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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機本体に取り付けられるベース部材を有し、このベース部材の表側に装飾板が移動
可能に設けられ、前記ベース部材の裏側に固定されるとともに表側の前記装飾板を移動さ
せる移動手段が設けられ、前記移動手段を作動させることによって、前記装飾板が所定の
動線に沿って移動するように形成された遊技機用の役物であって、
　前記ベース部材の裏側には、当該ベース部材の裏側を覆うバックカバー部材が取り付け
られ、
　前記移動手段は、所定のトルクを出力する出力軸を有するとともに、この出力軸にピニ
オンが固定されたものとされ、
　前記移動手段の前記ピニオンには、所定長さ寸法を有するとともに、前記装飾板が取り
付けられるラックが係合され、
　前記ベース部材には、当該ベース部材の表裏を貫通するとともに、前記動線に沿って延
びるスリットが設けられ、
　前記ラックには、前記ベース部材の前記スリット近傍部分に接触させる移動接触部が設
けられ、
　この移動接触部には、前記ベース部材に対向する位置に配置された移動接触底面と、こ
の移動接触底面の両側の側縁にそれぞれ接続されるとともに、当該移動接触底面と交差す
る一対の移動接触側面とが設けられ、
　前記ベース部材の裏側には、前記ラックを前記スリットに沿って案内するとともに、前
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記ラックの前記移動接触底面に接触する案内面と、
　前記スリットを挟んで対向して配置されて、その間に前記ラックが配置されるとともに
、前記ラックの前記一対の移動接触側面にそれぞれ接触する一対の位置規制面とが設けら
れ、
　前記バックカバー部材には、前記装飾板の移動方向に沿って延びるとともに、前記ラッ
クを前記ベース部材に向かって押さえる押圧部が設けられ、
　前記ラックは、前記ベース部材の前記案内面及び前記バックカバー部材の前記押圧部の
間に前記移動接触部が挟まれることにより、前記スリットの貫通方向の移動が規制され、
且つ、前記一対の位置規制面の間に前記移動接触部が挟まれることにより、前記スリット
の幅方向への移動が規制された状態で、前記移動手段のトルクを受けて、前記装飾板を前
記所定の動線に沿って移動するように形成されていることを特徴とする遊技機用の役物。
【請求項２】
　前記ベース部材の表側には、フロントカバー部材が設けられ、
　前記装飾板は、移動方向に沿った一対の側縁を有する略四角形状に形成され、一方の側
縁の近傍部分が前記ラックに取り付けられ、他方の側縁に位置規制部が形成されたもので
あり、
　前記フロントカバー部材は、前記装飾板の移動方向に沿った溝が設けられ、この溝の内
部に前記装飾板の前記位置規制部が差し込まれるように形成され、
　前記装飾板の前記位置規制部は、前記フロントカバー部材の前記溝によって当該装飾板
の厚さ方向の移動が規制された状態で、当該溝に沿って移動可能に形成されていることを
特徴とする請求項１記載の遊技機用の役物。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された遊技機用の役物と、この役物を制御する制御基板とを備え
たことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機本体に取り付けられるベース部材を有し、このベース部材の表側に装
飾板が移動可能に設けられ、前記ベース部材の裏側に固定されるとともに表側の前記装飾
板を移動させる移動手段が設けられ、前記移動手段を作動させることによって、前記装飾
板が所定の動線に沿って移動するように形成された遊技機用の役物、及び、この役物を備
えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、人々に娯楽を提供する遊技機として、スロットマシンやパチンコ機等が利用
されている。このような遊技機には、演出用の音声を出力する音声出力装置や、演出用の
画像を表示する液晶パネル等の表示装置が設けられ、これらの演出用の装置により、遊技
者を遊技に熱中させるための演出が行われている。
　このような演出用の装置としては、液晶表示装置の画面を外部に露出させる画面表示窓
と、この画面表示窓を開閉する扉とを有し、液晶表示装置の画面に演出映像を表示する際
に、画面表示窓を閉鎖する閉鎖位置から、画面表示窓を開放する開放位置へ扉を移動させ
るものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このような役物によれば、液晶表示装置の画面に演出映像を表示する演出用の動画を表
示する前に、扉が閉鎖位置から開放位置まで移動するので、遊技者の視界の中に扉が入っ
ていれば、移動する扉が遊技者の注意を引くので、扉が開放位置に達した後に表示される
液晶表示装置の演出画像は、遊技者の注意を引いた状態で表示され、これにより、単に液
晶表示装置の画面に演出映像を表示するだけの場合よりも、演出効果をより高めることが
できる。
【０００４】
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　しかしながら、扉の移動速度は遅くなく、扉は、閉鎖位置から開放位置まで短時間で移
動してしまうので、移動遊技者が隣の遊技者と会話をするために、僅かな時間でも横を向
くと、遊技者の視界の中に役物が入ることがない。そして、遊技者が横を向いている間に
、扉が閉鎖位置から開放位置まで移動すると、遊技者は、扉の移動に気が付くことがない
おので、遊技者の注意を引くことができない。
　一方、扉の移動速度を遅くすれば、扉が閉鎖位置から開放位置まで到達する時間は長く
なり、閉鎖位置から開放位置まで移動するまでの間に、移動している扉が遊技者の視界の
中に入るようになるが、移動速度が遅いので、遊技者は、扉の移動を認識できなくなり、
遊技者の注意を引きつけることができない。
【０００５】
　そこで、本出願人は、所定の二位置間を往復する移動部材を備えた役物について、移動
部材を前後に微動させた後、移動部材の移動を開始し、これにより、移動速度を低下させ
ずに、移動部材の演出動作時間を長くすることで、遊技者が扉の演出に気が付くようにし
、換言すると、微動した後移動する移動部材で遊技者の注意を引くようにし、これにより
、役物の演出効果を高めることを図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１７３１６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述のような役物では、役物に移動部材を移動可能に設けると、役物を構成する部品の
点数が増え、特に、移動部材を前後に微動させるにあたり、移動部材の移動がスムーズに
行えるようにする必要があるので、移動部材のガタつきを防止する部材を設けなければな
らず、この点からも部品点数が増える。
　従って、役物の一部分が移動する移動演出を行うために、当該部分を移動させる機構で
ある移動演出用の仕掛けを設けると、部品点数が増え、役物の材料コストが高くなるうえ
、部品点数の増加により、その組立作業も繁雑となるので、役物の製造コスト、ひいては
、遊技機の製造コストが高くなる、という問題がある。
【０００８】
　そこで、各請求項にそれぞれ記載された各発明は、上記した背景技術の有する問題点に
鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、自動的に動く仕掛けを設けても、
部品点数の増加が抑制可能となり、ひいては、その製造コストの高騰が抑制されるように
なる役物、及び、この役物を備えた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　各請求項にそれぞれ記載された各発明は、前述の目的を達成するためになされたもので
ある。以下に、各発明の特徴点を、図面に示した発明の実施の形態を用いて説明する。
　なお、符号は、発明の実施の形態において用いた符号を示し、本発明の技術的範囲を限
定するものではない。
【００１０】
　（請求項１）
　（特徴点）
　請求項１記載の発明は、次の点を特徴とする。
　すなわち、請求項１記載の発明は、遊技機(１)本体に取り付けられるベース部材(41)を
有し、このベース部材(41)の表側に装飾板(21)が移動可能に設けられ、前記ベース部材(4
1)の裏側に固定されるとともに表側の前記装飾板(21)を移動させる移動手段(31)が設けら
れ、前記移動手段(31)を作動させることによって、前記装飾板(21)が所定の動線に沿って
移動するように形成された遊技機用の役物(20)であって、前記ベース部材(41)の裏側には
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、当該ベース部材(41)の裏側を覆うバックカバー部材(25)が取り付けられ、前記移動手段
(31)は、所定のトルクを出力する出力軸(31A) を有するとともに、この出力軸(31A) にピ
ニオン(32)が固定されたものとされ、前記移動手段(31)の前記ピニオン(32)には、所定長
さ寸法を有するとともに、前記装飾板(21)が取り付けられるラック(33)が係合され、前記
ベース部材(41)には、当該ベース部材(41)の表裏を貫通するとともに、前記動線に沿って
延びるスリット(41D) が設けられ、前記ラック(33)には、前記ベース部材(41)の前記スリ
ット(41D) 近傍部分に接触させる移動接触部(33D) が設けられ、この移動接触部(33D) に
は、前記ベース部材(41)に対向する位置に配置された移動接触底面(33F) と、この移動接
触底面(33F) の両側の側縁にそれぞれ接続されるとともに、当該移動接触底面(33F) と交
差する一対の移動接触側面(33G) とが設けられ、前記ベース部材(41)の裏側には、前記ラ
ック(33)を前記スリット(41D) に沿って案内するとともに、前記ラック(33)の前記移動接
触底面(33F) に接触する案内面(41P) と、前記スリット(41D) を挟んで対向して配置され
て、その間に前記ラック(33)が配置されるとともに、前記ラック(33)の前記一対の移動接
触側面(33G) にそれぞれ接触する一対の位置規制面(41Q) とが設けられ、前記バックカバ
ー部材(25)には、前記装飾板(21)の移動方向に沿って延びるとともに、前記ラック(33)を
前記ベース部材(41)に向かって押さえる押圧部(25F) が設けられ、前記ラック(33)は、前
記ベース部材(41)の前記案内面(41P) 及び前記バックカバー部材(25)の前記押圧部(25F) 
の間に前記移動接触部(33D) が挟まれることにより、前記スリット(41D) の貫通方向の移
動が規制され、且つ、前記一対の位置規制面(41Q) の間に前記移動接触部(33D) が挟まれ
ることにより、前記スリット(41D) の幅方向への移動が規制された状態で、前記移動手段
(31)のトルクを受けて、前記装飾板(21)を前記所定の動線に沿って移動するように形成さ
れていることを特徴とする。
【００１１】
　（請求項２）
　（特徴点）
　請求項２記載の発明は、前述した請求項１記載の発明において、次の特徴点を備えたも
のである。
　すなわち、請求項２に記載された発明は、前記ベース部材(41)の表側にフロントカバー
部材(43)が設けられ、前記装飾板(21)は、移動方向に沿った一対の側縁を有する略四角形
状に形成され、一方の側縁の近傍部分が前記ラック(33)に取り付けられ、他方の側縁に位
置規制部(21C) が形成されたものであり、前記フロントカバー部材(43)は、前記装飾板(2
1)の移動方向に沿った溝(43D) が設けられ、この溝(43D) の内部に前記装飾板(21)の前記
位置規制部(21C) が差し込まれるように形成され、前記装飾板(21)の前記位置規制部(21C
) は、前記フロントカバー部材(43)の前記溝(43D) によって当該装飾板(21)の厚さ方向の
移動が規制された状態で、当該溝(43D) に沿って移動可能に形成されていることを特徴と
するものである。
【００１２】
　（請求項３）
　（特徴点）
　請求項３記載の発明は、前述した請求項１又は２記載の発明において、次の特徴点を備
えたものである。
　すなわち、請求項３記載の発明は、遊技機(１)に係るものであって、請求項１に記載さ
れた遊技機用の役物(20)と、この役物(20)を制御する制御基板(12)とを備えたことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１３】
　　（請求項１及び３の効果）
　請求項１及び３に記載の発明は、以下に示すような効果を奏する。
　すなわち、請求項１及び３記載の発明によれば、装飾板が取り付けられるラックに、ベ
ース部材のスリット近傍部分に接触させる移動接触部を設け、この移動接触部に、ベース
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部材と対向する位置に配置された移動接触底面を設け、また、ベース部材の裏側に、ラッ
クをスリットに沿って案内するとともに、ラックの移動接触底面に接触する案内面を設け
、さらに、バックカバー部材に、装飾板の移動方向に沿って延びるとともに、ラックをベ
ース部材に向かって押さえる押圧部を設けたので、ベース部材の案内面と、バックカバー
部材の押圧部との間に、ラックの移動接触部が挟まれ、これにより、ラックは、スリット
の貫通方向の移動が規制されるようになる。
　また、ラックの移動接触部に、前述した移動接触底面の両側の側縁にそれぞれ接続され
るとともに、当該移動接触底面と交差する一対の移動接触側面を設け、さらに、ベース部
材の裏側に、スリットを挟んで対向して配置されて、その間にラックが配置されるととも
に、ラックの一対の移動接触側面にそれぞれ接触する一対の位置規制面を設けたので、ベ
ース部材に設けた一対の位置規制面の間にラックの移動接触部が挟まれ、これにより、ラ
ックは、スリットの幅方向の移動が規制されるようになる。
　従って、ラックは、スリットの貫通方向及び幅方向の移動が規制され、換言すると、直
行座標系における一軸を動線方向として設定すると、残る二軸について位置規制されるの
で、移動時にガタつくことがなく、スムーズな移動を実現することができる。
　この際、ベース部材及びバックカバー部材でラックの位置規制を行うようにしたので、
ラックの位置規制を行う専用の部品を設ける必要がなく、自動的に動く仕掛けを設けても
、役物の部品点数が少なくて済む。このため、部品点数の増加が抑制され、役物の組立作
業を容易にでき、ひいては、その製造コストの高騰を抑制することができる。
　また、バックカバー部材をベース部材に取り付ける際に、バックカバー部材をベース部
材に向かって移動させる移動方向と、押圧部がラックを押圧する方向とを同じ方向にした
ので、バックカバー部材をベース部材に取り付けると、自動的に押圧部がラックを押圧す
るようになり、この点からも、役物の組立作業を容易にできる。
【００１４】
　　（請求項２の効果）
　請求項２に記載の発明は、上記した請求項１記載の発明の効果に加え、次のような効果
を奏する。
　すなわち、請求項２記載の発明によれば、ベース部材の表側にフロントカバー部材を設
け、装飾板として、移動方向に沿った一対の側縁を有する略四角形状のものを採用し、こ
の装飾板における一方の側縁近傍部分をラックに取り付け、他方の側縁に位置規制部を形
成し、また、フロントカバー部材に、装飾板の移動方向に沿った溝を設け、この溝の内部
に装飾板の位置規制部を差し込み、装飾板の位置規制部が当該装飾板の厚さ方向に沿って
動かないようにしたので、装飾板は、その移動方向に沿った両方の側縁が、当該装飾板の
厚さ方向の移動が規制され、所定の動線に沿って移動する際にガタ付きが防止されるよう
になり、動線に沿ってスムーズに移動することができる。
　ここで、装飾板の厚さ方向の移動を規制するために、専用の部品を設ける必要がないの
で、装飾板をスムーズに移動できるようにしても、部品点数の増加が抑制され、これによ
り、役物の組立作業を容易にでき、ひいては、その製造コストの高騰を抑制することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係るスロットマシンの全体を示す斜視図である。
【図２】前記実施形態に係るスロットマシンの内部を示す斜視図である。
【図３】前記実施形態に係る上扉を示す分解斜視図である。
【図４】前記実施形態に係るパネル状基体を示す分解斜視図である。
【図５】前記実施形態に係る役物を示す斜視図である。
【図６】前記実施形態に係る役物を示す分解斜視図である。
【図７】前記実施形態に係るベース部材を示す背面図である。
【図８】前記実施形態に係る役物を示す背面図である。
【図９】前記実施形態に係る役物を示す正面図である。
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【図１０】図９のＸ－Ｘ線における断面図である。
【図１１】前記実施形態に係る役物の要部を示す拡大断面図である。
【図１２】前記実施形態に係る装飾板の取付構造を示す一部破断した正面図である。
【図１３】前記実施形態に係るステッピングモーターを示す斜視図である。
【図１４】前記実施形態に係る役物の組立手順を説明する図である。
【図１５】前記実施形態に係るラックの動作を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明を実施するための形態である一実施形態について、図面を参照しながら
説明する。
　（スロットマシン１の概要）
　本実施形態に係る遊技機であるスロットマシン１は、周面に複数種類の図柄が記された
複数の回転リール10を備え、回転リール10に記された図柄が所定の組合せとなるように、
回転している回転リール10を停止させる遊技を行うものである。このようなスロットマシ
ン１は、図１に示すように、当該スロットマシン１の各種装置を収納するために、正面形
状が長方形となった箱状の本体キャビネット２を備えたものとなっている。
【００１７】
　本体キャビネット２は、正面全体が開口された箱状の部材である。そして、本体キャビ
ネット２には、その開口を塞ぐための前扉３が回動可能に設けられている。
　前扉３は、本体キャビネット２の開口の上方部分を塞ぐ上扉４と、本体キャビネット２
の開口の下方部分を塞ぐ下扉５とに分割されたものである。
　このうち、下扉５の上端縁近傍の部分は、スロットマシン１の遊技操作を行うための操
作部６となっている。この操作部６には、次のような操作用の手段が設けられている。
【００１８】
　すなわち、操作部６の図１中右端近傍には、前扉３の施錠を行う鍵が差し込まれる鍵穴
6Aと、遊技媒体としてのメダルが投入されるメダル投入口6Bとが設けられている。
　操作部６の図１における中央部分には、複数の回転リール10の回転を停止させる際に、
それぞれ操作される複数のストップスイッチ6Cが設けられている。このストップスイッチ
6Cの図１中左端上方には、メダル投入口6Bに投入されたメダルのうち該遊技に賭けるメダ
ルの枚数を設定する、要するにメダルのベット操作を行うためのベットスイッチ6Dが設け
られている。また、ストップスイッチ6Cの図１中左側には、回転リール10の回転を開始さ
せる際に操作されるスタートスイッチ6Eが設けられている。このスタートスイッチ6Eの図
１中左端上方には、貯留されているメダルを払い戻させるための精算スイッチ6Fが設けら
れている。
【００１９】
　このような操作部６の下方には、文字及び図の少なくとも一方からなる標章、例えば、
スロットマシン１の機種名を鮮明に表示するための下パネル5Aが設けられている。この下
パネル5Aの裏側には、下パネル5Aを後方から照らす図示しないバックライト装置が設けら
れている。
　さらに、下パネル5Aの下方には、メダルを貯留するためのメダル受皿部5Bと、入賞時に
メダル受皿部5Bへ向かって払い出されるメダルが吐出されるメダル払出口5Cと、遊技に係
る効果音を発生するスピーカーを備えた音声出力部5Dとが設けられている。
【００２０】
　また、上扉４には、操作部６の上方に隣接して配置されるとともに、透明なアクリル板
等からなる化粧パネル８が設けられている。
　化粧パネル８は、本体キャビネット２の内部を見せための窓として、本体キャビネット
２の内部に収納された回転リール10の図柄を外部に外部に露出させる図柄表示窓8Aと、後
述する発光体ユニット11及び役物ユニット20を外部へ露出させる一対の演出表示窓8Bとを
備えたものである。
　換言すると、化粧パネル８は、図柄表示窓8A及び演出表示窓8B等の窓に相当する部分を
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除いて、その裏側の面に光を遮断する遮光塗膜が形成され、遮光塗膜が形成されていない
残りの部分が、図柄表示窓8A及び演出表示窓8B等の窓となっているものである。
　この上扉４、特に、化粧パネル８の周辺については、後で更に詳しく説明する。
【００２１】
　化粧パネル８の上方には、動画の表示までもが可能となった液晶表示装置4Aが設けられ
ている。この液晶表示装置4Aの図１中左右には、遊技に係る効果音を発生するスピーカー
を備えた音声出力部4Bがそれぞれ設けられている。
　また、上扉４の上端縁近傍には、遊技を演出するために、遊技状況に応じて点灯する複
数の装飾ランプ部4Cが上扉４の上端縁に沿って設けられている。
　これらの液晶表示装置4A、装飾ランプ部4C及び音声出力部4Bは、遊技を演出する演出動
作を行う装置として相互に結合され、これにより、一つにまとまった演出ブロック体4Dを
形成している。
【００２２】
　上扉４の裏側には、表側の化粧パネル８に対応した位置に、図２に示すように、前述の
発光体ユニット11及び役物ユニット20を支持するパネル状基体９が設けられている。
　上扉４の裏側におけるパネル状基体９の上方には、液晶表示装置4A、装飾ランプ部4C及
び音声出力部4B等の演出に係る装置の動作を制御する副制御基板12が設けられている。
　また、下扉５の裏側におけるメダル投入口6Bの下方には、当該メダル投入口6Bに投入さ
れたメダルの真贋を判定するメダルセレクタ13が設けられている。
【００２３】
　本体キャビネット２の内部には、図２の如く、前述の三個の回転リール10を回転可能に
支持するとともに、各回転リール10を回転駆動する図示しないモーターを備えたリールユ
ニット14が設けられている。
　リールユニット14の下方には、メダルセレクタ13が真正なものと判定したメダルを貯留
するとともに、必要に応じて、貯留されたメダルをメダル払出口5Cから払い出すホッパー
ユニット15が設けられている。
　リールユニット14の上方には、リールユニット14及びホッパーユニット15等、スロット
マシン１の遊技の進行に直接関与する装置の動作を制御する主制御基板16が設けられてい
る。
【００２４】
　以上のようなスロットマシン１は、遊技者がメダルをベットした後に、スタートスイッ
チ6Eを操作することにより、複数の回転リール10が回転を開始し、この後、遊技者が複数
のストップスイッチ6Cを操作して、所定の図柄61の組合せが有効入賞ライン上に停止表示
されると入賞となって、入賞した役に対応する枚数のメダルを遊技者に払い出すように形
成されている。
【００２５】
　（上扉４）
　上扉４は、図３に示すように、液晶表示装置4A等からなる演出ブロック体4Dを支持する
枠状化粧フレーム4Eと、前述した化粧パネル８及びパネル状基体９とを有するものとなっ
ている。
　枠状化粧フレーム4Eは、四角形状の枠体であり、上側の部分に演出ブロック体4Dが取り
付けられている。枠状化粧フレーム4Eの残り部分は、開口となっており、裏側から化粧パ
ネル８が取り付けられるようになっている。
【００２６】
　化粧パネル８は、前述したように、遮光塗膜が形成されていない部分が、図柄表示窓8A
及び一対の演出表示窓8B等の窓となっているものである。
　一対の演出表示窓8Bのうち、発光体ユニット11に対応するもの（図３中右側）は、裏側
の面に光を透過する透光塗膜が形成されたものとなっている。
　そして、この透光塗膜には、発光体ユニット11の消灯状態では不明瞭となるとともに、
発光体ユニット11の点灯状態では、明瞭に表示されるの文字等が記されている。
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【００２７】
　図柄表示窓8Aは、表裏のいずれにも塗膜等が形成されていない透明な窓である。
　一対の演出表示窓8Bのうち、役物ユニット20に対応するもの（図３中左側）は、図柄表
示窓8Aと同様に、表裏のいずれにも塗膜等が形成されていない透明な窓となっている。
　化粧パネル８には、図柄表示窓8A及び演出表示窓8Bに加えて、図柄表示窓8A及び演出表
示窓8Bよりもサイズが小さい数値表示窓8Cが設けられている。
　この数値表示窓8Cは、後述するアラビア数字表示器9Cの表示部を外部に露出させるもの
であり、図柄表示窓8Aと同様に、表裏のいずれにも塗膜等が形成されていない透明な窓と
なっている。
【００２８】
　パネル状基体９は、化粧パネル８の図柄表示窓8Aに対応する部分に設けられた開口部9A
を有する略平板状の部材である。
　パネル状基体９における開口部9Aの図３中下方には、７セグメントのＬＥＤからなる表
示部が複数配列されているアラビア数字表示器9Cが設けられている。
　また、パネル状基体９における開口部9Aの図３中左右には、役物ユニット20及び発光体
ユニット11等のユニットが取り付けられるユニット取付部9Bが設けられている。
【００２９】
　ユニット取付部9Bの各々には、役物ユニット20及び発光体ユニット11のうちの任意の一
個が取付可能となっている。
　すなわち、ユニット取付部9Bは、図４に示すように、役物ユニット20及び発光体ユニッ
ト11等のユニットを内部に挿入させる開口部9Dを有している。
　そして、役物ユニット20及び発光体ユニット11等のユニットは、開口部9Dの内部に挿入
された状態で、その上部及び下部がユニット取付部9Bに固定されるようになっている。
【００３０】
　（役物ユニット20）
　次に、本発明に基づく役物である役物ユニット20について詳細に説明する。
　役物ユニット20は、図５に示すように、当該役物ユニット20の正面に配置された装飾板
21を備えたものであり、遊技の状況に応じて装飾板21を所定の動線に沿って動かす演出を
行うように形成されている。
　この役物ユニット20には、図５及び図６に示すように、装飾板21に加えて、装飾板21を
駆動するための駆動機構30（図６にのみ示す。）と、この駆動機構30を支持する構造体40
と、役物ユニット20の前面側を装飾する装飾部材22～24と、役物ユニット20の背面側を保
護するバックカバー部材25とが設けられている。
【００３１】
　ここで、装飾板21は、スロットマシン１の機種名を表すロゴ等が記されたシート21A が
表側の面に貼付されたものである。
　また、装飾板21は、図６に示すように、移動方向に沿った一対の側縁を有する略四角形
状に形成されたものである。
　このような装飾板21は、図６中左側に配置された側縁の近傍部分が、後述するラック33
に取り付けられるものとなっている。換言すると、装飾板21には、裏側面における図６中
左側の端縁近傍の位置から構造体40の内部へ向かって突出する突起部21B が設けられてお
り、装飾板21は、突起部21B が後述するラック33に固定されるようになっている。
　また、装飾板21には、図６中右側の端面から突出する位置規制部としての突条部21C が
設けられている。
【００３２】
　駆動機構30は、図６の如く、所定のトルクを出力する出力軸31A を有するステッピング
モーター31と、ステッピングモーター31の出力軸31A に固定されたピニオン32と、ピニオ
ン32に係合されるラック33と、ステッピングモーター31を駆動する電子回路が形成されて
いるドライバ回路基板34とを備えたものとなっている。
　ステッピングモーター31は、ピニオン32及びラック33を介して装飾板21を移動させる移
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動手段である。
　ステッピングモーター31には、構造体40に固定するためのネジを挿通させるネジ挿通孔
31B が形成された耳部31C が設けられている。
　このステッピングモーター31の出力軸31A は、外周面の一部に平面が形成されたものと
なっている。
　ピニオン32は、所定数の歯が外周面に配列された歯車である。
　このピニオン32は、当該ピニオン32と螺合する図示しないイモネジを、出力軸31A の平
面に当接させた状態で締め付けることで出力軸31A に対して回転不可能となるように固定
されている。
【００３３】
　ラック33は、所定の長さ寸法を有する略長方形の平板状に形成された本体部33A を備え
ている。この本体部33A には、ピニオン32の歯と噛み合う複数の歯が当該本体部33A の長
辺に沿って形成されている。
　本体部33A には、長さ方向の中央部分から装飾板21側へ突出するとともに、ラック33の
原点位置を検出するための原点突起33B が設けられている。
　また、ラック33には、本体部33A の歯が形成されていない方の長辺から装飾板21側へ突
出する連結部33C と、この連結部33C 先端部分に形成された移動接触部33Dとが設けられ
ている。
【００３４】
　連結部33C は、本体部33A と交差する平板状であり、本体部33A の長手方向と同じ方向
の長手方向を有する長方形状に形成されたものである。
　移動接触部33D は、後述するベース部材41の所定部分に接触させるための部位となって
いる。
　そして、移動接触部33D には、装飾板21の突起部21B にネジで接合される接合部33E が
設けられている。この接合部33E については、後で詳述する。
【００３５】
　ドライバ回路基板34は、装飾板21側を向いた面の反対側の面に、ステッピングモーター
31を駆動するために必要な電子素子が設置され、これらの電子素子によってステッピング
モーター31を駆動するドライバ回路が形成されたものである。
　また、ドライバ回路基板34におけるドライバ回路が形成された面には、ラック33の本体
部33A に設けられた原点突起33B の通過を検出する近接センサ（例えば、フォトインター
ラプタ）34A と、副制御基板12等との電気的接続を行うためのコネクタジャック34B, 34C
が設けられている。
　ドライバ回路基板34におけるドライバ回路が形成された面の裏側の面には、複数の光源
（例えば、発光ダイオード）34D が設けられている。これらの光源34D は、装飾板21を裏
側から照射するバックライトとなっている。
【００３６】
　また、ドライバ回路基板34は、装飾板21を図５中下方へ移動させる前進駆動パルスと、
装飾板21を図５中上方へ移動させる後退駆動パルスとの両方をステッピングモーター31に
与えることが可能となったものである。
　前述の副制御基板12は、ドライバ回路基板34を介してステッピングモーター31の動作を
適宜制御することにより、装飾板21を上下に振動させながら降下させ、途中の所定位置に
達した後、振動をやめた状態で単に降下させることが可能となっている。
【００３７】
　構造体40は、駆動機構30、装飾部材22～24及びバックカバー部材25を支持するのに充分
な剛性を有する構造体である。
　この構造体40には、表側に装飾板21が移動可能に設けられるベース部材41と、パネル状
基体９のユニット取付部9Bに取り付けられる取付枠材42と、取付枠材42の前面側を配置さ
れる略枠状のフロントカバー部材43とが設けられている。
【００３８】
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　ベース部材41は、取付枠材42を介してスロットマシン１側のユニット取付部9Bに取り付
けられるものである。
　また、ベース部材41は、ドライバ回路基板34の電子素子及びラック33の一部を収納する
とともに、ドライバ回路基板34に応じた大きさの回路室41A を有する箱状の部材とされて
いる。
　ここで、ドライバ回路基板34は、その電子素子が取り付けられた面をベース部材41の回
路室41A に向けて、当該回路室41A を覆った状態でベース部材41に取り付けられるように
なっている。
【００３９】
　また、ベース部材41には、バックカバー部材25側に面した裏側の面におけるほぼ中央の
部分がバックカバー部材25へ向かって膨出しており、この膨出した部分が他の部分（以下
、「平坦部41B 」という。）よりも盛り上がった膨出部41C となっている。
　さらに、ベース部材41には、図６中左側の端縁近傍に配置されるとともに、当該端縁に
沿って延びるスリット41D が設けられている。
　このスリット41D は、ベース部材41の表裏を貫通するとともに、装飾板21が移動する動
線に沿って延びる長孔となっている。
【００４０】
　ここで、ベース部材41の膨出部41C は、ドライバ回路基板34の電子素子が取り付けられ
た面を覆う天井部41E と、この天井部41E の周縁に沿って形成されるとともに天井部41E 
及び平坦部41B を相互に連結する側壁部41F とを備えたものとなっている。
　そして、側壁部41F 及び平坦部41B のスリット41D に近接する部分には、ラック33の本
体部33A を回路室41A の内部に導くためのラック導入孔41G が開口されている。
【００４１】
　また、天井部41E には、ピニオン32を回路室41A の内部に導くために、図７に示すよう
に、ピニオン32が挿通可能な大きさに形成されたピニオン導入孔51と、このピニオン導入
孔51の周縁部分に連続して開口されるとともに、ステッピングモーター31の出力軸31A を
挿通させる出力軸挿通孔52と、ステッピングモーター31を取り付けるためのネジと螺合す
るネジ孔41H とが設けられている。
　天井部41E のバックカバー部材25に臨む面には、ステッピングモーター31を天井部41E 
に固定するネジを締め付ける際に、ステッピングモーター31が供回りしないように、ステ
ッピングモーター31の耳部31C を係止する係止突起41J が突設されている。
が形成されている。
　なお、図７は、ベース部材41の背面図であることから、ベース部材41の各部の位置が図
６とは左右逆に表現されている。
【００４２】
　ここで、ステッピングモーター31は、ピニオン導入孔51を通じて、出力軸31A に固定さ
れたピニオン32を回路室41A の内部に入れてから、出力軸31A の位置を出力軸挿通孔52に
向かってずらすことで、出力軸31A を出力軸挿通孔52の内部に入れることで、ベース部材
41に設定された取付位置にセットされるようになっている。そして、ステッピングモータ
ー31は、出力軸31A が出力軸挿通孔52の内部に入った状態で、耳部31C のネジ挿通孔31B 
に挿通されたネジを天井部41E のネジ孔41H に螺合することで、天井部41E に固定される
ようになっている。
　ピニオン導入孔51は、ステッピングモーター31の出力軸31A に固定されたピニオン32を
回路室41A の内部に入れる際に、ステッピングモーター31によって一旦閉鎖されるが、ス
テッピングモーター31の出力軸31A が出力軸挿通孔52の内部に配置されると開放され、回
路室41A の内部を冷却する空気の吸排気口を兼用するように形成されている。
【００４３】
　ピニオン32は、ステッピングモーター31が天井部41E に固定されると、回路室41A の内
部に収納されるようになっている。
　そして、ベース部材41には、図７中右側の側縁に沿って延びる側壁41M が形成されてい
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る。この側壁41M には、その頂上部分の一部を切り欠くことにより、凹部41N （図１４参
照）が形成されている。
　ラック33は、側壁41M に形成された凹部41Nと、ラック導入孔41G とを通じて本体部33A
 が回路室41A の内部に差し込まれてピニオン32と噛み合うように形成されている。
　そして、ラック33は、本体部33A がピニオン32と噛み合うと、ベース部材41におけるス
リット41D の近傍部分に移動接触部33D が接するようになっている。
【００４４】
　ところで、ベース部材41の平坦部41B には、ベース部材41の内部に収納されたドライバ
回路基板34のコネクタジャック34B, 34Cに対応する位置に、コネクタジャック34B, 34Cを
外部に露出させるコネクタ挿通孔41K, 41Lが設けられている。
【００４５】
　取付枠材42は、図６の如く、枠状に形成された部材であり、その裏側に、ベース部材41
が図示しないネジで取り付けられ、その表側に、フロントカバー部材43が、ベース部材41
と同様に、図示しないネジで取り付けられるようになっている。
　この取付枠材42の上方に設けられた横枠部の両端には、パネル状基体９のユニット取付
部9Bと螺合するネジを挿通させるネジ挿通孔42A が設けられている。
　また、取付枠材42の下方に設けられた横枠部の中央には、パネル状基体９のユニット取
付部9Bと螺合するネジを挿通させるネジ挿通孔42B が設けられている。
【００４６】
　フロントカバー部材43は、図６及び図９の如く、略枠状に形成された部材である。
　このフロントカバー部材43には、上方に配置された横枠部から下方へ広がる平板部43A 
が形成され、この平板部43A の下方に開口部43B が形成されている。
　また、フロントカバー部材43の平板部43A には、当該平板部43A の表裏を貫通する複数
の貫通孔43C （図９参照）が形成されている。
　フロントカバー部材43には、図６及び図９に示すように、開口部43Bの両側に配置され
た一対の縦枠部が備えられている。この一対の縦枠部のうち、図６中右側に配置された縦
枠部には、装飾板21の移動方向に沿った溝43D が開口されている。この溝43D の内部には
、装飾板21の突条部21C が差し込まれるように形成されている。
　この装飾板21の突条部21C は、フロントカバー部材43の溝43D との係合によって当該装
飾板21の厚さ方向の移動が規制された状態で、当該溝43D に沿って移動可能に形成されて
いる。
【００４７】
　図６に戻って、装飾部材22～24のうち、装飾部材22は、透明な合成樹脂から形成された
装飾レンズ部材22である。
　この装飾レンズ部材22は、フロントカバー部材43の平板部43A に殆ど隠蔽される隠蔽部
22A と、フロントカバー部材43の開口部43B を通じて外部に露出するレンズ部22B とを備
えている。
　隠蔽部22A は、フロントカバー部材43の平板部43A に形成された複数の貫通孔43C に対
応した複数のレンズ部22C が形成されたものである。
　レンズ部22B の裏側の面には、砕かれた氷の表面を模した鋭利な凹凸面22D （図１０参
照）が形成されている。
【００４８】
　装飾部材23, 24は、図６の如く、鎖を模した装飾鎖状部材23, 24である。
　装飾鎖状部材23は、フロントカバー部材43に形成された平板部43A の下辺の中間部分と
、フロントカバー部材43における右側に位置する縦枠部の長手方向における中間部分との
間に掛け渡された状態で、その両端がフロントカバー部材43に固定されている。
　装飾鎖状部材24は、フロントカバー部材43における左側に位置する縦枠部の長手方向に
おける中間部分と、フロントカバー部材43における下方に位置する横枠の長手方向におけ
る中間部分との間に掛け渡された状態で、その両端がフロントカバー部材43に固定されて
いる。
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【００４９】
　バックカバー部材25は、図６の如く、ベース部材41の裏側を覆う部材である。
　このバックカバー部材25の裏側面には、ベース部材41の裏側に固定されたステッピング
モーター31を覆うために、ステッピングモーター31に応じた大きさに膨出した膨出部25A 
が形成されている。
　また、バックカバー部材25には、図７及び図８にも示すように、ベース部材41のコネク
タ挿通孔41K, 41Lに対応した部位を切り欠くことにより形成された切り欠き部25B, 25Cが
設けられている。これにより、バックカバー部材25でベース部材41の裏側を覆っても、コ
ネクタ挿通孔41K, 41Lの内部に配置されているコネクタジャック34B, 34Cに対して、図示
しないコネクタプラグを容易に抜き差しできるようになっている。
【００５０】
　さらに、バックカバー部材25には、図１５にも示すように、ラック33が移動する移動領
域の上方の端部α近傍に開口されるとともに、回路室41A の内部を冷却するための吸排気
用開口25D が設けられている。
　また、バックカバー部材25には、図１５にも示すように、ラック33が移動する移動領域
の下方の端部β近傍に開口されるとともに、回路室41A の内部を冷却するための吸排気用
開口25E が設けられている。
　ここで、吸排気用開口25D, 25Eの各々は、ラック33が近づく際に、回路室41A の内部空
気を外部へ排出する排気口となるとともに、ラック33が遠ざかる際に、外部の空気を回路
室41A の内部に吸い込む吸気口となるように形成されている。
【００５１】
　さらに、バックカバー部材25の内部には、図６及び図１０に示すように、装飾板21の移
動方向に沿って延びるとともに、ラック33をベース部材41に向かって押さえる押圧部とし
てのリブ25F が設けられている。
　また、バックカバー部材25の膨出部25A には、図８及び図１０に示すように、背面から
見て、ステッピングモーター31と重なる位置に回路室41A の内部を冷却するための吸排気
用開口25G が設けられている。
【００５２】
　以上において、ラック33は、スリット41D の幅方向及び貫通方向への移動が規制され、
これにより、スリット41D に沿ってガタつくことなく摺動するように形成されている。以
下に、ガタつきを抑えながらラック33を摺動させる案内構造について詳しく説明する。
【００５３】
　すなわち、ラック33には、前述したように、ベース部材41におけるスリット41D の近傍
部分に接触する移動接触部33D が設けられている。
、この移動接触部33D には、図１１に示すように、ベース部材41に対向する位置に配置さ
れた移動接触底面33F と、この移動接触底面33F の両側の側縁にそれぞれ接続されるとと
もに、当該移動接触底面33F と交差する一対の移動接触側面33G とが設けられている。
　また、ラック33には、Ｌ字形に交差する移動接触部33D と連結部33C との剛性を確保す
るために、移動接触部33D 及び連結部33C に跨って形成された補強リブ33H 及びスチフナ
33J が設けられている。
【００５４】
　一方、ベース部材41の裏側には、ラック33をスリット41D に沿って案内するとともに、
ラック33の移動接触底面33F に接触する案内面41P と、スリット41D を挟んで対向して配
置されて、その間にラック33の移動接触部33D が配置されるとともに、ラック33側に設け
られている一対の移動接触側面33G にそれぞれ接触する一対の位置規制面41Q とが設けら
れている。
【００５５】
　また、バックカバー部材25には、前述したように、ラック33をベース部材41に向かって
押さえるリブ25F が設けられている。このリブ25F は、ラック33に形成されたスチフナ33
J に当接し、スチフナ33J をベース部材41に向かって押さえるものとなっている。
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　以上において、ラック33は、ベース部材41の案内面41P 及びバックカバー部材25のリブ
25F の間に移動接触部33D が挟まれることにより、スリット41D の貫通方向の移動が規制
され、且つ、一対の位置規制面41Q の間に移動接触部33D が挟まれることにより、スリッ
ト41D の幅方向への移動が規制された状態で、ステッピングモーター31のトルクを受けて
、装飾板21を所定の動線に沿って移動するように形成されている。
【００５６】
　次に、ラック33と装飾板21との接合部分である接合部33E 及び突起部21B について詳し
く説明する。
　ラック33の移動接触底面33F には、図１１及び図１２に示すように、当該移動接触底面
33F から装飾板21へ向かって突出するとともに、当該移動接触底面33F の外周縁に沿って
延びる立ち上がり部33K が設けられている。
　ラック33の接合部33E には、装飾板21の突起部21B をネジ止めするネジ26を挿通させる
ネジ挿通孔33L と、後述する回転止め突起部21F を内部に挿通させる回転止め孔33M とが
設けられている。
　装飾板21には、突起部21B として、断面Ｔ字形に形成された位置決め突起部21D と、ネ
ジ26と螺合する固定用突起部21E と、ネジ26を締め込む際に、位置決め突起部21D ととも
に装飾板21の供回りを防止する回転止め突起部21F とが設けられている。
【００５７】
　装飾板21は、位置決め突起部21D におけるＴ字の横棒先端を立ち上がり部33K の内側面
に当接させることで、ラック33に対する角度位置が決定されるようになっている。
　そして、装飾板21は、ラック33に対する角度位置が決定した状態で、接合部33E のネジ
挿通孔33L に挿通したネジ26を、装飾板21の固定用突起部21E 螺合させることで、ラック
33に対して所定の取付角度をなした状態で、ラック33に固定されるようになっている。
【００５８】
　続いて、ステッピングモーター31、ラック33及びバックカバー部材25のベース部材41へ
の取付手順について簡単に説明する。
　まず、ステッピングモーター31をベース部材41に取り付けるのに先立ち、図１３に示す
ように、ステッピングモーター31の出力軸31A にピニオン32を取り付けておく。
　次に、図１４（Ａ）に示すように、ピニオン導入孔51を通じて、ステッピングモーター
31の出力軸31A に固定されたピニオン32を回路室41A の内部に入れる。
　この後、図１４（Ｂ）に示すように、ステッピングモーター31の出力軸31A の位置を出
力軸挿通孔52に向かってずらし、出力軸31A を出力軸挿通孔52の内部に入れ、この状態で
、ステッピングモーター31をベース部材41にネジ止めする。
　続いて、図１４（Ｃ）に示すように、ベース部材41の側壁41M に設けられた凹部41N と
、ラック導入孔41G とを通じて、ラック33の本体部33A をベース部材41の回路室41A の内
部に入れ、ピニオン32とラック33とが噛み合う位置にラック33を配置する。
　次いで、図１４（Ｄ）に示すように、ラック33に向かって装飾板21の突起部21B を移動
し、ラック33の接合部33E （図１４では図示略）に突起部21B を当接させ、この状態で、
ラック33の接合部33E に装飾板21の突起部21B をネジ止めする。
　ラック33の接合部33E を装飾板21の突起部21B にネジ止めする作業が終了したら、図１
４（Ｅ）に示すように、バックカバー部材25をベース部材41に取り付け、以上により、ス
テッピングモーター31、ラック33及びバックカバー部材25のベース部材41への取付作業が
完了する。
【００５９】
　続いて、ラック33による回路室41A の換気動作について、図１５を参照しながら、簡単
に説明する。なお、以下の説明では、バックカバー部材25が取り付けられた状態の役物ユ
ニット20について説明するが、図１５（Ａ），（Ｂ）では、説明の便宜上、バックカバー
部材25の記載が省略されている。
【００６０】
　図１５（Ａ）に示すように、ラック33が当該ラック33の移動領域における端部αへ向か
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って移動すると、換言すると、図１５（Ａ）中の白い矢印の方向へラック33が移動すると
、図１５（Ｃ）に示すように、バックカバー部材25内の空気は、端部αの近傍に配置され
ている吸排気用開口25D から外部へ排出される一方、バックカバー部材25の外部の空気は
、端部βの近傍に配置されている吸排気用開口25E からバックカバー部材25の内部に吸入
される。換言すると、図１５（Ｃ）中の白い矢印の方向に空気が移動することで、バック
カバー部材25内の空気が換気される。
【００６１】
　また、図１５（Ｂ）に示すように、ラック33が当該ラック33の移動領域における端部β
へ向かって移動すると、換言すると、図１５（Ｂ）中の黒い矢印の方向へラック33が移動
すると、図１５（Ｃ）に示すように、バックカバー部材25内の空気は、端部βの近傍に配
置されている吸排気用開口25E から外部へ排出される一方、バックカバー部材25の外部の
空気は、端部αの近傍に配置されている吸排気用開口25D からバックカバー部材25の内部
に吸入される。換言すると、図１５（Ｃ）中の黒い矢印の方向に空気が移動することで、
バックカバー部材25内の空気が換気される。
　ここで、ベース部材41内の空気は、ピニオン導入孔51及びラック導入孔41G 並びに吸排
気用開口25D, 25Eを通じて、バックカバー部材25の外部の空気とが入れ換わるだけでなく
、ピニオン導入孔51及びラック導入孔41G 並びに吸排気用開口25G を通じて、バックカバ
ー部材25の外部の空気とが入れ換わるようになっており、これにより、ベース部材41の内
部が冷却されるようになっている。
　ここで、吸排気用開口25G に着目して、ベース部材41内の換気冷却について更に詳しく
説明する。
　すなわち、ピニオン導入孔51及びラック導入孔41G に対してラック33が相対的に接近す
ると、ベース部材41の内部では、ピニオン導入孔51及びラック導入孔41G の近傍の圧力が
高くなり、ベース部材41内の空気は、ピニオン導入孔51及びラック導入孔41G を通ってベ
ース部材41の外部（バックカバー部材25の内部）へ排出され、さらに、吸排気用開口25G 
を通って、バックカバー部材25の外部へ排出されるようになっている。
　一方、ピニオン導入孔51及びラック導入孔41G に対してラック33が相対的に遠ざかると
、ベース部材41の内部では、ピニオン導入孔51及びラック導入孔41Gの近傍の圧力が負圧
となり、吸排気用開口25G を通じてバックカバー部材25の外部の空気がバックカバー部材
25の内部に吸引され、ピニオン導入孔51及びラック導入孔41Gを通じて、バックカバー部
材25の内部の空気が、内部ベース部材41の内部に吸引されるようになっている。
【００６２】
　（実施形態の効果）
　前述のような本実施形態によれば、次のような効果が得られる。
　すなわち、装飾板21が取り付けられるラック33に、ベース部材41のスリット41D 近傍部
分に接触させる移動接触部33D を設け、この移動接触部33D に、ベース部材41と対向する
位置に配置された移動接触底面33F を設け、また、ベース部材41の裏側に、ラック33をス
リット41D に沿って案内するとともに、ラック33の移動接触底面33F に接触する案内面41
P を設け、さらに、バックカバー部材25に、装飾板21の移動方向に沿って延びるとともに
、ラック33をベース部材41に向かって押さえるリブ25F を設けたので、ベース部材41の案
内面41P と、バックカバー部材25のリブ25F との間に、ラック33の移動接触部33D が挟ま
れ、これにより、ラック33は、スリット41D の貫通方向の移動が規制される。
　また、ラック33の移動接触部33D に、前述の移動接触底面33F の両側の側縁にそれぞれ
接続されるとともに、当該移動接触底面33F と交差する一対の移動接触側面33G を設け、
さらに、ベース部材41の裏側に、スリット41D を挟んで対向して配置されて、その間にラ
ック33が配置されるとともに、ラック33の一対の移動接触側面33G にそれぞれ接触する一
対の位置規制面41Q を設けたので、ベース部材41に設けた一対の位置規制面41Q の間にラ
ック33の移動接触部33D が挟まれ、これにより、ラック33は、スリット41D の幅方向の移
動が規制されるようになる。
　従って、ラック33は、スリット41D の貫通方向及び幅方向の移動が規制され、換言する
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と、直行座標系における一軸を動線方向として設定すると、残る二軸について位置規制さ
れるので、移動時にガタつくことがなく、スムーズな移動を実現することができる。
　この際、ベース部材41及びバックカバー部材25でラック33の位置規制を行うようにした
ので、ラック33の位置規制を行う専用の部品を設ける必要がなく、装飾板21が自動的に動
くようにしても、役物ユニット20の部品点数が少なくて済む。このため、部品点数の増加
が抑制され、役物ユニット20の組立作業を容易にでき、ひいては、その製造コストの高騰
を抑制することができる。
　また、バックカバー部材25をベース部材41に取り付ける際に、バックカバー部材25をベ
ース部材41に向かって移動させる移動方向と、リブ25F がラック33を押圧する方向とを同
じ方向にしたので、バックカバー部材25をベース部材41に取り付けると、自動的にリブ25
F がラック33を押圧するようになり、この点からも、役物ユニット20の組立作業を容易に
することができる。
【００６３】
　さらに、ベース部材41の表側にフロントカバー部材43を設け、装飾板21として、移動方
向に沿った一対の側縁を有する略四角形状のものを採用し、この装飾板21における一方の
側縁近傍部分をラック33に取り付け、他方の側縁に突条部21C を形成し、また、フロント
カバー部材43に、装飾板21の移動方向に沿った溝43D を設け、この溝43D の内部に装飾板
21の突条部21C を差し込み、装飾板21の突条部21C が当該装飾板21の厚さ方向に沿って動
かないようにしたので、装飾板21は、その移動方向に沿った両方の側縁が、当該装飾板21
の厚さ方向の移動が規制され、所定の動線に沿って移動する際にガタ付きが防止されるよ
うになり、動線に沿ってスムーズに移動することができる。
　ここで、装飾板21の厚さ方向の移動を規制するために、専用の部品を設ける必要がない
ので、装飾板21をスムーズに移動できるようにしても、部品点数の増加が抑制され、これ
により、役物ユニット20の組立作業を容易にでき、ひいては、その製造コストの高騰を抑
制することができる。
【００６４】
　また、ベース部材41として、ドライバ回路基板34の電子素子及びラック33の本体部33A 
を収納するとともに、ドライバ回路基板34に応じた大きさの回路室41A を有する箱状に形
成されたものを採用し、ドライバ回路基板34における電子素子が取り付けられた面をベー
ス部材41の回路室41A に向けて、回路室41A を覆った状態で、ドライバ回路基板34をベー
ス部材41に取り付け、回路室41A の内部でピニオン32にラック33を係合させるようにした
ので、役物ユニット20をスロットマシン１に取り付ける取付作業を行う際に、ベース部材
41で、ピニオン32、ラック33及びドライバ回路基板34の電子素子を保護することができ、
役物ユニット20の取付作業の便宜を図ることができ、役物ユニット20をスロットマシン１
本体に取り付ける作業を容易にすることができる。
　さらに、ドライバ回路基板34の電子素子が取り付けられた面を覆う天井部41E をベース
部材41に形成し、この天井部41E に、ピニオン32を回路室41A の内部に導くために、ピニ
オン32が挿通可能な大きさに形成されたピニオン導入孔51を設けたので、ステッピングモ
ーター31の出力軸31A に固定された状態のピニオン32を回路室41A の内部に容易に入れる
ことができる。
　また、ピニオン導入孔51の周縁部分に連続して開口されるとともに、ステッピングモー
ター31の出力軸31A を挿通させる出力軸挿通孔52を、ベース部材41の天井部41E に形成し
、出力軸31A にピニオン32が固定されたステッピングモーター31をベース部材41に取り付
けるにあたり、ピニオン導入孔51を通じてピニオン32を回路室41A の内部に入れてから、
その位置を出力軸挿通孔52に向かってずらすことで、出力軸31A を出力軸挿通孔52の内部
に入れ、出力軸31A が出力軸挿通孔52の内部に入った状態で、ステッピングモーター31を
天井部41E に固定するようにしたので、ピニオン32を回路室41A の内部に入れた状態で、
ステッピングモーター31をベース部材41の外側に固定でき、これにより、ステッピングモ
ーター31のベース部材41への固定が容易となり、以上により、役物ユニット20の組立作業
を容易にすることができる。
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　さらに、ステッピングモーター31の出力軸31A が出力軸挿通孔52の内部に配置されると
ピニオン導入孔51が開放され、回路室41A の内部を冷却する空気の吸排気口をピニオン導
入孔51に兼用させたので、全体を小型化したために、専用の吸排気口を別途形成すること
ができなくとも、ピニオン導入孔51によって冷却用空気の吸排気口が確保される。
　このため、ピニオン導入孔51に形成によって役物ユニット20の組立作業が容易となるう
え、役物ユニット20を小型化しても、ピニオン導入孔51によって冷却用空気の吸排気口が
確保されるようになり、これにより、役物ユニット20の全体を小型化しても、冷却用空気
の吸排気口を確保できるうえ、組立作業を容易にすることができる。
【００６５】
　また、スロットマシン１本体に取り付けられるとともに、装飾板21が移動可能に設けら
れたベース部材41と、このベース部材41の裏側に固定されるとともに装飾板21を移動させ
るステッピングモーター31と、このステッピングモーター31の出力軸31A に固定されたピ
ニオン32と、このピニオン32に係合するとともに、装飾板21が取り付けられたラック33と
、ステッピングモーター31を駆動するためのドライバ回路基板34とを含んで役物ユニット
20を構成し、装飾板21を移動させるための駆動機構として、構造が簡単で占有空間が小さ
いラック・アンド・ピニオン式のものを採用したので、役物ユニット20全体のサイズが小
さくなり、従って、役物ユニット20を小型化することができる。
　ここで、ベース部材41に、ラック33を回路室41A の内部に導くためのラック導入孔41G 
を形成したので、ラック33導入口を通じてラック33を回路室41A の内部に差し入れること
が容易に行え、回路室41A の内部でピニオン32にラック33を係合させることも容易となり
、これにより、役物ユニット20の組立作業を容易にすることができる。
　さらに、回路室41A の内部を冷却するための空気の吸排気口をラック導入孔41G で兼用
するようにしたので、全体を小型化したために、専用の吸排気口を別途形成することがで
きなくとも、ラック導入孔41G によって冷却用空気の吸排気口が確保される。
　以上のように、ラック導入孔41G に形成によって役物ユニット20の組立作業が容易とな
るうえ、役物ユニット20を小型化しても、ラック導入孔41G によって冷却用空気の吸排気
口を確保することができる。
【００６６】
　また、ベース部材41の裏側に、当該ベース部材41の裏側を覆うバックカバー部材25を取
り付け、且つ、ベース部材41の裏側に取り付けられるステッピングモーター31をバックカ
バー部材25で覆うようにしたので、役物ユニット20をスロットマシン１本体に取り付ける
取付作業を行う際に、ステッピングモーター31、特に、デリケートなステッピングモータ
ー31の電源端子コネクタを保護することができ、役物ユニット20の取付作業の便宜を図る
ことができ、役物ユニット20をスロットマシン１本体に取り付ける作業を容易にすること
ができるうえ、頻繁にステッピングモーター31を稼働させたために、ステッピングモータ
ー31が熱を持ったとしても、ステッピングモーター31がバックカバー部材25で覆われてい
るので、指や手等がステッピングモーター31に直接触れることがなく、火傷を未然に防止
することができる。
　ここで、ラック33が移動する移動領域の端部近傍に開口されるとともに、バックカバー
部材25の回路室41A の内部を冷却するための吸排気用開口25D, 25Eを当該バックカバー部
材25に設け、且つ、ラック33が近づく際に、吸排気用開口25D, 25Eを通じて回路室41A の
内部空気を外部へ排出し、ラック33が遠ざかる際に、吸排気用開口25D, 25Eを通じて外部
の空気を回路室41A の内部に吸い込むようにしたので、吸排気用開口25D, 25Eにラック33
が接近することによって、回路室41A 内の空気が吸排気用開口25D, 25Eを通じて強制的に
排出され、吸排気用開口25D, 25Eからラック33が遠ざかることによって、バックカバー部
材25の外側の空気が吸排気用開口25D, 25Eを通じて強制的に吸入されるようになり、ベー
ス部材41の裏側をバックカバー部材25で覆っても、回路室41A の内部を外部の空気で冷却
する際の冷却効果が何ら損なわれることがない。
【００６７】
　なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
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範囲における変形及び改良などをも含むものである。
　例えば、移動手段としては、ステッピングモーターに限らず、例えば、通常の直流モー
ターあるいは交流用の誘導機でもよく、移動手段の具体的な形式及び構造は、実施にあた
り適宜選択できる。
　また、遊技機としては、スロットマシンに限らず、アレンジボール及び雀球等の遊技媒
体としてメダルを利用する他の形式の遊技機、あるいは、遊技媒体として遊技球を利用す
るパチンコ機等の弾球遊技機でもよい。
【符号の説明】
【００６８】
　 1　　遊技機としてのスロットマシン　　　　12　　制御基板としての副制御基板
　20　　役物としての役物ユニット　　　　　　21　　装飾板
　21C 　位置規制部としての突条部　　　　　　25　　バックカバー部材
　25F 　押圧部としてのリブ
　31　　移動手段としてのステッピングモーター
　31A 　出力軸　　　　　　　　　　　　　　　32　　ピニオン
　33　　ラック　　　　　　　　　　　　　　　33D 　移動接触部
　33F 　移動接触底面　　　　　　　　　　　　33G 　移動接触側面
　41　　ベース部材　　　　　　　　　　　　　41D 　スリット
　41P 　案内面　　　　　　　　　　　　　　　41Q 　位置規制面
　43　　フロントカバー部材　　　　　　　　　43D 　溝
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