨む位置に、右普通入賞口３４が遊技領域１８ａに開口するように設けられ、
該右普通入賞口３４に入賞したパチンコ球Ｗは、裏ユニット１９に設けられた後述する右
排出用球通路７７を介して機外(球回収部)に排出されるよう構成される。
【００２６】
(ゲート用飾り部材について)
　前記装飾部材２８の左側部には、遊技領域１８ａを流下するパチンコ球Ｗを検出可能な
球検出センサ３５が配設される球通過ゲート３６を備えるゲート用飾り部材(飾り部材)３
７が一体的に設けられている。そして、遊技領域１８ａに臨む球通過ゲート３６をパチン
コ球Ｗが通過したことを球検出センサ３５で検出することで、後述する表示器９０の普通
表示部９３で表示される普通図柄が変動開始するよう構成されている。またゲート用飾り
部材３７には、図１１および図１２に示す如く、遊技領域１８ａに臨む球通過ゲート３６
の後側に、前記球検出センサ３５を保持するためのセンサ保持部３７ａが設けられており
、装飾部材２８を前記第１の貫通口２１ａに取り付けた状態で、該センサ保持部３７ａが
前記貫通孔２２に収容されるようになっている(図１０参照)。なお、センサ保持部３７ａ
は、貫通孔２２から後方に突出しない寸法に設定されている。そして、センサ保持部３７
ａで保持された球検出センサ３５の後端に一端が接続するセンサ用配線３８が、図９また
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は図１０に示す如く、前記板部材１８の裏面に形成された前記溝部２３に収容された状態
で引き回された後に、裏ユニット１９に配設された後述する裏中継基板６１に接続される
よう構成される。
【００２７】
(窓側部用発光装置について)
　前記装飾部材２８に設けられた前記左側部光透過部３２には、前記ゲート用飾り部材３
７に対応する内側の近傍位置に、前記窓口２８ａの内側を照明可能な窓側部用発光装置(
電気部品)３９が配設されている。左側部光透過部３２には、図８,図１１または図１２に
示す如く、装飾部材２８の内周壁２８ｂに沿って延在する外側壁部３２ａと、該外側壁部
３２ａから内側に離間して位置する内側壁部３２ｂおよび両壁部３２ａ,３２ｂの前端間
に位置する前壁部３２ｃとにより後方に開口する収容部３２ｄが画成され、該収容部３２
ｄに前記窓側部用発光装置３９が収容状態で配設される。窓側部用発光装置３９は、図８
または図１２に示す如く、内側(窓口側)を向く実装面に複数のＬＥＤ(発光体)４０ａを実
装した窓用発光基板(発光基板,電気部品)４０と、該窓用発光基板４０を前記左側部光透
過部３２に縦向き姿勢で取り付けるための取付部材４１とから構成される。取付部材４１
は、前記収容部３２ｄの開口形状に略合致する板状に形成されたものであって、その内側
縁の上下端部に、窓用発光基板４０の後端部上下位置を支持可能な支持部４１ａ,４１ａ
が形成される。また取付部材４１には、上下に離間して前後に貫通する２つのネジ用通孔
４１ｂが夫々形成されると共に、両ネジ用通孔４１ｂ,４１ｂの間に位置決め孔４１ｃが
前後に貫通するよう形成されている。
【００２８】
　これに対し、前記左側部光透過部３２には、図８,図１０,図１１または図１２に示す如
く、収容部３２ｄを画成する前壁部３２ｃに、窓用発光基板４０の前端部を支持可能な受
部３２ｅが設けられると共に、該前壁部３２ｃおよび外側壁部３２ａには後方に向けて突
出する固定ボス３２ｆが、上下方向に離間して設けられている。また、外側壁部３２ａに
おける両固定ボス３２ｆ,３２ｆの間に臨む後端に、後方に突出する位置決めピン３２ｇ
が突設される。そして、前端部を受部３２ｅで支持するよう収容部３２ｄに収容した窓用
発光基板４０の後端部を支持部４１ａ,４１ａで支持すると共に、位置決め孔４１ｃに位
置決めピン３２ｇを挿通することで位置決めされた取付部材４１を、各ネジ用通孔４１ｂ
に後側から挿通したネジを対応する固定ボス３２ｆに設けたネジ孔に螺挿して固定するこ
とで、窓用発光基板４０が受部３２ｅと支持部４１ａとで前後から挟持された状態で収容
部３２ｄに収容状態で取り付けられる。
【００２９】
　なお、前記収容部３２ｄに収容された窓用発光基板４０は、実装面が内側壁部３２ｂに
対向し、前記ＬＥＤ４０ａの発光によって内側壁部３２ｂを介して前記窓口側部が照明さ
れる。また窓用発光基板４０における後端部の上下部位には、図１１または図１２に示す
ように、前側に凹む切欠部４０ｂが夫々形成され、両切欠部４０ｂ,４０ｂにおいて前記
取付部材４１の支持部４１ａ,４１ａで窓用発光基板４０を支持することで、両切欠部４
０ｂ,４０ｂの間で後方に突出する部分が支持部４１ａ,４１ａに当接して、当該窓用発光
基板４０の上下方向の位置決めがなされる。
【００３０】
　前記左側部光透過部３２における外側壁部３２ａには、図１１または図１２に示す如く
、前記ゲート用飾り部材３７に配設された球検出センサ３５の側方に対向する位置(第１
の貫通口２１ａと貫通孔２２との連通部)に、後方および外側方に開口する側開口４２が
形成されている。また、前記窓用発光基板４０における実装面とは反対側の裏面には、前
記側開口４２と対応する位置にコネクタ受部４０ｃが設けられ、該コネクタ受部４０ｃに
一端が接続する部品用配線４３が、側開口４２を介して収容部３２ｄから外側方に引き出
されるよう構成される。なお、前記取付部材４１の前面における前記側開口４２と対応す
る位置には、前方に向けて突出する閉塞片４１ｄが設けられ(図１１参照)、取付部材４１
を左側部光透過部３２に取り付けた状態で、該閉塞片４１ｄが側開口４２の後部開口側を
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閉塞して、側開口４２に挿通された部品用配線４３が後方に抜けるのを防止するよう構成
される。
【００３１】
　前記左側部光透過部３２における外側壁部３２ａの後端は、前記板部材１８の裏面より
前側に位置するよう設定され、前記側開口４２から外側方に引き出された部品用配線４３
は、第１の貫通口２１ａから貫通孔２２に向けて板部材１８の裏面より後方に突出しない
状態で引き回し得るようになっている。そして、該部品用配線４３は、図９または図１０
に示す如く、前記板部材１８の裏面に形成されて前記センサ用配線３８が引き回される前
記溝部２３内を引き回された後に、裏ユニット１９に配設された後述する裏中継基板６１
に接続されるよう構成される。
【００３２】
(ステージ部について)
　前記装飾部材２８のステージ部２９は、上下方向に緩やかに起伏する波形に形成された
転動面２９ａを有し(図１３参照)、該転動面２９ａ上のパチンコ球Ｗは、上下方向に変位
しながら左右に転動するようになっている。実施例の転動面２９ａは、上方に突出した凸
形状部分(山状の部分)が１箇所設けられると共に、下方に突出した凹形状部分(谷状の部
分)を凸形状部分の左右両側部の２箇所に備えた起伏形状に形成される。なお、装飾部材
２８には、ステージ部２９における転動面２９ａの後端縁に沿って上下方向に延在する後
壁部４４が設けられ、該後壁部４４における転動面２９ａから上方に延出する部分で、該
転動面２９ａを転動するパチンコ球Ｗが板部材１８の後方(図柄表示装置１３の表示部側)
へ移動するのを規制するよう構成される。
【００３３】
(装飾部材の球通路について)
　前記ステージ部２９における転動面２９ａの後端縁に設けられた前記後壁部４４には、
図１５または図１６に示すように後方に膨出する画壁によって前記転動面２９ａを挟んで
上下方向に延在する導入路４５が画成され、該導入路４５の上端部に形成される球入口４
５ａは、該転動面２９ａにおける凸形状部分の頂部に対応する上方位置で開口し、転動面
２９ａを転動するパチンコ球Ｗが球入口４５ａを介して導入路４５に通入可能に構成され
る。なお、後壁部４４は透明(光透過性)な合成樹脂材から形成されて、前記裏ユニット１
９に配設される後述する下部発光基板１１１の前側を覆う装飾カバー１１９に施された意
匠が前側から視認可能に構成されると共に、該下部発光基板１１１に実装したＬＥＤ(発
光体)１１１ａからの光が後壁部４４に後側から照射されて、後壁部４４全体が照らされ
るよう構成される。
【００３４】
　前記装飾部材２８には、前記導入路４５の下端部に連通接続されて前記ステージ部２９
の下方において前後方向に延在し、前記始動入賞装置２４の上側で球出口４６ａが開口す
る球通路４６が形成されている。該球通路４６の球出口４６ａは、図１３に示す如く、前
記転動面２９ａにおける凸形状部分の頂部に対応する下方位置において前記固定片２８ｃ
に開設されたものであって、該球出口４６ａが始動入賞装置２４に設けた上側の始動入賞
口２４ａの鉛直上方に位置して、球出口４６ａから排出されるパチンコ球Ｗが上側の始動
入賞口２４ａに入賞し易くなっている(図２参照)。ちなみに、前記ステージ部２９の転動
面２９ａから通入したパチンコ球Ｗを遊技領域１８ａに排出するための導入路４５および
球通路４６は、遊技中のパチンコ球Ｗを誘導する通路である。
【００３５】
　前記球通路４６には、図１４に示す如く、３条のリブ４７,４８,４９が、該球通路４６
に沿って並列に形成されている。実施例では、球通路４６の底部中央に第１リブ４７が形
成され、該第１リブ４７を挟んで左側部に左第２リブ４８が形成されると共に右側部に右
第２リブ４９が形成される。また、左右の第２リブ４８,４９の離間間隔Ｒ１は、図１７
に示す如く、パチンコ球Ｗの直径Ｒより大きく設定され(Ｒ１＞Ｒ)、前記導入路４５から
球通路４６に通入したパチンコ球Ｗは、第１リブ４７と左第２リブ４８または第１リブ４
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７と右第２リブ４９の２点で支持して案内し得るよう構成される。なお、第１リブ４７に
対する左右の第２リブ４８,４９の高さ位置は、第１リブ４７と第２リブ４８,４９とでパ
チンコ球Ｗが支持された状態において、第２リブ４８,４９とパチンコ球Ｗとの接触部が
、図１７(ａ),(ｂ)に示すように当該パチンコ球Ｗにおける中心を通る水平線Ｘと交差す
る外周近傍となるよう設定されて、第１リブ４７と左第２リブ４８または第１リブ４７と
右第２リブ４９の２点で支持されるパチンコ球Ｗを安定して誘導し得るよう構成されてい
る。
【００３６】
　実施例において左右の第２リブ４８,４９は、球通路４６における左右の側部の上下方
向の略中央に位置して、該第２リブ４８,４９の下端縁が前記水平線Ｘより下側でパチン
コ球Ｗに接触するようになっている。なお、各リブ４７,４８,４９は、球通路４６の延在
方向と直交する方向での断面が、略矩形状に形成されている。また第２リブ４８,４９に
ついては、図１７に示す如く、通路内側を向く面が弧状に形成されている。
【００３７】
　前記球通路４６を画成する上壁における前記第１リブ４７と対向する位置には、図１６
に示す如く、該球通路４６に沿って規制リブ５０が下方に向けて突設されている。第１リ
ブ４７と規制リブ５０との離間寸法は、パチンコ球Ｗの直径より大きく、第１リブ４７と
左第２リブ４８または第１リブ４７と右第２リブ４９の２点で支持された状態のパチンコ
球Ｗが規制リブ５０に接触することはなく、かつパチンコ球Ｗが上下に大きく跳ねるのを
規制し得る寸法に設定される。なお、規制リブ５０における後端下角部(導入路４５に臨
む角部)は弧状に形成されて、導入路４５から球通路４６へのパチンコ球Ｗの流入を阻害
しないよう構成される。
【００３８】
　前記導入路４５を画成する後壁および底壁には、図１６に示す如く、前記球通路４６の
第１リブ４７に整列する中間リブ５１が、導入路４５に沿って突設され、前記ステージ部
２９の転動面２９ａから導入路４５に通入したパチンコ球Ｗを中間リブ５１で球通路４６
に向けて安定して誘導し得るようになっている。また中間リブ５１の前端における上端の
位置は、図１６に示す如く、第１リブ４７の後端における上端より高くなるよう設定され
ており、導入路４５から球通路４６へのパチンコ球Ｗの円滑な流入を図り得るよう構成さ
れる。
【００３９】
(裏ユニットについて)
　前記裏ユニット１９は、図１９に示すように、前方に開口する矩形箱状に形成された箱
状本体５２と、該箱状本体５２の下端部に形成され、複数の基板設置部６０や排出用球通
路７６,７７が形成された下部構造体５３と、箱状本体５２の開口前端部および下部構造
体５３の前端部に形成されて外側へ延出し、前記板部材１８の裏面に当接する固定部５４
とから基本的に構成される。箱状本体５２は、前記板部材１８に対向する矩形板状に形成
された対向面部(後壁)５５と、該対向面部５５における上下左右の各縁部から前方に延出
する画壁部(外周壁部)５６ａ,５６ｂ,５６ｃ,５６ｄとから前方に開口するよう形成され
て、上および左右の各画壁部５６ａ,５６ｃ,５６ｄの前端部から箱状本体５２の開口外側
へ向けて延出するよう前記固定部５４が形成されている。また下部構造体５３は、壁部に
よって前方に開口するよう形成されて、下および左右の壁部の前端から外側へ向けて前記
固定部５４が形成される。そして、各固定部５４の前面を板部材１８の裏面に当接した状
態で、ネジを介して板部材１８に裏ユニット１９が着脱自在に固定されて、箱状本体５２
によって前記装飾部材２８の窓口２８ａを後側から覆い得るよう構成される。
【００４０】
　前記対向面部５５に、上下および左右幅の大部分が開口する大型の前記開口部１９ａが
形成されており、以下の説明において、対向面部５５における開口部１９ａに対する上下
左右に位置する部分について、上対向面部５５ａ、下対向面部５５ｂ、左対向面部５５ｃ
、右対向面部５５ｄと夫々指称し、該上下左右の対向面部５５ａ,５５ｂ,５５ｃ,５５ｄ
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に対応する画壁部を、上画壁部５６ａ、下画壁部５６ｂ、左画壁部５６ｃ、右画壁部５６
ｄと夫々指称するものとする。そして、実施例では板部材１８の裏側に裏ユニット１９を
配設した状態で、上下方向に延在する左画壁部５６ｃが、図９に示す如く、板部材１８の
裏面に左右方向に延在するよう形成された前記溝部２３の後側に交差するように延在し、
該左画壁部５６ｃを挟んで溝部２３が裏ユニット１９の内側と外側とに亘って延在するよ
う構成されている。また板部材１８の貫通孔２２は、左画壁部５６ｃより内側に臨んでお
り、前記球検出センサ３５に接続するセンサ用配線３８および前記窓側部用発光装置３９
の窓用発光基板４０に接続する部品用配線４３が、前記溝部２３内を左画壁部５６ｃを越
えて内側から外側に引き回し得るようになっている。なお、前記左画壁部５６ｃには、図
４または図１０に示す如く、板部材１８の溝部２３と対応する位置に、板部材１８の裏面
から離間する切欠部１９ｂが上下方向に所定長さで形成され、溝部２３から裏ユニット１
９の外側に引き出されるセンサ用配線３８や部品用配線４３が左画壁部５６ｃの前端縁に
接触するのを抑制し得るよう構成される。
【００４１】
　前記裏ユニット１９における対向面部５５の裏面には、図１９に示すように、前記開口
部１９ａを囲繞するように位置決め突部５７が、上下および左右の縁部に沿って設けられ
、前記図柄表示装置１３は、その表示部を開口部１９ａに裏側から臨ませた状態で、上下
および左右の各端縁が対応する位置決め突部５７に当接した状態で位置決め固定される。
【００４２】
(制御装置について)
　前記図柄表示装置１３の裏面には、図３に示す如く、図柄表示装置１３の表示を制御す
る基板を備える表示制御装置５８および表示制御装置５８に演出用の制御信号を出力する
基板を備える統括制御装置(電気部品)５９が左右方向に並べて着脱自在に配設される。ま
た、前記裏ユニット１９における図柄表示装置１３の設置位置より下方に設けられる前記
下部構造体５３の裏面には、図３,図１９に示す如く、複数(実施例では３つ)の前記基板
設置部６０が左右方向に離間して設けられ、各基板設置部６０には、複数のコネクタ受部
６１ａ(図２０,図２１等参照)が設けられた裏中継基板(基板)６１が着脱自在に取り付け
られて、該裏中継基板６１に設けたコネクタ受部６１ａに対して、前記可動演出装置１０
５,１０６や発光装置３９,８５,１０７,１０８や発光基板１０９,１１０,１１１,１５４,
１５８および表示器９０等の電気部品に接続した配線および前記統括制御装置５９に接続
した配線の夫々がコネクタ接続されて、各電気部品が統括制御装置５９に電気的に接続さ
れるようになっている。また、前記主制御装置に接続した配線も裏中継基板６１に接続さ
れて、該主制御装置と統括制御装置５９とは電気的に接続される。
【００４３】
　前記統括制御装置５９は、前記可動演出装置１０５,１０６や発光装置３９,８５,１０
７,１０８および発光基板１０９,１１０,１１１,１５４,１５８の各ＬＥＤ等のパチンコ
機１０に配設される各種電気部品の制御も行なうものであって、統括制御装置５９の制御
信号に基づいて表示制御装置５８が制御を実行して図柄表示装置１３の表示部で図柄変動
演出が行なわれると共に、可動演出装置１０５,１０６や発光装置３９,８５,１０７,１０
８および発光基板１０９,１１０,１１１,１５４,１５８の各ＬＥＤ等が駆動または発光制
御される。また、主制御装置からの制御信号に基づいて、後述する表示器９０での図柄変
動ゲームが行なわれる。
【００４４】
(下部構造体の基板設置部について)
　前記下部構造体５３の裏面に形成される３つの基板設置部６０は、基本的な構成は同じ
であるので、同一部位には同じ符号を付して説明すると共に、区別する場合には左基板設
置部６０、中基板設置部６０および右基板設置部６０と夫々指称するものとする。なお、
実施例では、各基板設置部６０に取り付けられる裏中継基板６１は、前記コネクタ受部(
コネクタ)６１ａが設けられる面が後側を向く姿勢で取り付けられるようになっており、
このコネクタ受部６１ａが設けられて表側に現われる面(表面)を実装面と指称すると共に
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、これとは反対に前側を向いて表側に現われない面(裏面)を回路面と指称するものとする
。また前記コネクタ受部６１ａは、前記統括制御装置５９との間で信号をやり取りする複
数の装置に対応する複数の配線を纏めたケーブルＹが接続するよう構成された大型のもの
である。
【００４５】
　前記基板設置部６０は、図３または図１９に示すように、取り付け対象となる裏中継基
板６１の外形形状と略一致する矩形枠状に形成された当接支持部６２と、当接支持部６２
における前記統括制御装置５９の配設位置に対して離間する側である下側の支持壁６２ａ
に形成されて、裏中継基板６１の下端縁(一端縁)が挿脱可能に差込み状態で係合可能な複
数の係合部６３と、当接支持部６２における前記統括制御装置５９の配設位置に近接する
側である上側の支持壁６２ａに形成されて、係合部６３に係合した裏中継基板６１の上端
縁(他端縁)に係脱可能に係合する弾性フック(係合片)６４とを基本的に備えている。そし
て、各基板設置部６０に対して対象となる裏中継基板６１は、実装面とは反対の回路面を
前記当接支持部６２の端部に当接した状態で、下端縁が係合部６３に係合すると共に上端
縁に弾性フック６４が係合して取り付けられる。なお、係合部６３の少なくとも１つは、
裏中継基板６１の角部において下端縁と側端縁の両方に係合して、該裏中継基板６１の左
右方向への位置決めを行ない得るよう構成される。また、基板設置部６０には、当接支持
部６２における上側の支持壁６２ａに近接する位置に、該当接支持部６２より後方へ突出
する位置決めピン６５が突設されており、基板設置部６０に裏中継基板６１を設置した際
に、該裏中継基板６１に形成した係合孔(図示せず)に位置決めピン６５が挿入されるよう
になっている。
【００４６】
　前記弾性フック６４は、当接支持部６２の上側の支持壁６２ａにおける左右方向の略中
央に位置して、その先端下面に設けた爪部６４ａが裏中継基板６１の上端縁側の実装面に
当接することで裏中継基板６１を保持するよう構成される。そして、該弾性フック６４を
裏中継基板６１の上端縁から離間するよう上側に向けて弾性変形することで、当該裏中継
基板６１の基板設置部６０からの取り外しを許容するようになっている。
【００４７】
　前記中基板設置部６０の当接支持部６２における上側の支持壁６２ａには、図１９また
は図２２に示す如く、前記弾性フック６４を挟む左右両側に、当接支持部６２の端部に回
路面が当接した裏中継基板６１における上端縁側の周端に当接可能な突部６６が夫々設け
られている。この突部６６は、前述したように中基板設置部６０に対して裏中継基板６１
が上下の弾性フック６４および係合部６３を介して取り付けられている状態で、該裏中継
基板６１の上端縁側の周端に当接可能に構成されたものであって、弾性フック６４の爪部
６４ａと裏中継基板６１との係合が解除される方向への該裏中継基板６１の移動を規制す
るべく機能する。突部６６における当接支持部６２の端部からの突出寸法は、図２２に示
す如く、当接支持部６２に回路面が当接した裏中継基板６１の実装面より後方に突出する
高さに設定されている。なお、突部６６は、図２１に示す如く、前記図柄表示装置１３の
下端縁を位置決めする下側の前記位置決め突部５７の突出端の下側に位置して、該位置決
め突部５７と当接支持部６２および下対向面部５５ｂとの間に画成された空間６７を引き
回される後述する表示器用配線９７が後方に移動するのを規制する規制手段としても機能
するよう構成される。実施例では、中基板設置部６０にのみ突部６６を設けているが、左
右の基板設置部６０,６０にも同様に突部６６を設けてもよい。
【００４８】
(下部構造体の前側の構成について)
　図１８,図２２または図２３に示すに如く、前記下部構造体５３の前側中央には、前記
始動入賞装置２４における板部材１８から後方に突出する装置本体を収容する中収容部６
８が画成されている。この中収容部６８は、図２０に示す如く、前方および下方に開口す
るように画成される。また、下部構造体５３の下端部には、中収容部６８の下方位置に上
側に向けて凹設された凹部６９が設けられている。そして、中収容部６８に前記始動入賞
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装置２４の装置本体が収容されると共に、凹部６９に前記特別入賞装置２６の板部材１８
から後方に突出する装置本体が収容されるようになっている。
【００４９】
　前記下部構造体５３には、前記中収容部６８の左側に、後述する左下磁気センサ７３が
配設される左収容部７０が前方に開口するよう画成されると共に、該中収容部６８の右側
には、後述する表示器９０の表示設置部１００が設けられる右収容部７１が前方に開口す
るよう画成される。なお、前記中収容部６８には、後述する右下磁気センサ７５が配設さ
れるようになっている。
【００５０】
(下磁気センサについて)
　前記左収容部７０の後側を画成する収容壁部７０ａには、前側に向けて突出する複数の
取付けボス７０ｂが設けられ(図２３参照)、これら取付けボス７０ｂの前端にセンサホル
ダ７２を介して左下磁気センサ７３が着脱自在に取り付けられる。また、前記中収容部６
８の後側を画成する収容壁部６８ａには、該中収容部６８に収容される始動入賞装置２４
の装置本体と干渉しない右方位置に、前側に向けて突出する複数の取付けボス６８ｂが設
けられ、これら取付けボス６８ｂの前端にセンサホルダ７４を介して右下磁気センサ７５
が着脱自在に取り付けられる。両下磁気センサ７３,７５は、長方形状のケーシングの内
部に、その長手方向に沿う方向に延在する一対のリード片の一部を接離可能に対向配置し
て構成されたリードスイッチであって、各収容部６８,７０に配設した左右の下磁気セン
サ７３,７５は、該センサ７３,７５を構成するリード片の延在方向(ケーシングの長手方
向)が、左右方向に沿うと共に前記板部材１８の裏面と平行となる横置き姿勢で、前記始
動入賞装置２４の左右両側に位置決めされる。
【００５１】
　なお、中および左の各収容部６８,７０に取り付けられた左右の下磁気センサ７３,７５
の磁気検出可能範囲は、何れも前記始動入賞装置２４における上下の始動入賞口２４ａ,
２４ｂ、特別入賞装置２６の特別入賞口２６ａに臨むように設定される。また、左下磁気
センサ７３の磁気検出可能範囲は、左普通入賞口２７ｂにも及び、右下磁気センサ７５の
磁気検出可能範囲は、右普通入賞口３４にも及ぶように設定されている。両下磁気センサ
７３,７５は前記統括制御装置５９に接続され、該下磁気センサ７３,７５が磁気を検出し
た際には、統括制御装置５９の制御下にランプやスピーカ等を用いた異常報知が行なわれ
るよう構成される。
【００５２】
(排出用球通路について)
　前記下部構造体５３には、前記板部材１８に配設された入賞口用飾り部材２７に設けた
３つの左普通入賞口２７ｂと対応する位置に、各左普通入賞口２７ｂに入賞したパチンコ
球Ｗを遊技盤１７の下方へ排出案内する左排出用球通路(球通路)７６が形成されると共に
、前記右普通入賞口３４と対応する位置に、該右普通入賞口３４に入賞したパチンコ球Ｗ
を遊技盤１７の下方へ排出案内する右排出用球通路７７が形成される(図１８,図２３等参
照)。
【００５３】
　前記左排出用球通路７６は、図２７に示す如く、前方に開口する複数の通路７８,７９,
８０,８１を連通して構成され、各通路７８,７９,８０,８１を画成する通路用壁部(壁部)
８２の前端は、前記裏ユニット１９の固定部５４の前面と同一面に位置しており、裏ユニ
ット１９を板部材１８の裏側に取り付けた際には通路用壁部８２の前端が板部材１８の裏
面に当接して、該左排出用球通路７６の前方開口は板部材１８により塞がれるようになっ
ている(図２６参照)。左排出用球通路７６は、最上部に位置する左普通入賞口２７ｂに連
通する第１縦通路７８と、中間に位置する左普通入賞口２７ｂに連通する第２縦通路７９
および、最下部に位置する左普通入賞口２７ｂに連通する第３縦通路８０とを、第１縦通
路７８から第３縦通路８０に向けて下方傾斜するよう形成された傾斜通路８１を介して連
通して構成されて、各左普通入賞口２７ｂに入賞したパチンコ球Ｗを、集合して第３縦通
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路８０の下流端(下端)に形成した球排出口８０ａを介して機外(球回収部)に排出するよう
構成される。なお、前記裏ユニット１９の下部構造体５３の下辺に形成される固定部５４
は、図２７に示す如く、傾斜通路８１を画成する通路用壁部８２の下側に一体的に形成さ
れており、該固定部５４を前記板部材１８に当接固定することで、左排出用球通路７６の
前端を板部材１８の裏面に確実に当接させるようになっている。
【００５４】
　前記第３縦通路８０の下流端部に左普通入賞センサ８３が取り付けられ(図１８参照)、
各左普通入賞口２７ｂに入賞したパチンコ球Ｗを、該左普通入賞センサ８３で検出するこ
とで賞球が払い出されるようになっている。
【００５５】
　なお、前記右排出用球通路７７は、前方および下方に開口する縦通路から構成されて、
裏ユニット１９を板部材１８の裏側に取り付けた際に該右排出用球通路７７に前記右普通
入賞口３４が連通し、右普通入賞口３４に入賞したパチンコ球Ｗを、右排出用球通路７７
の下流端(下端)に形成した球排出口７７ａを介して機外(球回収部)に排出するよう構成さ
れる。また、右排出用球通路７７の下流端部に右普通入賞センサ８４が取り付けられ(図
１８参照)、右普通入賞口３４に入賞したパチンコ球Ｗを、該右普通入賞センサ８４で検
出することで賞球が払い出されるようになっている。
【００５６】
(入賞口用発光装置について)
　前記裏ユニット１９には、前記左排出用球通路７６の形成位置に対応して、前記板部材
１８に配設した入賞口用飾り部材２７の光透過部材２７ｃを裏側から照明可能な入賞口用
発光装置(演出装置)８５が配設される。この入賞口用発光装置８５は、図２７に示す如く
、実装面に複数のＬＥＤ(発光体)８６ａを実装した入賞用発光基板８６と、該入賞用発光
基板８６が実装面を前側に向けた姿勢で収容されるケース体８７を備える。ケース体８７
は、透明な合成樹脂材から形成されたものであって、平板状の板部の外周縁に後側に突出
するよう壁部を形成した後方に開口する箱状体８７ａの後端に、複数のフランジ部８７ｂ
が外方に向けて形成されており、箱状体８７ａの内部に前記入賞用発光基板８６がネジ止
め固定される。前記下部構造体５３には、左排出用球通路７６の形成位置を外れると共に
、ケース体８７の各フランジ部８７ｂと対応する位置の夫々に取付けボス８８が設けられ
ている。そして、箱状体８７ａおよびフランジ部８７ｂの裏面を前記左排出用球通路７６
を画成する通路用壁部８２または取付けボス８８の前端に当接した状態で、各フランジ部
８７ｂを対応する取付けボス８８にネジ止めすることで、下部構造体５３の前面に入賞口
用発光装置８５が着脱自在に位置決め固定される(図１３,図２５参照)。
【００５７】
　前記ケース体８７の箱状体８７ａは、図５に示す如く、前記板部材１８に形成された前
記第３の貫通口２１ｃにおける左普通入賞口２７ｂの樋部２７ｄが臨む部位を除く部分の
開口形状と略相似する形状に形成される。また入賞口用発光装置８５は、下部構造体５３
(裏ユニット１９)の前面から突出する状態で配設され、裏ユニット１９を板部材１８の裏
側に取り付けた際に、図２６に示す如く、該入賞口用発光装置８５のケース体８７が板部
材１８の第３の貫通口２１ｃに収容されて、前記入賞口用飾り部材２７の光透過部材２７
ｃを裏側から照らすことができるよう構成される。
【００５８】
　前記入賞口用発光装置８５は、図１３または図２５に示す如く、前記左排出用球通路７
６の前面開口の一部と前後に重なるように位置して、当該入賞口用発光装置８５により左
排出用球通路７６の前面開口の一部が覆われるようになっている。具体的には、左排出用
球通路７６を構成する第１縦通路７８および第２縦通路７９の下部(左普通入賞口２７ｂ
と各通路７８,７９との連通部の下側)および傾斜通路８１の一部が入賞口用発光装置８５
で覆われ、その他の部分の前面開口は覆われることなく前記第３の貫通口２１ｃの裏側に
開口状態で臨んでいる。
【００５９】
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(カバー部材について)
　前記左排出用球通路７６には、その前面開口の一部を覆うカバー部材８９が着脱自在に
配設される。このカバー部材８９は、図２７に示す如く、前記第１縦通路７８および第２
縦通路７９における左普通入賞口２７ｂとの連通部を除く部分の前面開口および傾斜通路
８１の前面開口を覆い得るようその開口形状に略一致する形状に形成された本体板８９ａ
と、該本体板８９ａの外縁の複数箇所に設けられた係合部８９ｂとから構成される。また
、左排出用球通路７６を画成する通路用壁部８２には、カバー部材８９の係合部８９ｂに
対応する夫々の位置に、該係合部８９ｂが係脱自在に係合する被係合部８２ａが形成され
ている。実施例では、係合部８９ｂが本体板８９ａの外縁から突出する突部として形成さ
れると共に、被係合部８２ａが通路用壁部８２の前端から退避する凹部として形成される
。そして、各係合部８９ｂを対応する被係合部８２ａに係合することで、本体板８９ａが
通路７８,７９,８１の前面開口を覆った状態で、当該カバー部材８９が下部構造体５３に
位置決めされる。またカバー部材８９の本体板８９ａは、通路７８,７９,８１の前面開口
内に臨んだ状態で、その前面が通路用壁部８２の前端と同一位置に臨むよう構成される。
【００６０】
　前記左排出用球通路７６の前面開口を覆うように配設されたカバー部材８９は、該カバ
ー部材８９の前側に臨むように下部構造体５３に取り付けられる前記入賞口用発光装置８
５(ケース体８７)と前記通路用壁部８２とで前後から挟持されることで脱落不能に取り付
けられる。そして、左排出用球通路７６において前記第３の貫通口２１ｃに入賞口用発光
装置８５と重なることなく開口状態で臨んでいる部分がカバー部材８９で覆われるように
なっている(図２５参照)。なお、入賞口用発光装置８５における左排出用球通路７６の前
面開口に重なる部分の裏側は、前記カバー部材８９が存在し、該通路７６を流下するパチ
ンコ球Ｗが前記入賞用発光基板８６に接触するのは該カバー部材８９で防止される。
【００６１】
(表示器について)
　前記裏ユニット１９の下部構造体５３における右収容部７１には、該裏ユニット１９を
板部材１８に取り付けた状態で、前記遊技領域１８ａ内における右下部に臨むように、当
該パチンコ機１０の現在の遊技状態を表示する表示器９０が配設されている。この表示器
９０は、図３１に示す如く、特別表示部９１、ラウンド回数表示部９２、普通表示部９３
、特別保留表示部９４および普通保留表示部９５等が、一枚の表示基板９６に纏めて設置
されており、これら各表示部９１,９２,９３,９４,９５は、表示基板９６の裏側を向く実
装面に設けられたコネクタ受部９６ａに一端が接続される表示器用配線(配線)９７、前記
裏中継基板６１を介して主制御装置に接続されるよう構成される。各表示部９１,９２,９
３,９４,９５は、夫々が少なくとも１個以上の発光手段としてのＬＥＤを備えており、主
制御装置による各ＬＥＤの点灯制御により所定の状態を表示し得るようになっている。
【００６２】
　特別表示部９１は、前記始動入賞装置２４の始動入賞口２４ａ,２４ｂにパチンコ球Ｗ
が入賞することを契機として主制御装置において実行される特別図柄の抽選結果を、複数
の表示パターンにて表示するためのものである。実施例の特別表示部９１は、７個のＬＥ
Ｄを８の字状に配置したブロック状の７セグメント形表示部から構成されて、上側の始動
入賞口２４ａへのパチンコ球Ｗの入賞を契機として図柄変動を開始すると共に結果を表示
する第１特別表示部９１ａと、下側の始動入賞口２４ｂへのパチンコ球Ｗの入賞を契機と
して図柄変動を開始すると共に結果を表示する第２特別表示部９１ｂとを左右並列に備え
る。各特別表示部９１ａ,９１ｂでは、各ＬＥＤを個別に点灯制御することで、点灯した
ＬＥＤの組合わせにより複数の表示パターンを発現し得るようになっている。
【００６３】
　ラウンド回数表示部９２は、前述した主制御装置における特別図柄の抽選結果により特
定遊技状態が成立した場合に、成立した該特定遊技状態に対応する上限ラウンド回数を、
遊技者に報知するためのものである。実施例のパチンコ機１０は、上限ラウンド回数を２
回に設定した第１特定遊技状態、上限ラウンド回数を１５回に設定した第２特定遊技状態
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、そして上限ラウンド回数を１６回に設定した第３特定遊技状態との、合計３種類の特定
遊技状態を発現するように設計されている。従ってラウンド回数表示部９２は、３種類の
各特定遊技状態に夫々対応する３個のラウンド回数表示ＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃによ
り構成される。そして、各ラウンド回数表示ＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃは、主制御装置
により個別に点灯制御され、主制御装置における抽選結果として第１特定遊技状態が成立
した場合には第１ラウンド回数表示ＬＥＤ９２ａが点灯し、第２特定遊技状態が成立した
場合には第２ラウンド回数表示ＬＥＤ９２ｂが点灯し、第３特定遊技状態が成立した場合
には第３ラウンド回数表示ＬＥＤ９２ｃが点灯するよう構成されている。
【００６４】
　普通表示部９３は、前記球通過ゲート３６をパチンコ球Ｗが通過して、球検出センサ３
５での検出信号が主制御装置に入力された際に、該主制御装置において実行される前記始
動入賞装置２４の開閉羽根２５の開閉動作有無の抽選結果を表示するものである。この普
通表示部９３は、第１および第２からなる２個の普通表示ＬＥＤ９３ａ,９３ｂから構成
される。第１普通表示ＬＥＤ９３ａおよび第２普通表示ＬＥＤ９３ｂは、所要の点滅時間
に亘って交互に点滅するよう点灯制御された後、主制御装置における抽選結果が「開閉動
作あり」の場合には、第１普通表示ＬＥＤ９３ａが点灯した状態で停止し、前記始動入賞
装置２４に設けた開閉羽根２５,２５が所定時間および所定回数だけ開放制御される。ま
た、主制御装置における抽選結果が「開閉動作なし」の場合には、第２普通表示ＬＥＤ９
３ｂが点灯した状態で停止し、該開閉羽根２５,２５の開放制御は行なわれない。
【００６５】
　前記特別保留表示部９４は、始動入賞装置２４における上側の始動入賞口２４ａに入賞
したパチンコ球(入賞球)Ｗの保留個数を表示する第１特別保留表示部９８と、始動入賞装
置２４における下側の始動入賞口２４ｂに入賞したパチンコ球(入賞球)Ｗの保留個数を表
示する第２特別保留表示部９９で構成される。第１特別保留表示部９８は、２個の第１特
別保留表示ＬＥＤ９８ａ,９８ｂから構成されると共に、第２特別保留表示部９９は、２
個の第２特別保留表示ＬＥＤ９９ａ,９９ｂから構成され、各々が個別に点灯または点滅
制御されることで４個の保留個数まで表示可能となっている。また前記普通保留表示部９
５は、前記球通過ゲート３６を通過したパチンコ球(通過球)Ｗの保留個数を表示するため
の２個の普通保留表示ＬＥＤ９５ａ,９５ｂから構成され、各々が個別に点灯または点滅
制御されることで４個の保留個数まで表示可能となっている。
【００６６】
　前記特別保留表示部９８,９９および普通保留表示部９５における各２個のＬＥＤによ
る保留個数の表示態様として、実施例では、保留個数の１個の場合は、一方のＬＥＤが点
灯、他方のＬＥＤが消灯、保留個数の２個の場合は、一方のＬＥＤが点灯、他方のＬＥＤ
が点灯、保留個数の３個の場合は、一方のＬＥＤが点滅、他方のＬＥＤが点灯、保留個数
の４個の場合は、一方のＬＥＤが点滅、他方のＬＥＤが点滅に設定されている。
【００６７】
　なお、前記特別表示部９１には、現在のパチンコ機１０の状態を表示するためのＬＥＤ
からなる状態表示部(図示せず)が設けられ、状態表示部におけるＬＥＤの状態によって、
該パチンコ機１０が変動時間短縮機能の作動中(時短状態中)であるか否か、または復電時
(電源投入時)に確率変動機能の作動中であるか否かを表示するよう構成される。実施例で
は、第１特別表示部９１ａに第１状態表示ＬＥＤが設けられ、第２特別表示部９１ｂに第
２状態表示ＬＥＤが設けられ、パチンコ機１０が変動時間短縮状態となっている場合には
、第２状態表示ＬＥＤが点灯するよう制御され、復電時に確率変動状態となっている場合
には、第１状態表示ＬＥＤが点灯するよう制御される。
【００６８】
　前記「変動時間短縮機能」とは、特定遊技状態の終了後に、(1)主制御装置により実行
される前記開閉羽根２５,２５の開閉動作有無の抽選において「開閉動作あり」の条件が
成立する抽選確率の変化、(2)開閉羽根２５,２５の開閉動作パターンの変化、(3)普通表
示部９３における第１普通表示ＬＥＤ９３ａおよび第２普通表示ＬＥＤ９３ｂの点滅時間
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の変化、の何れかを付与する機能である。また、前記「確率変動機能」とは、特定遊技状
態が終了した後に、前記主制御装置における抽選の確率(特別表示部９１ａ,９１ｂにおけ
る大当りの当選確率)を、低確率(通常状態)から高確率(確率変動状態)に変動させる機能
である。
【００６９】
(表示設置部について)
　前記表示基板９６は、前記装飾部材２８の右下部において該装飾部材２８の一部を構成
する前記隅部光透過部３３の裏側に臨むように、前記裏ユニット１９の前記右収容部７１
に設けた表示設置部(設置部)１００に配設される。表示設置部１００は、図２９または図
３０に示す如く、表示基板９６を裏側に収容可能な後方に開放する箱状に形成されたもの
であって、裏面には後方に突出する複数(実施例では２つ)の脚部１０１が設けられる。各
脚部１０１には、前記裏ユニット１９の下部構造体５３における右収容部７１を画成する
後側の収容壁部７１ａから前方に突設した取付けボス７１ｂの前端が嵌合する凹部(図示
せず)が裏面に設けられると共に、該凹部の中央に対応して前後方向に貫通するネジ用通
孔１０１ａが穿設されている。そして、表示設置部１００は、各取付けボス７１ｂに対応
する脚部１０１の凹部を前側から嵌合した状態で、ネジ用通孔１０１ａに前側から挿通し
たネジを取付けボス７１ｂのネジ孔に螺挿することで、裏ユニット１９の前面から所定長
だけ突出した状態で位置決め固定される。そして、裏ユニット１９に取り付けられた表示
設置部１００は、該裏ユニット１９を板部材１８の裏側に取り付けた際には、前面が板部
材１８の前面と略同一レベルに臨むように前記第１の貫通口２１ａに臨むよう構成される
。
【００７０】
　前記表示設置部１００は、光の透過が不能な素材から構成され、裏側にネジ止め固定さ
れる前記表示基板９６の実装面に設けられた各表示部９１,９２,９３,９４,９５に対応す
る位置には、該表示部９１,９２,９３,９４,９５を前側から視認可能な孔部１０２,１０
３が設けられている。前記特別表示部９１に対応する第１の孔部１０２は、第１および第
２特別表示部９１ａ,９１ｂを共通して収容可能な形状に設定されたものであり、表示基
板９６を設置部裏面に取り付けた状態で、特別表示部９１は、その前面が表示設置部１０
０の前面(最前面)に臨むように第１の孔部１０２に収容される。これに対し、他の表示部
９２,９３,９４,９５に対応する第２の孔部１０３は、各ＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃ,９
３ａ,９３ｂ,９５ａ,９５ｂ,９８ａ,９８ｂ,９９ａ,９９ｂに対応する位置において表示
設置部１００の前後方向に突出する突出部１０４に前後方向に貫通するよう形成されたも
のであって、表示基板９６を設置部裏面に取り付けた状態で、各第２の孔部１０３の後端
部に対応する各ＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃ,９３ａ,９３ｂ,９５ａ,９５ｂ,９８ａ,９８
ｂ,９９ａ,９９ｂが収容されるよう構成される(図２８参照)。そして、各第２の孔部１０
３では、ＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃ,９３ａ,９３ｂ,９５ａ,９５ｂ,９８ａ,９８ｂ,９
９ａ,９９ｂが個々に収容されることで、各ＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃ,９３ａ,９３ｂ,
９５ａ,９５ｂ,９８ａ,９８ｂ,９９ａ,９９ｂの点灯時には他のＬＥＤの光と明確に区分
し得るようになっている。
【００７１】
(配線挿通口について)
　前記表示設置部１００が取り付けられる下部構造体５３を構成して、前記表示基板９６
と対向する収容壁部７１ａに、図３０に示す如く、前後方向に貫通する配線挿通口７１ｃ
が形成され、該表示基板９６のコネクタ受部９６ａに一端が接続する表示器用配線９７は
、該配線挿通口７１ｃを介して裏ユニット１９の裏側に引き出されるよう構成される。そ
して、裏側に引き出された表示器用配線９７が、前記位置決め突部５７と中基板設置部６
０の当接支持部６２および下対向面部５５ｂとの間に画成された空間６７を左方に引き回
されて、前記左基板設置部６０に取り付けられている裏中継基板６１に接続されるように
なっている。
【００７２】
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(装飾部材の隅部光透過部について)
　前記裏ユニット１９に取り付けた前記表示器９０の前側に位置する前記装飾部材２８の
隅部光透過部３３は、光の透過が可能な透明または半透明の素材から形成された装飾板か
ら構成されると共に、該装飾板の前面にはパチンコ機１０のモチーフとなる意匠が施され
ている。また、隅部光透過部３３における表示器９０の各表示部９１,９２,９３,９４,９
５の前側に臨む位置には、透明な透明部３３ａ,３３ｂが設けられ(図７参照)、７セグメ
ントを構成するＬＥＤや各表示ＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃ,９３ａ,９３ｂ,９５ａ,９５
ｂ,９８ａ,９８ｂ,９９ａ,９９ｂが点灯した際には、その光が隅部光透過部３３を透過し
て前側から認識されるようになっている。なお、隅部光透過部３３の裏面には、特別表示
部９１に対応する第１透明部３３ａの形成部位と、他の表示部９２,９３,９４,９５に対
応する第２透明部３３ｂの形成部位との間に段差が設けられて、前記板部材１８の裏側に
裏ユニット１９を取り付けた状態で、第１透明部３３ａの周囲裏面に前記表示設置部１０
０の前面が当接すると共に、第２透明部３３ｂの周囲裏面に表示設置部１００に設けた突
出部１０４の前面が当接するよう構成される。また隅部光透過部３３における透明部３３
ａ,３３ｂ以外の部位は半透明に形成されて、裏側に臨む各表示部９１,９２,９３,９４,
９５からの光を明確に区分し得るようになっている。
【００７３】
　なお、隅部光透過部３３における前記ラウンド回数表示ＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃに
対応する第２透明部３３ｂ,３３ｂ,３３ｂの前面には、図示しないが夫々対応するラウン
ド回数(２,１５,１６)が表示されて、各特定遊技状態が成立したことが容易かつ明確に認
識できるようになっている。
【００７４】
(裏ユニットに配設される可動演出装置および発光装置について)
　前記板部材１８の裏側に裏ユニット１９を取り付けた状態で、該裏ユニット１９の対向
面部５５と板部材１８との間に所要の空間が画成され、前記対向面部５５に設けられる前
記可動演出装置１０５,１０６、発光装置１０７,１０８および発光基板１０９,１１０,１
１１が、該空間に臨むよう構成される。実施例では、図１８に示す如く、左対向面部５５
ｃに左可動演出装置１０５が配設され、右対向面部５５ｄに右可動演出装置１０６が配設
される。また図２４に示す如く、上対向面部５５ａには、左可動演出装置１０５に設けら
れる可動体１２０,１３９ａ,１３９ｂの前後に臨む２つの上部発光装置１０７,１０８が
配設され、右対向面部５５ｄには、前記右可動演出装置１０６の後側に臨む側部発光基板
１０９が配設され、右対向面部５５ｄと下対向面部５５ｂとが交わる右下隅部には、装飾
部材２８の前記隅部光透過部３３の後側に臨む隅部発光基板１１０が配設される。更に、
下対向面部５５ｂには、前記装飾部材２８においてステージ部２９の後端縁に沿って設け
られた前記後壁部４４の後側に臨むように下部発光基板１１１が配設される。
【００７５】
(第１の上部発光装置について)
　前記裏ユニット１９における上画壁部５６ａには、図１９に示す如く、前記板部材１８
の裏面に当接する前端面より前側で上方に延出する延出部１１７ｃが設けられ、該延出部
１１７ｃの前側に第１の上部発光装置(発光装置)１０７が配設される。第１の上部発光装
置１０７は、図２４に示す如く、実装面に複数のＬＥＤ(発光体)１１２ａを実装した第１
発光基板(発光基板)１１２と、該第１発光基板１１２が実装面を前側に向けた姿勢で収容
されるケース部材１１３を備える。ケース部材１１３は、透明な合成樹脂材から形成され
たものであって、平板状の板部の外周縁に後側に突出するよう壁部を形成した後方に開口
する箱状を呈し、該ケース部材１１３の内部に前記第１発光基板１１２がネジ止め固定さ
れる。そして、ケース部材１１３が前記延出部１１７ｃの前側にネジ止め固定されること
で、当該第１の上部発光装置１０７は、裏ユニット１９の前端から前方および上方に延出
した状態で該裏ユニット１９に取り付けられる(図３２参照)。
【００７６】
　前記第１発光基板１１２は、図１９または図２４に示す如く、略円形の第１基板部１１
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２ｂと、該第１基板部１１２ｂから右方に延出するよう連設される略弧状の第２基板部１
１２ｃとから構成され、実施例では第１基板部１１２ｂと第２基板部１１２ｃに実装され
るＬＥＤ１１２ａの種類が異なるよう構成される。例えば第１基板部１１２ｂには発光色
が単色(例えば白色)のＬＥＤが実装されるのに対し、第２基板部１１２ｃには発光色が可
変可能なフルカラーＬＥＤが実装される。但し、各基板部１１２ｂ,１１２ｃに実装され
るＬＥＤの種類は他の組合わせであってもよく、また同種のものであってもよい。
【００７７】
　前記ケース部材１１３は、前記第１発光基板１１２の形成に応じた形状に形成されたも
のであって、前記第１基板部１１２ｂに対応する略円筒状の第１ケース部１１３ａと、前
記第２基板部１１２ｃに対応する円弧箱状の第２ケース部１１３ｂとから構成される。そ
して、第１ケース部１１３ａの前壁には、第１基板部１１２ｂに実装されたＬＥＤ１１２
ａに対応する位置の夫々にレンズ部(図示せず)が設けられて、単色ＬＥＤからの光を強調
し得るようになっている。これに対し、第２ケース部１１３ｂの前壁には乱反射加工が施
されて、フルカラーＬＥＤからの光で広範囲を照明し得るよう構成される。なお、各ケー
ス部１１３ａ,１１３ｂに施される加工は、対応するＬＥＤの種類に応じて設定すればよ
く、前述したものに限定されない。
【００７８】
(装飾部材の上部光透過部について)
　前記装飾部材２８の上部には、図６または図７に示す如く、窓口側(内周壁２８ｂの内
側)の略中央において前後方向に開口する筒状の第１の収容部１１４と、該第１の収容部
１１４の右側に連通状態で形成されて後方に開口する第２の収容部１１５とが形成される
。また両収容部１１４,１１５により形成される後方に開口する収容部の全体形状が、裏
ユニット１９に配設される前記第１の上部発光装置１０７(ケース部材１１３)の外形形状
に略相似するよう構成される。すなわち、裏ユニット１９を板部材１８の裏側に取り付け
た際に、該第１の上部発光装置１０７が第１および第２の収容部１１４,１１５に亘って
収容されるようになっている(図３４参照)。
【００７９】
　前記第１の収容部１１４の前側開口には、光透過性の合成樹脂材から形成されたレンズ
体１１４ａが配設されて、前記第１の上部発光装置１０７の第１発光基板１１２における
第１基板部１１２ｂに実装したＬＥＤ１１２ａからの光がレンズ体１１４ａに照射される
よう構成される。また、第２の収容部１１５を構成する前壁には前後に貫通する複数のス
リット１１５ａが形成され、前記第１の上部発光装置１０７の第１発光基板１１２におけ
る第２基板部１１２ｃに実装したＬＥＤ１１２ａからの光がスリット１１５ａを介して前
側に照射されるようになっている。すなわち実施例では、レンズ体１１４ａおよびスリッ
ト１１５ａが上部光透過部(光透過部)３１として機能している。なお、光透過部は、レン
ズ体やスリット等に限らず、裏側から照射される光を前側に透過可能なものであれば、半
透明板や各種光拡散加工を施した板部材から構成されたものであってもよい。
【００８０】
(第２の上部発光装置について)
　前記裏ユニット１９における上対向面部(設置部)５５ａには、前記第２の上部発光装置
(第２の発光装置)１０８が配設される。この第２の上部発光装置１０８は、前側を向く実
装面に複数のＬＥＤ(発光体)１１６ａが実装された第２発光基板１１６(図２３参照)と、
該第２発光基板１１６の前側を覆うカバー体１１７とから構成されて、第２発光基板１１
６およびカバー体１１７の夫々が上対向面部５５ａにネジ止め固定されている。カバー体
１１７は、光透過性の合成樹脂材から形成されたものであって、図３２に示す如く、上対
向面部５５ａに沿って延在する垂直面部１１７ａと、該垂直面部１１７ａの上端縁から前
方に突出するよう形成された突出面部１１７ｂと、該突出面部１１７ｂの前端縁から上方
に延出する前記延出部１１７ｃとから構成される。すなわち、実施例では前記第１の上部
発光装置１０７が配設される延出部１１７ｃが第２の上部発光装置１０８のカバー体１１
７に一体形成されている。
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【００８１】
　前記第１の上部発光装置１０７は、図３２または図３５に示す如く、前記第２の上部発
光装置１０８の前方に離間して位置し、両上部発光装置１０７,１０８の間に、前記左可
動演出装置１０５に設けられる可動体１２０,１３９ａ,１３９ｂが収容可能な下方に開放
する可動体用空間１１８が画成される。すなわち、後述するように可動体１２０,１３９
ａ,１３９ｂは、待機位置において両上部発光装置１０７,１０８の間に画成される可動体
用空間１１８に収容され(図３２)、該可動体１２０,１３９ａ,１３９ｂの前方に第１の上
部発光装置１０７が臨むと共に、該可動体１２０,１３９ａ,１３９ｂの後方に第２の上部
発光装置１０８が臨むようになっている。前記可動体用空間１１８は、待機位置と作動位
置との間を往復移動する可動体１２０,１３９ａ,１３９ｂが待機位置に臨む状態で、作動
位置に向けて開口して、該可動体１２０,１３９ａ,１３９ｂの作動位置への移動を許容す
ると共に、作動位置から待機位置に移動する可動体１２０,１３９ａ,１３９ｂの収容を許
容するものである。
【００８２】
　前記延出部１１７ｃには、図１９に示す如く、前記第１の上部発光装置１０７における
第１発光基板１１２の裏面に設けたコネクタ受部１１２ｄに対応する位置に通孔１１７ｄ
が設けられ、第１の上部発光装置１０７を延出部１１７ｃに取り付けた際に、該コネクタ
受部１１２ｄが通孔１１７ｄに臨むよう構成される。そして、コネクタ受部１１２ｄに一
端が接続する配線(図示せず)が、前記突出面部１１７ｂの上側(可動体用空間１１８とは
反対側)を引き回された後に第２の上部発光装置１０８の第２発光基板１１６に接続され
る。なお、突出面部１１７ｄの上面には配線保持部１１７ｅが設けられ、第１発光基板１
１２と第２発光基板１１６とを接続する配線を該配線保持部１１７ｅに保持するよう構成
される。また、前記裏ユニット１９の上画壁部５６ａの前部側には、前記第１発光基板１
１２のコネクタ受部１１２ｄと配線との接続部分を上方に露出するよう後側に向けて後退
する切欠凹部１９ｃが設けられ、第１の上部発光装置１０７を延出部１１７ｃに取り付け
た状態で配線の接続作業を行ない得るようになっている。
【００８３】
(裏ユニットの対向面部に配設される発光基板について)
　前記裏ユニット１９の下対向面部５５ｂには、図２３,図２４または図２６に示す如く
、左右方向に延在する前記下部発光基板１１１が配設されている。下部発光基板１１１は
、前記装飾部材２８におけるステージ部２９の上方に臨む前記後壁部４４の裏側に臨んで
、前方に向けて光を照射する複数のＬＥＤ(発光体)１１１ａを備えている。そして、下部
発光基板１１１のＬＥＤ１１１ａを発光することで、後壁部４４を裏側から照明するよう
構成される。なお、下対向面部５５ｂには、下部発光基板１１１を前側から覆う装飾カバ
ー１１９が配設される。この装飾カバー１１９は、光透過性の合成樹脂材から形成される
と共に、前面にはパチンコ機１０のモチーフとなる意匠が施されており、下部発光基板１
１１におけるＬＥＤ１１１ａからの光の透過を許容すると共に、前記透明な後壁部４４を
透して装飾カバー１１９の前面の意匠が前側から視認可能となっている。
【００８４】
　前記裏ユニット１９の右対向面部５５ｄには、図２３または図２４に示す如く、上下方
向に延在する前記側部発光基板１０９が配設されている。側部発光基板１０９は、右可動
演出装置１０６の裏側に臨んで、前方に向けて光を照射する複数のＬＥＤ(発光体)１０９
ａを備えている。そして、側部発光基板１０９のＬＥＤ１０９ａを発光することで、右可
動演出装置１０６を裏側から照明するよう構成される。また、裏ユニット１９の下対向面
部５５ｂと右対向面部５５ｄとが交わる右下隅部には、隅部発光基板１１０が配設される
。隅部発光基板１１０は、前記装飾部材２８の隅部光透過部３３における前記表示器９０
と対向する部位より上方の裏側に臨んで、前方に向けて光を照射する複数のＬＥＤ(発光
体)１１０ａを備えている。そして、隅部発光基板１１０のＬＥＤ１１０ａを発光するこ
とで、隅部光透過部３３を裏側から照明するよう構成される。
【００８５】
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　なお、前記第２の上部発光装置１０８の第２発光基板１１６と側部発光基板１０９とが
配線を介して接続すると共に、該側部発光基板１０９と隅部発光基板１１０とが配線を介
して接続される。そして、隅部発光基板１１０から導出する配線が、前記裏中継基板６１
を介して統括制御装置５９に接続され、該統括制御装置５９により各発光基板１１２,１
１６,１０９,１１０のＬＥＤ１１２ａ,１１６ａ,１０９ａ,１１０ａが発光制御されるよ
うになっている。
【００８６】
(左可動演出装置について)
　前記裏ユニット１９における左対向面部５５ｃに配設される前記左可動演出装置１０５
は、図４１または図４２に示すように、所定の演出動作を行なう大型の左可動体１２０と
、この左可動体１２０を往復移動する第１の駆動部１２１とから基本的に構成される。左
可動体１２０は、後述するラック１２８の取付部位となる可動基部１２２(基部)と、この
可動基部１２２における往復移動方向と交差する横方向に向けて可動基部１２２から延出
するよう形成された腕部１２３とを備えている。なお、左可動体１２０は、可動基部１２
２と腕部１２３とが直交または略直交する関係で、かつ可動基部１２２の上端に腕部１２
３が接続するよう形成されて、全体として正面視で上下反転した略Ｌ字形状を呈している
。そして、左可動体１２０は、可動基部１２２が前記左対向面部５５ｃの前側に配設され
て前記装飾部材２８の窓口２８ａの左横側に位置し、該可動基部１２２から腕部１２３が
前記窓口２８ａの中央側に向けて延出している(図３３参照)。なお、腕部１２３における
窓口２８ａの左右方向中央に位置する右端部には、上下幅が大きく設定された意匠部１２
３ａが設けられ、該意匠部１２３ａに後述する副可動体１３９ａ,１３９ｂが配設されて
いる。また、左可動体１２０の可動基部１２２は、裏ユニット１９を板部材１８の裏側に
取り付けた状態で、該板部材１８に配設した装飾部材２８の窓口２８ａ(第１の貫通口２
１ａ)より左側に位置して、該可動基部１２２は板部材１８で前側が覆われて遊技盤１７
の前側から視認されない部分となるのに対し、左可動体１２０の腕部１２３は、前記した
ように窓口２８ａに臨んで遊技盤１７の前側から視認可能な露出部となっている。
【００８７】
　前記左可動体１２０の本体は、後述する転がり軸受１２９を介して左対向面部５５ｃに
対して往復移動可能な可動体ベース１２４と、この可動体ベース１２４の前面に配設され
、可動体ベース１２４の前側を覆う可動体カバー１２５とから構成され、可動体ベース１
２４と可動体カバー１２５とで画成される内部空間に、後述する可動体発光基板１５４や
内部中継基板１５８、副可動体１３９ａ,１３９ｂを動作させる第２の駆動部１４０や連
繋機構１４１等が収容される。可動体ベース１２４は、図４３に示す如く、上下反転した
略Ｌ字形状に形成されたベース板の周縁から前側に壁部を延出した前方に開口する箱状に
形成されたものであって、上下方向に長手が延在するベース基部１２４ａと、このベース
基部１２４ａの右側上端部から延出して、左右方向に延在するベース腕部１２４ｂと、ベ
ース腕部１２４ｂの右端部に設けられて前記意匠部１２３ａを構成すると共に可動体発光
基板１５４の設置部分となるベース取付部１２４ｃとから構成される。また、ベース腕部
１２４ｂおよびベース取付部１２４ｃのベース板には、後述する連繋機構１４１と発光用
配線１５６の引き回し経路とを上下に区画すると共に補強を兼ねる第１区画壁(区画壁)１
２６が複数設けられている(図４６参照)。
【００８８】
　これに対し、可動体カバー１２５は、図４３に示す如く、上下反転した略Ｌ字形状に形
成された板状に形成されたものであって、上下方向に長手が延在するカバー基部１２５ａ
と、このカバー基部１２５ａの右側上端部から延出して、左右方向に延在するカバー腕部
１２５ｂとから構成される。なお、カバー腕部１２５ｂにおける前記ベース取付部１２４
ｃに対応する部分の上下寸法は小さく設定されて、該カバー腕部１２５ｂの下側において
ベース取付部１２４ｃは前側に開口するよう構成される。但し、カバー腕部１２５ｂには
、該カバー腕部１２５ｂの下側において開口するベース取付部１２４ｃの前側開口を覆う
装飾覆い体１２７が着脱自在に配設される。実施例では、装飾覆い体１２７と前記ベース
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取付部１２４ｃとから意匠部１２３ａが構成されている。またカバー基部１２５ａにおけ
る窓口２８ａ側の縁部には、後述する内部中継基板１５８に実装したＬＥＤ１５８ｂと対
応する位置にレンズ部１２５ｃが設けられている。
【００８９】
　前記ベース基部１２４ａの裏面には、上下方向に延在するラック１２８が、歯部１２８
ａを窓口２８ａとは反対側である左側に向けた姿勢で配設される。またラック１２８の裏
面には、転がり軸受１２９が配設され、該転がり軸受１２９は、前記左対向面部５５ｃに
おいて上下方向に所定長さで延在するよう配設されたレール部材１３０に移動自在に支持
されている(図３９参照)。すなわち、左可動体１２０は、転がり軸受１２９がレール部材
１３０に支持された状態で、前記腕部１２３が前記窓口２８ａに臨む領域において、裏ユ
ニット１９の上対向面部５５ａの前側に位置して前記窓口２８ａの内部上方縁部に位置し
た図２に示す待機位置(第１位置)と、この待機位置から下方変位して窓口２８ａの中央部
近傍に臨む図３３に示す作動位置(第２位置)との間を往復移動し得るようになっている。
左可動体１２０の移動支持構造として転がり軸受１２９を用いることで、ラック１２８に
可動基部１２２を取り付けて片持ち支持された左可動体１２０は、前記レール部材１３０
に沿って上下方向に直線的にスムーズに往復移動し得るよう構成される。また転がり軸受
１２９は、可動基部１２２において腕部１２３が連設される部分において該可動基部１２
２の長手方向(往復移動方向)に所定長さで延在するように配設され、該転がり軸部１２９
で腕部１２３の荷重を支持して左可動体１２０を安定して移動し得るよう構成されている
。なお、転がり軸受１２９としては、レール部材１３０に当接して転動する転動体として
金属球を用いた所謂ボール軸受構造が採用される。また実施例では、レール部材１３０に
転がり軸受１２９を介して支持される可動基部１２２が、該可動基部１２２から横方向に
延出して窓口２８ａに臨むことで遊技者から視認可能な腕部(第１の可動体)１２３に対す
る支持部となっている。
【００９０】
　ここで、前記板部材１８の裏側に裏ユニット１９を取り付けた状態で、該裏ユニット１
９の左対向面部５５ｃと板部材１８との間には、前記左可動体１２０における可動基部１
２２の往復移動を許容する空間部１３１が上下方向に延在するように画成される。この空
間部１３１は、図４０に示す如く、左可動体１２０が待機位置に臨む状態で、可動基部１
２２の下方に、該左可動体１２０が作動位置まで移動する長さより長い空間が確保されて
、可動基部１２２の下端から引き出された後述の中継用配線１６０が可動基部１２２と裏
ユニット１９とで挟まれることがないよう設定される。
【００９１】
　また左可動体１２０の待機位置では、前記上対向面部５５ａに配設した前記第２の上部
発光装置１０８の前側に前記腕部１２３および意匠部１２３ａが重なるように位置すると
共に、該意匠部１２３ａの一部が、第２の上部発光装置１０８と前記第１の上部発光装置
１０７との間に画成される前記可動体用空間１１８に収容されるように臨んで(図３２,図
３４参照)、第２の上部発光装置１０８、左可動体１２０の意匠部１２３ａおよび第１の
上部発光装置１０７が前後の関係で重なるようになっている。そして、左可動体１２０の
作動位置では、腕部１２３および意匠部１２３ａが上対向面部５５ａ、すなわち第２の上
部発光装置１０８の前側から下方に退避することで、図３３に示す如く、該第２の上部発
光装置１０８が窓口２８ａから露出し、第２の上部発光装置１０８におけるＬＥＤ１１６
ａの発光によって前方を直接照明し得るよう構成される。
【００９２】
　前記可動体ベース１２４、可動体カバー１２５および装飾覆い体１２７の夫々は、光透
過性の合成樹脂材から形成されており、前記第２の上部発光装置１０８の前側に腕部１２
３や意匠部１２３ａが重なった状態において、第２の上部発光装置１０８におけるＬＥＤ
１１６ａの光によって腕部１２３および意匠部１２３ａが明輝し得るよう構成される。但
し、可動体カバー１２５および装飾覆い体１２７には所要の光拡散加工が施されて、内部
に収容した各種の部品の形状等が明確には視認し得ないようにしてある。
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【００９３】
　前記左対向面部５５ｃの上部側には、図４０に示す如く、前記レール部材１３０の配設
位置より左側に、前記第１の駆動部１２１を備える駆動ユニット１３２が着脱自在に配設
される。駆動ユニット１３２は、前ケース１３３ａと後ケース１３３ｂとを前後に合わせ
て構成した駆動用カバー部材(カバー部材)１３３に、第１の駆動モータ(第１の駆動手段)
１３４および該モータ１３４の回転を伝達する複数のギヤ１３５,１３６,１３７からなる
第１の駆動部１２１を配設して構成されて(図４８参照)、該駆動用カバー部材１３３を単
位として左対向面部５５ｃに対して着脱自在に取り付け可能に構成される。前ケース１３
３ａの前面には、図４２に示す如く、第１の駆動モータ１３４が後向き姿勢で配設されて
、その出力軸を駆動用カバー部材１３３の内部に突出させている。図４８に示す如く、駆
動用カバー部材１３３の内部に臨む出力軸に第１駆動ギヤ１３５が配設されると共に、該
駆動用カバー部材１３３の内部には該第１駆動ギヤ１３５と噛合する中間ギヤ１３６およ
び該中間ギヤ１３６に噛合する作動ギヤ(ギヤ)１３７が夫々回転自在に配設され、第１の
駆動モータ１３４の正転および逆転駆動によって作動ギヤ１３７が正転および逆転するよ
う構成される。
【００９４】
　前記駆動用カバー部材１３３における前記ラック１２８を指向する右側部には、前記作
動ギヤ１３７の配設位置に対応してギヤ用開口部１３３ｃが開設されて、該ギヤ用開口部
１３３ｃを介して作動ギヤ１３７の一部が外方に突出するよう構成される(図４８参照)。
そして、駆動ユニット１３２を左対向面部５５ｃに取り付けた状態で、ギヤ用開口部１３
３ｃから外方に突出する歯部が、前記ラック１２８の歯部１２８ａに噛合し、該作動ギヤ
１３７とラック１２８との噛合作用下に、作動ギヤ１３７の回転に伴って前記左可動体１
２０がラック１２８(レール部材１３０)の延在方向(上下方向)に往復移動するようになっ
ている。前記駆動ユニット１３２においては、駆動用カバー部材１３３の外部(前側)に配
設した第１の駆動モータ１３４と、該駆動用カバー部材１３３の内部に配設した複数のギ
ヤ１３５,１３６,１３７との噛合部(連繋部)とが区画されて、第１の駆動モータ１３４か
ら導出する後述の第１駆動用配線１６３が、ギヤ１３５,１３６,１３７の噛合部に接触す
ることなく左対向面部５５ｃの前側を引き回し得るよう構成されている。また前記作動ギ
ヤ１３７とラック１２８との噛合位置は、左可動体１２０から外部に引き出される後述の
中継用配線１６０の左可動体１２０からの引き出し端側とは、該左可動体１２０の往復移
動方向の反対端側に偏倚するよう位置決めされている。
【００９５】
(副可動演出装置について)
　前記左可動演出装置１０５には、左可動体１２０とは独立して動作可能(変位可能)な副
可動体(第２の可動体,可動部材)１３９ａ,１３９ｂを備える副可動演出装置１３８が配設
されている。この副可動演出装置１３８は、前記左可動体１２０の意匠部１２３ａ前側に
配設されて往復移動可能な左右一対の副可動体１３９ａ,１３９ｂと、この副可動体１３
９ａ,１３９ｂを往復移動させるための駆動源となる第２の駆動部１４０と、該第２の駆
動部１４０と副可動体１３９ａ,１３９ｂとを連繋して第２の駆動部１４０の駆動を伝達
する連繋機構１４１とから基本的に構成される。
【００９６】
　前記副可動体１３９ａ,１３９ｂは、前記意匠部１２３ａにおける前記装飾覆い体１２
７の前側において左右方向に移動自在に配設されて、両副可動体１３９ａ,１３９ｂが相
互に近接した待機位置と、両副可動体１３９ａ,１３９ｂが相互に離間した作動位置との
間を往復移動するよう構成される。両副可動体１３９ａ,１３９ｂは、パチンコ機１０の
モチーフに関連する、例えば錠を模した形状に形成されて、図１８に示すように一対の副
可動体１３９ａ,１３９ｂが近接して施錠状態を表わし、図３３に示すように離間して解
錠状態を表わすようになっている。また両副可動体１３９ａ,１３９ｂは、非光透過性に
構成されて、待機位置では前記装飾覆い体１２７の前側全体を覆うことで、意匠部１２３
ａに内蔵される後述する可動体発光基板１５４のＬＥＤ１５４ａを発光した光で明輝した
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装飾覆い体１２７が前側から視認し得ないように構成される。
【００９７】
　前記可動体ベース１２４におけるベース基部１２４ａとベース腕部１２４ｂとの接続部
分には、仕切部材１４２を介して第２の駆動部１４０が配設される。仕切部材１４２は、
図４６に示す如く、可動体ベース１２４のベース基部１２４ａおよびベース腕部１２４ｂ
の所定領域に亘って収容可能な形状に形成されて、該仕切部材１４２におけるベース基部
側に臨む位置に第２の駆動部１４０が配設される。この第２の駆動部１４０は、仕切部材
１４２の裏面に前向きに配設された駆動源としての第２の駆動モータ(第２の駆動手段,電
気部品)１４３および該モータ１４３における仕切部材１４２の前側に突出する出力軸に
配設された第２駆動ギヤ１４４から構成されて、仕切部材１４２を可動体ベース１２４に
前側から取り付けることで、ベース基部内において仕切部材１４２を挟んで第２駆動ギヤ
１４４と第２の駆動モータ１４３とが前後の関係で仕切られた状態で臨むようになってい
る。
【００９８】
　前記第２の駆動部１４０は、左可動体１２０において前記レール部材１３０に転がり軸
受１２９を介して支持される部位(可動基部１２２)に配置されて、該第２の駆動部１４０
の荷重が可動基部１２２と腕部１２３との連設部に加わらないようにしてある。また、前
記仕切部材１４２の前面には、図４６に示す如く、前記ベース基部１２４ａおよびベース
腕部１２４ｂの内部において、前記第２駆動ギヤ１４４の配設位置を挟んで空間を上下に
区画すると共に補強を兼る第２区画壁(区画壁)１４２ａが設けられて、該第２区画壁１４
２ａの下側に後述する発光用配線１５６の引き回し経路を確保するよう構成される。なお
、第２区画壁１４２ａのベース腕部１２４ｂ内に臨む右端は、該ベース腕部１２４ｂのベ
ース板に設けた前記第１区画壁１２６の左端に整合するよう構成されて、両区画壁１２６
,１４２ａによってベース腕部１２４ｂ内の空間が上下に区画されるようになっている。
【００９９】
(連繋機構について)
　前記副可動演出装置１３８の連繋機構１４１は、相互に連結されて前記ベース腕部１２
４ｂに沿って延在する複数の横長形状の連杆(連繋部材)１４５,１４６,１４７と、複数の
ギヤ１４４,１５１等とを組合わせて構成されて、前記ベース腕部１２４ｂ内にコンパク
トに纏めて配設されている。図４６に示す如く、前記仕切部材１４２における第２駆動ギ
ヤ１４４の配設位置より上側(第２区画壁１４２ａより上側)に、該駆動ギヤ１４４に噛合
する歯部１４５ａが下面に左右方向に所定長さで形成された第１連杆１４５が、左右方向
に移動自在に配設される。この第１連杆１４５には、左右方向に所定長さで延在する一対
の長孔１４５ｂ,１４５ｂが、左右方向に離間して穿設されており、仕切部材１４２の前
面に突設した一対の案内ピン１４２ｂ,１４２ｂに対応する長孔１４５ｂ,１４５ｂを摺動
自在に挿通することで、該第１連杆１４５は歯部１４５ａと第２駆動ギヤ１４４との噛合
状態を維持しつつ左右方向に安定して往復移動するよう構成される。
【０１００】
　前記第１連杆１４５の右端部下面に右連結ピン１４５ｃが設けられ、該右連結ピン１４
５ｃが、前記第１および第２区画壁１２６,１４２ａの上側において左右方向に移動自在
に支持された第２連杆１４６の左端部に形成した左連結孔１４６ａ(図４３参照)に回動自
在に挿通係合されて、第１連杆１４５の往復移動に伴って第２連杆１４６も往復移動する
よう構成される。また、前記ベース腕部１２４ｂにおけるベース取付部１２４ｃに、第３
連杆１４７が左右方向に往復移動自在に配設されており、第３連杆１４７の左端部に形成
した左連結ピン１４７ａが、前記第２連杆１４６の右端部に形成した右連結孔１４６ｂ(
図４３参照)に回動自在に挿通係合されて、第２連杆１４６の往復移動に伴って第３連杆
１４７も往復移動するよう構成される。なお、第３連杆１４７には、図４６に示す如く、
左右方向に所定長さで延在する一対の長孔１４７ｂ,１４７ｂが、左右方向に離間して穿
設されており、ベース取付部１２４ｃにおけるベース板の前面に突設した一対の案内ピン
１２４ｄ,１２４ｄに対応する長孔１４７ｂ,１４７ｂを摺動自在に挿通することで、該第
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３連杆１４７は上下方向の移動が規制された状態で左右方向に安定して往復移動し得るよ
うになっている。
【０１０１】
　前記ベース腕部１２４ｂにおけるベース取付部１２４ｃには、図４６に示す如く、左右
一対の作動部材１４８,１４９が左右方向に直線的に往復移動自在に配設されている。左
作動部材１４８の前面には、図４３に示す如く、左右方向に離間して一対の左ボス部１４
８ａ,１４８ａが突設され、両左ボス部１４８ａ,１４８ａが、前記装飾覆い体１２７の対
応位置において左右方向に延在するよう形成された左貫通長孔１２７ａに挿通された状態
で、前記左側に位置する左副可動体１３９ａに連結されている。同様に、右作動部材１４
９の前面には、左右方向に離間して一対の右ボス部１４９ａ,１４９ａが突設され、両右
ボス部１４９ａ,１４９ａが、前記装飾覆い体１２７の対応位置において左右方向に延在
するよう形成された右貫通長孔１２７ｂに挿通された状態で、前記右側に位置する右副可
動体１３９ｂに連結されている。すなわち、左右の副可動体１３９ａ,１３９ｂは、装飾
覆い体１２７を挟んで後側に位置する対応する左右の作動部材１４８,１４９と一体で左
右方向に往復移動するよう構成される。そして、左作動部材１４８に前記第３連杆１４７
が連結固定されて、該第３連杆１４７の往復移動に伴って左作動部材１４８および左副可
動体１３９ａが往復移動するよう構成されている。
【０１０２】
　前記ベース取付部１２４ｃのベース板に、図４８に示す如く、右作動部材１４９の後側
で前記第３連杆１４７の下側に臨む位置にピニオン１５０が回転自在に配設されると共に
、第３連杆１４７の左端部下面には、該ピニオン１５０に噛合する歯部１４７ｃが左右方
向に所定長さで形成されている。また、ベース板におけるピニオン１５０の配設位置の下
側に、該ピニオン１５０に噛合する歯部１５１ａを上面に設けたラック部材１５１が左右
方向に移動自在に配設されると共に、該ラック部材１５１が前記右作動部材１４９に連結
されている。すなわち、左作動部材１４８に連結する第３連杆１４７の歯部１４７ｃと、
右作動部材１４９に連結するラック部材１５１の歯部１５１ａとが、ピニオン１５０に上
下位置で噛合する関係となっていることで、第３連杆１４７の左右方向への往復移動に伴
って、左右の作動部材１４８,１４９に連結する左右の副可動体１３９ａ,１３９ｂが同期
して相互に近接移動したり離間移動するよう構成される。なお、ピニオン１５０の前端に
は歯部より径方向外方に延出する円形のフランジ１５０ａが一体に形成され、該フランジ
１５０ａによって上下に位置する第３連杆１４７およびラック部材１５１の前面を摺動自
在に支持することで、該第３連杆１４７およびラック部材１５１の前方への変位を規制し
、ピニオン１５０との噛合状態を維持し得るようになっている。実施例では、右副可動体
１３９ｂは、ピニオン１５０およびラック部材１５１を介して前記連繋機構１４１に連繋
されており、該ピニオン１５０とラック部材１５１とで第２の連繋機構が構成される。
【０１０３】
　前記左可動体１２０における腕部１２３の上面に金属片１５２が設けられ、該金属片１
５２が前記第２の上部発光装置１０８の突出面部１１７ｂに配設した保持手段としての磁
石１５３(図４０参照)に磁力吸着されることで、該左可動体１２０を待機位置で停止保持
する補助を行なうよう構成される。
【０１０４】
(可動体発光基板について)
　前記ベース取付部１２４ｃには、前記第２連杆１４６や第３連杆１４７等の連繋機構１
４１の配設位置より下側に、可動体発光基板(電気部品)１５４が配設されている。この可
動体発光基板１５４は、前側を向く実装面に複数のＬＥＤ(発光体)１５４ａが実装されて
、該ＬＥＤ１５４ａの発光によって前記装飾覆い体１２７を裏側から照明するよう構成さ
れる。また可動体発光基板１５４には、図４３または図４７に示す如く、副可動体用原位
置センサ１５５が配設され、該原位置センサ１５５で前記第３連杆１４７に設けた検出片
１４７ｄを検出することで、該第３連杆１４７が連結される左副可動体１３９ａ(連繋機
構１４１に直接連繋されて直接作動される側の副可動体)の位置を検出可能に構成されて
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いる。
【０１０５】
(左可動体の内部における電気部品の配線処理について)
　前記可動体発光基板１５４の前面には、図４６に示す如く、前記ベース腕部１２４ｂお
よび仕切部材１４２に設けた区画壁１２６,１４２ａの下側に画成される引き回し空間に
臨む位置にコネクタ受部１５４ｂが設けられ、該コネクタ受部１５４ｂに一端が接続され
た発光用配線(部品用の配線)１５６は、該引き回し空間内を引き回された後にベース基部
１２４ａ(可動基部１２２)内に引き込まれるよう構成されて、前記連繋機構１４１と発光
用配線１５６とが接触することによる問題の発生を防止するようにしている。なお、前記
仕切部材１４２の前面には、第２区画壁１４２ａの下側に配線フック１４２ｃが設けられ
、該配線フック１４２ｃに発光用配線１５６が係止される。
【０１０６】
　前記第２の駆動モータ１４３に一端が接続する第２駆動用配線(部品用の配線)１５７は
、前記ベース基部１２４ａにおけるベース板と前記仕切部材１４２の下端側との間の隙間
を介して該ベース基部１２４ａに配設した内部中継基板１５８の前側に引き出されるよう
構成される。すなわち、第２駆動用配線１５７は、仕切部材１４２に設けられた前記第２
区画壁１４２ａより下側から仕切部材１４２の前側に引き出されて、前記第２区画壁１４
２ａより上前側に配置される第２駆動ギヤ１４４や連繋機構１４１等と干渉しないように
なっている。
【０１０７】
(内部中継基板について)
　前記左可動体１２０における可動基部１２２の内部には、前記可動体発光基板１５４お
よび第２の駆動モータ１４３に一端が接続する配線１５６,１５７の他端が接続する内部
中継基板(中継基板)１５８が配設される。この内部中継基板１５８は、図４６に示す如く
、可動基部１２２を構成するベース基部１２４ａ内における第２の駆動部１４０が配設さ
れる位置より下側において、ベース板から前側に離間した状態で配設される。内部中継基
板１５８の前面には、左可動体１２０に配設された電気部品(可動体発光基板１５４,第２
の駆動モータ１４３)の数に対応する前コネクタ受部１５８ａが配設され、各前コネクタ
受部１５８ａに対応する可動体発光基板１５４や第２の駆動モータ１４３から導出する配
線１５６,１５７が接続される。また内部中継基板１５８の前面には、前記装飾部材２８
の窓口２８ａ側の縁部に沿って、上下に離間して複数のＬＥＤ(発光体)１５８ｂが実装さ
れており、各ＬＥＤ１５８ｂの光が、前記カバー基部１２５ａの対応するレンズ部１２５
ｃに照射されるよう構成される。なお、左可動体１２０における可動基部１２２は、前記
装飾部材２８における左側部光透過部３２の後側において右側部が窓口２８ａに臨むよう
構成されて、前記内部中継基板１５８のＬＥＤ１５８ｂの光によって、窓口２８ａ内を側
方から照明し得るようになっている。すなわち、内部中継基板１５８は、窓口２８ａ内を
照明する発光基板としても機能している。
【０１０８】
　前記内部中継基板１５８の裏面には、前記前コネクタ受部１５８ａに接続された全ての
配線１５６,１５７が、該基板１５８に設けた回路によって集約して電気的に接続する内
部中継用コネクタ受部(中継用コネクタ受部)１５９が設けられる。この内部中継用コネク
タ受部１５９の接続口１５９ａは、可動基部１２２における往復移動方向の一方端である
下端部(作動位置に向く端部)に向けて開口し、該内部中継用コネクタ受部１５９の接続口
１５９ａに一端が接続する中継用配線(部品用の配線)１６０は、可動基部１２２の移動方
向に沿って下側に向けて引き回される(図４６参照)。また、可動基部１２２における下端
には上下方向(往復移動方向)に貫通する挿通口１２２ａが形成され、該挿通口１２２ａを
介して前記中継用配線１６０が外部(空間部１３１)に引き出されている。すなわち、左可
動体１２０の内部に配設した可動体発光基板１５４や第２の駆動モータ１４３に電気的に
接続する中継用配線１６０が該左可動体１２０から外部に引き出される側は、当該左可動
体１２０を往復移動するための前記第１の駆動部１２１(駆動ユニット１３２)の配設位置
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に対して左可動体１２０の往復移動方向の反対側であり、第１の駆動部１２１の作動ギヤ
１３７と前記ラック１２８との噛合位置に中継用配線１６０が臨むことがないよう構成さ
れる。なお、可動基部１２２の挿通口１２２ａは、後述する外部中継基板１６１より前側
に臨むよう設定される(図３９参照)。
【０１０９】
(外部中継基板について)
　前記左対向面部５５ｃには、図４０に示す如く、前記空間部１３１の側方であって可動
基部１２２の移動領域から左側方(窓口２８ａとは反対側)に外れた位置に、外部中継基板
(基板,中継基板)１６１が配設される。この外部中継基板１６１の前面には、接続口１６
２ａを下方に向けて開口する外部中継用コネクタ受部(コネクタ受部)１６２が配設され、
前記可動基部１２２の下端から引き出された前記中継用配線１６０の他端が、該外部中継
用コネクタ受部１６２の下側から接続される。外部中継用コネクタ受部１６２は、左可動
体１２０が待機位置に臨む状態では可動基部１２２の下端より下方に位置すると共に、左
可動体１２０が作動位置に臨む状態では可動基部１２２の下端より上方に位置するよう設
定される。また、待機位置の可動基部１２２の下端から引き出されて外部中継用コネクタ
受部１６２に接続される中継用配線１６０は、図４０に示すように、略Ｊ字状の屈曲状態
で前記空間部１３１に臨むように構成される。そして、左可動体１２０が待機位置から作
動位置に移動するにつれて中継用配線１６０は空間部内を移動しつつ、逆略Ｊ字状に屈曲
する状態に変化することで、該中継用配線１６０に無理な力が作用しないよう構成される
。
【０１１０】
　前記外部中継基板１６１の前面には、前記外部中継用コネクタ受部１６２より上側に、
前記第１の駆動モータ１３４から導出する第１駆動用配線(駆動用の配線)１６３が接続さ
れる駆動用コネクタ受部(コネクタ受部)１６１ａが設けられている。第１駆動用配線１６
３は、前記駆動用カバー部材１３３の前側に配設されている第１の駆動モータ１３４にお
ける左側(ラック１２８から離間する側)に一端が接続し、図３８に示す如く、駆動用カバ
ー部材１３３の前側から外部中継基板１６１の前側に引き回されて、他端が前記駆動用コ
ネクタ受部１６１ａに接続される。なお、外部中継基板１６１は、前面が前記ラック１２
８より前側であって、前記駆動ユニット１３２の前ケース１３３ａの前面と同一レベルに
臨むと共に、上端が駆動ユニット１３２の駆動用カバー部材１３３の下端と略隙間なく位
置するように位置決めされて、駆動用カバー部材１３３の前側から外部中継基板１６１の
前側に引き回される第１駆動用配線１６３が駆動用カバー部材１３３の前面より後方に変
位しないよう構成される。また、駆動用カバー部材１３３の前面には、下端部近傍に配線
フック１３３ｄが配設されて、該配線フック１３３ｄに第１駆動用配線１６３が係止され
る。この配線フック１３３ｄは、図４２または図４４に示すように、駆動用カバー部材１
３３の前面から前側に延出して左側が開放する鈎形に形成されたものであって、当該配線
フック１３３ｄの左側から係止された第１駆動用配線１６３が前記可動基部１２２の移動
領域側へ変位するのを抑制し得るようになっている。
【０１１１】
　前記外部中継基板１６１の前面には、前記外部中継用コネクタ受部１６２より左側(可
動基部１２２の移動領域から離間する側)に、該外部中継用コネクタ受部１６２および駆
動用コネクタ受部１６１ａに接続された全ての配線１６０,１６３が、該外部中継基板１
６１に設けた回路によって集約して電気的に接続する集約コネクタ受部(中継用コネクタ
受部)１６１ｂが設けられる。そして、この集約コネクタ受部１６１ｂに一端が接続され
る集約中継用配線(中継用の配線)１６４は、外部中継基板１６１の前側を後述する配線ガ
イド１６６を挟んで前記可動基部１２２の移動領域とは反対側を引き回され、前記裏ユニ
ット１９の裏側に引き出された後に前記裏中継基板６１に他端が接続される。なお、集約
中継用配線１６４は、前記入賞口用発光装置８５の後側を引き回された後に裏ユニット１
９の裏側に引き出されるようになっている(図４０参照)。
【０１１２】
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　前記外部中継基板１６１の裏面には、図３９に示す如く、左可動体用原位置センサ１６
５が配設され、該原位置センサ１６５で前記ラック１２８に設けた検出片１２８ｂを検出
することで、左可動体１２０の位置を検出可能に構成されている。なお、実施例では、左
可動体１２０が待機位置に到来した際に、検出片１２８ｂが左可動体用原位置センサ１６
５で検出されるよう設定される。
【０１１３】
(配線ガイドについて)
　前記外部中継基板１６１の前側には、図４０に示す如く、左可動体１２０の移動に伴っ
て移動する中継用配線１６０が前側および外側方(左側方)に変位するのを規制する配線ガ
イド１６６が配設されている。この配線ガイド１６６は、逆略Ｊ字状に形成されて外部中
継基板１６１と平行に延在する前壁部(規制部材)１６６ａと、該前壁部１６６ａにおける
左および下側の端縁から後側に延在する外壁部１６６ｂとから構成されて、上端が前記外
部中継用コネクタ受部１６２の下側に臨む位置で前壁部１６６ａと外部中継基板１６１の
前面との間に所要の空間を画成するように配設される(図３８参照)。また配線ガイド１６
６は、外部中継基板１６１の前側に取り付けた状態で、上方および右側方(空間部側)に開
放して、前記可動基部１２２から引き出されている中継用配線１６０を外部中継基板１６
１との間に収容可能に構成される。更に、配線ガイド１６６の前壁部１６６ａは、図４０
に示す如く、前記左可動体１２０の待機位置において、前記可動基部１２２の下端から引
き出されている中継用配線１６０の下端部の前側に臨むよう位置決めされて、該中継用配
線１６０が前側に変位するのを規制し得るようになっている。そして、左可動体１２０が
作動位置に臨む状態では、中継用配線１６０は、配線ガイド１６６の外壁部１６６ｂに略
沿った状態となって、前側および左側(空間部１３１から離間する側)への変位を規制する
よう構成される。
【０１１４】
　なお、前記配線ガイド１６６は、外壁部１６６ｂが前記集約コネクタ受部１６１ｂの配
設位置より右側(可動基部１２２の移動領域側)に位置するよう配設され、該集約コネクタ
受部１６１ｂに接続して外部中継基板１６１の前側を引き回される前記集約中継用配線１
６４と前記中継用配線１６０とが干渉するのを該配線ガイド１６６によって防止するよう
になっている。
【０１１５】
(センサ設置部について)
　前記駆動ユニット１３２の駆動用カバー部材１３３および外部中継基板１６１の前側に
は、図３７,図３８,図３９または図４０に示す如く、前記球通過ゲート３６や装飾部材２
８におけるステージ部材２９へのパチンコ球Ｗの球導入口３０ａに対する磁石による不正
行為を検出する左側部磁気センサ１６７を配設するためのセンサ設置部１６８が配設され
ている。なお、左側部磁気センサ１６７は、前記左右の下磁気センサ７３,７５と同様に
、略長方形状のケーシングの内部に、その長手方向に沿う方向に延在する一対のリード片
の一部を接離可能に対向配置して構成されたリードスイッチであって、センサ設置部１６
８に対してリード片の延在方向(ケーシングの長手方向)が上下方向となる縦向きで、かつ
前記板部材１８の裏面と平行となる姿勢で配設される。
【０１１６】
　前記センサ設置部１６８は、正面視において上下方向に長手が延在する略矩形状で、前
側に開口する略トレー状に形成されたものであって、図３９または図４４に示す如く、前
記左対向面部(後壁)５５ｃおよび駆動用カバー部材１３３の前面から前側に突出するよう
設けられた複数の取付けボス(突出部)１６９の前端にネジ止めされて、該センサ設置部１
６８の裏面と駆動用カバー部材１３３および外部中継基板１６１の前面との間に、前記第
１駆動用配線１６３の引き回しを許容する空間を存して配設される。すなわち、センサ設
置部１６８は、第１駆動用配線１６３が前方へ変位するのを規制する規制部材としても機
能するよう構成される。
【０１１７】
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　前記センサ設置部１６８の前面にはセンサ保持部１６８ａが形成され、該センサ保持部
１６８ａに前記左側部磁気センサ１６７が前述した縦向き姿勢で保持されるようになって
いる。センサ保持部１６８ａに保持された左側部磁気センサ１６７は、前記球通過ゲート
３６の下方でかつ装飾部材２８の球導入口３０ａの側方に位置して、その磁気検出可能範
囲が球通過ゲート３６および球導入口３０ａに及ぶ位置に臨むように、当該センサ設置部
１６８の位置が設定してある。すなわち、実施例では、左側部磁気センサ１６７の磁気検
出可能範囲は、遊技領域１８ａにおける装飾部材２８の左側に位置する横部分を左右方向
に横断する領域をカバーするようセンサ設置部１６８の位置が設定される。また、左側部
磁気センサ１６７は前記統括制御装置５９に接続され、該左側部磁気センサ１６７が磁気
を検出した際には、統括制御装置５９の制御下にランプやスピーカ等を用いた異常報知が
行なわれるよう構成される。なお、左側部磁気センサ１６７から導出する配線(図示せず)
は、前記裏ユニット１９における左画壁部５６ｃに設けた前記切欠部１９ｂから裏側に引
き出されて裏中継基板６１を介して統括制御装置５９に接続される。
【０１１８】
　前記センサ設置部１６８の右端部は、図４４または図４５に示す如く、前記左可動体１
２０における可動基部１２２の左端部の前側を覆うように位置しており、該センサ設置部
１６８における可動基部１２２の前側に非接触で重なる重なり部１６８ｂと前記左対向面
部５５ｃとの間を可動基部１２２が上下方向に往復移動するようになっている。センサ設
置部１６８における重なり部１６８ｂの裏面は、その長手方向の全長に亘って左側から右
側に向かうにつれて可動基部１２２から前側に退避するように傾斜している。また、セン
サ設置部１６８の重なり部１６８ｂと重なる可動基部１２２の左端前部には、後方に凹む
凹部１２２ｂが長手方向(往復移動方向)に沿って形成され、センサ設置部１６８と可動基
部１２２とが接触することなくできる限り可動基部１２２を前記板部材１８の裏面に近接
配置し得るよう構成される。
【０１１９】
(右可動演出装置について)
　前記裏ユニット１９に配設された前記右可動演出装置１０６は、図１８、図１９～図５
４に示すように、該裏ユニット１９に取り付けられた右可動演出装置１０６の本体として
の設置部材１７０と、該設置部材１７０に配設されて第１位置(図２、図４９等参照)およ
び第２位置(図５１、図５２参照)の間を往復移動可能な可動部材１８０と、当該設置部材
１７０に配設されて駆動機構１９４を介して可動部材１８０に接続し、当該可動部材１８
０を駆動する駆動手段としての駆動モータ１７８とから構成されている。ここで、前記駆
動モータ１７８は、前記統括制御装置５９に対して電気的に接続されており、該統括制御
装置５９からの制御信号に基づいて前記駆動モータ１７８が駆動制御されるよう構成され
、図柄表示装置１３の表示部に表示される図柄変動演出に関連付けた可動演出を前記可動
部材１８０で行ない得るようになっている。
【０１２０】
　前記設置部材１７０は、図１８、図２４、図５２に示すように、前記裏ユニット１９の
対向面部５５における開口部１９ａの右側部(対向面部における右対向面部５５ｄ、右上
隅部および右下隅部の夫々)を略全面的に覆う形状に形成される。すなわち、前記対向面
部５５に配設された前記側部発光基板１０９および隅部発光基板１１０の前側を、前記右
可動演出装置１０６の設置部材１７０が被覆している。ここで、前記設置部材１７０は、
光透過性の合成樹脂材により形成されており、前記側部発光基板１０９および隅部発光基
板１１０に配設された各ＬＥＤ１０９ａ,１１０ａの光が設置部材１７０を透過して前方
へ照射されるようになっている。すなわち、前記右可動演出装置１０６の設置部材１７０
は、前記側部発光基板１０９および隅部発光基板１１０のカバー部材としての機能を備え
ている。
【０１２１】
　図５３に示すように、前記設置部材１７０には、前記板部材１８に配設した装飾部材２
８(より具体的には隅部光透過部３３)と前後に重なる下部位置に、前方へ開口する支持孔
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１７１が形成されており、該支持孔１７１に対して前記可動部材１８０を枢支する第１の
回転連結軸(回転軸)１７２が取り付けられている。また、前記設置部材１７０における前
記支持孔１７１との対応位置には、該支持孔１７１より大径となる大径凹部１７１ａが前
方に開口するよう形成されており、前記可動部材１８０(後述の揺動可動体１８１)に形成
された円筒状突部１８３が回転可能に挿入されるようになっている。そして、前記設置部
材１７０における前記遊技盤１７の板部材１８と前後に重なる上部位置には、前後に貫通
する軸挿通孔１７３が形成されており、駆動軸１７８ａ(図５４参照)を設置部材１７０の
前面側から挿通した状態で前記駆動モータ１７８が配設されている。そして、前記軸挿通
孔１７３に挿通した駆動軸１７８ａに駆動ギア１７９が取り付けられており、前記設置部
材１７０の裏面側に枢支された従動ギア２０５が駆動ギア１７９に噛合するよう構成され
ている。
【０１２２】
　すなわち、前記設置部材１７０において前記板部材１８と前後に重なる上部位置が、前
記駆動モータ１７８を設置する駆動機構設置部とされ、該駆動機構設置部の下方が前記可
動部材１８０を設置する可動部材設置部とされている。なお、前記設置部材１７０におけ
る駆動機構設置部の前面側には、右可動体用原位置センサ１７４が実装されたセンサ取付
基板１７５が配設されており、該設置部材１７０に形成されたセンサ挿通孔１０７ａを介
して右可動体用原位置センサ１７４が駆動機構設置部の裏面側に臨むようになっている。
【０１２３】
　なお、図４９～図５４における符号１７６は、前記設置部材１７０(可動部材設置部)の
前面に取り付けられる装飾体１７６であって、装飾体１７６で設置部材１７０(可動部材
設置部)の前面を部分的に覆うよう構成されている。そして、前記右可動演出装置１０６
を裏ユニット１９に配設した状態では、前記板部材１８に配設した装飾部材２８の窓口２
８ａを介して、前記設置部材１７０の装飾体１７６が遊技盤１７の前面に露出するよう構
成されている(図２参照)。
【０１２４】
(可動部材について)
　前記可動部材１８０は、図４９～図５４に示すように、前記設置部材１７０(可動部材
設置部)に対して揺動可能に支持される揺動可動体１８１と、該揺動可動体１８１に対し
て揺動可動に支持される装飾可動体１８５とから構成されている。そして、前記揺動可動
体１８１に対して駆動モータ１７８が駆動機構１９４を介して接続されており、該駆動モ
ータ１７８の駆動に伴って揺動可動体１８１が揺動する(設置部材１７０に対して姿勢変
化する)と共に、装飾可動体１８５の自重により揺動可動体１８１に対する該装飾可動体
１８５の姿勢が相対的に変化するようになっている。
【０１２５】
(揺動可動体について)
　前記揺動可動体１８１は、棒形状に形成された長尺な部材であって、前後に貫通する軸
孔１８２ａ,１８２ｂが両端部に形成されている。そして、揺動可動体１８１の一方の軸
孔１８２ａ(図５３、図５４における下端部側の軸孔)に挿通した前記第１の回転連結軸１
７２を前記設置部材１７０の支持孔１７１に固定することで、揺動可動体１８１が設置部
材１７０に対して揺動可能に支持されている。ここで、前記揺動可動体１８１の下端部に
は、左方向へ突出する突出部１８１ａが形成されており、前記第１の回転連結軸１７２を
挿通する軸孔１８２ａを突出部１８１ａに形成してある。また、前記揺動可動体１８１の
他方の軸孔１８２ｂ(図５３、図５４における上端部側の軸孔)には、前記装飾可動体１８
５に設けられた支持軸１９０(後述)を介して装飾可動体１８５が揺動可動体１８１に揺動
可能に支持されている。なお、以下の説明では、前記設置部材１７０に対して支持される
軸孔を下側軸孔１８２ａと指称し、前記装飾可動体１８５を支持する軸孔を上側軸孔１８
２ｂと指称するものとする。
【０１２６】
　図５３、図５４に示すように、前記揺動可動体１８１の突出部１８１ａには、後方に突
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出する円筒状突部１８３が形成されて、該円筒状突部１８３を前記下側軸孔１８２ａが貫
通して後方に開口しており、該下側軸孔１８２ａに挿通された前記第１の回転連結軸１７
２が円筒状突部１８３に挿通したもとで前記支持孔１７１に固定されている。この円筒状
突部１８３は、前記設置部材１７０に形成された大径凹部１７１ａに挿入され、可動部材
１８０の荷重を支持し得るようになっている。また、前記揺動可動体１８１には、図５３
、図５４、図５６に示すように、前記上側軸孔１８２ｂの下方位置に、前方に突出する位
置規制突部１８４(突部)が形成されており、前記装飾可動体１８５に形成された位置規制
凹部１９１(後述)に対して位置規制突部１８４が遊嵌されるようになっている。
【０１２７】
　前記揺動可動体１８１には、上下の軸孔１８２ａ,１８２ｂの間(すなわち第１の回転連
結軸１７２から偏倚した位置)に、後方に開口する軸孔１８２ｃ(以下中間軸孔という)が
形成されており(図５４参照)、該中間軸孔１８２ｃに対して前記駆動機構１９４を構成す
る作動杆２００(後述)が第２の回転連結軸２０２を介して回転可能に支持されている。す
なわち、前記駆動モータ１７８の駆動により作動杆２００が変位することで、前記揺動可
動体１８１が第１の回転連結軸１７２を中心として揺動される。ここで、前記揺動可動体
１８１は、後述のように、前記第１の回転連結軸１７２を中心に略直立するよう上方に延
在した第１位置(図４９等参照)と、該第１位置に対して左方向(裏ユニット１９の開口部
１９ａ側)に傾倒した第２位置(図５０等参照)との間を揺動し得るよう前記駆動機構１９
４(作動杆２００)に支持される。また、前記中間軸孔１８２ｃは、前記揺動可動体１８１
の中間位置よりも第１の回転連結軸１７２から離間するよう偏倚して設けられ、前記作動
杆２００を介して揺動可動体１８１を揺動する際に駆動モータ１７８に掛る負荷を軽減す
るようになっている。
【０１２８】
　なお、以下の説明では、前記第１位置から第２位置に向けての前記揺動可動体１８１の
揺動方向(図４９、図５０等に示す状態で第１の回転連結軸１７２を中心とした左回転方
向)を傾倒方向と指称し、第２位置から第１位置に向けての揺動可動体１８１の揺動方向(
図４９、図５０等に示す状態で第１の回転連結軸１７２を中心とした右回転方向)を起立
方向と指称するものとする。
【０１２９】
　図５５に示すように、前記揺動可動体１８１が第１位置にある状態では、前記第１の回
転連結軸１７２を通る鉛直線Ｌ１に対して左側に僅かに傾倒した姿勢で揺動可動体１８１
が保持されており、前記第１の回転連結軸１７２を通る鉛直線Ｌ１よりも左側(すなわち
鉛直線Ｌ１よりも揺動可動体１８１の傾倒方向の前側)に前記装飾可動体１８５を支持す
る上側軸孔１８２ｂが位置するようになっている。すなわち、前記第１位置に保持した状
態では、前記可動部材１８０の全体の重心が前記第１の回転連結軸１７２を通る鉛直線Ｌ
１よりも傾倒方向の前側に位置して、常には可動部材１８０が自重により傾倒方向に揺動
するよう付勢される。
【０１３０】
(装飾可動体について)
　前記装飾可動体１８５は、図５３、図５４、図５６に示すように、前記揺動可動体１８
１に支持される基部１８６に対して、各種の飾り部材１８７が取り付けられると共に、複
数の小型可動体１８８が揺動可能に取り付けられている。なお、前記各小型可動体１８８
は鈴を模した形態に形成されて、装飾可動体１８５の全体が鈴を集合した大型の鈴状装飾
部材とされている。前記基部１８６の上端部には、後方に開口するよう形成された軸孔１
８９に対して支持軸(第２の回転軸)１９０が取り付けられており、前記揺動可動体１８１
の上側軸孔１８２ｂに対して該支持軸１９０を前側から挿通することで、該揺動可動体１
８１に対して装飾可動体１８５が揺動可能に支持されている。ここで、前記揺動可動体１
８１が第１位置にある状態では、前記装飾可動体１８５の略全体が前記設置部材１７０(
可動部材設置部)の前面側に位置し、前記装飾部材２８に形成された窓口２８ａの右側部
に露出し、揺動可動体１８１が第２位置にある状態では、装飾可動体１８５の全体が裏ユ
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ニット１９の開口部１９ａに臨んで前記図柄表示装置１３の表示部の前側に位置するよう
になっている(図５２参照)。すなわち、前記右可動演出装置１０６は、揺動可動体１８１
が第１および第２位置の何れにある状態でも装飾部材２８の窓口２８ａを介して前記装飾
可動体１８５を遊技盤１７の前側から視認し得るよう構成されている。
【０１３１】
　また、図５４、図５６に示すように、前記基部１８６における前記軸孔１８９の下方位
置には、前記揺動可動体１８１に形成された前記位置規制突部１８４と対応する位置に、
後方へ開口する位置規制凹部１９１(凹部)が形成されている。そして、装飾可動体１８５
を揺動可動体１８１に取り付けた状態で、位置規制突部１８４が位置規制凹部１９１に遊
嵌されるようになっている。ここで、前記位置規制凹部１９１は、前記支持軸１９０を中
心とした装飾可動体１８５の揺動方向に所定長さ延在するよう形成されており、該位置規
制凹部１９１の内部で位置規制突部１８４が相対的に移動可能に構成される。従って、前
記装飾可動体１８５は、前記位置規制突部１８４が位置規制凹部１９１の内部で移動可能
な範囲で、前記揺動可動体１８１の揺動に伴って自重により揺動可動体１８１に対して揺
動し得るよう構成されて、該位置規制凹部１９１における装飾可動体１８５の揺動方向の
縁部に位置規制突部１８４が係合(当接)することで、揺動可動体１８１に対する装飾可動
体１８５の揺動が規制されるようになっている。すなわち前記位置規制突部１８４および
位置規制凹部１９１の夫々が、相互の係合により揺動可動体１８１に対する装飾可動体１
８５の揺動範囲を規制する係合手段として機能する。
【０１３２】
　ここで、前記揺動可動体１８１が第１位置にある状態では、前記位置規制突部１８４が
位置規制凹部１９１における裏ユニット１９の開口部１９ａ側の縁部(図５８では右側縁
部)に係合(当接)するよう構成されて、該揺動可動体１８１の起立方向(図５８では支持軸
１９０を中心とした装飾可動体１８５の右回転方向)への装飾可動体１８５の揺動を規制
するようになっている。すなわち、前記揺動可動体１８１を起立方向へ揺動して第１位置
で停止した際に、装飾可動体１８５が慣性により揺動して前記装飾部材２８や裏ユニット
１９の右画壁部５６ｄに接触するのを防止している。同様に、前記揺動可動体１８１が第
２位置にある状態では、前記位置規制突部１８４が位置規制凹部１９１における裏ユニッ
ト１９の右画壁部５６ｄ側の縁部(図５９では左側縁部)に係合(当接)するよう構成され、
該揺動可動体１８１の傾倒方向(図５９では支持軸１９０を中心とした装飾可動体１８５
の左回転方向)への装飾可動体１８５の揺動を規制している。これにより、前記揺動可動
体１８１を傾倒方向に揺動して第２位置で停止した際に、装飾可動体１８５が慣性により
揺動して前記左可動演出装置１０５に接触するのを防止している。このように、実施例に
係る装飾可動体１８５は、前記揺動可動体１８１に対して自由回転可能に支持したもとで
、前記位置規制突部１８４と位置規制凹部１９１との係合関係により装飾可動体１８５が
揺動可動体１８１に対して一定範囲で姿勢変位し得るよう構成されている。
【０１３３】
(駆動機構について)
　次に、前記可動部材１８０と駆動モータ１７８とを接続する駆動機構１９４について説
明する。前記駆動機構１９４は、図５３、図５４、図５７に示すように、前記設置部材１
７０(駆動機構設置部)の裏面側に支軸１９５ａを介して回転可能に配設された円板状のカ
ム板(回転板)１９５と、該カム板１９５(具体的には後述の連繋軸１９７)に対して回転可
能に支持されると共に前記可動部材１８０(揺動可動体１８１)に対して回転可能に支持さ
れた作動杆２００とから構成されている。前記カム板１９５は、外周面にギア部１９６が
形成されると共に、前記軸挿通孔１７３の下方位置に軸支されており、カム板１９５のギ
ア部１９６に前記従動ギア２０５が噛合するようになっている。すなわち、前記カム板１
９５は、前記従動ギア２０５を介して駆動モータ１７８に接続されて、該駆動モータ１７
８の駆動により支軸１９５ａを中心に正逆回転されるようになっている。なお、従動ギア
２０５を介してカム板１９５を駆動モータ１７８に接続するようにしたが、カム板１９５
のギア部１９６に駆動モータ１７８の駆動ギア１７９を噛合する構成としてもよい。
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【０１３４】
　また、前記カム板１９５には、図５３、図５４、図５７に示すように、該カム板１９５
の回転中心点から偏心した位置(具体的にはカム板１９５の外周縁部)に、前方に突出する
連繋軸(第３の回転軸)１９７が形成されている。前記カム板１９５の連繋軸１９７は、前
記設置部材１７０(駆動機構設置部)に形成された前後に貫通する円弧状の案内孔１７７(
以下円弧状案内孔という)に後方から挿通されて、該設置部材１７０(駆動機構設置部)の
前面側に突出するよう構成されており、当該設置部材１７０(駆動機構設置部)の前面に突
出する連繋軸１９７に対して前記作動杆２００が回転可能に枢支されている。
【０１３５】
　図５３，図５４に示すように、前記作動杆２００は、棒形状に形成されると共に、該作
動杆２００の両端部に前後に貫通する軸孔２０１ａ,２０１ｂが形成されている。そして
、前記カム板１９５の連繋軸１９７が前記作動杆２００の一方の軸孔２０１ａに挿通され
て、該作動杆２００がカム板１９５に対して回転可能に支持されると共に、作動杆２００
の他方の軸孔２０１ｂに挿通された第２の回転連結軸２０２を前記揺動可動体１８１の中
間軸孔１８２ｃに固定することで、該揺動可動体１８１に対して作動杆２００が回転可能
に支持されている。
【０１３６】
　すなわち、前記カム板１９５の回転により前記連繋軸１９７が下方移動して作動杆２０
０が引き下げられることで、揺動可動体１８１が第１の回転連結軸１７２を中心に第２位
置に向けて揺動し(図５８参照)、反対に連繋軸１９７が上方移動して前記作動杆２００が
引き上げられることで、前記揺動可動体１８１が第１の回転連結軸１７２を中心に第１位
置に向けて揺動する(図５９参照)。なお、図５８中の矢印は、揺動可動体１８１を第１位
置から第２位置に移動する際のカム板１９５の回転方向を示し、図５９中の矢印は、揺動
可動体１８１を第２位置から第１位置に移動する際のカム板１９５の回転方向を示す。ま
た、前記カム板１９５には、外周縁部に前方へ突出する原位置検出片１９８が設けられて
おり(図５０、図５３、図５７参照)、前記揺動可動体１８１が第１位置にある状態で前記
設置部材１７０に設けられた右可動体用原位置センサ１７４が位置検出片１９８を検出す
るよう構成される。
【０１３７】
(揺動可動体と連繋軸との関係について)
　前記揺動可動体１８１の揺動位置と前記カム板１９５の連繋軸１９７との関係につき具
体的に説明する。前記円弧状案内孔１７７は、図４９～図５３に示すように、前記カム板
１９５の回転中心の上方位置から右側方を通って回転中心の下方位置に至る円弧形状に形
成されている。すなわち、前記第１位置にある状態では前記連繋軸１９７が円弧状案内孔
１７７の上端部側に位置(カム板１９５の回転中心(支軸１９５ａ)よりも第２の回転連結
軸２０２から離間位置)し、揺動可動体１８１を第２位置へ向けて揺動するに際しては、
前記連繋軸１９７を円弧状案内孔１７７に沿って移動させるよう前記カム板１９５が回転
(図４９では右回転方向。また図５８では左回転方向となる)される。同様に、前記第２位
置にある状態では前記連繋軸１９７が円弧状案内孔１７７の下端部側に位置(カム板１９
５の回転中心(支軸１９５ａ)よりも第２の回転連結軸２０２に近接位置)し、揺動可動体
１８１を第１位置へ向けて揺動するに際しては、前記連繋軸１９７を円弧状案内孔１７７
に沿って移動させるよう前記カム板１９５が回転(図５０では左回転方向。また図５９で
は右回転方向となる)されるようになっている。
【０１３８】
　ここで、図５８に示すように、前記揺動可動体１８１が第１位置にある(連繋軸１９７
が円弧状案内孔１７７の上端部側に位置する)状態では、該揺動可動体１８１に対する作
動杆２００の枢支点(第２の回転連結軸２０２)と、前記カム板１９５の回転中心点(支軸
１９５ａ)とを通る直線Ｌ２に対して、揺動可動体１８１を第２位置から第１位置(起立方
向)へ揺動する際の前記カム板１９５の回転方向(図５８では右回転方向)に前記連繋軸１
９７が偏って位置するよう構成されると共に、この状態で連繋軸１９７が円弧状案内孔１
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７７の端部に当接するようになっている(図４９、図５８参照)。換言すると、第１位置に
ある状態での連繋軸１９７は、第１位置から第２位置に揺動可動体１８１が揺動する際の
回転方向(図５８における右回転方向)の後方側の端部が前記設置部材１７０(機構設置部)
に当接している。すなわち、実施例に係る右可動演出装置１０６では、前記第１位置にあ
る状態において前記駆動モータ１７８を駆動することなく揺動可動体１８１を第１位置か
ら第２位置に向けて揺動させる力が作用した場合に、前記作動杆２００を介して連繋軸１
９７が円弧状案内孔１７７の端部に押しつけられる方向に前記カム板１９５を回転する力
が働くよう構成されて、円弧状案内孔１７７の端部と連繋軸１９７との当接によりカム板
１９５の回転を規制している。
【０１３９】
　また、図５９に示すように、前記揺動可動体１８１が第２位置にある(連繋軸１９７が
円弧状案内孔１７７の下端部側に位置する)状態では、該揺動可動体１８１に対する作動
杆２００の枢支点(第２の回転連結軸２０２)と、前記カム板１９５の回転中心点(支軸１
９５ａ)とを通る直線Ｌ２に対して、揺動可動体１８１を第２位置から第１位置(起立方向
)へ揺動する際の前記カム板１９５の回転方向前側(図５９では左回転方向)に前記連繋軸
１９７が偏って位置するよう構成されると共に、この状態で連繋軸１９７が円弧状案内孔
１７７の端部に当接するようになっている(図５０、図５９参照)。換言すると、第２位置
にある状態での連繋軸１９７は、第１位置から第２位置に揺動可動体１８１が揺動する際
の回転方向(図５９では右回転方向)の前方側の端部が前記設置部材１７０(機構設置部)に
当接している。すなわち、実施例に係る右可動演出装置１０６では、前記第２位置にある
状態において前記駆動モータ１７８を駆動することなく揺動可動体１８１を第２位置から
第１位置に向けて揺動させる力が作用した場合に、前記作動杆２００を介して連繋軸１９
７が円弧状案内孔１７７に沿って移動するよう前記カム板１９５を回転する力が働くよう
構成されて、カム板１９５の回転を許容している。
【０１４０】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機の作用につき説明する。
【０１４１】
　前記遊技領域１８ａに打ち出されたパチンコ球Ｗは、前記装飾部材２８の遊技領域１８
ａを、複数の遊技釘に当たることによって不規則な流路を流下する。そして、遊技領域１
８ａを流下するパチンコ球Ｗが装飾部材２８の前記球導入口３０ａから球導入部３０に通
入すると、該パチンコ球Ｗは前記ステージ部２９に通出され、該ステージ部２９の転動面
２９ａを左右に転動した後に遊技領域１８ａに排出され、このパチンコ球Ｗは始動入賞装
置２４の上側の始動入賞口２４ａや左右の普通入賞口２７ｂ,３４に入賞可能となる。
【０１４２】
(装飾部材の球通路の作用について)
　前記ステージ部２９の転動面２９ａを左右に転動するパチンコ球Ｗは、転動する勢いに
よっては、該転動面２９ａにおける凸形状部分の頂部に対応する上方位置で開口する前記
球入口４５ａを介してステージ部２９の裏側の導入路４５に通入する場合がある。導入路
４５に通入したパチンコ球Ｗは、図１５,図１６等に示す如く、ステージ部２９の下方に
おいて前後方向に延在する球通路４６に通入し、前記始動入賞装置２４の上側で開口する
前記球出口４６ａから遊技領域１８ａに排出される。球通路４６には、図１４に示すよう
に、３条のリブ４７,４８,４９が、中央下端に位置するように第１リブ４７が設けられる
と共に、該第１リブ４７を挟む左右位置に位置するように第２リブ４８,４９が設けられ
、かつ左右の第２リブ４８,４９の離間間隔Ｒ１がパチンコ球Ｗの直径Ｒより大きく設定
されている。従って、前記導入路４５から球通路４６に通入したパチンコ球Ｗは、図１７
(ａ)または(ｂ)に示す如く、第１リブ４７と左第２リブ４８または第１リブ４７と右第２
リブ４９の２点で支持された状態で球出口４６ａに向けて案内される。
【０１４３】
　すなわち、球通路４６内を流下するパチンコＷは、第１リブ４７と左第２リブ４８とで
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支持されて流下する状態、または第１リブ４７と右第２リブ４９とで支持されて流下する
状態がランダムに生ずる。従って、３条のリブ４７,４８,４９に対して球通路４６に流入
したパチンコ球Ｗが接触する部位が分散され、各リブ４７,４８,４９の摩耗を軽減するこ
とができ、該パチンコ球Ｗの安定した誘導が長期に亘って達成される。また、図１７(ａ)
に示す如く、パチンコ球Ｗが第１リブ４７と左第２リブ４８とで支持されて球通路４６を
左側に偏って流下する状態と、図１７(ｂ)に示す如く、パチンコ球Ｗが第１リブ４７と右
第２リブ４９とで支持されて球通路４６を右側に偏って流下する状態とでは、第１リブ４
７に対するパチンコ球Ｗの接触部位も変化する。すなわち、球通路４６を流下するパチン
コ球Ｗが常に接触する第１リブ４７においても、その接触部位は左右に変化して常に同じ
位置が接触するものではないから、当該第１リブ４７での偏摩耗を抑制でき、パチンコ球
Ｗの安定した誘導を長期に亘って維持し得る。
【０１４４】
　また、下端部が第１リブ４７で支持されるパチンコ球Ｗに対する左右の第２リブ４８,
４９のパチンコ球Ｗに対する接触部は、図１７(ａ),(ｂ)に示すように、当該パチンコ球
Ｗにおける中心を通る水平線Ｘと交差する外周近傍になっている。すなわち、第１リブ４
７と左第２リブ４８または第１リブ４７と右第２リブ４９とでパチンコ球Ｗを支持する位
置は周方向に大きく(パチンコ球Ｗの円周の略１／４)離間しているから、該パチンコ球Ｗ
を安定して誘導することができる。
【０１４５】
　ここで、前記球出口４６ａは、図２に示す如く、前記始動入賞装置２４の上側の始動入
賞口２４ａの鉛直上方に位置して、該球出口４６ａから排出されるパチンコ球Ｗは上側の
始動入賞口２４ａに入賞し易くなっており、遊技者はステージ部２９の転動面２９ａから
球入口４５ａを介して導入路４５に通入したパチンコ球Ｗは、高確率で始動入賞口２４ａ
に入賞するものと期待している。しかるに、球通路を流下するパチンコ球の案内が不安定
となる従来のパチンコ機においては、球通路から排出されるパチンコ球が始動入賞口の直
上へ誘導されず、始動入賞口へのパチンコ球の入賞確率が低くなるおそれがあり、高確率
での入賞を期待する遊技者の遊技に対する興味を低下させてしまう。これに対し、実施例
のパチンコ機１０では、前記球通路４６を流下するパチンコ球Ｗの安定した案内を長期に
亘って維持し得るから、球通路４６からはパチンコ球Ｗを始動入賞口２４ａの直上に向け
て安定して誘導して排出することができ、パチンコ球Ｗが高確率で入賞することへの遊技
者の期待に応えることができるから、遊技者の遊技に対する興味を長期に亘って維持し得
る。
【０１４６】
　また、前記球通路４６を画成する上壁における前記第１リブ４７と対向する位置に規制
リブ５０を突設しているから、前記導入路４５から球通路４６に通入するパチンコ球Ｗが
上方に大きく跳ねるのを規制することができる。すなわち、球通路４６内でパチンコ球Ｗ
が暴れて、前記リブ４７,４８,４９によるパチンコ球Ｗの案内が不安定となるのを防止し
る。しかも、規制リブ５０における後端下角部は弧状に形成されているから、導入路４５
の中間リブ５１で該導入路４５から球通路４６へ案内されるパチンコ球Ｗの球通路４６へ
の通入が阻害されることもなく、リブ４７,４８,４９によるパチンコ球Ｗの安定した誘導
を図り得る。
【０１４７】
　なお、前記ステージ部２９の転動面２９ａを左右に転動するパチンコ球Ｗは、前記後壁
部４４によって前記図柄表示装置１３の表示部側へ移動するのは規制されているから、該
表示部がパチンコ球Ｗによって傷付くのを防止し得る。また後壁部４４は、透明で後方に
位置する前記下部発光基板１１１におけるＬＥＤ１１１ａの発光により照明される装飾カ
バー１１９を透して見ることができるから、パチンコ球Ｗの移動規制のための後壁部４４
によって装飾効果が低下することはない。
【０１４８】
(表示器の作用について)
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　前記装飾部材２８の横部分の遊技領域１８ａを流下するパチンコ球Ｗが前記球通過ゲー
ト３６を通過すると、前記球検出センサ３５によるパチンコ球Ｗの検出信号が主制御装置
に入力され、該主制御装置において実行される普通図柄の抽選結果が、前記表示器９０の
普通表示部９３に表示される。そして、主制御装置における普通図柄の抽選結果が「開閉
動作あり」の場合には、前記始動入賞装置２４に設けた開閉羽根２５,２５が所定時間お
よび所定回数だけ開放制御され、前記下側の始動入賞口２４ｂへのパチンコ球Ｗの入賞確
率が高くなる。これに対し、主制御装置における普通図柄の抽選結果が「開閉動作なし」
の場合には、該開閉羽根２５,２５の開放制御は行なわれない。
【０１４９】
　また、前記始動入賞装置２４の上下の始動入賞口２４ａ,２４ｂにパチンコ球Ｗが入賞
したことを図示しない球検出センサが検出すると、その検出信号が主制御装置に入力され
、該主制御装置において実行される特別図柄の抽選結果が、前記表示器９０の特別表示部
９１に表示される。そして、主制御装置における特別図柄の抽選結果が「当り」となった
場合は、前記特別入賞装置２６の開閉扉２６ｂが閉状態から開状態に作動することで特別
入賞口２６ａを開放し、多数の賞球の獲得が可能となる。なお、始動入賞装置２４の始動
入賞口２４ａ,２４ｂへのパチンコ球Ｗの入賞を契機とした前記特別表示部９１での図柄
変動の開始から、該図柄変動の結果としての当りと外れの確定までの間において、前記図
柄表示装置１３では、特別表示部９１で行われる図柄変動ゲームに係わる図柄変動演出が
行なわれて、遊技者に期待感や優越感等が与えられる。また、遊技盤１７に配設される各
種の可動演出装置１０５,１０６,１３８や発光装置３９,８５,１０７,１０８や発光基板
１０９,１１０,１１１,１５４,１５８の各ＬＥＤ４０ａ,８６ａ,１１２ａ,１１６ａ,１５
４ａ,１０９ａ,１１０ａ,１１１ａ,１５８ｂが、前記統括制御装置５９によって図柄変動
ゲームに応じた演出で制御されて、遊技の興趣が高められる。
【０１５０】
　前記表示器９０は、図２９または図３０に示す如く、前記裏ユニット１９に設けた表示
設置部１００に配設され、該表示器９０の表示基板９６から導出する表示器用配線９７は
、裏ユニット１９の収容壁部７１ａに形成した配線挿通口７１ｃを介してユニット裏側に
引き出されている。すなわち、前記板部材１８の裏側に裏ユニット１９を取り付ける際に
、前記表示器９０から導出する表示器用配線９７が板部材１８との間で挟み込まれるのを
注意することなく取り付け作業を行なうことができ、作業性を良好とし得る。また、表示
基板９６から導出する表示器用配線９７を裏ユニット１９の裏側に引き出す配線挿通口７
１ｃは、該表示器９０の後方に臨む部位に形成されているから、表示器用配線９７を裏ユ
ニット１９の裏側に簡単に引き出すことができる。そして、裏ユニット１９の裏側に引き
出された表示器用配線９７は、前記下部構造体５３の基板設置部６０に取り付けた裏中継
基板６１に接続される。
【０１５１】
　また前記表示器９０には、前述したように特別表示部９１、ラウンド回数表示部９２、
普通表示部９３、特別保留表示部９４および普通保留表示部９５等の複数の表示部が一枚
の表示基板９６に纏めて設置され、これら各表示部９１,９２,９３,９４,９５に接続する
配線も纏められている。従って、各表示部９１,９２,９３,９４,９５に接続する配線を纏
めた表示器用配線９７の取り扱いが容易で、配線処理を簡略化することができる。
【０１５２】
　実施例では、正面視で右側に位置する表示器９０の表示器用配線９７は、正面視で左側
に設けられた左基板設置部６０に取り付けた裏中継基板６１に接続される。この場合に、
裏ユニット１９の裏側を右側から左側に引き回される表示器用配線９７は、図２１に示す
如く、前記図柄表示装置１３の下側を支持する位置決め突部５７、下対向面部５５ｂおよ
び突部６６で画成される空間６７に収容された状態で引き回され、該表示器用配線９７が
上方や後方へ変位するのは位置決め突部５７や突部６６で規制される。従って、裏ユニッ
ト１９の裏側に図柄表示装置１３を取り付ける際に、表示器用配線９７を図柄表示装置１
３との間で挟み込むのを防止することができる。
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【０１５３】
　前記表示設置部１００は、図２８または図３０に示す如く、裏ユニット１９の前面から
突出した状態で該ユニット１９に配設される。また、該表示設置部１００に取り付けられ
た表示器９０において、遊技者が最も注目する特別遊技の抽選結果を表示する前記特別表
示部９１は、表示設置部１００に形成した第１の孔部１０２に裏側から収容されて、該特
別表示部９１は、その前面が表示設置部１００の最前面に臨むよう構成されている。そし
て、前記板部材１８の裏側に裏ユニット１９を取り付けた際には、図２８に示す如く、板
部材１８に配設した前記装飾部材２８の右下隅部に設けた隅部光透過部３３の裏側に表示
設置部１００の前面が近接して臨む。また表示設置部１００の第１の孔部１０２は、隅部
光透過部３３の対応する透明部３３ａの裏側に位置しており、遊技盤１７の前側から透明
部３３ａを介して前記表示器９０の特別表示部９１を明確に視認することができる。
【０１５４】
　また、前記表示器９０の特別表示部９１以外の各表示部９２,９３,９４,９５が後側に
臨む表示設置部１００の各第２の孔部１０３は、隅部光透過部３３の対応する透明部３３
ｂの裏側に夫々臨んでおり、各表示部９２,９３,９４,９５を遊技盤１７の前側から視認
することができる。なお、各第２の孔部１０３の後端部に、対応する各表示部９２,９３,
９４,９５のＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃ,９３ａ,９３ｂ,９５ａ,９５ｂ,９８ａ,９８ｂ,
９９ａ,９９ｂを個々に収容しているから(図２８参照)、各ＬＥＤ９２ａ,９２ｂ,９２ｃ,
９３ａ,９３ｂ,９５ａ,９５ｂ,９８ａ,９８ｂ,９９ａ,９９ｂの点灯時には他のＬＥＤの
光と明確に区別することができる。更に、前記板部材１８の裏側に裏ユニット１９を取り
付けた状態で、隅部光透過部３３における第１透明部３３ａの周囲裏面に表示設置部１０
０の前面が当接すると共に、隅部光透過部３３における第２透明部３３ｂの周囲裏面に表
示設置部１００の各第２の孔部１０３が形成される突出部１０４の前面が当接するように
なっているから、該隅部光透過部３３によっても裏側に臨む各表示部９１,９２,９３,９
４,９５からの光を明確に区分することができ、何れの遊技状態であるのかを遊技者が誤
認するのを防止し得る。
【０１５５】
(窓側部用発光装置の作用について)
　前記装飾部材２８の左側部光透過部３２に配設された窓側部用発光装置３９のＬＥＤ４
０ａを発光することで、該左側部光透過部３２の内側壁部３２ｂに向けて光が照射され、
装飾部材２８の窓口２８ａの左側部が照明される。窓側部用発光装置３９の配配位置は、
前記始動入賞装置２４の羽根部材２５,２５を開放させるための普通図柄の抽選を行なう
契機となる前記球通過ゲート３６の配設位置、および始動入賞装置２４の始動入賞口２４
ａ,２４ｂへの入賞確率が高くなる球通路４６への通入の可能性のあるステージ部２９へ
パチンコ球Ｗを通入する球導入口３０ａの形成位置に近接している。すなわち、遊技者が
注目する球通過ゲート３６や球導入口３０ａの近傍を窓側部用発光装置３９で発光演出す
ることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【０１５６】
　前記球通過ゲート３６が設けられる装飾部材２８のゲート飾り部材３７におけるセンサ
保持部３７ａは、前記板部材１８における第１の貫通口２１ａに連通する貫通孔２２に収
容されている。そして、球通過ゲート３６に配設した前記球検出センサ３５の後端に一端
が接続するセンサ用配線３８は、図９または図１０に示す如く、前記板部材１８の裏面に
形成されて貫通孔２２と連通する前記溝部２３に収容された状態で、前記裏ユニット１９
の左画壁部５６ｃを挟んで内側から外側に引き回されることで裏ユニット１９の外側に引
き出され、前記裏中継基板６１に接続される。
【０１５７】
　前記貫通孔２２は、板部材１８に形成されて前記装飾部材２８の本体部分が嵌め込まれ
る前記第１の貫通口２１ａに連通しており、該貫通孔２２の内側方に臨む前記左側部光透
過部３２に配設されている窓側部用発光装置３９の窓用発光基板４０から導出する部品用
配線４３は、図９または図１０に示す如く、前記貫通孔２２および溝部２３を介して裏ユ
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ニット１９の左画壁部５６ｃを挟んで内側から外側に引き回されることで裏ユニット１９
の外側に引き出され、前記裏中継基板６１に接続される。すなわち、前記球通過ゲート３
６に設けた球検出センサ３５のセンサ用配線３８を裏ユニット１９の裏側に引き出すため
の溝部２３を利用して、窓口２８ａの内側部を照明する窓側部用発光装置３９の部品用配
線４３を裏ユニット１９の裏側に引き出すよう構成したから、板部材１８や裏ユニット１
９に部品用配線４３のための専用の挿通口等を形成する必要はなく、板部材１８や裏ユニ
ット１９の構成を簡略化し得ると共に製造コストを低廉に抑えることができる。
【０１５８】
　前記左側部光透過部３２における窓側部用発光装置３９を収容する収容部３２ｄを画成
する外側壁部３２ａには、前記第１の貫通口２１ａと貫通孔２２との連通部に臨んで前記
部品用配線４３を挿通する側開口４２が設けられているから、該側開口４２に挿通した部
品用配線４３を板部材１８の裏面より後方に突出させることなく前記溝部２３まで引き回
すことができる。すなわち、板部材１８の第１の貫通口２１ａより内側に位置する窓側部
用発光装置３９に接続する部品用配線４３を、裏ユニット１９の内側において板部材１８
の裏側に突出させることなく引き回すことができ、該部品用配線４３が裏ユニット１９の
内側に配設される各種部品と干渉するのを防止し得る。また、部品用配線４３が挿通され
た側開口４２の後部開口側は、窓側部用発光装置３９における窓用発光基板４０を保持す
る取付部材４１に設けた閉塞片４１ｄにより閉塞されているから、部品用配線４３が側開
口４２から後方に抜けて板部材１８の後方に突出するのを確実に防ぐことができる。
【０１５９】
　前記窓側部用発光装置３９の窓用発光基板４０に対して部品用配線４３の一端を接続す
るコネクタ受部４０ｃは、図９に示す如く、前記第１の貫通口２１ａと貫通孔２２との連
通部の側方に臨んでいるから、該コネクタ受部４０ｃに一端を接続した部品用配線４３を
貫通孔２２および溝部２３に向けて引き回し易く、かつ引き回し距離を短かくすることが
できる。また、前記裏ユニット１９における前記溝部２３と交差して位置する左画壁部５
６ｃには、図４または図１０に示す如く、板部材１８の溝部２３と対応する位置に前記切
欠部１９ｂが上下方向に所定長さで形成されているから、溝部２３から裏ユニット１９の
外側に引き出されるセンサ用配線３８や部品用配線４３が左画壁部５６ｃの前端縁に接触
するのを抑えて、該配線３８,４３が傷付くのを抑制し得る。
【０１６０】
(カバー体の作用について)
　前記遊技領域１８ａに打ち出され、前記ステージ部２９に通入することなく該遊技領域
１８ａを流下するパチンコ球Ｗまたはステージ部２９の転動面２９ａあるいは球通路４６
の球出口４６ａから遊技領域１８ａに排出されたパチンコ球Ｗは、複数の遊技釘に当たる
ことによって不規則な流路を流下し、前記入賞口用飾り部材２７に設けた左普通入賞口２
７ｂに入賞することがある。最上部に位置する左普通入賞口２７ｂに入賞したパチンコ球
Ｗは、前記樋部２７ｄを介して左排出用球通路７６における第１縦通路７８に通入し、傾
斜通路８１を介して第３縦通路８０に案内されて、該第３縦通路８０の下流端に形成した
球排出口８０ａを介して機外(球回収部)に排出される。また、中間に位置する左普通入賞
口２７ｂに入賞したパチンコ球Ｗは、前記樋部２７ｄを介して左排出用球通路７６におけ
る第２縦通路７９に通入し、傾斜通路８１を介して第３縦通路８０に案内されて、前記球
排出口８０ａを介して機外(球回収部)に排出される。更に、最下部に位置する左普通入賞
口２７ｂに入賞したパチンコ球Ｗは、前記樋部２７ｄを介して左排出用球通路７６におけ
る第３縦通路８０に通入し、前記球排出口８０ａを介して機外(球回収部)に排出される。
【０１６１】
　前述したように入賞口用飾り部材２７に設けた３つの左普通入賞口２７ｂに入賞したパ
チンコ球Ｗは、裏ユニット１９に設けた左排出用球通路７６の第３縦通路８０に集合され
、該第３縦通路８０の下流端部に配設した左普通入賞センサ８３で該パチンコ球Ｗが検出
されることで、所定数の賞球が払い出される。また、入賞口用飾り部材２７に設けられた
光透過部材２７ｃは、裏ユニット１９に配設された前記入賞口用発光装置８５のＬＥＤ８



(40) JP 5427063 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

６ａを発光することで裏側から照明され、遊技者が注目する左普通入賞口２７ｂの周囲で
発光演出することで遊技の興趣を高めることができる。
【０１６２】
　ここで、前記入賞口用飾り部材２７の光透過部材２７ｃを裏側から照明する入賞口用発
光装置８５は、図２６に示す如く、入賞口用飾り部材２７の樋部２７ｄが収容されるよう
に前記板部材１８に形成した第３の貫通口２１ｃに収容された状態で、前記左排出用球通
路７６の前側に位置している。この場合において、板部材１８にルーター加工により形成
された前記第３の貫通口２１ｃの内周縁と、該第３の貫通口２１ｃに収容される入賞口用
発光装置８５の外周縁との間には隙間を生じ、該隙間の部分において左排出用球通路７６
が第３の貫通口２１ｃ側に開口していると、該左排出用球通路７６を流下するパチンコ球
Ｗの流れが隙間によって乱れるおそれがある。
【０１６３】
　しかしながら、実施例のパチンコ機１０では、前記左排出用球通路７６において、前記
各縦通路７８,７９,８０と樋部２７ｄ,２７ｄ,２７ｄとの連通部を除く部位の前面開口を
カバー部材８９で覆っているから、第３の貫通口２１ｃの内周縁と入賞口用発光装置８５
の外周縁との間に生ずる隙間において左排出用球通路７６の前面開口は開口していない。
すなわち、左排出用球通路７６に通入したパチンコ球Ｗの前側は、カバー部材８９で案内
されるから、隙間に起因して左排出用球通路７６内をパチンコ球Ｗがスムーズに流れなく
なるのを防止でき、球詰まりの発生を抑制し得る。また、隙間を極力小さくするために第
３の貫通口２１ｃや入賞口用発光装置８５におけるケース体８７の加工精度を上げる必要
はなく、製造コストが上昇するのを抑制し得る。
【０１６４】
　前記カバー部材８９は、本体板８９ａの外周縁部に形成した複数の係合部８９ｂの夫々
を、左排出用球通路７６を画成する通路用壁部８２に形成した対応する被係合部８２ａに
係合することで、該本体板８９ａが左排出用球通路７６の前面開口を覆う位置にずれなく
確実に位置決めされ、該カバー部材８９の位置ずれにより前記隙間部分で前面開口が開口
してしまうのを確実に防ぐことができる。また、左排出用球通路７６に対して位置決めさ
れたカバー部材８９は、前記裏ユニット１９に取り付けられる入賞口用発光装置８５と通
路用壁部８２とで挟持されて左排出用球通路７６から脱落しないよう構成してあるから、
カバー部材８９を固定するための専用の部材を必要とせず、構成が簡単になる。
【０１６５】
　なお、前記入賞口用発光装置８５における左排出用球通路７６の前面開口に重なる部分
の裏側は、前記カバー部材８９が存在しているから、左排出用球通路７６を流下するパチ
ンコ球Ｗが前記入賞用発光基板８６に接触するのは防止される。すなわち、入賞口用発光
装置８５においては、入賞用発光基板８６を配設するケース体８７として後方に開放する
構成のものを用いることができ、該入賞用発光基板８６の裏面を保護するためのカバー等
を必要とせず、入賞口用発光装置８５を構成する部品点数を低減し得ると共に構成を簡略
化し得る。
【０１６６】
(磁気センサの作用について)
　ここで、前記表示器９０による図柄変動ゲームを開始させる契機となる始動入賞装置２
４の始動入賞口２４ａ,２４ｂは、不正行為を意図している不正遊技者が磁石を用いた不
正行為で狙われ易い部位である。この不正行為としては、前記前枠１４のガラス板に近づ
けた磁石でパチンコ球Ｗを吸着して、上側の始動入賞口２４ａや開放状態となった下側の
始動入賞口２４ｂに直にパチンコ球Ｗを入賞させる行為や、遊技領域１８ａに植設されて
いる遊技釘により形成される所定の通路に磁石でパチンコ球Ｗを集めてわざと詰まらせる
ことで、前記始動入賞口２４ａ,２４ｂへ向けてパチンコ球Ｗを高確率で流下させるよう
にする行為が挙げられる。しかるに、前記始動入賞口２４ａ,２４ｂに直にパチンコ球Ｗ
を入賞させる不正行為や、前記パチンコ球Ｗをわざと詰まらせる不正行為がなされた場合
は、始動入賞口２４ａ,２４ｂへの入賞確率が異常に上昇するため、遊技店では不正行為
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を容易に知ることができる。このため、不正遊技者は、始動入賞口２４ａ,２４ｂを直接
狙うことなく、前記羽根部材２５,２５を開放させる契機となる球通過ゲート３６へのパ
チンコ球Ｗの通過確率を高めたり、ステージ部２９にパチンコ球Ｗがより多く取り込まれ
るように、球通過ゲート３６や球導入口３０ａに対して前述した不正行為を行なう場合が
ある。
【０１６７】
　この場合に、前記板部材１８の裏側における前記遊技領域１８ａの横部分の後方に、図
３７に示す如く、前記左側部磁気センサ１６７が配設され、しかも該磁気センサ１６７は
、磁気検出可能範囲が、球通過ゲート３６および球導入口３０ａに及ぶ位置に臨むように
配置されている。従って、球通過ゲート３６や球導入口３０ａの前側に臨むガラス板に磁
石が近づけられたときには、該磁石の磁力を左側部磁気センサ１６７で検出して不正行為
が行なわれていることを発見することができる。そして、左側部磁気センサ１６７が磁気
を検出した場合は、前記統括制御装置５９の制御下に異常報知が行なわれ、不正行為を防
ぐことができる。
【０１６８】
　前記球通過ゲート３６および球導入口３０ａが臨む遊技領域１８ａの横部分は上下方向
に長い部分であり、前記左側部磁気センサ１６７を、前述したようにリード片の延在方向
が前記板部材１８の裏面と平行で、かつリード片の延在方向が上下方向に沿う縦向き姿勢
で配置することで(図３７参照)、１つの左側部磁気センサ１６７による磁気を検出し得る
範囲は上下方向に長い横部分に対応し、複数の磁気センサを用いることなく球通過ゲート
３６および球導入口３０ａに及ぶ広範囲での磁石による不正行為を検出することが可能と
なり、コストを低廉に抑えることができる。また、図３８に示す如く、前記板部材１８の
裏面に対向して左側部磁気センサ１６７を裏ユニット１９に配設することで、左側部磁気
センサ１６７と板部材１８の前面との離間距離は短かくなるから、検出感度の低い磁気セ
ンサを使用することが可能となり、コストを低減することができる。しかも、左側部磁気
センサ１６７のセンサ設置部１６８を裏ユニット１９に設け、かつ左側部磁気センサ１６
７の姿勢を長手方向(リード片の延在方向)が上下方向に沿うようにしているから、板部材
１８の後方に左側部磁気センサ１６７が大きく突出することはなく、左側部磁気センサ１
６７が他の部材の取り付けの障害となることはない。
【０１６９】
　前記板部材１８の裏側における前記始動入賞装置２４の左右両側に、図１８に示す如く
、前記下磁気センサ７３,７５が配設され、しかも該磁気センサ７３,７５は、磁気検出可
能範囲が、始動入賞装置２４の上下の始動入賞口２４ａ,２４ｂおよび該始動入賞口２４
ａ,２４ｂの左右側方の遊技領域１８ａにおけるパチンコ球Ｗをわざと詰まらせる対象と
なる領域に及ぶ位置に臨むように配置されている。従って、上下の始動入賞口２４ａ,２
４ｂの前側に臨むガラス板および前記領域に臨むガラス板に磁石が近づけられたときには
、該磁石の磁力を下磁気センサ７３,７５で検出して不正行為が行なわれていることを発
見することができる。そして、下磁気センサ７３,７５が磁気を検出した場合は、前記統
括制御装置５９の制御下に異常報知が行なわれ、不正行為を防ぐことができる。すなわち
、実施例のパチンコ機１０は、前記球通過ゲート３６や球導入口３０ａを介して始動入賞
口２４ａ,２４ｂを関接的に狙う不正行為のみならず、該始動入賞口２４ａ,２４ｂを直接
的に狙う不正行為をも検出することができる。
【０１７０】
　ここで、不正遊技者は、磁石を用いて前記左右の普通入賞口２７ｂ,３４に直にパチン
コ球Ｗを入賞させることで、賞球を不正に稼ぐ行為を行なう場合がある。しかしながら、
前記左右の下磁気センサ７３,７５の磁気検出可能範囲は、左右の普通入賞口２７ｂ,３４
にも及ぶように設定されているから、該普通入賞口２７ｂ,３４に直にパチンコ球Ｗを不
正入賞させるためにガラス板に近づけた磁石の磁気も、該下磁気センサ７３,７５で検出
することができる。すなわち、下磁気センサ７３,７５では、始動入賞装置２４へのパチ
ンコ球Ｗの誘導確率を不正に上げるための行為および普通入賞口２７ｂ,３４へ直にパチ
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ンコ球Ｗを不正入賞させる行為の何れをも検出することができる。また、下磁気センサ７
３,７５の磁気検出可能範囲は、特別入賞装置２６の特別入賞口２６ａにも及ぶように設
定されているから、「大当り」の発生時において特別入賞口２６ａが開放された際に、パ
チンコ球Ｗを磁石を用いて不正入賞させる行為も検出することができる。
【０１７１】
(左可動演出装置の作用について)
　前記遊技盤１７に配設される前記左可動演出装置１０５では、前記第１の駆動モータ１
３４を正逆駆動することで、前記作動ギヤ１３７が正逆回転し、該作動ギヤ１３７に噛合
するラック１２８との噛合作用下に、左可動演出装置１０５の左可動体１２０は、裏ユニ
ット１９の左対向面部５５ｃに配設したレール部材１３０に転がり軸受１２９で支持され
た状態で、図２や図１８に示す待機位置と図３３に示す作動位置との間をレール部材１３
０に沿って上下動する。左可動体１２０は、レール部材１３０に転がり軸受１２９を介し
て支持される可動基部１２２に対して横方向に腕部１２３が延出する上下反転したＬ字形
状に形成されており、該腕部１２３の荷重が可動基部１２２のみで支持される片持ち支持
形態となっているが、該左可動体１２０の移動支持構造として可動基部１２２の長手方向
(往復移動方向)に所定長さを有する転がり軸受１２９を用いることで、左可動体１２０を
、前記レール部材１３０に沿って上下方向に直線的にスムーズかつ安定して往復移動する
ことができる。
【０１７２】
　また、前記左可動体１２０に配設された前記副可動演出装置１３８においては、前記第
２の駆動モータ１４３を正逆駆動することで、前記連繋機構１４１を介して腕部１２３に
配設された左右一対の副可動体１３９ａ,１３９ｂが、図１８に示す相互に近接した待機
位置と、図３３に示す相互に離間した作動位置との間を左右に往復移動する。実施例のパ
チンコ機１０では、前記装飾部材２８の窓口２８ａに臨む左可動体１２０の腕部１２３を
上下動させる動作と、該腕部１２３において一対の副可動体１３９ａ,１３９ｂを左右に
移動させる動作とを遊技者に視認させることができ、複数の動作を組合わせることによる
演出効果を向上し得る。
【０１７３】
　前記副可動体１３９ａ,１３９ｂを動作させる第２の駆動モータ１４３を含む第２の駆
動部１４０は、図４６に示す如く、左可動体１２０におけるレール部材１３０に直に支持
される可動基部１２２に配置されており、該第２の駆動部１４０の荷重をレール部材１３
０で直に支持することができる。すなわち、前記レール部材１３０に対して片持ち支持さ
れている左可動体１２０において、可動基部１２２に第２の駆動部１４０を設けることで
、可動基部１２２と腕部１２３との連結部に加わる負荷を小さくすることができ、左可動
体１２０の円滑な動作を確保し得る。
【０１７４】
(副可動演出装置の作用について)
　前記副可動演出装置１３８では、第２の駆動モータ１４３の正逆駆動によって第２駆動
ギヤ１４４が正逆回転し、該ギヤ１４４に歯部１４５ａを介して噛合する前記第１連杆１
４５が、長孔１４５ｂ,１４５ｂに挿通された案内ピン１４２ｂ,１４２ｂに案内されて左
右方向に往復移動する。そして、第１連杆１４５に右連結ピン１４５ｃと左連結孔１４６
ａとの係合によって連結される第２連杆１４６および該第２連杆１４６に右連結孔１４６
ｂと左連結ピン１４７ａとの係合によって連結される第３連杆１４７が、第１連杆１４５
の左右方向の往復移動に伴って左右方向に往復移動する。第３連杆１４７には、前記左副
可動体１３９ａが連結されているから、該左副可動体１３９ａも第１連杆１４５の移動に
伴って左右方向に往復移動する。また、第３連杆１４７の歯部１４７ｃが上側で噛合する
前記ピニオン１５０に対し、前記右副可動体１３９ｂに連結した前記ラック部材１５１の
歯部１５１ａが下側で噛合している(図４８参照)。従って、第３連杆１４７の移動方向と
は逆方向に右副可動体１３９ｂが移動することになり、よって左右の副可動体１３９ａ,
１３９ｂは相互に近接移動したり離間移動する。
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【０１７５】
　前記第２の駆動部１４０の動力を副可動体１３９ａ,１３９ｂに伝達するための連繋機
構１４１を、３本の連杆１４５,１４６,１４７で構成したから、該連繋機構１４１の構成
は簡単でかつ小さなスペースに配設することができる。すなわち、左可動体１２０におい
て連繋機構１４１が配設される前記腕部１２３をコンパクト化して軽量化を図ることがで
き、連繋機構１４１に起因する可動基部１２２と腕部１２３との連結部に加わる負荷を低
減し得る。また、腕部１２３に複数の副可動体１３９ａ,１３９ｂを配設することで演出
効果を向上し得るもとで、１つの連繋機構１４１によって一対の副可動体１３９ａ,１３
９ｂを動作するよう構成したから、１つの駆動モータの動力を別々の連繋機構によって各
副可動体に伝達する場合に比べ、構成を簡略化して軽量化を図ることができ、連繋機構１
４１に起因する可動基部１２２と腕部１２３との連結部に加わる負荷をより低減すること
が可能となる。
【０１７６】
　前記第１連杆１４５に第２連杆１４６を介して連結される第３連杆１４７に設けられた
検出片１４７ｄは、前記可動体発光基板１５４に設けられた副可動体用原位置センサ１５
５で検出するよう構成されている。すなわち、副可動演出装置１３８においては、連繋機
構１４１にピニオン１５０およびラック部材１５１を介して連繋されて作動される右副可
動体１３９ｂではなく、連繋機構１４１により直接作動される左副可動体１３９ａの位置
を検出するよう構成したので、該両副可動体１３９ａ,１３９ｂの位置を精度よく検出し
得る。
【０１７７】
　なお、前記左可動体１２０は、前記待機位置において腕部１２３に設けた金属片１５２
が、前記第２の上部発光装置１０８に設けた磁石１５３で磁力吸着されることで、該左可
動体１２０は待機位置に保持されるので、副可動体１３９ａ,１３９ｂが動作した際にも
左可動体１２０が移動するのは防止され、意図しない動作が行なわれるのを防ぐことがで
きる。また、左可動体１２０を常に待機位置に保持するように前記第１の駆動モータ１３
４を駆動制御する必要はなく、該駆動モータ１３４の負担が増えたり制御系が複雑となる
のを防止し得る。
【０１７８】
(センサ設置部の作用について)
　前記駆動ユニット１３２の駆動用カバー部材１３３および外部中継基板１６１の前側に
配設される前記センサ設置部１６８は、図３８,図３９または図４４に示す如く、裏ユニ
ット１９の左対向面部５５ｃおよび駆動用カバー部材１３３に突設した複数の取付けボス
１６９を介して、センサ設置部１６８の裏面と駆動用カバー部材１３３および外部中継基
板１６１の前面との間に所要の空間を存して配設されている。またセンサ設置部１６８の
右端部は、図４４または図４５に示す如く、前記左可動体１２０における可動基部１２２
の左端部の前側を覆うように位置しており、該可動基部１２２が前方に大きく変位するの
をセンサ設置部１６８で規制し得る。すなわち、裏ユニット１９に左側部磁気センサ１６
７を配設するためのセンサ設置部１６８を、可動基部１２２が前方に変位するのを規制す
る手段として兼用することで、可動基部１２２の前方変位を規制する手段を別途設ける必
要はなく、左側部磁気センサ１６７および可動基部１２２の設置部位に設ける部品点数を
低減して構成を簡略化することができ、コストを低減し得る。
【０１７９】
　また、前述したように左側部磁気センサ１６７は、その長手方向が上下方向に沿う姿勢
で配設され、該左側部磁気センサ１６７を保持するセンサ設置部１６８も長手方向が上下
方向に沿って延在している。すなわち、センサ設置部１６８における可動基部１２２との
重なり部１６８ｂは、長手方向が可動基部１２２の往復移動方向に沿って延在しているか
ら、当該重なり部１６８ｂによって可動基部１２２の前方への変位を長い領域に亘って規
制することができる。
【０１８０】
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　前記センサ設置部１６８における可動基部１２２との重なり部１６８ｂの裏面は、その
長手方向の全長に亘って左側から右側に向かうにつれて可動基部１２２から前側に退避す
るように傾斜しているから、重なり部１６８ｂの裏面が可動基部１２２の前面と平行な場
合に比して、該可動基部１２２を遊技盤１７(板部材１８)の前面に近づけて配置すること
ができる。すなわち、動作により演出を行なう左可動体１２０を可能な限り前側に配置す
ることができ、左可動体１２０の動作による迫力のある演出効果が期待できる。また実施
例では、センサ設置部１６８の重なり部１６８ｂと重なる可動基部１２２の左端前部に、
後方に凹む凹部１２２ｂを長手方向に沿って形成しているから、可動基部１２２をセンサ
設置部１６８に接触することなく更に前側に配置することができ、左可動体１２０のより
迫力のある演出効果が期待できる。
【０１８１】
　前記センサ設置部１６８は、複数の取付けボス１６９の前端に取り付けることで、前記
左対向面部５５ｃとの間に前記可動基部１２２の移動空間を確保したもとで、該センサ設
置部１６８に配設される左側部磁気センサ１６７を前記板部材１８の裏面に近接すること
ができる。すなわち、左側部磁気センサ１６７の検出感度を低くしても、その磁気検出可
能範囲として、検出対象となる前記球通過ゲート３６や球導入口３０ａに対する磁石によ
る不正を十分に検出可能な範囲を確保することができ、コストを低減し得る。
【０１８２】
(左可動演出装置の配線処理の作用について)
　前記左可動体１２０における腕部１２３の右端部の意匠部１２３ａに配設される可動体
発光基板１５４から導出する発光用配線１５６は、図４６に示す如く、前記ベース腕部１
２４ｂに設けた第１区画壁１２６および第２の駆動部１４０を左可動体１２０に配設する
ための前記仕切部材１４２に設けた第２区画壁１４２ａにより前記連繋機構１４１が配設
される空間とは仕切られた空間を可動基部１２２側に引き回された後、該可動基部１２２
に配設された前記内部中継基板１５８に接続される。また、前記副可動演出装置１３８の
第２の駆動部１４０を構成する第２の駆動モータ１４３からは、前記仕切部材１４２の後
側から第２駆動用配線１５７が導出し、該配線１５７は、仕切部材１４２における第２区
画壁１４２ａで連繋機構１４１が配設される空間とは仕切られた下側から前記内部中継基
板１５８の前側に引き出されて該基板１５８に接続される。すなわち、左可動体１２０に
配設された電気部品としての可動体発光基板１５４および第２の駆動モータ１４３から導
出する発光用配線１５６および第２駆動用配線１５７は、何れも区画壁１２６,１４２ａ
で連繋機構１４１が配設される空間とは仕切られた空間を引き回されるから、該配線１５
６,１５７が連繋機構１４１に引掛かったり干渉するのを防止し得る。これにより、配線
１５６,１５７が損傷したり、連繋機構１４１の動作が阻害されるのを防ぐことができ、
前記副可動体１３９ａ,１３９ｂのを円滑な動作を確保し得る。
【０１８３】
　前記内部中継基板１５８の裏面に設けられた前記内部中継用コネクタ受部１５９に差込
み接続されて前記配線１５６,１５７に電気的に接続する中継用配線１６０は、前記可動
基部１２２に設けられた挿通口１２２ａを介して外部に引き出された後、前記裏ユニット
１９の左対向面部５５ｃに配設した前記外部中継基板１６１に接続される。実施例では、
左可動体１２０に配設した可動体発光基板１５４および第２の駆動モータ１４３から導出
して内部を引き回される配線１５６,１５７を、該左可動体１２０の内部に配設した内部
中継基板１５８に一旦接続し、これら全ての配線１５６,１５７に電気的に接続する中継
用配線１６０のみを左可動体１２０から外部に引き出している。すなわち、個々の配線１
５６,１５７を左可動体１２０から外部に引き出して処理する必要はないから、往復移動
する左可動体１２０から引き出されている配線の処理は簡単になる。また、左可動体１２
０から引き出されている配線が、左可動体１２０やラック１２８等に接触するのを保護す
るための構成について、中継用配線１６０のみを対象として設ければよく、複数の配線を
保護するための構成を個々に設ける必要はなく、構成を簡略化してコストを低廉に抑える
ことができる。
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【０１８４】
　ここで、実施例の左可動体１２０は、ラック１２８を用いて上下方向に往復移動する構
成であり、該左可動体１２０の移動範囲を大きくして動作による演出効果を向上する場合
は、前記ラック１２８の寸法を長くする必要がある。そして、ラック１２８を長くした場
合は、該ラック１２８を安定して配設するために前記可動基部１２２の寸法も長くするこ
とで(実施例ではラック１２８と可動基部１２２とは略同一長さに設定されている)、前記
内部中継基板１５８を配設するスペースを確保することができる。すなわち、左可動体１
２０の動作を大きくするために生じた可動基部１２２のスペースを利用して内部中継基板
１５８を配設することができ、スペースの有効利用が図られる。また実施例では、内部中
継基板１５８にＬＥＤ１５８ｂを実装して発光基板としても利用しており、可動基部１２
２の内部空間をより有効に利用しているといえる。
【０１８５】
　前記内部中継基板１５８に配設されて前記中継用配線１６０が接続される内部中継用コ
ネクタ受部１５９の接続口１５９ａは、可動基部１２２の挿通口１２２ａに向いて開口し
ているから(図４６参照)、該中継用配線１６０を挿通口１２２ａまで引き回す際に該配線
１６０を屈曲させる必要はなく、中継用配線１６０に負荷が加わるのを防止し得る。また
挿通口１２２ａは、可動基部１２２の往復移動方向に沿う方向に開口し、かつ引き出され
た中継用配線１６０は前記空間部１３１内を往復移動方向に沿って引き回されているので
(図４０参照)、左可動体１２０の移動時に中継用配線１６０も空間部１３１内を往復移動
方向に沿って移動することで移動時に加わる負荷を軽減し得る。更に、可動基部１２２か
ら引き出された中継用配線１６０が引き出される空間部１３１は、該可動基部１２２の往
復移動を許容するために設けられたものであるから、中継用配線１６０を引き回すための
専用の空間を確保する必要はなく、構成を簡略化し得る。
【０１８６】
　前記可動基部１２２から前記中継用配線１６０が外部に引き出される側は、図４０に示
す如く、左可動体１２０の待機位置において、作動位置に向く下側であるのに対し、当該
左可動体１２０を動作させる前記第１の駆動部１２１が配設される駆動ユニット１３２は
可動基部１２２の下端とは反対の上端側に偏倚して配設されている。すなわち、中継用配
線１６０が左可動体１２０から外部に引き出される側は第１の駆動部１２１の配設位置に
対して左可動体１２０の往復移動方向の反対側であり、第１の駆動部１２１の作動ギヤ１
３７と前記ラック１２８との噛合部に中継用配線１６０が臨むことがなく、該配線１６０
が作動ギヤ１３７とラック１２８との噛合部に接触したり噛み込まれることはなく、左可
動体１２０の円滑な動作を確保し得ると共に中継用配線１６０が損傷するのを防ぐことが
できる。また、前記第１の駆動部１２１において第１の駆動モータ１３４で回転駆動され
る第１駆動ギヤ１３５および中間ギヤ１３６は駆動用カバー部材１３３に収容され、前記
ラック１２８と噛合する作動ギヤ１３７は、一部のみが駆動用カバー部材１３３から突出
しているのみであるから、これらギヤ群に前記中継用配線１６０が接触するのも防止され
る。
【０１８７】
　前記外部中継基板１６１は、図３９に示す如く、前面が前記ラック１２８より前側に位
置するよう設けられている。また、前記可動基部１２２における該外部中継基板１６１よ
り前側に位置する前記挿通口１２２ａから引き出された前記中継用配線１６０は、外部中
継基板１６１の前面に配設した外部中継用コネクタ受部１６２に接続されている。すなわ
ち、外部中継基板１６１を利用して中継用配線１６０の引き回し空間とラック１２８とを
仕切ることができるので、中継用配線１６０がラック１２８と接触したり引っ掛かるのを
防止することができ、左可動体１２０の円滑な動作を確保し得ると共に中継用配線１６０
が損傷するのを防ぐことができる。また、中継用配線１６０の引き回し空間とラック１２
８とを仕切る部材として外部中継基板１６１を用いることで、専用の仕切り部材等を必要
とせず、構成を簡略化してコストの低減を図り得る。
【０１８８】
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　前記外部中継基板１６１の前側を引き回されている前記中継用配線１６０は、図３８ま
たは図４０に示す如く、前記配線ガイド１６６と外部中継基板１６１との間に収容されて
、左可動体１２０が往復移動する際に該中継用配線１６０が前側および左側方に変位する
のは規制される。すなわち、中継用配線１６０が前側へ変位して板部材１８や該板部材１
８に配設される各種部品等に接触することで、左可動体１２０の円滑な移動を阻害するの
を防止し得る。また、外部中継基板１６１に接続される前記集約中継用配線１６４の引き
回し空間と中継用配線１６０の引き回し空間が配線ガイド１６６により仕切られているか
ら、中継用配線１６０が集約中継用配線１６４と干渉して左可動体１２０の円滑な移動を
阻害するのは防止される。
【０１８９】
　前記第１の駆動部１２１を構成する前記第１の駆動モータ１３４に一端が接続する第１
駆動用配線１６３は、図３８に示す如く、駆動用カバー部材１３３の前側から外部中継基
板１６１の前側に引き回されて、該外部中継基板１６１の前面に設けられる駆動用コネク
タ受部１６１ａに接続されている。駆動用カバー部材１３３の前面および外部中継基板１
６１の前面は、何れも前記ラック１２８より前側に位置しているから、引き回し途中の第
１駆動用配線１６３がラック１２８側に変位することはなく、第１駆動用配線１６３が作
動ギヤ１３７とラック１２８との噛合部またはラック１２８と接触したり引っ掛かるのを
防止することができ、左可動体１２０の円滑な動作を確保すると共に第１駆動用配線１６
３が損傷するのを防ぐことができる。
【０１９０】
　なお、前記第１駆動用配線１６３と第１の駆動モータ１３４との接続位置は、図４０に
示すように、該第１の駆動モータ１３４を挟んでラック１２８の配設側とは反対側になっ
ているから、第１駆動用配線１６３の第１の駆動モータ１３４からの引き回し初期におい
て該第１駆動用配線１６３がラック１２８の配設側(可動基部１２２の移動領域側)に変位
するのは抑制される。また、第１駆動用配線１６３は、引き回し途中において前記駆動用
カバー部材１３３に配設した前記配線フック１３３ｄに係止されており、該配線フック１
３３ｄによっても第１駆動用配線１６３がラック１２８の配設側(可動基部１２２の移動
領域側)に変位するのは抑制される。すなわち、第１の駆動モータ１３４と外部中継基板
１６１との間を引き回される第１駆動用配線１６３は、ラック１２８の配設側であって可
動基部１２２の移動領域側へ変位するのは抑制されているから、該第１駆動用配線１６３
がラック１２８や左可動体１２０に接触したり引っ掛かるのを防止して、左可動体１２０
の円滑な動作を確保すると共に第１駆動用配線１６３が損傷するのをより確実に防ぐこと
ができる。
【０１９１】
　前記外部中継基板１６１の前側に離間して、前記左側部磁気センサ１６７を裏ユニット
１９に配設するためのセンサ設置部１６８が配設されており、前記第１駆動用配線１６３
は、図３８に示す如く、該センサ設置部１６８と外部中継基板１６１との間の空間を引き
回されている。従って、第１駆動用配線１６３が前方に大きく変位するのをセンサ設置部
１６８で規制することができ、前記板部材１８の裏側に裏ユニット１９を取り付けるに際
し、裏ユニット１９に配設される他の部材と板部材１８との間に第１駆動用配線１６３が
挟み込まれるのを防止し得る。
【０１９２】
　前記外部中継基板１６１における外部中継用コネクタ受部１６２の配設位置より左側に
設けた集約コネクタ受部１６１ｂに接続する集約中継用配線１６４は、図４０に示す如く
、前記配線ガイド１６６を挟んで前記可動基部１２２の移動領域とは反対側を引き回され
た後に、前記裏ユニット１９の裏側に引き出されて前記裏中継基板６１に接続される。す
なわち、集約中継用配線１６４は、左可動体１２０の移動領域から離間する位置を引き回
すようにしているから、該配線１６４が左可動体１２０に接触したり引っ掛かるのを防止
することができ、左可動体１２０の円滑な動作が阻害されたり集約中継用配線１６４が損
傷するのを防ぐことができる。また集約中継用配線１６４は、前記入賞口用発光装置８５
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の裏側を引き回された後に裏ユニット１９の裏側に引き出されるよう構成してあるから、
該集約中継用配線１６４が入賞口用発光装置８５より前側に臨むことはなく、前記板部材
１８の裏側に裏ユニット１９を取り付けるに際し、入賞口用発光装置８５と板部材１８と
の間に集約中継用配線１６４が挟み込まれるのを防止し得る。
【０１９３】
(上部発光装置の作用について)
　前記装飾部材２８の上部光透過部３１に対応して裏ユニット１９に配設される前記第１
の上部発光装置１０７は、図３２に示す如く、前記待機位置に臨む左可動体１２０におけ
る腕部１２３および意匠部１２３ａより前方に位置して、該左可動体１２０が作動位置に
向けて移動しても腕部１２３および意匠部１２３ａと干渉しない関係になっている。すな
わち、左可動体１２０が待機位置と作動位置との間を往復移動する範囲において、該左可
動体１２０と第１の上部発光装置１０７とは干渉することはなく、該左可動体１２０の配
設位置に左右されることなく装飾部材２８の上部位置を第１の上部発光装置１０７で照明
することができる。言い替えれば、発光装置１０７を左可動体１２０の移動領域より前側
に位置させることで、装飾部材２８を照明する発光装置の配設位置の自由度が高くなり、
装飾部材２８の必要箇所を効果的に照明して遊技の興趣を向上し得る。また実施例では、
装飾部材２８を照明する発光装置１０７および動作により演出を行なう左可動体１２０を
、何れも裏ユニット１９に配設するものであるから、前記図柄表示装置１３の大型化(装
飾部材２８の窓口２８ａの大型化)にも対応し得るものである。更に、左可動体１２０が
待機位置に臨む状態で、腕部１２３および意匠部１２３ａの一部が第１の上部発光装置１
０７と前後の関係で重なることで、該左可動体１２０の移動範囲を広くすることができる
。
【０１９４】
　前記第１の上部発光装置１０７は、裏ユニット１９の前端より前方に位置し、該裏ユニ
ット１９を前記板部材１８の裏側に取り付けた際には、図３４に示す如く、前記装飾部材
２８に設けた上部光透過部３１の収容部１１４,１１５に後側から収容される。そして、
第１の上部発光装置１０７のＬＥＤ１１２ａを発光することで、第１の収容部１１４の前
部に設けたレンズ体１１４ａ、および第２の収容部１１５の前部に設けたスリット１１５
ａを介して装飾部材２８の前方が照明される。このように、第１の上部発光装置１０７を
上部光透過部３１の収容部１１４,１１５に収容することで、当該上部光透過部３１を、
装飾部材２８の他の部位と区分して照明することができ、上部光透過部３１での発光を際
だたせて演出効果を向上し得る。また、第１の上部発光装置１０７が裏ユニット１９の前
端より前方に位置しているから、該上部発光装置１０７はレンズ体１１４ａやスリット１
１５ａに近接し、該レンズ体１１４ａを介して前方に照射される光や、スリット１１５ａ
を介して前方に照射される光の度合を強くすることができ、上部光透過部３１での発光を
より際だたせ得る。
【０１９５】
　前記待機位置において左可動体１２０の腕部１２３および意匠部１２３ａの後方には、
図３２に示す如く、前記第２の上部発光装置１０８が位置しており、該第２の上部発光装
置１０８は、待機位置の左可動体１２０によって略隠れた状態となっている。そして、左
可動体１２０が図３３に示すように作動位置に移動すると、第２の上部発光装置１０８は
前側に露出し、左可動体１２０の存在しなくなった前方を、該上部発光装置１０８によっ
て照明することができる。
【０１９６】
　ここで、待機位置の左可動体１２０の後方に隠れている第２の上部発光装置１０８を発
光した際には、その光が全て左可動体１２０で遮られるものではなく、該左可動体１２０
(腕部１２３および意匠部１２３ａ)の周囲から前方に漏れる。すなわち、待機位置の左可
動体１２０を挟んで前後に位置する両上部発光装置１０７,１０８を発光させた際には、
左可動体１２０の前方に位置する第１の上部発光装置１０７からの強い光と、左可動体１
２０の後方に隠れている第２の上部発光装置１０８の左可動体１２０の周方から漏れる弱
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い光とでのコントラストによって、光による演出効果の向上を期待し得る。
【０１９７】
　前述したように第１の上部発光装置１０７の第１発光基板１１２は、前記第２の上部発
光装置１０８の第２発光基板１１６に接続され、更に前記側部発光基板１０９、隅部発光
基板１１０および裏中継基板６１に中継されて前記統括制御装置５９に接続されている。
すなわち、第１の上部発光装置１０７と統括制御装置５９との間を複数の基板で中継する
ことで、配線の長さを短かくでき、配線処理に係る構成の簡略化を図り得る。また、第１
発光基板１１２と第２発光基板１１６とを接続する配線は、前記第１の上部発光装置１０
７と第２の上部発光装置１０８との間に画成される可動体用空間１１８の上側を画成する
突出面部１１７ｂの上側を引き回されるようになっているから、該配線が左可動体１２０
に干渉することはなく、該左可動体１２０の動作を阻害することはない。
【０１９８】
　前記左可動体１２０の意匠部１２３ａには、前方に位置する装飾覆い体１２７を照明可
能な可動体発光基板１５４が配設されている。装飾覆い体１２７は、相互に近接した待機
位置に臨む前記副可動体１３９ａ,１３９ｂで前方が覆われており、該副可動体１３９ａ,
１３９ｂが相互に離間した作動位置に移動した際に、該装飾覆い体１２７の一部が前側に
露出する。従って、副可動体１３９ａ,１３９ｂが作動位置に移動した際に、前記可動体
発光基板１５４のＬＥＤ１５４ａを発光することで、両副可動体１３９ａ,１３９ｂの間
に露出する装飾覆い体１２７が照明され、発光による演出効果の向上が期待し得る。
【０１９９】
　なお、前記第１の上部発光装置１０７の取付け部となる前記延出部１１７ｃは、第２の
上部発光装置１０８を構成するカバー体１１７に設けられているから、第１の上部発光装
置１０７を取り付けるための部分を前記裏ユニット１９に別途設ける必要はない。すなわ
ち、大型の裏ユニット１９の構造が複雑になって製造コストが嵩むのを抑制し得ると共に
、設計変更にも容易に対応し得る。
【０２００】
(裏ユニットの基板設置部の作用について)
　前記裏ユニット１９の下部構造体５３に設けた中基板設置部６０に対し、裏中継基板６
１を取り付けるには、裏中継基板６１の回路面を中基板設置部６０の当接支持部６２に向
けた姿勢で、該当接支持部６２の下端縁に設けた複数の前記係合部６３に裏中継基板６１
の下端縁を係合する。そして、該裏中継基板６１の上端側を当接支持部６２に向けて近接
することで、該当接支持部６２の上端縁に設けた前記弾性フック６４に裏中継基板６１が
当接する。該裏中継基板６１を更に移動することで、弾性フック６４が弾性変形しつつ裏
中継基板６１の移動を許容し、該裏中継基板６１の回路面が当接支持部６２の端部に当接
した状態で、弾性フック６４が弾性復帰して該弾性フック６４の爪部６４ａが裏中継基板
６１の上端縁側の実装面に当接することで、図２２に示すように当該裏中継基板６１は中
基板設置部６０に取り付けられる。
【０２０１】
　前記中基板設置部６０に取り付けられた裏中継基板６１に設けたコネクタ受部６１ａに
一端が接続するケーブルＹの他端を、中基板設置部６０より上方に配設されている前記統
括制御装置５９に接続することで、当該中基板設置部６０に接続された前記可動演出装置
１０５,１０６,１３８や発光装置３９,８５,１０７,１０８や発光基板１０９,１１０,１
１１,１５４,１５８等の各種電気部品と統括制御装置５９とが電気的に接続される。前記
ケーブルＹを統括制御装置５９に接続するに際し、該ケーブルＹを上側に向けて引っ張る
と、裏中継基板６１も上側に引っ張られ、前記弾性フック６４が弾性変形して爪部６４ａ
が裏中継基板６１から外れるおそれがある。
【０２０２】
　しかしながら、実施例のパチンコ機１０では、図２１または図２６に示すように、前記
中基板設置部６０の当接支持部６２における上側の支持壁６２ａに、裏中継基板６１の上
端縁側の周端に当接可能な突部６６を設けているから、前述したようにケーブルＹによっ
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て裏中継基板６１が上側に引っ張られた際には、該裏中継基板６１の上端周縁が突部６６
に当接して移動が規制される。すなわち、弾性フック６４の係合状態を解除する方向へ該
弾性フック６４を弾性変形する裏中継基板６１の動きは突部６６で規制され、中基板設置
部６０から裏中継基板６１が脱落するのを防止し得る。また突部６６は、弾性フック６４
を挟む左右両側に夫々設けられているから、前記ケーブルＹを左右方向の斜め上側に向け
て引っ張った際にも、裏中継基板６１の移動を確実に規制して、中基板設置部６０から裏
中継基板６１が脱落するのを確実に防ぐことができる。
【０２０３】
　ここで、基板設置部に対して複数の弾性フックを左右に離間して設けることで、ケーブ
ルが引っ張られた際に中継基板を介して弾性フックに加わる力が分散して各弾性フックの
変形量が小さくなり、基板設置部から中継基板が脱落し難くなるものの、この場合は中継
基板を着脱する際に複数の弾性フックを弾性変形させる等の操作が必要となって作業性が
低下する。これに対して実施例では、突部６６によって裏中継基板６１の移動を規制して
確実に裏中継基板６１の中基板設置部６０からの脱落を防止し得るから、複数の弾性フッ
ク６４を設ける必要はなく、弾性フック６４の増加による着脱時の作業性の低下は発生し
ない。
【０２０４】
　前記突部６６における当接支持部６２の端部からの突出寸法は、図２２に示す如く、当
接支持部６２に回路面が当接した裏中継基板６１の実装面より後方に突出する高さに設定
されているから、前記ケーブルＹを後方斜め上側に向けて引っ張ることで、裏中継基板６
１の上端部側の回路面が当接支持部６２から浮き上がったとしても、突部６６によって裏
中継基板６１の移動を確実に規制して、中基板設置部６０から裏中継基板６１が脱落する
のを確実に防止し得る。なお、中基板設置部６０から裏中継基板６１を取り外す際におい
て、前記弾性フック６４を裏中継基板６１の上端縁から離間するよう上側に向けて弾性変
形した状態で、当該裏中継基板６１の中基板設置部６０から離間する後方への移動は突部
６６によって規制されず、該裏中継基板６１の取り外しに支障を来たすことはない。
【０２０５】
　前記突部６６は、図２１に示す如く、前記図柄表示装置１３の下端縁を位置決めする下
側の位置決め突部５７と当接支持部６２および下対向面部５５ｂとの間に画成された空間
６７を引き回される表示器用配線９７が後方に移動するのを規制する規制手段としても機
能している。すなわち、裏ユニット１９の裏側において、中基板設置部６０から裏中継基
板６１が脱落するのを防止する手段と、裏ユニット１９の裏側を引き回される表示器用配
線９７を移動規制する手段とを別々に設ける必要はなく、裏ユニット１９の構成を簡略化
してコストの低減に寄与し得る。
【０２０６】
(右可動演出装置の作用について)
　次に、前記裏ユニット１９に配設された前記右可動演出装置１０６に関する作用に関し
て説明する。前記統括制御装置５９からの制御信号に基づいて前記右可動演出装置１０６
の駆動モータ１７８が駆動されると、前記従動ギア２０５を介して前記カム板１９５が支
軸１９５ａを中心に回転される。前記可動部材１８０(揺動可動体１８１)が第１位置にあ
る状態では、前記カム板１９５の回転に伴って該カム板１９５に設けた連繋軸１９７に枢
支された作動杆２００が下方に引き下げられて、前記揺動可動体１８１が前記第１の回転
連結軸１７２を中心に第１位置から第２位置に向けて揺動される。また、前記揺動可動体
１８１が第２位置にある状態では、前記カム板１９５の回転に伴って該カム板１９５に設
けた連繋軸１９７に枢支された作動杆２００が上方に引き上げられて、前記揺動可動体１
８１が前記第１の回転連結軸１７２を中心に第１位置から第２位置に向けて揺動される。
このように、前記図柄表示装置１３や発光装置３９,８５,１０７,１０８および発光基板
１０９,１１０,１１１,１５４,１５８の各ＬＥＤ等を制御する統括制御装置５９の制御信
号に基づいて前記右可動演出装置１０６の駆動モータ１７８を駆動するようにしたことで
、図柄表示装置１３で行なわれる図柄表示演出や各ＬＥＤの発光による発光演出に関連付
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けた演出を右可動演出装置１０６の可動部材１８０で行なうことができ、相乗的な演出効
果を実現し得る。また実施例では、棒形状に形成された揺動可動体１８１の一方端部が設
置部材１７０に枢支され、該揺動可動体１８１の他方端部に装飾可動体１８５が枢支され
ているから、当該揺動可動体１８１の揺動時における装飾可動体１８５の移動範囲も大き
くでき、可動部材１８０の動作によるインパクトが高められて、遊技に対する興趣の向上
を図っている。
【０２０７】
　ここで、前記揺動可動体１８１は、前記第１の回転連結軸１７２から偏倚した位置に前
記作動杆２００を連結して揺動可動体１８１を吊り下げるよう構成したから、可動部材１
８０の全体に掛かる荷重の一部が作動杆２００で支持される。すなわち、前記可動部材１
８０(揺動可動体１８１および装飾可動体１８５)の荷重は、前記第１の回転連結軸１７２
と作動杆２００とに分散して受け止められる。従って、前記可動部材１８０を揺動可能に
支持する第１の回転連結軸１７２に掛かる負荷が軽減されるから、該第１の回転連結軸１
７２の構成を簡略にして装置の大型化やコストの増大を防止できる。特に、前記揺動可動
体１８１が左方向(裏ユニット１９の開口部１９ａ側)に傾倒した第２位置に揺動可動体１
８１が揺動される場合のように、該揺動可動体１８１の傾斜角度が大きくなっても、作動
杆２００が揺動可動体１８１を吊り下げるよう支持しているから、第１の回転連結軸１７
２に掛かる負荷を効果的に軽減し得る。
【０２０８】
　実施例の右可動演出装置１０６は、第１位置に揺動可動体１８１を保持した状態で、該
揺動可動体１８１および装飾可動体１８５を含めた可動部材１８０の全体の重心が第１の
回転連結軸１７２を通る鉛直線Ｌ１よりも、当該揺動可動体１８１の第１位置から第２位
置への傾倒方向の前側に位置するよう構成してある。このため、第１位置に揺動可動体１
８１を保持した状態では、可動部材１８０(揺動可動体１８１および装飾可動体１８５)の
自重により第１位置から第２位置に向けて揺動する力が作用し、第１位置から第２位置に
揺動する際に要する駆動モータ１７８の駆動力を軽減でき、右可動演出装置１０６の駆動
モータ１７８としてより小型のものを採用可能となる。また、前記揺動可動体１８１は、
長手方向の中間位置よりも先端側(装飾可動体１８５を支持する端部側)に第２の回転連結
軸２０２を介して前記作動杆２００が連結されている。このように、前記作動杆２００を
、前記揺動可動体１８１を設置部材１７０に枢支する第１の回転連結軸１７２から離間し
た先端側に偏倚して連結し、駆動モータ１７８の駆動時に作動杆２００を引き上げて揺動
可動体１８１を揺動することで、揺動可動体１８１における第１の回転連結軸１７２を駆
動モータで直接駆動する構成に較べて、駆動モータ１７８に掛かる負荷を大幅に軽減でき
る。従って、第２位置に傾倒した揺動可動体１８１を第１位置に引き上げる際に要する駆
動モータ１７８の駆動力を軽減でき、駆動モータ１７８の小型化を図り得る。
【０２０９】
　また、実施例に係る右可動演出装置１０６は、第１位置に揺動可動体１８１を保持した
状態において、第１位置から第２位置に揺動可動体１８１が揺動する際の連繋軸１９７の
回転方向(図５８では右方向)の後方側の端部が前記設置部材１７０(円弧状案内孔１７７
の端部)に当接している。しかも、この当接状態では、揺動可動体１８１に対する作動杆
２００の枢支点(第２の回転連結軸２０２)と、カム板１９５の回転中心点(支軸１９５ａ)
とを通る直線Ｌ２に対して、揺動可動体１８１を起立方向へ揺動する際のカム板１９５の
回転方向(図５８では右回転方向)に連繋軸１９７が偏って位置しているから、該揺動可動
体１８１を直接操作して揺動する力が作用したとしても、連繋軸１９７が設置部材１７０
(円弧状案内孔１７７の端部)に押しつけられる方向にカム板１９５が回転され、当該揺動
可動体１８１が第２位置へ向けて揺動することはない。従って、前述のように第１位置に
揺動可動体１８１がある状態で、可動部材１８０の自重により第２位置に向けて揺動する
力が作用するよう構成しても、該可動体を確実に第１位置に保持することができる。しか
も、揺動可動体１８１を第１位置に保持するために駆動モータ１７８を駆動する必要がな
いから、該駆動モータ１７８に掛かる負荷や制御負荷の軽減に繋がる。また、パチンコ機



(51) JP 5427063 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

１０の搬送時等に揺動可動体１８１が第２位置に移動することも確実に防止できる。
【０２１０】
　一方で、第２位置に揺動可動体１８１を保持した状態では、第１位置から第２位置に揺
動可動体１８１が揺動する際の連繋軸１９７の回転方向(図５８における右回転方向)の後
方側の端部が前記設置部材１７０(円弧状案内孔１７７の端部)に当接している。しかも、
この当接状態において、揺動可動体１８１に対する作動杆２００の枢支点(第２の回転連
結軸２０２)と、カム板１９５の回転中心点(支軸１９５ａ)とを通る直線Ｌ２に対して、
揺動可動体１８１を起立方向へ揺動する際のカム板１９５の回転方向(図５９では左回転
方向)に連繋軸１９７が偏って位置しているから、揺動可動体１８１を第２位置に保持し
た状態では、該揺動可動体１８１を直接操作して揺動する力が作用した場合には、連繋軸
１９７が円弧状案内孔１７７に沿って移動するようカム板１９５が回転されるから、当該
揺動可動体１８１を揺動することができる。すなわち、何らかの不具合により駆動モータ
１７８によって揺動可動体１８１を第２位置から揺動不能な状態となったとしても、手動
で揺動可動体１８１を第１位置に戻すことができる。
【０２１１】
　また、前記右可動演出装置１０６の可動部材１８０は、前記揺動可動体１８１に形成し
た位置規制突部１８４が前記装飾可動体１８５に形成された位置規制凹部１９１に遊嵌さ
れている。そして、前記揺動可動体１８１が第１位置にある状態では、当該揺動可動体１
８１の起立方向への装飾可動体１８５の回転、すなわち装飾可動体１８５が裏ユニット１
９の右画壁部５６ｄ側に揺動するのを規制するよう前記位置規制突部１８４が位置規制凹
部１９１の縁部に当接し、反対に揺動可動体１８１が第２位置にある状態では、当該揺動
可動体１８１の起立方向への装飾可動体１８５の回転、すなわち装飾可動体１８５が裏ユ
ニット１９の右画壁部５６ｄ側に揺動するのを規制するよう位置規制突部１８４が位置規
制凹部１９１の縁部に当接するから、揺動可動体１８１の揺動時に、装飾可動体１８５が
周辺の他部材(装飾部材２８、裏ユニット１９の右画壁部５６ｄや左可動演出装置１０５
等)に接触することはなく、該装飾可動体１８５や周辺の他部材の損傷等を効果的に防止
できる。
【０２１２】
　しかも、揺動可動体１８１が第１位置および第２位置にある状態では、該揺動可動体１
８１が移動可能な方向、すなわち揺動可動体１８１の動作が予定されている方向にのみ装
飾可動体１８５が揺動可能とされる。従って、揺動可動体１８１が第１位置または第２位
置にある状態で搬送等されて装飾可動体１８５が揺動しても、揺動可動体１８１の動作に
伴って移動する範囲で装飾可動体１８５が動作するだけで、装飾可動体１８５が周辺の他
部材に接触等することはない。
【０２１３】
　特に、棒形状に形成した揺動可動体１８１の一方端部(下端部)を設置部材１７０に枢支
すると共に、該揺動可動体１８１の他方端部(上端部)に装飾可動体１８５を枢支すること
で、揺動可動体１８１の揺動時に装飾可動体１８５を大きく移動させ動作による演出効果
の向上を図り得る一方、装飾可動体１８５に作用する慣性力が増して、装飾可動体１８５
が大きく揺動されることに繋がる。このような場合であっても、前述のように位置規制突
部１８４と位置規制凹部１９１との係合により装飾可動体１８５の揺動範囲を確実に規制
し得るから、装飾可動体１８５が周辺の他部材に接触することはなく、装飾可動体１８５
や周辺部材の損傷等を効果的に防止できる。
【０２１４】
(変更例)
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1) 遊技盤を構成する板部材は、木製に限らず、アクリルやポリカーボネート等の光透過
性の合成樹脂材からなる透明板であってもよい。なお、透明板を用いる場合は、裏側に配
設される各種部品(例えば左可動体における可動基部)が前側から視認されないように、必



(52) JP 5427063 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

要に応じて隠したい部品の前側に不透明な装飾部品等を配設すればよい。
(2) 窓側部用発光装置の窓用発光基板に設けられるコネクタ受部に関しては、部品用配線
が差込み接続される接続口を、貫通孔および溝部を向く方向に開口するよう設定する構成
を採用し得る。この構成によれば、コネクタ受部に一端を接続した部品用配線を貫通孔お
よび溝部に向けてより引き回し易く、かつ部品用配線を無理に屈曲する必要もなく、配線
への負担を軽減し得る。
(3) 実施例では、球検出センサが配設されるゲート用飾り部材を装飾部材に一体形成した
場合で説明したが、ゲート用飾り部材を別体として板部材に配設するようにしてもよい。
(4) 実施例では、ゲート用飾り部材の近傍に配設する電気部品として発光装置の発光基板
を挙げたが、該電気部品としては可動体を動作することで演出を行なう可動演出装置のモ
ータやソレノイド等の駆動手段であってもよく、該駆動手段から導出する部品用配線を、
球検出センサから導出するセンサ用配線を引き回すための溝部を利用して引き回す構成で
あればよい。
(5) 実施例では、板部材の裏側に裏ユニットを取り付けた際に、表示器の表示部(特別表
示部)が板部材の前面と略同一レベルに臨む場合で説明したが、該表示部が板部材の前面
より前側に臨む構成を採用することができる。すなわち、表示器の表示部を、板部材の前
面より前側に臨ませることで、遊技盤の前側からの該表示部の視認性がより向上する。
(6) 実施例では、表示器を構成する１枚の表示基板に複数の表示部を設けた場合で説明し
たが、該表示器は、少なくとも始動入賞口へのパチンコ球の入賞を契機とした図柄変動の
結果を表示する表示部(特別表示部)を備えるものであればよい。
(7) 実施例では、表示器を裏ユニットに取り付けるための表示器設置部を、該裏ユニット
とは別体で形成してネジ止め固定する構成で説明したが、表示器設置部は裏ユニットに一
体形成されたものであってもよい。
(8) 実施例では、板部材の第１の貫通口に配設される装飾部材の一部に設けた隅部光透過
部の裏側に臨むよう、表示器を第１の貫通口に臨ませた場合で説明したが、装飾部材が配
設される貫通口とは別に設けた貫通口(開口部)を介して表示器の表示部が前側から視認し
得るよう構成してもよい。
(9) 実施例では、正面右側に位置する表示器から裏ユニットの裏側に引き出した表示器用
配線を、該裏ユニットにおける左側の基板設置部に取り付けた裏中継基板に接続するよう
構成したが、右側の基板設置部、すなわち表示器の略真後に位置する基板設置部に取り付
けた裏中継基板に接続するようにしてもよい。この場合は、裏ユニットの裏側において表
示器用配線を引き回す長さを短かくすることができ、該配線を係止するためのフック等を
省略することができ、裏ユニットの構成を簡略化し得る。
(10) 実施例では、左排出用球通路における入賞口用発光装置が前側に重なる部位の前面
開口もカバー部材で覆うよう構成したが、該入賞口用発光装置が前側に重ならない部位の
前面開口のみを覆い得るよう形成したカバー部材を採用し得る。なお、この構成では、入
賞口用発光装置として、入賞用発光基板の裏面を保護するカバーでケース体の裏面開口を
塞ぐ構成が推奨される。
(11) 実施例では、入賞口用飾り部材の後方に配設される演出装置として、ＬＥＤにより
発光演出する発光装置(入賞口用発光装置)の場合で説明したが、遊技状態を表示部で表示
する表示器や、可動体を動作することで演出を行なう可動演出装置を採用することができ
る。但し、可動演出装置の場合は、左排出用球通路を流れるパチンコ球と可動体とが接触
しないように、該可動体の後方をカバーで覆ったり、またはカバー部材で可動演出装置と
左排出用球通路との重なる部位の全体を覆う構成を採用する必要がある。
(12) 実施例では、カバー部材を通路用壁部と入賞口用発光装置とで挟持するよう構成し
たが、通路用壁部に対してフックやネジ等の固定手段を介して着脱自在に固定する構成を
採用し得る。
(13) 実施例では、ステージ部から始動入賞装置の上側にパチンコ球を排出する球通路に
３条のリブを設ける場合で説明したが、３条のリブを設ける球通路としてはこれに限定さ
れるものではなく、遊技に供されているパチンコ球を所定箇所に誘導する球通路として採
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用することができる。
(14) 実施例では、統括制御装置にケーブルを介して接続する裏中継基板を取り付ける基
板設置部に、該中継基板の移動を規制する突部を設けた場合で説明したが、該ケーブルが
接続する対象となる電気部品は統括制御装置に限定されるものでなく、その他の制御装置
、あるいは遊技盤に配設される各種の演出装置等であってもよい。
(15) 実施例では、裏ユニットの下側に設けた基板設置部に突部を設けたが、基板設置部
が設けられる位置は上側、左側または右側等であってもよく、当該基板設置部において、
該基板設置部に取り付けられる中継基板に一端が接続されるケーブルの他端を接続する電
気部品に近接する端部側に突部が設けられるものであればよい。また、基板設置部におい
て、電気部品に近接する端部側と交差する端部(実施例では左右の端部)の何れか一方また
は両方にも中継基板の移動を規制する突部を設ける構成を採用し得る。
(16) 実施例では、装飾部材の上部を照明するように、可動体の前方に位置する発光装置
を裏ユニットに配設した場合で説明したが、該発光装置の配設位置はこれに限定されるも
のではなく、装飾部材の下部、左右の側部等、任意の位置を照明する位置に発光装置を配
設することができる。すなわち、待機位置と作動位置との間を往復移動する可動体が待機
位置に臨む状態において、該可動体の作動位置への移動側とは反対側に臨む延出部に発光
装置が配設されて可動体の前方に臨む構成であればよい。
(17) 実施例では、第１の上部発光装置(可動体の前方に位置する発光装置)を裏ユニット
に取り付けるための延出部を、該裏ユニットに取り付けられる第２の上部発光装置を構成
するカバー体に設けた場合で説明したが、該延出部を裏ユニットの設置部に一体成形する
構成を採用し得る。
(18) 実施例では、左可動体に一対の副可動体(第２の可動体)を配設したが、副可動体の
配設数は１つ、あるいは３つ以上であってもよい。そして、３つ以上の副可動体を配設す
る場合においても、１つの第２の駆動部に接続する連繋機構に各副可動体を夫々連繋して
、各副可動体を相互に同期して動作するよう構成すれば、複数の駆動部を用いることなく
複数の副可動体を動作させることができる。
(19) 実施例では、上下方向に往復移動する左可動体に対し、副可動体を左右方向に往復
移動するよう構成したが、該副可動体を左可動体の往復移動方向と同じ方向あるいは斜め
に交差する方向に往復移動させたり、軸を支点として揺動する構成等、各種の構成を採用
し得る。
(20) 実施例では、連繋機構を複数の連杆を相互に接続して構成したが、１本の連杆を用
いて副可動体を動作させる構成を採用でき、これにより構成がより簡単になって軽量化に
寄与し得る。
(21) 実施例では、上下反転したＬ字状の左可動体において、可動基部から横方向に延び
る腕部に副可動体を配設した場合で説明したが、第２の可動体が配設される第１の可動体
の形状はこれに限定されるものでなく、直線または曲線形状で一方向に長手が延在する形
状の第１の可動体における延在方向の一端部を、遊技盤に対して移動自在に配設された支
持部に取り付けるよう構成したものであってもよい。すなわち、第１の可動体が片持ち支
持されて、該支持部側とは反対の自由端部側に第２の可動体が配設されるのに対し、支持
部側に第２の駆動部が配設される構成のものであればよく、第１の可動体の形状は限定さ
れない。
(22) 実施例では、左側部磁気センサのセンサ設置部に関し、該設置部における左可動体
の可動基部との重なり部を傾斜させたが、該可動基部から退避するよう切欠いた形状であ
ってもよい。
(23) 実施例では、球通過ゲートや球導入口に対する磁石による不正を検出する磁気セン
サのセンサ設置部で、左可動体における可動基部の前方への変位を規制するよう構成した
が、始動入賞装置や特別入賞装置に対する磁石による不正を検出する下磁気センサを裏ユ
ニットに取り付けるためのセンサ設置部を利用して可動体の前方への変位を規制するよう
にしてもよい。すなわち、可動体の配設位置に応じて、対応する位置に取り付けられる磁
気センサのセンサ設置部を用いればよい。
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(24) 実施例では、複数の電気部品を備えた可動体として、遊技盤の左側部に配設した左
可動体を挙げたが、可動体の配設位置はこれに限られるものではなく、上部や下部あるい
右側部等、任意の位置であってもよい。また当該可動体の移動方向に関しても、上下方向
に限らず左右方向あるいは斜め方向であってもよい。
(25) 実施例では、可動体に配設される複数の電気部品として、発光基板と駆動モータを
挙げたが、複数の発光基板、あるいは複数の駆動モータ等の駆動源であってもよく、また
実施例のように電気部品の数は２つに限定されず、３つ以上であってもよい。
(26) 実施例では、可動体(左可動体)に変位可能に配設される可動部材(副可動体)を動作
させる駆動源としてモータを用いたが、ソレノイドやその他の駆動手段を用いることがで
きる。
(27) 実施例では、複数の電気部品を備える可動体を動作させる機構としてラックとギヤ
とを用いたが、当該機構としてはベルトとプーリとを組合わせた機構等、その他公知の機
構を採用し得る。
(28) 実施例では、可動体(左可動体)から導出する配線および該可動体を動作させる駆動
モータ(第１の駆動モータ)から導出する配線とを、裏ユニットの前側に配設される中継基
板(外部中継基板)に配設した後に、別の配線(中継用の配線)を介して裏ユニットの裏側に
配設される基板(裏中継基板)に接続するよう構成したが、可動体および駆動モータから導
出する配線を裏ユニットの裏側の基板に直接接続する構成を採用し得る。
(29) 実施例の外部中継基板(中継基板)に関し、ラックの前方で、該ラックの移動領域と
重なるように配置する構成を採用することができ、これにより外部中継基板の前側を引き
回される各種配線がラックの配設側に変位するのを確実に防止して配線の保護および可動
体の円滑な移動の確保を図ることができる。また、外部中継基板の長手方向をラックの延
在方向(可動体の往復移動方向)に沿わせて配設することで、ラックの移動領域を広い範囲
で覆うことができる。
(30) 実施例では、揺動可動体に対する装飾可動体の回転範囲を規制する係合手段として
、揺動可動体に突部(位置規制突部を形成すると共に、装飾可動体に凹部(位置規制凹部)
を形成するようにしたが、揺動可動体に凹部(位置規制凹部)を形成し、装飾可動体に突部
(位置規制突部)を形成してもよい。また、係合手段としては、実施例に示す突部(位置規
制突部)および凹部(位置規制凹部)に限られるものではなく、揺動可動体が第１位置にあ
る状態で相互に係合する第１の係合部を揺動可動体および装飾可動体の夫々に形成して、
当該揺動可動体の第２位置から第１位置への移動方向への装飾可動体の回転を規制すると
共に、当該揺動可動体が第２位置にある状態で相互に係合する第２の係合部を揺動可動体
および装飾可動体の夫々に形成して、当該揺動可動体の第１位置から第２位置への移動方
向への装飾可動体の回転を規制する構成を採用し得る。
(31) 揺動可動体および装飾可動体の形状は、実施例のものに限られるものではなく、遊
技機の装飾や演出等に合わせて適宜に変更することが可能な事項である。また、実施例で
は、揺動可動体の一方端部を本体としての設置部材に枢支し、他方端部に装飾可動体を枢
支するようにしたが、設置部材に対する枢支位置および装飾可動体の枢支位置を異ならせ
れば、揺動可動体の任意位置に設置部材および装飾可動体を枢支することができる。
(32) 実施例では、本体に対する揺動可動体の回転軸(第１の回転連結軸)と、当該揺動可
動体に対する装飾可動体の回転軸(支持軸)との間に、作動部材(作動杆)を枢支するよう構
成したが、これに限られるものではなく、本体に対する回転軸(第１の回転連結軸)から偏
倚した位置に作動部材を枢支するよう構成すれば、該回転軸(第１の回転連結軸)に掛かる
荷重の一部を作動部材で支持して負荷を分散することができる。従って、前記本体に対す
る回転軸(第１の回転連結軸)に対して、装飾可動体の回転軸(支持軸)とは反対側に位置す
るよう作動部材を枢支してもよく、また装飾可動体の回転軸(支持軸)よりも本体に対する
回転軸(第１の回転連結軸)から離間するよう作動部材を枢支してもよい。
(33) 実施例では、前記第１位置に揺動可動体が保持された状態において、可動部材全体
の重心が前記本体に対する揺動可動体の回転軸(第１の回転連結軸)を通る鉛直線よりも、
当該揺動可動体の傾倒方向前側に位置するよう構成したが、これに限られるものではない
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。例えば、鉛直線上に重心位置があるようにすれば、第１位置での可動部材の安定性が一
層向上し、また該鉛直線よりも揺動可動体の傾倒方向後側に位置するようにすれば、不用
意に揺動可動体が第２位置へ向けて揺動するのを確実に防止できる。
(34) 実施例では、可動部材(揺動可動体および装飾可動体)用の駆動手段や駆動機構を、
前記本体に対する揺動可動体の回転軸(第１の回転連結軸)の上方に位置させて、該揺動可
動体を作動部材により吊り上げるよう構成したが、これに限られるものでなく、駆動手段
や駆動機構を本体に対する揺動可動体の回転軸(第１の回転連結軸)の側方や下方に位置す
るよう構成しても、該回転軸(第１の回転連結軸)に掛かる負荷を効果的に分散して、実施
例と同様の作用効果を得ることができる。
(35) 実施例では、第１位置にある揺動可動体に対して直接揺動する力が作用した場合に
、連繋軸が設置部材の端部に当接して回転を規制することで、揺動可動体を第１位置に確
実に保持し得るようにしたが、このような機械的構成によらず駆動手段を駆動制御により
揺動可動体を第１位置で保持することもできる。
(36) 実施例では、第２位置にある状態で揺動可動体に対して直接揺動する力を加えるこ
とで、当該揺動可動体を第１位置に移動させ得るようにしたが、第１位置に揺動可動体が
ある場合と同様に、該第２位置に揺動可動体がある状態で直接揺動する力が作用した際に
、揺動可動体の移動を規制するよう構成してもよい。具体的には、実施例の構成において
、前記揺動可動体が第２位置にある状態で、該揺動可動体１８１に対する作動杆２００の
枢支点(第２の回転連結軸２０２)と、前記カム板１９５の回転中心点(支軸１９５ａ)とを
通る直線Ｌ２に対して、揺動可動体１８１を第２位置から第１位置へ揺動する際の前記カ
ム板１９５の回転方向後側(すなわち第１位置から第２位置に揺動する際の回転方向前側)
に前記連繋軸１９７を偏って位置させればよい。
(37) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチン
コ球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
【０２１５】
(付記)
　遊技機に関しては、以下のように限定することができる。
　前記遊技盤(17)は、前側に遊技球(W)が流下可能な遊技領域(18a)が設けられる不透明な
板部材(18)と、該板部材(18)の裏側に取り付けられ、可動体(120)が移動自在に配設され
る裏ユニット(19)とから構成され、
　前記板部材(18)には、前記裏ユニット(19)に配設した図柄表示装置(13)の表示部を前側
から視認可能とする開口部(21a)が設けられ、
　前記可動体(120)は、前記板部材(18)における開口部(21a)の側方裏側に臨む基部(122)
と、該基部(122)から延出して開口部(21a)に臨む露出部(123)とを備える。
【符号の説明】
【０２１６】
　１７　遊技盤
　１２０　左可動体(可動体)
　１２２　可動基部(基部)
　１２２ａ　挿通口
　１２６　第１区画壁(区画壁)
　１３１　空間部
　１３９ａ　左副可動体(可動部材)
　１３９ｂ　右副可動体(可動部材)
　１４１　連繋機構
　１４２ａ　第２区画壁(区画壁)
　１４３　第２の駆動モータ(電気部品,駆動源)
　１５４　可動体発光基板(電気部品)
　１５６　発光用配線(配線)
　１５７　第２駆動用配線(配線)
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　１５８　内部中継基板(中継基板)
　１５９　内部中継用コネクタ受部(中継用コネクタ受部)
　１５９ａ　接続口
　１６０　中継用配線
　１６１　外部中継基板(基板)

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【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１９】 【図２０】

【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】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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【図４３】 【図４４】

【図４５】

【図４６】 【図４７】
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【図４８】 【図４９】

【図５０】 【図５１】
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【図５２】 【図５３】

【図５４】 【図５５】
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【図５６】 【図５７】

【図５８】 【図５９】
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