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(57)【要約】
【課題】遊技結果の誤判定や遊技機の破損を防止するこ
とが可能な遊技機を提供する。
【解決手段】リールの回転に伴って所定の円周に沿って
回転する検知片ＲＵ１１１２と、検知片ＲＵ１１１２を
検出するセンサＲＵ１１２１とを有している。センサＲ
Ｕ１１２１は、モータ取付板ＲＵ１１に、台座部材ＲＵ
１１２２を介して取り付けられている。台座部材ＲＵ１
１２２には、センサＲＵ１１２１を締結するための螺子
ＲＵ１１２３ａ・ＲＵ１１２３ｂを挿入可能な螺子孔Ｒ
Ｕ１１２２ｃ・螺子孔ＲＵ１１２２ｄが直線ＲＵＤＣ上
に設けられているとともに、直線ＲＵＤＣと略垂直な直
線ＲＵＤＤ上の２つの箇所であって直線ＲＵＤＣを境と
して何れもセンサＲＵ１１２１が検知片ＲＵ１１１２を
検出する側に、センサＲＵ１１２１の嵌合孔ＲＵ１１２
４ｅ・ＲＵ１１２４ｆに嵌挿可能な突出部ＲＵ１１２２
ｅ・ＲＵ１１２２ｆが設けられる。
【選択図】図１２１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の図柄が配されたリールを備え、前記リールに配された図柄の変動表示及び停
止表示を行うことが可能な図柄表示手段と、
　遊技者による操作に応じて開始指令信号を出力する開始指令手段と、
　前記開始指令手段から出力された前記開始指令信号を検出したことを契機として、前記
リールを回転させることにより、前記リールに配された図柄の変動表示を行う変動制御手
段と、
　遊技者による操作に応じて停止指令信号を出力する停止指令手段と、
　前記停止指令手段から出力された前記停止指令信号に基づいて、前記リールの回転を停
止させることにより、前記リールに配された図柄を停止表示させる停止制御手段と、
　回転に伴う前記リールの基準位置からの変位の程度を特定するリール位置特定手段と、
　前記リールの回転に伴って所定の円周に沿って回転する検知片と、
　前記検知片を検出するセンサと、
　前記センサによる前記検知片の検知に基づいて前記リールが基準位置に至ったか否かを
特定する基準位置特定手段と、
を備え、
　前記リール位置特定手段は、
　前記センサは、前記リールを回転駆動するモータを取り付けるためのモータ取付板に、
台座部材を介して取り付けられており、
　前記台座部材には、前記センサを前記台座部材に締結するための螺子を挿入可能な螺子
挿入部が第１所定箇所及び第２所定箇所に設けられているとともに、前記第１所定箇所と
前記第２所定箇所とを結ぶ第１の直線と略垂直な第２の直線上の２つの箇所であって前記
第１の直線よりも前記センサが前記検知片を検出する側に位置する第３所定箇所及び第４
所定箇所に位置決め突起部が設けられ、
　前記センサには、前記２つの箇所に設けられた前記位置決め突起部を嵌挿可能な位置決
め挿入部が設けられている、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１所定箇所及び前記第２所定箇所のうちの一方の箇所に設けられた螺子挿入部は
、前記第１の直線方向が長手方向となる長穴状に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールと、遊技メダルやコイン等
（「メダル等」）が投入され、遊技者によりスタートレバーが操作されたことを検出し、
複数のリールの回転の開始を要求するスタートスイッチと、複数のリールのそれぞれに対
応して設けられたストップボタンが遊技者により押されたことを検出し、該当するリール
の回転の停止を要求する信号を出力するストップスイッチと、複数のリールのそれぞれに
対応して設けられ、それぞれの駆動力を各リールに伝達するステッピングモータと、スタ
ートスイッチおよびストップスイッチにより出力された信号に基づいて、ステッピングモ
ータの動作を制御し、各リールの回転およびその停止を行うリール制御部とを備え、スタ
ートレバーが操作されたことを検出すると、乱数値に基づいて抽籤を行い、この抽籤の結
果（「内部当籤役」）とストップボタンが操作されたことを検出したタイミングとに基づ
いてリールの回転の停止を行う、いわゆるパチスロと称される遊技機が知られている。
【０００３】



(3) JP 2016-83158 A 2016.5.19

10

20

30

40

50

　このような遊技機では、リールの回転制御を正確に行うべく、リールと同軸で回転する
リールインデックスが設けられている（特許文献１参照）。リールインデックスは所定の
円周に沿って回転し、この回転経路上の１点を検出位置とするセンサによってリールイン
デックスの通過が検出される。そして、リールインデックスが検出された位置をリールの
基準位置とし、この基準位置とステッピングモータの励磁ステップ数とに基づいてリール
の位置が算出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２６３２８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記従来のリールインデックス検出用のセンサは、リールのモータを取り付
けるモータ取付板に、台座部材を介して配設されることが一般的である。これにより、セ
ンサは、リールインデックスの回転経路の近傍に配置される。しかしながら、センサの台
座部材への正確な位置決めが行われない場合、リール停止位置に基づいて決定される遊技
結果の誤判定やセンサとリールインデックスとが接触することによる遊技機の破損が発生
する虞があった。
【０００６】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、遊技結果の誤判定や遊技
機の破損を防止することが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明は、以下の遊技機を提供する。
【０００８】
　（１）　複数種類の図柄が配されたリールを備え、前記リールに配された図柄の変動表
示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示手段と、
　遊技者による操作に応じて開始指令信号を出力する開始指令手段と、
　前記開始指令手段から出力された前記開始指令信号を検出したことを契機として、前記
リールを回転させることにより、前記リールに配された図柄の変動表示を行う変動制御手
段と、
　遊技者による操作に応じて停止指令信号を出力する停止指令手段と、
　前記停止指令手段から出力された前記停止指令信号に基づいて、前記リールの回転を停
止させることにより、前記リールに配された図柄を停止表示させる停止制御手段と、
　回転に伴う前記リールの基準位置からの変位の程度を特定するリール位置特定手段と、
　前記リールの回転に伴って所定の円周に沿って回転する検知片と、
　前記検知片を検出するセンサと、
　前記センサによる前記検知片の検知に基づいて前記リールが基準位置に至ったか否かを
特定する基準位置特定手段と、
を備え、
　前記リール位置特定手段は、
　前記センサは、前記リールを回転駆動するモータを取り付けるためのモータ取付板に、
台座部材を介して取り付けられており、
　前記台座部材には、前記センサを前記台座部材に締結するための螺子を挿入可能な螺子
挿入部が第１所定箇所及び第２所定箇所に設けられているとともに、前記第１所定箇所と
前記第２所定箇所とを結ぶ第１の直線と略垂直な第２の直線上の２つの箇所であって前記
第１の直線よりも前記センサが前記検知片を検出する側に位置する第３所定箇所及び第４
所定箇所に位置決め突起部が設けられ、
　前記センサには、前記２つの箇所に設けられた前記位置決め突起部を嵌挿可能な位置決
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め挿入部が設けられている、
　ことを特徴とする遊技機。
【０００９】
　（１）の発明によれば、台座部材とセンサとの取り付けに際し、台座部材の第３所定箇
所及び第４所定箇所の位置決め突起部を、センサの位置決め挿入部に嵌挿させることで、
台座部材に対するセンサの位置決めを行うことができ、その位置決めされた状態で螺子が
螺子挿入部に挿入され、台座部材とセンサとが螺子止め固定される。台座部材に対するセ
ンサの位置は、２つの螺子挿入部と、２つの位置決め突起部との４か所で規制され、さら
に２つの螺子挿入部を結ぶ第１の直線と、２つの位置決め挿入部を結ぶ第２の直線とが垂
直になるように設定されている。これにより、台座部材に対するセンサの位置にずれが生
じることを防止することができる。さらに、螺子止めは、２つの螺子挿入部の２箇所のみ
であるため、取り付け作業を簡易にすることができる。その結果、台座部材に対するセン
サの取り付けを簡易かつ正確に位置決めして行うことができ、遊技結果の誤判定や遊技機
の破損を防止することが可能となる。
【００１０】
　（２）　前記第１所定箇所及び前記第２所定箇所のうちの一方の箇所に設けられた螺子
挿入部は、前記第１の直線方向が長手方向となる長穴状に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【００１１】
　（２）の発明によれば、第１の直線上に配置される２つの螺子挿入部において、一方が
第１の直線方向が長手方向となる長穴状に形成されている。これにより、センサにおいて
２つの螺子止め箇所を成形する上での間隔の誤差を許容することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、遊技結果の誤判定や遊技機の破損を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】遊技機の斜視図である。
【図２】遊技機の斜視図である。
【図３】遊技機の正面図である。
【図４】遊技機の筐体内部の概略配置図である。
【図５】遊技機の分解斜視図である。
【図６】遊技機の分解斜視図である。
【図７】ミラー機構の分解斜視図である。
【図８】プロジェクタ機構とミラー機構との位置関係を示す説明図である。
【図９】ミラー機構の取付け状態を示す説明図である。
【図１０】表示ユニットの縦断面図である。
【図１１】フロントスクリーン機構の斜視図である。
【図１２】フロントスクリーン機構の斜視図である。
【図１３】表示ユニットの正面図である。
【図１４】表示ユニットの斜視図である。
【図１５】表示ユニットの分解斜視図である。
【図１６】表示ユニットの分解斜視図である。
【図１７】操作用開口部の状態を示す説明図である。
【図１８】表示ユニットの斜視図である。
【図１９】固定スクリーン機構への照射状態を示す説明図である。
【図２０】フロントスクリーン機構への照射状態を示す説明図である。
【図２１】リアスクリーン機構への照射状態を示す説明図である。
【図２２】フロントスクリーン機構の分解斜視図である。
【図２３】スクリーン筐体の右側板を取り外した状態を示す説明図である。
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【図２４】右フロントスクリーン駆動機構の斜視図である。
【図２５】右フロントスクリーン駆動機構の作動状態を示す説明図である。
【図２６】右フロントスクリーン駆動機構の作動過程を示す説明図である。
【図２７】右フロントスクリーン駆動機構の作動過程を示す説明図である。
【図２８】右フロントスクリーン駆動機構の作動過程を示す説明図である。
【図２９】遊技機の斜視図である。
【図３０】遊技機の斜視図である。
【図３１】遊技機の正面図である。
【図３２】上ドア機構及び下ドア機構を開いた状態のときの、遊技機の正面図である。
【図３３】遊技機の分解斜視図である。
【図３４】遊技機の分解斜視図である。
【図３５】ミラー機構の分解斜視図である。
【図３６】プロジェクタ機構とミラー機構との位置関係を示す説明図である。
【図３７】ミラー機構の取付け状態を示す説明図である。
【図３８】表示ユニットの縦断面図である。
【図３９】プロジェクタ機構の斜視図である。
【図４０】表示ユニットをキャビネットに装着したときの斜視図である。
【図４１】表示ユニットの筐体内に収容される機能部品を省略した、図４０におけるＺ－
Ｚ線矢視概略部分断面図であって、遊技機が島設備に設置される際に遊技機の上方に配さ
れる、島設備の固定板部材についても表した図である。
【図４２】プロジェクタ機構の斜視図である。
【図４３】表示ユニットの正面図である。
【図４４】表示ユニットの斜視図である。
【図４５】表示ユニットの分解斜視図である。
【図４６】表示ユニットの分解斜視図である。
【図４７】操作用開口部の状態を示す説明図である。
【図４８】表示ユニットの斜視図である。
【図４９】表示ユニット及びキャビネットの斜視断面図である。
【図５０】固定スクリーン機構への照射状態を示す説明図である。
【図５１】フロントスクリーン機構への照射状態を示す説明図である。
【図５２】リールスクリーン機構への照射状態を示す説明図である。
【図５３】フロントスクリーン機構の動作範囲とリールスクリーン機構の動作範囲を示す
説明図である。
【図５４】フロントスクリーン機構の分解斜視図である。
【図５５】スクリーン筐体の右側板を取り外した状態を示す説明図である。
【図５６】右フロントスクリーン駆動機構の斜視図である。
【図５７】右フロントスクリーン駆動機構の作動状態を示す説明図である。
【図５８】右フロントスクリーン駆動機構の作動過程を示す説明図である。
【図５９】右フロントスクリーン駆動機構の作動過程を示す説明図である。
【図６０】右フロントスクリーン駆動機構の作動過程を示す説明図である。
【図６１】フロントスクリーン機構及びフロントスクリーン駆動機構の斜視図である。
【図６２】リールスクリーン機構、リールスクリーン駆動機構、及び可動体ベースの斜視
図である。
【図６３】リールスクリーン機構、及びリールスクリーン駆動機構の斜視図である。
【図６４】センサ機構を説明するための斜視図である。
【図６５】センサ機構の検出状態を示す説明図である。
【図６６】センサ機構の検出状態を示す説明図である。
【図６７】センサ機構の検出状態を示す説明図である。
【図６８】フロントスクリーン機構の動作に係るシーケンス図である。
【図６９】フロントスクリーン機構をフロント待機位置からフロント露出位置に駆動させ
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る際の、フロントスクリーン駆動機構の駆動モータの制御シーケンスについて説明する図
である。
【図７０】リールスクリーン機構の動作に係るシーケンス図である。
【図７１】リールスクリーン機構をリール待機位置からリール露出位置に駆動させる際の
、リールスクリーン駆動機構の駆動モータの制御シーケンスについて説明する図である。
【図７２】原点復帰動作に係る、フロントスクリーン機構及びリールスクリーン機構の駆
動手順ついて説明する図である。
【図７３Ａ】キャビネット及びメダル補給口の斜視図である。
【図７３Ｂ】キャビネット、メダル補給口及びメダル補給機構の斜視図である。
【図７４】メダル補給機構の斜視図である。
【図７５】メダル補給機構の分解斜視図である。
【図７６】背面壁、メダル補給口、メダル補給機構、及び、スケーラ装置の配置を示す説
明図である。
【図７７】下ドア機構を開いた状態の遊技機の正面図である。
【図７８】キャビネットの下部空間の斜視図である。
【図７９】キャビネットの下部空間の斜視図である。
【図８０】キャビネットの下部空間の断面図である。
【図８１】コインガードの正面図・上面図・右側面図である。
【図８２】下ドア機構を開いた状態の遊技機の正面図である。
【図８３】ホッパガイド機構が底面板に取付けられた状態の説明図である。
【図８４】ホッパガイド機構の上面図及び正面図である。
【図８５】ホッパ機構ＨＰの斜視図である。
【図８６】ホッパ機構ＨＰを正常に取り付ける際の説明図である。
【図８７】ホッパ機構ＨＰを正常に取り付ける際の説明図である。
【図８８】ホッパ機構ＨＰを誤進入させた場合の説明図である。
【図８９】キャビネットの内部の詳細図である。
【図９０】キャビネットの下部空間の斜視図である。
【図９１】板金の説明図である。
【図９２】板金の説明図である。
【図９３】上ドア機構及び下ドラ機構を開けた状態のキャビネットの正面図である。
【図９４】上ドア機構及び下ドラ機構を開けた状態のキャビネットの側面図である。
【図９５】下ドラ機構を開けた状態のキャビネットの斜視図である。
【図９６】上部扉ロック機構の説明図である。
【図９７】ロック状態にある上部扉ロック機構の説明図である。
【図９８】下ドア機構をキャビネットから取り外した状態の遊技機の斜視図である。
【図９９】下ドア機構を開いた状態の遊技機の斜視図である。
【図１００】キャビネットの下部空間の詳細図である。
【図１０１】スピーカＤＤ２５と電源装置と対向させた状態の側面図である。
【図１０２】上ドア機構の斜視図である。
【図１０３】最大ＢＥＴボタンの操作部と係止部の分解図である。
【図１０４】第２台座部に固定された最大ＢＥＴボタンをキャビネット内部から見た図で
ある。
【図１０５】第２台座部の断面図である。
【図１０６】操作部の分解図である。
【図１０７】遊技機の正面図である。
【図１０８】下ドア機構を開いた状態の遊技機の正面図である。
【図１０９】下ドア機構の背面斜視図である。
【図１１０】下部扉ＤＤ１、リールユニットＲＵ、主制御基板ＭＳの分解図である。
【図１１１】リールユニットへの主制御基板の取り付け説明図である。
【図１１２】下ドア機構へのリールユニットの取り付け説明図である。



(7) JP 2016-83158 A 2016.5.19

10

20

30

40

50

【図１１３】リール装置の分解斜視図である。
【図１１４】リールユニットの分解斜視図である。
【図１１５】モータ取付板、リールインデックス、及び、センサ部の斜視図である。
【図１１６】検知片と、検知状態との関係を示す説明図である。
【図１１７】モータ取付板、及び、センサ部の斜視図である。
【図１１８】モータ取付板、及び、センサ部の分解斜視図である。
【図１１９】モータ取付板、及び、センサ部の分解斜視図である。
【図１２０】モータ取付板に対する台座部材の取り付け位置を示す説明図である。
【図１２１】台座部材に対するセンサの取り付け位置を示す説明図である。
【図１２２】上ドア機構が開いた状態の遊技機の上面図である。
【図１２３】上ドア機構をキャビネットから取り外した状態の遊技機の斜視図である。
【図１２４】上側ヒンジ機構の説明図である。
【図１２５】上ドア機構の斜視図である。
【図１２６】上ドア機構の分解斜視図である。
【図１２７】装飾ユニットの分解斜視図である。
【図１２８】照射光装置と装飾ユニットとの位置関係を示す説明図である。
【図１２９】装飾ユニットの断面図である。
【図１３０】上ドア機構の内部構成を示す正面図である。
【図１３１】上ドア機構の斜視図である。
【図１３２】上ドア機構の要部拡大斜視図である。
【図１３３】上ドア機構の要部拡大断面図である。
【図１３４】左パネル機構の斜視図である。
【図１３５】左パネル機構の斜視図である。
【図１３６】左パネル機構の分解斜視図である。
【図１３７】左パネル機構の分解斜視図である。
【図１３８】左パネル機構の一部分解斜視図である。
【図１３９】左パネル機構の断面図である。
【図１４０】左導光板の導光構造を示す説明図である。
【図１４１】パネルベースと、トップレンズカバと、左上パネル機構の斜視図である。
【図１４２】左上パネル機構の斜視図である。
【図１４３】左上パネル機構の斜視図である。
【図１４４】トップレンズカバと、左上パネル機構の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（第１実施形態）
　以下、図面を参照して、本発明の第１実施形態について説明する。
　遊技機は、いわゆるパチスロ機である。遊技機は、コイン、メダル、遊技球又はトーク
ンなどの他、遊技者に付与された又は付与される、遊技価値の情報を記憶したカードなど
の遊技媒体を用いて遊技する遊技機であるが、以下ではメダルを用いるものとして説明す
る。
【００１５】
　尚、以後の説明において、遊技機１から遊技者に向かう側（方向）を遊技機１の前側（
前方向）と称し、前側とは逆側を後側（後方向、奥行方向）と称し、遊技者から見て右側
及び左側を遊技機１の右側（右方向）及び左側（左方向）とそれぞれ称する。また、前側
及び後側を含む方向は、前後方向又は厚み方向と称し、右側及び左側を含む方向は、左右
方向又は幅方向と称する。前後方向（厚み方向）及び左右方向（幅方向）に直交する方向
を上下方向又は高さ方向と称する。
【００１６】
　図１及び図２に示すように、遊技機１の外観は、矩形箱状の筐体２により構成されてい
る。筐体２は、前面側に矩形状の開口を有するキャビネット２１と、キャビネット２１の
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前面上部に配置された上ドア機構ＵＤと、キャビネット２１の前面下部に配置された下ド
ア機構ＤＤとを有している。キャビネット２１は、遊技に用いられる機器（例えばリール
（又は、ドラムともいう）など）を収容する。図３にも示すように、上ドア機構ＵＤ及び
下ドア機構ＤＤは、キャビネット２１の開口の形状及び大きさに対応するように形成され
ている。上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤは、キャビネット２１における開口の上部及
び下部を閉塞可能に設けられている。上ドア機構ＵＤは、上側表示窓ＵＤ１を中央部に有
している。上側表示窓ＵＤ１には、光を透過する透明パネルＵＤ１１が設けられている。
【００１７】
（表示ユニットＡ）
　図４に示すように、上ドア機構ＵＤの後側におけるキャビネット２１の内部には、表示
ユニットＡが設けられている。図５に示すように、表示ユニットＡは、キャビネット２１
内の中間支持板２１１上に着脱可能に設けられている。尚、中間支持板２１１は、キャビ
ネット２１内の上部空間と下部空間との仕切り壁として機能している。表示ユニットＡは
、映像を含む照射光を出射する照射光装置Ｂと、照射光装置Ｂからの照射光が照射される
ことにより映像を出現させるスクリーン装置Ｃとを有した所謂プロジェクションマッピン
グ装置である。
【００１８】
　ここで、プロジェクションマッピング装置は、建造物や自然物などの立体物の表面に映
像を投影するためのものであって、例えば、後述のスクリーンである役物に対して、その
位置（投影距離や角度など）や形状に基づいて生成される、演出情報に応じた映像を投影
することにより、高度で、かつ迫力のある演出を可能とする。
【００１９】
（表示ユニットＡ：照射光装置Ｂ）
　図６に示すように、照射光装置Ｂは、照射光を前方に出射するプロジェクタ機構Ｂ２と
、プロジェクタ機構Ｂ２の前方に配置され、プロジェクタ機構Ｂ２からの照射光を斜め下
後方に配置されたスクリーン装置Ｃ方向に反射するミラー機構Ｂ３と、プロジェクタ機構
Ｂ２及びミラー機構Ｂ３を収容したプロジェクタカバーＢ１とを有している。
【００２０】
（表示ユニットＡ：照射光装置Ｂ：プロジェクタ機構Ｂ２）
　プロジェクタ機構Ｂ２は、キャビネット２１内の後部に配置されている。プロジェクタ
機構Ｂ２は、水平配置された平板状のベース部材Ｂ２２を有している。ベース部材Ｂ２２
の下面には、レンズ機構Ｂ２１及び図示しない光源が設けられている。レンズ機構Ｂ２１
は、光源から出射された照射光を前方のミラー機構Ｂ３に向けて出射するように配置され
ている。
【００２１】
　また、ベース部材Ｂ２２の下面には、排熱機構Ｂ２３・Ｂ２４が設けられている。排熱
機構Ｂ２３・Ｂ２４は、レンズ機構Ｂ２１及び光源の右側及び左側にそれぞれ配置されて
いる。排熱機構Ｂ２３・Ｂ２４は、空気を流通させるダクトと空気を送出するファンとを
有しており、空気を後方に吹き出すことによって、照射光を生成する際に発生する熱を強
制的に後方に流動させるようになっている。図２に示すように、排熱機構Ｂ２３・Ｂ２４
における空気の流動方向には、キャビネット２１の通気穴２１ａが配置されている。これ
により、排熱機構Ｂ２３・Ｂ２４は、プロジェクタ機構Ｂ２の熱を空気と共に通気穴２１
ａを介して機外に強制的に排出することが可能になっている。
【００２２】
（表示ユニットＡ：照射光装置Ｂ：ミラー機構Ｂ３）
　図６に示すように、プロジェクタ機構Ｂ２の前方（照射光の出射方向）には、ミラー機
構Ｂ３が配置されている。図７に示すように、ミラー機構Ｂ３は、ミラーホルダＢ３１と
、ミラーホルダＢ３１に収容された光学ミラーＢ３２と、光学ミラーＢ３２の両端部をミ
ラーホルダＢ３１に固定するミラーストッパＢ３３・Ｂ３４とを有している。図８にも示
すように、ミラーホルダＢ３１は、前面が長方形状の板状に形成されている。ミラーホル
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ダＢ３１の各コーナー部には、角度調整穴Ｂ３１１が形成されていると共に、角度調整穴
Ｂ３１１を中心にして凹部Ｂ３１２が前面に形成されている。また、上下方向の角度調整
穴Ｂ３１１・Ｂ３１１間には、取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３１４が上下対称に形成されている
。
【００２３】
　一方、また、ミラーホルダＢ３１の後面には、ミラー保持部Ｂ３１３が形成されている
。ミラー保持部Ｂ３１３は、中央部に形成されており、角度調整穴Ｂ３１１及び取付け穴
Ｂ３１４に重複しないサイズで形成されている。ミラー保持部Ｂ３１３の左側及び右側に
は、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４がそれぞれ設けられている。ミラーストッパＢ３３・
Ｂ３４は、角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１と、取付け穴Ｂ３３４・Ｂ３４４とをそれぞれ
有している。ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４における角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１及び
取付け穴Ｂ３３４・Ｂ３４４は、ミラーホルダＢ３１における角度調整穴Ｂ３１１・Ｂ３
１１及び取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３１４に対応するように配置されている。
【００２４】
　ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４は、一部がミラー保持部Ｂ３１３と重複するように形成
されている。これにより、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４は、ミラー保持部Ｂ３１３に嵌
合された光学ミラーＢ３２の左右方向の両辺部に当接し、取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３３４・
Ｂ３４４によりミラーホルダＢ３１にネジ締結されることによって、光学ミラーＢ３２を
ミラーホルダＢ３１に保持させている。
【００２５】
　図９に示すように、上記のように構成されたミラー機構Ｂ３は、プロジェクタカバーＢ
１におけるリフレクタ保持部Ｂ１１の内側面に設けられている。リフレクタ保持部Ｂ１１
は、プロジェクタカバーＢ１の前面中央部に形成されており、上ドア機構ＵＤを開いたと
きに前側に露出するように配置されている。リフレクタ保持部Ｂ１１は、角度調整穴Ｂ１
１１を有している。角度調整穴Ｂ１１１は、ミラー機構Ｂ３の角度調整穴Ｂ３１１に対応
した位置に形成されている。
【００２６】
　リフレクタ保持部Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１には、図示しないネジが前面側から挿通
されており、このネジは、ミラーホルダＢ３１の角度調整穴Ｂ３１１を貫通する。そして
、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４の角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１は、ネジが螺合可能な
ネジ穴として形成されており、ミラーホルダＢ３１の角度調整穴Ｂ３１１を貫通したネジ
は、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４の角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１に螺合される。
【００２７】
　そして、上記ネジが角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１との螺合が緩む方向に回転されると
、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４との距離が広がることとなる
。一方、上記ネジが角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１との螺合が締まる方向に回転されると
、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４との距離が縮まることとなる
。
【００２８】
　上記のように、取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３３４・Ｂ３４４を介してミラーホルダＢ３１と
ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４とがネジ締結されており、これにより、ミラーホルダＢ３
１とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４との間に光学ミラーＢ３２が挟持されている。このよ
うに、ミラーホルダＢ３１と光学ミラーＢ３２とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４とは、ミ
ラー機構Ｂ３として一体化されており、ネジの回転によりリフレクタ保持部Ｂ１１とミラ
ーストッパＢ３３・Ｂ３４との距離を変化させることにより、リフレクタ保持部Ｂ１１と
ミラー機構Ｂ３との距離を増減することができる。そして、角度調整穴Ｂ３１１・３３１
・Ｂ３４１がミラー機構Ｂ３のコーナー部に対応して４方向に配置されているため、各角
度調整穴Ｂ３１１・３３１・Ｂ３４１の配置位置におけるリフレクタ保持部Ｂ１１とミラ
ー機構Ｂ３との距離を増減させることによって、プロジェクタ機構Ｂ２から出射された照
射光の進行方向に対する光学ミラーＢ３２の反射角度を微調整することを可能にしている
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。
【００２９】
　また、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１との間には、図示しないバネが設
けられている。バネは、後端面がミラーホルダＢ３１の凹部Ｂ３１２に当接されており、
前端面がリフレクタ保持部Ｂ１１の内壁面（後壁面）に当接されることによって、リフレ
クタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１とで挟持されている。そして、リフレクタ保持部
Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１から挿通されたネジが当該バネを貫通している。これにより
、ネジの回転に伴ってリフレクタ保持部Ｂ１１とミラー機構Ｂ３との距離が広がっても、
バネの付勢力により、ネジ頭部がリフレクタ保持部Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１に当接す
ることとなり、ネジ頭部が角度調整穴Ｂ１１１から飛び出してリフレクタ保持部Ｂ１１と
ネジとの位置関係が崩れてしまうことを防止することができる。
【００３０】
（表示ユニットＡ：照射光装置Ｂ：プロジェクタカバーＢ１）
　図１０に示すように、上記のように構成されたプロジェクタ機構Ｂ２及びミラー機構Ｂ
３は、プロジェクタカバーＢ１に収容されている。プロジェクタカバーＢ１は、水平配置
された上壁部Ｂ１２と、上壁部Ｂ１２の前側に配置されたリフレクタ保持部Ｂ１１と、上
壁部Ｂ１２の左右方向において左右対称に配置された側壁部Ｂ１３・Ｂ１３とを有してい
る。上壁部Ｂ１２は、前部が図５のキャビネット２１よりも前方に突出されている。上壁
部Ｂ１２の前辺中央部には、リフレクタ保持部Ｂ１１が前方に突出した形態に形成されて
おり、突出により形成された空間部に上述のミラー機構Ｂ３を角度調整可能に保持してい
る。
【００３１】
　また、側壁部Ｂ１３・Ｂ１３は、下端部から水平方向に突出された突出部Ｂ１３１を有
している。突出部Ｂ１３１は、前部側の第１突出部Ｂ１３１ａと、後部側の第２突出部Ｂ
１３１ｂとを有している。第１突出部Ｂ１３１ａは、プロジェクタカバーＢ１がキャビネ
ット２１に装着されたときに、キャビネット２１の開口部に対応する位置に形成されてお
り、キャビネット２１の開口部の幅よりも僅かに小さな幅に設定されている。一方、第２
突出部Ｂ１３１ｂは、プロジェクタカバーＢ１がキャビネット２１に装着されたときに、
キャビネット２１の開口部から後方の空間部に対応する位置に形成されており、後方の空
間部の幅よりも僅かに小さな幅に設定されている。即ち、各側壁部Ｂ１３・Ｂ１３は、第
１突出部Ｂ１３１ａの幅よりも第２突出部Ｂ１３１ｂの幅が広く形成されている。これに
より、プロジェクタカバーＢ１は、キャビネット２１における内部空間の大部分を覆うこ
とが可能になっている。
【００３２】
　プロジェクタカバーＢ１の下面側には、複数の孔Ｂ１５１を有した多孔板Ｂ１５が設け
られている。多孔板Ｂ１５は、金属（例えば、ステンレス、鉄、鋼、アルミ等）製の板に
打ち抜き加工を施すことにより複数の孔を開けたパンチングメタルである。複数の孔Ｂ１
５１は、多孔板Ｂ１５の全面において略均等に分散して形成されている。多孔板Ｂ１５は
、多孔板Ｂ１５の全面において空気を流通可能にしており、プロジェクタ機構Ｂ２の排熱
機構Ｂ２３・Ｂ２４による吸引により下側から上側への空気の流動を可能にしている。孔
Ｂ１５１のサイズ及び個数は、外部からプロジェクタカバーＢ１内を目視できない程度に
設定されている。孔Ｂ１５１は、丸、四角、六角形等の形状に形成されており、孔径は、
３～５ｍｍ程度となっている。
【００３３】
　多孔板Ｂ１５は、プロジェクタカバーＢ１の第１突出部Ｂ１３１ａ及び第２突出部Ｂ１
３１ｂを下側位置から覆うように形成されている。図１２に示すように、多孔板Ｂ１５は
、前部側の上側部Ｂ１５ａと、中部側の傾斜部Ｂ１５ｂと、後部側の下側部Ｂ１５ｃとを
有している。上側部Ｂ１５ａは、水平配置されている。傾斜部Ｂ１５ｂは、上側部Ｂ１５
ａの後辺から斜め下後方に曲折されることにより形成されている。下側部Ｂ１５ｃは、傾
斜部Ｂ１５ｂの後辺から水平方向に曲折されることにより形成されている。
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【００３４】
　多孔板Ｂ１５の上側部Ｂ１５ａは、プロジェクタカバーＢ１の側壁部Ｂ１３・Ｂ１３に
取付けられている。これにより、多孔板Ｂ１５は、プロジェクタカバーＢ１の前部を上側
部Ｂ１５ａで下側から覆い、プロジェクタカバーＢ１の中部から後部にかけて傾斜部Ｂ１
５ｂ及び下側部Ｂ１５ｃで下側から覆うように配置されている。図１０に示すように、多
孔板Ｂ１５の下方には、スクリーン装置Ｃにおけるフロントスクリーン機構Ｅ１が配置さ
れている。
【００３５】
　詳細は後述するが、フロントスクリーン機構Ｅ１は、照射光による映像の出現を禁止す
る待機姿勢となる上側に配置されたフロント待機位置と、照射光による映像の出現を許可
する露出姿勢となる下側に配置されたフロント露出位置との間を回動可能にされており、
待機姿勢におけるフロントスクリーン機構Ｅ１は、多孔板Ｂ１５の傾斜部Ｂ１５ｂに略平
行に近接した傾斜姿勢にされている。一方、フロントスクリーン機構Ｅ１が露出姿勢とな
ったときには、多孔板Ｂ１５の下方に大きな空間部が出現し、この空間部に存在する空気
が流動抵抗のない状態で多孔板Ｂ１５に到達し、複数の孔Ｂ１５１を通過することによっ
て、スクリーン装置Ｃ内への空気の流入を容易にして冷却効率を高めることを可能にして
いる。
【００３６】
　また、多孔板Ｂ１５は、プロジェクタカバーＢ１の下面を覆うように設けられることに
よって、例えば図１３に示すように、前側に位置した遊技者の目線位置がスクリーン装置
Ｃの上下方向及び左右方向の中心部の水平線上に存在し、この目線位置から照射光装置Ｂ
を見上げる状態になったとしても、多孔板Ｂ１５により照射光装置Ｂの内部を目視されな
いようにしている。
【００３７】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ）
　図１４に示すように、上記のように構成された照射光装置Ｂは、スクリーン装置Ｃの上
面にネジ締結により連結されている。これにより、表示ユニットＡは、照射光装置Ｂとス
クリーン装置Ｃとをユニット化して一体的に取り扱うことが可能になっている。
【００３８】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン筐体Ｃ１０）
　スクリーン装置Ｃは、箱形形状のスクリーン筐体Ｃ１０を有している。図１５にも示す
ように、スクリーン筐体Ｃ１０は、水平配置された底板Ｃ１と、底板Ｃ１の右端部に立設
された右側板Ｃ２と、底板Ｃ１の左端部に立設された左側板Ｃ３と、底板Ｃ１の後端部に
立設された背板Ｃ４とを有している。これにより、底板Ｃ１に対して右側板Ｃ２と左側板
Ｃ３と背板Ｃ４とがネジ締結により連結されることによって、遊技者が位置する前面側と
、照射光装置Ｂが位置する上面側とが開放された箱形形状のスクリーン筐体Ｃ１０が形成
されている。
【００３９】
　スクリーン筐体Ｃ１０を構成する底板Ｃ１と右側板Ｃ２と左側板Ｃ３と背板Ｃ４とは、
それぞれが独立して所定形状に形成されており、固定スクリーン機構Ｄ等の所定の機能部
品が取付け可能にされている。これにより、スクリーン装置Ｃのユニット全体として共通
化を図れない場合でも、底板Ｃ１と右側板Ｃ２と左側板Ｃ３と背板Ｃ４との板部材単位で
共通化することが可能になっている。また、板部材毎の部分的な変更が可能であるため、
遊技機１の機種毎に容易に仕様変更することが可能になっている。
【００４０】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン筐体Ｃ１０：底板Ｃ１）
　具体的に説明すると、スクリーン筐体Ｃ１０の底板Ｃ１は、上面視が長方形の平板形状
に形成されている。底板Ｃ１の上面には、中央部に配置された中央載置部Ｃ１１と、中央
載置部Ｃ１１を中心として左右方向に配置された右載置部Ｃ１２及び左載置部Ｃ１３とを
有している。これらの載置部Ｃ１１・Ｃ１２・Ｃ１３は、凹状に形成されている。中央載
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置部Ｃ１１は、固定スクリーン機構Ｄの下端部が嵌合されることによって、固定スクリー
ン機構Ｄを位置決め可能に載置している。右載置部Ｃ１２及び左載置部Ｃ１３は、右可動
体ベースＣ５及び左可動体ベースＣ６の下端部がそれぞれ嵌合されることによって、右可
動体ベースＣ５及び左可動体ベースＣ６をそれぞれ位置決め可能に載置している。
【００４１】
　また、底板Ｃ１の前辺部Ｃ１４は、下方に曲折されることによって、先端部が底板Ｃ１
の下面よりも下方に位置されている。前辺部Ｃ１４には、複数の貫通穴Ｃ１４１が形成さ
れている。図５に示すように、前辺部Ｃ１４は、表示ユニットＡがキャビネット２１の中
間支持板２１１に載置されながら組み込まれる際に、中間支持板２１１の前面に当接する
ことによって、キャビネット２１内の後方への位置決めを行うことを可能にしている。そ
して、表示ユニットＡは、前辺部Ｃ１４の貫通穴Ｃ１４１を介してキャビネット２１の前
面にネジ締結されることによって、キャビネット２１の前面側からの表示ユニットＡの組
み込み作業及び据え付け作業を行うことが可能になっている。
【００４２】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン筐体Ｃ１０：右側板Ｃ２、左側板Ｃ３
）
　図１５及び図１６に示すように、スクリーン筐体Ｃ１０の右側板Ｃ２及び左側板Ｃ３は
、操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１を有している。操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１は、取っ手と
して形成されており、操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１に手を引っかけることによって表示ユ
ニットＡを持ち運ぶことができるようになっている。操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１は、フ
ロントスクリーン駆動機構Ｅ２のクランクギアＥ２１・Ｅ２１の側方に配置されている。
操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１は、水平方向に長手方向を一致させた長方形状に形成されて
いる。操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１の開口面積は、クランクギアＥ２１・Ｅ２１を外部か
ら人手により操作することができる程度に設定されている。
【００４３】
　これにより、表示ユニットＡをキャビネット２１に組み込んだ後に、待機位置のフロン
トスクリーン機構Ｅ１を手動で移動させる場合は、先ず、上ドア機構ＵＤが開放されたキ
ャビネット２１の前面側から表示ユニットＡを取り出す。具体的には、キャビネット２１
の前面側に位置した作業者がキャビネット２１に対する表示ユニットＡのネジ締結を解除
してネジを取り外す。そして、キャビネット２１内に手を伸ばして表示ユニットＡの操作
用開口部Ｃ２１・Ｃ３１を両手で把持し、表示ユニットＡをキャビネット２１外に取り出
す。この後、例えば図１７に示すように、取り外した表示ユニットＡの一方の操作用開口
部Ｃ２１からスクリーン装置Ｃ内に手を伸ばし、操作用開口部Ｃ２１から水平方向に見え
るクランクギアＥ２１を回転させることによって、ロック状態のフロントスクリーン機構
Ｅ１を待機位置から容易に移動させることができる。フロントスクリーン機構Ｅ１のロッ
ク状態については後述する。待機位置からの移動によりロック状態が解除されると、フロ
ントスクリーン機構Ｅ１を所望の位置に素早く回動させることができる。
【００４４】
　なお、上ドア機構ＵＤを開けた状態で、キャビネット２１の開口の前方から、キャビネ
ット２１の側面壁２１２とスクリーン装置Ｃの右側板Ｃ２との間のスペース内に手を伸ば
し、操作用開口部Ｃ２１からクランクギアＥ２１を操作することによって、クランクギア
Ｅ２１を回転させることができる。この場合には、表示ユニットＡをキャビネット２１外
に取り外さなくても、フロントスクリーン機構Ｅ１のロック状態を解除することができる
。
【００４５】
　また、右側板Ｃ２には、モータ収容部Ｃ２２が形成されている。モータ収容部Ｃ２２は
、リールスクリーン駆動機構Ｆ２の駆動モータＦ２１を収容している。
【００４６】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン筐体Ｃ１０：背板Ｃ４）
　図１８に示すように、スクリーン筐体Ｃ１０の背板Ｃ４は、平板状に形成されており、
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背面に中継基板ＣＫが設けられている。中継基板ＣＫは、表示ユニットＡにおける複数の
信号線を集合して表示ユニットＡ外との配線を一箇所で行うことを可能にしている。中継
基板ＣＫは、背板Ｃ４の背面に設けられることによって、キャビネット２１の背面壁２１
３の前方に配置された状態にされている。即ち、中継基板ＣＫは、キャビネット２１の背
面壁２１３とスクリーン筐体Ｃ１０の背板Ｃ４との隙間に配置されている。中継基板ＣＫ
の下方には、図５に示すように、表示ユニットＡを支持する中間支持板２１１の貫通穴２
１１１が配置されており、中継基板ＣＫの信号線が挿通されている。
【００４７】
　これにより、中継基板は、スクリーン装置Ｃの外部に配置されることによって、配線作
業が容易化されていると共に、スクリーン装置Ｃ内に中継基板ＣＫ用の設置スペースを確
保することを不要にし、スクリーン装置Ｃ内の設計の自由度を拡大させている。
【００４８】
　また、図１８に示すように、背板Ｃ４には、操作用開口部Ｃ４１が形成されている。操
作用開口部Ｃ４１は、右側下部に配置されており、フロントスクリーン駆動機構Ｅ２の中
間ギアＥ２３に対向されている。操作用開口部Ｃ４１は、中間ギアＥ２３を手動で操作可
能なサイズに形成されている。これにより、表示ユニットＡをキャビネット２１に組み込
んだ後に、待機位置のフロントスクリーン機構Ｅ１を手動で移動させる場合は、先ず、表
示ユニットＡをキャビネット２１から取り外す。この後、操作用開口部Ｃ４１からスクリ
ーン装置Ｃ内に手を伸ばし、操作用開口部Ｃ４１から水平方向に見える中間ギアＥ２３を
回転させることによって、ロック状態のフロントスクリーン機構Ｅ１を待機位置から容易
に移動させることができる。
【００４９】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン機構）
　スクリーン筐体Ｃ１０の内部には、照射光装置Ｂからの照射光の照射により映像を出現
させる複数のスクリーン機構が照射対象を切替え可能に設けられている。具体的には、複
数のスクリーン機構として固定スクリーン機構Ｄとフロントスクリーン機構Ｅ１とリール
スクリーン機構Ｆ１とが設けられている。各スクリーン機構Ｄ・Ｅ１・Ｆ１の詳細な構造
は後述する。
【００５０】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン位置関係）
　図１９に示すように、固定スクリーン機構Ｄは、照射光の照射方向に存在する固定露出
位置に固定状態で設けられている。図２０に示すように、フロントスクリーン機構Ｅ１は
、フロント露出位置とフロント待機位置との間を回動可能に設けられている。固定露出位
置とフロント露出位置との位置関係は、フロント露出位置が照射光の照射方向であって且
つ固定露出位置よりも前方に存在するように設定されている。これにより、フロントスク
リーン機構Ｅ１がフロント露出位置に移動した場合は、フロントスクリーン機構Ｅ１が固
定スクリーン機構Ｄを前方から覆い隠した状態にすることによって、照射光による映像を
フロントスクリーン機構Ｅ１だけに出現可能にしている。フロントスクリーン機構Ｅ１が
フロント待機位置に移動した場合は、固定スクリーン機構Ｄを露出させることによって、
照射光による映像を固定スクリーン機構Ｄに出現可能にしている。
【００５１】
　また、図２１に示すように、リールスクリーン機構Ｆ１は、リール露出位置とリール待
機位置との間を回動可能に設けられている。リール露出位置と固定露出位置との位置関係
は、リール露出位置が照射光の照射方向であって且つ固定露出位置よりも前方に存在する
ように設定されている。これにより、リールスクリーン機構Ｆ１がリール露出位置に移動
した場合は、リールスクリーン機構Ｆ１が固定スクリーン機構Ｄを前方から覆い隠した状
態にすることによって、照射光による映像をリールスクリーン機構Ｆ１だけに出現可能に
している。リールスクリーン機構Ｆ１がリール待機位置に移動した場合は、固定スクリー
ン機構Ｄを露出させることによって、照射光による映像を固定スクリーン機構Ｄに出現可
能にしている。
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【００５２】
　フロント待機位置とリール待機位置との位置関係は、フロント待機位置に存在するフロ
ントスクリーン機構Ｅ１とリール待機位置に存在するリールスクリーン機構Ｆ１とが干渉
しないように設定されている。即ち、フロント待機位置は、固定スクリーン機構Ｄの上方
に配置されている一方、リール待機位置は、固定スクリーン機構Ｄの後方に配置されてい
る。これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動距離がリールスクリーン機構Ｆ１の
回動距離よりも短くされている。
【００５３】
　フロントスクリーン機構Ｅ１とリールスクリーン機構Ｆ１とは、回動による作動領域の
重複が最小限になるように、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動中心軸とリールスクリー
ン機構Ｆ１の回動中心軸とが相違されている。具体的には、フロントスクリーン機構Ｅ１
の回動中心軸は、リールスクリーン機構Ｆ１の回動中心軸よりもフロント待機位置方向と
なる上方に設定されている。これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１の移動が最小限に
設定されている。
【００５４】
　また、フロントスクリーン機構Ｅ１とリールスクリーン機構Ｆ１とは、少なくとも一方
のスクリーン機構Ｅ１・Ｆ１が待機位置に存在することを条件として回動可能にされてい
る。これにより、スクリーン機構Ｅ１・Ｆ１同士の回動時における干渉が防止されている
。
【００５５】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：固定スクリーン機構Ｄ）
　図１５及び図１６に示すように、固定スクリーン機構Ｄは、スクリーン筐体Ｃ１０の底
板Ｃ１上にネジ締結により固定されている。固定スクリーン機構Ｄは、正面反射部Ｄ１と
右面反射部Ｄ２と左面反射部Ｄ３と下面反射部Ｄ４とを有している。これらの反射部Ｄ１
～Ｄ４の反射面は、照射光装置Ｂからの照射光の光軸に対してそれぞれ異なる角度に設定
されている。
【００５６】
　尚、固定スクリーン機構Ｄは、照射光の光軸に対して複数の異なる角度の反射面を有す
る構成であれば、例えば２面や３面、５面の反射部を有してもよいし、或いは、光軸に対
して連続的に異なる角度となる、曲率中心点が前面側に位置する湾曲状や円弧状の反射面
の反射部を備えていてもよい。
【００５７】
　上記の正面反射部Ｄ１は、反射面が前側の遊技者に対して対向配置されており、固定ス
クリーン機構Ｄの前方上部に配置された照射光装置Ｂからの反射光の大部分を前方に反射
するように設定されている。右面反射部Ｄ２及び左面反射部Ｄ３は、正面反射部Ｄ１の右
辺部及び左辺部に接合されており、正面反射部Ｄ１を中心として左右対称に配置されてい
る。右面反射部Ｄ２及び左面反射部Ｄ３は、正面反射部Ｄ１における左右方向の幅よりも
前端部間の幅が拡大するように配置されている。これにより、右面反射部Ｄ２及び左面反
射部Ｄ３は、反射面に対する照射光の反射方向が正面反射部Ｄ１方向に向い易くなること
によって、照射光による映像を出現させながら照射光の一部を正面反射部Ｄ１方向に反射
するようになっている。また、下面反射部Ｄ４についても、反射面に対する照射光の反射
方向が正面反射部Ｄ１方向に向い易くなることによって、照射光による映像を出現させな
がら照射光の一部を正面反射部Ｄ１方向に反射するようになっている。
【００５８】
　上記の固定スクリーン機構Ｄは、反射面の明度が後述のフロントスクリーン機構Ｅ１及
びリールスクリーン機構Ｆ１の各反射面の明度よりも低く設定されている。即ち、固定ス
クリーン機構Ｄは、照射光が反射面を反射する光量が、フロントスクリーン機構Ｅ１及び
リールスクリーン機構Ｆ１の反射面を反射する光量よりも少なくされている。これにより
、固定スクリーン機構Ｄは、反射部Ｄ１～Ｄ４の乱反射による光の混合による白ぼけが防
止されている。尚、固定スクリーン機構Ｄは、正面反射部Ｄ１の明度よりも他の反射部Ｄ
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２・Ｄ３・Ｄ４の明度が低くされていてもよい。この場合には、他の反射部Ｄ２・Ｄ３・
Ｄ４における照射光の正面反射部Ｄ１への反射を低減できるため、正面反射部Ｄ１におい
て映像を強く出現させながら白ぼけを低減することができる。
【００５９】
　なお、明度としては、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系（Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間）やＬ＊ｕ＊ｖ＊表色
系（Ｌ＊ｕ＊ｖ＊色空間）におけるBrightnessを採用することができるが、白を基準とし
て、その他の色を相対値で表すことができるのであれば、どのように定義することも可能
である。
【００６０】
　固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度と、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスク
リーン機構Ｆ１の反射面の明度とは、固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度が、フロント
スクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の反射面の明度よりも低ければ特に限
定されない。例えば、固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度を、フロントスクリーン機構
Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の反射面の明度よりも、５～２５％（又は１０～２０
％）程度低い値とすればよい。
【００６１】
　固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度を、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスク
リーン機構Ｆ１の反射面の明度よりも低くするためには、固定スクリーン機構Ｄの基材に
塗布する塗料の色を、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の基材
に塗布する塗料の色よりも、黒くすればよい。例えば、フロントスクリーン機構Ｅ１及び
リールスクリーン機構Ｆ１の基材に塗布する塗料として白色のものを使用し、固定スクリ
ーン機構Ｄの基材に塗布する塗料としては、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスク
リーン機構Ｆ１の基材に塗布する塗料に対して黒色顔料が添加されたものを使用すればよ
い。
【００６２】
　このような塗料において、白色顔料（例えば、酸化チタン）と黒色顔料（例えば、カー
ボンブラック）との割合を異ならせることによって、スクリーン機構の反射面の明度を変
化させることができる。例えば、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構
Ｆ１の基材に塗布する塗料には、白色顔料と黒色顔料とのうち白色顔料のみが含まれ、固
定スクリーン機構Ｄの基材に塗布する塗料には、白色顔料と黒色顔料の双方が含まれるよ
うにしてもよい。また、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の基
材に塗布する塗料よりも、固定スクリーン機構Ｄに塗布する塗料の方が、白色顔料に対す
る黒色顔料の割合が（例えば、５～２５％（又は１０～２０％）程度）高くなるようにし
てもよい。なお、これらのスクリーン機構の基材に塗布する塗料としては、従来公知のス
クリーン用塗料を適宜採用することができ、スクリーンの型（例えば、拡散型や反射型）
に応じて調整することができる。
【００６３】
　なお、固定スクリーン機構Ｄの基材に塗布する塗料に黒色顔料を含ませるのではなく、
固定スクリーン機構Ｄの基材を成形する前に、当該基材の材料となる樹脂中に黒色顔料を
分散させることにより、基材自体に色を付け、基材自体の明度を低くしてもよい。
【００６４】
　また、光の乱反射を防止するという観点からは、周囲壁（底板Ｃ１、右側板Ｃ２、左側
板Ｃ３、及び、背板Ｃ４）等、スクリーン筐体Ｃ１０を構成する部材やスクリーン筐体Ｃ
１０の内部に配置された他の部材（スクリーン以外の部材）の明度も低くすることが望ま
しい。それらの部材の明度は、固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度よりも低いことが望
ましく、例えば、周囲壁については、スクリーンとして映像が投影されることを考慮する
必要がないため、明度は低ければ低いほど望ましい。すなわち、周囲壁の色は、黒に近い
ほど望ましい。
【００６５】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：フロントスクリーン機構Ｅ１）
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　図２２に示すように、フロントスクリーン機構Ｅ１は、投影面Ｅ１１ａを全面に有した
長方形状のフロントスクリーン部材Ｅ１１と、第１模様面Ｅ１２ａ等の模様を両面に有し
たフロントスクリーン支持台Ｅ１２とを有している。フロントスクリーン部材Ｅ１１は、
薄板状の平面パネルにスクリーン塗料を塗布することにより形成されている。これにより
、フロントスクリーン部材Ｅ１１は、投影面Ｅ１１ａが平坦状に形成されることによって
、照射光の照射時に歪みの無い映像を出現させるようになっている。
【００６６】
　一方、フロントスクリーン支持台Ｅ１２は、フロントスクリーン部材Ｅ１１を保持する
保持凹部Ｅ１２１を有している。保持凹部Ｅ１２１は、フロントスクリーン部材Ｅ１１の
投影面Ｅ１１ａに対して僅かに拡大した状態で相似する開口形状を有しており、フロント
スクリーン部材Ｅ１１全体を収容している。また、保持凹部Ｅ１２１は、深さが深部と浅
部との２段階に設定されている。浅部は、フロントスクリーン支持台Ｅ１２の周縁部に形
成された段部Ｅ１２１ａと、中心部を通過する短手方向の両端にかけて直線状に形成され
た段部Ｅ１２１ｂとで実現されている。
【００６７】
　これにより、保持凹部Ｅ１２１に収容されたフロントスクリーン部材Ｅ１１は、周縁部
の段部Ｅ１２１ａと中心部を通過する直線状の段部Ｅ１２１ｂとに当接及び支持され、残
りの深部部分から離隔された状態にされている。この結果、深部部分におけるフロントス
クリーン支持台Ｅ１２の変形が、フロントスクリーン部材Ｅ１１を変形させて投影面Ｅ１
１ａに歪みを引き起こすことが防止されている。
【００６８】
　また、フロントスクリーン支持台Ｅ１２は、投影面Ｅ１１ａの周囲の一部領域に第１模
様面Ｅ１２ａを有している。第１模様面Ｅ１２ａは、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロ
ント露出位置に位置されたときに、前方の遊技者から目視可能にされている。さらに、フ
ロントスクリーン支持台Ｅ１２は、第１模様面Ｅ１２ａとは反対側の面全体に第２模様面
Ｅ１２ｂを有している。第２模様面Ｅ１２ｂは、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント
待機位置に位置されたときに、前方の遊技者から目視可能にされている。これらの第１模
様面Ｅ１２ａ及び第２模様面Ｅ１２ｂは、例えば遊技の演出に関連した模様が凹凸により
立体的に形成されている。
【００６９】
　上記のように構成されたフロントスクリーン部材Ｅ１１とフロントスクリーン支持台Ｅ
１２とは、別個に形成された後に、接着剤で接着されることにより一体化されている。こ
れにより、フロントスクリーン機構Ｅ１は、フロントスクリーン支持台Ｅ１２に模様等を
形成する際の成形収縮等によりひけが発生することがあっても、このひけがフロントスク
リーン部材Ｅ１１から機械的に分離した状態で発生するため、フロントスクリーン部材Ｅ
１１における投影面Ｅ１１ａのひけによる歪みの発生を防止することが可能になっている
。
【００７０】
　なお、フロントスクリーン部材Ｅ１１とフロントスクリーン支持台Ｅ１２との固着方法
としては、接着剤での接着に限らず、ネジ締結等の任意の方法を採用することができる。
【００７１】
　フロントスクリーン部材Ｅ１１を構成する平面パネル、及び、フロントスクリーン支持
台Ｅ１２は、それぞれ射出成形により作製される。フロントスクリーン部材Ｅ１１を構成
する平面パネル、及び、フロントスクリーン支持台Ｅ１２の材料としては、射出成形を行
った場合にひけが発生し得る熱可塑性樹脂（例えば、ＡＢＳ樹脂等）を適宜採用すること
ができる。
【００７２】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）
　上記のフロントスクリーン機構Ｅ１は、フロントスクリーン駆動機構Ｅ２の駆動力によ
り回動可能にされている。図１５及び図１６に示すように、フロントスクリーン駆動機構
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Ｅ２は、フロントスクリーン機構Ｅ１の左端部下面に連結された左フロントスクリーン駆
動機構Ｅ２Ａと、フロントスクリーン機構Ｅ１の右端部下面に連結された右フロントスク
リーン駆動機構Ｅ２Ｂとを有している。
【００７３】
　図２３及び図２４に示すように、右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂは、クランク部
材Ｅ２２とクランクギアＥ２１と中間ギアＥ２３とモータ軸ギアＥ２４と駆動モータＥ２
５とを有している。右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂにおけるクランク部材Ｅ２２は
、上端部（一端部）がフロントスクリーン機構Ｅ１の右端部下面に連結されている。図２
５に示すように、クランク部材Ｅ２２は、中間位置Ｅ２２ａにおいて図１５の右可動体ベ
ースＣ５に回転自在に軸支されている。これにより、クランク部材Ｅ２２は、中間位置Ｅ
２２ａを回転中心として上端部及び下端部（他端部）を回動可能にしている。
【００７４】
　クランク部材Ｅ２２は、中間位置Ｅ２２ａから上端部側の上側領域と、中間位置Ｅ２２
ａから下端部側の下側領域とを有している。図２５のようにクランク部材Ｅ２２を側面視
したとき、上側領域における中心線（中間位置Ｅ２２ａと、クランク部材Ｅ２２の上端辺
における中点とを通過する直線）は、待機姿勢において上下方向となるように設定されて
いる。一方、下側領域における中心線（中間位置Ｅ２２ａと、クランク部材Ｅ２２の下端
辺における中点とを通過する直線）は、待機姿勢において下側が上側よりも前側に傾斜す
るように設定されている。
【００７５】
　クランク部材Ｅ２２の下側領域には、スライド溝Ｅ２２ｂが形成されている。スライド
溝Ｅ２２ｂは、溝壁面Ｅ２２ｂ１が側面視Ｕ字形状となるように形成されている。該Ｕ字
は、２つの直線部と、該２つの直線部の端部同士を結んだ曲線部とから構成されている。
２つの直線部は、平行に形成されており、スライド溝Ｅ２２ｂは、溝壁面Ｅ２２ｂ１の上
記直線部に相当する面が下側領域の中心線に平行に設定されている。スライド溝Ｅ２２ｂ
には、スライド部材Ｅ２６が移動自在に係合されている。スライド溝Ｅ２２ｂの溝幅（上
記２つの直線部間の距離）は、スライド部材Ｅ２６の部材幅にほぼ一致されており、移動
時において摺動するように設定されている。即ち、スライド部材Ｅ２６は、常時、スライ
ド溝Ｅ２２ｂの溝壁面Ｅ２２ｂ１に当接状態にされている。また、スライド溝Ｅ２２ｂの
上端部は、フロントスクリーン機構Ｅ１が待機姿勢である場合において、スライド部材Ｅ
２６が上端面（上記曲線部に相当する面）に当接するように設定されている。一方、スラ
イド溝Ｅ２２ｂの下端部は、スライド部材Ｅ２６の一部を露出可能に開放状態にされてい
る。
【００７６】
　上記のスライド部材Ｅ２６は、クランクギアＥ２１の偏心位置Ｅ２１ｂに回転自在に軸
支されている。クランクギアＥ２１の回転中心位置Ｅ２１ａは、図２４の右可動体ベース
Ｃ５に回転自在に軸支されている。クランクギアＥ２１の回転中心位置Ｅ２１ａは、フロ
ントスクリーン機構Ｅ１が待機姿勢又は露出姿勢である場合において、回転中心位置Ｅ２
１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ線分が、クランク部材Ｅ２２における中間位置Ｅ２２ａ
とスライド部材Ｅ２６の中心点とを結ぶ線分に対して直交する関係を有するように設定さ
れている。
【００７７】
　これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１が待機姿勢又は露出姿勢である場合において
は、クランク部材Ｅ２２の下側領域を回動させる方向に力が働いても、この力の全成分の
付与方向に回転中心位置Ｅ２１ａが存在し、固定端として作用するため、スライド部材Ｅ
２６が移動することはない。この結果、クランク部材Ｅ２２の中間位置Ｅ２２ａとクラン
クギアＥ２１の回転中心位置Ｅ２１ａとを固定端とし、スライド部材Ｅ２６を自由端とす
る０自由度の三節リンクによるトラス構造が形成されるため、フロントスクリーン機構Ｅ
１を手で押した場合でも、クランク部材Ｅ２２及びクランクギアＥ２１が強固なブレーキ
として作用することによって、フロントスクリーン機構Ｅ１が動くことはない。
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【００７８】
　上記のクランクギアＥ２１には、中間ギアＥ２３が噛合されている。中間ギアＥ２３に
は、モータ軸ギアＥ２４が噛合されている。モータ軸ギアＥ２４は、駆動モータＥ２５の
駆動軸が接続されている。これにより、右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂは、駆動モ
ータＥ２５の回転駆動力をモータ軸ギアＥ２４及び中間ギアＥ２３を介してクランクギア
Ｅ２１に伝達可能にされている。
【００７９】
　ここで、クランクギアＥ２１に付与された回転駆動力の全成分は、スライド部材Ｅ２６
の旋回軌跡の接線方向に一致する。また、図２６及び図２８に示すように、フロントスク
リーン機構Ｅ１が待機姿勢又は露出姿勢である場合において、回転中心位置Ｅ２１ａと偏
心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ線分が、クランク部材Ｅ２２における中間位置Ｅ２２ａとスライ
ド部材Ｅ２６の中心点とを結ぶ線分に対して直交する関係を有するように設定されている
ため、旋回軌跡の接線方向がクランク部材Ｅ２２のスライド溝Ｅ２２ｂの溝壁面に平行と
なっている。これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１が待機姿勢又は露出姿勢である場
合において、クランクギアＥ２１に回転駆動力が付与されると、スライド部材Ｅ２６の移
動方向（接線方向）に反力となる溝壁面が存在しないため、クランクギアＥ２１が容易に
回転を開始する。
【００８０】
　クランクギアＥ２１に回転駆動力が付与された場合は、偏心位置Ｅ２１ｂに設けられた
スライド部材Ｅ２６がスライド溝Ｅ２２ｂとの摺動によりスライド溝Ｅ２２ｂに沿って移
動自在にされているため、クランク部材Ｅ２２の中間位置Ｅ２２ａとクランクギアＥ２１
の回転中心位置Ｅ２１ａとを固定端とし、スライド部材Ｅ２６を溝壁面に沿って移動自在
の自由端にした１自由度の二節リンクが形成される。そして、スライド部材Ｅ２６が回動
すると、スライド部材Ｅ２６が係合されたスライド溝Ｅ２２ｂを備えたクランク部材Ｅ２
２が中間位置Ｅ２２ａを支点として回動し、クランク部材Ｅ２２の上側領域を回動させる
ことになる。この結果、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置及びフロント露
出位置間を移動することになる。
【００８１】
　また、フロントスクリーン機構Ｅ１の移動速度は、フロントスクリーン機構Ｅ１が待機
姿勢又は露出姿勢である場合において停止状態０であり、徐々に増速し、待機姿勢及び露
出姿勢間の中間姿勢（図２７）において最大速度となった後、徐々に減速し、露出姿勢及
び待機姿勢になったときに停止状態０になる。これにより、クランクギアＥ２１の角加速
度が小さな状態（慣性モーメント）で回動を開始及び停止させることができるため、クラ
ンクギアＥ２１に必要なトルクを小さくすることが可能になり、結果として駆動機構（中
間ギアＥ２３、モータ軸ギアＥ２４、駆動モータＥ２５）の過負荷による故障や消耗を低
減することが可能になっている。
【００８２】
　図１５に示すように、上記のように構成された右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂは
、モータ軸ギアＥ２４と駆動モータＥ２５とを除いて、左フロントスクリーン駆動機構Ｅ
２Ａと同一構成とされている。そして、左フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ａと右フロン
トスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂとは、左右対称に配置されている。左フロントスクリーン駆
動機構Ｅ２ＡのクランクギアＥ２１と右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂのクランクギ
アＥ２１とは、シャフト部材Ｅ３を介して連結され、駆動モータＥ２５の回転駆動力が均
等に付与されるようになっている。
【００８３】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：リールスクリーン機構Ｆ１）
　図１５及び図１６に示すように、リールスクリーン機構Ｆ１は、湾曲形状の平板からな
るリールスクリーン部Ｆ１１と、リールスクリーン部Ｆ１１の左端に接続された左リール
スクリーン支持部Ｆ１２と、リールスクリーン部Ｆ１１の右端に接続された右リールスク
リーン支持部Ｆ１３とを有している。
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【００８４】
　リールスクリーン部Ｆ１１は、回動方向に近似した形状に湾曲されており、回動中心側
である裏面に模様が形成されている。この裏面の模様は、リールスクリーン機構Ｆ１がリ
ール待機位置に位置されたときに、前方の遊技者から目視可能にされている。また、リー
ルスクリーン部Ｆ１１の表面は、周縁部に模様が形成されていると共に、周縁部の内周領
域が投影面とされている。投影面は、リールスクリーン機構Ｆ１がリール露出位置に位置
されたときに、照射光の照射により映像を出現可能になっている。
【００８５】
　左右のリールスクリーン支持部Ｆ１２・Ｆ１３の一端部は、リールスクリーン部Ｆ１１
に接続されている。一方、リールスクリーン支持部Ｆ１２・Ｆ１３の他端部は、図示しな
い突出部をそれぞれ有している。突出部は、各リールスクリーン支持部Ｆ１２・Ｆ１３の
外側に水平方向に突出されており、リールスクリーン駆動機構Ｆ２に連結されることによ
って、リールスクリーン機構Ｆ１の回動中心軸とされている。
【００８６】
（第２実施形態）
　以下、図面を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。
　遊技機は、いわゆるパチスロ機である。遊技機は、コイン、メダル、遊技球又はトーク
ンなどの他、遊技者に付与された又は付与される、遊技価値の情報を記憶したカードなど
の遊技媒体を用いて遊技する遊技機であるが、以下ではメダルを用いるものとして説明す
る。
【００８７】
　尚、以後の説明において、遊技機１から遊技者に向かう側（方向）を遊技機１の前側（
前方向）と称し、前側とは逆側を後側（後方向、奥行方向）と称し、遊技者から見て右側
及び左側を遊技機１の右側（右方向）及び左側（左方向）とそれぞれ称する。また、前側
及び後側を含む方向は、前後方向又は厚み方向と称し、右側及び左側を含む方向は、左右
方向又は幅方向と称する。前後方向（厚み方向）及び左右方向（幅方向）に直交する方向
を上下方向又は高さ方向と称する。
【００８８】
　図２９及び図３０に示すように、遊技機１の外観は、矩形箱状の筐体２により構成され
ている。筐体２は、前面側に矩形状の開口を有する金属製のキャビネットＧと、キャビネ
ットＧの前面上部に配置された上ドア機構ＵＤと、キャビネットＧの前面下部に配置され
た下ドア機構ＤＤとを有している。
【００８９】
　また、キャビネットＧの上面壁Ｇ４には、左右方向に関して所定間隔隔てて、上下方向
に貫通する２つの開口Ｇ４１が形成されている。そして、この２つの開口Ｇ４１それぞれ
を塞ぐように木製の板部材Ｇ４２が上面壁Ｇ４に取り付けられている。
【００９０】
　図３１にも示すように、上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤは、キャビネットＧの開口
の形状及び大きさに対応するように形成されている。上ドア機構ＵＤ及び下ドア機構ＤＤ
は、キャビネットＧにおける開口の上部及び下部を閉塞可能に設けられている。上ドア機
構ＵＤは、上側表示窓ＵＤ１を中央部に有している。上側表示窓ＵＤ１には、光を透過す
る透明パネルＵＤ１１が設けられている。
【００９１】
　図３２に示すように、キャビネットＧ内は、中間支持板Ｇ１により上部空間と下部空間
とに仕切られている。即ち、中間支持板Ｇ１は、キャビネットＧ内を上部空間と下部空間
とに仕切る仕切板として機能している。上部空間は、キャビネットＧ内の上ドア機構ＵＤ
の後側となる空間であり、表示ユニットＡ等が収容される。また、下部空間は、キャビネ
ットＧ内の下ドア機構ＤＤの後側となる空間であり、リールユニットＲＵや、遊技機１全
体の動作を司る主制御基板ＭＳ等が収容される。
【００９２】
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（表示ユニットＡ）
　図３３に示すように、表示ユニットＡは、キャビネットＧ内の中間支持板Ｇ１上に交換
可能に載置される。表示ユニットＡは、映像を含む照射光を出射する照射光装置Ｂと、照
射光装置Ｂからの照射光が照射されることにより映像を出現させるスクリーン装置Ｃとを
有した所謂プロジェクションマッピング装置である。
【００９３】
　ここで、プロジェクションマッピング装置は、建造物や自然物などの立体物の表面に映
像を投影するためのものであって、例えば、後述のスクリーンである役物に対して、その
位置（投影距離や角度など）や形状に基づいて生成される、演出情報に応じた映像を投影
することにより、高度で、かつ迫力のある演出を可能とする。
【００９４】
　この表示ユニットＡは、前方に開口が形成された筐体Ａ１を有する。この筐体Ａ１は、
照射光装置ＢのプロジェクタカバーＢ１、及び、スクリーン装置Ｃのスクリーン筐体Ｃ１
０とで構成されている。詳細は後述するが、スクリーン筐体Ｃ１０は、底板Ｃ１、右側板
Ｃ２、左側板Ｃ３、及び背板Ｃ４を有した箱方形状をなしている。そして、プロジェクタ
カバーＢ１は、スクリーン筐体Ｃ１０の上面に交換可能に取り付けられる。
【００９５】
（表示ユニットＡ：照射光装置Ｂ）
　図３４に示すように、照射光装置Ｂは、照射光を前方に出射するプロジェクタ機構Ｂ２
と、プロジェクタ機構Ｂ２の前方に配置され、プロジェクタ機構Ｂ２からの照射光を斜め
下後方に配置されたスクリーン装置Ｃ方向に反射するミラー機構Ｂ３と、プロジェクタ機
構Ｂ２及びミラー機構Ｂ３を収容したプロジェクタカバーＢ１とを有している。
【００９６】
（表示ユニットＡ：照射光装置Ｂ：プロジェクタ機構Ｂ２）
　プロジェクタ機構Ｂ２は、キャビネットＧ内の後部に配置されている。プロジェクタ機
構Ｂ２は、水平配置された平板状のベース部材Ｂ２２を有している。ベース部材Ｂ２２の
下面には、レンズ機構Ｂ２１及び図示しない光源が設けられている。レンズ機構Ｂ２１は
、光源から出射された照射光を前方のミラー機構Ｂ３に向けて出射するように配置されて
いる。
【００９７】
　また、ベース部材Ｂ２２の下面には、排熱機構Ｂ２３・Ｂ２４が設けられている。排熱
機構Ｂ２３・Ｂ２４は、レンズ機構Ｂ２１及び光源の右側及び左側にそれぞれ配置されて
いる。排熱機構Ｂ２３・Ｂ２４は、空気を流通させるダクトと空気を送出するファンとを
有しており、空気を後方に吹き出すことによって、照射光を生成する際に発生する熱を強
制的に後方に流動させるようになっている。図３０に示すように、排熱機構Ｂ２３・Ｂ２
４における空気の流動方向には、キャビネットＧの通気穴Ｇ３ａが配置されている。これ
により、排熱機構Ｂ２３・Ｂ２４は、プロジェクタ機構Ｂ２の熱を空気と共に通気穴Ｇ３
ａを介して機外に強制的に排出することが可能になっている。
【００９８】
（表示ユニットＡ：照射光装置Ｂ：ミラー機構Ｂ３）
　図３４に示すように、プロジェクタ機構Ｂ２の前方（照射光の出射方向）には、ミラー
機構Ｂ３が配置されている。図３５に示すように、ミラー機構Ｂ３は、ミラーホルダＢ３
１と、ミラーホルダＢ３１に収容された光学ミラーＢ３２と、光学ミラーＢ３２の両端部
をミラーホルダＢ３１に固定するミラーストッパＢ３３・Ｂ３４とを有している。図３６
にも示すように、ミラーホルダＢ３１は、前面が長方形状の板状に形成されている。ミラ
ーホルダＢ３１の各コーナー部には、角度調整穴Ｂ３１１が形成されていると共に、角度
調整穴Ｂ３１１を中心にして凹部Ｂ３１２が前面に形成されている。また、上下方向の角
度調整穴Ｂ３１１・Ｂ３１１間には、取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３１４が上下対称に形成され
ている。
【００９９】
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　一方、また、ミラーホルダＢ３１の後面には、ミラー保持部Ｂ３１３が形成されている
。ミラー保持部Ｂ３１３は、中央部に形成されており、角度調整穴Ｂ３１１及び取付け穴
Ｂ３１４に重複しないサイズで形成されている。ミラー保持部Ｂ３１３の左側及び右側に
は、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４がそれぞれ設けられている。ミラーストッパＢ３３・
Ｂ３４は、角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１と、取付け穴Ｂ３３４・Ｂ３４４とをそれぞれ
有している。ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４における角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１及び
取付け穴Ｂ３３４・Ｂ３４４は、ミラーホルダＢ３１における角度調整穴Ｂ３１１・Ｂ３
１１及び取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３１４に対応するように配置されている。
【０１００】
　ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４は、一部がミラー保持部Ｂ３１３と重複するように形成
されている。これにより、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４は、ミラー保持部Ｂ３１３に嵌
合された光学ミラーＢ３２の左右方向の両辺部に当接し、取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３３４・
Ｂ３４４によりミラーホルダＢ３１にネジ締結されることによって、光学ミラーＢ３２を
ミラーホルダＢ３１に保持させている。
【０１０１】
　図３７に示すように、上記のように構成されたミラー機構Ｂ３は、プロジェクタカバー
Ｂ１におけるリフレクタ保持部Ｂ１１の内側面に設けられている。リフレクタ保持部Ｂ１
１は、プロジェクタカバーＢ１の前面中央部に形成されており、上ドア機構ＵＤを開いた
ときに前側に露出するように配置されている。リフレクタ保持部Ｂ１１は、角度調整穴Ｂ
１１１を有している。角度調整穴Ｂ１１１は、ミラー機構Ｂ３の角度調整穴Ｂ３１１に対
応した位置に形成されている。
【０１０２】
　リフレクタ保持部Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１には、図示しないネジが前面側から挿通
されており、このネジは、ミラーホルダＢ３１の角度調整穴Ｂ３１１を貫通する。そして
、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４の角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１は、ネジが螺合可能な
ネジ穴として形成されており、ミラーホルダＢ３１の角度調整穴Ｂ３１１を貫通したネジ
は、ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４の角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１に螺合される。
【０１０３】
　そして、上記ネジが角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１との螺合が緩む方向に回転されると
、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４との距離が広がることとなる
。一方、上記ネジが角度調整穴Ｂ３３１・Ｂ３４１との螺合が締まる方向に回転されると
、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４との距離が縮まることとなる
。
【０１０４】
　上記のように、取付け穴Ｂ３１４・Ｂ３３４・Ｂ３４４を介してミラーホルダＢ３１と
ミラーストッパＢ３３・Ｂ３４とがネジ締結されており、これにより、ミラーホルダＢ３
１とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４との間に光学ミラーＢ３２が挟持されている。このよ
うに、ミラーホルダＢ３１と光学ミラーＢ３２とミラーストッパＢ３３・Ｂ３４とは、ミ
ラー機構Ｂ３として一体化されており、ネジの回転によりリフレクタ保持部Ｂ１１とミラ
ーストッパＢ３３・Ｂ３４との距離を変化させることにより、リフレクタ保持部Ｂ１１と
ミラー機構Ｂ３との距離を増減することができる。そして、角度調整穴Ｂ３１１・３３１
・Ｂ３４１がミラー機構Ｂ３のコーナー部に対応して４方向に配置されているため、各角
度調整穴Ｂ３１１・３３１・Ｂ３４１の配置位置におけるリフレクタ保持部Ｂ１１とミラ
ー機構Ｂ３との距離を増減させることによって、プロジェクタ機構Ｂ２から出射された照
射光の進行方向に対する光学ミラーＢ３２の反射角度を微調整することを可能にしている
。
【０１０５】
　また、リフレクタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１との間には、図示しないバネが設
けられている。バネは、後端面がミラーホルダＢ３１の凹部Ｂ３１２に当接されており、
前端面がリフレクタ保持部Ｂ１１の内壁面（後壁面）に当接されることによって、リフレ
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クタ保持部Ｂ１１とミラーホルダＢ３１とで挟持されている。そして、リフレクタ保持部
Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１から挿通されたネジが当該バネを貫通している。これにより
、ネジの回転に伴ってリフレクタ保持部Ｂ１１とミラー機構Ｂ３との距離が広がっても、
バネの付勢力により、ネジ頭部がリフレクタ保持部Ｂ１１の角度調整穴Ｂ１１１に当接す
ることとなり、ネジ頭部が角度調整穴Ｂ１１１から飛び出してリフレクタ保持部Ｂ１１と
ネジとの位置関係が崩れてしまうことを防止することができる。
【０１０６】
（表示ユニットＡ：照射光装置Ｂ：プロジェクタカバーＢ１）
　図３８に示すように、上記のように構成されたプロジェクタ機構Ｂ２及びミラー機構Ｂ
３は、プロジェクタカバーＢ１に収容されている。なお、プロジェクタ機構Ｂ２の下面Ｂ
２ａは、その前部に、後方から前方に向けて上方に傾斜する傾斜面Ｂ２ａ１を有している
。図３９に示すように、プロジェクタカバーＢ１は、水平配置された上壁部Ｂ１２と、上
壁部Ｂ１２の前側に配置されたリフレクタ保持部Ｂ１１と、上壁部Ｂ１２の左右方向にお
いて左右対称に配置された側壁部Ｂ１３・Ｂ１３とを有している。上壁部Ｂ１２は、前部
がキャビネットＧよりも前方に突出されている（図３３参照）。上壁部Ｂ１２の前部の中
央部には、リフレクタ保持部Ｂ１１が前方に突出した形態に形成されており、突出により
形成された空間部に上述のミラー機構Ｂ３を角度調整可能に保持している。
【０１０７】
　また、側壁部Ｂ１３・Ｂ１３は、下端部から左右水平方向に突出された突出部Ｂ１３１
を有している。突出部Ｂ１３１は、前部側の第１突出部Ｂ１３１ａと、後部側の第２突出
部Ｂ１３１ｂとを有している。第１突出部Ｂ１３１ａは、プロジェクタカバーＢ１がキャ
ビネットＧに装着されたときに、キャビネットＧの開口部に対応する位置に形成されてい
る。各側壁部Ｂ１３・Ｂ１３から突出された第１突出部Ｂ１３１ａの先端同士の左右方向
に関する距離は、キャビネットＧの開口部の左右方向に関する幅よりも僅かに短い距離に
設定されている。一方、第２突出部Ｂ１３１ｂは、プロジェクタカバーＢ１がキャビネッ
トＧに装着されたときに、キャビネットＧの開口部から後方の空間部に対応する位置に形
成されている。各側壁部Ｂ１３・Ｂ１３から突出された第２突出部Ｂ１３１ｂの先端同士
の左右方向に関する距離は、キャビネットＧの後方の空間部の左右方向に関する幅よりも
僅かに短い距離に設定されている。即ち、各側壁部Ｂ１３・Ｂ１３は、第１突出部Ｂ１３
１ａの先端同士の左右方向に関する距離よりも、第２突出部Ｂ１３１ｂの先端同士の左右
方向に関する距離が広くなるように形成されている。これにより、プロジェクタカバーＢ
１は、キャビネットＧにおける内部空間の大部分を覆うことが可能になっている。
【０１０８】
　また、第２突出部Ｂ１３１ｂの先端部には、上下方向に貫通するネジ穴Ｂ１３１Ｃが形
成されている。プロジェクタカバーＢ１を右側板Ｃ２，左側板Ｃ３（図３３参照）に対し
て固定する際には、ネジがこのネジ穴Ｂ１３１Ｃを介して右側板Ｃ２，左側板Ｃ３にねじ
込まれる。また、各側壁部Ｂ１３・Ｂ１３の下端部から水平方向に突出部Ｂ１３１が突出
されることで、プロジェクタカバーＢ１の両側端部には、この突出部Ｂ１３１と側壁部Ｂ
１３とで、その前端から凹部Ｂ１３２が後方に向けて連続して形成される。
【０１０９】
　図４０に示すように、表示ユニットＡをキャビネットＧに装着したときに、この凹部Ｂ
１３２とキャビネットＧとで空間ＢＳが画定される。また、プロジェクタカバーＢ１の上
壁部Ｂ１２及び側壁部Ｂ１３の形状は、各側壁部Ｂ１３の下端部と、この下端部から突出
された第２突出部Ｂ１３１ｂの先端部との間の距離が、第２突出部Ｂ１３１ｂの後方部よ
りも前方部の方が大きくなるように構成されている（図３９参照）。これにより、空間Ｂ
Ｓの前方空間は後方空間に比べて大きな空間となる。また、表示ユニットＡをキャビネッ
トＧに装着したときにおいて、キャビネットＧの上面壁Ｇ４に形成された開口Ｇ４１と、
空間ＢＳの前方空間とは、上面視において少なくとも一部が重なる。この空間ＢＳは、島
設備に遊技機１を設置固定するための作業空間として利用される。
【０１１０】
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　図４１に示すように、島設備に遊技機を設置固定する際において、キャビネットＧの上
面壁Ｇ４の上方には、島設備の固定板部材ＯＣが配される。そして、空間ＢＳは、上面壁
Ｇ４に取り付けられた板部材Ｇ４２から島設備の固定板部材ＯＣに至る釘をキャビネット
Ｇ内から打ち込むことが可能な空間である。
【０１１１】
　以上のように、プロジェクタカバーＢ１の上壁部Ｂ１２と、キャビネットＧの上面壁Ｇ
４との間に殆ど隙間がない状態で、表示ユニットＡがキャビネットＧ内に収容される場合
においても、表示ユニットＡとキャビネットＧとの間には、島設備に設置固定の作業をす
るための空間ＢＳが確保されることになる。これにより、上ドア機構ＵＤが開放されたキ
ャビネットＧの前面側から、作業者がこの空間ＢＳを利用して釘打ち作業を行うことが可
能となり、その結果として、表示ユニットＡが損傷することを防止しつつ、表示ユニット
ＡをキャビネットＧに収容した状態で遊技機１を島設備の固定板部材ＯＣに釘止めするこ
とが可能となる。
【０１１２】
　また、遊技機１と固定板部材ＯＣとを釘止めする釘は、金属製のキャビネットＧではな
く、キャビネットよりも軟らかい木製の板部材Ｇ４２に対して打ち込まれることになるた
め、容易に遊技機１を島設備に設置することが可能となる。
【０１１３】
　変形例として、板部材Ｇ４２の材料は、木に限定されるものではなく、キャビネットＧ
よりも軟らかい軟質部材であれば、種々の材料を採用することができる。また、遊技機１
の島設備への固定方法は釘止めに限らず、ネジ止めなどの種々の固定方法を採用すること
ができる。
【０１１４】
（表示ユニットＡ：照射光装置Ｂ：多孔板Ｂ１５）
　図４２に示すように、プロジェクタカバーＢ１の下面側には、複数の孔Ｂ１５１を有し
た多孔板Ｂ１５が設けられている。多孔板Ｂ１５は、金属（例えば、ステンレス、鉄、鋼
、アルミ等）製の板に打ち抜き加工を施すことにより複数の孔を開けたパンチングメタル
である。複数の孔Ｂ１５１は、多孔板Ｂ１５の全面において略均等に分散して形成されて
いる。多孔板Ｂ１５は、多孔板Ｂ１５の全面において空気を流通可能にしており、プロジ
ェクタ機構Ｂ２の排熱機構Ｂ２３・Ｂ２４による吸引により下側から上側への空気の流動
を可能にしている。孔Ｂ１５１のサイズ及び個数は、外部からプロジェクタカバーＢ１内
を目視できない程度に設定されている。孔Ｂ１５１は、丸、四角、六角形等の形状に形成
されており、孔径は、３～５ｍｍ程度となっている。
【０１１５】
　多孔板Ｂ１５は、プロジェクタカバーＢ１の第１突出部Ｂ１３１ａ及び第２突出部Ｂ１
３１ｂを下側位置から覆うように形成されている。多孔板Ｂ１５は、前部側の上側部Ｂ１
５ａと、中部側の傾斜部Ｂ１５ｂと、後部側の下側部Ｂ１５ｃとを有している。上側部Ｂ
１５ａは、水平配置されている。傾斜部Ｂ１５ｂは、上側部Ｂ１５ａの後辺から斜め下後
方に曲折されることにより形成されている。下側部Ｂ１５ｃは、傾斜部Ｂ１５ｂの後辺か
ら水平方向に曲折されることにより形成されている。
【０１１６】
　多孔板Ｂ１５の上側部Ｂ１５ａは、プロジェクタカバーＢ１の側壁部Ｂ１３・Ｂ１３に
取付けられている。これにより、多孔板Ｂ１５は、プロジェクタカバーＢ１の前部を上側
部Ｂ１５ａで下側から覆い、プロジェクタカバーＢ１の中部から後部にかけて傾斜部Ｂ１
５ｂ及び下側部Ｂ１５ｃで下側から覆うように配置されている。また、傾斜部Ｂ１５ｂは
、上面視において、プロジェクタ機構Ｂ２の下面Ｂ２ａにおける傾斜面Ｂ２ａ１を囲むよ
うに配置されている。そして、図３８に示すように、傾斜部Ｂ１５ｂの傾斜角度（水平面
に対する傾斜角度）は、傾斜面Ｂ２ａ１の傾斜角度と略同じにされている。多孔板Ｂ１５
の下方には、スクリーン装置Ｃにおけるフロントスクリーン機構Ｅ１が配置されている。
【０１１７】
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　詳細は後述するが、フロントスクリーン機構Ｅ１は、照射光による映像の出現を禁止す
る待機姿勢となる上側に配置されたフロント待機位置と、照射光による映像の出現を許可
する露出姿勢となる下側に配置されたフロント露出位置との間を回動可能にされており、
待機姿勢におけるフロントスクリーン機構Ｅ１は、多孔板Ｂ１５の傾斜部Ｂ１５ｂに略平
行に近接した傾斜姿勢にされている。一方、フロントスクリーン機構Ｅ１が露出姿勢とな
ったときには、多孔板Ｂ１５の下方に大きな空間部が出現し、この空間部に存在する空気
が流動抵抗のない状態で多孔板Ｂ１５に到達し、複数の孔Ｂ１５１を通過することによっ
て、スクリーン装置Ｃ内への空気の流入を容易にして冷却効率を高めることを可能にして
いる。
【０１１８】
　また、多孔板Ｂ１５は、プロジェクタカバーＢ１の下面を覆うように設けられることに
よって、例えば図４３に示すように、前側に位置した遊技者の目線位置がスクリーン装置
Ｃの上下方向及び左右方向の中心部の水平線上に存在し、この目線位置から照射光装置Ｂ
を見上げる状態になったとしても、多孔板Ｂ１５により照射光装置Ｂの内部を目視されな
いようにしている。
【０１１９】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ）
　図４４に示すように、上記のように構成された照射光装置Ｂは、スクリーン装置Ｃの上
面にネジ締結により連結されている。例えば、上述したように、プロジェクタカバーＢ１
の突出部Ｂ１３１に形成されたネジ穴Ｂ１３１Ｃを介して、スクリーン装置Ｃの右側板Ｃ
２及び左側板Ｃ３の上面にネジがねじ込まれている。これにより、表示ユニットＡは、照
射光装置Ｂとスクリーン装置Ｃとをユニット化して一体的に取り扱うことが可能になって
いる。
【０１２０】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン機構）
　スクリーン筐体Ｃ１０の内部には、照射光装置Ｂからの照射光の照射により映像を出現
させる複数のスクリーン機構が照射対象を切替え可能に設けられている。具体的には、図
４５に示すように、複数のスクリーン機構として固定スクリーン機構Ｄとフロントスクリ
ーン機構Ｅ１とリールスクリーン機構Ｆ１とが設けられている。固定スクリーン機構Ｄ、
フロントスクリーン機構Ｅ１、及びリールスクリーン機構Ｆ１それぞれの投影面は、映像
表現を多様化するために、互いに異なる形状をなしている。また、フロントスクリーン機
構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１は可動式のスクリーンであり、それぞれ、フロント
スクリーン駆動機構Ｅ２及びリールスクリーン駆動機構Ｆ２により駆動される。なお、フ
ロントスクリーン機構Ｅ１とリールスクリーン機構Ｆ１とでは、フロントスクリーン機構
Ｅ１の方が大型で重い。このため、フロントスクリーン機構Ｅ１を駆動させる際には、リ
ールスクリーン機構Ｆ１を駆動させる際よりも大きな駆動力を要する。各スクリーン機構
Ｄ・Ｅ１・Ｆ１、及び各スクリーン駆動機構Ｅ２・Ｆ２の詳細な構造は後述する。
【０１２１】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン筐体Ｃ１０）
　スクリーン装置Ｃは、上述したように、箱形形状のスクリーン筐体Ｃ１０を有している
。図４５にも示すように、スクリーン筐体Ｃ１０は、水平配置された底板Ｃ１と、底板Ｃ
１の右端部に立設された右側板Ｃ２と、底板Ｃ１の左端部に立設された左側板Ｃ３と、底
板Ｃ１の後端部に立設された背板Ｃ４とを有している。これにより、底板Ｃ１に対して右
側板Ｃ２と左側板Ｃ３と背板Ｃ４とがネジ締結により連結されることによって、遊技者が
位置する前面側と、照射光装置Ｂが位置する上面側とが開放された箱形形状のスクリーン
筐体Ｃ１０が形成されている。
【０１２２】
　スクリーン筐体Ｃ１０を構成する底板Ｃ１と右側板Ｃ２と左側板Ｃ３と背板Ｃ４とは、
それぞれが別個に所定形状に成型されており、固定スクリーン機構Ｄ等の所定の機能部品
が位置決め配置可能にされている。これにより、スクリーン装置Ｃのユニット全体として
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共通化を図れない場合でも、底板Ｃ１と右側板Ｃ２と左側板Ｃ３と背板Ｃ４との板部材単
位で共通化することが可能になっている。また、板部材毎の部分的な交換が可能であるた
め、遊技機１の機種毎に容易に仕様変更することが可能になっている。各板部材に対して
位置決め配置される機能部品については、後で詳細に説明する。
【０１２３】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン筐体Ｃ１０：底板Ｃ１）
　スクリーン筐体Ｃ１０の底板Ｃ１は、上面視が長方形の平板形状に形成されている。底
板Ｃ１の上面には、中央部に配置された中央載置部Ｃ１１と、中央載置部Ｃ１１を中心と
して左右方向に配置された右載置部Ｃ１２及び左載置部Ｃ１３とを有している。これらの
載置部Ｃ１１・Ｃ１２・Ｃ１３は、凹状に形成されている。中央載置部Ｃ１１は、固定ス
クリーン機構Ｄの下端部が嵌合されることによって、固定スクリーン機構Ｄを位置決め可
能に載置している。右載置部Ｃ１２は、右可動体ベースＣ５の下端部が嵌合されことによ
って、右可動体ベースＣ５を位置決め可能に載置している。左載置部Ｃ１３は、左可動体
ベースＣ６の下端部が嵌合されことによって、左可動体ベースＣ６を位置決め可能に載置
している。なお、右可動体ベースＣ５及び左可動体ベースＣ６それぞれの、左右方向内側
の側面には、模様が凹凸により立体的に形成されている。即ち、右可動体ベースＣ５及び
左可動体ベースＣ６は装飾部材としても機能する。以上のように、底板Ｃ１には、固定ス
クリーン機構Ｄ、右可動体ベースＣ５及び左可動体ベースＣ６が位置決め配置可能にされ
ている。
【０１２４】
　また、底板Ｃ１の前辺部Ｃ１４は、下方に曲折されることによって、先端部が底板Ｃ１
の下面よりも下方に位置されている。前辺部Ｃ１４には、複数の貫通穴Ｃ１４１が形成さ
れている。前辺部Ｃ１４は、表示ユニットＡがキャビネットＧの中間支持板Ｇ１（図３３
参照）に載置されながら組み込まれる際に、中間支持板Ｇ１の前面に当接することによっ
て、キャビネットＧ内の後方への位置決めを行うことを可能にしている。そして、表示ユ
ニットＡは、前辺部Ｃ１４の貫通穴Ｃ１４１を介してキャビネットＧの前面にネジ締結さ
れることによって、キャビネットＧの前面側からの表示ユニットＡの組み込み作業及び据
え付け作業を行うことが可能になっている。
【０１２５】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン筐体Ｃ１０：右側板Ｃ２、左側板Ｃ３
）
　図４５及び図４６に示すように、スクリーン筐体Ｃ１０の右側板Ｃ２及び左側板Ｃ３は
、操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１を有している。操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１は、取っ手と
して形成されており、操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１に手を引っかけることによって表示ユ
ニットＡを持ち運ぶことができるようになっている。操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１は、フ
ロントスクリーン駆動機構Ｅ２のクランクギアＥ２１・Ｅ２１の側方に配置されている。
操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１は、水平方向に長手方向を一致させた長方形状に形成されて
いる。操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１の開口面積は、クランクギアＥ２１・Ｅ２１を外部か
ら人手により操作することができる程度に設定されている。
【０１２６】
　これにより、表示ユニットＡをキャビネットＧに組み込んだ後に、待機位置のフロント
スクリーン機構Ｅ１を手動で移動させる場合は、先ず、上ドア機構ＵＤが開放されたキャ
ビネットＧの前面側から表示ユニットＡを取り出す。具体的には、キャビネットＧの前面
側に位置した作業者がキャビネットＧに対する表示ユニットＡのネジ締結を解除してネジ
を取り外す。そして、キャビネットＧ内に手を伸ばして表示ユニットＡの操作用開口部Ｃ
２１・Ｃ３１を両手で把持し、表示ユニットＡをキャビネットＧ外に取り出す。この後、
例えば図４７に示すように、取り外した表示ユニットＡの一方の操作用開口部Ｃ２１から
スクリーン装置Ｃ内に手を伸ばし、操作用開口部Ｃ２１から水平方向に見えるクランクギ
アＥ２１を回転させることによって、ロック状態のフロントスクリーン機構Ｅ１を待機位
置から容易に移動させることができる。フロントスクリーン機構Ｅ１のロック状態につい
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ては後述する。待機位置からの移動によりロック状態が解除されると、フロントスクリー
ン機構Ｅ１を所望の位置に素早く回動させることができる。
【０１２７】
　なお、上ドア機構ＵＤを開けた状態で、キャビネットＧの開口の前方から、キャビネッ
トＧの側面壁Ｇ２とスクリーン装置Ｃの右側板Ｃ２との間のスペース内に手を伸ばし、操
作用開口部Ｃ２１からクランクギアＥ２１を操作することによって、クランクギアＥ２１
を回転させることができる。この場合には、表示ユニットＡをキャビネットＧ外に取り外
さなくても、フロントスクリーン機構Ｅ１のロック状態を解除することができる。
【０１２８】
　また、右側板Ｃ２には、モータ収容部Ｃ２２が形成されている。このモータ収容部Ｃ２
２により、リールスクリーン駆動機構Ｆ２の駆動モータＦ２４が位置決め配置される。ま
た、右側板Ｃ２及び左側板Ｃ３それぞれには、フロントスクリーン駆動機構Ｅ２における
クランクギアＥ２１のギア軸Ｅ２１ａを回動自在に支持する第１支持部Ｃ２３、及び、フ
ロントスクリーン駆動機構Ｅ２における中間ギアＥ２３のギア軸となるシャフト部材Ｅ３
を回転自在に支持する第２支持部Ｃ２４が形成されている。以上のように、フロントスク
リーン駆動機構Ｅ２及びリールスクリーン駆動機構Ｆ２は、右側板Ｃ２及び左側板Ｃ３に
より位置決め配置される。なお、フロントスクリーン駆動機構Ｅ２の右フロントスクリー
ン駆動機構Ｅ２Ｂと、リールスクリーン駆動機構Ｆ２とは、左右方向に関して、右可動体
ベースＣ５と右側板Ｃ２との間に配置される。また、左フロントスクリーン駆動機構Ｅ２
Ａは、左右方向に関して、左可動体ベースＣ６と左側板Ｃ３との間に配置される。
【０１２９】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン筐体Ｃ１０：背板Ｃ４）
　図４８に示すように、スクリーン筐体Ｃ１０の背板Ｃ４は、平板状に形成されており、
その背面の下部には、中継基板ＣＫを位置決め配置するための凹部ＣＯが形成されている
。中継基板ＣＫは、表示ユニットＡにおける各種機能部品（例えば、プロジェクタ機構Ｂ
２など）と、表示ユニットＡ以外の各種機能部品（主制御基板ＭＳなど）との配線（不図
示）を中継するための中継基板である。
【０１３０】
　背板Ｃ４には、操作用開口部Ｃ４１が形成されている。操作用開口部Ｃ４１は、右側下
部に配置されており、フロントスクリーン駆動機構Ｅ２の中間ギアＥ２３に対向されてい
る。操作用開口部Ｃ４１は、中間ギアＥ２３を手動で操作可能なサイズに形成されている
。これにより、表示ユニットＡをキャビネットＧに組み込んだ後に、待機位置のフロント
スクリーン機構Ｅ１を手動で移動させる場合は、先ず、表示ユニットＡをキャビネットＧ
から取り外す。この後、操作用開口部Ｃ４１からスクリーン装置Ｃ内に手を伸ばし、操作
用開口部Ｃ４１から水平方向に見える中間ギアＥ２３を回転させることによって、ロック
状態のフロントスクリーン機構Ｅ１を待機位置から容易に移動させることができる。
【０１３１】
　また、背板Ｃ４は、右側板Ｃ２及び左側板Ｃ３それぞれの後方端よりも前方に配置され
ている。これにより、図４９に示すように、表示ユニットＡをキャビネットＧの中間支持
板Ｇ１に載置した際には、キャビネットＧの背面壁Ｇ３、並びに、スクリーン装置Ｃの右
側板Ｃ２、左側板Ｃ３及び背板Ｃ４により空間ＧＳが画定されることになる。即ち、背面
壁Ｇ３と背板Ｃ４との間には隙間が確保される。これにより、中継基板ＣＫを背板Ｃ４の
背面に設けたとしても、この空間ＧＳにより中継基板ＣＫがキャビネットＧの背面壁Ｇ３
に干渉することを防止することができる。
【０１３２】
　また、中間支持板Ｇ１における、空間ＧＳに面する位置には貫通穴Ｇ１１が形成されて
いる。この貫通穴Ｇ１１は、その開口が、上面視において中継基板ＣＫを囲むように形成
されている。そして、中継基板ＣＫは、キャビネットＧの下部空間に収容される機器（主
制御基板ＭＳ等）からの配線が接続されるコネクタＣＫ１を、貫通穴Ｇ１１に臨ませるよ
うに配設している。これにより、表示ユニットＡの中継基板ＣＫと、キャビネットＧの下
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部空間に収容される機器との電気的な接続は、下部空間に収容される機器からの配線を、
貫通穴Ｇ１１に挿通させてコネクタＣＫ１に接続することで行うことが可能となる。
【０１３３】
　このように中継基板ＣＫは、スクリーン装置Ｃの外側に配置されることによって、配線
作業が容易化されていると共に、スクリーン装置Ｃ内に中継基板ＣＫ用の設置スペースを
確保することを不要にし、スクリーン装置Ｃ内の設計の自由度を拡大させている。また、
中継基板ＣＫから発生する熱を、キャビネットＧの背面壁Ｇ３に形成された通気穴Ｇ３ａ
を介して機外に排出することが容易となる。
【０１３４】
　また、キャビネットＧの上部空間に配置される中継基板ＣＫと、キャビネットＧの下部
空間に収容された機器とを接続する配線は、中間支持板Ｇ１の後方部に形成された貫通穴
Ｇ１１を通ることになるため、キャビネットＧ内の各種機器の後方に配線を配することが
容易となる。その結果として、配線の取り回しの自由度を高めることができる。
【０１３５】
　なお、中継基板ＣＫは、キャビネットＧ内の後方部に配置されることになるため、中継
基板ＣＫに対して光が届きにくく、その結果、中継基板ＣＫのコネクタＣＫ１への配線の
接続作業が困難となる場合もあり得る。そこで、キャビネットＧの下部空間に収容された
機器からの配線の中継基板ＣＫへの接続を容易にするために、中継基板ＣＫのコネクタＣ
Ｋ１が、貫通穴Ｇ１１を通って中間支持板Ｇ１よりも下方に突出するように構成されてい
てもよい。また、コネクタＣＫ１の色を、光の反射率が高い色（例えば、白色）にしてい
てもよい。
【０１３６】
　以上説明したように、固定スクリーン機構Ｄ、右可動体ベースＣ５及び左可動体ベース
Ｃ６は底板Ｃ１に位置決め配置されている。リールスクリーン駆動機構Ｆ２の駆動モータ
Ｆ２４は右側板Ｃ２に位置決め配置され、フロントスクリーン駆動機構Ｅ２のギア軸Ｅ２
１ａ、及びシャフト部材Ｅ３は右側板Ｃ２及び左側板Ｃ３に位置決め配置されている。そ
して、中継基板ＣＫは背板Ｃ４に対して位置決め配置されている。以上のように、固定ス
クリーン機構Ｄ、駆動機構Ｆ２・Ｅ２、及び中継基板ＣＫはそれぞれ、底板Ｃ１、側板Ｃ
２・Ｃ３、背板Ｃ４のうちの一つの板に位置決め配置されており、且つ互いに異なる板に
位置決め配置されている。従って、表示ユニットＡ全体では、機種間で共通化が図れない
場合でも、板単位では、機種間で共通化を図ることができる。その結果として、機種毎に
それぞれ表示ユニットを製造する場合と比べて、安価に表示ユニットを製造することが可
能となる。
【０１３７】
　また、スクリーン筐体Ｃ１０の各板Ｃ１～Ｃ４は、ネジ締結により連結されているため
、ネジを緩めることで、各板Ｃ１～Ｃ４同士の連結を解除することができる。つまり、ス
クリーン筐体Ｃ１０は、各板Ｃ１～Ｃ４を交換可能に組み立てられている。これにより、
表示ユニットの機能部品を板単位で交換することが可能となるため、表示ユニットＡの交
換対象外の機能部品を再利用しつつ、表示ユニットＡの仕様を変更することが可能となる
。
【０１３８】
　また、図４５及び図４６に示すように、右可動体ベースＣ５は、右フロントスクリーン
駆動機構Ｅ２Ｂ及びリールスクリーン駆動機構Ｆ２より左内側に配置される。また、左可
動体ベースＣ６は、左フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ａよりも右内側に配置される。そ
の結果として、装飾部材である、右可動体ベースＣ５及び左可動体ベースＣ６により、こ
れら駆動機構Ｅ２・Ｆ２を遊技者から目視し難くすることができる。その結果、遊技機１
の美観を向上させることができる。また、底板Ｃ１には右可動体ベースＣ５及び左可動体
ベースＣ６を配置するための凹部が形成されているため、これらを容易に底板Ｃ１に位置
決め配置することが可能となる。
【０１３９】
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（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：スクリーン位置関係）
　図５０に示すように、固定スクリーン機構Ｄは、照射光の照射方向に存在する固定露出
位置に固定状態で設けられている。図５１に示すように、フロントスクリーン機構Ｅ１は
、フロント露出位置とフロント待機位置との間を回動可能に設けられている。固定露出位
置とフロント露出位置との位置関係は、フロント露出位置が照射光の照射方向であって且
つ固定露出位置よりも前方に存在するように設定されている。これにより、フロントスク
リーン機構Ｅ１がフロント露出位置に移動した場合は、フロントスクリーン機構Ｅ１が固
定スクリーン機構Ｄを前方から覆い隠した状態にすることによって、照射光による映像を
フロントスクリーン機構Ｅ１だけに出現可能にしている。フロントスクリーン機構Ｅ１が
フロント待機位置に移動した場合は、固定スクリーン機構Ｄを露出させることによって、
照射光による映像を固定スクリーン機構Ｄに出現可能にしている。つまり、フロントスク
リーン機構Ｅ１がフロント露出位置に配置されると、フロントスクリーン機構Ｅ１がプロ
ジェクタ機構Ｂ２の投影対象となる。これに対して、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロ
ント待機位置に配置されると、固定スクリーン機構Ｄがプロジェクタ機構Ｂ２の投影対象
となる。
【０１４０】
　図５２に示すように、リールスクリーン機構Ｆ１は、リール露出位置とリール待機位置
との間を回動可能に設けられている。リール露出位置と固定露出位置との位置関係は、リ
ール露出位置が照射光の照射方向であって且つ固定露出位置よりも前方に存在するように
設定されている。これにより、リールスクリーン機構Ｆ１がリール露出位置に移動した場
合は、リールスクリーン機構Ｆ１が固定スクリーン機構Ｄを前方から覆い隠した状態にす
ることによって、照射光による映像をリールスクリーン機構Ｆ１だけに出現可能にしてい
る。リールスクリーン機構Ｆ１がリール待機位置に移動した場合は、固定スクリーン機構
Ｄを露出させることによって、照射光による映像を固定スクリーン機構Ｄに出現可能にし
ている。つまり、リールスクリーン機構Ｆ１がリール露出位置に配置されると、リールス
クリーン機構Ｆ１がプロジェクタ機構Ｂ２の投影対象となる。これに対して、リールスク
リーン機構Ｆ１がフロント待機位置に配置されると、固定スクリーン機構Ｄがプロジェク
タ機構Ｂ２の投影対象となる。
【０１４１】
　図５３に示すように、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動中心軸ＦＧの軸方向、及び、
リールスクリーン機構Ｆ１の回動中心軸ＲＧの軸方向は、左右方向と一致する。そして、
フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１それぞれの、回動による動作
範囲は、一部が互いに重複している。従って、この動作範囲が重複する重複範囲に、フロ
ントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１のうちの一方のスクリーンが配置
されているときに、他方のスクリーンを回動させると接触することになる。
【０１４２】
　フロント待機位置とリール待機位置との位置関係は、フロント待機位置に存在するフロ
ントスクリーン機構Ｅ１とリール待機位置に存在するリールスクリーン機構Ｆ１とが干渉
しないように設定されている。即ち、フロント待機位置は、固定スクリーン機構Ｄの上方
に配置されている一方、リール待機位置は、固定スクリーン機構Ｄの後方に配置されてい
る。これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動距離がリールスクリーン機構Ｆ１の
回動距離よりも短くされている。
【０１４３】
　また、フロント待機位置は、リールスクリーン機構Ｆ１の動作範囲外に配置されており
、リール待機位置は、フロントスクリーン機構Ｅ１の動作範囲外に配置されている。つま
り、フロント待機位置及びリール待機位置それぞれは、動作範囲における重複範囲を除い
た範囲に配置されている。
【０１４４】
　これに対して、フロント露出位置は、リールスクリーン機構Ｆ１の動作範囲内に配置さ
れており、リール露出位置は、フロントスクリーン機構Ｅ１の動作範囲内に配置されてい
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る。つまり、フロント露出位置及びリール露出位置それぞれは、動作範囲における重複範
囲に配置されている。これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント露出位置に配
置されているときには、リールスクリーン機構Ｆ１をリール露出位置に配置することはで
きない。また、リールスクリーン機構Ｆ１がリール露出位置に配置されているときには、
フロントスクリーン機構Ｅ１をフロント露出位置に配置することはできない。
【０１４５】
　フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１それぞれの、回動による動
作範囲の重複が最小限になるように、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動中心軸ＦＧとリ
ールスクリーン機構Ｆ１の回動中心軸ＲＧとが相違されている。具体的には、フロントス
クリーン機構Ｅ１の回動中心軸ＦＧは、リールスクリーン機構Ｆ１の回動中心軸ＲＧより
もフロント待機位置方向となる上方に設定されている。詳細には、回動中心軸ＦＧはフロ
ント露出位置に配置されたフロントスクリーン機構Ｅ１の中心位置よりも上方に配置され
ている。これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１と回動中心軸ＦＧとの距離を短くする
ことができるため、フロントスクリーン機構Ｅ１における、フロント待機位置とフロント
露出位置との間の動作範囲を小さくすることができる。このように動作範囲を小さくする
ことで、表示ユニットＡ内の限られたスペースにおいてもフロントスクリーン機構Ｅ１を
大型化することが可能となる。なお、回動中心軸ＦＧ及び回動中心軸ＲＧは共に、固定ス
クリーン機構Ｄの後端位置よりも前方に配置されている。
【０１４６】
　また、フロントスクリーン機構Ｅ１とリールスクリーン機構Ｆ１とは、一方のスクリー
ン機構Ｅ１・Ｆ１が待機位置に存在することを条件として回動可能にされている。これに
より、スクリーン機構Ｅ１・Ｆ１同士の回動時における干渉が防止されている。フロント
スクリーン機構Ｅ１とリールスクリーン機構Ｆ１との動作の詳細については後述する。
【０１４７】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：固定スクリーン機構Ｄ）
　図４５及び図４６に示すように、固定スクリーン機構Ｄは、スクリーン筐体Ｃ１０の底
板Ｃ１上にネジ締結により固定されている。固定スクリーン機構Ｄは、正面反射部Ｄ１と
右面反射部Ｄ２と左面反射部Ｄ３と下面反射部Ｄ４とを有している。これらの反射部Ｄ１
～Ｄ４の反射面は、照射光装置Ｂからの照射光が投影される投影面であり、照射光装置Ｂ
からの照射光の光軸に対してそれぞれ異なる角度に設定されている。
【０１４８】
　尚、固定スクリーン機構Ｄは、照射光の光軸に対して複数の異なる角度の反射面を有す
る構成であれば、例えば２面や３面、５面の反射部を有してもよいし、或いは、光軸に対
して連続的に異なる角度となる、曲率中心点が前面側に位置する湾曲状や円弧状の反射面
の反射部を備えていてもよい。
【０１４９】
　上記の正面反射部Ｄ１は、反射面が前側の遊技者に対して対向配置されており、固定ス
クリーン機構Ｄの前方上部に配置された照射光装置Ｂからの反射光の大部分を前方に反射
するように設定されている。右面反射部Ｄ２及び左面反射部Ｄ３は、正面反射部Ｄ１の右
辺部及び左辺部に接合されており、正面反射部Ｄ１を中心として左右対称に配置されてい
る。右面反射部Ｄ２及び左面反射部Ｄ３は、正面反射部Ｄ１における左右方向の幅よりも
前端部間の幅が拡大するように配置されている。これにより、右面反射部Ｄ２及び左面反
射部Ｄ３は、反射面に対する照射光の反射方向が正面反射部Ｄ１方向に向い易くなること
によって、照射光による映像を出現させながら照射光の一部を正面反射部Ｄ１方向に反射
するようになっている。また、下面反射部Ｄ４についても、反射面に対する照射光の反射
方向が正面反射部Ｄ１方向に向い易くなることによって、照射光による映像を出現させな
がら照射光の一部を正面反射部Ｄ１方向に反射するようになっている。
【０１５０】
　上記の固定スクリーン機構Ｄは、反射面の明度が後述のフロントスクリーン機構Ｅ１及
びリールスクリーン機構Ｆ１の各反射面の明度よりも低く設定されている。即ち、固定ス
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クリーン機構Ｄは、照射光が反射面を反射する光量が、フロントスクリーン機構Ｅ１及び
リールスクリーン機構Ｆ１の反射面を反射する光量よりも少なくされている。これにより
、固定スクリーン機構Ｄは、反射部Ｄ１～Ｄ４の乱反射による光の混合による白ぼけが防
止されている。尚、固定スクリーン機構Ｄは、正面反射部Ｄ１の明度よりも他の反射部Ｄ
２・Ｄ３・Ｄ４の明度が低くされていてもよい。この場合には、他の反射部Ｄ２・Ｄ３・
Ｄ４における照射光の正面反射部Ｄ１への反射を低減できるため、正面反射部Ｄ１におい
て映像を強く出現させながら白ぼけを低減することができる。
【０１５１】
　なお、明度としては、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系（Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間）やＬ＊ｕ＊ｖ＊表色
系（Ｌ＊ｕ＊ｖ＊色空間）におけるBrightnessを採用することができるが、白を基準とし
て、その他の色を相対値で表すことができるのであれば、どのように定義することも可能
である。
【０１５２】
　固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度と、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスク
リーン機構Ｆ１の反射面の明度とは、固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度が、フロント
スクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の反射面の明度よりも低ければ特に限
定されない。例えば、固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度を、フロントスクリーン機構
Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の反射面の明度よりも、５～２５％（又は１０～２０
％）程度低い値とすればよい。
【０１５３】
　固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度を、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスク
リーン機構Ｆ１の反射面の明度よりも低くするためには、固定スクリーン機構Ｄの基材に
塗布する塗料の色を、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の基材
に塗布する塗料の色よりも、黒くすればよい。例えば、フロントスクリーン機構Ｅ１及び
リールスクリーン機構Ｆ１の基材に塗布する塗料として白色のものを使用し、固定スクリ
ーン機構Ｄの基材に塗布する塗料としては、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスク
リーン機構Ｆ１の基材に塗布する塗料に対して黒色顔料が添加されたものを使用すればよ
い。
【０１５４】
　このような塗料において、白色顔料（例えば、酸化チタン）と黒色顔料（例えば、カー
ボンブラック）との割合を異ならせることによって、スクリーン機構の反射面の明度を変
化させることができる。例えば、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構
Ｆ１の基材に塗布する塗料には、白色顔料と黒色顔料とのうち白色顔料のみが含まれ、固
定スクリーン機構Ｄの基材に塗布する塗料には、白色顔料と黒色顔料の双方が含まれるよ
うにしてもよい。また、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の基
材に塗布する塗料よりも、固定スクリーン機構Ｄに塗布する塗料の方が、白色顔料に対す
る黒色顔料の割合が（例えば、５～２５％（又は１０～２０％）程度）高くなるようにし
てもよい。なお、これらのスクリーン機構の基材に塗布する塗料としては、従来公知のス
クリーン用塗料を適宜採用することができ、スクリーンの型（例えば、拡散型や反射型）
に応じて調整することができる。
【０１５５】
　なお、固定スクリーン機構Ｄの基材に塗布する塗料に黒色顔料を含ませるのではなく、
固定スクリーン機構Ｄの基材を成形する前に、当該基材の材料となる樹脂中に黒色顔料を
分散させることにより、基材自体に色を付け、基材自体の明度を低くしてもよい。
【０１５６】
　また、光の乱反射を防止するという観点からは、周囲壁（底板Ｃ１、右側板Ｃ２、左側
板Ｃ３、及び、背板Ｃ４）等、スクリーン筐体Ｃ１０を構成する部材やスクリーン筐体Ｃ
１０の内部に配置された他の部材（スクリーン以外の部材）の明度も低くすることが望ま
しい。それらの部材の明度は、固定スクリーン機構Ｄの反射面の明度よりも低いことが望
ましく、例えば、周囲壁については、スクリーンとして映像が投影されることを考慮する
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必要がないため、明度は低ければ低いほど望ましい。すなわち、周囲壁の色は、黒に近い
ほど望ましい。
【０１５７】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：フロントスクリーン機構Ｅ１）
　図５４に示すように、フロントスクリーン機構Ｅ１は、投影面Ｅ１１ａを全面に有した
長方形状のフロントスクリーン部材Ｅ１１と、第１模様面Ｅ１２ａ等の模様を両面に有し
たフロントスクリーン支持台Ｅ１２とを有している。フロントスクリーン部材Ｅ１１は、
薄板状の平面パネルにスクリーン塗料を塗布することにより形成されている。これにより
、フロントスクリーン部材Ｅ１１は、投影面Ｅ１１ａが平坦状に形成されている。
【０１５８】
　一方、フロントスクリーン支持台Ｅ１２は、フロントスクリーン部材Ｅ１１を保持する
保持凹部Ｅ１２１を有している。保持凹部Ｅ１２１は、フロントスクリーン部材Ｅ１１の
投影面Ｅ１１ａに対して僅かに拡大した状態で相似する開口形状を有しており、フロント
スクリーン部材Ｅ１１全体を収容している。また、保持凹部Ｅ１２１は、深さが深部と浅
部との２段階に設定されている。浅部は、フロントスクリーン支持台Ｅ１２の周縁部に形
成された段部Ｅ１２１ａと、中心部を通過する短手方向の両端にかけて直線状に形成され
た段部Ｅ１２１ｂとで実現されている。
【０１５９】
　これにより、保持凹部Ｅ１２１に収容されたフロントスクリーン部材Ｅ１１は、周縁部
の段部Ｅ１２１ａと中心部を通過する直線状の段部Ｅ１２１ｂとに当接及び支持され、残
りの深部部分から離隔された状態にされている。この結果、深部部分におけるフロントス
クリーン支持台Ｅ１２の変形が、フロントスクリーン部材Ｅ１１を変形させて投影面Ｅ１
１ａに歪みを引き起こすことが防止されている。
【０１６０】
　また、フロントスクリーン支持台Ｅ１２は、投影面Ｅ１１ａの周囲の一部領域に第１模
様面Ｅ１２ａを有している。第１模様面Ｅ１２ａは、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロ
ント露出位置に位置されたときに、前方の遊技者から目視可能にされている。さらに、フ
ロントスクリーン支持台Ｅ１２は、第１模様面Ｅ１２ａとは反対側の面全体に第２模様面
Ｅ１２ｂを有している。第２模様面Ｅ１２ｂは、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント
待機位置に位置されたときに、前方の遊技者から目視可能にされている。これらの第１模
様面Ｅ１２ａ及び第２模様面Ｅ１２ｂは、例えば遊技の演出に関連した模様が凹凸により
立体的に形成されている。
【０１６１】
　上記のように構成されたフロントスクリーン部材Ｅ１１とフロントスクリーン支持台Ｅ
１２とは、別個に形成された後に、接着剤で接着されることにより一体化されている。こ
れにより、フロントスクリーン機構Ｅ１は、フロントスクリーン支持台Ｅ１２に模様等を
形成する際の成形収縮等によりひけが発生することがあっても、このひけがフロントスク
リーン部材Ｅ１１から機械的に分離した状態で発生するため、フロントスクリーン部材Ｅ
１１における投影面Ｅ１１ａのひけによる歪みの発生を防止することが可能になっている
。
【０１６２】
　なお、フロントスクリーン部材Ｅ１１とフロントスクリーン支持台Ｅ１２との固着方法
としては、接着剤での接着に限らず、ネジ締結等の任意の方法を採用することができる。
【０１６３】
　フロントスクリーン部材Ｅ１１を構成する平面パネル、及び、フロントスクリーン支持
台Ｅ１２は、それぞれ射出成形により作製される。フロントスクリーン部材Ｅ１１を構成
する平面パネル、及び、フロントスクリーン支持台Ｅ１２の材料としては、射出成形を行
った場合にひけが発生し得る熱可塑性樹脂（例えば、ＡＢＳ樹脂等）を適宜採用すること
ができる。
【０１６４】
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（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）
　上記のフロントスクリーン機構Ｅ１は、フロントスクリーン駆動機構Ｅ２の駆動力によ
り回動可能にされている。図４５及び図４６に示すように、フロントスクリーン駆動機構
Ｅ２は、フロントスクリーン機構Ｅ１の左端部下面に連結された左フロントスクリーン駆
動機構Ｅ２Ａと、フロントスクリーン機構Ｅ１の右端部下面に連結された右フロントスク
リーン駆動機構Ｅ２Ｂとを有している。
【０１６５】
　図５３に示すように、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置に配置されたと
き（待機姿勢のとき）において、フロントスクリーン機構Ｅ１が、後方の端部から前方の
端部に向けて上り傾斜となるように、構成されている。このフロントスクリーン機構Ｅ１
の傾斜は、多孔板Ｂ１５の傾斜部Ｂ１５ｂ、及び、プロジェクタ機構Ｂ２の下面Ｂ２ａに
おける傾斜面Ｂ２ａ１と略平行である。
【０１６６】
　以上のように、フロント待機位置に配置されたときにフロントスクリーン機構Ｅ１の姿
勢を、その後方の端部から前方の端部に向けて上り傾斜となる傾斜姿勢にすることで、水
平面と平行な姿勢とした場合と比べて、照射光装置Ｂにより照射された照射光がフロント
スクリーン機構Ｅ１により妨げられることを抑制することができる。これにより、フロン
ト待機位置に配置されたときのフロントスクリーン機構Ｅ１の上下方向位置を、固定スク
リーン機構Ｄに対して近づけることができる。その結果として、表示ユニットＡの限られ
たスペース内においても、フロントスクリーン機構Ｅ１を大型化することができる。加え
て、上述したように、プロジェクタ機構Ｂ２の下面Ｂ２ａは傾斜面Ｂ２ａ１を有している
ため、フロント待機位置に配置されたときのフロントスクリーン機構Ｅ１の上下方向位置
を、プロジェクタ機構Ｂ２に対して近づけることができる。その結果として、フロントス
クリーン機構Ｅ１を更に大型化することができる。
【０１６７】
　図５５及び図５６に示すように、右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂは、クランク部
材Ｅ２２とクランクギアＥ２１と中間ギアＥ２３とモータ軸ギアＥ２４と駆動モータＥ２
５とを有している。右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂにおけるクランク部材Ｅ２２は
、その上端部（一端部）が、フロントスクリーン機構Ｅ１の右端部背面において、フロン
ト露出位置に配置されたとき（露出姿勢のとき）に上部となる位置に連結されている。
【０１６８】
　図５７に示すように、クランク部材Ｅ２２は、中間位置Ｅ２２ａにおいて、右可動体ベ
ースＣ５（図４５参照）に回動自在に軸支されている。これにより、クランク部材Ｅ２２
は、中間位置Ｅ２２ａを回動中心として上端部及び下端部（他端部）を回動可能にしてい
る。なお、この中間位置Ｅ２２ａは、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動中心軸ＦＧと一
致する。
【０１６９】
　なお、上述したように、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動中心軸ＦＧは、フロント露
出位置に配置されたフロントスクリーン機構Ｅ１の中心位置よりも上方に配置されている
。また、クランク部材Ｅ２２は、その上端部（一端部）が、フロントスクリーン機構Ｅ１
の右端部背面において、フロント露出位置に配置されたとき（露出姿勢のとき）に上部と
なる位置に連結されている。以上の構成により、フロントスクリーン機構Ｅ１における、
フロント待機位置とフロント露出位置との間の動作範囲を小さくすることができるため、
フロントスクリーン機構Ｅ１を大型化することが可能となる。
【０１７０】
　クランク部材Ｅ２２は、中間位置Ｅ２２ａから上端部側の上側領域と、中間位置Ｅ２２
ａから下端部側の下側領域とを有している。図５７のようにクランク部材Ｅ２２を側面視
したとき、上側領域における中心線（中間位置Ｅ２２ａと、クランク部材Ｅ２２の上端辺
における中点とを通過する直線）は、待機姿勢において上下方向となるように設定されて
いる。一方、下側領域における中心線（中間位置Ｅ２２ａと、クランク部材Ｅ２２の下端
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辺における中点とを通過する直線）は、待機姿勢において下側が上側よりも前側に傾斜す
るように設定されている。
【０１７１】
　クランク部材Ｅ２２の下側領域には、スライド溝Ｅ２２ｂが形成されている。スライド
溝Ｅ２２ｂは、溝壁面Ｅ２２ｂ１が側面視Ｕ字形状となるように形成されている。該Ｕ字
は、２つの直線部と、該２つの直線部の端部同士を結んだ曲線部とから構成されている。
２つの直線部は、平行に形成されており、スライド溝Ｅ２２ｂは、溝壁面Ｅ２２ｂ１の上
記直線部に相当する面が下側領域の中心線に平行に設定されている。スライド溝Ｅ２２ｂ
には、スライド部材Ｅ２６が移動自在に係合されている。スライド溝Ｅ２２ｂの溝幅（上
記２つの直線部間の距離）は、スライド部材Ｅ２６の部材幅にほぼ一致されており、移動
時において摺動するように設定されている。即ち、スライド部材Ｅ２６は、常時、スライ
ド溝Ｅ２２ｂの溝壁面Ｅ２２ｂ１に当接状態にされている。また、スライド溝Ｅ２２ｂの
上端部は、フロントスクリーン機構Ｅ１が待機姿勢である場合において、スライド部材Ｅ
２６が上端面（上記曲線部に相当する面）に当接するように設定されている。一方、スラ
イド溝Ｅ２２ｂの下端部は、スライド部材Ｅ２６の一部を露出可能に開放状態にされてい
る。
【０１７２】
　上記のスライド部材Ｅ２６は、クランクギアＥ２１の偏心位置Ｅ２１ｂに回転自在に軸
支されている。クランクギアＥ２１のギア軸Ｅ２１ａは、図５５に示すように、右可動体
ベースＣ５、及び右側板Ｃ２の第１支持部Ｃ２３に回転自在に軸支されている。クランク
ギアＥ２１のギア軸Ｅ２１ａは、フロントスクリーン機構Ｅ１が待機姿勢又は露出姿勢で
ある場合において、ギア軸Ｅ２１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ線分が、クランク部材Ｅ
２２における中間位置Ｅ２２ａとスライド部材Ｅ２６の中心点とを結ぶ線分に対して直交
する関係を有するように設定されている。
【０１７３】
　これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１が待機姿勢又は露出姿勢である場合において
は、クランク部材Ｅ２２の下側領域を回動させる方向に力が働いても、この力の全成分の
付与方向にギア軸Ｅ２１ａが存在し、固定端として作用するため、スライド部材Ｅ２６が
移動することはない。この結果、クランク部材Ｅ２２の中間位置Ｅ２２ａとクランクギア
Ｅ２１のギア軸Ｅ２１ａとを固定端とし、スライド部材Ｅ２６を自由端とする０自由度の
三節リンクによるトラス構造が形成されるため、フロントスクリーン機構Ｅ１を手で押し
た場合でも、クランク部材Ｅ２２及びクランクギアＥ２１が強固なブレーキとして作用す
ることによって、フロントスクリーン機構Ｅ１が動くことはない。
【０１７４】
　上記のクランクギアＥ２１には、中間ギアＥ２３が噛合されている。この中間ギアＥ２
３は、右可動体ベースＣ５、及び右側板Ｃ２の第２支持部Ｃ２４に回動自在に軸支されて
いる。この中間ギアＥ２３には、モータ軸ギアＥ２４が噛合されている。モータ軸ギアＥ
２４は、駆動モータＥ２５の駆動軸が接続されている。これにより、右フロントスクリー
ン駆動機構Ｅ２Ｂは、駆動モータＥ２５の回転駆動力をモータ軸ギアＥ２４及び中間ギア
Ｅ２３を介してクランクギアＥ２１に伝達可能にされている。
【０１７５】
　ここで、クランクギアＥ２１に付与された回転駆動力の全成分は、スライド部材Ｅ２６
の旋回軌跡の接線方向に一致する。また、図５８及び図６０に示すように、フロントスク
リーン機構Ｅ１が待機姿勢又は露出姿勢である場合において、ギア軸Ｅ２１ａと偏心位置
Ｅ２１ｂとを結ぶ線分が、クランク部材Ｅ２２における中間位置Ｅ２２ａとスライド部材
Ｅ２６の中心点とを結ぶ線分に対して直交する関係を有するように設定されているため、
旋回軌跡の接線方向がクランク部材Ｅ２２のスライド溝Ｅ２２ｂの溝壁面に平行となって
いる。これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１が待機姿勢又は露出姿勢である場合にお
いて、クランクギアＥ２１に回転駆動力が付与されると、スライド部材Ｅ２６の移動方向
（接線方向）に反力となる溝壁面が存在しないため、クランクギアＥ２１が容易に回転を
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開始する。
【０１７６】
　クランクギアＥ２１に回転駆動力が付与された場合は、偏心位置Ｅ２１ｂに設けられた
スライド部材Ｅ２６がスライド溝Ｅ２２ｂとの摺動によりスライド溝Ｅ２２ｂに沿って移
動自在にされているため、クランク部材Ｅ２２の中間位置Ｅ２２ａとクランクギアＥ２１
のギア軸Ｅ２１ａとを固定端とし、スライド部材Ｅ２６を溝壁面に沿って移動自在の自由
端にした１自由度の二節リンクが形成される。そして、スライド部材Ｅ２６が回動すると
、スライド部材Ｅ２６が係合されたスライド溝Ｅ２２ｂを備えたクランク部材Ｅ２２が中
間位置Ｅ２２ａを支点として回動し、クランク部材Ｅ２２の上側領域を回動させることに
なる。この結果、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置及びフロント露出位置
間を移動することになる。
【０１７７】
　なお、駆動モータＦ２４は、ステッピングモータであり、中継基板ＣＫを介して主制御
基板ＭＳ（図３２参照）に電気的に接続されており、この主制御基板ＭＳの制御により駆
動される。
【０１７８】
　また、フロントスクリーン機構Ｅ１の移動速度は、フロントスクリーン機構Ｅ１が待機
姿勢又は露出姿勢である場合において停止状態０であり、徐々に増速し、待機姿勢及び露
出姿勢間の中間姿勢（図５９参照）において最大速度となった後、徐々に減速し、露出姿
勢及び待機姿勢になったときに停止状態０になる。これにより、クランクギアＥ２１の角
加速度が小さな状態（慣性モーメント）で回動を開始及び停止させることができるため、
クランクギアＥ２１に必要なトルクを小さくすることが可能になり、結果として駆動機構
（中間ギアＥ２３、モータ軸ギアＥ２４、駆動モータＥ２５）の過負荷による故障や消耗
を低減することが可能になっている。
【０１７９】
　図６１に示すように、上記のように構成された右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂは
、モータ軸ギアＥ２４と駆動モータＥ２５とを除いて、左フロントスクリーン駆動機構Ｅ
２Ａと同一構成とされている。そして、左フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ａと右フロン
トスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂとは、左右対称に配置されている。
【０１８０】
　そして、左フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ａの中間ギアＥ２３と右フロントスクリー
ン駆動機構Ｅ２Ｂの中間ギアＥ２３とは、シャフト部材Ｅ３を介して連結されている。
【０１８１】
　詳細には、シャフト部材Ｅ３は、左右方向に延在しており、その両端部に、左フロント
スクリーン駆動機構Ｅ２Ａ及び右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂそれぞれの中間ギア
Ｅ２３が連結されている。また、シャフト部材Ｅ３は、固定スクリーン機構Ｄの後方にお
ける、背板Ｃ４と固定スクリーン機構Ｄとで挟まれた空間に配置されている（図５３参照
）。
【０１８２】
　以上の構成において、駆動モータＥ２５が駆動されると、モータ軸ギアＥ２４が回動さ
れる。このモータ軸ギアＥ２４の回動に伴い、左フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ａ及び
右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂそれぞれの中間ギアＥ２３・Ｅ２３、及びシャフト
部材Ｅ３が一体となって回動する。そして、この中間ギアＥ２３・Ｅ２３の回動に連動し
て、クランクギアＥ２１・Ｅ２１が回動されることで、フロントスクリーン機構Ｅ１が回
動中心軸ＦＧ中心に回動して、フロント待機位置とフロント露出位置との間を移動するこ
とになる。
【０１８３】
　以上のように、左フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ａ及び右フロントスクリーン駆動機
構Ｅ２Ｂそれぞれの中間ギアＥ２３・Ｅ２３をシャフト部材Ｅ３により連結することで、
駆動モータＥ２５の回転駆動力を、２つのクランク部材Ｅ２２に均等に伝達することが可
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能となる。従って、これら中間ギアＥ２３・Ｅ２３がシャフト部材Ｅ３により連結されて
いない場合と比べて、２つのクランク部材Ｅ２２の一方に、駆動負荷が集中することを防
止することができる。また、駆動モータＥ２５は、固定スクリーン機構Ｄの右方に配置さ
れた右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂに設けられているため、固定スクリーン機構Ｄ
の配置を阻害することがない。
【０１８４】
　加えて、シャフト部材Ｅ３を、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動軸として用いていな
い。このため、シャフト部材Ｅ３の配置の自由度が高まり、シャフト部材Ｅ３を固定スク
リーン機構Ｄ等の別役物の配置を阻害しないように配置させることが可能となる。その結
果として、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動範囲や大きさを所望の程度に維持しつつ、
別役物の配置の自由度を高めることができる。
【０１８５】
　また、シャフト部材Ｅ３が固定スクリーン機構Ｄよりも後方に配置されるため、固定ス
クリーン機構Ｄに投影される光がシャフト部材Ｅ３により阻害されることはない。また、
フロントスクリーン機構Ｅ１の回動中心軸ＦＧは固定スクリーン機構Ｄの後端位置よりも
前方に配置されているため、固定スクリーン機構Ｄの後端位置よりも後方に配置されてい
る場合と比べて、フロントスクリーン機構Ｅ１と回動中心軸ＦＧとの間の長さ（クランク
部材Ｅ２２の長さ）を短くすることができる。このため、キャビネットＧ内のスペースが
限られており表示ユニットＡを大型化することができないときでも、フロントスクリーン
機構Ｅ１の大きさを所望の程度に維持することができる。
【０１８６】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：リールスクリーン機構Ｆ１）
　図５２に示すように、リールスクリーン機構Ｆ１は、湾曲形状の平板からなる。リール
スクリーン機構Ｆ１は、回動方向に近似した形状に湾曲された、側面視円弧状の形状をな
している。リールスクリーン機構Ｆ１の表面は、周縁部に模様が形成されていると共に、
周縁部の内周領域が投影面Ｆ１ａとされている。この投影面Ｆ１ａは、リールスクリーン
機構Ｆ１がリール露出位置に配置されたときに、プロジェクタ機構Ｂ２からの光の照射方
向上流側に凸となる円弧面である。また、リールスクリーン機構Ｆ１における、回動中心
側である裏面には模様が形成されている。この裏面の模様は、リールスクリーン機構Ｆ１
がリール待機位置に位置されたときに、前方の遊技者から目視可能にされている。
【０１８７】
　リールスクリーン機構Ｆ１は、リールスクリーン駆動機構Ｆ２の駆動力により、リール
待機位置とリール露出位置との間で回動可能にされている。そして、リールスクリーン機
構Ｆ１がリール露出位置に位置されたときに、その投影面Ｆ１ａは、照射光の照射により
映像を出現可能になっている。
【０１８８】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：リールスクリーン駆動機構Ｆ２）
　図６２及び図６３に示すように、リールスクリーン駆動機構Ｆ２は、２つのアーム部材
Ｆ２１・Ｆ２１、円弧状ギアＦ２２、モータ軸ギアＦ２３、及び駆動モータＦ２４を有し
ている。２つのアーム部材Ｆ２１・Ｆ２１は、その一端部がリールスクリーン機構Ｆ１の
右端部背面及び左端部背面それぞれに連結されている。また、２つのアーム部材Ｆ２１・
Ｆ２１の他端部の外側面には、左右方向外側に向けて突出する支持軸Ｆ２１ａ・Ｆ２１ａ
が形成されている。これら支持軸Ｆ２１ａ・Ｆ２１ａは、右可動体ベースＣ５及び左可動
体ベースＣ６にそれぞれ回動自在に支持されている。これにより、２つのアーム部材Ｆ２
１は、支持軸Ｆ２１ａ・Ｆ２１ａを回動中心として回動可能となる。なお、これら支持軸
Ｆ２１ａ・Ｆ２１ａは、リールスクリーン機構Ｆ１の回動中心軸ＲＧと一致する。
【０１８９】
　円弧状ギアＦ２２は、２つの支持軸Ｆ２１ａ・Ｆ２１ａのうちの右側に配置される支持
軸Ｆ２１ａの先端部に固定されている。この円弧状ギアＦ２２には、モータ軸ギアＦ２３
が噛合されている。モータ軸ギアＦ２３は、駆動モータＦ２４の駆動軸が接続されている
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。なお、駆動モータＦ２４は、ステッピングモータであり、中継基板ＣＫを介して主制御
基板ＭＳ（図３２参照）に電気的に接続されており、この主制御基板ＭＳの制御により駆
動される。
【０１９０】
　以上の構成において、主制御基板ＭＳによる制御の下、駆動モータＥ２５が駆動すると
と、モータ軸ギアＥ２４が回動する。このモータ軸ギアＥ２４の回動に伴い、円弧状ギア
Ｆ２２が回動する。そして、この円弧状ギアＦ２２の回動に連動して、アーム部材Ｆ２１
が回動されることで、リールスクリーン機構Ｆ１が回動中心軸ＲＧ中心に回動して、リー
ル待機位置とリール露出位置との間を動作することになる。
【０１９１】
（表示ユニットＡ：スクリーン装置Ｃ：センサ機構ＣＳ）
　上述したように、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１それぞれ
の動作範囲は、互いに一部が重複している（図５３参照）。また、フロントスクリーン機
構Ｅ１は及びリールスクリーン機構Ｆ１は、それぞれ異なる駆動機構により駆動される。
つまり、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１それぞれの駆動は連
動（同期）していない。このためスクリーン機構Ｅ１・Ｆ１同士の干渉（接触）を防ぐに
は、スクリーン機構Ｅ１・Ｆ１それぞれの位置を把握しておく必要がある。そこで、本実
施形態では、主制御基板ＭＳ（図３２参照）は、フロント待機位置を原点位置として、こ
の原点位置からの駆動モータＥ２５のステップ数に基づいて、フロントスクリーン機構Ｅ
１の位置を把握している。同様にして、リール待機位置を原点位置として、この原点位置
からの駆動モータＦ２４のステップ数に基づいて、リールスクリーン機構Ｆ１の位置を把
握している。
【０１９２】
　しかしながら、フロントスクリーン機構Ｅ１やリールスクリーン機構Ｆ１の動作が正常
に行われていない場合や、電源遮断中に手動でフロントスクリーン機構Ｅ１やリールスク
リーン機構Ｆ１が動かされてしまった場合には、主制御基板ＭＳは、フロントスクリーン
機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の正確な位置を把握することができない。このよ
うな状況でフロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１を動作させると、
これらが干渉し合う可能性がある。
【０１９３】
　そこで、図６４～図６７に示すように、スクリーン装置Ｃは、フロントスクリーン機構
Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１それぞれの位置を検出するためのセンサ機構ＣＳを備
えている。そして、主制御基板ＭＳは、センサ機構ＣＳからの検出結果に基づき、これら
スクリーン機構Ｅ１・Ｆ１を原点位置（待機位置）に復帰させる復帰動作を実行する。
【０１９４】
　なお、右フロントスクリーン駆動機構Ｅ２Ｂにおけるクランク部材Ｅ２２には、上側領
域に遮光部Ｅ２２ｄ、下側領域に遮光部Ｅ２２ｅがそれぞれ形成されている。また、リー
ルスクリーン機構Ｆ１の右端部裏面には、遮光部Ｆ１ｂが形成されている。
【０１９５】
　センサ機構ＣＳは、３つのセンサＣＳ１～ＣＳ３を有している。これらのセンサＣＳ１
～ＣＳ３は、透過型の光学センサであり、図６４に示すように、略Ｕ字状に形成されてい
る。Ｕ字状の開放側の一方の端部は光を発光する発光部であり、他方の端部は光を受光す
る受光部である。そして、これらのセンサＣＳ１～ＣＳ３は、発光部から発光された光を
受光部が受光した場合に、主制御基板ＭＳにＬｏｗ信号を出力し、発光部から発光された
光が遮断され受光部が受光できない場合に、主制御基板ＭＳにＨｉ信号を出力するよう構
成されている。
【０１９６】
　センサＣＳ１は、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置に存在するか否かを
検出するためのセンサである。このセンサＣＳ１は、クランク部材Ｅ２２における遮光部
Ｅ２２ｄの回動軌跡上に固定配置されている。詳細には、センサＣＳ１は、フロントスク
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リーン機構Ｅ１がフロント待機位置に存在するとき（図６５参照）には、発光部と受光部
とで遮光部Ｅ２２ｄを挟み、且つ、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置に存
在しないとき（図６６参照）には、発光部と受光部とで遮光部Ｅ２２ｄを挟まない位置に
固定配置されている。従って、センサＣＳ１は、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント
待機位置に存在するときはＨｉ信号を、フロント待機位置に存在しないときはＬｏｗ信号
をそれぞれ主制御基板ＭＳに出力することになる。
【０１９７】
　センサＣＳ２は、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント露出位置に存在するか否かを
検出するためのセンサである。このセンサＣＳ２は、クランク部材Ｅ２２における遮光部
Ｅ２２ｅの回動軌跡上に固定配置されている。詳細には、センサＣＳ２は、フロントスク
リーン機構Ｅ１がフロント露出位置に存在するとき（図６６参照）には発光部と受光部と
で遮光部Ｅ２２ｅを挟み、且つ、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント露出位置に存在
しないとき（図６５参照）には発光部と受光部とで遮光部Ｅ２２ｅを挟まない位置に固定
配置されている。従って、センサＣＳ２は、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント露出
位置に存在するときはＨｉ信号を、フロント露出位置に存在しないときはＬｏｗ信号をそ
れぞれ主制御基板ＭＳに出力することになる。
【０１９８】
　センサＣＳ３は、リールスクリーン機構Ｆ１がリール待機位置に存在するか否かを検出
するためのセンサである。このセンサＣＳ３は、リールスクリーン機構Ｆ１における遮光
部Ｆ１ｂの回動軌跡上に固定配置されている。詳細には、センサＣＳ２は、リールスクリ
ーン機構Ｆ１がリール待機位置に存在するとき（図６５参照）には発光部と受光部とで遮
光部Ｆ１ｂを挟み、且つ、リールスクリーン機構Ｆ１がリール待機位置に存在しないとき
（図６７参照）には発光部と受光部とで遮光部Ｆ１ｂを挟まない位置に固定配置されてい
る。従って、センサＣＳ３は、リールスクリーン機構Ｆ１がリール待機位置に存在すると
きはＨｉ信号を、リール待機位置に存在しないときはＬｏｗ信号をそれぞれ主制御基板Ｍ
Ｓに出力することになる。
【０１９９】
　以上の構成において、センサＣＳ１及びセンサＣＳ２からの検出信号は、フロントスク
リーン機構Ｅ１が、フロント待機位置、フロント露出位置、及びこれらの間の位置である
中間位置の何れに配置されているかを示している。また、センサＣＳ３からの検出信号は
、リールスクリーン機構Ｆ１が、リール待機位置、及びリール待機位置以外の位置の何れ
に配置されているかを示している。
【０２００】
　また、上述したように、フロント待機位置及びリール待機位置それぞれは、スクリーン
機構Ｅ１・Ｆ１の動作範囲における重複範囲に配置されているため、フロントスクリーン
機構Ｅ１がフロント露出位置に配置されているときには、リールスクリーン機構Ｆ１をリ
ール露出位置に配置することはできない。このため、センサＣＳ２が、フロントスクリー
ンがフロント露出位置に存在することを検出している場合には、リールスクリーン機構Ｆ
１がリール露出位置に存在しないことを示している。
【０２０１】
（フロントスクリーン機構Ｅ１の動作制御）
　次に、原点復帰動作について説明するに先立って、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリ
ールスクリーン機構Ｆ１それぞれの正常時における動作制御について説明する。主制御基
板ＭＳは、駆動モータＥ２５を制御することで、フロントスクリーン機構Ｅ１をフロント
待機位置とフロント露出位置との間で回動動作させる。このフロントスクリーン機構Ｅ１
の回動動作は、リールスクリーン機構Ｆ１がリール待機位置に存在していることを条件に
して実行される。
【０２０２】
　先に少し触れたように、主制御基板ＭＳは、フロント待機位置を原点位置とし、この原
点位置からの駆動モータＥ２５のステップ数で、フロントスクリーン機構Ｅ１の位置を把
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握する。例えば、図６８に示すように、ステップ数が２１０のとき、フロントスクリーン
機構Ｅ１はフロント露出位置にあると把握することができる。なお、本実施形態では、ス
テップ数が２０－２１のときに、センサＣＳ１の検出信号がＨｉ信号とＬｏｗ信号との間
で切り換り、ステップ数が１９０－１９１のときに、センサＣＳ２の検出信号がＨｉ信号
とＬｏｗ信号との間で切り換る。
【０２０３】
　また、主制御基板ＭＳは、駆動モータＥ２５のモータ回転方向やパルス幅を制御するこ
とで、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動方向や回動速度を制御している。以下、駆動モ
ータＥ２５において、フロントスクリーン機構Ｅ１をフロント待機位置からフロント露出
位置へ移動させるモータ回転方向を＋方向、フロントスクリーン機構Ｅ１をフロント露出
位置からフロント待機位置へ移動させるモータ回転方向を－方向とする。
【０２０４】
　図６９には、フロントスクリーン機構Ｅ１をフロント待機位置からフロント露出位置へ
回動動作させる際の、駆動モータＥ２５の制御シーケンスの一例を示している。この制御
シーケンスでは、まず、駆動モータＥ２５を、直前の励磁相から相を更新せずに１００ｍ
ｓのパルス幅分で励磁（手順１）した後に、駆動モータＥ２５を＋方向に２．２ｍｓのパ
ルス幅で２１０ステップ数駆動させる（手順２）。これにより、フロントスクリーン機構
Ｅ１はフロント待機位置からフロント露出位置へ回動する。この後、駆動モータＥ２５を
、直前の励磁相から相を更新せずに１００ｍｓのパルス幅分で励磁する（手順３）。以上
が、フロント待機位置からフロント露出位置へ回動動作させる際の制御シーケンスとなる
。なお、フロントスクリーン機構Ｅ１をフロント待機位置からフロント露出位置へ回動動
作させる際の制御シーケンスは、図６９の制御シーケンスにおける、手順２に係る駆動モ
ータＥ２５のモータ回転方向を－方向にしたシーケンスにすればよい。
【０２０５】
（リールスクリーン機構Ｆ１の動作制御）
　次に、リールスクリーン機構Ｆ１についての正常時の動作制御について説明する。主制
御基板ＭＳは、駆動モータＦ２４を制御することで、リールスクリーン機構Ｆ１をリール
待機位置とリール露出位置との間で回動動作させる。このリールスクリーン機構Ｆ１の回
動動作は、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置に存在していることを条件に
して実行される。
【０２０６】
　図７０に示すように、主制御基板ＭＳは、リール待機位置を原点位置とし、この原点位
置からの駆動モータＦ２４のステップ数で、リールスクリーン機構Ｆ１の位置を把握する
。例えば、ステップ数が１４０のとき、リールスクリーン機構Ｆ１はリール露出位置にあ
ると把握することができる。なお、本実施形態では、ステップ数が１－２のときに、セン
サＣＳ３の検出信号がＨｉ信号とＬｏｗ信号との間で切り換る。
【０２０７】
　また、主制御基板ＭＳは、駆動モータＦ２４のモータ回転方向やパルス幅を制御するこ
とで、リールスクリーン機構Ｆ１の回動方向や回動速度を制御している。以下、駆動モー
タＦ２４において、リールスクリーン機構Ｆ１をリール待機位置からリール露出位置へ移
動させるモータ回転方向を＋方向、リールスクリーン機構Ｆ１をリール露出位置からリー
ル待機位置へ移動させるモータ回転方向を－方向とする。
【０２０８】
　図７１には、リールスクリーン機構Ｆ１をリール待機位置からリール露出位置へ回動動
作させる際の、駆動モータＦ２４の制御シーケンスの一例を示している。この制御シーケ
ンスでは、まず、駆動モータＦ２４を、直前の励磁相から相を更新せずに１００ｍｓのパ
ルス幅分で励磁（手順１）した後に、駆動モータＦ２４を＋方向に４ｍｓのパルス幅で８
ステップ数駆動させる（手順２）。これにより、リールスクリーン機構Ｆ１のリール待機
位置からリール露出位置への回動が開始され、且つ、リールスクリーン機構Ｆ１の回動速
度が加速される。この後、駆動モータＦ２４を＋方向に３ｍｓのパルス幅で１２２ステッ
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プ数駆動する（手順３）。その後、駆動モータＦ２４を＋方向に５ｍｓのパルス幅で１２
２ステップ数駆動する（手順４）。これにより、リールスクリーン機構Ｆ１の回動速度が
減速される。そして、駆動モータＦ２４を、直前の励磁相から相を更新せずに１００ｍｓ
のパルス幅分で励磁する（手順５）。以上が、リール待機位置からリール露出位置へ回動
動作させる際の制御シーケンスとなる。なお、リールスクリーン機構Ｆ１をリール待機位
置からリール露出位置へ回動動作させる際の制御シーケンスは、図７１の制御シーケンス
における、手順２～４に係る駆動モータＥ２５のモータ回転方向を－方向にしたシーケン
スにすればよい。
【０２０９】
　以上のように、主制御基板ＭＳは、リールスクリーン機構Ｆ１がリール待機位置に配置
されていることを条件にしてフロントスクリーン機構Ｅ１を駆動し、フロントスクリーン
機構Ｅ１がフロント待機位置に配置されていることを条件にしてリールスクリーン機構Ｆ
１を駆動するため、スクリーン機構同士の回動時における干渉を防止することができる。
【０２１０】
（フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の原点復帰動作）
　次に、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１の原点復帰動作につ
いて説明する。この原点復帰動作時は、電源遮断状態から復旧したときなどの所定の契機
で実行される。
【０２１１】
　ここで、センサＣＳ１の検出信号がＨｉ信号からＬｏｗ信号に切り換るのは、フロント
スクリーン機構Ｅ１が原点位置から駆動モータＥ２５が数ステップだけ＋方向に駆動され
た時点（図６８参照）であるため、センサＣＳ１の検出信号がＨｉ信号であったとしても
、フロントスクリーン機構Ｅ１の位置が原点位置とは一致しない場合もある。同様にして
、センサＣＳ３の検出信号がＨｉ信号であったとしても、リールスクリーン機構Ｆ１の位
置が原点位置とは一致しない場合もある。そこで、本実施形態では、センサＣＳ１の検出
信号がＨｉ信号であったとしてもフロントスクリーン機構Ｅ１に係る原点復帰動作を行い
、センサＣＳ３の検出信号がＨｉ信号であったとしてもリールスクリーン機構Ｆ１に係る
原点復帰動作を行うように構成されている。
【０２１２】
　また、主制御基板ＭＳは、原点復帰動作において、駆動モータＦ２４及び駆動モータＥ
２５を駆動して、動作１～４の４種類の基本動作を実行可能にされている。動作１及び２
はフロントスクリーン機構Ｅ１に係る動作であり、動作３及び４はリールスクリーン機構
Ｆ１に係る動作である。
【０２１３】
　動作１は、センサＣＳ１から出力される検出信号がＨｉ信号のときに実行される動作で
ある。詳細には、動作１は、駆動モータＥ２５を＋方向に３０～４０ステップ数程度駆動
させる動作である。これにより、センサＣＳ１から出力される検出信号を確実にＨｉ信号
からＬｏｗ信号に切り換えることができる。
【０２１４】
　動作２は、センサＣＳ１から出力される検出信号がＬｏｗ信号のときに実行される動作
である。詳細には、動作２は、駆動モータＥ２５を－方向に駆動し、センサＣＳ１から出
力される信号がＬｏｗ信号からＨｉ信号に切り換わってから２０ステップ数駆動して停止
させる動作である。先に少し触れたように、フロント待機位置を原点位置とした際におい
て駆動モータＥ２５のステップ数が２０－２１のときに、センサＣＳ１の検出信号がＨｉ
信号とＬｏｗ信号との間で切り換るため、この動作２を行うことで、フロントスクリーン
機構Ｅ１を確実に原点位置に復帰させることができる。
【０２１５】
　動作３は、センサＣＳ３から出力される検出信号がＨｉ信号のときに実行される動作で
ある。詳細には、駆動モータＦ２４を＋方向に１０～２０ステップ数程度駆動させる動作
である。これにより、センサＣＳ３から出力される検出信号を確実にＨｉ信号からＬｏｗ
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信号に切り換えることができる。
【０２１６】
　動作４は、センサＣＳ３から出力される検出信号がＬｏｗ信号のときに実行される動作
である。詳細には、動作４は、駆動モータＦ２４を－方向に駆動し、センサＣＳ３から出
力される信号がＬｏｗ信号からＨｉ信号に切り換わってから１ステップ数駆動して停止さ
せる動作である。先に少し触れたように、リール待機位置を原点位置とした際において駆
動モータＦ２４のステップ数が１－２のときに、センサＣＳ３の検出信号がＨｉ信号とＬ
ｏｗ信号との間で切り換るため、この動作４を行うことで、リールスクリーン機構Ｆ１を
確実に原点位置に復帰させることができる。
【０２１７】
　図７２に示すように、センサ機構ＣＳは、３つのセンサＣＳ１～ＣＳ３を有しているた
め、これらセンサＣＳ１～ＣＳ３の検出状態の組み合わせは全部で８種類ある。ここで、
フロントスクリーン機構Ｅ１が同時にフロント待機位置及びフロント露出位置に配置され
ることはないため、この８種類のセンサ状態うち、センサＣＳ１及びセンサＣＳ２が共に
Ｈｉ信号を出力している２種類のセンサ状態（状態１及び状態２）は、センサＣＳ１及び
センサＣＳ２の故障等の異常が発生していることになる。従って、主制御基板ＭＳは、セ
ンサＣＳ１及びセンサＣＳ２が共にＨｉ信号を出力している場合には、異常が発生してい
ると判断し、スピーカやモニター等により音声や映像で異常報知する。
【０２１８】
　主制御基板ＭＳのメモリには、センサ機構ＣＳの８種類のセンサ状態うち、上記２種類
のセンサ状態を除く６種類のセンサ状態（状態３～８）に応じた、フロントスクリーン機
構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１についての６種類の駆動手順が記憶されている。こ
の６種類の駆動手順は、スクリーン機構同士が極力干渉しないように決められている。以
下、６種類のセンサ状態それぞれに係る駆動手順について説明する。
【０２１９】
　センサＣＳ１及びセンサＣＳ３がＨｉ信号を出力し、センサＣＳ２がＬｏｗ信号を出力
するセンサ状態（状態３）のときは、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン
機構Ｆ１は共に、他方のスクリーン機構の動作範囲外に配置されている。従って、状態３
に係る駆動手順では、主制御基板ＭＳは、まず、動作１及び動作２を続けて行うことで、
フロントスクリーン機構Ｅ１を原点位置に復帰させる。その後、動作３及び動作４を続け
て行うことで、リールスクリーン機構Ｆ１を原点位置に復帰させる。
【０２２０】
　センサＣＳ１がＨｉ信号を出力し、センサＣＳ２及びセンサＣＳ３がＬｏｗ信号を出力
するセンサ状態（状態４）のときは、フロントスクリーン機構Ｅ１はリールスクリーン機
構Ｆ１の動作範囲外に配置されており、リールスクリーン機構は、リール露出位置、又は
リール露出位置とリール待機位置との間の中間位置に配置されている。ここで、リールス
クリーン機構Ｆ１の動作範囲は、フロントスクリーン機構Ｅ１の動作範囲外となるとリー
ル待機位置側の範囲（非重複範囲）と、フロントスクリーン機構Ｅ１の動作範囲内となる
とリール露出位置側の範囲（重複範囲）との２つの範囲に分けられる。この重複範囲と非
重複範囲との境界は、リール露出位置とリール待機位置との間に存在する。このため、リ
ールスクリーン機構Ｆ１が中間位置に配置されている際には、リールスクリーン機構Ｆ１
がフロントスクリーン機構Ｅ１の動作範囲内となる重複範囲内に配置されている可能性が
ある。従って、この状態４に係る駆動手順では、主制御基板ＭＳは、まず、動作４を行う
ことで、リールスクリーン機構Ｆ１を原点位置に復帰させる。その後、動作１及び動作２
を続けて行うことで、フロントスクリーン機構Ｅ１を原点位置に復帰させる。
【０２２１】
　センサＣＳ２及びセンサＣＳ３がＨｉ信号を出力し、センサＣＳ１がＬｏｗ信号を出力
するセンサ状態（状態５）のときは、フロントスクリーン機構Ｅ１はリールスクリーン機
構Ｆ１の動作範囲内に配置されており、且つ、リールスクリーン機構Ｆ１はフロントスク
リーン機構Ｅ１の動作範囲外に配置されている。従って、状態５に係る駆動手順では、主
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制御基板ＭＳは、まず、動作２を行うことで、フロントスクリーン機構Ｅ１を原点位置に
復帰させる。その後、動作３及び動作４を続けて行うことで、リールスクリーン機構Ｆ１
を原点位置に復帰させる。
【０２２２】
　センサＣＳ２がＨｉ信号を出力し、センサＣＳ１及びセンサＣＳ３がＬｏｗ信号を出力
するセンサ状態（状態６）のときは、フロントスクリーン機構Ｅ１はフロント露出位置に
配置されており、且つ、リールスクリーン機構Ｆ１は中間位置に配置されている。この状
態６では、上述の状態４と同様に、リールスクリーン機構Ｆ１が、フロントスクリーン機
構Ｅ１の動作範囲内に配置されている可能性がある。従って、状態６に係る駆動手順では
、主制御基板ＭＳは、まず、動作４を行うことで、リールスクリーン機構Ｆ１を原点位置
に復帰させる。その後、動作２を行うことで、フロントスクリーン機構Ｅ１を原点位置に
復帰させる。
【０２２３】
　センサＣＳ３がＨｉ信号を出力し、センサＣＳ１及びセンサＣＳ２がＬｏｗ信号を出力
するセンサ状態（状態７）のときは、フロントスクリーン機構Ｅ１が中間位置に配置され
ており、且つ、リールスクリーン機構Ｆ１はフロントスクリーン機構Ｅ１の動作範囲外に
配置されている。従って、状態７に係る駆動手順では、主制御基板ＭＳは、まず、動作２
を行うことで、フロントスクリーン機構Ｅ１を原点位置に復帰させる。その後、動作３及
び動作４を続けて行うことで、リールスクリーン機構Ｆ１を原点位置に復帰させる。
【０２２４】
　センサＣＳ１～３がＬｏｗ信号を出力するセンサ状態（状態８）のときは、フロントス
クリーン機構Ｅ１が中間位置に配置され、リールスクリーン機構Ｆ１は中間位置又はリー
ル露出位置に配置されている。ここで、フロントスクリーン機構Ｅ１の動作範囲について
も、リールスクリーン機構Ｆ１の動作範囲外となるとフロント待機位置側の範囲（非重複
範囲）と、リールスクリーン機構Ｆ１の動作範囲内となるフロント露出位置側の範囲（重
複範囲）との２つの範囲に分けられる。この重複範囲と非重複範囲との境界は、フロント
露出位置とフロント待機位置との間に存在する。従って、状態８では、フロントスクリー
ン機構Ｅ１は、リールスクリーン機構Ｆ１の動作範囲内に配置されている可能性がある。
このため、フロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１それぞれが、互い
の動作範囲内に配置されている可能性がある。その結果として、フロントスクリーン機構
Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１のうち何れか一方のスクリーン機構を駆動させた場合
、他方のスクリーン機構が干渉により移動する可能性がある。そのため、復帰動作開始時
のセンサＣＳ１～３の検出結果のみに基づいてフロントスクリーン機構Ｅ１及びリールス
クリーン機構Ｆ１を駆動させて復帰動作を行った場合、何れか一方のスクリーン機構を原
点位置に復帰させることができない可能性がある。
【０２２５】
　そこで、状態８に係る駆動手順では、主制御基板ＭＳは、まず、動作２を行うことで、
フロントスクリーン機構Ｅ１を原点位置に復帰させる。その後、主制御基板ＭＳは、セン
サＣＳ３の検出信号がＨi信号であるかＬｏｗ信号であるかを判断する。そして、センサ
ＣＳ３の検出信号がＬｏｗ信号の場合には、動作４を行うことで、リールスクリーン機構
Ｆ１を原点位置に復帰させる。これに対して、センサＣＳ３の検出信号がＨｉ信号の場合
には、動作３及び４を続けて行うことで、リールスクリーン機構Ｆ１を原点位置に復帰さ
せる。
【０２２６】
　以上のように、センサ機構ＣＳのセンサ状態が状態３～７のときには、それぞれの状態
に応じた駆動手順に従ってフロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスクリーン機構Ｆ１を
駆動させることで、スクリーン機構同士が干渉することなくそれぞれの原点位置に復帰さ
せることができる。また、センサ機構ＣＳのセンサ状態が状態８のときには、フロントス
クリーン機構Ｅ１を原点位置に復帰させた後、センサＣＳ３の検出信号に応じた駆動手順
でリールスクリーン機構Ｆ１を原点位置に復帰させるため、フロントスクリーン機構Ｅ１
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及びリールスクリーン機構Ｆ１それぞれを原点位置に確実に復帰させることができる。そ
の結果として、復帰動作以降の処理においてフロントスクリーン機構Ｅ１及びリールスク
リーン機構Ｆ１を適切に駆動させることで、スクリーン機構同士が干渉することを確実に
防止することができる。
【０２２７】
　変形例として、センサ機構ＣＳのセンサ状態が状態３のときにおいて、主制御基板ＭＳ
は、動作３及び動作４を続けて行うことで、リールスクリーン機構Ｆ１を原点位置に復帰
させた後、動作１及び動作２を続けて行うことで、フロントスクリーン機構Ｅ１を原点位
置に復帰させてもよい。
【０２２８】
　また、センサ機構ＣＳのセンサ状態が状態８のときにおいて、主制御基板ＭＳは、まず
、動作４を行うことで、リールスクリーン機構Ｆ１を原点位置に復帰させる。その後、主
制御基板ＭＳは、センサＣＳ１の検出信号がＨi信号であるかＬｏｗ信号であるかを判断
する。そして、センサＣＳ１の検出信号がＬｏｗ信号の場合には、動作２を行うことで、
フロントスクリーン機構Ｅ１を原点位置に復帰させる。これに対して、センサＣＳ１の検
出信号がＨｉ信号の場合には、動作１及び２を続けて行うことで、フロントスクリーン機
構Ｅ１を原点位置に復帰させてもよい。
【０２２９】
　また、センサＣＳ１～３は、透過型の光センサに限らず、接触式センサ等の種々のセン
サを採用することができる。また、センサ機構ＣＳは、必ずしも３つのセンサＣＳ１～３
を有している必要はなく、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置に存在するか
否かの検出、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント露出位置に存在するか否かの検出、
及び、リールスクリーン機構Ｆ１がリール待機位置に存在するか否かの検出を行うことが
可能であるならば、１つのセンサで構成されていてもよい。
【０２３０】
（キャビネットＧ）
【０２３１】
（キャビネットＧ：メダル補給機構ＭＨ）
　図７３Ａに示すように、キャビネットＧの背面壁Ｇ３には、筐体２の内部と外部との雰
囲気を導通させる補給用開口Ｇ３１が開口されている。補給用開口Ｇ３１は、背面壁Ｇ３
の中央部に配置されている。遊技機１が設置される設置島に自動循環補給装置（図示せず
）が敷設される場合、自動循環補給装置の補給路となるメダル補給口Ｐが補給用開口Ｇ３
１に挿通された状態で螺子止め固定される。
【０２３２】
　図７３Ｂに示すように、補給用開口Ｇ３１に挿通されたメダル補給口Ｐは、ホッパ機構
ＨＰの上方まで至る。これにより、自動循環補給装置からのメダルをホッパ機構ＨＰに供
給することができる。
【０２３３】
　図７３Ｂに示すように、メダル補給口Ｐが挿通される補給用開口Ｇ３１には、筐体２の
内部側にメダル補給機構ＭＨが設けられている。メダル補給機構ＭＨは、補給用開口Ｇ３
１の開閉を行うものである。即ち、補給用開口Ｇ３１に自動循環補給装置のメダル補給口
Ｐを挿通させる場合には、メダル補給機構ＭＨによって補給用開口Ｇ３１が解放状態にさ
れる。また、補給用開口Ｇ３１に自動循環補給装置のメダル補給口Ｐを挿通させない場合
には、メダル補給機構ＭＨによって補給用開口Ｇ３１が遮蔽状態とされる。以下、具体的
に、メダル補給機構ＭＨについて説明する。
【０２３４】
　図７４及び図７５に示すように、メダル補給機構ＭＨは、遮蔽部材ＭＨ１と、ガイド部
材ＭＨ２とを有している。遮蔽部材ＭＨ１は、ガイド部材ＭＨ２によって垂直方向へ摺動
可能にされ、補給用開口Ｇ３１を遮蔽した遮蔽状態と、補給用開口Ｇ３１が露出された解
放状態とを切替えることが出来るようになっている。
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【０２３５】
　遮蔽部材ＭＨ１は、平板部ＭＨ１１と、突出部ＭＨ１２とを有している。平板部ＭＨ１
１は、筐体２のキャビネットＧ内側から補給用開口Ｇ３１を遮蔽可能な長方形の平板状に
形成されている。平板部ＭＨ１１は、上部に螺子孔ＭＨ１３を有し、下部に螺子孔ＭＨ１
４を有している。これにより、遮蔽部材ＭＨ１は、補給用開口Ｇ３１を遮蔽した遮蔽状態
で背面壁Ｇ３に対して螺子止め固定が可能にされている。突出部ＭＨ１２は、平板部ＭＨ
１１の上縁中央からキャビネットＧ内側方向へ垂直に突出するように形成されている。
【０２３６】
　ガイド部材ＭＨ２は、補給用開口Ｇ３１を遮蔽した遮蔽状態の遮蔽部材ＭＨ１の縁部に
沿って矩形環状に形成されている。ガイド部材ＭＨ２は、遮蔽部材ＭＨ１を挟持するよう
に背面壁Ｇ３に螺子止め固定される。具体的に、ガイド部材ＭＨ２は、上縁部ＭＨ２１と
、２つの側縁部ＭＨ２２・ＭＨ２２と、下縁部ＭＨ２３とを有している。
【０２３７】
　上縁部ＭＨ２１は、遮蔽状態での遮蔽部材ＭＨ１の上縁外側に沿って形成される。即ち
、上縁部ＭＨ２１は、遮蔽状態での遮蔽部材ＭＨ１の上方に隣接し、遮蔽部材ＭＨ１の垂
直上方向への移動を規制するようになっている。２つの側縁部ＭＨ２２・ＭＨ２２は、上
縁部ＭＨ２１の両端を夫々の一方端とし、当該一方端から垂直下方向へ遮蔽状態での遮蔽
部材ＭＨ１の側縁に沿って形成されている。即ち、２つの側縁部ＭＨ２２・ＭＨ２２は、
遮蔽状態での遮蔽部材ＭＨ１の側方に隣接し、遮蔽部材ＭＨ１の当該側方への移動を規制
するようになっている。
【０２３８】
　下縁部２３は、２つの側縁部ＭＨ２２・ＭＨ２２の他方端同士を接続するように形成さ
れている。下縁部２３には、保持部ＭＨ２３ａと、ガイド溝ＭＨ２３ｂと、螺子孔ＭＨ２
３ｃとが形成されている。保持部ＭＨ２３ａは、下縁部２３の上面中央に形成された切欠
であり、遮蔽部材ＭＨ１の突出部ＭＨ１２の幅よりも大きい幅に形成される。これにより
、遮蔽状態の遮蔽部材ＭＨ１を鉛直下方向へ摺動させたときに、遮蔽部材ＭＨ１の突出部
ＭＨ１２が、保持部ＭＨ２３ａによって支持される。即ち、遮蔽部材ＭＨ１が、補給用開
口Ｇ３１を露出する開放状態で保持されることになる。また、保持部ＭＨ２３ａは、突出
部ＭＨ１２の突出長さよりも厚みが薄く形成されている。従って、遮蔽部材ＭＨ１の突出
部ＭＨ１２は、保持部ＭＨ２３ａよりも突出しているため、突出部ＭＨ１２を掴み易く、
開放状態から遮蔽状態へ容易に移行することが可能となる。
【０２３９】
　ガイド溝ＭＨ２３ｂは、背面壁Ｇ３側に形成された遮蔽部材ＭＨ１に係合する溝であり
、遮蔽部材ＭＨ１が垂直方向へ摺動される。螺子孔ＭＨ２３ｃは、遮蔽状態であるとき螺
子孔ＭＨ１４と螺子止め固定可能とされる位置であり、開放状態であるとき螺子孔ＭＨ１
３と螺子止め固定可能とされる位置に形成されている。
【０２４０】
　図７６に示すように、補給用開口Ｇ３１には、メダル補給口Ｐが斜めに挿通されるよう
になっている。このようなメダル補給口Ｐの上方に、スケーラ装置ＳＫが配設されている
。スケーラ装置ＳＫは、液晶表示パネル面に配置されるタッチセンサパネルに入力された
位置情報を処理するスケーラ基板ＳＫ１と、スケーラ基板ＳＫ１が設置されるスケーラ基
板ケースＳＫ２とを有している。スケーラ基板ケースＳＫ２は、斜め方向に傾斜するメダ
ル補給口Ｐを囲うように形成された凹状板を底面とする支持部材である。スケーラ基板Ｓ
Ｋ１は、このようなスケーラ基板ケースＳＫ２上に、傾斜して設けられている。
【０２４１】
（ホッパ機構ＨＰ）
　図７７に示すように、キャビネットＧの下部空間の下側には、ホッパ機構ＨＰと、オー
バーフローバケットＯＦが配設されている。
【０２４２】
　ホッパ機構ＨＰは、キャビネットＧにおける底面板Ｇ９１の中央部に取り付けられてい
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る。このホッパ機構ＨＰは、多量のメダルを収容可能で、それらを１枚ずつ排出可能な構
造を有する。ホッパ機構ＨＰは、貯留されたメダルが所定の枚数を超えたとき、又は、精
算ボタンが押圧されてメダルの精算を行うときに、メダルを払い出す。ホッパ機構ＨＰに
よって払い出されたメダルは、メダル払出口ＤＤ１４から排出される。
【０２４３】
　オーバーフローバケットＯＦは、ホッパ機構ＨＰから溢れ出たメダルを収納する。この
オーバーフローバケットＯＦは、キャビネットＧ内部を正面から見て、ホッパ機構ＨＰの
右側に配置されている。オーバーフローバケットＯＦは、キャビネットＧの底面板Ｇ９１
に係合されており、底面板Ｇ９１に対して着脱可能に構成されている。
【０２４４】
　（ホッパ機構ＨＰの構成）
　ホッパ機構ＨＰは、図７８に示すように、メダルを多数貯留するバケットＨＰ１と、バ
ケットＨＰ１が取り付けられるベース部材ＨＰ２と、ベース部材ＨＰ２の内部に収容され
る払出ユニット（図示せず）を備えている。
【０２４５】
　払出ユニットは、メダルを一定姿勢にして１枚ずつ払出す機能を有しており、バケット
ＨＰ１に集積されたメダルを回転しながら順次払出すコインディスクを有している。ベー
ス部材ＨＰ２は、メダル払出口ＤＤ１４を有している。バケットＨＰ１に集積されたメダ
ル払出ユニットのコインディスクが駆動することにより、１枚ずつメダル払出口ＤＤ１４
から排出される。
【０２４６】
　バケットＨＰ１は、図７８に示すように、水平面に対して略垂直な壁面から形成された
上端開口部ＨＰ１１と、上端開口部ＨＰ１１に連続して所定の角度で傾斜する傾斜側壁部
ＨＰ１２とを有している。上端開口部ＨＰ１１は、平面形状が略矩形に形成されている。
上端開口部ＨＰ１１の手前の角部には、バケットＨＰ１から溢れるメダルを、バケットＨ
Ｐ１の外部へ導く排出ガイドＨＰ１３が設けられている。この排出ガイドＨＰ１３は、バ
ケットＨＰ１の内部側から外部側に向かうに連れて低くなるように傾斜した傾斜面を有し
ている。排出ガイドＨＰ１３によって導かれたメダルは、オーバーフローバケットＯＦに
貯留される。
【０２４７】
　セレクタＤＤ１５に導かれて排出ガイドＨＰ１３に衝突したメダルは、弾んでバケット
ＨＰ１の傾斜側壁部ＨＰ１２へ向う。このとき、バケットＨＰ１に貯留されるメダルの量
が一定量に達していない場合は、メダルが傾斜側壁部ＨＰ１２に沿ってバケットＨＰ１内
を移動する。これにより、メダルをバケットＨＰ１に均一に収容することができる。
【０２４８】
　一方、バケットＨＰ１に貯留されるメダルの量が一定量に達している場合は、メダルが
排出ガイドＨＰ１３の傾斜面に衝突して弾み、バケットＨＰ１内に貯留されたメダルに衝
突して排出ガイドＨＰ１３の傾斜面に戻る。そして、メダルは、自重により排出ガイドＨ
Ｐ１３の傾斜面上を移動してオーバーフローバケットＯＦ側に向かう。
【０２４９】
　また、ホッパ機構ＨＰの両側面には、ホッパ機構ＨＰの底面から連続して張り出された
ガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２が設けられている。また、ホッパ機構ＨＰの背面には、後述
するキャビネットＧのコネクタＧ８１に接続されるコネクタＨＰ４１が設けられている。
【０２５０】
（オーバーフローバケットＯＦの構成）
　オーバーフローバケットＯＦは、図７８に示すように、収納庫本体ＯＦ１と、メダルガ
イドＯＦ２とを備えている。
【０２５１】
　収納庫本体ＯＦ１は、上面が開口された長方形の箱状に形成されている。メダルガイド
ＯＦ２は、収納庫本体ＯＦ１に着脱可能に構成されている。このメダルガイドＯＦ２は、
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排出ガイドＨＰ１３からオーバーフローバケットＯＦに導かれたメダルを、収納庫本体Ｏ
Ｆ１に案内し、メダルが収納庫本体ＯＦ１の片方の側面側に偏ることを防止する。
【０２５２】
（コインガードＨＰ３０）
　本遊技機では、図７９に示すように、ホッパ機構ＨＰのバケットＨＰ１の上方には、外
部から受け入れたメダルを排出するメダル補給機構ＭＨ（補給口に相当）が設けられてい
る。
【０２５３】
　ここで、メダル補給機構ＭＨとホッパ機構ＨＰ（ホッパー装置に相当）のバケットＨＰ
１との間には、高さ方向に所定の距離がある。メダル補給機構ＭＨからメダルが、ホッパ
機構ＨＰに補給される場合、高さ方向に所定の距離があるため、メダルが落下して、バケ
ットＨＰ１に貯まったメダルに衝突して、その勢いにより外側に弾き出されてしまう場合
がある。この場合、多くは、ホッパ機構ＨＰの上端開口部ＨＰ１１に衝突してバケットＨ
Ｐ１内に留まる。しかし、稀に、メダルが上端開口部ＨＰ１１を飛び越えて、バケットＨ
Ｐ１の外に飛び出してしまう場合がある。
【０２５４】
　メダルが、バケットＨＰ１の外に飛び出してしまった場合、メダルが底面板Ｇ９１の電
源装置ＤＥがある側や、オーバーフローバケットＯＦがある側に落下した場合には、下ド
ア機構ＤＤを開けて、回収すればよい。しかし、メダルが、ホッパ機構ＨＰとキャビネッ
トＧの背面壁Ｇ３と間に落下した場合は、ホッパ機構ＨＰを取り外す必要がはり手間がか
かる。
　更に、ホッパ機構ＨＰとキャビネットＧの背面壁Ｇ３と間には、コネクタにより電気的
に接続されているため、金属製のメダルがコネクタの金属部分等に触れた場合には、故障
の原因になってしまう。
【０２５５】
　そこで、図７９及び図８０に示すように、メダル補給機構ＭＨとホッパ機構ＨＰのバケ
ットＨＰ１との間には、キャビネットＧの背面壁Ｇ３（筐体の背面に相当）とホッパ機構
ＨＰのバケットＨＰ１との間の隙間ＨＰＧ（図８０参照）を埋めるように、キャビネット
Ｇの背面壁Ｇ３からバケットＨＰ１の縁に架けてコインガードＨＰ３０（メダルこぼれ防
止部材に相当）が設けられている。
【０２５６】
　コインガードＨＰ３０は、図７８及び図８１に示すように、上端開口部ＨＰ１１の奥側
の角部に設けられており、上面視Ｌ字形状をしている。Ｌ字形状をしたコインガードＨＰ
３０は、キャビネットＧの背面壁Ｇ３に対向する第１ガード部ＨＰ３０１及びオーバーフ
ローバケットＯＦに対向する第２ガード部ＨＰ３０２から形成されている。このように、
第１ガード部ＨＰ３０１は、キャビネットＧの背面壁Ｇ３とホッパ機構ＨＰのバケットＨ
Ｐ１との間の隙間ＨＰＧにメダルが落下するのを防いでおり、第２ガード部ＨＰ３０２は
、オーバーフローバケットＯＦ（補助収納庫に相当）側にメダルが落下するのを防いでい
る。
【０２５７】
　また、図８０及び図８１に示すように、コインガードＨＰ３０の第１ガード部ＨＰ３０
１及び第２ガード部ＨＰ３０２は、キャビネットＧの背面壁Ｇ３側から、バケットＨＰ１
側に向かって落ち込むように傾斜した傾斜面ＨＰ３０１ａを有している。また、図８１に
示すように、コインガードＨＰ３０の正面には、キャビネットＧの背面壁Ｇ３に螺合され
る２つの螺子孔ＨＰ３０１ｃ・ＨＰ３０１ｄが形成されている。
【０２５８】
　上記構成によれば、キャビネットＧの背面壁Ｇ３とホッパ機構ＨＰのバケットＨＰ１と
の間の隙間ＨＰＧを埋めるようにコインガードＨＰ３０が設けられているため、メダル補
給機構ＭＨから受け入れたメダルが、バケットＨＰ１から溢れそうになったとしても、キ
ャビネットＧの背面壁Ｇ３とホッパ機構ＨＰのバケットＨＰ１との間の隙間ＨＰＧに入り



(46) JP 2016-83158 A 2016.5.19

10

20

30

40

50

込むことを防止することができる。これにより、溢れたメダルがキャビネットＧの背面壁
Ｇ３とホッパ機構ＨＰのバケットＨＰ１との間の隙間ＨＰＧに溜って、コネクタや電子機
器や可動部材に干渉する不具合を防止することができる。
【０２５９】
　また、コインガードＨＰ３０をＬ字形状にすることにより、オーバーフローバケットＯ
ＦとバケットＨＰ１との間にも第２ガード部ＨＰ３０２を配置することができる。これに
より、メダルがオーバーフローバケットＯＦとホッパ機構ＨＰとの間に溢れ落ちることを
防止することができる。
【０２６０】
　また、コインガードＨＰ３０は、傾斜面ＨＰ３０１ａ・ＨＰ３０１ｂを有している。こ
れにより、コインガードＨＰ３０にメダルが乗った場合であっても、バケットＨＰ１側に
傾斜しているため、メダルが自重によりバケットＨＰ１側に滑り落ち、メダルをホッパ機
構ＨＰに正常に貯留することができる。
【０２６１】
（ホッパガイド機構ＨＧ）
　ホッパガイド機構ＨＧを構成する基板ＨＧ１は、図８２及び図８３に示すように、キャ
ビネットＧの底面板Ｇ９１の中心部に、ねじで位置決めされている。図８４に示すように
、基板ＨＧ１は、中央が開口ＨＧ１１の枠体で、基板ＨＧ１の両側部は垂直方向に折れて
形成されたガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３が形成されている。また、図８３に示すよう
に、基板ＨＧ１の手前側には、ホッパ機構ＨＰの底部に設けられた係止部材（図示せず）
に係止するロック部材ＨＧ１４がねじで固定され、基板ＨＧ１の奥には、キャビネットＧ
側のコネクタＧ８１（筐体側コネクタに相当）が配置されている。
【０２６２】
　なお、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３には、ホッパ機構ＨＰのガイド片ＨＰ２１・Ｈ
Ｐ２２が案内されることにより、ホッパ機構ＨＰの背面に設けられたコネクタＨＰ４１（
図８５参照）が、コネクタＧ８１（ホッパー側コネクタに相当）に接続される。
【０２６３】
　ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３は、図８４に示すように、下部位ＨＧ１２３・ＨＧ１
３３、側面ＨＧ１２２・ＨＧ１３２、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１によりコの字状に形
成されている。また、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１
の上方には垂直方向に突出した突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４が形成されている。なお、
突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１、側面ＨＧ１２２・ＨＧ
１３２、下部位ＨＧ１２３・ＨＧ１３３、及び、基板ＨＧ１は、一枚の板を折り曲げて一
体的に形成されている。
【０２６４】
　上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１は、図８４に示すように、手前側の部分がテーパー形状
に形成されている。
【０２６５】
　突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４は、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１において、キャビネ
ットＧ側のコネクタＧ８１より手前に配置されるように形成されている。また、突出部Ｈ
Ｇ１２４・ＨＧ１３４は、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１よりも奥行方向の長さが短く、
上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１の奥側に配置されている。
【０２６６】
　また、図８４に示すように、基板ＨＧ１の裏面には、底面板Ｇ９１に当接し、コネクタ
Ｇ８１の台座となる、台座板ＨＧ１５１・ＨＧ１５２・ＨＧ１５３が形成されている。な
お、台座板ＨＧ１５１・ＨＧ１５２・ＨＧ１５３も、基板ＨＧ１と一体的に折り曲げられ
て形成されている。
【０２６７】
　また、図８４に示すように、基板ＨＧ１の手前側（ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の
手前側）には、平面状のスペースＨＧ１７が設けられている。
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【０２６８】
　図８６及び図８７に示すように、ホッパ機構ＨＰの側面に設けられた一対のガイド片Ｈ
Ｐ２１・ＨＰ２２が、それぞれガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の下部位ＨＧ１２３・Ｈ
Ｇ１３３と、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１との間に挟み込まれて係合した状態で、キャ
ビネットＧの奥側に摺動されることにより、ホッパ機構ＨＰの背面に設けられたコネクタ
ＨＰ４１が、コネクタＧ８１に接続される。
【０２６９】
　一方、図８８に示すように、例えば、ホッパ機構ＨＰの側面に設けられた一対のガイド
片ＨＰ２１・ＨＰ２２が、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の下部位ＨＧ１２３・ＨＧ１
３３と、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１との間に挟み込まれず、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ
１３１の上方に間違って置かれ、このままホッパ機構ＨＰを、キャビネットＧの奥側に摺
動させると、ガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２が、突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４に当接し、
ホッパ機構ＨＰが、突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４よりも奥側に摺動するのを規制する。
また、ガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２が、突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４に当接した状態の
ホッパ機構ＨＰは、図８８に示すように、下ドア機構ＤＤを閉じたときの下ドア機構ＤＤ
の裏面（図８８の２点鎖線ＤＤＢ参照）が配置されるポジションにはみ出し、仮に下ドア
機構ＤＤが閉じられた場合、ホッパ機構ＨＰに当接する。
【０２７０】
　上記構成によれば、キャビネットＧ側のコネクタＧ８１にホッパ機構ＨＰのコネクタＨ
Ｐ４１を電気的に接続するために、ホッパ機構ＨＰをホッパガイド機構ＨＧにスライド設
置する際に、ホッパ機構ＨＰの両側面に設けられた一対のガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２が
、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３に係合されず、誤ってガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１
３の上方にズレて摺動された場合に、ガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２が、ガイドレールＨＧ
１２・ＨＧ１３の上方、且つ、コネクタＧ８１より前方側に設けられた突出部ＨＧ１２４
・ＨＧ１３４に当接することにより、ホッパ機構ＨＰが誤った位置で摺動され、コネクタ
Ｇ８１にホッパ機構ＨＰが接触するのを防止することができる。即ち、ホッパ機構ＨＰを
キャビネットＧの内部に正常にスライド設置することが可能となる。
　これにより、ホッパ機構ＨＰが誤った位置でスライド設置され、ホッパ機構ＨＰのコネ
クタＨＰ４１がコネクタＧ８１に間違った位置で接触し、コネクタＧ８１及びコネクタＨ
Ｐ４１が破損するのを防止することができる。
【０２７１】
　また、ホッパ機構ＨＰをキャビネットＧの底部にスライド設置する際に、ホッパ機構Ｈ
Ｐの両側面に設けられた一対のガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２が、ガイドレールＨＧ１２・
ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１と下部位ＨＧ１２３・ＨＧ１３３との間に、挟
まれず、誤ってガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１の上方
にズレて摺動された場合に、ガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２が、ガイドレールＨＧ１２・Ｈ
Ｇ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１の上方に設けられた突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３
４に接触することにより、ホッパ機構ＨＰが誤った位置でスライド設置されるのを防止す
ることができる。即ち、ホッパ機構ＨＰをキャビネットＧの内部に正常にスライド設置す
ることが可能となる。
【０２７２】
　また、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１の一部がテー
パー形状になっているため、ホッパ機構ＨＰをガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３に案内さ
せる際に、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１が、ホッパ
機構ＨＰに接触するのを防止することができる。
【０２７３】
　また、一対のガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の下部位ＨＧ１２３・ＨＧ１３３、上部
位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１、及び、突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４を一枚の板により作出
することにより、製造工程の簡易化を図ることができる。
【０２７４】
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　また、突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４は、キャビネットＧの奥側にあるため、ホッパ機
構ＨＰを、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３に案内させる準備段階として、ガイドレール
ＨＧ１２・ＨＧ１３周辺に仮置きする際に邪魔にならないようにすることができる。
【０２７５】
　また、基板ＨＧ１の手前（ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の手前）に設けられた平面
状のスペースＨＧ１７に、ホッパ機構ＨＰのガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２をガイドレール
ＨＧ１２・ＨＧ１３に案内させる前の準備段階として、ホッパ機構ＨＰを仮置きすること
ができる。これにより、手際よく、ホッパ機構ＨＰをホッパガイド機構ＨＧにスライド設
置することができる。
【０２７６】
　（板金ＢＫ）
　図８９及び図９０に示すように、キャビネットＧ（筐体に相当）の上部空間（筐体上部
に相当）には、表示ユニットＡ（演出装置に相当）が設けられている。また、キャビネッ
トＧの下部空間（筐体下部に相当）の底部には、電源装置ＤＥ及びホッパ機構ＨＰ（ホッ
パー装置に相当）が設けらており、電源装置ＤＥ及びホッパ機構ＨＰの背面側（キャビネ
ットＧの背面壁Ｇ３側）に、サブ制御装置ＳＳ（制御手段に相当）が設けられている。即
ち、ホッパ機構ＨＰは、サブ制御装置ＳＳよりも手前側に配置されている。ホッパ機構Ｈ
Ｐとサブ制御装置ＳＳとの間には、板金ＢＫが設置されている。また、サブ制御装置ＳＳ
と中間支持板Ｇ１との間には、サブ中継装置ＳＮが設けられている。ホッパ機構ＨＰのバ
ケットＨＰ１の上方には、外部から金属製のメダルが補給されるメダル補給機構ＭＨ（補
給口に相当）が設けられており、メダル補給機構ＭＨから、ホッパ機構ＨＰにメダルが投
下される。
【０２７７】
　板金ＢＫは、図９０に示すように、ホッパ機構ＨＰのバケットＨＰ１の左手奥側の角部
上方に配置されている。また、板金ＢＫは、サブ制御装置ＳＳに対向する第１対向面ＢＫ
１と、電源装置ＤＥに対向する第２対向面ＢＫ２と、サブ制御装置ＳＳの底面とバケット
ＨＰ１の上面の間に配置された第３対向面ＢＫ３と、第３対向面ＢＫ３から突出し、板金
ＢＫをキャビネットＧの背面壁Ｇ３にねじにより固定する支持面ＢＫ４と、メダル補給機
構ＭＨに対応する第４対向面ＢＫ７と、板金ＢＫをキャビネットＧの背面壁Ｇ３にねじに
より固定する支持面ＢＫ７と、を有している。具体的には、図９１及び図９２に示すよう
に、板金ＢＫは一枚の板が折り曲げられて形成されており、サブ制御装置ＳＳの底面に当
接する四角形状の第３対向面ＢＫ３、第３対向面ＢＫ３の背面壁Ｇ３側に下方向に９０°
折り曲げられた四角形状の支持面ＢＫ４、第３対向面ＢＫ３の電源装置ＤＥ側に下方向に
９０°折り曲げられた四角形状の支持面ＢＫ５、第３対向面ＢＫ３の手前側に上方向に９
０°折り曲げられた四角形状の第１対向面ＢＫ１（正面視右上には四角形状の切欠きＢＫ
１２が形成されている）、第１対向面ＢＫ１の電源装置ＤＥに手前方向に９０°折り曲げ
られた四角形状の第２対向面ＢＫ２、第１対向面ＢＫ１のメダル補給機構ＭＨに背面壁Ｇ
３側に９０°折り曲げられた四角形状の第４対向面ＢＫ６、第４対向面ＢＫ６の背面壁Ｇ
３にメダル補給機構ＭＨの方向に９０°折り曲げられた四角形状の支持面ＢＫ７を形成し
ている。板金ＢＫは、支持面ＢＫ４に形成された螺子穴ＢＫ４１、及び、支持面ＢＫ７に
形成された螺子穴ＢＫ７１を介して、対応する背面壁Ｇ３に螺合されている。これにより
、サブ制御装置ＳＳは、キャビネットＧの背面壁Ｇ３と板金ＢＫの第１対向面ＢＫ１とに
よって挟み込まれた配置をしていることになる。なお、板金ＢＫは、金属製で、同様に金
属製の背面壁Ｇ３に、支持面ＢＫ４を介して固定されていてもよい。
【０２７８】
　本実施形態では、板金ＢＫは、サブ制御装置ＳＳとは当接していない。即ち、支持面Ｂ
Ｋ４及び第１対向面ＢＫ１は、サブ制御装置ＳＳとは当接していない。なお、板金ＢＫは
、サブ制御装置ＳＳの底部に直接取り付けられていてもよい。また、中間支持板Ｇ１の下
面に着脱自在に取付けられた薄板状のサブ中継装置ＳＮと、キャビネットＧの背面壁Ｇ３
に着脱自在に取付けられた薄板状のサブ制御装置ＳＳとは、側面視でＬ字を逆さまにした
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ような状態で配置されている。
【０２７９】
　上記構成によれば、サブ制御装置ＳＳとホッパ機構ＨＰとの間に板金ＢＫを設けている
ため、例え、メダルがホッパ機構ＨＰに投下されサブ制御装置ＳＳ側へ飛び出したとして
も、板金ＢＫによってメダルがサブ制御装置ＳＳに物理的に接触することを防止すること
ができる。また、サブ制御装置ＳＳとホッパ機構ＨＰとの間に板金ＢＫを設けているため
、ホッパ機構ＨＰにおける金属製のメダル同士の接触による輻射（電磁場）の影響も板金
ＢＫによって防止することができる。
　また、サブ制御装置ＳＳは、キャビネットＧの下部空間の奥側に設けられ、背面壁Ｇ３
と板金ＢＫによって挟みこまれているため、サブ制御装置ＳＳは、板金ＢＫを外さなけれ
ば、キャビネットＧから外すことができない。これにより、サブ制御装置ＳＳに対するセ
キュリティ性を高めている。
【０２８０】
　また、メダルが、メダル補給機構ＭＨからホッパ機構ＨＰに投下されるため、メダルが
ホッパ機構ＨＰにおいて弾かれる機会が多くなり、弾かれる距離も大きくなるが、サブ制
御装置ＳＳとホッパ機構ＨＰとの間に板金ＢＫを設けているため、例え、メダルがホッパ
機構ＨＰに投下されてサブ制御装置ＳＳ側へ大きく飛び出したとしても、板金ＢＫによっ
てメダルがサブ制御装置ＳＳに物理的に接触することを防止することができる。また、サ
ブ制御装置ＳＳとホッパ機構ＨＰとの間に板金ＢＫを設けているため、メダルの投下によ
る金属製のメダル同士の接触による輻射（電磁場）の影響も板金ＢＫによって防止するこ
とができる。
【０２８１】
（下ドア機構ＤＤ）
（下部扉ロック機構、及び、上部扉ロック機構）
　図９３に示すように、キャビネットＧ及び下ドア機構ＤＤ（下部扉に相当）の右端部に
下部扉ロック機構Ｇ５１を有している。また、キャビネットＧ及び上ドア機構ＤＵ（上部
扉に相当）の右端部に上部扉ロック機構Ｇ５２を有している。下部扉ロック機構Ｇ５１は
、キャビネットＧの下部空間（筐体下部に相当）に対する閉鎖状態を維持するように施錠
する役割を果たす。また、上部扉ロック機構Ｇ５２は、キャビネットＧの上部空間（筐体
上部に相当）に対する閉鎖状態を維持するように施錠する役割を果たす。
【０２８２】
　（下部扉ロック機構Ｇ５１）
　下部扉ロック機構Ｇ５１は、図９４に示すように、下ドア機構ＤＤの裏面壁における右
端部に固定された被係止部Ｇ５１１と、キャビネットＧの右端部に固定された係止部Ｇ５
１２と、シリンダー錠Ｇ５１３とを有している。
【０２８３】
　被係止部Ｇ５１１は、凹形状をした枠Ｇ５１１ｃの両端に亘って形成された棒状の、２
つの被係止棒Ｇ５１１ａ・Ｇ５１１ｂを上部及び下部に有している。
【０２８４】
　係止部Ｇ５１２は、長尺の筒Ｇ５１２２と、筒Ｇ５１２２の中を上下方向に摺動自在に
配置された長尺の係止板Ｇ５１２１を有している。
【０２８５】
　係止板Ｇ５１２１は、被係止棒Ｇ５１１ａ・Ｇ５１１ｂに係止する爪形状をした爪部Ｇ
５１２１ａ・Ｇ５１２１ｂを有している。爪部Ｇ５１２１ａ・Ｇ５１２１ｂは、係止板Ｇ
５１２１の摺動に伴い、筒Ｇ５１２２の中を上下方向に摺動することにより、筒Ｇ５１２
２に設けられた開口部Ｇ５１２２ａ・Ｇ５１２２ｂに挿入された被係止棒Ｇ５１１ａ・Ｇ
５１１ｂに対して係止したり、係止が解除されたりする。また、係止板Ｇ５１２１は、上
方向に付勢されるバネを有している。
【０２８６】
　爪部Ｇ５１２１ａ・Ｇ５１２１ｂは、係止板Ｇ５１２１が下ドア機構ＤＤをロックする
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高さ位置であるときに被係止棒Ｇ５１１ａ・Ｇ５１１ｂに対して係止する一方、係止板Ｇ
５１２１が下ドア機構ＤＤをロックする高さ位置からロックを解除する高さ位置に下降さ
れたときに、被係止棒Ｇ５１１ａ・Ｇ５１１ｂに対する係止が解除されるように設定され
ている。また、爪部Ｇ５１２１ａ・Ｇ５１２１ｂは、先端面が斜め下方向に傾斜されてお
り、被係止棒Ｇ５１１ａ・Ｇ５１１ｂとの当接により押下げられるようになっている。
【０２８７】
　係止部Ｇ５１２は、図示しないが、中部において引下げ部を有している。引下げ部は、
シリンダー錠Ｇ５１３に鍵が挿入され、回転されるのに伴い、係止板Ｇ５１２１を下方に
引き下げ可能にしている。これにより、係止板Ｇ５１２１の引き下げに従って下降するこ
とによって、爪部Ｇ５１２１ａ・Ｇ５１２１ｂと被係止棒Ｇ５１１ａ・Ｇ５１１ｂとの係
止が解除可能にされている。
【０２８８】
　（上部扉ロック機構Ｇ５２）
　上部扉ロック機構Ｇ５２は、図９４に示すように、上ドア機構ＤＵの裏面壁における右
端部に固定された被係止部Ｇ５２１と、キャビネットＧの右端部に固定された係止部Ｇ５
２２とを有している。
【０２８９】
　被係止部Ｇ５２１は、凹形状をした枠Ｇ５２１ｃの両端に亘って形成された棒状の、２
つの被係止棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂを上部及び下部に有している。
【０２９０】
　係止部Ｇ５２２は、長尺の筒Ｇ５２２２（施錠筒に相当）と、筒Ｇ５２２２の中を上下
方向に摺動自在に配置された長尺の係止板Ｇ５２２１（係止部材に相当）を有している。
【０２９１】
　係止板Ｇ５２２１は、被係止棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂに係止する爪形状をした爪部Ｇ
５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂ（係止部に相当）を有している。爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２
１ｂは、係止板Ｇ５２２１の摺動に伴い、筒Ｇ５２２２の中を上下方向に摺動することに
より、筒Ｇ５２２２に設けられた開口部Ｇ５２２２ａ・Ｇ５２２２ｂに挿入された被係止
棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂに対して係止したり、係止が解除されたりする（図９７参照）
。
【０２９２】
　爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂは、係止板Ｇ５２２１が上ドア機構ＤＵをロックする
高さ位置であるときに被係止棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂに対して係止する一方、係止板Ｇ
５２２１が上ドア機構ＤＵをロックする高さ位置からロックを解除する高さ位置に下降さ
れたときに、被係止棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂに対する係止が解除されるように設定され
ている。また、爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂは、図９６に示すように、先端面が斜め
下方向に傾斜されており、被係止棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂとの当接により押下げられる
ようになっている。
【０２９３】
　係止部Ｇ５２２の筒Ｇ５２２２には、図９５に示すように、上ドア機構ＤＵの下方に開
口部Ｇ５２２２ｃが形成されており、係止板Ｇ５２２１に設けられて突起部Ｇ５２２１ｃ
が、開口部Ｇ５２２２ｃを介してキャビネットＧの内部側に突出している。この突起部Ｇ
５２２１ｃを下方に引き下げることにより、係止板Ｇ５２２１が下降し、これに伴い爪部
Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂと被係止棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂとの係止が解除可能にさ
れている。
【０２９４】
　ここで、突起部Ｇ５２２１ｃは、上方にスライドされ、係止板Ｇ５２２１が上ドア機構
ＤＵをロックする高さ位置である状態のときに、突起部Ｇ５２２１ｃが下ドア機構ＤＤの
上部ＤＤＵ（図９３参照）に当接するように配置される。
【０２９５】
　上記構成によれば、下ドア機構ＤＤが閉まった状態では、下ドア機構ＤＤの上部ＤＤＵ
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が突起部Ｇ５２２１ｃに物理的に干渉することにより、係止板Ｇ５２２１が摺動するのを
制止し、爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂと被係止棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂとの係止を
解除できないようにすることができ、上ドア機構ＤＵの開放をできないように施錠するこ
とが可能となる。
【０２９６】
　一方、下ドア機構ＤＤが開いた状態では、下ドア機構ＤＤの上部ＤＤＵの突起部Ｇ５２
２１ｃに対する物理的な干渉が解除されるため、係止板Ｇ５２２１が筒Ｇ５２２２の中を
摺動可能となり、爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂの被係止棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂに
対する係止が解除され、上ドア機構ＤＵのキャビネットＧに対する施錠を解除することが
できる。
【０２９７】
　これにより、上ドア機構ＤＵの施錠を解除するには、先に、下部扉ロック機構Ｇ５１に
よって下ドア機構ＤＤの施錠を解除する手順を必要とするこができる。即ち、上ドア機構
ＤＵを開けるには、下部扉ロック機構Ｇ５１の施錠解除をして、下ドア機構ＤＤを開けた
後、上部扉ロック機構Ｇ５２の施錠解除の手順が必要となりキャビネットＧの上部空間に
対するセキュリティを高めることができる。また、キャビネットＧの上部空間に対しては
、キャビネットＧの下部空間よりもセキュリティを高めることができ、キャビネットＧの
下部空間に対しては、キャビネットＧの上部空間に比べて、スムーズにアクセスができる
場所にすることができる。
【０２９８】
　また、下ドア機構ＤＤの施錠を解除するためには、鍵によってシリンダー錠Ｇ５１３を
開錠する必要がある。遊技機１の管理者にとって、鍵は、コンパクトで持ち運びに適して
いるため、管理し易いという利点がある。
【０２９９】
　また、係止板Ｇ５２２１の摺動により、爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂが、被係止棒
Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂに引っ掛かったり、引っ掛かりが解除されたりする。これにより
、係止板Ｇ５２２１の摺動に連動させた、上ドア機構ＤＵのキャビネットＧの上部空間に
対する施錠が可能となる。
【０３００】
　また、上部扉ロック機構Ｇ５２は、軸支された端部とは反対側の端部に設けられ、上ド
ア機構ＤＵが開閉される側に配置されるため、上部扉ロック機構Ｇ５２を開錠するために
、下ドア機構ＤＤを大きく開けなくて済む。これにより、上ドア機構ＤＵを開錠するため
に、不必要にキャビネットＧの下部空間を、外部に晒さずに済み、セキュリティ性を高め
ることができる。
【０３０１】
　なお、図９８に示すように、下ドア機構ＤＤとキャビネットＧとの間に、下ドア機構Ｄ
Ｄが閉まる方向に所定のトルクがかかるワンウェイヒンジＤＤ５４を採用している。これ
により、下ドア機構ＤＤを閉める際にはトルクがかかり、急激な負荷をかけずに静かに下
ドア機構ＤＤをキャビネットＧに対して閉めることができる。これにより、下ドア機構Ｄ
Ｄによって物理的に干渉される突出部Ｂ１３１に対して、急激な負荷をかけることを防止
することができる。
【０３０２】
　（電源装置ＤＥとスピーカＤＤ２５Ｌとの関係性）
　図９９に示すように、下ドア機構ＤＤの下部扉ＤＤ１（扉に相当）の背面側（キャビネ
ットＧ（筐体に相当）の下部空間側）の下部には、スピーカＤＤ２５Ｌ（音響装置に相当
）が設けられている。一方、キャビネットＧの下部空間（筐体内部に相当）には、電源装
置ＤＥ（電源装置に相当）が設けられている。スピーカＤＤ２５Ｌと電源装置ＤＥとは、
下ドア機構ＤＤがキャビネットＧに対して閉まっている状態の時に、対向するように配置
されている（図１０１参照）。
【０３０３】
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　電源装置ＤＥは、キャビネットＧ内部を正面から見て、ホッパ機構ＨＰの左側に配置さ
れている。電源装置ＤＥは、外部から供給された交流電圧の電力を各部で必要な直流電圧
の電力に変換して、変換した電力を遊技機１を構成する各機器に供給する役割を果たす。
【０３０４】
　電源装置ＤＥの前面側には、図１００に示すように、遊技機１を構成する機器に電力を
供給するかしないか（ＯＮ／ＯＦＦ）を切り替える電源スイッチＤＥ１が設けられている
。また、電源スイッチＤＥ１の両横には、上下方向に２本のスライドレールＤＥ３が設け
られている。そして、スイッチカバーＤＥ２が、スライドレールＤＥ３を、上下方向に摺
動自在となっている。これにより、スイッチカバーＤＥ２をスライドレールＤＥ３に沿っ
て下方向に摺動（スライド）させると、図９９に示すように、スイッチカバーＤＥ２が電
源スイッチＤＥ１を覆う（スイッチカバーＤＥ２の閉状態）。一方、スイッチカバーＤＥ
２をスライドレールＤＥ３に沿って上方向に摺動（スライド）させると、図１００に示す
ように、電源スイッチＤＥ１が露出する（スイッチカバーＤＥ２の開状態）。このように
スイッチカバーＤＥ２を設けることにより、外部から電源スイッチＤＥ１に直接アクセス
できないようにして、セキュリティ性を高めている。
【０３０５】
　また、スイッチカバーＤＥ２は、図１０１に示すように、上方から下方に突出するよう
に傾斜した傾斜面ＤＥ２ａを有している。
【０３０６】
　一方、スピーカＤＤ２５Ｌの背面側（電源装置ＤＥと対向する面側）には、図１０１に
示すように、電源装置ＤＥ側に突出した凸部ＤＤ２５Ｌ１（係合部に相当）が形成されて
おり、凸部ＤＤ２５Ｌ１には、下方から上方に突出するように傾斜した傾斜面ＤＤ２５Ｌ
ａを有している。
【０３０７】
　スピーカＤＤ２５Ｌにおいて、凸部ＤＤ２５Ｌ１は、下ドア機構ＤＤがキャビネットＧ
に対して閉まっている状態の時に、スイッチカバーＤＥ２が閉状態にあるときのスイッチ
カバーＤＥ２の上方（摺動経路）に割り込み、スイッチカバーＤＥ２が上方向に摺動する
ことを規制する位置に形成されている。
【０３０８】
　上記構成によれば、下ドア機構ＤＤを閉じることにより、下部扉ＤＤ１の背面に設けら
れたスピーカＤＤ２５Ｌの凸部ＤＤ２５Ｌ１が、スイッチカバーＤＥ２の摺動経路（移動
経路）に割り込み、スイッチカバーＤＥ２が開状態になることを規制することができる。
一方、下ドア機構ＤＤを開けることにより、下部扉ＤＤ１の背面に設けられたスピーカＤ
Ｄ２５Ｌの凸部ＤＤ２５Ｌ１のスイッチカバーＤＥ２に対する規制が解除されるため、ス
イッチカバーＤＥ２を上方に摺動させ、電源スイッチＤＥ１の操作が不可能な閉状態から
、電源スイッチＤＥ１の操作が可能な開状態に切り替えることが可能になる。
　これにより、下ドア機構ＤＤを開けた状態での電源スイッチＤＥ１の操作性を担保しつ
つ、電源装置ＤＥに対する不正操作を防止してセキュリティ性を高めることができる。
【０３０９】
　また、スイッチカバーＤＥ２を上下スライドさせることにより、開状態と閉状態とに切
り替えることができる。これにより、下ドア機構ＤＤを開けた状態での電源スイッチＤＥ
１に対するアクセスを容易にすることができる。
【０３１０】
　また、スピーカＤＤ２５Ｌに設けた凸部ＤＤ２５Ｌ１が凸形状をしていることにより、
電源装置ＤＥ側に突き出た分だけスピーカＤＤ２５Ｌ自体の容積を大きくすることができ
、音質の向上を同時に図ることができる。
【０３１１】
　また、スイッチカバーＤＥ２が閉状態にあるとき、下ドア機構ＤＤが閉められると、ス
イッチカバーＤＥ２の傾斜面ＤＥ２ａと、凸部ＤＤ２５Ｌ１の傾斜面ＤＤ２５Ｌａが対向
した位置に配置され、スイッチカバーＤＥ２の摺動を規制することができる。
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　一方、スイッチカバーＤＥ２が開状態にあるときに、下ドア機構ＤＤが閉められると、
スイッチカバーＤＥ２が閉状態の位置から上方にズレた位置にあるため、凸部ＤＤ２５Ｌ
１の傾斜面ＤＤ２５Ｌａが、スイッチカバーＤＥ２の傾斜面ＤＥ２ａに当接して押し込む
ため、スイッチカバーＤＥ２が下方に摺動して閉状態の位置に移動することになる。
　これにより、例え、スイッチカバーＤＥ２を閉状態にすることを忘れて、開状態のまま
、下ドア機構ＤＤを閉めたとしても、凸部ＤＤ２５Ｌ１の傾斜面ＤＤ２５Ｌａが、スイッ
チカバーＤＥ２の傾斜面ＤＥ２ａに当接して押し込むため、下ドア機構ＤＤを閉める動作
に連動して、スイッチカバーＤＥ２を摺動させて閉状態の位置に移動させることが可能と
なる。
【０３１２】
（最大ＢＥＴボタンＤＤ８）
　最大ＢＥＴボタンＤＤ８（ボタンユニットに相当）は、第２台座部ＤＤ２ｂ（台座部に
相当）に配置されている。第２台座部ＤＤ２ｂには、図１０２に示すように、開口部ＤＤ
２ｂａが形成されている。開口部ＤＤ２ｂａは、図１０５に示すように、所定の深さがあ
り、開口部ＤＤ２ｂａを囲うように側壁部ＤＤ２ｂｃを有し、側壁部ＤＤ２ｂｃの底部に
はフランジＤＤ２ｂｂが形成されている。最大ＢＥＴボタンＤＤ８は、図１０２に示すよ
うに、操作部ＤＤ８１及び係止部ＤＤ８２によって構成されている。
【０３１３】
（操作部ＤＤ８１）
　操作部ＤＤ８１は、図１０６に示すように、第１部材ＤＤ８１２と、ボタンベースＤＤ
８１１と、スプリングＤＤ８１３（弾性部材に相当）と、フォトセンサＤＤ８１４と、第
２部材ＤＤ８１５と、ボタンベースカバーＤＤ８１６とを有している。
【０３１４】
　第１部材ＤＤ８１２は、ボタン基部ＤＤ８１２３と、ボタンカバー部ＤＤ８１２１と、
ボタンシートＤＤ８１２２とを有している。第１部材ＤＤ８１２は、図１０６に示すよう
に、下方（Ａ方向）に向かって押し下げ可能に配置される。
【０３１５】
　ボタンカバー部ＤＤ８１２１は、ボタン基部ＤＤ８１２３の上側に配置される。このボ
タンカバー部ＤＤ８１２１は、ボタン基部ＤＤ８１２３の縁に係合して固定される。ボタ
ンカバー部ＤＤ８１２１は、遊技者が直接押圧される面を構成するカバーとしての機能を
有する。
【０３１６】
　ボタンシートＤＤ８１２２は、ボタン基部ＤＤ８１２３とボタンカバー部ＤＤ８１２１
との間に配置されている。ボタンシートＤＤ８１２２は、平面板状の光透過性の樹脂シー
トからなり、配光性を有している。
【０３１７】
　ボタン基部ＤＤ８１２３は、ボタンベースＤＤ８１１の上側に配置される。このボタン
基部ＤＤ８１２３は、下側に円柱形状の２本の摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂを
有している。摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂの下方側には、円筒形状の螺子穴が
形成されている。また、２本の摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂの間には、スプリ
ングＤＤ８１３を保持するスプリング保持部ＤＤ８１２４ｃが形成されている。スプリン
グ保持部ＤＤ８１２４ｃは、スプリングＤＤ８１３の内径寸法と略同寸法に形成されてい
る。
【０３１８】
　ボタン基部ＤＤ８１２３と、ボタンベースＤＤ８１１との間には、第１部材ＤＤ８１２
を下方（Ａ方向）に向かって押し下げする力に対し反発する弾性力を備えたスプリングＤ
Ｄ８１３が設けられている。スプリングＤＤ８１３は、円筒形状に形成されたコイルばね
により形成されている。スプリングＤＤ８１３一方端は、スプリング保持部ＤＤ８１２４
ｃの外周に配置され、保持される。また、スプリングＤＤ８１３もう一方端は、ボタンベ
ースＤＤ８１１の低部に当接している。このため、スプリングＤＤ８１３は、遊技者が第
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１部材ＤＤ８１２のボタンカバー部ＤＤ８１２１を下方（Ａ方向）に向かって押し下げる
力に対して反発する。
【０３１９】
　ボタンベースＤＤ８１１は、上面が開口された長方形状の箱状に形成されている。ボタ
ンベースＤＤ８１１の低部には、２つの貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂが形成されて
いる。貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂは、上下方向に開口しており、それぞれ２つの
摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂを摺動可能にしている。したがって、貫通孔ＤＤ
８１１ａ・ＤＤ８１１ｂの外形寸法は、摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂの内径寸
法よりも大きい寸法に形成されている。また、ボタンベースＤＤ８１１の外周縁には、外
方向に突出したフランジＤＤ８１１１が形成されている。フランジＤＤ８１１１は、第２
台座部ＤＤ２ｂに設けられた開口部ＤＤ２ｂａのフランジＤＤ２ｂｂの上面に当接する（
図１０５参照）。従って、フランジＤＤ８１１１は、開口部ＤＤ２ｂａの外形よりも大き
い形状をしており、操作部ＤＤ８１を、開口部ＤＤ２ｂａの上方から挿入した場合には、
ボタンベースＤＤ８１１の底部及び４つの側面を含む部分は、開口部ＤＤ２ｂａを通過す
るが、フランジＤＤ８１１１部分は、開口部ＤＤ２ｂａのフランジＤＤ２ｂｂの上面に当
接することにより、規制される。
【０３２０】
　また、ボタンベースＤＤ８１１は、ボタンベースＤＤ８１１の側面から延伸された側面
部ＤＤ８１１３に、水平方向に張り出した制止板ＤＤ８１１２が設けられている。また、
側面部ＤＤ８１１３には、２つの連通孔ＤＤ８１６ａ・ＤＤ８１６ｂが形成されている。
なお、ボタンカバー部ＤＤ８１２１の底面部分の形状及び面積とフランジＤＤ８１１１を
含むボタンベースＤＤ８１１の上面部分の形状及び面積とは同じである。即ち、ボタンカ
バー部ＤＤ８１２１とボタンベースＤＤ８１１とは上下方向にぴったり重なる形状をして
いる。
【０３２１】
　第２部材ＤＤ８１５は、ボタンベースＤＤ８１１の下方（Ａ方向）に配置される。第２
部材ＤＤ８１５には、円筒形状の螺子穴ＤＤ８１５ａ・ＤＤ８１５ｂが形成されている。
そして、ボタン基部ＤＤ８１２３の摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂが、貫通孔Ｄ
Ｄ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂを通って、摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂの下方側が
貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂから延出した状態で、摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８
１２４ｂの下方側形成された螺子穴と、第２部材ＤＤ８１５に形成された螺子穴ＤＤ８１
５ａ・ＤＤ８１５ｂとが、螺子ＤＤ８１５２ａ・ＤＤ８１５２ｂによって螺合されている
。これにより、第２部材ＤＤ８１５は、２つの貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂから延
出した２つの摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂの間に取付けられた状態になる。な
お、第２部材ＤＤ８１５は、貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂより大きい形状をしてい
る。
【０３２２】
　また、第２部材ＤＤ８１５において、螺子穴ＤＤ８１５ａと螺子穴ＤＤ８１５ｂとの間
には、上下方向に張り出した薄板状の遮光片ＤＤ８１５１が設けられている。
【０３２３】
　第２部材ＤＤ８１５の下方（Ａ方向）には、発光部ＤＤ８１４ａと受光部ＤＤ８１４ｂ
とが、水平方向に、所定の間隔を空けて対向しているフォトセンサＤＤ８１４が設けられ
ている。この所定の間隔は、遮光片ＤＤ８１５１の水平方向の厚みよりも大きく設定され
ている。フォトセンサＤＤ８１４の背面には、送信コネクタが設けられており、外部のコ
ネクタＤＤ８５によって接続される。
【０３２４】
　ボタンベースカバーＤＤ８１６は、ボタンベースＤＤ８１１の低部側、及び、側面部Ｄ
Ｄ８１１３に対向する側が開口した箱状に形成されている。ボタンベースカバーＤＤ８１
６の上方には、爪形状の係止部ＤＤ８１６１・ＤＤ８１６２が形成され、爪形状の係止部
ＤＤ８１６１・ＤＤ８１６２が、ボタンベースＤＤ８１１の低部に設けられた被係止部Ｄ
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Ｄ８１１３ａ・ＤＤ８１１３ｂに係止されることにより、ボタンベースカバーＤＤ８１６
は、ボタンベースＤＤ８１１の低部に固定される。また、ボタンベースカバーＤＤ８１６
には、２つの螺子穴ＤＤ８１６３ａ・ＤＤ８１６３ｂが形成されている。
【０３２５】
　遊技者が第１部材ＤＤ８１２を下方（Ａ方向）に向かって押し圧することにより、第２
部材ＤＤ８１５も下方（Ａ方向）に向かって移動する。第２部材ＤＤ８１５が移動するこ
とにより、遮光片ＤＤ８１５１が、発光部ＤＤ８１４ａと受光部ＤＤ８１４ｂとの間に割
り込み、発光部ＤＤ８１４ａから受光部ＤＤ８１４ｂに対して発光される光を遮断する。
これにより、遊技者が最大ＢＥＴボタンＤＤ８の操作を行ったことが検知される。
【０３２６】
　そして、遊技者が第１部材ＤＤ８１２を下方（Ａ方向）に向かって押し圧するのをやめ
ると、スプリングＤＤ８１３の反発力によりボタン基部ＤＤ８１２３が上方に向かって移
動する（第１部材ＤＤ８１２が初期位置に復帰する）。なお、スプリングＤＤ８１３の反
発力によりボタン基部ＤＤ８１２３が上方に向かって移動すると、第２部材ＤＤ８１５の
上面部が制止板ＤＤ８１１２の下面に当接し、第２部材ＤＤ８１５及び第１部材ＤＤ８１
２が上方に戻り過ぎることを規制する。
【０３２７】
　これにより、第２部材ＤＤ８１５が上方に移動することにより、発光部ＤＤ８１４ａと
受光部ＤＤ８１４ｂとの間に割り込んでいた遮光片ＤＤ８１５１も上方に移動し、発光部
ＤＤ８１４ａから受光部ＤＤ８１４ｂに対して発光される光の遮断が解除される。これに
より、遊技者が最大ＢＥＴボタンＤＤ８の操作を行っていないことが検知される。
【０３２８】
　上記構成によれば、第２部材ＤＤ８１５が、ボタンベースＤＤ８１１に設けられた貫通
孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂより大きい形状をしており、貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８
１１ｂから延出した第１部材ＤＤ８１２の摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂに取付
けられている。これにより、第２部材ＤＤ８１５が、第１部材ＤＤ８１２の摺動部ＤＤ８
１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂが貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂから抜けるのを規制し、
最大ＢＥＴボタンＤＤ８の不正な取外しを防止することができる。
【０３２９】
　また、遮光片ＤＤ８１５１は、遊技者による第１部材ＤＤ８１２の押圧に連動して、２
つの摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂがボタンベースＤＤ８１１の２つの貫通孔Ｄ
Ｄ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂを摺動し、２つの貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂから延出
した２つの摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂの間に取付けられた第２部材ＤＤ８１
５の中間部分に設けられた遮光片ＤＤ８１５１が、発光部ＤＤ８１４ａと受光部ＤＤ８１
４ｂとの間を横切り遮断することができる。
【０３３０】
　（係止部ＤＤ８２）
　係止部ＤＤ８２は、図１０３に示すように、箱形状をしており、係止部ＤＤ８２の上面
に形成された開口部ＤＤ８２１、及び、コネクタＤＤ８５を操作部ＤＤ８１の背面に接続
するために、係止部ＤＤ８２の背面に形成された開口部ＤＤ８２２を有している。
【０３３１】
　係止部ＤＤ８２の開口部ＤＤ８２１の外周縁には、外方向に向かって張り出したフラン
ジＤＤ８２３が形成されており、更に、フランジＤＤ８２３の外には、フランジＤＤ８２
３を囲うように、垂直方向に張り出した囲み枠ＤＤ８２４が形成されている。フランジＤ
Ｄ８２３は、開口部ＤＤ２ｂａのフランジＤＤ２ｂｂの下面に当接する（図１０５参照）
。従って、フランジＤＤ８２３は、開口部ＤＤ２ｂａの外形よりも大きい形状をしており
、係止部ＤＤ８２を、開口部ＤＤ２ｂａの下方から押し当てた場合には、フランジＤＤ８
２３部分が、フランジＤＤ２ｂｂの下面に当接することにより、規制される。
【０３３２】
　係止部ＤＤ８２の内壁側には、操作部ＤＤ８１を格納する際に操作部ＤＤ８１を位置決
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めする係止片ＤＤ８２５が形成されている。また、係止部ＤＤ８２の背面に形成された開
口部ＤＤ８２２の両脇に設けられた連通孔ＤＤ８２６ａ・ＤＤ８２６ｂが形成されている
。
【０３３３】
　操作部ＤＤ８１を、開口部ＤＤ２ｂａに上方から挿入し、フランジＤＤ８１１１部分を
、フランジＤＤ２ｂｂの上面に当接させた状態で、開口部ＤＤ２ｂａの下方から、係止部
ＤＤ８２を操作部ＤＤ８１に装着させつつ、フランジＤＤ８２３を、開口部ＤＤ２ｂａの
フランジＤＤ２ｂｂの下面に当接させる。そして、２つの螺子ＤＤ８３ａ・ＤＤ８３ｂを
それぞれ、連通孔ＤＤ８２６ａ・ＤＤ８２６ｂ、及び、連通孔ＤＤ８１６ａ・ＤＤ８１６
ｂを介して、螺子穴ＤＤ８１６３ａ・ＤＤ８１６３ｂに螺合している（図１０４参照）。
【０３３４】
　上記構成によれば、２つの螺子ＤＤ８３ａ・ＤＤ８３ｂをそれぞれ、連通孔ＤＤ８２６
ａ・ＤＤ８２６ｂ、及び、連通孔ＤＤ８１６ａ・ＤＤ８１６ｂを介して、螺子穴ＤＤ８１
６３ａ・ＤＤ８１６３ｂに螺合することによって、操作部ＤＤ８１と係止部ＤＤ８２とを
開口部ＤＤ２ｂａを介して第２台座部ＤＤ２ｂに固定することができる。また、操作部Ｄ
Ｄ８１は開口部ＤＤ２ｂａより大きいフランジＤＤ８１１１を有するため、最大ＢＥＴボ
タンＤＤ８が、開口部ＤＤ２ｂａの外側からキャビネットＧの内部側に落ち込んでしまう
ことを防止することができる。また、係止部ＤＤ８２も開口部ＤＤ２ｂａより大きいフラ
ンジＤＤ８２３を有するため、最大ＢＥＴボタンＤＤ８が、開口部ＤＤ２ｂａの内側から
キャビネットＧの外部に出てしまうことを防止することができる。これにより、最大ＢＥ
ＴボタンＤＤ８を第２台座部ＤＤ２ｂに対して固定することができる。
【０３３５】
　また、ボタンカバー部ＤＤ８１２１とボタンベースＤＤ８１１とは上下方向にぴったり
重なる形状をしているため、上方からボタンカバー部ＤＤ８１２１を見たときに、ボタン
ベースＤＤ８１１がボタンカバー部ＤＤ８１２１によって隠されて、外部に、遊技者が押
圧するボタンカバー部ＤＤ８１２１のみを見せることができる。これにより、最大ＢＥＴ
ボタンＤＤ８の外観をシンプルにすることができ、遊技機１の外観のデザイン性を高める
ことができる。
　また、ボタンカバー部ＤＤ８１２１の底面の形状がボタンベースＤＤ８１１の上面の形
状よりも小さいものに比べて、ボタンベースＤＤ８１１が有する貫通孔ＤＤ８１１ａ・Ｄ
Ｄ８１１ｂの隙間からの不正な侵入を防止し易い構造にすることができる。
【０３３６】
（下ドア機構ＤＤ：リール装置Ｍ１）
（下ドア機構ＤＤ）
　下ドア機構ＤＤには、図１０７に示すように、上部の略中央部に、矩形状の開口部とし
て形成されたメイン表示窓ＤＤ４が設けられている。メイン表示窓ＤＤ４の裏面側には、
キャビネットＧの内部側から取り付けられたリールユニットＲＵが装着されている。さら
に、リールユニットＲＵの背面には、主制御基板ＭＳが取り付けられている。
【０３３７】
　リールユニットＲＵは、複数種類の図柄が各々の外周面に描かれた３個のリールＲＬ（
左リール），ＲＣ（中リール），ＲＲ（右リール）を主体に構成されている。これらのリ
ールＲＬ，ＲＣ，ＲＲは、それぞれが縦方向に一定の速度で回転できるように並列状態（
横一列）に配設される。リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲは、メイン表示窓ＤＤ４を通じて、各リ
ールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの動作や各リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ上に描かれている図柄が視認可
能となる。
【０３３８】
　メイン表示窓ＤＤ４には、その表面部に、矩形状のアクリル板などからなる透明パネル
ＤＤ４１が取り付け固定されており、遊技者などがリールユニットＲＵに触れることがで
きないようになっている。メイン表示窓ＤＤ４の下方には、略水平面の第１，第２，第３
台座部ＤＤ２ａ，ＤＤ２ｂ，ＤＤ２ｃが形成されている。メイン表示窓ＤＤ４の右側に位
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置する第１台座部ＤＤ２ａには、メダルを投入するためのメダル投入口ＤＤ５が設けられ
ている。メダル投入口ＤＤ５は、遊技者によりメダルが投入される開口である。メダル投
入口ＤＤ５から投入されたメダルは、クレジットされるか又はゲームに賭けられる。
【０３３９】
　メイン表示窓ＤＤ４の左側に位置する第２台座部ＤＤ２ｂには、クレジットされている
メダルを賭けるための、有効ライン設定手段としての最大ＢＥＴボタンＤＤ８（ＭＡＸＢ
ＥＴボタンともいう）が設けられている。最大ＢＥＴボタンＤＤ８が押されると、メダル
の投入枚数として「３」が選択される。
【０３４０】
　メイン表示窓ＤＤ４の前面側に位置する第３台座部ＤＤ２ｃには、液晶表示装置ＤＤ２
０が設けられている。液晶表示装置ＤＤ２０は、液晶表示パネル（液晶パネル）のパネル
面にタッチ式の位置入力装置としてのタッチセンサパネルが配されてなる、いわゆるタッ
チパネルとなっている。尚、タッチセンサパネルとしては、例えば、人体の一部（指先な
ど）や静電ペンなどの接触を検知して、その検知信号を出力する静電容量方式のものであ
ってもよく、又は、ペン先などの堅い物質の接触を検知して、その検知信号を出力する方
式のもの、あるいは、その他の方式のものや構造のもの（インセル構造など）であっても
よい。
【０３４１】
　液晶表示装置ＤＤ２０は、ＳＵＩ（スマート・ユーザ・インターフェイス）として機能
するもので、その表示画面上に、例えば、遊技の進行に伴って遊技回数などの遊技情報が
表示されるとともに、遊技者による選択又は入力を求めるためのメッセージや入力キーな
どが表示される。
【０３４２】
　尚、液晶表示装置ＤＤ２０においては、その表示画面上に、例えば、遊技の進行に伴っ
て、遊技に関する演出に応じた内容（演出情報）を表示することも可能である。また、液
晶表示装置ＤＤ２０としては、例えば、演出役物としての機能を有するアタッチメントや
、専用のアタッチメントとして、ジョグダイヤル又はプッシュボタンなどを装着できるよ
うにしてもよい。また、液晶表示装置ＤＤ２０は、その機能を、後述する表示ユニットＡ
などに振り分けることにより、省略することもできる。
【０３４３】
　最大ＢＥＴボタンＤＤ８の前面側には、遊技者の操作によりリールＲＬ，ＲＣ，ＲＲを
回転駆動させるとともに、メイン表示窓ＤＤ４内で図柄の変動表示を開始させるスタート
レバーＤＤ６が設けられている。スタートレバーＤＤ６は、所定の角度範囲で傾動自在に
取り付けられる。
【０３４４】
　スタートレバーＤＤ６の右側で、液晶表示装置ＤＤ２０の前面側には、遊技者の押下操
作（停止操作）により３個のリールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの回転をそれぞれ停止させるための
３個のストップボタンＤＤ７Ｌ，ＤＤ７Ｃ，ＤＤ７Ｒが設けられている。
【０３４５】
　最大ＢＥＴボタンＤＤ８の左側には、Ｃ／ＰボタンＤＤ１３が設けられている。Ｃ／Ｐ
ボタンＤＤ１３は、遊技者がゲームで獲得したメダルのクレジット／払出しを押しボタン
操作で切り換えるものである。このＣ／ＰボタンＤＤ１３の切り換えにより払出しが選択
されている状態（非クレジット状態）においては、下ドア機構ＤＤの下部側のコインガー
ドプレート部に設けたメダル払出口ＤＤ１４（キャンセルシュート）からメダルが払出さ
れ、払出されたメダルは、メダル受け部ＤＤ１５に溜められる。
【０３４６】
　スタートレバーＤＤ６、及び、ストップボタンＤＤ７Ｌ，ＤＤ７Ｃ，ＤＤ７Ｒの下部側
には、腰部パネルＤＤ１８（腰部導光板）が配置されている。腰部パネルＤＤ１８は、ア
クリル板などを使用した化粧用パネルとして構成される。腰部パネルＤＤ１８には、遊技
機１の機種を表す名称や種々の模様などが印刷により描かれている。
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【０３４７】
　また、メダル払出口ＤＤ１４の左側にはスピーカＤＤ２５Ｌが、右側にはスピーカＤＤ
２５Ｒが、それぞれ設けられている。スピーカＤＤ２５Ｌ，ＤＤ２５Ｒは、遊技者に遊技
に関する種々の情報を声や音楽などの音により報知する。また、メイン表示窓ＤＤ４の左
側及び右側には、第１サブ表示装置ＤＤ１９Ｌ及び第２サブ表示装置ＤＤ１９Ｒがそれぞ
れ配置されている。これらのサブ表示装置ＤＤ１９Ｌ・ＤＤ１９Ｒは、例えば入賞成立時
のメダルの払出枚数やクレジットされている残メダル枚数を表示する。通常は、遊技機１
にクレジットされるメダルの最大枚数は５０枚であるため、５０以下のクレジット枚数が
表示される。尚、最大枚数の５０枚のメダルがクレジシットされている状態では、投入さ
れたメダルはそのままメダル払出口ＤＤ１４より払出される。また、サブ表示装置ＤＤ１
９Ｌ・ＤＤ１９Ｒは、タッチパネルを前面に備えていてもよい。
【０３４８】
　（下部扉ＤＤ１、リールユニットＲＵ、及び、主制御基板ＭＳの関係性）
　図１０８に示すように、遊技機１の下ドア機構ＤＤは、下部扉ＤＤ１と、リールユニッ
トＲＵと、主制御基板ＭＳとを含む構成である。
【０３４９】
　下部扉ＤＤ１（扉に相当）は、図１０９に示すように、キャビネットＧ（筐体に相当）
に対して開閉自在に設けられている。また、リールユニットＲＵ（図柄表示手段に相当）
は、図１１０に示すように、下部扉ＤＤ１の背面側（キャビネットＧの内部側（下部空間
側））に、着脱可能に設けられている。更に、主制御基板ＭＳは、図１１０に示すように
、リールユニットＲＵの背面側（キャビネットＧの内部側（下部空間側））に、着脱可能
に設けられている。
【０３５０】
　なお、主制御基板ＭＳは、スタートレバーＤＤ６、及び、ストップボタンＤＤ７Ｌ，Ｄ
Ｄ７Ｃ，ＤＤ７Ｒ（指令手段に相当）等により出力された指令信号に基づいて、リールユ
ニットＲＵのリールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの回転を停止させることにより、リールＲＬ，ＲＣ
，ＲＲに配された図柄を停止表示させる制御手段に相当する。
【０３５１】
　上記のような、下部扉ＤＤ１、リールユニットＲＵ、及び、主制御基板ＭＳの位置的関
係性によって、下部扉ＤＤ１、リールユニットＲＵ、及び、主制御基板ＭＳを一体化する
ことにより、遊技機１の組み立て・部品交換・分解する際の作業を容易に行うことができ
る。
【０３５２】
　また、主制御基板ＭＳは、遊技を制御する重要な構成であり、不正な取外しを防止する
対策が必要であるが、主制御基板ＭＳは、リールユニットＲＵと一体化されているため、
取外し難い構成にすることができる。
【０３５３】
　また、主制御基板ＭＳは、下部扉ＤＤ１の内部側に設けられたリールユニットＲＵの背
面に設けられている。これにより、主制御基板ＭＳは、下部扉ＤＤ１及びリールユニット
ＲＵの厚み分だけ、下部扉ＤＤ１から遠いキャビネットＧの奥側に配置することができる
。このため、下部扉ＤＤ１と主制御基板ＭＳとの間に物理的な距離を確保することができ
、例え下部扉ＤＤ１の隙間から不正侵入された場合であっても、主制御基板ＭＳへの到達
が困難になり、セキュリティ性を向上させることができる。
【０３５４】
　また、下部扉ＤＤ１、リールユニットＲＵ、及び、主制御基板ＭＳは、一体化されてい
るため、遊技機１の仕様を変更する場合、下部扉ＤＤ１の外装の変更、リールユニットＲ
ＵのリールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの図柄の変更、及び、遊技内容の変更を、まとめて行うこと
ができる。
【０３５５】
　具体的に、図１１１を参照して、リールユニットＲＵに対する主制御基板ＭＳの取り付
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けについて説明する。図１１１に示すように、リールユニットＲＵは、後方に基板接面部
ＲＵ９ａを有している。基板接面部ＲＵ９ａは、リールユニットＲＵの背面側において上
下方向中央に、左右方向へ延在する平面部である。当該平面部は法線方向が前後方向へ略
一致する。また、リールユニットＲＵは、基板接面部ＲＵ９ａの中央右よりの上方に、上
側平面部ＲＵ９ｂを有している。上側平面部ＲＵ９ｂは、基板接面部ＲＵ９ａと面方向が
一致する平面部であり、左上部に螺子孔を有している。また、リールユニットＲＵは、基
板接面部ＲＵ９ａの下方に、基板接面部ＲＵ９ａと左右方向長さが略一致する載置部ＲＵ
９ｃを有している。載置部ＲＵ９ｃは、基板接面部ＲＵ９ａ、及び、上側平面部ＲＵ９ｂ
と面方向が一致する壁面部と、壁面部の下部から水平後ろ方向へ屈曲して延長された底面
部と、底面部の後端から屈曲して上後方へ傾斜を持って延長された傾斜部とを有している
。載置部ＲＵ９ｃは、左右方向の両端部に螺子孔を有している。また、リールユニットＲ
Ｕは、基板接面部ＲＵ９ａ、及び、上側平面部ＲＵ９ｂと面方向が一致する平面部を有し
ている。
【０３５６】
　主制御基板ＭＳは、載置部ＲＵ９ｃの底面部に載置されて、基板接面部ＲＵ９ａ、上側
平面部ＲＵ９ｂ、載置部ＲＵ９ｃの壁面部、及び、その他面方向が一致する平面部に面接
触された状態に位置決めされる。そして、その状態で、主制御基板ＭＳに形成されている
貫通孔を介して、上側平面部ＲＵ９ｂ及び載置部ＲＵ９ｃの螺子孔に螺合され螺子締結さ
れることになる。これにより、主制御基板ＭＳは、同一面上に配設された基板接面部ＲＵ
９ａ、上側平面部ＲＵ９ｂ、及び、載置部ＲＵ９ｃに安定的に取り付けられる。
【０３５７】
　次に、具体的に、図１１２を参照して、下部扉ＤＤ１に対するリールユニットＲＵの取
り付けについて説明する。図１１２に示すように、リールユニットＲＵは、左方向端部に
、リールヒンジＲＵ２１を有している。リールヒンジＲＵ２１は、平面視コの字形状の平
板部材であり平面の法線方向が前後方向に略一致している。リールヒンジＲＵ２１は、左
上端部から下方向へ形成された上側ヒンジＲＵ２１ａを有している。また、リールヒンジ
ＲＵ２１は、左下端部から下方向へ形成された下側ヒンジＲＵ２１ｂを有している。上側
ヒンジＲＵ２１ａと下側ヒンジＲＵ２１ｂとは中心軸が一致するように形成されている。
【０３５８】
　下部扉ＤＤ１の内部側左上部には、上端から中央部まで延在するリールヒンジベースＤ
Ｄ１８を有している。リールヒンジベースＤＤ１８は、上側ヒンジＲＵ２１ａ及び下側ヒ
ンジＲＵ２１ｂに対応する位置に上側ヒンジベースＤＤＲ１８ａ及び上側ヒンジベースＤ
ＤＲ１８ｂを有している。上側ヒンジベースＤＤＲ１８ａ及び下側ヒンジベースＤＤＲ１
８ｂは、上側ヒンジＲＵ２１ａ及び下側ヒンジＲＵ２１ｂを夫々差込可能にされており、
差込状態においてリールユニットＲＵを、上側ヒンジＲＵ２１ａ及び下側ヒンジＲＵ２１
ｂを中心として回動可能に支持する。
【０３５９】
　リールユニットＲＵは、右上端部に、右方向に突出する右上ロック部ＲＵ２２を有して
いる。また、リールユニットＲＵは、下端部略中央から下方向へ突出する下ロック部ＲＵ
２３を有している。右上ロック部ＲＵ２２及び下ロック部ＲＵ２３は、下部扉ＤＤ１の内
壁面に当接した状態でロック可能にされている。即ち、リールユニットＲＵを下部扉ＤＤ
１方向へ回動させて当接させたときに、右上ロック部ＲＵ２２及び下ロック部ＲＵ２３が
下部扉ＤＤ１に係合した状態で当接した状態となる。右上ロック部ＲＵ２２及び下ロック
部ＲＵ２３が下部扉ＤＤ１にロックされることで、リールユニットＲＵを回動不可状態に
維持することができる。右上ロック部ＲＵ２２及び下ロック部ＲＵ２３には、後面側につ
まみ部材が回動可能に設けられている。右上ロック部ＲＵ２２及び下ロック部ＲＵ２３が
下部扉ＤＤ１に係合させた状態でつまみ部材を回動させることで、リールユニットＲＵが
回動可能な状態と、ロック状態と、を切り替えることができるようになっている。尚、リ
ールユニットＲＵは、ロック状態で、
下部扉ＤＤ１に施錠可能にされていてもよい。また、主制御基板ＭＳは、リールユニット
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ＲＵに施錠可能にされていてもよい。
【０３６０】
（下ドア機構ＤＤ：リール装置ＲＵ）
　図１１３に示すように、リール装置ＲＵは、３つのリールユニットＲＵ１と、リールベ
ースＲＵ２と、リールカバーＲＵ３とを有している。３つのリールユニットＲＵ１は、左
右方向に並列状態（横一列）に配置される。左側のリールユニットＲＵ１はリールＲＬを
有し、中央のリールユニットＲＵ１はリールＲＣを有し、右側のリールユニットＲＵ１は
リールＲＲを有している。各リールユニットＲＵ１は、リールベースＲＵ２によって夫々
独立して支持される。リールベースＲＵ２は、開放面を有した箱状に形成され、各リール
ユニット１を一部露出した状態で収容する。リールベースＲＵ２は、この開放面を覆うよ
うにリールカバーＲＵ３がネジ締結により取り付けられる。リールカバーＲＵ３がリール
ベースＲＵ２に取り付けられた状態において、各リールユニットＲＵ１におけるリールＲ
Ｌ，ＲＣ，ＲＲの中央部から上部に至る外周面が、リールベースＲＵ２から露出された状
態となる。これにより、リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの各々の外周面に描かれた図柄が視認可
能となる。
【０３６１】
　また、リールユニットＲＵ１は、リールの軸を支持し、リールの駆動力となるモータが
取り付けられる支持板であるモータ取付板ＲＵ１１を有している。モータ取付板ＲＵ１１
は、リールユニットＲＵ１の右側に配置され、リールを回転可能に支持する。即ち、隣接
するリールユニットＲＵ１の間に挟まれるように配置されることになる。モータ取付板Ｒ
Ｕ１１は、前方部分を形成する前方部ＲＵ１１ａを有している。前方部ＲＵ１１ａは、側
面視略弓形形状に形成されており、側面視において前記リールと略同一形状に形成されて
いる。なお、弓形とは、円弧と、当該円弧の端部同士を結んだ弦とで囲まれた図形である
。
【０３６２】
　具体的に、モータ取付板ＲＵ１１は、側面視略弓形形状の前方部ＲＵ１１ａと、側面視
において該弓形を規定する円弧の両端部から後方に向かって連続的に形成された形状（例
えば、側面視略矩形状）の後方部ＲＵ１１ｂとにより構成されている。なお、モータ取付
板ＲＵ１１は、リールを直接支持するものであってもよいし、他の部材を介してリールを
間接的に支持するものであってもよい。
【０３６３】
　側面視においてリールと略同一形状に形成されたモータ取付板ＲＵ１１の前方部分は、
対向するリールの前方部分と略同一の大きさであり、両者は重なり合っていることが望ま
しい。すなわち、一方の側面から見たときには、モータ取付板ＲＵ１１の前方部分がリー
ルによって略完全に覆われており、他方の側面から見たときには、支持板の前方部分によ
って当該部分に対向するリールの部分が略完全に覆われていることが望ましい。これによ
り、モータ取付板ＲＵ１１に対して仕切板としての機能を付与することと、遊技機の美観
を維持することとを、バランスよく実現することができる。
【０３６４】
（下ドア機構ＤＤ：リール装置ＲＵ：リールユニットＲＵ１）
　図１１４を用いて、リールユニットＲＵ１について説明する。尚、３つのリールユニッ
トＲＵ１は、夫々同様の構成を有しているため、右側のリールユニットＲＵ１のみについ
て説明を行う。
【０３６５】
　図１１４に示すように、リールユニットＲＵ１のモータ取付板ＲＵ１１には、リールイ
ンデックスＲＵ１１１と、センサ部ＲＵ１１２と、モータ駆動部ＲＵ１１３と、駆動制御
基板ＲＵ１１４とが配設されている。リールインデックスＲＵ１１１は、モータ取付板Ｒ
Ｕ１１の中央部に配置されている。センサ部ＲＵ１１２は、リールインデックスＲＵ１１
１の後方に配置されている。モータ駆動部ＲＵ１１３は、リールインデックスＲＵ１１１
の上方に配置されている。
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【０３６６】
　リールＲＲは、リールドラムＲＲ１を有している。リールドラムＲＲ１は、筒形形状に
形成され、複数の図柄が配されたリール帯ＲＲ２が巻回され固定される。リールドラムＲ
Ｒ１は、この筒状部の左側（モータ取付板ＲＵ１１と反対側）の面に、中心から放射状、
及び、外周円よりも小さい同心円に、剛性を高めるためのフレームが配設されている。こ
のフレームは、中央部が右方向（筒状内部側）に窪んだ形状となっている。リールドラム
ＲＲ１には、中心軸を同じとする回転ギアＲＲ３が筒状内部の左側（フレーム側）に配置
されている。即ち、リールドラムＲＲ１の内部において、回転ギアＲＲ３の右側（モータ
取付板ＲＵ１１）に、リールインデックスＲＵ１１１、センサ部ＲＵ１１２、及び、モー
タ駆動部ＲＵ１１３が配置されることになる。また、リールドラムＲＲ１には、筒状内部
の径方向内壁面には、停止表示されたリールＲＲに配された図柄を背後から照明するバッ
クライトＲＲ４が配置されている。
【０３６７】
　モータ駆動部ＲＵ１１３は、ステッピングモータと、回転ギアＲＲ３に歯合する駆動ギ
アとを有し、リールＲＲを回転させるためのステッピングモータからの動力が回転ギアＲ
Ｒ３によって伝達される。ステッピングモータは、駆動制御基板ＲＵ１１４から供給され
る駆動パルスの数だけ回転される。即ち、駆動制御基板ＲＵ１１４から供給される駆動パ
ルスの数によって、基準位置からリールＲＲがどれだけ回転されたか（変位の程度）を特
定することができる。モータ駆動部ＲＵ１１３は、主制御基板ＭＳからの制御信号に従い
、駆動制御基板ＲＵ１１４によって回転の開始及び停止の制御が行われる。具体的には、
遊技者によるスタートレバーＤＤ６等の開始指令手段への操作に応じて開始指令信号が主
制御基板ＭＳへ送信される。主制御基板ＭＳは、開始指令信号を検出したことを契機とし
て、開始制御信号を駆動制御基板ＲＵ１１４へ送信する。駆動制御基板ＲＵ１１４は、開
始制御信号を検出したことを契機として、モータ駆動部ＲＵ１１３を駆動し、リールＲＲ
が回転される。これにより、リールＲＲに配された図柄が変動表示される。また、遊技者
による停止ボタンＤＤ７Ｒ等の停止指令手段への操作に応じて停止指令信号が主制御基板
ＭＳへ送信される。主制御基板ＭＳは、停止指令信号を検出したことを契機として、停止
制御信号を駆動制御基板ＲＵ１１４へ送信する。駆動制御基板ＲＵ１１４は、停止制御信
号を検出したことを契機として、モータ駆動部ＲＵ１１３を駆動し、リールＲＲが停止さ
れる。これにより、リールＲＲに配された図柄が停止表示される。
【０３６８】
（下ドア機構ＤＤ：リール装置ＲＵ：リールユニットＲＵ１：リールインデックスＲＵ１
１１）
　リールインデックスＲＵ１１１は、リールシャフトＲＵ１１１１と、検知片ＲＵ１１１
２と、接続板ＲＵ１１１３とを有している。リールシャフトＲＵ１１１１は、リールイン
デックスＲＵ１１１において、左右方向を中心軸として回転自在にされている。リールシ
ャフトＲＵ１１１１は、左側の端部において回転ギアＲＲ３の回転軸に接続固定可能であ
り、回転ギアＲＲ３の回転に伴って回転されるようになっている。即ち、モータ駆動部Ｒ
Ｕ１１３によってリールＲＲが回転されることで、リールシャフトＲＵ１１１１が回転さ
れることになる。検知片ＲＵ１１１２は、側面視において、円弧状の外周辺と円弧状の内
周辺とによって囲まれた図形の形状に形成されている。本実施形態では、検知片ＲＵ１１
１２の外周辺及び内周辺の円弧の角度は夫々１８０度に設定されており、中央に同心円の
開口を有した円板を中心点を通る線で切断した形状にされている。検知片ＲＵ１１１２の
内周辺内側には、当該内周辺に沿うように、円板状の接続板ＲＵ１１１３が接続されてい
る。接続板ＲＵ１１１３は、中心に円状の孔が設けられており、リールシャフトＲＵ１１
１１が挿入され固定されている。このように、リールインデックスＲＵ１１１は、リール
シャフトＲＵ１１１１を介して回転ギアＲＲ３に接続される。従って、リールインデック
スＲＵ１１１と、回転ギアＲＲ３とは別部材で夫々形成されている。尚、回転ギアＲＲ３
には、摺動性の高い素材を用いることが好ましい。また、リールインデックスＲＵ１１１
における検知片ＲＵ１１１２には、帯電防止機能に優れた素材を用いることが好ましい。
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【０３６９】
　これにより、図１１５に示すように、検知片ＲＵ１１１２は、リールシャフトＲＵ１１
１１（リールＲＲ）の回転に伴って、リールシャフトＲＵ１１１１の回転軸を中心に、図
中矢印で示されるように、円周ＲＵＤに沿って回転されるようになっている。センサ部Ｒ
Ｕ１１２は、この円周ＲＵＤ上の図中星印で示される検知点ＲＵＰが検知位置となるよう
にモータ取付板ＲＵ１１に配設されている。即ち、検知片ＲＵ１１１２が、検知点ＲＵＰ
に存在するか否かがセンサ部ＲＵ１１２によって検知される。
【０３７０】
　図１１６を参照して、検知片ＲＵ１１１２と、検知状態との関係を説明する。以下にお
いて、リールＲＲの回転が継続され続けているものとする。先ず、ステップＳＲＵ１にお
いては、検知片ＲＵ１１１２の一端が検知点ＲＵＰに達し（オンエッジ）、センサ部ＲＵ
１１２によって検知片ＲＵ１１１２の検出が開始される。このとき、主制御基板ＭＳは、
検知片ＲＵ１１１２が検知されていない状態から検知されている状態に変化したことで、
リールＲＲの基準位置（第１基準位置）を検出する。その後、検知片ＲＵ１１１２が検知
点ＲＵＰに存在し続けている間は、センサ部ＲＵ１１２によって検知片ＲＵ１１１２が検
知された状態が継続される（ＳＲＵ２）。そして、検知片ＲＵ１１１２の他端が検知点Ｒ
ＵＰに達し（オフエッジ）、センサ部ＲＵ１１２による検知片ＲＵ１１１２の検出が終了
される（ＳＲＵ３）。このとき、主制御基板ＭＳは、検知片ＲＵ１１１２が検知されてい
る状態から検知されていない状態に変化したことで、リールＲＲの基準位置（第２基準位
置）を検出する。即ち、検知片ＲＵ１１１２は、リールＲＲの位置が第１基準位置となっ
た後第２基準位置となるまでの間、センサ部ＲＵ１１２によって継続的に検知される。そ
の後、再度、検知片ＲＵ１１１２の一端が検知点ＲＵＰに達するまで、センサ部ＲＵ１１
２によって検知片ＲＵ１１１２が検知されない状態が継続される（ＳＲＵ４）。
【０３７１】
　このように、リールＲＲが半周する毎に第１基準位置及び第２基準位置が交互に検出さ
れ、検出された第１基準位置、又は、第２基準位置に基づいて、リールＲＲの位置が特定
される。具体的に、主制御基板ＭＳは、直前に検出した基準位置（第１基準位置、又は、
第２基準位置）に対して、主制御基板ＭＳの制御に基づいて駆動制御基板ＲＵ１１４から
供給される駆動パルスの数に対応する変位を付加することで、リールＲＲの位置を特定す
る。このように、主制御基板ＭＳは、センサ部ＲＵ１１２による検知片ＲＵ１１１２の検
知に基づいてリールＲＲが基準位置（第１基準位置、又は、第２基準位置）に至ったか否
かを特定する基準位置特定手段として機能する。また、主制御基板ＭＳ、及び、駆動制御
基板ＲＵ１１４は、回転に伴うリールＲＲの基準位置（第１基準位置、又は、第２基準位
置）からの変位の程度を特定するリール位置特定手段として機能する。
【０３７２】
　上述のように、検知片ＲＵ１１１２は、円弧状の外周辺と円弧状の内周辺とによって囲
まれた図形の形状に形成されており、円弧の角度が夫々１８０度に設定されている。その
ため、リールＲＲにおける第１基準位置及び前記第２基準位置が、リールＲＲの中心軸を
通る直線上に中心軸を挟んで対向配置されていることになる。
【０３７３】
　このように、センサ部ＲＵ１１２によって検知片ＲＵ１１１２が検知されていない状態
から、センサ部ＲＵ１１２によって検知片ＲＵ１１１２が検知されている状態に変化した
ことを検出することで、リールＲＲの第１基準位置を特定することができる。また、この
ように、センサ部ＲＵ１１２によって検知片ＲＵ１１１２が検知されている状態から、セ
ンサ部ＲＵ１１２によって検知片ＲＵ１１１２が検知されていない状態に変化したことを
検出することで、リールＲＲの第２基準位置を特定することができる。このように、リー
ルＲＲが１回転する間に２回のリールの基準位置を検出することが可能であり、センサを
２つ設けた場合と同様の効果が得られる。
【０３７４】
　尚、検知片が回転する円周経路上において、第１基準位置に対応する位置から円周経路
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上に沿って第２基準位置に対応する位置に至る領域を含み、第２基準位置に対応する位置
から円周経路上に沿って第１基準位置に対応する位置に至る領域を含まない形状を有して
いれば、検知片の形状は限定されない。
【０３７５】
（下ドア機構ＤＤ：リール装置ＲＵ：リールユニットＲＵ１：センサ部ＲＵ１１２）
　図１１７に示すように、モータ取付板ＲＵ１１の左側面（リール取り付け側面）を底面
として、センサ部ＲＵ１１２が載置されるように螺子締結されている。センサ部ＲＵ１１
２は、センサＲＵ１１２１と、台座部材ＲＵ１１２２とを有している。センサＲＵ１１２
１は、リールＲＲの回転に伴って所定の円周に沿って回転する検知片ＲＵ１１１２を検出
する透過型センサである。センサＲＵ１１２１は、中央が窪んだ断面凹状に形成されてお
り、窪み方向とリールインデックスＲＵ１１１のリールシャフトＲＵ１１１１の中心軸が
直交するように設けられている。センサＲＵ１１２１は、リールインデックスＲＵ１１１
の検知片ＲＵ１１１２の回転面の縁部がセンサＲＵ１１２１の窪み内側空間を通過するよ
うに、モータ取付板ＲＵ１１に、台座部材ＲＵ１１２２を介して取り付けられている。
【０３７６】
　図１１８、及び、図１１９に示すように、台座部材ＲＵ１１２２は、上下に長手方向を
有する台座ベース部ＲＵ１１２２ｇと、台座ベース部ＲＵ１１２２ｇの中央から左方向へ
突出する台座柱部ＲＵ１１２２ｈとを有している。台座ベース部ＲＵ１１２２ｇは、長方
形状の平板の上下方向に半円を延長させた形状を有している。台座ベース部ＲＵ１１２２
ｇは、上下位置に、左右方向へ貫通する螺子孔ＲＵ１１２２ａ・ＲＵ１１２２ｂが開口さ
れている。また、台座ベース部ＲＵ１１２２ｇは、長方形状部において、前側が凹状に形
成されており、この凹側縁部中央に右方向へ突出する突出部ＲＵ１１２２ｊを有している
。また、台座ベース部ＲＵ１１２２ｇは、長方形状部において、後側が凸状に形成されて
おり、この凸側縁部中央に右方向へ円柱形状に突出する突出部ＲＵ１１２２ｋを有してい
る。
【０３７７】
　台座柱部ＲＵ１１２２ｈは、左方向端部に上下に長手方向を有する平面を有し、当該平
面の上下位置に螺子孔ＲＵ１１２２ｃ・ＲＵ１１２２ｄを有している。また、台座柱部Ｒ
Ｕ１１２２ｈは、左方向端部の平面が上下方向中央部から前方向へ突出されている。台座
柱部ＲＵ１１２２ｈは、この突出箇所において前後方向に並列され左方向へ円柱形状に突
出する突出部ＲＵ１１２２ｅ・ＲＵ１１２２ｆを有している。
【０３７８】
（モータ取付板ＲＵ１１への台座部材ＲＵ１１２２の取り付け）
　モータ取付板ＲＵ１１は、台座部材ＲＵ１１２２における突出部ＲＵ１１２２ｆ・ＲＵ
１１２２ｇに対応する位置に嵌合孔ＲＵ１１ｅ・ＲＵ１１ｆが形成されている。嵌合孔Ｒ
Ｕ１１ｅ・ＲＵ１１ｆに、突出部ＲＵ１１２２ｊ・ＲＵ１１２２ｋが夫々嵌挿されること
により、モータ取付板ＲＵ１１に対する台座部材ＲＵ１１２２の位置決めが行われる。ま
た、モータ取付板ＲＵ１１は、台座部材ＲＵ１１２２における螺子孔ＲＵ１１２２ａ・Ｒ
Ｕ１１２２ｂに対応する位置に螺子孔ＲＵ１１ｃ・ＲＵ１１ｄが形成されている。台座部
材ＲＵ１１２２側から右方向へ、螺子ＲＵ１１２４ａを螺子孔ＲＵ１１２２ａと螺子孔Ｒ
Ｕ１１ｃとに螺合させ、螺子ＲＵ１１２４ｂを螺子孔ＲＵ１１２２ｂと螺子孔ＲＵ１１ｄ
とに螺合させることで、モータ取付板ＲＵ１１に対して台座部材ＲＵ１１２２が螺子締結
される。
【０３７９】
　ここで、図１２０を参照して、モータ取付板ＲＵ１１に対する台座部材ＲＵ１１２２の
取り付け位置に関して説明する。図１２０に示すように、モータ取付板ＲＵ１１において
、螺子孔ＲＵ１１ｃと、螺子孔ＲＵ１１ｄとが、直線ＲＵＤＡ上に配置されている。そし
て、直線ＲＵＤＡに略垂直な直線ＲＵＤＢ上の２点に、嵌合孔ＲＵ１１ｅと、嵌合孔ＲＵ
１１ｆとが配置されている。また、嵌合孔ＲＵ１１ｅと、嵌合孔ＲＵ１１ｆとは、直線Ｒ
ＵＤＡを境として互いに反対側に位置している。直線ＲＵＤＢは、螺子孔ＲＵ１１ｃと、
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螺子孔ＲＵ１１ｄとを結ぶ線分を二等分した中心を通過する直線である。ここで、嵌合孔
ＲＵ１１ｆは、直線ＲＵＤＢ方向へ長手方向を有している。これにより、台座部材ＲＵ１
１２２において２つの位置決め突起部を成形する上での間隔の誤差を許容することができ
る。また、嵌合孔ＲＵ１１ｆの長手方向は、センサＲＵ１１２１の検知位置における検知
片ＲＵ１１１２の回転の接線方向と略垂直にされる。これにより、長手方向を有する嵌合
孔ＲＵ１１ｆにおいて台座部材ＲＵ１１２２との位置ずれが生じたとしても、センサＲＵ
１１２１による基準位置の誤検知を防止することが可能となっている。
【０３８０】
（台座部材ＲＵ１１２２へのセンサＲＵ１１２１の取り付け）
　センサＲＵ１１２１は、台座部材ＲＵ１１２２の左方向端部の平面に係合し、この台座
部材ＲＵ１１２２の左方向端部の平面と形状が略等しい平面を有している。即ち、センサ
ＲＵ１１２１の右方向端部に位置する当該平面は、上下に長手方向を有し、上下方向中央
部から前方向へ突出されている。台座柱部ＲＵ１１２２ｈは、この突出箇所において前後
方向に並列される嵌合孔ＲＵ１１２４ｅ・ＲＵ１１２４ｆが形成されている。また、当該
平面の上下位置に、左右方向へ貫通する螺子孔ＲＵ１１２１ａ・ＲＵ１１２１ｂが開口さ
れている。螺子孔ＲＵ１１２１ｂは、上下に長手方向を有する長穴状に形成されている。
嵌合孔ＲＵ１１２４ｅ・ＲＵ１１２４ｆは、台座部材ＲＵ１１２２の突出部ＲＵ１１２２
ｅ・ＲＵ１１２２ｆに対応する位置に配設されており、夫々嵌挿されることにより、台座
部材ＲＵ１１２２に対するセンサＲＵ１１２１の位置決めが行われる。また、センサＲＵ
１１２１は、センサＲＵ１１２１側から右方向へ、螺子ＲＵ１１２３ａを螺子孔ＲＵ１１
２１ａと螺子孔ＲＵ１１２２ｃとに螺合させ、螺子ＲＵ１１２３ｂを螺子孔ＲＵ１１２１
ｂと螺子孔ＲＵ１１２２ｄとに螺合させることで、台座部材ＲＵ１１２２に対してセンサ
ＲＵ１１２１が螺子締結される。
【０３８１】
　ここで、図１２１を参照して、台座部材ＲＵ１１２２に対するセンサＲＵ１１２１の取
り付け位置に関して説明する。図１２１に示すように、台座部材ＲＵ１１２２において、
螺子孔ＲＵ１１２２ｃと、螺子孔ＲＵ１１２２ｄとが、直線ＲＵＤＣ上に配置されている
。そして、直線ＲＵＤＣに略垂直な直線ＲＵＤＤ上の２点に、突出部ＲＵ１１２２ｅと、
突出部ＲＵ１１２２ｆとが配置されている。また、突出部ＲＵ１１２２ｅと、突出部ＲＵ
１１２２ｆとは、直線ＲＵＤＣよりもセンサＲＵ１１２１が検知片ＲＵ１１１２を検出す
る側に位置している。直線ＲＵＤＤは、螺子孔ＲＵ１１２２ｃと、螺子孔ＲＵ１１２２ｄ
とを結ぶ線分を二等分した中心を通過する直線である。ここで、螺子孔ＲＵ１１２２ｄと
共に螺子締結されるセンサＲＵ１１２１の螺子孔ＲＵ１１２２ｂは、直線ＲＵＤＣ方向へ
長手方向を有している。これにより、センサＲＵ１１２１において２つの螺子止め箇所を
成形する上での間隔の誤差を許容することができる。
【０３８２】
（上ドア機構ＤＵ）
　図１２２に示すように、キャビネットＧ（筐体に相当）は、左端部において上ドア機構
ＤＵ（扉に相当）を回転自在に軸支している。上ドア機構ＤＵとキャビネットＧとは、上
側ヒンジ機構ＵＨにより連結されており、上側ヒンジ機構ＵＨは、図１２３及び図１２４
に示すように、上ドア機構ＵＤの左端部に取付けられたスライド部材ＵＨ１と、キャビネ
ットＧの上部空間の左端部に取付けられた軸部材ＵＨ２とを有している。
【０３８３】
　スライド部材ＵＨ１は、図１２４に示すように、一枚の板が３か所で折り曲げられ、溝
ＵＨ１１を形成している。この溝ＵＨ１１には、上方（Ｕ方向）から、軸受機構ＵＨ１２
、位置決め部ＵＨ１４、係合凸部ＵＨ１５、軸受機構ＵＨ１３、係合凸部ＵＨ１６が設け
られている。
【０３８４】
　軸受機構ＵＨ１２・ＵＨ１３は、長方体形状をしており、螺子によりスライド部材ＵＨ
１に取付けらえている。軸受機構ＵＨ１２・ＵＨ１３の底部には、後述する軸部ＵＨ２１
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・ＵＨ２２に重合して係合される軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１が形成されている。軸受
部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１は、軸受機構ＵＨ１２・ＵＨ１３の底部において略円形状に開
口されており、この開口の周縁から上方に向けて経口が小さくなった形状をしている。な
お、軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１の開口の中心を溝ＵＨ１１に沿って上方に向いた方向
を軸線ＵＨ１２１Ａと定義する。
【０３８５】
　位置決め部ＵＨ１４は、後述する軸部材ＵＨ２の支持部ＵＨ２５の湾曲面と当接して、
軸部ＵＨ２１の軸受部ＵＨ１２１に対する位置決めができるように、湾曲形状をしている
。
【０３８６】
　係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６は、溝ＵＨ１１から水平方向に突出した薄板形状をしてい
る。係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６は、後述する係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４に係合する役
割を果たす。
【０３８７】
　軸部材ＵＨ２は、一枚の板を折り曲げて形成されている。軸部材ＵＨ２には、上方から
、支持部ＵＨ２５の上面から突出した軸部ＵＨ２１と、支持部ＵＨ２５と、係合凹部ＵＨ
２３と、支持部ＵＨ２６の上面から突出した軸部ＵＨ２２と、支持部ＵＨ２６と、係合凹
部ＵＨ２４が設けられている。
【０３８８】
　軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２は、円錐形状をしている。軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２は、軸受部
ＵＨ１２１・ＵＨ１３１に重合して係合する役割を果たす。
【０３８９】
　支持部ＵＨ２５・ＵＨ２６は、軸部材ＵＨ２に設けられており、上面に軸部ＵＨ２１・
ＵＨ２２を設けている。また、支持部ＵＨ２５の側面は湾曲形状をしており、位置決め部
ＵＨ１４の湾曲面と当接することにより、軸部ＵＨ２１の軸受部ＵＨ１２１に対する位置
決めができる。
【０３９０】
　支持部ＵＨ２５・ＵＨ２６の側面から延長された係合板ＵＨ２７・ＵＨ２８には、横長
に開かれた係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４が形成されている。係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４
は、係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６と係合する役割を果たす。
【０３９１】
　そして、上ドア機構ＤＵのスライド部材ＵＨ１の軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１を、キ
ャビネットＧの軸部材ＵＨ２の軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２に、上方から下方に被せるように
スライドさせて重合させ係合することにより、上ドア機構ＤＵをキャビネットＧに取付け
ることが可能となる。このとき係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６と係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２
４とが係合しないように、上ドア機構ＤＵは、キャビネットＧに対して９０°に開いた状
態で取付作業を行うことが望ましい。
【０３９２】
　ここで、本実施形態では、係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６はキャビネットＧ側に突出して
いるが、この突出高さは、上ドア機構ＤＵが、キャビネットＧに対して６０°に開いた状
態（図１２２参照）で、係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６の係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４に対
する係合が解除される高さである。これにより、上ドア機構ＤＵを、キャビネットＧに対
して６０°に開いた時に、上ドア機構ＤＵのスライド部材ＵＨ１の軸受部ＵＨ１２１・Ｕ
Ｈ１３１を、キャビネットＧの軸部材ＵＨ２の軸部ＵＨ２１から、軸線ＵＨ１２１Ａの上
方にスライドさせることにより、係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６の係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ
２４に対する規制が解除された状態で、上ドア機構ＤＵを上方にスライドさせて、キャビ
ネットＧから取り外すことが可能となる。
【０３９３】
　なお、係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６の突出高さを、本実施形態よりも低くすれば、上ド
ア機構ＤＵをキャビネットＧに対して６０°よりも小さい角度で、係合凸部ＵＨ１５・Ｕ
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Ｈ１６の係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４に対する規制を解除することができ、上ドア機構Ｄ
Ｕを上方にスライドさせて、キャビネットＧから取り外すことが可能となる。一方、係合
凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６の突出高さを、本実施形態よりも高くすれば、上ドア機構ＤＵを
キャビネットＧに対して６０°よりも大きい角度で、係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６の係合
凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４に対する規制を解除することができ、上ドア機構ＤＵを上方にス
ライドさせて、キャビネットＧから取り外すことが可能となる。
【０３９４】
　上記構成によれば、上ドア機構ＤＵがキャビネットＧに対して所定の角度（本実施形態
では６０°）に開くまでは、係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６が係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４
に係合し、軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１が軸線ＵＨ１２１Ａに沿ってスライドするのを
規制する。これにより、軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２と軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１との重
合が解除されるのを規制し、上ドア機構ＤＵがキャビネットＧから取り外されるのをロッ
クすることができる。
　一方、上ドア機構ＤＵがキャビネットＧに対して所定の角度以上に開くと、係合凸部Ｕ
Ｈ１５・ＵＨ１６の係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４に対する係合が解除され、軸受部ＵＨ１
２１・ＵＨ１３１が軸線ＵＨ１２１Ａに沿ってスライド可能となる。これにより、軸部Ｕ
Ｈ２１・ＵＨ２２と軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１との重合が解除され、上ドア機構ＤＵ
をキャビネットＧから取り外すことができるようになる。
　即ち、上ドア機構ＤＵをキャビネットＧに対して所定の角度以上に開放した場合にだけ
、上ドア機構ＤＵをキャビネットＧから取り外すことが可能となる。
　また、上ドア機構ＤＵを開放状態（９０°の開放）まで開かなくても、上ドア機構ＤＵ
をキャビネットＧから取り外すことができる。
【０３９５】
　図１２５に示すように、上ドア機構ＵＤは、上述の表示ユニットＡの映像を前方に透過
させる上側表示窓ＵＤ１の上側及び左右側の各領域を発光させる機構を備えている。具体
的には、上側表示窓ＵＤ１の上方に配置されたトップパネル機構ＨＡと、上側表示窓ＵＤ
１の左上方向に配置された左上パネル機構ＨＢと、上側表示窓ＵＤ１の右上方向に配置さ
れた右上パネル機構ＨＣと、上側表示窓ＵＤ１の左方向上部に配置された左横パネル機構
ＨＤと、上側表示窓ＵＤ１の右方向上部に配置された右横パネル機構ＨＥと、上側表示窓
ＵＤ１の左方向下部に配置された左前パネル機構ＨＦと、上側表示窓ＵＤ１の右方向下部
に配置された右前パネル機構ＨＧとを有している。各パネル機構ＨＡ・ＨＢ・ＨＣ・ＨＤ
・ＨＥ・ＨＦ・ＨＧの詳細は後述する。
【０３９６】
　図１２６に示すように、上ドア機構ＵＤの骨格を成すパネルベースＨＨを有している。
パネルベースＨＨの前面側には、上述のパネル機構ＨＡ・ＨＢ・ＨＣ・ＨＤ・ＨＥ・ＨＦ
・ＨＧが設けられている。一方、パネルベースＨＨの裏面側には、上ドア鍵受部材ＨＫと
上ドアヒンジ部材ＨＭとセンターフレームＨＬとが設けられている。上ドア鍵受部材ＨＫ
は、パネルベースＨＨの右辺部にネジ締結されている。上ドアヒンジ部材ＨＭは、パネル
ベースＨＨの左辺部にネジ締結されている。センターフレームＨＬは、水平配置されてお
り、右端部及び左端部がそれぞれ上ドア鍵受部材ＨＫ及び上ドアヒンジ部材ＨＭの下端部
に接続されている。上ドア鍵受部材ＨＫ、上ドアヒンジ部材ＨＭ及びセンターフレームＨ
Ｌには、透明パネルＵＤ１１が設けられている。透明パネルＵＤ１１は、後方からネジ締
結により取付け可能にされている。
【０３９７】
（上ドア機構ＵＤ：トップパネル機構ＨＡ：装飾ユニットＨＡ１）
　図１２７に示すように、トップパネル機構ＨＡは、上ドア機構ＵＤの上部を発光させな
がら装飾する装飾ユニットＨＡ１を有している。装飾ユニットＨＡ１は、上側表示窓ＵＤ
１よりも前方に突出された装飾凸部を形成している。装飾ユニットＨＡ１は、光を拡散さ
せて装飾凸部表面から均一に放出させるシームレス構造のトップレンズ導光板ＨＡ１４を
備えている。これにより、複数の部品を接合して装飾ユニットＨＡ１の導光板とした場合
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は、部品間の導光片の繋ぎ目部分に負荷が集中することになるが、シームレス構造のトッ
プレンズ導光板ＨＡ１４であれば、負荷が一部分に集中するという事態を回避することが
できる。この結果、シームレス構造のトップレンズ導光板ＨＡ１４を備えた装飾ユニット
ＨＡ１により形成された装飾凸部は、全体として大きな剛性及び強度を有するため、遊技
機の前方に位置する遊技者等から外力が付与された場合でも、変形や破損を起こし難いも
のになっている。
【０３９８】
　装飾ユニットＨＡ１は、パネルベースＨＨに接続された後端部が上ドア機構ＵＤの左右
方向の幅に略一致されており、パネルベースＨＨの左右方向の両端部から前端側にかけて
左右方向の幅が減少され、前端中央部に頂点を有した形状に形成されている。即ち、装飾
ユニットＨＡ１は、パネルベースＨＨ側を底辺とする略二等辺三角形状の形態を有してい
る。
【０３９９】
　これにより、装飾ユニットＨＡ１は、パネルベースＨＨから遠ざかる前端部に近づくに
従って曲げモーメントが増大することになっても、前端部側の左右方向の幅を減少させて
重量を減少させることによって、剛性及び強度が高められている。この結果、装飾ユニッ
トＨＡ１は、前側領域が大きな剛性及び強度を有するため、前方に位置する遊技者との接
触等により外力が付与された場合でも、変形や破損を起こし難いものになっている。
【０４００】
　装飾ユニットＨＡ１は、トップレンズカバーＨＡ１１とトップデザインシートカバーＨ
Ａ１２とデザインシートＨＡ１３とトップレンズ導光板ＨＡ１４とトップレンズ導光板ベ
ースＨＡ１５とを上側からこの順に配置した状態で有している。また、装飾ユニットＨＡ
１は、トップレンズ左ＬＥＤ基板ＨＡ１７とトップレンズ右ＬＥＤ基板ＨＡ１８とを有し
ている。トップレンズ左ＬＥＤ基板ＨＡ１７及びトップレンズ右ＬＥＤ基板ＨＡ１８は、
装飾ユニットＨＡ１の後端部における左側部及び右側部にそれぞれ配置されている。トッ
プレンズ左ＬＥＤ基板ＨＡ１７及びトップレンズ右ＬＥＤ基板ＨＡ１８は、複数のＬＥＤ
ＨＡ１７ａ・ＨＡ１８ａを左右方向に等間隔で有しており、これらのＬＥＤＨＡ１７ａ・
ＨＡ１８ａから光を前方に出射するように設置されている。
【０４０１】
　トップレンズカバーＨＡ１１は、装飾ユニットＨＡ１の上面壁を構成しており、光を透
過可能に形成されている。トップレンズ導光板ＨＡ１４は、トップレンズ左ＬＥＤ基板Ｈ
Ａ１７及びトップレンズ右ＬＥＤ基板ＨＡ１８からの光を後端面から取り込んで前端面か
ら均一に放出するように形成されており、デザインシートＨＡ１３のデザインをトップデ
ザインシートカバーＨＡ１２を介してトップレンズカバーＨＡ１１に表示させるようにな
っている。トップレンズ導光板ベースＨＡ１５は、装飾ユニットＨＡ１の下面壁を構成し
ており、光を透過させないように形成されている。
【０４０２】
　装飾ユニットＨＡ１は、トップレンズ導光板ベースＨＡ１５とトップレンズカバーＨＡ
１１とで中空部を形成し、この中空部にトップデザインシートカバーＨＡ１２とデザイン
シートＨＡ１３とトップレンズ導光板ＨＡ１４とを収容している。これにより、トップレ
ンズ導光板ベースＨＡ１５やトップレンズカバーＨＡ１１、トップレンズ導光板ＨＡ１４
等を単純に積層して板状に形成した場合よりも、断面二次モーメントの大きな剛性の高い
形態にされている。
【０４０３】
　さらに、トップレンズ導光板ベースＨＡ１５には、開口部ＨＡ１５ａが形成されている
。開口部ＨＡ１５ａは、後述のトップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１に対向配置されてい
る。開口部ＨＡ１５ａには、トップレンズ中ＬＥＤ基板隠し部材ＨＡ１６が設けられてお
り、トップレンズ中ＬＥＤ基板隠し部材ＨＡ１６は、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１
１のリフレクタとして機能していると共に、開口部ＨＡ１５ａの開閉窓として機能してい
る。尚、トップレンズ中ＬＥＤ基板隠し部材ＨＡ１６は、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ
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４１１からの光の一部を透過するように形成されていてもよい。
【０４０４】
　図１２８に示すように、装飾ユニットＨＡ１は、前側領域が下方に湾曲されている。こ
れにより、装飾ユニットＨＡ１は、上ドア機構ＵＤの前側上方と前方とに光を透過してデ
ザインを目視可能にされている。また、トップレンズ導光板ＨＡ１４の下面は、光を反射
するリフレクタとされている。これにより、装飾ユニットＨＡ１は、トップレンズ左ＬＥ
Ｄ基板ＨＡ１７及びトップレンズ右ＬＥＤ基板ＨＡ１８からの光が、下方に湾曲された前
側領域を進行する際に、光の一部を裏面のリフレクタで反射角度を前側斜め下方向に変化
させることを可能にしている。
【０４０５】
　装飾ユニットＨＡ１の後方には、照射光装置Ｂが配置されている。ここで、装飾ユニッ
トＨＡ１の後方は、装飾ユニットＨＡ１が前方に突出されているため、突出された分だけ
大きなスペースが確保されている。これにより、装飾ユニットＨＡ１は、大きなスペース
に設けられる上述のミラーによる光反射型の照射光装置Ｂについて、ミラーの配置の自由
度を拡大することができる。さらに、装飾ユニットＨＡ１は、剛性及び強度が高いため、
照射光装置Ｂを十分に保護することが可能になっている。
【０４０６】
　図１２９に示すように、装飾ユニットＨＡ１におけるトップレンズカバーＨＡ１１は、
下方に湾曲された前側領域が水平方向に配置された装飾ユニット支持機構ＨＩにより支持
されている。装飾ユニット支持機構ＨＩは、トップレンズカバーＨＡ１１の裏面から後方
に水平方向に突出された水平突出部ＨＡ１１ａと、パネルベースＨＨの前面から前方に水
平方向に突出された水平突出部ＨＨ１と、水平突出部ＨＡ１１ａ・ＨＨ１同士をネジ締結
した連結ネジＨＨ２とを左右方向に複数組み有している。
【０４０７】
　これにより、装飾ユニットＨＡ１は、下方に湾曲された前側領域の裏面が、水平配置さ
れた装飾ユニット支持機構ＨＩを介してパネルベースＨＨに連結されることによって、前
側領域の裏面が装飾ユニット支持機構ＨＩにより水平方向に支持された状態になる。従っ
て、装飾ユニットＨＡ１は、前側領域が前後方向に大きな剛性及び強度を有する構造にさ
れている。
【０４０８】
（上ドア機構ＵＤ：トップパネル機構ＨＡ：左端発光機構ＨＡ２、右端発光機構ＨＡ３）
　図１３０に示すように、トップパネル機構ＨＡは、上ドア機構ＵＤの左端領域を面状に
発光させる左端発光機構ＨＡ２と、上ドア機構ＵＤの右端領域を面状に発光させる右端発
光機構ＨＡ３とを有している。具体的に説明すると、左端発光機構ＨＡ２は、左上スピー
カ装置ＵＤ２の左後方に配置されている。左端発光機構ＨＡ２は、左ＬＥＤ基板ＨＡ２１
を有している。左ＬＥＤ基板ＨＡ２１は、基板表面が前側を向くように設定されている。
左ＬＥＤ基板ＨＡ２１の基板表面には、２個のＬＥＤＨＡ２２が配置されている。これら
のＬＥＤＨＡ２２は、基板表面の法線方向に光を出射するように設定されており、左上ス
ピーカ装置ＵＤ２の左側の領域（上ドア機構ＵＤの左端領域）を所定以上の光強度で発光
させるようになっている。
【０４０９】
　一方、右端発光機構ＨＡ３は、右上スピーカ装置ＵＤ３の右後方に配置されている。右
端発光機構ＨＡ３は、右ＬＥＤ基板ＨＡ３１を有している。右ＬＥＤ基板ＨＡ３１は、基
板表面が前側を向くように設定されている。右ＬＥＤ基板ＨＡ３１の基板表面には、２個
のＬＥＤＨＡ３２が配置されている。これらのＬＥＤＨＡ３２は、基板表面の法線方向に
光を出射するように設定されており、右上スピーカ装置ＵＤ３の右側の領域（上ドア機構
ＵＤの右端領域）を所定以上の光強度で発光させるようになっている。
【０４１０】
（上ドア機構ＵＤ：トップパネル機構ＨＡ：中央発光機構ＨＡ４）
　トップパネル機構ＨＡは、さらに中央発光機構ＨＡ４を有している。中央発光機構ＨＡ
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４は、左端発光機構ＨＡ２及び右端発光機構ＨＡ３間である上ドア機構ＵＤの中央側に配
置されている。中央発光機構ＨＡ４は、左端発光機構ＨＡ２及び右端発光機構ＨＡ３では
所定以上の光強度で発光させることが困難な領域を発光させるように構成されている。
【０４１１】
　具体的に説明すると、中央発光機構ＨＡ４は、左端領域側の左周辺領域及び右端領域側
の右周辺領域を発光させる第１照光機構ＨＡ４１と、装飾ユニットＨＡ１の前端部を発光
させる第２照光機構ＨＡ４２と、装飾ユニットＨＡ１の下側部を発光させる第３照光機構
ＨＡ４３とを有している。尚、本実施形態においては、第１照光機構ＨＡ４１が左端領域
側の左周辺領域及び右端領域側の右周辺領域の両領域を発光させる構成について説明する
が、これに限定されるものではなく、第１照光機構ＨＡ４１が左端領域側の左周辺領域及
び右端領域側の右周辺領域の少なくとも一方の領域を発光させる構成にされててもよい。
【０４１２】
（上ドア機構ＵＤ：トップパネル機構ＨＡ：中央発光機構ＨＡ４：第１照光機構ＨＡ４１
）
　図１３１にも示すように、第１照光機構ＨＡ４１は、装飾ユニットＨＡ１における略中
央部の下側に配置されたトップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１を有している。中央発光機
構ＨＡ４は、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１から出射された光を導光機構により左
周辺領域及び右周辺領域に導光することによって、左端発光機構ＨＡ２や右端発光機構Ｈ
Ａ３では導光し難い領域においても、所定以上の光強度で発光させることができるように
構成されている。即ち、第１照光機構ＨＡ４１は、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１
の上面に設けられた複数の上側光源となるＬＥＤＨＡ４１１１と、トップレンズ中ＬＥＤ
基板ＨＡ４１１の下面及び側面を覆うように配置されたトップレンズ中リフレクタＨＡ４
１２とを有している。尚、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１の上面は、図１２７の装
飾ユニットＨＡ１のトップレンズ中ＬＥＤ基板隠し部材ＨＡ１６により覆われており、こ
のトップレンズ中ＬＥＤ基板隠し部材ＨＡ１６がＬＥＤＨＡ４１１１の光を反射するリフ
レクタとして機能している。
【０４１３】
　トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１の上面には、ＬＥＤＨＡ４１１１からの光を左右
の上側導光領域に導光して面状に発光させる透光性の左導光レンズＨＡ４１３と透光性の
右導光レンズＨＡ４１４とをトップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１を中心として左右対称
に配置した構成の上側導光機構が設けられている。具体的に説明すると、トップレンズ中
ＬＥＤ基板ＨＡ４１１の左端部上面には、水平配置された左導光レンズＨＡ４１３の右端
部が配置されており、この右端部の端面からＬＥＤＨＡ４１１１の光を入射可能にされて
いる。左導光レンズＨＡ４１３は、左端部が左上スピーカ装置ＵＤ２の上方に位置されて
おり、中部から左端部にかけて光を上方に出射することによって、上ドア機構ＵＤの左端
領域から中心側の上側導光領域を発光させるようになっている。
【０４１４】
　一方、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１の右端部上面には、水平配置された右導光
レンズＨＡ４１４の左端部が配置されており、この左端部の端面からＬＥＤＨＡ４１１１
の光を入射可能にされている。右導光レンズＨＡ４１４は、右端部が右上スピーカ装置Ｕ
Ｄ３の上方に位置されており、中部から右端部にかけて光を上方に出射することによって
、上ドア機構ＵＤの右端領域から中心側の領域（上側導光領域）を発光させるようになっ
ている。
【０４１５】
　図１３２に示すように、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１の下面には、下側光源か
らの光を下側導光領域に導光して面状に発光させる下側導光機構が設けられている。具体
的に説明すると、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１の下面には、下側光源となるＬＥ
ＤＨＡ４１１２が複数設けられている。トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１の右端部下
面には、水平配置された透光性の右ダウンライトレンズＨＡ４１５の左端部が配置されて
おり、この左端部の端面からＬＥＤＨＡ４１１２の光を入射可能にされている。右ダウン
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ライトレンズＨＡ４１５は、右端部が右上スピーカ装置ＵＤ３の上方に位置されており、
中部から右端部にかけて光を下方に出射することによって、上ドア機構ＵＤの左端領域か
ら中心側の下側導光領域を発光させるようになっている。即ち、右ダウンライトレンズＨ
Ａ４１５は、パネルベースＨＨの右上スピーカ装置ＵＤ３の前方領域である下側導光領域
ＨＡ５ｄ（図１２５参照）周辺を照射し、非透光性の下側導光領域ＨＡ５ｄ周辺の部材が
リフレクタとして機能されることで発光される。また、下側導光機構は、右ダウンライト
レンズＨＡ４１５と同一構成の図示しない左ダウンライトレンズを有している。左ダウン
ライトレンズ及び右ダウンライトレンズＨＡ４１５は、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４
１１を中心として左右対称に配置されている。
【０４１６】
（上ドア機構ＵＤ：トップパネル機構ＨＡ：中央発光機構ＨＡ４：第２照光機構ＨＡ４２
）
　図１３１に示すように、第２照光機構ＨＡ４２は、トップレンズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１
１の下方に配置された中央レンズ上ＬＥＤ基板ＨＡ４２１を有している。中央レンズ上Ｌ
ＥＤＨＡ４２１の上面には、複数のＬＥＤＨＡ４２１１が設けられている。ＬＥＤＨＡ４
２１１の下面は、中央レンズリフレクタＨＡ４２２により覆われている。
【０４１７】
　図１３３に示すように、中央レンズ上ＬＥＤ基板ＨＡ４２１の上面は、トップレンズ導
光板ベースＨＡ１５により覆われている。また、中央レンズ上ＬＥＤ基板ＨＡ４２１の下
方には、透光性のセンターレンズＡ４２３が配置されている。センターレンズＡ４２３は
、上端部がトップレンズ導光板ベースＨＡ１５とパネルベースＨＨとの隙間から中央レン
ズ上ＬＥＤ基板ＨＡ４２１が露出するように設けられており、上端部の端面からＬＥＤＨ
Ａ４２１１の光を入射し、トップレンズ導光板ベースＨＡ１５の下端部に沿うように形成
及び配置された下端面から出射するようになっている。
【０４１８】
（上ドア機構ＵＤ：トップパネル機構ＨＡ：中央発光機構ＨＡ４：第３照光機構ＨＡ４３
）
　第３照光機構ＨＡ４３は、中央レンズ上ＬＥＤ基板ＨＡ４２１の後側に配置された中央
下ＬＥＤ基板ＨＡ４３１を有している。中央下ＬＥＤ基板ＨＡ４３１は、前面の法線方向
が前方向に略一致するように設けられている。中央下ＬＥＤ基板ＨＡ４３１の前面には、
複数のＬＥＤＨＡ４３１１が設けられている。中央下ＬＥＤ基板ＨＡ４３１の前方には、
透光性の中央下レンズＨＡ４３２が配置されている。中央下レンズＨＡ４３２は、パネル
ベースＨＨの下方に設けられており、ＬＥＤＨＡ４３１１の光を装飾ユニットＨＡ１にお
ける下側領域を発光させるようになっている。
【０４１９】
（上ドア機構ＵＤ：左横パネル機構ＨＤ・右横パネル機構ＨＥ・左前パネル機構ＨＦ・右
前パネル機構ＨＧ）
　以下、左横パネル機構ＨＤ及び左前パネル機構ＨＦを一体とした機構を左パネル機構Ｈ
Ｊとし、右横パネル機構ＨＥ及び右前パネル機構ＨＧを一体とした機構を右パネル機構Ｈ
Ｋとして説明する。左パネル機構ＨＪ及び右パネル機構ＨＫは、演出装置としてのスクリ
ーン機構Ｄ前面の側方に配置される発光ユニットとして機能する。左パネル機構ＨＪと右
パネル機構Ｋとは、スクリーン機構Ｄを挟んで左右対称で同様に構成されるため、左パネ
ル機構ＨＪについてのみ説明を行う。
【０４２０】
　図１３４及び図１３５に示すように、左パネル機構ＨＪは、仕切り部材として機能する
仕切り機構ＨＪ２と、側面透光部材として機能する左上側面レンズＨＪ３と、前面透光部
材として機能する左下レンズＨＪ４と、内側導光部材ＨＪ５とを有している。左パネル機
構ＨＪは、後述する光源装置としての左ＬＥＤ基板ＨＪ１を有しており、左ＬＥＤ基板Ｈ
Ｊ１からの光が、左上側面レンズＨＪ３、左下レンズＨＪ４、及び、左導光板ＨＪ５から
外部へ出射されるように構成される。
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【０４２１】
　具体的に、図１３６及び図１３７に示すように、左パネル機構ＨＪは、左上側面レンズ
ＨＪ３と、左下レンズＨＪ４と、仕切り機構ＨＪ２として機能する仕切り板ＨＪ２１及び
左ＬＥＤ基板ケースＨＪ２２と、左ＬＥＤ基板ＨＪ１と、内側導光部材ＨＪ５として機能
する左導光板ＨＪ５１及び左ＬＥＤ基板カバーＨＪ５２とを有している。
【０４２２】
　左ＬＥＤ基板ＨＪ１は、基板表面の法線方向が前方向に略一致するように設定されてい
る。左ＬＥＤ基板ＨＪ１の前側表面には、４個のＬＥＤＨＪ１１と、６個のＬＥＤＨＪ１
２とが配置されている。これらのＬＥＤＨＪ１１・ＬＥＤＨＪ１２は、基板表面の法線方
向（前方向）に光を出射するように設定されている。また、ＬＥＤＨＪ１１・ＬＥＤＨＪ
１２が配置された表面とは反対側の左ＬＥＤ基板ＨＪ１の表面には、６個のＬＥＤＨＪ１
３が配置されている。これらのＬＥＤＨＪ１３は、基板表面の法線方向（後方向）に光を
出射するように設定されている。
【０４２３】
　左ＬＥＤ基板ＨＪ１は、上下方向に長手方向を有する平板状に形成されていると共に、
上端領域が右方向へ幅広に形成されている。ＬＥＤＨＪ１２は、この長手方向の左縁部に
沿うように、上端から中央に掛けて略均等に１列に配設される。また、ＬＥＤＨＪ１１は
、中央部から左下端部へ傾きを持った直線上に、２個の組が当該組よりも広い間隔を有し
て１列に配設される。また、ＬＥＤＨＪ１３は、ＬＥＤＨＪ１１及びＬＥＤＨＪ１２とは
反対側の面の右縁部に沿うように、中央領域上端から下端に掛けて略均等に１列に配設さ
れる。
【０４２４】
　左ＬＥＤ基板ケースＨＪ２２は、正面視が左ＬＥＤ基板ＨＪ１と略同形状に形成された
左ＬＥＤ基板ＨＪ１を前側から収容するケースである。左ＬＥＤ基板ケースＨＪ２２には
、ＬＥＤＨＪ１１からの前方向への光を通過させるための貫通孔ＨＪ２２１が、各ＬＥＤ
ＨＪ１１に対応する位置に夫々形成されている。また、左ＬＥＤ基板ケースＨＪ２２には
、ＬＥＤＨＪ１２からの前方向への光を通過させるための貫通孔ＨＪ２２２が、各ＬＥＤ
ＨＪ１２に対応する位置に夫々形成されている。即ち、４個の貫通孔ＨＪ２２１が一直線
上に配置されていると共に、６個の貫通孔ＨＪ２２２が一直線上に配置されている。これ
ら４個の貫通孔ＨＪ２２１が形成される平面領域ＨＪ２２ａと、６個の貫通孔ＨＪ２２２
が形成される平面領域ＨＪ２２ｂとは、左ＬＥＤ基板ケースＨＪ２２の表面の中央左端か
ら上端へ到る屈曲線によって区分される。平面領域ＨＪ２２ａは、平面領域ＨＪ２２ｂよ
りも前方向へ高く設定され、段差ＨＪ２２ｃが形成されている。
【０４２５】
　図１３８に示すように、仕切り板ＨＪ２１は、側面視で頂点を前端に有する山形の形状
を有している。具体的に、仕切り板ＨＪ２１は、平面領域ＨＪ２２ｂを底面とする略角錐
形状に形成されている。仕切り板ＨＪ２１は、平面領域ＨＪ２２ｂ側の底面と、左側面と
が開放されている。また、仕切り板ＨＪ２１の上側壁面は、平面領域ＨＪ２２ｂの上縁か
ら前方へ左右方向の幅が減少されながら下方向へ傾斜を持って頂点へ到達するように形成
されている。また、仕切り板ＨＪ２１の右側壁面は、前方へ上下方向の幅が減少されなが
ら左方向へ傾斜を持って頂点へ到達するように形成されている。このように、仕切り板Ｈ
Ｊ２１の右側壁面は、段差ＨＪ２２ｃから延長されるように形成されている。即ち、仕切
り板ＨＪ２１と段差ＨＪ２２ｃとは、左ＬＥＤ基板ＨＪ１から前方向へ照射される光をＬ
ＥＤＨＪ１１とＬＥＤＨＪ１２との夫々に区分することができるようになっている。
【０４２６】
　左上側面レンズＨＪ３は、周縁形状が仕切り板ＨＪ２１の開放された左側面に略一致す
る略三角形の平板状に形成されている。即ち、仕切り板ＨＪ２１と、左上側面レンズＨＪ
３と、左ＬＥＤ基板ＨＪ１とで、ＬＥＤＨＪ１２から光が照射される内部空間ＨＪ２３を
形成している。左上側面レンズＨＪ３は、光を透過可能な素材で形成されており、筐体２
の左側面の一部を構成している。
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【０４２７】
　図１３９に示すように、ＬＥＤＨＪ１２の前方向に、仕切り板ＨＪ２１の右側壁面が存
在している。従って、ＬＥＤＨＪ１２から照射される光の一部は、仕切り板ＨＪ２１によ
って反射される。仕切り板ＨＪ２１の右側壁面は傾斜を有しているため、少なくとも左方
向への成分を有した光へ反射されることになる。このように、仕切り板ＨＪ２１によって
反射された光は左上側面レンズＨＪ３へ到達する。左上側面レンズＨＪ３は、内壁面が、
内側に頂点を有する四角錐をマトリクス状に配列したように装飾が施されている。これに
より、左上側面レンズＨＪ３へ到達した光は、乱屈折されて外部へ透過されることになる
。このように、仕切り板ＨＪ２１と段差ＨＪ２２ｃとを有する仕切り機構ＨＪ２は、前方
向への光を２つに区分し、一方に区分された光を側面方向へ導光することができる。また
、左上側面レンズＨＪ３は、仕切り構造ＨＪ２によって導光された一方に区分された光を
透過させることができる。仕切り板ＨＪ２１は、反射率を高くするための白色であること
が好ましいがこれに限定されない。
【０４２８】
　左下レンズＨＪ４は、左ＬＥＤ基板ケースＨＪ２２の平面領域ＨＪ２２ａとで内部空間
ＨＪ４１を形成するように、左ＬＥＤ基板ケースＨＪ２２の前方に配置される。左下レン
ズＨＪ４は、透光性の素材で形成されており、筐体２の左側面の一部を構成している。
【０４２９】
　図１３９に示すように、ＬＥＤＨＪ１１の前方向に、左下レンズＨＪ４の前側壁面が存
在している。従って、ＬＥＤＨＪ１１から照射される光は、左下レンズＨＪ４に到達する
。左下レンズＨＪ４は、内壁面が側面視断面がジグザグ形状に装飾が施されている。これ
により、左下レンズＨＪ４へ到達した光は、乱屈折されて外部へ透過されることになる。
このように、左下レンズＨＪ４は、仕切り構造ＨＪ２によって他方に区分された光を透過
させることができる。尚、左上側面レンズＨＪ３や左下レンズＨＪ４の内壁面の装飾構造
はこれに限定されず、入射された光を乱屈折させて外部へ出射させるものであればよい。
【０４３０】
　図１４０に示すように、左導光板ＨＪ５１は、光入射部ＨＪ５１１と、光路部ＨＪ５１
２と、発光部ＨＪ５１３とを有している。左導光板ＨＪ５１は、透光素材により形成され
ている。光入射部ＨＪ５１１は、上下に長手方向を有する平板状に形成されている。光入
射部ＨＪ５１１には、上下の２箇所に窪みを有しており、当該窪みそれぞれの左右方向中
央に、上下方向に延在する断面凸状の突出部ＨＪ５１１ａを有している。また、光入射部
ＨＪ５１１には、突出部ＨＪ５１１ａの左側に隣接して延在する貫通孔ＨＪ５１１ｂを有
している。左ＬＥＤ基板カバーＨＪ５２は、左導光板ＨＪ５１の光入射部ＨＪ５１１の後
側面に係合する形状を有している。左ＬＥＤ基板カバーＨＪ５２は、左右方向中央に、上
下方向に延在する断面凸状の突出部ＨＪ５２ａを有しており、貫通孔ＨＪ５１１ｂに嵌合
されている。左ＬＥＤ基板カバーＨＪ５２は、非透光素材により形成されている。
【０４３１】
　突出部ＨＪ５１１ａは、左ＬＥＤ基板ＨＪ１に配列されたＬＥＤＨＪ１３に対向して設
けられている。ＬＥＤＨＪ１３からの光は、突出部ＨＪ５１１ａの前側から入射される。
左導光板ＨＪ５１は、突出部ＨＪ５１１ａへの入射光の進行方向に、右方向へ入射面が略
４５度傾斜された傾斜面ＨＪ５１１ｃを有している。傾斜面ＨＪ５１１ｃは、左ＬＥＤ基
板カバーＨＪ５２に接触するように配設されるため、突出部ＨＪ５１１ａへ入射された光
は、傾斜面ＨＪ５１１ｃで反射された後に右方向へ進行される。右方向へ進行された光は
、光路部ＨＪ５１２を通過し、発光部ＨＪ５１３に至る。光路部ＨＪ５１２は、光入射部
ＨＪ５１１の右端部から後方向へ屈曲されるように形成されている。光路部ＨＪ５１２は
、法線方向が右前方向となるように設定されている。発光部ＨＪ５１３は、光路部ＨＪ５
１２の右端部から屈曲されるように形成されている。発光部ＨＪ５１３は、法線方向が右
前方向となるように設定されている。また、発光部ＨＪ５１３は、右端部において正面視
断面がジグザグ形状に装飾されている。これにより、発光部ＨＪ５１３の右端部に到達し
た光が乱屈折され、スクリーン機構Ｄ等の前面部等へ照射されることになる。
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【０４３２】
（上ドア機構ＵＤ：左上パネル機構ＨＢ・右上パネル機構ＨＣ）
　以下、左上パネル機構ＨＢと右上パネル機構ＨＣとは、を挟んで左右対称で同様に構成
されるため、左上パネル機構ＨＢについてのみ説明を行う。
【０４３３】
　図１４１に示すように、左上パネル機構ＨＢは、パネルベースＨＨの左上端部と、トッ
プパネル機構ＨＡのトップレンズカバーＨＡ１１の左後端部とに形成された略三角形状の
隙間に嵌め込まれるように配置される。左上パネル機構ＨＢは、上面視が左前角部に直角
を有する略直角三角形状を有し、後端から前端にかけて左右方向の幅が拡大されている上
面部ＨＢ１を有している。パネルベースＨＨの左上端部には、後方からタイトねじＨＨ４
が螺合可能にされている。タイトねじＨＨ４は、パネルベースＨＨの前方まで突出し、左
上パネル機構ＨＢに嵌合することが可能にされている。
【０４３４】
　図１４２に示すように、左上パネル機構ＨＢは、後端部に嵌合部ＨＢ１１を有しており
、タイトねじＨＨ４が嵌合される。また、左上パネル機構ＨＢは左前端部から下方向へ立
ち下げられたように形成されたフレーム部ＨＢ２を有している。フレーム部ＨＢ２は、下
端部に、後方へ突出し下方へ屈曲される規制部ＨＢ２１を有している。規制部ＨＢ２１は
、パネルベースＨＨに左上パネル機構ＨＢを取り付けた際、フレーム部ＨＢ２に係合する
パネルベースＨＨの嵌め込み部ＨＨ３の後方位置まで延在することになる。即ち、規制部
ＨＢ２１が嵌め込み部ＨＨ３の後方位置に存在しているため、前方方向への移動が規制さ
れることになる。フレーム部ＨＢ２は、内壁面が、内側へ突出する三角錐形状が配列され
たような装飾が施されており、後方からの光源からの光を乱屈折可能にしている。
【０４３５】
　図１４３及び図１４４に示すように、左上パネル機構ＨＢは、係止片ＨＢ１２・ＨＢ１
３・ＨＢ１４を有している。係止片ＨＢ１２・ＨＢ１３・ＨＢ１４は、嵌め込み部ＨＨ３
よりも前方側のトップレンズカバーＨＡ１１の隣接箇所に配置され、嵌合部ＨＢ１１の嵌
め込み方向と異なる方向であり当該配置箇所からトップレンズカバーＨＡ１１へ向かう方
向へ突出するように形成されている。具体的に、係止片ＨＢ１２は、嵌合部ＨＢ１１右縁
部の後端領域に位置し、嵌合部ＨＢ１１の嵌め込み方向と略垂直の右方向へ突出している
。係止片ＨＢ１３は、嵌合部ＨＢ１１右縁部の略中央に位置し、嵌合部ＨＢ１１の嵌め込
み方向と略４５度の角度で右後方向へ突出している。係止片ＨＢ１４は、嵌合部ＨＢ１１
右縁部の前端部に位置し、嵌合部ＨＢ１１の嵌め込み方向と略垂直の右方向へ突出してい
る。係止片ＨＢ１２・ＨＢ１３・ＨＢ１４は、上面部ＨＢ１の外表面よりも下位置から突
出されている。
【０４３６】
　一方、トップレンズカバーＨＡ１１には、係止片ＨＢ１２・ＨＢ１３・ＨＢ１４に係合
した形状の切欠部ＨＡ１１１・ＨＡ１１２・ＨＡ１１３が形成されている。切欠部ＨＡ１
１１・ＨＡ１１２・ＨＡ１１３は、トップレンズカバーＨＡ１１の内壁面に形成された切
欠である。この切欠部ＨＡ１１１・ＨＡ１１２・ＨＡ１１３に、係止片ＨＢ１２・ＨＢ１
３・ＨＢ１４が係合された状態でトップレンズカバーＨＡ１１に隣接させ、嵌合部ＨＢ１
１に、パネルベースＨＨを介してタイトねじＨＨ４を嵌合させることで、左上パネル機構
ＨＢは、パネルベースＨＨとトップレンズカバーＨＡ１１により水平方向への移動が規制
されることになる。また、規制部ＨＢ２１により左上パネル機構ＨＢの前方への移動が規
制されることになる。
【０４３７】
　以上、本発明の実施形態に係る遊技機１について説明した。上述した実施形態に係る遊
技機１は、以下の特徴を備えている。
　（１－１）　投影手段（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な表
示面を有する表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）を駆動するための駆動機構（フロ
ントスクリーン駆動機構Ｅ２）を備え、
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　前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）は、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）に連結されたアーム（クランク部材Ｅ２
２）と、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）に形成されたピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）に
対して、前記ピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）の内部を移動可能なピン（スライド部材
Ｅ２６）を介して、動力源（駆動モータＥ２５）から発生した駆動力を伝達する駆動力伝
達機構（クランクギアＥ２１）と、を備え、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）は、前記ピン（スライド部材Ｅ２６）が前記ピン受
け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）の内部を移動することにより前記ピン（スライド部材Ｅ２６
）を介して前記ピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）に駆動力が伝達されることと連動して
動作を行う一方、前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）は、前記アーム（クラン
ク部材Ｅ２２）の動作に連動して第１の位置（フロント待機位置）と第２の位置（フロン
ト露出位置）との間で動作を行い、
　前記ピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）は、前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ
１）が前記第１の位置（フロント待機位置）から前記第２の位置（フロント露出位置）に
向けて動作を開始する際に前記ピン（スライド部材Ｅ２６）を介して前記ピン受け部（ス
ライド溝Ｅ２２ｂ）に駆動力が伝達されず、前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１
）が前記第２の位置（フロント露出位置）から前記第１の位置（フロント待機位置）に向
けて動作を開始する際に前記ピン（スライド部材Ｅ２６）を介して前記ピン受け部（スラ
イド溝Ｅ２２ｂ）に駆動力が伝達されない方向に沿って形成されている。
【０４３８】
　（１－２）　投影手段（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な表
示面を有する表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）を駆動するための駆動機構（フロ
ントスクリーン駆動機構Ｅ２）を備え、
　前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）は、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）に連結されたアーム（クランク部材Ｅ２
２）と、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）に形成されたスライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）に
対して、前記スライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）の内部を摺動可能なスライド部材（スラ
イド部材Ｅ２６）を介して、モータ（駆動モータＥ２５）から発生した駆動力を伝達する
ギア（クランクギアＥ２１）と、を備え、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）は、前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）が前
記スライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）の内部を摺動することにより前記スライド部材（ス
ライド部材Ｅ２６）を介して前記スライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）に駆動力が伝達され
ることと連動して動作を行う一方、前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）は、前
記アーム（クランク部材Ｅ２２）の動作に連動して第１の位置（フロント待機位置）と第
２の位置（フロント露出位置）との間で動作を行い、
　前記スライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）は、前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ
１）が前記第１の位置（フロント待機位置）から前記第２の位置（フロント露出位置）に
向けて動作を開始する時点における前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）の移動方向
、及び、前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フロント露出
位置）から前記第１の位置（フロント待機位置）に向けて動作を開始する時点における前
記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）の移動方向と略平行となるように、溝壁面（溝壁
面Ｅ２２ｂ１）が形成されている。
【０４３９】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、スライド溝Ｅ２２ｂは、フロントスクリー
ン機構Ｅ１がフロント待機位置からフロント露出位置に向けて動作を開始する時点におけ
るスライド部材Ｅ２６の移動方向、及び、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント露出位
置からフロント待機位置に向けて動作を開始する時点におけるスライド部材Ｅ２６の移動
方向と略平行となるように、溝壁面Ｅ２２ｂ１が形成されている。そのため、フロントス
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クリーン機構Ｅ１がフロント待機位置からフロント露出位置に向けて動作を開始する際に
スライド部材Ｅ２６を介してスライド溝Ｅ２２ｂに駆動力が伝達されず、フロントスクリ
ーン機構Ｅ１がフロント露出位置からフロント待機位置に向けて動作を開始する際にスラ
イド部材を介してスライド溝Ｅ２２ｂに駆動力が伝達されない。
【０４４０】
　従って、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置からフロント露出位置に向け
て動作を開始する際、及び、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント露出位置からフロン
ト待機位置に向けて動作を開始する際、フロントスクリーン機構Ｅ１の動作を緩やかなも
のとすることができる。これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１の駆動を滑らかに行う
ことが可能となり、フロントスクリーン機構Ｅ１や駆動モータＥ２５に対する負荷を軽減
することができる。その結果、フロントスクリーン機構Ｅ１や駆動モータＥ２５が損傷し
てしまうことを防止することができる。また、パルスの出力を工夫しなくても、フロント
スクリーン機構Ｅ１の駆動を滑らかに行うことができるため、複雑な励磁制御を行う必要
がなく、フロントスクリーン機構Ｅ１の駆動に係る制御負荷を低く抑えることができる。
【０４４１】
　また、フロントスクリーン機構Ｅ１の駆動を滑らかに行うために励磁制御を行う必要が
ある場合には、フロントスクリーン機構Ｅ１のサイズを変更した場合等に、励磁制御の設
計も変更する必要があり、非常に手間がかかる。この点、上述した実施形態に係る遊技機
１によれば、励磁制御を行わなくてもフロントスクリーン機構Ｅ１の駆動を滑らかに行う
ことができるため、このような手間が発生することがなく、フロントスクリーン機構Ｅ１
のサイズ等の仕様の変更に容易に対応することができる。
【０４４２】
　上述した実施形態では、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置からフロント
露出位置に向けて動作を開始する際にスライド部材Ｅ２６を介してスライド溝Ｅ２２ｂに
駆動力が伝達されず、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント露出位置からフロント待機
位置に向けて動作を開始する際にスライド部材を介してスライド溝Ｅ２２ｂに駆動力が伝
達されないこととして説明した。すなわち、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機
位置からフロント露出位置に向けて動作を開始する際、及び、フロントスクリーン機構Ｅ
１がフロント露出位置からフロント待機位置に向けて動作を開始する際の双方で、スライ
ド溝Ｅ２２ｂに駆動力が伝達されないこととして説明した。しかし、本発明においては、
フロントスクリーン機構がフロント待機位置からフロント露出位置に向けて動作を開始す
る際、及び、フロントスクリーン機構がフロント露出位置からフロント待機位置に向けて
動作を開始する際の一方でのみ、スライド溝に駆動力が伝達されないこととしてもよい。
【０４４３】
　ここで、表示手段が第１の位置にある場合におけるピンの位置（ピン受け部を基準とし
た相対的な位置）を第１所定位置と表記し、表示手段が第２の位置にある場合におけるピ
ンの位置（ピン受け部を基準とした相対的な位置）を第２所定位置と表記する。この場合
、ピン受け部における第１所定位置は、表示手段が第１の位置から第２の位置に向けて動
作を開始する時点におけるピンの移動方向（ピン受け部とは無関係に、実際にピンが移動
しようとする方向）に沿って形成されており、ピン受け部における第２所定位置は、表示
手段が第２の位置から第１の位置に向けて動作を開始する時点におけるピンの移動方向（
ピン受け部とは無関係に、実際にピンが移動しようとする方向）に沿って形成されている
こととしてもよい。第１所定位置と第２所定位置とは、同じ位置であっても異なる位置で
あってもよい。
【０４４４】
　さらに、駆動力伝達機構は、動力源から発生した駆動力に応じて第１の直線を軸として
回動する駆動力伝達体（例えば、ギア）を備え、ピンは、駆動力伝達体に固定されていて
もよい。そして、ピン受け部における第１所定位置は、第１所定位置にあるピン、及び、
第１の直線と駆動力伝達体との交点（例えば、ギアの中心）を結ぶ直線と垂直な方向に形
成されており、ピン受け部における第２所定位置は、第２所定位置にあるピン、及び、第
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１の直線と駆動力伝達体との交点（例えば、ギアの中心）を結ぶ直線と垂直な方向に形成
されていてもよい。
【０４４５】
　これにより、ピン受け部における第１所定位置の方向は、表示手段が第１の位置から第
２の位置に向けて動作を開始する際にピンが移動しようとする方向（駆動力伝達体と同心
の円であって、駆動力伝達体の中心と第１所定位置にあるピンとの距離を半径とする円の
接線方向）と一致し、ピン受け部における第２所定位置は、表示手段が第２の位置から第
１の位置に向けて動作を開始する際にピンが移動しようとする方向（駆動力伝達体と同心
の円であって、駆動力伝達体の中心と第２所定位置にあるピンとの距離を半径とする円の
接線方向）と一致する。従って、表示手段が第１の位置から第２の位置に向けて動作を開
始する際にピンを介してピン受け部に駆動力が伝達されず、表示手段が第２の位置から第
１の位置に向けて動作を開始する際にピンを介してピン受け部に駆動力が伝達されない。
これにより、表示手段が第１の位置及び第２の位置付近にあるとき、表示手段の動作を緩
やかなものとすることができる。
【０４４６】
　前記駆動機構によって駆動される対象は、特に限定されず、前記駆動機構は、以下の駆
動機構であってもよい。
【０４４７】
　可動体を駆動するための駆動機構であって、
　前記可動体に連結されたアームと、
　前記アームに形成されたピン受け部に対して、前記ピン受け部の内部を移動可能なピン
を介して、動力源から発生した駆動力を伝達する駆動力伝達機構と、を備え、
　前記アームは、前記ピンが前記ピン受け部の内部を移動することにより前記ピンを介し
て前記ピン受け部に駆動力が伝達されることと連動して動作を行う一方、前記可動体は、
前記アームの動作に連動して第１の位置と第２の位置との間で動作を行い、
　前記ピン受け部は、前記可動体が前記第１の位置から前記第２の位置に向けて動作を開
始する際に前記ピンを介して前記ピン受け部に駆動力が伝達されず、前記可動体が前記第
２の位置から前記第１の位置に向けて動作を開始する際に前記ピンを介して前記ピン受け
部に駆動力が伝達されない方向に沿って形成されている、
　ことを特徴とする駆動機構。
【０４４８】
　可動体を駆動するための駆動機構であって、
　前記可動体に連結されたアームと、
　前記アームに形成されたピン受け部に対して、前記ピン受け部の内部を移動可能なピン
を介して、動力源から発生した駆動力を伝達する駆動力伝達機構と、を備え、
　前記アームは、前記ピンが前記ピン受け部の内部を移動することにより前記ピンを介し
て前記ピン受け部に駆動力が伝達されることと連動して動作を行う一方、前記可動体は、
前記アームの動作に連動して第１の位置と第２の位置との間で動作を行い、
　前記ピン受け部は、前記可動体が前記第１の位置から前記第２の位置に向けて動作を開
始する時点における前記ピンの移動方向、及び、前記可動体が前記第２の位置から前記第
１の位置に向けて動作を開始する時点における前記ピンの移動方向に沿って形成されてい
る、
　ことを特徴とする駆動機構。
【０４４９】
　（２－１）　投影手段（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な表
示面を有する表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）を駆動するための駆動機構（フロ
ントスクリーン駆動機構Ｅ２）を備え、
　前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）は、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）に連結されたアーム（クランク部材Ｅ２
２）と、
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　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）に形成されたピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）に
対して、前記ピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）の内部を移動可能なピン（スライド部材
Ｅ２６）を介して、動力源（駆動モータＥ２５）から発生した駆動力を伝達する駆動力伝
達体（クランクギアＥ２１）と、を備え、
　前記駆動力伝達体（クランクギアＥ２１）は、動力源（駆動モータＥ２５）から発生し
た駆動力に応じて、第１の直線を軸として回動し、
　前記ピン（スライド部材Ｅ２６）は、前記駆動力伝達体（クランクギアＥ２１）に固定
されており、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）は、前記駆動力伝達体（クランクギアＥ２１）の回
動に伴って前記ピン（スライド部材Ｅ２６）が前記ピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）の
内部を移動することにより前記ピン（スライド部材Ｅ２６）を介して前記ピン受け部（ス
ライド溝Ｅ２２ｂ）に駆動力が伝達されることと連動して回動する一方、前記表示手段（
フロントスクリーン機構Ｅ１）は、前記アーム（クランク部材Ｅ２２）の回動に連動して
第１の位置（フロント待機位置）と第２の位置（フロント露出位置）との間で回動し、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待機位置）
にある場合における前記ピン（スライド部材Ｅ２６）、及び、前記第１の直線と前記駆動
力伝達体（クランクギアＥ２１）との交点を結ぶ直線（クランクギアＥ２１の回転中心位
置Ｅ２１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線）の方向は、前記表示手段（フロントスクリ
ーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待機位置）にある場合において前記動力源（
駆動モータＥ２５）から発生した駆動力に依らずに前記表示手段（フロントスクリーン機
構Ｅ１）を回動させるための力を前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）又は前記
アーム（クランク部材Ｅ２２）に対して加えたときに前記ピン（スライド部材Ｅ２６）に
対して加わる力の方向であり、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フロント露出位置）
にある場合における前記ピン（スライド部材Ｅ２６）、及び、前記第１の直線と前記駆動
力伝達体（クランクギアＥ２１）との交点を結ぶ直線（クランクギアＥ２１の回転中心位
置Ｅ２１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線）の方向は、前記表示手段（フロントスクリ
ーン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フロント露出位置）にある場合において前記動力源（
駆動モータＥ２５）から発生した駆動力に依らずに前記表示手段（フロントスクリーン機
構Ｅ１）を回動させるための力を前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）又は前記
アーム（クランク部材Ｅ２２）に対して加えたときに前記ピン（スライド部材Ｅ２６）に
対して加わる力の方向である。
【０４５０】
　（２－２）　投影手段（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な表
示面を有する表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）を駆動するための駆動機構（フロ
ントスクリーン駆動機構Ｅ２）を備え、
　前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）は、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）に連結されたアーム（クランク部材Ｅ２
２）と、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）に形成されたスライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）に
対して、前記スライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）の内部を摺動可能なスライド部材（スラ
イド部材Ｅ２６）を介して、モータ（駆動モータＥ２５）から発生した駆動力を伝達する
ギア（クランクギアＥ２１）と、を備え、
　前記ギア（クランクギアＥ２１）は、モータ（駆動モータＥ２５）から発生した駆動力
に応じて回動し、
　前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）は、前記ギア（クランクギアＥ２１）に固定
されており、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）は、前記ギア（クランクギアＥ２１）の回動に伴っ
て前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）が前記スライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）の
内部を摺動することにより前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）を介して前記スライ
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ド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）に駆動力が伝達されることと連動して回動する一方、前記表
示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）は、前記アーム（クランク部材Ｅ２２）の回動に
連動して第１の位置（フロント待機位置）と第２の位置（フロント露出位置）との間で回
動し、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待機位置）
にある場合、及び、前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フ
ロント露出位置）にある場合に、前記ギア（クランクギアＥ２１）の回動中心及び前記ス
ライド部材（スライド部材Ｅ２６）を結ぶ直線（クランクギアＥ２１の回転中心位置Ｅ２
１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線）と、前記アーム（クランク部材Ｅ２２）の回動中
心及び前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）を結ぶ直線（クランク部材Ｅ２２の中間
位置Ｅ２２ａとクランクギアＥ２１の偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線）とが、略直交する
。
【０４５１】
　（３－１）　投影手段（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な表
示面を有する表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）を駆動するための駆動機構（フロ
ントスクリーン駆動機構Ｅ２）と、
　前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）を内部に収容する収容部（スクリー
ン筐体Ｃ１０）と、を備え、
　前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）は、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）に連結されたアーム（クランク部材Ｅ２
２）と、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）に形成されたピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）に
対して、前記ピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）の内部を移動可能なピン（スライド部材
Ｅ２６）を介して、動力源（駆動モータＥ２５）から発生した駆動力を伝達する駆動力伝
達体（クランクギアＥ２１）と、を備え、
　前記駆動力伝達体（クランクギアＥ２１）は、動力源（駆動モータＥ２５）から発生し
た駆動力に応じて、第１の直線を軸として回動し、
　前記ピン（スライド部材Ｅ２６）は、前記駆動力伝達体（クランクギアＥ２１）に固定
されており、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）は、前記駆動力伝達体（クランクギアＥ２１）の回
動に伴って前記ピン（スライド部材Ｅ２６）が前記ピン受け部（スライド溝Ｅ２２ｂ）の
内部を移動することにより前記ピン（スライド部材Ｅ２６）を介して前記ピン受け部（ス
ライド溝Ｅ２２ｂ）に駆動力が伝達されることと連動して回動する一方、前記表示手段（
フロントスクリーン機構Ｅ１）は、前記アーム（クランク部材Ｅ２２）の回動に連動して
第１の位置（フロント待機位置）と第２の位置（フロント露出位置）との間で回動し、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待機位置）
にある場合における前記ピン（スライド部材Ｅ２６）、及び、前記第１の直線と前記駆動
力伝達体（クランクギアＥ２１）との交点を結ぶ直線（クランクギアＥ２１の回転中心位
置Ｅ２１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線）の方向は、前記表示手段（フロントスクリ
ーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待機位置）にある場合において前記動力源（
駆動モータＥ２５）から発生した駆動力に依らずに前記表示手段（フロントスクリーン機
構Ｅ１）を回動させるための力を前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）又は前記
アーム（クランク部材Ｅ２２）に対して加えたときに前記ピン（スライド部材Ｅ２６）に
対して加わる力の方向であり、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フロント露出位置）
にある場合における前記ピン（スライド部材Ｅ２６）、及び、前記第１の直線と前記駆動
力伝達体（クランクギアＥ２１）との交点を結ぶ直線（クランクギアＥ２１の回転中心位
置Ｅ２１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線）の方向は、前記表示手段（フロントスクリ
ーン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フロント露出位置）にある場合において前記動力源（
駆動モータＥ２５）から発生した駆動力に依らずに前記表示手段（フロントスクリーン機
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構Ｅ１）を回動させるための力を前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）又は前記
アーム（クランク部材Ｅ２２）に対して加えたときに前記ピン（スライド部材Ｅ２６）に
対して加わる力の方向であり、
　前記収容部（スクリーン筐体Ｃ１０）には、前記駆動力伝達体（クランクギアＥ２１）
を手動で回動させることが可能な位置に開口（操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１）が設けられ
ている。
【０４５２】
　（ＩＩＩ－２）　投影手段（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能
な表示面を有する表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）を駆動するための駆動機構（
フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）と、
　前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）を内部に収容する駆動機構用筐体（
スクリーン筐体Ｃ１０）と、
　前記駆動機構用筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）を収容する本体部（キャビネットＧ）と
、
　前記本体部（キャビネットＧ）に対して開閉可能に取り付けられた開閉扉（上ドア機構
ＵＤ及び下ドア機構ＤＤ）と、を備え、
　前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）は、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）に連結されたアーム（クランク部材Ｅ２
２）と、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）に形成されたスライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）に
対して、前記スライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）の内部を摺動可能なスライド部材（スラ
イド部材Ｅ２６）を介して、モータ（駆動モータＥ２５）から発生した駆動力を伝達する
ギア（クランクギアＥ２１）と、を備え、
　前記ギア（クランクギアＥ２１）は、モータ（駆動モータＥ２５）から発生した駆動力
に応じて回動し、
　前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）は、前記ギア（クランクギアＥ２１）に固定
されており、
　前記アーム（クランク部材Ｅ２２）は、前記ギア（クランクギアＥ２１）の回動に伴っ
て前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）が前記スライド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）の
内部を摺動することにより前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）を介して前記スライ
ド溝（スライド溝Ｅ２２ｂ）に駆動力が伝達されることと連動して回動する一方、前記表
示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）は、前記アーム（クランク部材Ｅ２２）の回動に
連動して第１の位置（フロント待機位置）と第２の位置（フロント露出位置）との間で回
動し、
　前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待機位置）
にある場合、及び、前記表示手段（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フ
ロント露出位置）にある場合に、前記ギア（クランクギアＥ２１）の回動中心及び前記ス
ライド部材（スライド部材Ｅ２６）を結ぶ直線（クランクギアＥ２１の回転中心位置Ｅ２
１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線）と、前記アーム（クランク部材Ｅ２２）の回動中
心及び前記スライド部材（スライド部材Ｅ２６）を結ぶ直線（クランク部材Ｅ２２の中間
位置Ｅ２２ａとクランクギアＥ２１の偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線）とが、略直交し、
　前記駆動機構用筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）には、前記ギア（クランクギアＥ２１）
を手動で回動させることが可能な位置に開口（操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１）が設けられ
ている。
【０４５３】
　（３－３）　前記開口（操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１）は、前記駆動機構用筐体（スク
リーン筐体Ｃ１０）の一の側面（右側板Ｃ２）に設けられた第１の開口（操作用開口部Ｃ
２１）と、前記駆動機構用筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）の側面のうち前記一の側面（右
側板Ｃ２）と対向する側面（左側板Ｃ３）に設けられた第２の開口（操作用開口部Ｃ３１
）とを備え、
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　前記第１の開口（操作用開口部Ｃ２１）と前記第２の開口（操作用開口部Ｃ３１）とは
、略同一の大きさ且つ略同一の形状に形成されている。
【０４５４】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待
機位置にある場合、及び、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント露出位置にある場合に
、クランクギアＥ２１の回転中心位置Ｅ２１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線と、クラ
ンク部材Ｅ２２の中間位置Ｅ２２ａとクランクギアＥ２１の偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直
線とが、略直交する。
【０４５５】
　これにより、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置又はフロント露出位置に
ある場合において、駆動モータＥ２５から発生した駆動力に依らずに（手動で）フロント
スクリーン機構Ｅ１を回動させるための力をフロントスクリーン機構Ｅ１又はクランク部
材Ｅ２２に対して加えたとき、スライド部材Ｅ２６に対して加わる力の方向は、クランク
ギアＥ２１の回転中心位置Ｅ２１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線の方向と一致する。
従って、スライド部材Ｅ２６に対して加わる力は、クランクギアＥ２１を回動させる力に
変換されない（力の作用する方向が、クランクギアＥ２１の回転中心位置Ｅ２１ａと偏心
位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線の方向から少しでもずれていれば、クランクギアＥ２１を回動
させる力に変換される）。そのため、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置又
はフロント露出位置にある場合に、フロントスクリーン機構Ｅ１又はクランク部材Ｅ２２
を手で動かすことによりフロントスクリーン機構Ｅ１を回動させようとしても、フロント
スクリーン機構Ｅ１は回動しない。その結果、フロントスクリーン機構Ｅ１を取り扱う者
がフロントスクリーン機構Ｅ１に直接触れてフロントスクリーン機構Ｅ１を強引に動かし
てしまうことを防止することができる。
【０４５６】
　また、上述した実施形態に係る遊技機１によれば、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロ
ント待機位置又はフロント露出位置にある場合にフロントスクリーン機構Ｅ１が手動で回
動しないようにすることを実現するに当たり、フロントスクリーン機構Ｅ１の回動をロッ
クさせるための部材等を別途追加する必要がなく、コストが増大してしまうことを防止す
ることができる。
【０４５７】
　さらに、上述した実施形態に係る遊技機１によれば、フロントスクリーン駆動機構Ｅ２
は、スクリーン筐体Ｃ１０の内部に収容されており、スクリーン筐体Ｃ１０には、クラン
クギアＥ２１を手動で回動させることが可能な位置に操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１が設け
られている。そのため、フロントスクリーン機構Ｅ１を取り扱う者は、操作用開口部Ｃ２
１・Ｃ３１からクランクギアＥ２１を手動で回動させることにより、フロントスクリーン
機構Ｅ１を回動させることができる。従って、フロントスクリーン機構Ｅ１に直接触れて
フロントスクリーン機構Ｅ１を回動させることはできないものの、フロントスクリーン機
構Ｅ１を回動させるための手段が別途担保されているため、利便性が低下してしまうこと
を防止することができる。また、クランクギアＥ２１を手動で回動させることを介してフ
ロントスクリーン機構Ｅ１を回動させる場合、フロントスクリーン機構Ｅ１に直接触れら
れるわけではないため、フロントスクリーン機構Ｅ１に大きな負荷がかかることによりフ
ロントスクリーン機構Ｅ１が損傷してしまう虞を低減することができる。
【０４５８】
　また、上述した実施形態に係る遊技機１によれば、スクリーン筐体Ｃ１０には、一対の
側面にそれぞれ略同一の大きさ且つ略同一の形状の開口（操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１）
が設けられており、当該２つの開口に手を引っかけることによってスクリーン筐体Ｃ１０
を持ち運ぶことができるようになっている。このように、操作用開口部Ｃ２１・Ｃ３１は
、取っ手として形成されており、上述した実施形態に係る遊技機１によれば、取っ手とし
ての開口からクランクギアＥ２１を手動で回動させることにより、フロントスクリーン機
構Ｅ１を回動させることができる。
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【０４５９】
　上述した実施形態では、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置又はフロント
露出位置にある場合において、駆動モータＥ２５から発生した駆動力に依らずに（手動で
）フロントスクリーン機構Ｅ１を回動させるための力をフロントスクリーン機構Ｅ１又は
クランク部材Ｅ２２に対して加えたとき、スライド部材Ｅ２６に対して加わる力の方向は
、クランクギアＥ２１の回転中心位置Ｅ２１ａと偏心位置Ｅ２１ｂとを結ぶ直線の方向と
一致することとして説明した。すなわち、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位
置にある場合とフロント露出位置にある場合との双方で、フロントスクリーン機構Ｅ１が
手動で回動しない（ロックされている）こととして説明した。しかし、本発明においては
、フロントスクリーン機構がフロント待機位置にある場合とフロント露出位置にある場合
とのうち一方でのみ、フロントスクリーン機構が手動で回動しない（ロックされている）
こととしてもよい。
【０４６０】
　前記駆動機構によって駆動される対象は、特に限定されず、前記駆動機構は、以下の駆
動機構であってもよい。
【０４６１】
　可動体を駆動するための駆動機構であって、
　前記可動体に連結されたアームと、
　前記アームに形成されたピン受け部に対して、前記ピン受け部の内部を移動可能なピン
を介して、動力源から発生した駆動力を伝達する駆動力伝達体と、を備え、
　前記駆動力伝達体は、動力源から発生した駆動力に応じて、第１の直線を軸として回動
し、
　前記ピンは、前記駆動力伝達体に固定されており、
　前記アームは、前記駆動力伝達体の回動に伴って前記ピンが前記ピン受け部の内部を移
動することにより前記ピンを介して前記ピン受け部に駆動力が伝達されることと連動して
回動する一方、前記可動体は、前記アームの回動に連動して第１の位置と第２の位置との
間で回動し、
　前記可動体が前記第１の位置にある場合における前記ピン、及び、前記第１の直線と前
記駆動力伝達体との交点を結ぶ直線の方向は、前記可動体が前記第１の位置にある場合に
おいて前記動力源から発生した駆動力に依らずに前記可動体を回動させるための力を前記
可動体又は前記アームに対して加えたときに前記ピンに対して加わる力の方向であり、
　前記可動体が前記第２の位置にある場合における前記ピン、及び、前記第１の直線と前
記駆動力伝達体との交点を結ぶ直線の方向は、前記可動体が前記第２の位置にある場合に
おいて前記動力源から発生した駆動力に依らずに前記可動体を回動させるための力を前記
可動体又は前記アームに対して加えたときに前記ピンに対して加わる力の方向である、
　ことを特徴とする駆動機構。
【０４６２】
　可動体を駆動するための駆動機構であって、
　前記可動体に連結されたアームと、
　前記アームに形成されたピン受け部に対して、前記ピン受け部の内部を移動可能なピン
を介して、動力源から発生した駆動力を伝達する駆動力伝達体と、を備え、
　前記駆動力伝達体は、動力源から発生した駆動力に応じて、第１の直線を軸として回動
し、
　前記ピンは、前記駆動力伝達体に固定されており、
　前記アームは、前記駆動力伝達体の回動に伴って前記ピンが前記ピン受け部の内部を移
動することにより前記ピンを介して前記ピン受け部に駆動力が伝達されることと連動して
、第２の直線を軸として回動する一方、前記可動体は、前記アームの回動に連動して第１
の位置と第２の位置との間で回動し、
　前記可動体が前記第１の位置にある場合、及び、前記可動体が前記第２の位置にある場
合に、前記第１の直線と前記駆動力伝達体との交点及び前記ピンを結ぶ直線と、前記第２
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の直線と前記アームとの交点及び前記ピンを結ぶ直線とが、直交する、
　ことを特徴とする駆動機構。
【０４６３】
　なお、第１の直線と第２の直線とは平行であってもよく、その場合、第１の直線の方向
（第２の直線の方向）から見た図（例えば、駆動機構の側面図）において、第１の直線と
駆動力伝達体との交点及びピンを結ぶ直線（例えば、ギアの中心とピンとを結ぶ直線）と
、第２の直線とアームとの交点及びピンを結ぶ直線（例えば、アームの回転中心とピンと
を結ぶ直線）とが、直交していればよい。
【０４６４】
　（４－１）　映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）と、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）を収容し、前面に開口を有する本体部（キャビネ
ットＧ）と、
　前記本体部（キャビネットＧ）に対して開閉可能に取り付けられ、前記表示ユニット（
表示ユニットＡ）により表示される映像を視認可能な表示領域（上側表示窓ＵＤ１）が設
けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）と、を備え、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）は、
　映像を投影することが可能なプロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）と、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）から照射された光を後方に反射させる反射
ミラー（ミラー機構Ｂ３）と、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）により反射された光に基づいて前記プロジェクタ（
プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な表示面を有する第１スクリー
ン（フロントスクリーン機構Ｅ１）と、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）により反射された光に基づいて前記プロジェクタ（
プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な表示面を有し、前記第１スク
リーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）とは異なる第２スクリーン（固定スクリーン機構
Ｄ）と、
　前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）及び前記第２スクリーン（固定ス
クリーン機構Ｄ）を収容するスクリーン用筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）と、を備え、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）、前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）、前
記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）、前記第２スクリーン（固定スクリー
ン機構Ｄ）、及び、前記スクリーン用筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）がユニット化される
ことにより構成されており、
　前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）は、駆動機構（フロントスクリー
ン駆動機構Ｅ２）により駆動されることにより、第１の位置（フロント待機位置）と第２
の位置（フロント露出位置）との間で動作を行い、
　前記第２スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）は、前記第２の位置（フロント露出位置
）の背後に配置されており、前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記
第２の位置（フロント露出位置）にある場合、前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２
）により投影された映像が前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）に表示さ
れる一方、前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロ
ント待機位置）にある場合、前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影され
た映像が前記第２スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）に表示され、
　前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）と前記第２スクリーン（固定スク
リーン機構Ｄ）とでは、前記第２スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）の方が明度が低い
。
【０４６５】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、フロントスクリーン機構Ｅ１及び固定スク
リーン機構Ｄという２つのスクリーンが、スクリーン筐体Ｃ１０に収容されている。フロ
ントスクリーン機構Ｅ１は、フロントスクリーン駆動機構Ｅ２により駆動されることによ
り、フロント待機位置とフロント露出位置との間で動作を行うところ、固定スクリーン機
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構Ｄは、フロント露出位置の背後に配置されており、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロ
ント露出位置にある場合、プロジェクタ機構Ｂ２により投影された映像がフロントスクリ
ーン機構Ｅ１に表示される一方、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置にある
場合、プロジェクタ機構Ｂ２により投影された映像が固定スクリーン機構Ｄに表示される
。
【０４６６】
　従って、プロジェクタ機構Ｂ２により投影された映像がフロントスクリーン機構Ｅ１に
表示される場合におけるフロントスクリーン機構Ｅ１の位置と、プロジェクタ機構Ｂ２に
より投影された映像が固定スクリーン機構Ｄに表示される場合における固定スクリーン機
構Ｄの位置とを比較すると、固定スクリーン機構Ｄの方がフロントスクリーン機構Ｅ１よ
りも、スクリーン筐体Ｃ１０の後方に存在することとなる。
【０４６７】
　ここで、スクリーン筐体Ｃ１０の奥側の方が、スクリーン筐体Ｃ１０の壁で光が反射す
ることによる乱反射の影響が大きいため、フロントスクリーン機構Ｅ１よりも固定スクリ
ーン機構Ｄの方が、所謂白ぼけが発生してしまいやすい。この点に鑑み、上述した実施形
態に係る遊技機１では、フロントスクリーン機構Ｅ１の明度よりも固定スクリーン機構Ｄ
の明度を低くしている。その結果、固定スクリーン機構Ｄに表示される映像の白ぼけを防
止することができ、映像の鮮明度を改善することが可能となる。
【０４６８】
　（４－２）　映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）と、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）を収容し、前面に開口を有する本体部（キャビネ
ットＧ）と、
　前記本体部（キャビネットＧ）に対して開閉可能に取り付けられ、前記表示ユニット（
表示ユニットＡ）により表示される映像を視認可能な表示領域（上側表示窓ＵＤ１）が設
けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）と、を備え、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）は、
　映像を投影することが可能なプロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）と、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）から照射された光を後方に反射させる反射
ミラー（ミラー機構Ｂ３）と、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）により反射された光に基づいて前記プロジェクタ（
プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な一の表示面を有する第１スク
リーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）と、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）により反射された光に基づいて前記プロジェクタ（
プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な表示面を複数有する第２スク
リーン（固定スクリーン機構Ｄ）と、を備え、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）、前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）、前
記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）、及び、前記第２スクリーン（固定ス
クリーン機構Ｄ）がユニット化されることにより構成されており、
　前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）は、駆動機構（フロントスクリー
ン駆動機構Ｅ２）により駆動されることにより、第１の位置（フロント待機位置）と第２
の位置（フロント露出位置）との間で動作を行い、
　前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フロント露出
位置）にある場合、前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像が
前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）に表示される一方、前記第１スクリ
ーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待機位置）にある場合
、前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像が前記第２スクリー
ン（固定スクリーン機構Ｄ）に表示され、
　前記第１スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）と前記第２スクリーン（固定スク
リーン機構Ｄ）とでは、前記第２スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）の方が明度が低い
。
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【０４６９】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、フロントスクリーン機構Ｅ１は、一の表示
面を有しており、固定スクリーン機構Ｄは、複数の表示面を有している。固定スクリーン
機構Ｄは、表示面が複数存在するため、表示面同士で光が反射することによる乱反射の影
響が大きく、所謂白ぼけが発生してしまいやすいところ、上述した実施形態に係る遊技機
１では、フロントスクリーン機構Ｅ１の明度よりも固定スクリーン機構Ｄの明度を低くし
ている。その結果、固定スクリーン機構Ｄに表示される映像の白ぼけを防止することがで
き、映像の鮮明度を改善することが可能となる。
【０４７０】
　本発明においては、表示面が照射光の光軸に対して垂直な第１スクリーンと、表示面が
照射光の光軸に対して垂直ではない第２スクリーンとを設け、第２スクリーンの明度を第
１スクリーンの明度よりも低くしてもよい。この場合にも、第２スクリーンに表示される
映像の白ぼけを防止することができる。
【０４７１】
　（５－１）　映像を投影することが可能なプロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）と、
前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能な表示面を
有するスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）とが、ユニット化されることにより構
成された表示ユニット（表示ユニットＡ）と、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）を収容し、前面に開口を有する本体部（キャビネ
ットＧ）と、
　前記本体部（キャビネットＧ）に対して開閉可能に取り付けられ、前記スクリーン（フ
ロントスクリーン機構Ｅ１）を視認可能な表示領域（上側表示窓ＵＤ１）が設けられた開
閉扉（上ドア機構ＵＤ）と、を備え、
　前記スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）は、前記表示面（投影面Ｅ１１ａ）を
有する第１の部材（フロントスクリーン部材Ｅ１１）と、凸部の設けられた面（第２模様
面Ｅ１２ｂ）を有する第２の部材（フロントスクリーン支持台Ｅ１２）とが、前記第１の
部材（フロントスクリーン部材Ｅ１１）における前記表示面（投影面Ｅ１１ａ）とは反対
側の面と前記第２の部材（フロントスクリーン支持台Ｅ１２）における前記凸部の設けら
れた面（第２模様面Ｅ１２ｂ）とは反対側の面とを接触させるように固着されることによ
り形成されている。
【０４７２】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、フロントスクリーン機構Ｅ１は、投影面Ｅ
１１ａを有するフロントスクリーン部材Ｅ１１と、第２模様面Ｅ１２ｂを有するフロント
スクリーン支持台Ｅ１２とが、フロントスクリーン部材Ｅ１１における投影面Ｅ１１ａと
は反対側の面とフロントスクリーン支持台Ｅ１２における第２模様面Ｅ１２ｂとは反対側
の面とを接触させるように固着されることにより形成されている。このように、投影面Ｅ
１１ａを有する部材と、第２模様面Ｅ１２ｂを有する部材とを、別部材で構成したため、
フロントスクリーン機構Ｅ１を成形する過程において、第２模様面Ｅ１２ｂの凸部に起因
して投影面Ｅ１１ａにひけが形成され、スクリーンとしての精度が低下してしまうことが
防止される。従って、上述した実施形態に係る遊技機１によれば、精度の良好なスクリー
ンに映像を表示することが可能となる。
【０４７３】
　（５－２）　前記スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）における前記凸部の設け
られた面（第２模様面Ｅ１２ｂ）には、凹凸を有する装飾が施されており、
　前記スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）は、駆動機構（フロントスクリーン駆
動機構Ｅ２）により駆動されることにより、第１の位置（フロント待機位置）と第２の位
置（フロント露出位置）との間で動作を行い、
　前記スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フロント露出位置
）にある場合、前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像が前記
スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）に表示される一方、前記スクリーン（フロン
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トスクリーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待機位置）にある場合、前記スクリ
ーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）は、前記凸部の設けられた面（第２模様面Ｅ１２ｂ
）に施された装飾が前記表示領域（上側表示窓ＵＤ１）を介して視認可能なように配置さ
れる。
【０４７４】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、フロントスクリーン機構Ｅ１がフロント待
機位置にある場合、フロントスクリーン機構Ｅ１は、第２模様面Ｅ１２ｂ（投影面Ｅ１１
ａと反対側の面、すなわち、スクリーンの裏面）に施された装飾が上側表示窓ＵＤ１を介
して視認可能なように配置される。従って、仮に、当該装飾が施されていなければ、フロ
ントスクリーン機構Ｅ１がフロント待機位置にある場合、フロントスクリーン機構Ｅ１の
裏面が遊技者から直接視認されてしまうこととなる。これでは、遊技機の美観が著しく損
なわれてしまい、望ましくない。このような観点から、上述した実施形態に係る遊技機１
では、フロントスクリーン機構Ｅ１の裏面に装飾を施すこととしている。
【０４７５】
　しかしながら、このような装飾の施されたフロントスクリーン機構Ｅ１を一体成形しよ
うとすると、装飾を構成する凸部に起因してフロントスクリーン機構Ｅ１の投影面Ｅ１１
ａにひけが形成され、スクリーンとしての精度が低下してしまう。この点に鑑み、上述し
た実施形態に係る遊技機１では、投影面Ｅ１１を有する部材と、装飾の施された面を有す
る部材とを、別部材で構成し、両部材を固着することにより、フロントスクリーン機構Ｅ
１を成形している。これにより、装飾に起因して投影面Ｅ１１にひけが形成され、スクリ
ーンとしての精度が低下してしまうことが防止される。従って、上述した実施形態に係る
遊技機１によれば、精度の良好なスクリーンに映像を表示することが可能となる。
【０４７６】
　（６－１）　映像を投影することが可能なプロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）と、
前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能なスクリー
ン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）
と、前記スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスク
リーン機構Ｆ１）を収容するスクリーン用筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）とが、ユニット
化されることにより構成された表示ユニット（表示ユニットＡ）と、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）を収容し、前面に開口を有する本体部（キャビネ
ットＧ）と、
　前記本体部（キャビネットＧ）に対して開閉可能に取り付けられ、前記スクリーン（固
定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）を視認
可能な表示領域（上側表示窓ＵＤ１）が設けられた開閉扉（上ドア機構ＵＤ）と、
　複数の孔が形成された多孔板（多孔板Ｂ１５）と、を備え、
　前記多孔板（多孔板Ｂ１５）は、前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）が前記表
示領域（上側表示窓ＵＤ１）を介して視認困難なように配置されており、前記複数の孔は
、前記多孔板（多孔板Ｂ１５）を境にして、前記スクリーン用筐体（スクリーン筐体Ｃ１
０）における前記スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リ
ールスクリーン機構Ｆ１）の収容された空間と、前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ
２）の配置された空間との間で、空気が流動可能な通路を形成している。
【０４７７】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、多孔板Ｂ１５に形成された複数の孔によっ
て、スクリーン筐体Ｃ１０における固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１
、及び、リールスクリーン機構Ｆ１の収容された空間と、プロジェクタ機構Ｂ２の配置さ
れた空間との間で、空気が流動可能な通路が形成されている。従って、スクリーン筐体Ｃ
１０におけるスクリーンの収容された空間（映像を投影するために開放している領域）を
放熱に利用することができるため、プロジェクタ機構Ｂ２で発生した熱を効率よく放出す
ることができる。また、多孔板Ｂ１５は、上ドア機構ＵＤに設けられた上側表示窓ＵＤ１
を介してプロジェクタ機構Ｂ２が視認困難なように配置されているため、遊技者からプロ
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ジェクタ機構Ｂ２が見え難く、プロジェクタ機構Ｂ２が見えることによって遊技機の美観
が損なわれてしまうことを防止することができる。
【０４７８】
　（６－２）　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）は、前記スクリーン用筐体（
スクリーン筐体Ｃ１０）に立設されたスクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）の上方に配置
される一方で、前方に光を照射することが可能であり、
　前記遊技機は、さらに、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）から照射された光を斜め下後方に反射させ
ることが可能なように前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）の前方に配置された反
射ミラー（ミラー機構Ｂ３）を備え、
　前記多孔板（多孔板Ｂ１５）は、前記スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）の上方にお
いて前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）の下面を覆うように配置される。
【０４７９】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、スクリーン筐体Ｃ１０に固定スクリーン機
構Ｄが立設されており、固定スクリーン機構Ｄの上方にプロジェクタ機構Ｂ２が配置され
る。そのため、プロジェクタ機構Ｂ２の下方には、比較的広い空間が広がっている。そし
て、多孔板Ｂ１５は、固定スクリーン機構Ｄの上方においてプロジェクタ機構Ｂ２の下面
を覆うように配置される。従って、当該比較的広い空間を放熱に利用することができるた
め、プロジェクタ機構Ｂ２で発生した熱をより効率よく放出することができる。
【０４８０】
　（７－１）　映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）と、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）を収容し、前面に開口を有する本体部（キャビネ
ットＧ）と、
　前記本体部（キャビネットＧ）に対して開閉可能に取り付けられた開閉扉（上ドア機構
ＵＤ）と、を備え、
　前記表示ユニット（表示ユニットＡ）は、
　映像を投影することが可能なプロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）と、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）から照射された光を反射させる反射ミラー
（ミラー機構Ｂ３）と、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）により反射された光に基づいて、前記プロジェクタ
（プロジェクタ機構Ｂ２）により投影された映像を表示可能なスクリーン（固定スクリー
ン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）と、を備え、
　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）、前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）、及
び、前記スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスク
リーン機構Ｆ１）がユニット化されることにより構成されており、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）は、前記開閉扉（上ドア機構ＵＤ）を開けた状態で
前記表示ユニット（表示ユニットＡ）の外部から位置を調整することが可能である。
【０４８１】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、表示ユニットＡは、プロジェクタ機構Ｂ２
、ミラー機構Ｂ３、並びに、固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、及び
、リールスクリーン機構Ｆ１がユニット化されることにより構成されているが、ミラー機
構Ｂ３は、上ドア機構ＵＤを開けた状態で表示ユニットＡの外部から位置を調整すること
が可能である。従って、表示ユニットＡが遊技機１のキャビネットＧに設置された後であ
っても、ミラー機構Ｂ３の位置を調整することが可能であるため、プロジェクタ機構Ｂ２
により投影される映像の位置が適切でない場合であっても、投影位置を調整することがで
きる。
【０４８２】
　（７－２）　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）及び前記スクリーン（固定ス
クリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）は、前記表
示ユニット（表示ユニットＡ）における所定の位置で固定されており、
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　前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）は、前記スクリーン（固定スクリーン機構
Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、リールスクリーン機構Ｆ１）の上方に配置される一方
で、前方に光を照射することが可能であり、
　前記反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）は、前記プロジェクタ（プロジェクタ機構Ｂ２）か
ら照射された光を斜め下後方に反射させることが可能なように前記プロジェクタ（プロジ
ェクタ機構Ｂ２）の前方に配置され、前記本体部（キャビネットＧ）の開口側に向けて露
出した螺子における螺合の程度を変更することにより該光の反射方向を調整することが可
能である。
【０４８３】
　上述した実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ機構Ｂ２、並びに、固定スク
リーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、及び、リールスクリーン機構Ｆ１は、表示
ユニットＡにおける所定の位置で固定されている。一方で、ミラー機構Ｂ３には、光の反
射方向を調整するための螺子が設けられており、当該螺子は、キャビネットＧの開口側に
向けて露出している。従って、表示ユニットＡが遊技機１のキャビネットＧに設置された
後であっても、上ドア機構ＵＤを開けた状態で、螺子を緩めたり締めたりすることにより
、光の反射方向（角度）を調整することができる。これにより、プロジェクタ機構Ｂ２に
より投影される映像の位置が適切でない場合であっても、投影位置を調整することができ
る。
【０４８４】
　上述した実施形態では、プロジェクタ機構Ｂ２、ミラー機構Ｂ３、並びに、固定スクリ
ーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、及び、リールスクリーン機構Ｆ１は、ユニッ
ト化されていることとして説明した。しかし、プロジェクタ機構、ミラー機構、及び、各
種スクリーンは、ユニット化せずに、遊技機の本体部に直接取り付けられることとしても
よい。
【０４８５】
　また、上述した実施形態では、本発明をパチスロ遊技機に適用した場合について説明し
たが、本発明は、他の遊技機（例えば、パチンコ遊技機やスロットマシン等）に適用する
ことも可能である。
【０４８６】
（８－１）映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）を備えた遊技機であっ
て、
　前記表示ユニットは、
　映像を投影するためのプロジェクタ（照射光装置Ｂ）と、
　前記プロジェクタの投影対象となり得る第１及び第２のスクリーン（フロントスクリー
ン機構Ｅ１・リールスクリーン機構Ｆ１）であって、それぞれが、前記プロジェクタの投
影範囲外であり、前記スクリーン毎に互いに異なる第１の位置（フロント待機位置・リー
ル待機位置）と、前記プロジェクタの投影範囲内であり、前記プロジェクタの投影対象と
なる第２の位置（フロント露出位置・リール露出位置）との間で動作可能な第１及び第２
のスクリーンと、
　前記第１及び第２のスクリーンを、それぞれ独立して、前記第１の位置と前記第２の位
置との間で駆動するための駆動手段（フロントスクリーン機構Ｅ１・リールスクリーン駆
動機構Ｆ２及び主制御基板ＭＳ）と、
　前記第１のスクリーンが前記第１の位置（フロント待機位置）に存在するか否かの検出
、前記第１のスクリーンが前記第２の位置（フロント露出位置）に存在するか否かの検出
、及び、前記第２のスクリーンが前記第１の位置（リール待機位置）に存在するか否かの
検出を行うための検出手段（センサ機構ＣＳ）と、を備え、
　前記第１及び第２のスクリーンそれぞれの前記第１の位置と前記第２の位置との間の動
作範囲は、互いに重複する重複範囲を一部に含んでおり、且つ、前記第１及び第２のスク
リーンそれぞれの前記第２の位置は、前記動作範囲における前記重複範囲に存在し、
　前記駆動手段は、
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　前記第１及び第２のスクリーンそれぞれを、前記動作範囲における前記重複範囲を除く
範囲に存在する原点位置に復帰させる復帰動作を実行する際において、
　前記検出手段の検出結果に基づく前記第１及び第２のスクリーンそれぞれの位置に応じ
た前記第１及び第２のスクリーンの駆動手順に従って、前記第１及び第２のスクリーンを
駆動する。
【０４８７】
　従来、可動体を動作させることにより演出を行うことが可能な演出装置を搭載した遊技
機が知られている（特開２０１３－０１３６８５号公報参照）。このような遊技機によれ
ば、可動体の動きを通じて、液晶表示装置に表示された映像等だけでは得られ難い迫力の
ある演出を行うことができる。近年では、より演出効果を高めるため、複数の可動体を有
する演出装置を搭載した遊技機が提案されている。遊技機内部のスペースは有限であるが
、各可動体のサイズを制限したり、各可動体の動作範囲を重複させたりすることにより、
可動体を複数設けることが可能となる。ここで、各可動体の動作範囲を重複させる場合、
複数の可動体を同時に動作させると、可動体同士が接触（干渉）してしまう可能性がある
。通常は、このような干渉が起こらないように、適切な制御が行われている。しかしなが
ら、可動体の動作が正常に行われていない場合や、電源遮断中に手動で可動体が動かされ
てしまった場合等に、そのような異常な状況であることを考慮することなく可動体を動作
させると、可動体同士が干渉し合う可能性がある。そして、可動体同士が接触した場合に
は、演出装置が破損してしまう虞があった。
【０４８８】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、第１及び第２のスクリーンそれぞれの位置に
応じて検出手段の検出結果が異なることになる。また、第１及び第２のスクリーンそれぞ
れの第１の位置は互いに異なる位置にある。このため、検出手段が一方のスクリーンが第
１の位置に存在することを検出している際には、他方のスクリーンを駆動したとしても干
渉しない。従って、この他方のスクリーンを先に原点位置に復帰させた後に、一方のスク
リーンを原点位置に復帰させることで、スクリーン同士が干渉することなく、復帰動作を
行うことができる。また、第１及び第２のスクリーンの何れか１つのスクリーンのみを第
２の位置に配置させることが可能であるため、検出手段が第１のスクリーンが第２の位置
に存在することを検出している際には、第２のスクリーンは第２の位置には存在しないこ
とになる。この場合、第２のスクリーンを先に原点位置に復帰させた後に、第１のスクリ
ーンを原点位置に復帰させることで、スクリーン同士が干渉することなく、復帰動作を行
うことができる。以上のように、復帰動作において、検出手段の検出結果に基づく第１及
び第２のスクリーンそれぞれの位置に応じた駆動手順に従って第１及び第２のスクリーン
を駆動することで、スクリーン同士が干渉することなく、それぞれの原点位置に復帰させ
ることが可能となる。その結果として、復帰動作以降の処理において第１及び第２のスク
リーンを適切に駆動させることで、スクリーン同士が干渉することを確実に防止すること
ができる。
【０４８９】
　（８－２）前記検出手段（センサ機構ＣＳ）は、
　前記第１及び第２のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１・リールスクリーン機構
Ｆ１）それぞれに対応する２つの第１センサ（センサＣＳ１・センサＣＳ３）であって、
対応するスクリーンが前記第１の位置（フロント待機位置・リール待機位置）に存在する
か否かを検出するための２つの第１センサと、
　前記第１のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）に対応する第２センサであって
、対応する前記第１のスクリーンが前記第２の位置（フロント露出位置）に存在するか否
かを検出するための第２センサと、を備え、
　前記駆動手段（主制御基板ＭＳ）は、
　前記第１センサが、前記第１のスクリーンが前記第１の位置に存在することを検出して
おり、且つ、前記第２センサが、前記第１のスクリーンが前記第２の位置に存在すること
を検出している場合には、異常が発生していると判断する。
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【０４９０】
　上記の構成によれば、第１のスクリーンが第１の位置及び第２の位置に同時に存在する
ことはないので、第１センサが、第１のスクリーンが第１の位置に存在することを検出し
ており、且つ、第２センサが、第１のスクリーンが第２の位置に存在することを検出して
いる場合には、異常が発生していると判断することが可能となる。
【０４９１】
　（９－１）映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）を備えた遊技機であ
って、
　前記表示ユニットは、
　映像を投影するためのプロジェクタ（照射光装置Ｂ）と、
　前記プロジェクタの投影対象となり得る第１及び第２のスクリーン（フロントスクリー
ン機構Ｅ１・リールスクリーン機構Ｆ１）であって、それぞれが、前記プロジェクタの投
影範囲外であり、前記スクリーン毎に互いに異なる第１の位置（フロント待機位置・リー
ル待機位置）と、前記プロジェクタの投影範囲内であり、前記プロジェクタの投影対象と
なる第２の位置（フロント露出位置・リール露出位置）との間で動作可能な第１及び第２
のスクリーンと、
　前記第１及び第２のスクリーンを、それぞれ独立して、前記第１の位置と前記第２の位
置との間で駆動するための駆動手段（フロントスクリーン機構Ｅ１・リールスクリーン駆
動機構Ｆ２及び主制御基板ＭＳ）と、
　前記第１のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待
機位置）に存在するか否かの検出、前記第１のスクリーンが前記第２の位置（フロント露
出位置）に存在するか否かの検出、及び、前記第２のスクリーン（リールスクリーン機構
Ｆ１）が前記第１の位置（リール露出位置）に存在するか否かの検出を行うための検出手
段（センサ機構ＣＳ）と、を備え、
　前記第１及び第２のスクリーンそれぞれの動作範囲は、互いに重複する重複範囲を一部
に含んでおり、且つ、前記第１及び第２のスクリーンそれぞれの前記第２の位置は、前記
動作範囲における前記重複範囲に存在し、
　前記駆動手段は、
　前記第１及び第２のスクリーンそれぞれを、前記動作範囲における前記重複範囲を除く
範囲に存在する原点位置に復帰させる復帰動作を実行する際において、
　前記検出手段が、前記第１のスクリーンが前記第１の位置及び前記第２の位置の何れか
に存在することを検出している第１条件、及び前記検出手段が、前記第２のスクリーンが
前記第１の位置に存在することを検出している第２条件の少なくとも何れかの条件を満た
している場合には、
　前記検出手段の検出結果に基づく前記第１及び第２のスクリーンそれぞれの位置に応じ
た前記第１及び第２のスクリーンの駆動手順に従って、前記第１及び第２のスクリーンを
駆動し、
　前記第１条件及び前記第２条件の何れの条件も満たしていない場合には、
　前記第１及び第２のスクリーンのうちの１つのスクリーンを前記原点位置に復帰するよ
うに駆動させ、その後、前記検出手段による、前記第１及び第２のスクリーンのうちのも
う１つのスクリーンが前記第１の位置に存在するか否かについての検出結果に応じた駆動
手順に従って、前記もう一つのスクリーンを前記原点位置に復帰するように駆動させる。
【０４９２】
　従来、可動体を動作させることにより演出を行うことが可能な演出装置を搭載した遊技
機が知られている（特開２０１３－０１３６８５号公報参照）。このような遊技機によれ
ば、可動体の動きを通じて、液晶表示装置に表示された映像等だけでは得られ難い迫力の
ある演出を行うことができる。近年では、より演出効果を高めるため、複数の可動体を有
する演出装置を搭載した遊技機が提案されている。遊技機内部のスペースは有限であるが
、各可動体のサイズを制限したり、各可動体の動作範囲を重複させたりすることにより、
可動体を複数設けることが可能となる。ここで、各可動体の動作範囲を重複させる場合、
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複数の可動体を同時に動作させると、可動体同士が接触（干渉）してしまう可能性がある
。通常は、このような干渉が起こらないように、適切な制御が行われている。しかしなが
ら、可動体の動作が正常に行われていない場合や、電源遮断中に手動で可動体が動かされ
てしまった場合等に、そのような異常な状況であることを考慮することなく可動体を動作
させると、可動体同士が干渉し合う可能性がある。そして、可動体同士が接触した場合に
は、演出装置が破損してしまう虞があった。
【０４９３】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、第１及び第２のスクリーンそれぞれの位置に
応じて検出手段の検出結果が異なることになる。また、第１及び第２のスクリーンそれぞ
れの第１の位置は互いに異なる位置にある。このため、検出手段が一方のスクリーンが第
１の位置に存在することを検出している際には、他方のスクリーンを駆動したとしても干
渉しない。従って、この他方のスクリーンを先に原点位置に復帰させた後に、一方のスク
リーンを原点位置に復帰させることで、スクリーン同士が干渉することなく、復帰動作を
行うことができる。また、第１及び第２のスクリーンの何れか１つのスクリーンのみを第
２の位置に配置させることが可能であるため、検出手段が第１のスクリーンが第２の位置
に存在することを検出している際には、第２のスクリーンは第２の位置には存在しないこ
とになる。この場合、第２のスクリーンを先に原点位置に復帰させた後に、第１のスクリ
ーンを原点位置に復帰させることで、スクリーン同士が干渉することなく、復帰動作を行
うことができる。以上のように、検出手段が、第１のスクリーンが第１の位置及び第２の
位置の何れかに存在することを検出している第１条件、及び検出手段が、第２のスクリー
ンが第１の位置に存在することを検出している第２条件の少なくとも何れかの条件を満た
す場合には、検出手段の検出結果に基づく第１及び第２のスクリーンそれぞれの位置に応
じた駆動手順に従って第１及び第２のスクリーンを駆動することで、スクリーン同士が干
渉することなく、それぞれの原点位置に復帰させることが可能となる。
【０４９４】
　これに対して、第１の条件及び第２の条件の何れの条件も満たさない場合には、第１の
スクリーンが第１の位置と第２の位置との間に位置しており、且つ第２のスクリーンが第
２の位置以外に位置していることになる。また、この場合、一方のスクリーンの動作に伴
って、他方のスクリーンが動作する可能性がある。そこで、（１）の発明によれば、まず
、一つのスクリーンを原点位置に復帰させた後に、検出手段による、もう一つのスクリー
ンが第１の位置に存在するか否かの検出結果に応じた駆動手順に従って、このもう一つの
スクリーンを原点位置に復帰させる。これにより、第１の条件及び第２の条件の何れの条
件も満たさない場合においても、第１及び第２のスクリーンを確実に原点位置に復帰させ
ることが可能となる。
【０４９５】
　（９－２）前記検出手段（センサ機構ＣＳ）は、
　前記第１及び第２のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１・リールスクリーン機構
Ｆ１）それぞれに対応する２つの第１センサ（センサＣＳ１・センサＣＳ３）であって、
対応するスクリーンが前記第１の位置（フロント待機位置・リール待機位置）に存在する
か否かを検出するための２つの第１センサと、
　前記第１のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）に対応する第２センサであって
、対応する前記第１のスクリーンが前記第２の位置（フロント露出位置）に存在するか否
かを検出するための第２センサと、を備え、
　前記駆動手段（主制御基板ＭＳ）は、
　前記第１センサが、前記第１のスクリーンが前記第１の位置に存在することを検出して
おり、且つ、前記第２センサが、前記第１のスクリーンが前記第２の位置に存在すること
を検出している場合には、異常が発生していると判断する。
【０４９６】
　上記の構成によれば、第１のスクリーンが第１の位置及び第２の位置に同時に存在する
ことはないので、第１センサが、第１のスクリーンが第１の位置に存在することを検出し
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ており、且つ、第２センサが、第１のスクリーンが第２の位置に存在することを検出して
いる場合には、異常が発生していると判断することが可能となる。
【０４９７】
　（１０－１）映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）を備えた遊技機で
あって、
　前記表示ユニットは、
　映像を投影するためのプロジェクタ（照射光装置Ｂ）と、
　前記表示ユニットの所定位置に固定され、前記プロジェクタの投影対象となり得る第１
のスクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）と、
　前記プロジェクタの投影対象となり得る第２及び第３のスクリーン（フロントスクリー
ン機構Ｅ１・リールスクリーン機構Ｆ１）であって、それぞれが、前記プロジェクタの投
影範囲外となる第１の位置（フロント待機位置・リール待機位置）と、前記第１のスクリ
ーンよりも前方となり前記第１のスクリーンの代わりに前記プロジェクタの投影対象とな
る第２の位置（フロント露出位置・リール露出位置）との間で、互いに異なる回動軸（回
動中心軸ＦＧ・回動中心軸ＲＧ）中心で回動動作可能な、第２及び第３のスクリーンと、
　前記第２及び第３のスクリーンを、それぞれ独立して、前記第１の位置と前記第２の位
置との間で駆動するための駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２・リールスクリー
ン駆動機構Ｆ２）と
を備え、
　前記第２及び第３のスクリーンそれぞれにおける、前記第１の位置と前記第の２位置と
の間の動作範囲は、互いに一部が重複しており、
　前記第２のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）の回動軸（回動中心軸ＦＧ）は
、前記第３のスクリーン（リールスクリーン機構Ｆ１）の回動軸（回動中心軸ＲＧ）より
も上方であり、
　前記第２のスクリーンは、前記第１の位置（フロント待機位置）では、前記第１のスク
リーンの上方であり、前記第３のスクリーンの動作範囲外となる位置に配置されており、
　前記第３のスクリーンは、前記第１の位置（リール待機位置）では、前記第１のスクリ
ーンの後方であり、前記第２のスクリーンの動作範囲外となる位置に配置される。
【０４９８】
　従来、可動体を動作させることにより演出を行うことが可能な演出装置を搭載した遊技
機が知られている（特開２０１３－０１３６８５号公報参照）。このような遊技機によれ
ば、可動体の動きを通じて、液晶表示装置に表示された映像等だけでは得られ難い迫力の
ある演出を行うことができる。近年では、より演出効果を高めるため、複数の可動体を有
する演出装置を搭載した遊技機が提案されている。遊技機内部のスペースは有限であるた
め、可動体を複数設けるに当たっては省スペース化が求められるが、各可動体のサイズを
制限したり、各可動体の動作範囲を重複させたりすることにより、可動体を複数設けるこ
とが可能となる。ここで、各可動体の動作範囲を重複させる場合、複数の可動体を同時に
動作させると、可動体同士が接触（干渉）してしまう可能性がある。そして、可動体同士
が接触した場合には、演出装置が破損してしまう虞があった。
【０４９９】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、第２のスクリーン及び第３のスクリーンは、
互いに異なる回動軸に回動される。これにより、第２のスクリーンの動作範囲、及び第３
のスクリーンの動作範囲における互いに重複する範囲を小さくすることができる。また、
第２のスクリーンの回動軸を第３のスクリーンの回動軸よりも上方に配置し、且つ、第２
のスクリーンを、第１の位置では第１のスクリーンの上方に配置されるように構成するこ
とで、第２のスクリーンの第１の位置と第２の位置との間の動作範囲を小さくすることが
できる。加えて、第３のスクリーンを、第１の位置では、第１のスクリーンの後方に配置
させることで、第３のスクリーンが第１の位置に配置されている際には、第２のスクリー
ンと接触する可能性をなくすことができる。以上により、３つのスクリーンが互いに接触
する可能性を低減しつつ、これら３つのスクリーンを遊技機内において効率的に配置する
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ことが可能となる。
【０５００】
　（１０－２）前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２・リールスクリーン駆動
機構Ｆ２）は、
　前記第２のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）の駆動は、前記第３のスクリー
ン（リールスクリーン機構Ｆ１）が前記第１の位置（リール待機位置）にあることを条件
に実行し、
　前記第３のスクリーンの駆動は、前記第２のスクリーンが前記第１の位置（フロント待
機位置）にあることを条件に実行する。
【０５０１】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、第２のスクリーンと第３のスクリーンとが接
触することを確実に防止することができる。
【０５０２】
　（１０－３）前記第１～第３のスクリーン（固定スクリーン機構Ｄ・フロントスクリー
ン機構Ｅ１・リールスクリーン機構Ｆ１）それぞれは、前記プロジェクタ（照射光装置Ｂ
）から照射された映像が投影される投影面の形状が互いに異なる。
【０５０３】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、第１～第３のスクリーンそれぞれの投影面の
形状が互いに異なるため、プロジェクタから同じ映像が照射されたとしても、スクリーン
毎に異なる態様で映像表現することが可能となるため、演出を多様化することができる。
【０５０４】
　（１０－４）前記第１～第３のスクリーン（固定スクリーン機構Ｄ・フロントスクリー
ン機構Ｅ１・リールスクリーン機構Ｆ１）のうちの何れか１つのスクリーン（リールスク
リーン機構Ｆ１）における前記投影面は、前記プロジェクタの投影対象となる際に、側面
視において、前記プロジェクタ（照射光装置Ｂ）から照射される光の照射方向上流側に凸
の円弧形状となる円弧面であり、
　前記第１～第３のスクリーンのうちの何れか１つのスクリーン（フロントスクリーン機
構Ｅ１）における前記投影面は平坦面である。
【０５０５】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、投影面が円弧面であるスクリーン機構と、投
影面が平坦面であるスクリーン機構とで異なる態様の映像表現をすることが可能となる。
【０５０６】
　（１１－１）映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）を備えた遊技機で
あって、
　前記表示ユニットは、
　映像を投影するためのプロジェクタ（照射光装置Ｂ）と、
　前記プロジェクタの投影対象となり得る可動スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１
）であって、前記プロジェクタの投影範囲外となる第１の位置（フロント待機位置）と、
前記プロジェクタの投影対象となる第２の位置（フロント露出位置）との間で動作可能な
可動スクリーンと、
　前記可動スクリーンを、前記第１の位置と前記第２の位置との間で駆動するための駆動
機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２）と、を備え、
　前記駆動機構は、
　モータ（駆動モータＥ２５）と、
　前記モータが駆動されることで回動するシャフト（シャフト部材Ｅ３）と、
　前記シャフトの両端部に設けられ、前記シャフトと共に回動する２つのギア（中間ギア
Ｅ２３・Ｅ２３）と、
　前記２つのギアに接続され、前記２つのギアが回動されることで、所定方向に沿った回
動軸中心に回動される２つのアーム（クランク部材Ｅ２２・Ｅ２２）であって、前記可動
スクリーンにおける前記所定方向の両端部に連結された２つのアームと、を備え、
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　前記可動スクリーンは、前記２つのアームの前記回動軸（回動中心軸ＦＧ）中心の回動
に連動して、前記第１の位置と前記第２の位置との間で回動動作をする。
【０５０７】
　従来、可動体を軸周りに回動させることにより演出を行うことが可能な演出装置を搭載
した遊技機が知られている（特開２０１３－０１３６８５号公報参照）。このような遊技
機によれば、可動体の動きを通じて、液晶表示装置に表示された映像等だけでは得られ難
い迫力のある演出を行うことができる。近年では、より演出効果を高めるため、可動体が
回動する前後で、液晶表示装置等の表示手段が可動体によって遮蔽された状態と開放（露
出）された状態とを切り替えるものが提案されている。これにより、可動体の動きと表示
手段等の別役物の視認状態との一体感を創出することが可能となり、多様性のある演出を
行うことができる。しかしながら、可動体とともに表示手段等（別役物）を設ける場合、
可動体の回動軸（シャフト）が表示手段等の配置を阻害してしまうという問題点があった
。この点、可動体の回動軸を別役物の上方、下方、側方等に設けることにより別役物の配
置を妨げないようにすることも考えられるが、この場合には、可動体の回動軸が端の方に
配置されるため、可動体の回動範囲が限られるとともに、可動体の大きさにも制約を課し
てしまうという問題点があった。
【０５０８】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、シャフトを、スクリーン（２つのアーム）の
回動軸として用いていない。これにより、シャフトの配置の自由度が高まるため、シャフ
トを別役物の配置を阻害しないように配置させることが可能となる。その結果として、ス
クリーンの回動範囲や大きさを所望の程度に維持しつつ、別役物の配置の自由度を高める
ことができる。また、２つのアームそれぞれは、シャフトの両端部に接続された２つのギ
アの回動に伴って回動される。従って、このシャフトにより、２つのアームそれぞれに対
して、モータの駆動力を均等に伝達することができる。その結果として、一方のアームに
対して、駆動負荷が集中することを防止することができる。
【０５０９】
　（１１－２）前記モータ（駆動モータＥ２５）は、前記２つのギア（中間ギアＥ２３・
Ｅ２３）のうちの一方のギアと接続されており、前記一方のギアに駆動力を伝達して回動
させることで、前記シャフト（シャフト部材Ｅ３）を回動させる。
【０５１０】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、モータがシャフトの何れか一方の端部に設け
られたギアに接続されており、別役物（固定スクリーン機構など）の配置を阻害しないよ
うに、モータをシャフトの端部近傍に配置させることができる。その結果として、別役物
の配置の自由度を更に高めることができる。
【０５１１】
　（１１－３）前記表示ユニット（表示ユニットＡ）の所定位置に固定され、前記プロジ
ェクタ（照射光装置Ｂ）の投影対象となり得る固定スクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）
を更に備えており、
　前記可動スクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）が前記第１の位置（フロント待機
位置）に配置されるときには、前記固定スクリーンが前記プロジェクタの投影対象となり
、
　前記可動スクリーンが前記第２の位置（フロント露出位置）に配置されるときには、前
記可動スクリーンは前記固定スクリーンの前方に配置されて前記固定スクリーンの代わり
に前記プロジェクタの投影対象となるものであり、
　前記シャフト（シャフト部材Ｅ３）は前記固定スクリーンよりも後方に配置されており
、
　前記２つのアーム（クランク部材Ｅ２２・Ｅ２２）の前記回動軸（回動中心軸ＦＧ）は
、前記固定スクリーンの後端位置よりも前方に配置されている。
【０５１２】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、シャフトが別役物としての固定スクリーンよ
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りも後方に配置されるため、固定スクリーンに投影される光がシャフトにより阻害される
ことはない。また、２つのアームの回動軸は固定スクリーンの後端位置よりも前方に配置
することができるため、固定スクリーンの後端位置よりも後方に配置されている場合と比
べて、可動スクリーンと回動軸との間の長さ（アームの長さ）を短くすることができる。
このため、遊技機内のスペースが限られており表示ユニットを大型化することができない
ときでも、可動スクリーンの大きさを所望の程度に維持することができる。
【０５１３】
　（１２－１）前面に開口を有する筐体（キャビネットＧ）と、
　前記筐体内を、上部側の第１空間と下部側の第２空間とに仕切る仕切板（中間支持板Ｇ
１）と、
　前記仕切板に載置されて、前記筐体の前記第１空間に交換可能に収容される、表示ユニ
ット（表示ユニットＡ）と、
　前記表示ユニットと、前記第２空間に収容された機器とを接続する配線を中継するため
の中継基板（中継基板ＣＫ）と、を備え、
　前記表示ユニット（Ａ１）は、
　一対の側板（右側板Ｃ２・左側板Ｃ３）及び背板（背板Ｃ４）を有する収容部（スクリ
ーン筐体Ｃ１０）と、
　前記収容部に収容され、映像を表示するための表示手段（固定スクリーン機構Ｄ・フロ
ントスクリーン機構Ｅ１・リールスクリーン機構Ｆ１）と、を備え、
　前記収容部における前記背板は、前記一対の側壁の後方端よりも前方に配置されており
、
　前記筐体の背面（背面壁Ｇ３）、並びに、前記収容部における前記背板及び前記一対の
側板により画定される第３空間（ＧＳ）に、前記中継基板が配置されており、
　前記仕切板は、前記第３空間に面する位置に前記配線を挿通させるための開口（貫通穴
Ｇ１１）が形成されている。
【０５１４】
　従来、各種部品の交換を容易にするために、複数の部品をユニット化してユニット単位
で交換可能にされた遊技機が知られている。例えば、特開２００８－１８３４２７号公報
には、複数の識別情報を表示可能な可変表示装置、可変表示装置を制御する制御装置、及
びこれらを収容するユニットケースをユニット化した可変表示ユニットが、筐体に対して
着脱可能に収納された遊技機が開示されている。この公報に開示された遊技機では、可変
表示ユニット載置台により筐体内を上下に区画し、筐体の上半には可変表示ユニットを取
り付け、筐体の下半には電源装置等の機器を取り付けている。そして、可変表示ユニット
の制御装置と、筐体の下半に取り付けられた機器とを電気的に接続する配線を中継するた
めの中継基板が、可変表示ユニットの前面に取り付けられている。ところで、筐体内にお
いて、各種機器の前方に配線が配されていると、美観上及び各種機器の操作上、配線が邪
魔となるため、各種機器の後方に配線を配することが望ましい。しかしながら、上記公報
に開示された遊技機では、中継基板が可変表示ユニットの前面に取り付けられているため
、この中継基板と、筐体の下半に取り付けられた機器との配線を、各種機器の後方に配す
るのが困難である。
【０５１５】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、中継基板は、筐体内において表示ユニットよ
りも後方となる第３空間に配置される。また、中継基板と、第２空間に収容された機器と
を接続する配線は、仕切板における第３空間に面する位置に形成された開口を挿通する。
その結果として、筐体内の各種機器の後方に配線を配することが容易となるため、配線の
取り回しの自由度を高めることができる。さらに、中継基板は、筐体の背面、並びに、収
容部における背板及び一対の側板により画定される第３空間に配置されているため、表示
ユニットを収容部に収容した際に、中継基板が筐体の背面と接触することを防止すること
ができる。その結果として、中継基板が故障する可能性を低減することができる。
【０５１６】
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　（１２－２）前記中継基板（中継基板ＣＫ）は、前記第３空間（空間ＧＳ）の下部に配
置されている。
【０５１７】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、中継基板が第３空間の下部に配置されている
ため、第２空間から仕切板に形成された開口を介して、中継基板に対して配線を接続する
ことが容易となる。
【０５１８】
　（１３－１）表示ユニット（表示ユニットＡ）と、
　前面に開口を有し、前記表示ユニットを交換可能に収容する本体筐体（キャビネットＧ
）と、を備えた遊技機であって、
　前記表示ユニットは、
　映像を表示するための表示手段（固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１
・リールスクリーン機構Ｆ１）と、
　前記表示手段を収容する表示ユニット用筐体（筐体Ａ１）と
を備え、
　前記表示ユニット用筐体における天板部材（プロジェクタカバーＢ１）の両側端部には
、その前端から凹部（凹部Ｂ１３２）が後方に向けて連続して形成されており、前記凹部
と前記本体筐体とで、前記本体筐体の上方に配される島設備（固定板部材ＯＣ）に前記本
体筐体を設置固定するための作業空間（空間ＢＳ）が画定される。
【０５１９】
　従来、各種部品の交換を容易にするために、複数の部品をユニット化してユニット単位
で交換可能にされた遊技機が知られている。例えば、特開２００８－１８３４２７号公報
には、複数の識別情報を表示可能な可変表示装置、可変表示装置を制御する制御装置、及
びこれらを収容するユニットケースをユニット化した可変表示ユニットが、筐体に対して
着脱可能に収納された遊技機が開示されている。ところで、一般的に、パチスロ機やパチ
ンコ機等の遊技機は、遊技施設において島設備に設置して営業を行う。この遊技機を島設
備に設置する際に、筐体の内側から天板を介して島設備に至るまで釘などを打ち込むこと
で、遊技機を島設備に固定している。ここで、上述したような、ユニットを交換可能な遊
技機を島設備に設置する際には、ユニットを損傷してしまうことのないように、ユニット
を取り外した状態で遊技機の設置作業を行うことが、作業者に求められる。しかしながら
、実際には、作業者が、作業量が増えることを嫌がって、ユニットを収容した状態で遊技
機の設置作業を行ってしまい、ユニットが損傷してしまう問題が生じている。ユニットが
損傷してしまうと、ユニットの再利用が不可能となる虞があり、また、正常な遊技機と異
なることになるため、認可を受けた遊技機ではないとされて営業を認められない虞がある
。
【０５２０】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、表示ユニット用筐体における天板部材の両側
端部に凹部が形成されている。これにより、本体筐体に表示ユニットを収容した状態でも
、表示ユニットと本体筐体との間には、島設備に設置固定するための作業空間が確保され
ることになる。その結果として、表示ユニットが損傷することを防止しつつ、表示ユニッ
トを収容した状態で遊技機を島設備に設置することが可能となる。
【０５２１】
　（１３－２）前記本体筐体（キャビネットＧ）の天板部材（上面壁Ｇ４）には、上下方
向に貫通する開口（開口Ｇ４１）が形成されており、
　前記本体筐体は、前記天板部材に対して前記開口を塞ぐよう取り付けられた、前記天板
部材よりも軟らかい軟質部材（板部材Ｇ４２）を備えており、
　前記作業空間（空間ＢＳ）は、前記軟質部材から前記島設備（固定板部材ＯＣ）に至る
釘を前記本体筐体内から打ち込むことが可能な空間である。
【０５２２】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、表示ユニットを本体筐体に収容した状態で、
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表示ユニットに干渉せずに釘を打ち込むことが可能となる。これにより、表示ユニットが
損傷することを防止しつつ、遊技機を島設備に確実に固定することができる。また、本体
筐体の天板部材よりも軟らかい軟質部材に釘を打ち込むことで、容易に遊技機を島設備に
設置することができる。
【０５２３】
　（１４－１）映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）を備えた遊技機で
あって、
　前記表示ユニットは、
　映像を投影するプロジェクタ（照射光装置Ｂ）の投影対象となり得る第１のスクリーン
（固定スクリーン機構Ｄ）と、
　前記プロジェクタの投影対象となり得る第２のスクリーンであって、前記第１のスクリ
ーンよりも前方に配置され、前記第１のスクリーンの代わりに前記プロジェクタの投影対
象となる第１の位置と、前記プロジェクタの投影範囲外となる第２の位置との間で動作可
能な第２のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１・リールスクリーン機構Ｆ１）と、
　前記第２のスクリーンを、前記第１の位置と前記第２の位置との間で駆動するための駆
動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２・リールスクリーン駆動機構Ｆ２）と、
　前記第１のスクリーン、前記第２のスクリーン、及び、前記駆動機構を収容する筐体（
スクリーン筐体Ｃ１０）と、
　前記駆動機構と、前記表示ユニット外の機器とを接続する配線を中継するための中継基
板（中継基板ＣＫ）と、を備え、
　前記筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）は、少なくとも底板（底板Ｃ１）、側板（右側板Ｃ
２・左側板Ｃ３）、及び背板（背板Ｃ４）がそれぞれ別個に成型されるとともに、前記底
板、前記側板、及び前記背板を組み立てることで構成されており、
　前記第１のスクリーン、前記駆動機構、及び前記中継基板それぞれは、前記底板、前記
側板、及び前記背板のうちの何れか１つの板に位置決め配置され、且つ、その位置決め配
置される板が互いに異なる。
【０５２４】
　従来、各種部品の交換を容易にするために、複数の部品をユニット化してユニット単位
で交換可能にされた遊技機が知られている。例えば、特開２００８－１８３４２７号公報
には、複数の識別情報を表示可能な可変表示装置、可変表示装置を制御する制御装置、及
びこれらを収容するユニットケースをユニット化した可変表示ユニットが、筐体に対して
着脱可能に収納された遊技機が開示されている。上記特開２００８－１８３４２７号公報
に開示された遊技機では、ユニット化されている可変表示ユニットは、基本的に、遊技機
の機種に依らずに共通して搭載されるユニットであり、遊技機の機種に依存して、機種間
で共通化することができない演出装置等はユニット化されていない。ここで、機種に依存
する演出装置を、機種毎にそれぞれ別個に製造すると、製造コストの負担が大きくなる。
【０５２５】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）の各板に対し
て、異なる機能部品が位置決め配置される。従って、表示ユニット（表示ユニットＡ）全
体では、機種間で共通化が図れない場合でも、筐体の板単位では、機種間で共通化を図る
ことができる可能性がある。その結果として、機種毎にそれぞれ表示ユニット（を製造す
る場合と比べて、安価に表示ユニットを製造することが可能となる。
【０５２６】
　（１４－２）前記筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）は、前記底板（底板Ｃ１）、前記側板
（右側板Ｃ２・左側板Ｃ３）、及び前記背板（背板Ｃ４）それぞれが交換可能に組み立て
られている。
【０５２７】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、筐体（スクリーン筐体Ｃ１０）の各板が交換
可能に組み立てられている。このため、表示ユニット（表示ユニットＡ）の部材を板単位
で交換することが可能となる。これにより、板単位で部材を交換することで、表示ユニッ
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トの交換対象外の部材を再利用しつつ、表示ユニットの仕様を変更することが可能となる
。
【０５２８】
　（１４－３）前記底板（底板Ｃ１）には、前記第１のスクリーン（固定スクリーン機構
Ｄ）を位置決めして載置するための凹部（中央載置部Ｃ１１）が形成されており、
　前記側板（右側板Ｃ２・左側板Ｃ３）には、前記駆動機構（フロントスクリーン機構Ｅ
１・リールスクリーン機構Ｆ１）が位置決め配置され、
　前記背板（背板Ｃ４）には、前記中継基板（中継基板ＣＫ）が位置決め配置される。
【０５２９】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、配線を中継する中継基板（中継基板ＣＫ）は
背板（背板Ｃ４）に位置決め配置されることになるため、遊技者から配線を目視し難くす
ることができる。また、第１のスクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）は底板（底板Ｃ１）
に形成された凹部（中央載置部Ｃ１１）に載置することで位置決めされるため、側板（右
側板Ｃ２・左側板Ｃ３）や背板（背板Ｃ４）に位置決め配置する場合と比べて、第１のス
クリーンを簡易な方法で筐体に位置決めすることができる。
【０５３０】
　（１４－４）前記表示ユニット（表示ユニットＡ）は、
　前記駆動機構（フロントスクリーン駆動機構Ｅ２・リールスクリーン駆動機構Ｆ２）と
前記第２のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１・リールスクリーン機構Ｆ１）との
間に配置される装飾部材（右可動体ベースＣ５・左可動体ベースＣ６）を更に備え、
　前記底板（底板Ｃ１）には、前記装飾部材を配置するための凹部（右載置部Ｃ１２・左
載置部Ｃ１３）が形成されている。
【０５３１】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、装飾部材を駆動機構と第２のスクリーンとの
間に配置することで、遊技者から駆動機構を目視し難くすることができる。その結果、遊
技機の美観を向上させることができる。また、筐体の底板には装飾部材を配置するための
凹部が形成されているため、装飾部材を容易に筐体に配置することが可能となる。
【０５３２】
　（１５－１）映像を表示するための表示ユニット（表示ユニットＡ）を備えた遊技機で
あって、
　前記表示ユニットは、
　映像を投影するためのプロジェクタ（照射光装置Ｂ）と、
　前記プロジェクタの前方に配置され、前記プロジェクタから照射された光を斜め下後方
に反射させるための反射ミラー（ミラー機構Ｂ３）と、
　前記プロジェクタの投影対象となり得る第１のスクリーン（固定スクリーン機構Ｄ）と
、
　前記プロジェクタの投影対象となり得る第２のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ
１）であって、前記第１のスクリーンの上方に配置され、前記プロジェクタの投影範囲外
となる第１の位置（フロント待機位置）と、前記第１のスクリーンよりも前方に配置され
、前記第１のスクリーンの代わりに前記プロジェクタの投影対象となる第２の位置（フロ
ント露出位置）との間で動作可能な第２のスクリーンと、
　前記第２のスクリーンに連結された、回動軸（回動中心軸ＦＧ）を有するアーム（クラ
ンク部材Ｅ２２・Ｅ２２）と、
　前記アームに対して動力源（駆動モータＥ２５）から発生した駆動力を伝達して、前記
アームを前記回動軸中心に回動させることで、前記第２のスクリーンを前記第１の位置と
前記第２の位置との間で動作させる駆動力伝達体（クランクギアＥ２１・Ｅ２１・中間ギ
アＥ２３・Ｅ２３）と、を備え、
　前記アームの回動軸（回動中心軸ＦＧ）が、前記第２のスクリーン（フロントスクリー
ン機構Ｅ１）が前記第２の位置（フロント露出位置）にある場合の、前記第２のスクリー
ンの中心よりも上方に配置され、
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　前記アームは、前記第２のスクリーンが前記第１の位置にある場合の、前記第２のスク
リーンの上部となる位置に連結されており、
　前記第２のスクリーンが前記第２の位置にある場合において、前記第２のスクリーンが
、前記反射ミラーに遠い後方の端部から前記反射ミラーに近い前方の端部に向けて上り傾
斜となるように構成されている。
【０５３３】
　従来、スクリーンにプロジェクタから投影された映像を表示する遊技機が知られている
（例えば、特開２０１２－１４７８２８号公報参照）。この種の遊技機によれば、液晶デ
ィスプレイと同程度の映像表現が可能であると共に、液晶ディスプレイと比べて、大型化
した際のコストを低減させることが可能となる。また、スクリーンの形状を適宜設定する
ことで、液晶ディスプレイでは不可能な映像表現を行うことが可能となる。ところで、映
像表現の幅を広げるために、可動式のスクリーンを含む複数のスクリーンを遊技機に設け
ることが考えられる。このような遊技機において、可動式のスクリーンをプロジェクタの
投影対象にする場合には、可動式のスクリーンを他のスクリーンよりも前方に配置する必
要がある。一方で、可動式のスクリーン以外の他のスクリーンをプロジェクタの投影対象
にする場合には、可動式のスクリーンを、他のスクリーンへの投影が阻害されないように
プロジェクタの投影範囲外に配置する必要がある。しかしながら、遊技機の筐体内におい
て、表示ユニットを収容するスペースは限られているため、表示ユニットを大型化するこ
とができない。このため、可動式のスクリーンが動作可能なスペースも限られることにな
るため、可動式のスクリーンの大型化が困難となっている。
【０５３４】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、アームの回動軸が、第２のスクリーンが第２
の位置にある場合の第２のスクリーンの中心よりも上方に配置され、且つ、アームは、第
２のスクリーンが第２の位置にある場合の、第２のスクリーンの上部となる位置に連結さ
れている。これにより、第２のスクリーンの第１の位置と第２の位置との間を動作すると
きの動作範囲を小さくすることができる。このように第２のスクリーンの動作範囲を小さ
くすることで、第２のスクリーンを大型化することができる。加えて、第２のスクリーン
が第１の位置にある場合において、第２のスクリーンが、反射ミラーに遠い後方の端部か
ら反射ミラーに近い前方の端部に向けて上り傾斜となるように構成されている。これによ
り、第１のスクリーンへのプロジェクタの投影を阻害しない範囲で、第１のスクリーンと
第２のスクリーンの上下方向の間隔を短くすることができる。その結果、第２のスクリー
ンをさらに大型化することができる。
【０５３５】
　前記プロジェクタ（照射光装置Ｂ）は、前記第１のスクリーン（固定スクリーン機構Ｄ
）及び前記第２のスクリーン（フロントスクリーン機構Ｅ１）の上方に配置されており、
前記プロジェクタの下面は、その前部に後方から前方に向けて上方に傾斜する傾斜面を有
している。
【０５３６】
　上述した実施形態に係る遊技機によれば、プロジェクタの下面は、後方から前方に向け
て上方に傾斜する傾斜面を有しているため、第２の位置にある第２のスクリーンとプロジ
ェクタとの上下方向の間隔を短くすることができる。その結果、第２のスクリーンをさら
に大型化することができる。
【０５３７】
　従来、複数の扉を備えた遊技機が知られている（特開平１０－５２５２５号公報）。こ
のように複数の扉を備えることにより、メダルの補給やリール機器の調整や機器の修理な
どの目的に合わせて、対応する扉を開ければよいため、外部に対して、不必要に遊技機の
内部を晒さなくてもよい利点がある。
【０５３８】
　しかしながら、複数の扉を備えた場合、それぞれに施錠するための施錠手段を設けなけ
ればならず、開錠作業が煩雑化し、部品点数が増えてしまうという問題がある。
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　また、遊技機の内部においては、メダルの補給などのように頻繁にアクセスする箇所も
あれば、制御基板などのようにセキュリティ性が高く、滅多にアクセスしない箇所もあり
、そのセキュリティ性に応じた施錠手段を採用したいというニーズもある。
【０５３９】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、開錠作業がスム
ーズに行えるとともに、遊技機内部に対するセキュリティ性を高めることができる遊技機
を提供することを目的とする。
【０５４０】
　（１６－１）本発明の一つは、開閉可能な上ドア機構ＤＵを有する上部空間と、
　開閉可能な下ドア機構ＤＤを有する下部空間と、
　上ドア機構ＤＵを施錠可能な上部扉ロック機構Ｇ５２と、
　上ドア機構ＤＵを施錠可能な下部扉ロック機構Ｇ５１と、
を備え、
　上部扉ロック機構Ｇ５２は、
　上部空間に設けられた筒Ｇ５２２２と、
　爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂが形成された、筒Ｇ５２２２の中を摺動可能な係止板
Ｇ５２２１と、
　上ドア機構ＤＵに設けられた、被係止部Ｇ５１１・Ｇ５２１と、
　下ドア機構ＤＤは、
　下ドア機構ＤＤが閉まった状態では、下ドア機構ＤＤが係止板Ｇ５２２１に干渉するこ
とにより係止板Ｇ５２２１の摺動を制止し、係止板Ｇ５２２１が筒Ｇ５２２２の中に保持
され、爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂが被係止部Ｇ５１１・Ｇ５２１に係止され、下ド
ア機構ＤＤが開いた状態では、下ドア機構ＤＤの係止板Ｇ５２２１に対する干渉を解除し
、係止板Ｇ５２２１を摺動させることにより、係止板Ｇ５２２１の被係止部Ｇ５１１・Ｇ
５２１に対する係止を解除する位置に設けられていることを特徴とする遊技機１である。
【０５４１】
　上記構成によれば、下ドア機構ＤＤが閉まった状態（下ドア機構ＤＤが施錠された状態
）では、下ドア機構ＤＤが係止板Ｇ５２２１に物理的に干渉することにより係止板Ｇ５２
２１が摺動するのを制止する。そして、摺動が制止された係止板Ｇ５２２１が筒Ｇ５２２
２の中に保持されることにより、爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂが被係止棒Ｇ５２１ａ
・Ｇ５２１ｂに係止され、上ドア機構ＤＵが上部空間に対して施錠された状態になる。
　一方、下ドア機構ＤＤが開いた状態（下ドア機構ＤＤが開錠された状態）では、下ドア
機構ＤＤの係止板Ｇ５２２１に対する物理的な干渉が解除されるため、係止板Ｇ５２２１
が筒Ｇ５２２２の中を摺動可能となり、爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂの係止棒Ｇ５２
１ａ・Ｇ５２１ｂに対する係止が解除され、上ドア機構ＤＵの上部空間に対する施錠を解
除することができる。
　これにより、上ドア機構ＤＵの施錠を解除するには、先に、下部扉ロック機構Ｇ５１に
よって下ドア機構ＤＤの施錠を解除する手順を必要とするこができる。即ち、上ドア機構
ＤＵを開けるには、下部扉ロック機構Ｇ５１の施錠解除をして、下ドア機構ＤＤを開けた
後、上部扉ロック機構Ｇ５２の施錠解除の手順が必要となり上部空間に対するセキュリテ
ィを高めることができる。
　これにより、上部空間に対しては、下部空間よりもセキュリティを高めることができ、
下部空間に対しては、上部空間に比べて、スムーズにアクセスができる場所にすることが
できる。
【０５４２】
　（１６－２）本発明は、上記遊技機１において、下部扉ロック機構Ｇ５１は、鍵による
施錠・開錠が可能なシリンダー錠Ｇ５１３であり、
　下ドア機構ＤＤと下部空間との間には、下ドア機構ＤＤが閉まる方向に所定のトルクが
かかるワンウェイヒンジＤＤ５４が設けられており、
　係止部Ｇ５２２は、爪形状をしており、
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　被係止部Ｇ５２１は、棒形状をしており、
　爪形状をした爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂが、棒形状をした被係止棒Ｇ５２１ａ・
Ｇ５２１ｂに引っ掛かることにより係止されることを特徴としている。
【０５４３】
　上記構成によれば、下ドア機構ＤＤの施錠を解除するためには、鍵によってシリンダー
錠Ｇ５１３を開錠する必要がある。遊技機１の管理者にとって、鍵は、コンパクトで持ち
運びに適しているため、管理し易いという利点がある。
　また、下ドア機構ＤＤと下部空間との間に、下ドア機構ＤＤが閉まる方向に所定のトル
クがかかるワンウェイヒンジＤＤ５４を採用している。これにより、下ドア機構ＤＤを閉
める際にはトルクがかかり、急激な負荷をかけずに静かに下ドア機構ＤＤを下部空間に対
して閉めることができる。これにより、下ドア機構ＤＤによって物理的に干渉される係止
板Ｇ５２２１に対して、急激な負荷をかけることを防止することができる。
　また、係止板Ｇ５２２１の摺動により、爪形状の爪部Ｇ５２２１ａ・Ｇ５２２１ｂが、
棒形状の被係止棒Ｇ５２１ａ・Ｇ５２１ｂに引っ掛かったり、引っ掛かりが解除されたり
する。これにより、係止板Ｇ５２２１の摺動に連動させた、上ドア機構ＤＵの上部空間に
対する施錠が可能となる。
【０５４４】
　（１６－３）上ドア機構ＤＵは、上部空間の一方の端部に回転自在に軸支されており、
　上部扉ロック機構Ｇ５２は、軸支された端部とは反対側の端部に設けられていることを
特徴としている。
【０５４５】
　上記構成によれば、上部扉ロック機構Ｇ５２は、上ドア機構ＤＵが開閉される側に配置
されるため、上部扉ロック機構Ｇ５２を開錠するために、下ドア機構ＤＤを大きく開けな
くて済む。これにより、上ドア機構ＤＵを開錠するために、不必要に下部空間の内部を、
外部に晒さずに済み、セキュリティ性を高めることができる。
【０５４６】
　従来、特開２００４－２４４１０号公報に開示されているように、構成部品を複数のユ
ニットに分け、これらを連結する連結部材によって構成された遊技機が知られている。こ
のように複数のユニットに分けた構成にすることにより、仕様の変更時や修理の際には、
ユニットを交換すればよいだけであり、仕様の変更や修理が容易になる利点がある。
【０５４７】
　しかしながら、複数のユニットに分け、ユニット数が多くなると、組み立て・交換・分
解する際に手間がかかってしまう場合がある。
【０５４８】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、遊技機の組み立
て・部品交換・分解する際の作業を容易に行うことができる遊技機を提供することを目的
とする。
【０５４９】
　（１７－１）本発明の一つは、開閉可能な下部扉ＤＤ１を有するキャビネットＧと、
　下部扉ＤＤ１の内部側に設けられており、複数種類の図柄が配されたリールＲＬ，ＲＣ
，ＲＲを複数備え、リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲに配された図柄の変動表示及び停止表示を行
うことが可能なリールユニットＲＵと、
　遊技者による操作に応じて指令信号を出力するスタートレバーＤＤ６と、
　リールユニットＲＵの背面側に設けられており、スタートレバーＤＤ６から出力された
指令信号に基づいて、リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの回転を停止させることにより、リールＲ
Ｌ，ＲＣ，ＲＲに配された図柄を停止表示させる主制御基板ＭＳと、
を備えたことを特徴とする遊技機１である。
【０５５０】
　上記構成によれば、下部扉ＤＤ１にはリールユニットＲＵが設けられ、更に、リールユ
ニットＲＵには主制御基板ＭＳが設けられている。このように、下部扉ＤＤ１、リールユ
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ニットＲＵ、及び、主制御基板ＭＳを一体化することにより、遊技機１の組み立て・部品
交換・分解する際の作業を容易に行うことができる。
　また、主制御基板ＭＳは、遊技を制御する重要な構成であり、不正な取外しを防止する
対策が必要であるが、主制御基板ＭＳは、リールユニットＲＵと一体化されているため、
取外し難い構成にすることができる。
　また、主制御基板ＭＳは、下部扉ＤＤ１の内部側に設けられたリールユニットＲＵの背
面に設けられている。これにより、主制御基板ＭＳは、下部扉ＤＤ１及びリールユニット
ＲＵの厚み分だけ、下部扉ＤＤ１から遠いキャビネットＧの奥側に配置することができる
。これにより、下部扉ＤＤ１と主制御基板ＭＳとの間に物理的な距離を確保することがで
き、下部扉ＤＤ１の隙間から不正侵入された場合であっても、主制御基板ＭＳへの到達が
困難になり、セキュリティ性を向上させることができる。
【０５５１】
　（１７－２）本発明は、上記遊技機１において、下部扉ＤＤ１、リールユニットＲＵ、
及び、主制御基板ＭＳは、一体形成されていることを特徴としている。
【０５５２】
　上記構成によれば、下部扉ＤＤ１、リールユニットＲＵ、及び、主制御基板ＭＳは、一
体形成されているため、遊技機１の仕様を変更する場合、下部扉ＤＤ１の外装の変更、リ
ールＲＬ，ＲＣ，ＲＲの図柄の変更、及び、遊技内容の変更を、まとめて行うことができ
る。
【０５５３】
　従来、特開２００４－６５４９３号公報に開示されているように、電源装置に設けられ
た操作板に対する不正操作を防止するために、操作板を覆うカバーを設け、更に、カバー
を閉鎖位置へ付勢するカバー付勢手段を備えた遊技機が知られている。このような遊技機
によれば、電源装置に対する不正操作を防止することができる。
【０５５４】
　しかしながら、カバー付勢手段による付勢力を強めると、カバーの開放に強い力が必要
になり、操作性が低下してしまう場合がある。また、カバー付勢手段による付勢力を弱め
ると操作板に対する十分な付勢力が付与されず、不正操作の防止効力が低下してしまう場
合がある。
【０５５５】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、電源装置に対す
る操作性を低下させずに、電源装置に対するセキュリティ性を高めることができる遊技機
を提供することを目的とする。
【０５５６】
　（１８－１）本発明の一つは、開閉可能な下ドア機構ＤＤを有するキャビネットＧと、
　下部空間に設けられた電源装置ＤＥと、
　下ドア機構ＤＤに設けられたスピーカＤＤ２５Ｌと、
を備え、
　電源装置ＤＥは、
　電力を供給するか否かを選択する電源スイッチＤＥ１と、
　電源スイッチＤＥ１の操作が可能な開状態と、電源スイッチＤＥ１の操作が不可能な閉
状態とに、移動することにより切り替わるスイッチカバーＤＥ２と、を有し、
　スピーカＤＤ２５Ｌは、
　下ドア機構ＤＤが閉められた際に、スイッチカバーＤＥ２の移動経路に割り込み、スイ
ッチカバーＤＥ２が開状態になることを規制する凸部ＤＤ２５Ｌ１を有している
ことを特徴とする遊技機１である。
【０５５７】
　上記構成によれば、下ドア機構ＤＤを閉じることにより、下ドア機構ＤＤに設けられた
スピーカＤＤ２５Ｌの凸部ＤＤ２５Ｌ１が、スイッチカバーＤＥ２の移動経路に割り込み
、スイッチカバーＤＥ２が開状態になることを規制することができる。一方、下ドア機構



(102) JP 2016-83158 A 2016.5.19

10

20

30

40

50

ＤＤを開けることにより、下ドア機構ＤＤに設けられたスピーカＤＤ２５Ｌの凸部ＤＤ２
５Ｌ１のスイッチカバーＤＥ２に対する規制が解除されるため、スイッチカバーＤＥ２を
、電源スイッチＤＥ１の操作が不可能な閉状態から、電源スイッチＤＥ１の操作が可能な
開状態に切り替えることが可能になる。
　これにより、下ドア機構ＤＤを開けた状態での電源スイッチＤＥ１の操作性を担保しつ
つ、電源装置ＤＥに対する不正操作を防止してセキュリティ性を高めることができる。
【０５５８】
　（１８－２）本発明は、遊技機１において、スイッチカバーＤＥ２は、閉状態と開状態
とに、スライドすることにより切り替わり、
　凸部ＤＤ２５Ｌ１は、凸形状をしており、
　下ドア機構ＤＤが閉められた際に、スイッチカバーＤＥ２がスライドする移動経路に割
り込み、スイッチカバーＤＥ２がスライドして開状態になることを規制することを特徴と
している。
【０５５９】
　上記構成によれば、スイッチカバーＤＥ２をスライドさせることにより、閉状態と開状
態とに切り替えることができる。これにより、下ドア機構ＤＤを開けた状態での電源スイ
ッチＤＥ１に対するアクセスを容易にすることができる。
　また、凸部ＤＤ２５Ｌ１に設けた凸部ＤＤ２５Ｌ１が凸形状をしていることにより、ス
ピーカＤＤ２５Ｌ自体の容積を大きくすることができ、音質の向上を同時に図ることがで
きる。
【０５６０】
　（１３－１）本発明は、遊技機１において、スイッチカバーＤＥ２は、傾斜面ＤＥ２ａ
を有し、
　凸部ＤＤ２５Ｌ１も、傾斜面ＤＤ２５Ｌａを有し、
　スイッチカバーＤＥ２が開状態にあるときに、下ドア機構ＤＤが閉められると、凸部Ｄ
Ｄ２５Ｌ１の傾斜面ＤＤ２５Ｌａが、スイッチカバーＤＥ２の傾斜面ＤＥ２ａに当接して
押し込み、スイッチカバーＤＥ２をスライドさせて閉状態にすることを特徴としている。
【０５６１】
　上記構成によれば、スイッチカバーＤＥ２が閉状態にあるとき、下ドア機構ＤＤが閉め
られると、スイッチカバーＤＥ２の傾斜面ＤＥ２ａと、凸部ＤＤ２５Ｌ１の傾斜面ＤＤ２
５Ｌａが対向した位置に配置され、スイッチカバーＤＥ２のスライドを規制することがで
きる。
　一方、スイッチカバーＤＥ２が開状態にあるときに、下ドア機構ＤＤが閉められると、
スイッチカバーＤＥ２が閉状態の位置からズレた位置にあるため、凸部ＤＤ２５Ｌ１の傾
斜面ＤＤ２５Ｌａが、スイッチカバーＤＥ２の傾斜面ＤＥ２ａに当接して押し込むため、
スイッチカバーＤＥ２がスライドして閉状態の位置に移動することになる。
　これにより、例え、スイッチカバーＤＥ２を閉状態にすることを忘れて、開状態のまま
、下ドア機構ＤＤを閉めたとしても、凸部ＤＤ２５Ｌ１の傾斜面ＤＤ２５Ｌａが、スイッ
チカバーＤＥ２の傾斜面ＤＥ２ａに当接して押し込むため、下ドア機構ＤＤを閉める動作
に連動して、スイッチカバーＤＥ２をスライドさせて閉状態の位置に移動させることが可
能となる。
【０５６２】
（１９－１）　背面（背面壁Ｇ３）に自動循環補給装置の補給路（メダル補給口Ｐ）を挿
通可能な開口（補給用開口Ｇ３１）が形成された筐体（キャビネットＧ）と、
　前記筐体内側から前記開口を遮蔽可能な平板状に形成され、前記開口を遮蔽した遮蔽状
態で前記背面に対してねじ止め固定が可能にされた遮蔽部材（遮蔽部材ＭＨ１）と、
　前記遮蔽部材（遮蔽部材ＭＨ１）を前記遮蔽状態から前記開口を露出した開放状態へ摺
動可能にガイドするガイド部と、前記開放状態で前記遮蔽部材を保持可能な保持部（保持
部ＭＨ２３ａ）とを有するガイド部材（ガイド部材ＭＨ２）と、
を備える。
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【０５６３】
　従来、遊技機は遊技場の設置島に設置される。このような設置島には、メダル等の遊技
媒体を遊技機に対して補給する自動循環補給装置が敷設されることが知られている。
【０５６４】
　自動循環補給装置から遊技媒体の補給を行うため、遊技機筐体の背面に開口が形成され
ることが一般的である。例えば、特開２００１－２１２２８２号公報では、切断部によっ
てその接続が途切れている円弧状の４つの開口からなる自動循環補給装置接続開口が遊技
機の背面に形成されている。自動循環補給装置が敷設された設置島に遊技機を設置する場
合には、切断部を切断して内側の閉塞板を取り外すことにより筐体の背面に開口を形成し
、自動循環補給装置の補給路をこの開口から挿通することができるようになっている。補
給路は、例えば、パチスロ機のホッパータンクの上方に出口が配置され、適宜ホッパータ
ンクにメダルを供給できるようになっている。
【０５６５】
　ところで、設置済みの遊技機について、配置場所の変更や、異なる遊技場への移動が一
般的に行われている。しかしながら、遊技機が新たに設置された設置島に自動循環補給装
置が敷設されない場合、上記従来の遊技機では、一度形成した筐体の背面の開口はそのま
まの状態が維持されるため、その開口が不正に利用される虞があった。そのため、自動循
環補給装置が敷設された設置島に適用させた遊技機を、自動循環補給装置が敷設されない
設置島へ適用する場合、セキュリティ性が低下してしまうという問題があった。
【０５６６】
　上記構成によれば、筐体の背面に自動循環補給装置の補給路を挿通可能な開口が形成さ
れており、この開口は遮蔽部材によって遮蔽することが可能になっている。遮蔽部材は、
ガイド部材により、遮蔽状態と開放状態との間で摺動がガイドされる。また、遮蔽部材は
、遮蔽状態では筐体の背面にねじ止め固定可能にされており、開放状態ではガイド部材に
よって保持される。これにより、遊技機を自動循環補給装置が敷設された設置島に設置す
る場合には、遮蔽部材を摺動して開放状態とし、背面の開口に自動循環補給装置の補給路
が挿通される。このとき、遮蔽部材は保持部によって保持されるため、遮蔽部材が無くな
ってしまうようなことを防止することができる。さらに遊技機を移動する場合、遮蔽部材
を摺動して遮蔽状態でねじ止め固定することで開口を遮蔽することができる。その結果、
自動循環補給装置の敷設された設置島に適用した後、自動循環補給装置の敷設されない設
置島に遊技機を適用しても、保持しておいた遮蔽部材で開口を遮蔽することでセキュリテ
ィ性を維持することが可能となる。
【０５６７】
（１９－２）　背面（背面壁Ｇ３）に自動循環補給装置の補給路（メダル補給口Ｐ）を挿
通可能な開口（補給用開口Ｇ３１）が形成された筐体（キャビネットＧ）と、
　前記筐体内側から前記開口を遮蔽可能な長方形の平板状に形成され、前記開口を遮蔽し
た遮蔽状態で前記背面に対してねじ止め固定が可能にされ、上縁に前記背面に対して垂直
に突出する突出部（突出部ＭＨ１２）が形成された遮蔽部材（遮蔽部材ＭＨ１）と、
　前記遮蔽状態での前記遮蔽部材の上縁外側に沿って形成され前記遮蔽部材の垂直上方向
への移動を規制する上縁部（上縁部ＭＨ２１）と、前記上縁部の両端を一方端とし当該一
方端から垂直下方向へ前記遮蔽状態での前記遮蔽部材の側縁に沿って形成された２つの側
縁部（側縁部ＭＨ２２・ＭＨ２２）と、前記２つの側縁部の他方端同士を接続し前記遮蔽
部材が垂直方向へ摺動されるガイド溝（ガイド溝ＭＨ２３ｂ）が前記背面側に形成され前
記遮蔽部材の前記突出部を上面で支持して前記遮蔽部材を保持する下縁部（下縁部２３、
保持部ＭＨ２３ａ）と、を有するガイド部材（ガイド部材ＭＨ２）と、
を備える。
【０５６８】
　上記構成によれば、筐体の背面に自動循環補給装置の補給路を挿通可能な開口が形成さ
れており、この開口は遮蔽部材によって遮蔽することが可能になっている。遮蔽部材は、
ガイド部材の下縁部に形成されたガイド溝により、遮蔽状態と開放状態との間で摺動がガ
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イドされる。また、遮蔽部材の摺動は、ガイド部材の上縁部によって垂直上方向への移動
が規制されると共に、２つの側縁部と下縁部とにより水平方向への移動が規制されるため
、遮蔽部材の摺動時にガイド部材から外れてしまうことを防止することができる。また、
遮蔽部材は、遮蔽状態では筐体の背面にねじ止め固定可能にされており、開放状態ではガ
イド部材によって保持される。これにより、遊技機を自動循環補給装置が敷設された設置
島に設置する場合には、遮蔽部材を摺動して開放状態とし、背面の開口に自動循環補給装
置の補給路が挿通される。このとき、遮蔽部材は保持部によって保持されるため、遮蔽部
材が無くなってしまうようなことを防止することができる。さらに遊技機を移動する場合
、遮蔽部材を摺動して遮蔽状態でねじ止め固定することで開口を遮蔽することができる。
その結果、自動循環補給装置の敷設された設置島に適用した後、自動循環補給装置の敷設
されない設置島に遊技機を適用しても、保持しておいた遮蔽部材で開口を遮蔽することで
セキュリティ性を維持することが可能となる。
【０５６９】
（１９－３）　前記遮蔽部材の前記突出部は、前記遮蔽部材を保持する前記下縁部よりも
、突出している。
【０５７０】
　上記構成によれば、突出部を掴み易く、開放状態から遮蔽状態へ容易に移行することが
可能となる。
【０５７１】
　従来、ホッパー装置や補助収納庫からメダルが溢れ落ちるのを防止するために、ガイド
部材等のメダル溢れ防止部材を設けて、セレクタからホッパー装置へと流動するメダル、
及び、ホッパー装置から補助収納庫へと流動するメダルが、ホッパー装置及び補助収納庫
から溢れてしまうことを防止する遊技機が知られている（特開２０１３－１８８３９７号
公報）。このような遊技機によれば、溢れたメダルが遊技機内部に溜り、他の電子機器や
可動部材に干渉する不具合を防止することができる。
【０５７２】
　しかしながら、近年、外部からメダルを自動補給する場合など、上述したメダルの流れ
以外の新たなメダルの流れがあり、これら新たなメダルの流れに対する対策が必要になっ
ている。
【０５７３】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、外部からメダル
を補給する場合でも、ホッパー装置などからメダルが溢れ落ちるのを防止することができ
る遊技機を提供することを目的とする。
【０５７４】
　（２０－１）本発明の一つは、キャビネットＧと、
　キャビネットＧの背面壁Ｇ３に設けられ、金属製の薄いメダルをキャビネットＧの内部
に受け入れるメダル補給機構ＭＨと、
　メダル補給機構ＭＨから受け入れたメダルを貯留する、バケットＨＰ１を有するホッパ
機構ＨＰと、
　メダル補給機構ＭＨの下部に配置され、キャビネットＧの背面壁Ｇ３とホッパ機構ＨＰ
のバケットＨＰ１との間の隙間ＨＰＧを埋めるように、キャビネットＧの背面壁Ｇ３から
バケットＨＰ１に架けて設けられたコインガードＨＰ３０と、
を備えたことを特徴とする遊技機１である。
【０５７５】
　上記構成によれば、キャビネットＧの背面壁Ｇ３とホッパ機構ＨＰのバケットＨＰ１と
の間の隙間ＨＰＧを埋めるようにコインガードＨＰ３０が設けられているため、メダル補
給機構ＭＨから受け入れたメダルが、バケットＨＰ１から溢れそうになったとしても、キ
ャビネットＧの背面壁Ｇ３とホッパ機構ＨＰのバケットＨＰ１との間の隙間ＨＰＧに入り
込むことを防止することができる。これにより、溢れたメダルがキャビネットＧの背面壁
Ｇ３とホッパ機構ＨＰのバケットＨＰ１との間の隙間ＨＰＧに溜って、他の電子機器や可
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動部材に干渉する不具合を防止することができる。
【０５７６】
　（２０－２）本発明は、遊技機１において、キャビネットＧの背面壁Ｇ３から所定の距
離を置いて設けられ、ホッパ機構ＨＰのバケットＨＰ１から溢れたメダルを収納するオー
バーフローバケットＯＦを備え、
　コインガードＨＰ３０は、キャビネットＧの背面壁Ｇ３からバケットＨＰ１に架けて設
けられた第１ガード部ＨＰ３０１と、オーバーフローバケットＯＦからバケットＨＰ１に
架けて設けられた第２ガード部ＨＰ３０２とを合わせてＬ字状に形成されており、且つ、
バケットＨＰ１側に落ち込むように傾斜していることを特徴としている。
【０５７７】
　上記構成によれば、オーバーフローバケットＯＦとバケットＨＰ１との間にもコインガ
ードＨＰ３０を配置することができる。これにより、メダルがオーバーフローバケットＯ
ＦとバケットＨＰ１との間に溢れ落ちることを防止することができる。
　また、コインガードＨＰ３０にメダルが乗った場合であっても、バケットＨＰ１側に傾
斜しているため、メダルが自重によりバケットＨＰ１側に滑り落ち、メダルをホッパ機構
ＨＰに正常に貯留することができる。
【０５７８】
　従来、特開２０１２－２０１５４号公報に示すように、複数のコインを収容可能なホッ
パー（コイン払出装置）を筐体の内部にスライド設置するのに伴い、ホッパーの背後に設
けられたコネクタを筐体内部に設けられたコネクタに電気的に接続することができる遊技
機が知られている。このような遊技機によれば、ホッパーの筐体への物理的な設置と、電
気的な接続を同時に行えるため、ホッパーの設置・交換・点検の作業効率を向上させるこ
とができる。
【０５７９】
　しかしながら、ホッパーを筐体の内部にスライド設置する際に、ホッパーをズレた位置
でスライドさせてしまうと、ホッパーの背後に設けられたコネクタが筐体の背板に接触し
、損傷してしまうおそれがある。
【０５８０】
　この点、特開２０１２－２０１５４号公報では、ホッパーがスライドするのを案内する
ガイドレールが設けられているが、ホッパーのスライド設置を急いでいる際に、ガイド部
に正しく案内されないままスライド設置してしまう場合もあり、ガイド部だけではコネク
タを十分に保護することができない場合があった。
【０５８１】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、ホッパーを筐体
の内部に正常にスライド設置することができる遊技機を提供することを目的とする。
【０５８２】
　（２１－１）本発明は、キャビネットＧの奥側に設けられたコネクタＧ８１に、ホッパ
機構ＨＰの背面に設けられたコネクタＨＰ４１を接続する遊技機１であって、
　ホッパ機構ＨＰの両側面に設けられた一対のガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２と、
　キャビネットＧの底面板Ｇ９１に設けられ、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１と下部位Ｈ
Ｇ１２３・ＨＧ１３３を有し、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１と下部位ＨＧ１２３・ＨＧ
１３３との間に、一対のガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２を挟んで係合した状態でキャビネッ
トＧの奥行き方向に摺動自在に、ホッパ機構ＨＰを案内可能な一対のガイドレールＨＧ１
２・ＨＧ１３と、
　ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１の上方、且つ、コネ
クタＨＰ４１より前方側に設けられた突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４と、
を有する遊技機１である。
【０５８３】
　上記構成によれば、ホッパ機構ＨＰをキャビネットＧの底面板Ｇ９１にスライド設置す
る際に、ホッパ機構ＨＰの両側面に設けられた一対のガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２が、ガ
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イドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１と下部位ＨＧ１２３・Ｈ
Ｇ１３３との間に、挟まれず、誤ってガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２
１・ＨＧ１３１の上方にズレてスライドされた場合に、ガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２が、
ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１の上方に設けられた突
出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４に接触することにより、ホッパ機構ＨＰが誤った位置でスラ
イド設置されるのを防止することができる。即ち、ホッパ機構ＨＰをキャビネットＧの内
部に正常にスライド設置することが可能となる。
　これにより、ホッパ機構ＨＰが誤った位置でスライド設置され、ホッパ機構ＨＰがコネ
クタＧ８１に接触し、コネクタＧ８１が破損するのを防止することができる。
【０５８４】
　（２１－２）本発明は、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１
３１の、キャビネットＧの手前に配置される部分がテーパー形状になっていることを特徴
とする遊技機である。
【０５８５】
　上記構成によれば、ホッパ機構ＨＰをガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３に係合させる際
に、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１が、ホッパ機構Ｈ
Ｐに接触するのを防止することができる。
【０５８６】
　（２１－３）本発明は、一対のガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の下部位ＨＧ１２３・
ＨＧ１３３、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１、及び、突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４は、
一枚の板を折り曲げて、一体形成したことを特徴とする遊技機である。
【０５８７】
　上記構成によれば、一対のガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の下部位ＨＧ１２３・ＨＧ
１３３、上部位ＨＧ１２１・ＨＧ１３１、及び、突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４を一枚の
板により作出することできる。これにより、製造工程の簡易化を図ることができる。
【０５８８】
　（２１－４）突出部ＨＧ１２４・ＨＧ１３４は、キャビネットＧの奥側にあるため、ホ
ッパ機構ＨＰを、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３に係合させる準備段階として、ガイド
レールＨＧ１２・ＨＧ１３周辺に仮置きする際に邪魔にならないようにすることができる
。
【０５８９】
　（２１－５）キャビネットＧの底面板Ｇ９１の、ガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３の手
前に平面状のスペースＨＧ１７が設けられているため、平面状のスペースＨＧ１７に、ホ
ッパ機構ＨＰのガイド片ＨＰ２１・ＨＰ２２をガイドレールＨＧ１２・ＨＧ１３に係合さ
せる前の準備段階として、ホッパ機構ＨＰを仮置きすることができる。これにより、手際
よく、ホッパ機構ＨＰをキャビネットＧの底部にスライド設置することができる。
【０５９０】
　従来、遊技に伴う抽籤や演出に関する制御を行う制御基板が筐体の上部に配置され、メ
ダルを取り扱うホッパー装置が筐体の下部に配置された遊技機が知られている（特開２０
１３－１８８３９５号公報）。このような遊技機によれば、制御基板とホッパー装置との
間に距離があるため、メダルが制御基板に物理的に接触することを防止し、メダル同士の
接触による輻射（電磁場）の影響も小さくすることができる。
【０５９１】
　しかしながら、近年、部品交換やリサイクルなどを簡便にするため、操作デバイスや演
出装置などをユニット化し、筐体の上部に配置することが多くなってきている。そうする
と、設計の都合上、制御基板を筐体の下部に配置し、制御基板とホッパー装置との間の距
離が近くなる場合が生じる。
【０５９２】
　その結果、制御基板とホッパー装置との間の距離が近くなるため、メダルが制御基板に
物理的に接触したり、メダル同士の接触による輻射（電磁場）の影響が大きくなったりす
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るおそれがある。
【０５９３】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、制御基板とホッ
パー装置との間の距離が近い場合であっても、メダルが制御基板に物理的に接触すること
を防止し、メダル同士の接触による輻射（電磁場）の影響も小さくすることができる遊技
機を提供することを目的とする。
【０５９４】
　（２２－１）本発明の一つは、上部空間及び下部空間を有するキャビネットＧと、
　上部空間に設けられた表示ユニットＡと、
　下部空間の奥側に配置され、遊技に関する制御を司るサブ制御装置ＳＳと、
　下部空間の、サブ制御装置ＳＳの手前側に配置され、金属製のメダルを貯留するホッパ
機構ＨＰと、
　サブ制御装置ＳＳとホッパ機構ＨＰとの間に設けられた板金ＢＫと、
を備え、
　サブ制御装置ＳＳは、下部空間の背面壁Ｇ３と板金ＢＫによって挟みこまれていること
を特徴とする遊技機１である。
【０５９５】
　上記構成によれば、サブ制御装置ＳＳとホッパ機構ＨＰとの間に板金ＢＫを設けている
ため、例え、メダルがホッパ機構ＨＰに流入してサブ制御装置ＳＳ側へ飛び出したとして
も、板金ＢＫによってメダルがサブ制御装置ＳＳに物理的に接触することを防止すること
ができる。また、サブ制御装置ＳＳとホッパ機構ＨＰとの間に板金ＢＫを設けているため
、ホッパ機構ＨＰにおける金属製のメダル同士の接触による輻射（電磁場）の影響も板金
ＢＫによって防止することができる。
　また、サブ制御装置ＳＳは、下部空間の奥側に設けられ、下部空間の背面壁Ｇ３と板金
ＢＫによって挟みこまれているため、サブ制御装置ＳＳは、板金ＢＫを外さなければ、キ
ャビネットＧから外すことができない。これにより、サブ制御装置ＳＳに対するセキュリ
ティ性を高めている。
【０５９６】
　（２２－２）板金ＢＫは、遊技機１の金属フレームに接続されているため、板金ＢＫに
メダルが接触することによる輻射、及び、メダルの投下による金属製のメダル同士の接触
による輻射を、金属フレームを介してアースすることができる。
【０５９７】
　従来、特開２０１０－１２２３９号公報に記載されているように、前扉の開口に対し、
前面から取付可能なように、側面に弾性変形する係止部が設けられたボタンユニットを備
え、このボタンユニットに、ボタンユニットと開口との間の隙間を埋めるために開口より
も大きいフランジ部が設けられた遊技機が知られている。このような遊技機では、ボタン
ユニットを、前面から係止部の弾性変形を利用して簡単に開口に嵌め込むことができる。
また、フランジ部がボタンユニットと開口との間の隙間を埋めているため、隙間から針金
等を差し込み係止部を弾性変形させ、ボタンユニットを取り外すといった不正行為を防止
することができる。
【０５９８】
　しかしながら、前扉の裏に、係止部を弾性変形させて固定するだけでは、前扉にボタン
ユニットを十分に固定できない場合あった。また、フランジ部が外部（前扉）に露出する
ことにより、外観を損ねる場合がある。
【０５９９】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、ボタンを筐体に
強固に固定することができる遊技機を提供することを目的とする。
【０６００】
　（２３－１）本発明の一つは、キャビネットＧと、
　キャビネットＧに設けられた第２台座部ＤＤ２ｂと
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　第２台座部ＤＤ２ｂに形成された開口部ＤＤ２ｂａを介して取付けられる最大ＢＥＴボ
タンＤＤ８と、
を備え、
　最大ＢＥＴボタンＤＤ８は、
　開口部ＤＤ２ｂａに対してキャビネットＧの外側に配置され、且つ、連通孔ＤＤ８１６
ａ・ＤＤ８１６ｂ及び螺子穴ＤＤ８１６３ａ・ＤＤ８１６３ｂを有し、開口部ＤＤ２ｂａ
よりも大きいフランジＤＤ８１１１を有する操作部ＤＤ８１と、
　開口部ＤＤ２ｂａに対してキャビネットＧの内部側に配置され、且つ、連通孔ＤＤ８２
６ａ・ＤＤ８２６ｂを有し、開口部ＤＤ２ｂａよりも大きいフランジＤＤ８２３をした係
止部ＤＤ８２と、
　連通孔ＤＤ８２６ａ・ＤＤ８２６ｂ、連通孔ＤＤ８１６ａ・ＤＤ８１６ｂ、及び、螺子
穴ＤＤ８１６３ａ・ＤＤ８１６３ｂとを連通して螺合する螺子ＤＤ８３ａ・ＤＤ８３ｂと
を備えていることを特徴とする遊技機１である。
【０６０１】
　上記構成によれば、連通孔ＤＤ８２６ａ・ＤＤ８２６ｂ、連通孔ＤＤ８１６ａ・ＤＤ８
１６ｂ、及び、螺子穴ＤＤ８１６３ａ・ＤＤ８１６３ｂとを連通して螺合する螺子ＤＤ８
３ａ・ＤＤ８３ｂによって、操作部ＤＤ８１と係止部ＤＤ８２とを開口部ＤＤ２ｂａを介
して第２台座部ＤＤ２ｂに固定することができる。また、操作部ＤＤ８１は開口部ＤＤ２
ｂａより大きい形状部分を有するため、最大ＢＥＴボタンＤＤ８が、開口部ＤＤ２ｂａの
外側からキャビネットＧの内部側に落ち込んでしまうことを防止することができる。また
、係止部ＤＤ８２も開口部ＤＤ２ｂａより大きいフランジＤＤ８２３を有するため、最大
ＢＥＴボタンＤＤ８が、開口部ＤＤ２ｂａの内側からキャビネットＧの外部に出てしまう
ことを防止することができる。これにより、最大ＢＥＴボタンＤＤ８を第２台座部ＤＤ２
ｂに対して固定することができる。
【０６０２】
　（２３－２）本発明は、遊技機１において、操作部ＤＤ８１は、
　貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂを有するボタンベースＤＤ８１１と、
　押圧により貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂを摺動可能な第１部材ＤＤ８１２と、
　押圧により押し込まれたＤＤ８１２を初期位置に復帰させるスプリングＤＤ８１３と、
を有し、
　第１部材ＤＤ８１２の底面の形状とボタンベースＤＤ８１１の上面の形状とは同じであ
ることを特徴としている。
【０６０３】
　上記構成によれば、第１部材ＤＤ８１２の底面の形状とボタンベースＤＤ８１１の上面
の形状とは同じであるため、上方から第１部材ＤＤ８１２を見たときに、ボタンベースＤ
Ｄ８１１が第１部材ＤＤ８１２によって隠されて、外部に、遊技者が押圧する第１部材Ｄ
Ｄ８１２のみを見せることができる。これにより、最大ＢＥＴボタンＤＤ８の外観をシン
プルにすることができ、遊技機１の外観のデザイン性を高めることができる。
　また、第１部材ＤＤ８１２の底面の形状とボタンベースＤＤ８１１の上面の形状とは同
じであるため、第１部材ＤＤ８１２の底面の形状がボタンベースＤＤ８１１の上面の形状
よりも小さいものに比べて、ボタンベースＤＤ８１１が有する貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ
８１１ｂの隙間からの不正な侵入を防止し易い構造にすることができる。
【０６０４】
（２４－１）　複数種類の図柄が配されたリール（リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ）を備え、前
記リールに配された図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示手段（リー
ル装置ＲＵ）と、
　遊技者による操作に応じて開始指令信号を出力する開始指令手段（スタートレバーＤＤ
６等）と、
　前記開始指令手段から出力された前記開始指令信号を検出したことを契機として、前記
リールを回転させることにより、前記リールに配された図柄の変動表示を行う変動制御手
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段（主制御基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等）と、
　遊技者による操作に応じて停止指令信号を出力する停止指令手段（停止ボタンＤＤ７Ｌ
，ＤＤ７Ｃ，ＤＤ７Ｒ等）と、
　前記停止指令手段から出力された前記停止指令信号に基づいて、前記リールの回転を停
止させることにより、前記リールに配された図柄を停止表示させる停止制御手段（主制御
基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等）と、
　回転に伴う前記リールの基準位置からの変位の程度を特定するリール位置特定手段（主
制御基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４等）と、
　前記リールの回転に伴って所定の円周（円周ＲＵＤ）に沿って回転する検知片（検知片
ＲＵ１１１２）と、
　前記円周上の１点（検知点ＲＵＰ）を検知位置とするセンサ（センサ部ＲＵ１１２）と
、
　前記センサによる前記検知片の検知に基づいて前記リールが基準位置に至ったか否かを
特定する基準位置特定手段（主制御基板ＭＳ等）と、
を備え、
　前記基準位置特定手段は、前記検知片が検知されていない状態から検知されている状態
に変化したことを検出したときの前記リールの位置を第１基準位置とし、前記検知片が検
知されている状態から検知されていない状態に変化したことを検出したときの前記リール
の位置を第２基準位置とし、
　前記検知片は、前記リールの位置が第１基準位置となった後第２基準位置となるまでの
間、前記センサによって継続的に検知される。
【０６０５】
　従来、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールと、遊技メダルやコイン等
（「メダル等」）が投入され、遊技者によりスタートレバーが操作されたことを検出し、
複数のリールの回転の開始を要求するスタートスイッチと、複数のリールのそれぞれに対
応して設けられたストップボタンが遊技者により押されたことを検出し、該当するリール
の回転の停止を要求する信号を出力するストップスイッチと、複数のリールのそれぞれに
対応して設けられ、それぞれの駆動力を各リールに伝達するモータと、スタートスイッチ
およびストップスイッチにより出力された信号に基づいて、モータの動作を制御し、各リ
ールの回転およびその停止を行うリール制御部とを備え、スタートレバーが操作されたこ
とを検出すると、乱数値に基づいて抽籤を行い、この抽籤の結果（「内部当籤役」）とス
トップボタンが操作されたことを検出したタイミングとに基づいてリールの回転の停止を
行う、いわゆるパチスロと称される遊技機が知られている。
【０６０６】
　このような従来の遊技機として、リールの回転を駆動するためのモータとしてステッピ
ングモータを用いた遊技機が知られている（特開２００６－２６３２８４号公報参照）。
このような遊技機においては、リールの特定箇所に検知片（リールインデックス）が設け
られており、リールインデックスの検出を基準として、パルスを出力した回数に基づいて
リールの位置を算出することができる。このような方法を用いてリールの位置を算出する
ことにより、図柄に応じた数の検知片を設ける必要がなく、コストを削減することができ
る。
【０６０７】
　しかしながら、検知片が検出されない間に算出されるリールの位置は、パルスの出力さ
れた回数に基づいて求められる理論上の位置であり、リールを素手で停止させる等のイレ
ギュラーが発生した場合等、実際のリールの位置と必ずしも一致しない可能性がある。
【０６０８】
　上記構成によれば、リールの回転に伴って所定の円周に沿って回転する検知片は、円周
上の１点を検知位置とするセンサによって継続的に検知される。そして、検知片が検知さ
れていない状態から検知されている状態に変化したこと（所謂オンエッジ）が検出される
ことで第１基準位置が特定され、検知片が検知されている状態から検知されていない状態
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に変化したこと（所謂オフエッジ）が検出されることで第２基準位置が特定される。従っ
て、リールが１回転する間に、リールの位置が第１基準位置となった時とリールの位置が
第２基準位置となった時との２回、検出を行うことが可能である。このように、リールが
１回転する間に２回の検出が行われるため、リールの回転速度が理論上規定速度に達した
後（加速処理が完了した後）停止操作が有効となるまでの時間を短縮することができる。
これにより、目押しの対象となる図柄の位置と検知片の位置との関係により一周押しを行
うことができない可能性を低減することが可能となり、その結果、停止操作が有効となる
タイミングのむらを少なくし、停止操作の際に遊技者が不便さを感じてしまうことを防止
することができる。
【０６０９】
（２４－２）　前記第１基準位置及び前記第２基準位置が、前記リールの中心軸を通る直
線上に前記中心軸を挟んで対向配置されており、
　前記検知片は、前記円周経路上において、前記第１基準位置に対応する位置から前記円
周経路上に沿って前記第２基準位置に対応する位置に至る領域を含み、前記第２基準位置
に対応する位置から前記円周経路上に沿って前記第１基準位置に対応する位置に至る領域
を含まない形状を有している。
【０６１０】
　上記構成によれば、センサを１つ設けただけであっても、リールが１回転する間に２回
の検出を行うことが可能であり、センサを２つ設けた場合と同様の効果が得られる。すな
わち、センサの数を増加させることなく、目押しの対象となる図柄の位置と検知片の位置
との関係により一周押しを行うことができない可能性を低減することができる。
【０６１１】
（２５－１）　複数種類の図柄が配されたリール（リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ）を複数備え
、前記リールに配された図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示手段（
リール装置ＲＵ）と、
　遊技者による操作に応じて開始指令信号を出力する開始指令手段（スタートレバーＤＤ
６等）と、
　前記開始指令手段から出力された前記開始指令信号を検出したことを契機として、前記
リールを回転させることにより、前記リールに配された図柄の変動表示を行う変動制御手
段（主制御基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等）と、
　遊技者による操作に応じて停止指令信号を出力する停止指令手段（停止ボタンＤＤ７Ｌ
，ＤＤ７Ｃ，ＤＤ７Ｒ等）と、
　前記停止指令手段から出力された前記停止指令信号に基づいて、前記リールの回転を停
止させることにより、前記リールに配された図柄を停止表示させる停止制御手段（主制御
基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等）と、
　前記図柄表示手段において停止表示された図柄を背後から照明する照明手段（バックラ
イトＲＲ４等）と、を備え、
　複数の前記リールのうち隣接する２つの前記リールの間には、前記リールを支持する支
持板（モータ取付板ＲＵ１１）が配置されており、
　前記支持板の前方部分は、側面視略弓形形状に形成されている。
【０６１２】
　従来、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールと、遊技メダルやコイン等
（「メダル等」）が投入され、遊技者によりスタートレバーが操作されたことを検出し、
複数のリールの回転の開始を要求するスタートスイッチと、複数のリールのそれぞれに対
応して設けられたストップボタンが遊技者により押されたことを検出し、該当するリール
の回転の停止を要求する信号を出力するストップスイッチと、複数のリールのそれぞれに
対応して設けられ、それぞれの駆動力を各リールに伝達するステッピングモータと、スタ
ートスイッチおよびストップスイッチにより出力された信号に基づいて、ステッピングモ
ータの動作を制御し、各リールの回転およびその停止を行うリール制御部とを備え、スタ
ートレバーが操作されたことを検出すると、乱数値に基づいて抽籤を行い、この抽籤の結
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果（「内部当籤役」）とストップボタンが操作されたことを検出したタイミングとに基づ
いてリールの回転の停止を行う、いわゆるパチスロと称される遊技機が知られている。
【０６１３】
　このような従来の遊技機として、リールの内部から図柄を照射するバックランプを備え
た遊技機が知られている（特開２００９－１７８２６８号公報参照）。このような遊技機
によれば、図柄の組合せが停止表示された場合に、当該図柄の組合せを構成する図柄を強
調表示する等、図柄自体に対して演出効果を持たせることができる。
【０６１４】
　しかしながら、一般的に、遊技機においては、複数のリールが横方向に隣接して設けら
れているため、隣接するリールに対して照射するバックランプの光同士が干渉し合い、良
好な演出効果を期待することができないという問題があった。
【０６１５】
　上記構成によれば、隣接する２つのリールの間にリールを支持する支持板が配置されて
おり、支持板の前方部分は、側面視略弓形形状に形成されている。従って、当該支持板は
、側面視矩形状の支持板等と比較して、前方に突出した形状を有しているため、仕切板と
しての機能を有することとなり、これにより、一のリールに対する照明光が隣接するリー
ルに至ることを防止することができる。しかも、単純に支持板のサイズを大きくすること
で仕切板としての機能を付与するわけではなく、支持板の前方部分を側面視略弓形形状に
形成することによりこのような機能を付与しているため、遊技者からの見た目にも支持板
が目立つわけではなく、遊技機の美観を損ねてしまうことも防止することができる。
【０６１６】
　上記支持板は、側面視略弓形形状の前方部と、側面視において該弓形を規定する円弧の
両端部から後方に向かって連続的に形成された形状（例えば、側面視略矩形状）の後方部
とにより構成することができる。なお、弓形とは、円弧と、当該円弧の端部同士を結んだ
弦とで囲まれた図形である。
【０６１７】
　また、上記支持板は、リールを直接支持するものであってもよく、他の部材を介してリ
ールを間接的に支持するものであってもよい。例えば、上記支持板は、リールを回転駆動
するモータ（ステッピングモータ）を取り付けるためのモータ取付板であってもよい。
【０６１８】
（２５－２）　複数種類の図柄が配されたリール（リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ）を複数備え
、前記リールに配された図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示手段（
リール装置ＲＵ）と、
　遊技者による操作に応じて開始指令信号を出力する開始指令手段（スタートレバーＤＤ
６等）と、
　前記開始指令手段から出力された前記開始指令信号を検出したことを契機として、前記
リールを回転させることにより、前記リールに配された図柄の変動表示を行う変動制御手
段（主制御基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等）と、
　遊技者による操作に応じて停止指令信号を出力する停止指令手段（停止ボタンＤＤ７Ｌ
，ＤＤ７Ｃ，ＤＤ７Ｒ等）と、
　前記停止指令手段から出力された前記停止指令信号に基づいて、前記リールの回転を停
止させることにより、前記リールに配された図柄を停止表示させる停止制御手段（主制御
基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等）と、
　前記図柄表示手段において停止表示された図柄を背後から照明する照明手段（バックラ
イトＲＲ４等）と、を備え、
　複数の前記リールのうち隣接する２つの前記リールの間には、前記リールを支持する支
持板（モータ取付板ＲＵ１１）が配置されており、
　前記支持板の前方部分は、側面視において前記リールと略同一形状に形成されている。
【０６１９】
　上記構成によれば、隣接する２つのリールの間にリールを支持する支持板が配置されて
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おり、支持板の前方部分は、側面視においてリールと略同一形状に形成されている。従っ
て、当該支持板は、側面視矩形状の支持板等と比較して、前方に突出した形状を有してい
るため、仕切板としての機能を有することとなり、これにより、一のリールに対する照明
光が隣接するリールに至ることを防止することができる。しかも、単純に支持板のサイズ
を大きくすることで仕切板としての機能を付与するわけではなく、支持板の前方部分を側
面視においてリールと略同一形状に形成することによりこのような機能を付与しているた
め、遊技者からの見た目にも支持板が目立つわけではなく、遊技機の美観を損ねてしまう
ことも防止することができる。
【０６２０】
　側面視においてリールと略同一形状に形成された上記支持板の前方部分は、対向するリ
ールの部分と略同一の大きさであり、両者は重なり合っていることが望ましい。すなわち
、一方の側面から見たときには、支持板の前方部分がリールによって略完全に覆われてお
り、他方の側面から見たときには、支持板の前方部分によって当該部分に対向するリール
の部分が略完全に覆われていることが望ましい。これにより、支持板に対して仕切板とし
ての機能を付与することと、遊技機の美観を維持することとを、バランスよく実現するこ
とができる。
【０６２１】
　例えば、上記支持板は、側面視においてリールの前方半分と重なり合った略半円形状の
前方部と、側面視において該半円を規定する円弧の両端部から後方に向かって連続的に形
成された形状（例えば、側面視略矩形状）の後方部とにより構成されていてもよい。
【０６２２】
（２６－１）　複数種類の図柄が配されたリール（リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ）を備え、前
記リールに配された図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示手段（リー
ル装置ＲＵ）と、
　遊技者による操作に応じて開始指令信号を出力する開始指令手段（スタートレバーＤＤ
６等）と、
　前記開始指令手段から出力された前記開始指令信号を検出したことを契機として、前記
リールを回転させることにより、前記リールに配された図柄の変動表示を行う変動制御手
段（主制御基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等）と、
　遊技者による操作に応じて停止指令信号を出力する停止指令手段（停止ボタンＤＤ７Ｌ
，ＤＤ７Ｃ，ＤＤ７Ｒ等）と、
　前記停止指令手段から出力された前記停止指令信号に基づいて、前記リールの回転を停
止させることにより、前記リールに配された図柄を停止表示させる停止制御手段（主制御
基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等）と、
　回転に伴う前記リールの基準位置からの変位の程度を特定するリール位置特定手段（主
制御基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４等）と、
　前記リールの回転に伴って所定の円周に沿って回転する検知片（検知片ＲＵ１１１２）
と、
　前記検知片を検出するセンサ（センサＲＵ１１２１）と、
　前記センサによる前記検知片の検知に基づいて前記リールが基準位置に至ったか否かを
特定する基準位置特定手段（主制御基板ＭＳ等）と、
を備え、
　前記センサは、前記リールを回転駆動するモータを取り付けるためのモータ取付板（モ
ータ取付板ＲＵ１１）に、台座部材（台座部材ＲＵ１１２２）を介して取り付けられてお
り、
　前記モータ取付板には、前記台座部材を前記モータ取付板に締結するための螺子（螺子
ＲＵ１１２４ａ・ＲＵ１１２４ｂ）を挿入可能な螺子挿入部（螺子孔ＲＵ１１ｃ・螺子孔
ＲＵ１１ｄ）が第１所定箇所及び第２所定箇所に設けられているとともに、前記第１所定
箇所と前記第２所定箇所とを結ぶ第１の直線（直線ＲＵＤＡ）と略垂直な第２の直線（直
線ＲＵＤＢ）上の２つの箇所であって前記第１の直線を境として互いに反対側に位置する
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第３所定箇所及び第４所定箇所に位置決め挿入部（嵌合孔ＲＵ１１ｅ・ＲＵ１１ｆ）が設
けられ、
　前記台座部材には、前記２つの箇所に設けられた前記位置決め挿入部に嵌挿可能な位置
決め突起部（突出部ＲＵ１１２２ｊ・ＲＵ１１２２ｋ）が設けられている。
【０６２３】
　従来、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールと、遊技メダルやコイン等
（「メダル等」）が投入され、遊技者によりスタートレバーが操作されたことを検出し、
複数のリールの回転の開始を要求するスタートスイッチと、複数のリールのそれぞれに対
応して設けられたストップボタンが遊技者により押されたことを検出し、該当するリール
の回転の停止を要求する信号を出力するストップスイッチと、複数のリールのそれぞれに
対応して設けられ、それぞれの駆動力を各リールに伝達するステッピングモータと、スタ
ートスイッチおよびストップスイッチにより出力された信号に基づいて、ステッピングモ
ータの動作を制御し、各リールの回転およびその停止を行うリール制御部とを備え、スタ
ートレバーが操作されたことを検出すると、乱数値に基づいて抽籤を行い、この抽籤の結
果（「内部当籤役」）とストップボタンが操作されたことを検出したタイミングとに基づ
いてリールの回転の停止を行う、いわゆるパチスロと称される遊技機が知られている。
【０６２４】
　このような遊技機では、リールの回転制御を正確に行うべく、リールと同軸で回転する
リールインデックスが設けられている（特開２００６－２６３２８４号公報参照）。リー
ルインデックスは所定の円周に沿って回転し、この回転経路上の１点を検出位置とするセ
ンサによってリールインデックスの通過が検出される。そして、リールインデックスが検
出された位置をリールの基準位置とし、この基準位置とステッピングモータの励磁ステッ
プ数とに基づいてリールの位置が算出される。
【０６２５】
　ところで、上記従来のリールインデックス検出用のセンサは、リールのモータを取り付
けるモータ取付板に、台座部材を介して配設されることが一般的である。これにより、セ
ンサは、リールインデックスの回転経路の近傍に配置される。しかしながら、台座部材の
モータ取付板への正確な位置決めが行われない場合、リール停止位置に基づいて決定され
る遊技結果の誤判定やセンサとリールインデックスとが接触することによる遊技機の破損
が発生する虞があった。
【０６２６】
　上記構成によれば、モータ取付板と台座部材との取り付けに際し、モータ取付版の第３
所定箇所及び第４所定箇所の位置決め挿入部に、台座部材の位置決め突起部を嵌挿させる
ことで、モータ取付板に対する台座部材の位置決めを行うことができ、その位置決めされ
た状態で螺子が螺子挿入部に挿入され、モータ取付板と台座部材とが螺子止め固定される
。モータ取付板に対する台座部材の位置は、２つの螺子挿入部と、２つの位置決め挿入部
との４か所で規制され、さらに２つの螺子挿入部を結ぶ第１の直線と、２つの位置決め挿
入部を結ぶ第２の直線とが垂直になるように設定されている。これにより、モータ取付板
に対する台座部材の位置にずれが生じることを防止することができる。さらに、螺子止め
は、２つの螺子挿入部の２箇所のみであるため、取り付け作業を簡易にすることができる
。その結果、モータ取付板に対する台座部材の取り付けを簡易かつ正確に位置決めして行
うことができ、遊技結果の誤判定や遊技機の破損を防止することが可能となる。
【０６２７】
（２６－２）　前記第３所定箇所及び前記第４所定箇所のうちの一方の箇所に設けられた
位置決め挿入部は、前記第２の直線方向が長手方向となる長穴状に形成されている。
【０６２８】
　上記構成によれば、第２の直線上に配置される２つの位置決め挿入部において、一方が
第２の直線方向が長手方向となる長穴状に形成されている。これにより、台座部材におい
て２つの位置決め突起部を成形する上での間隔の誤差を許容することができる。
【０６２９】
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　前記位置決め挿入部は、長手方向が、前記センサの検知位置における検知片の回転の接
線方向と略垂直にされている。
【０６３０】
　上記構成によれば、長手方向を有する嵌合孔において台座部材との位置ずれが生じたと
しても、センサによるリールの基準位置の誤検知を防止することが可能となっている。
【０６３１】
（２７－１）　複数種類の図柄が配されたリール（リールＲＬ，ＲＣ，ＲＲ）を備え、前
記リールに配された図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示手段（リー
ル装置ＲＵ）と、
　遊技者による操作に応じて開始指令信号を出力する開始指令手段（スタートレバーＤＤ
６等）と、
　前記開始指令手段から出力された前記開始指令信号を検出したことを契機として、前記
リールを回転させることにより、前記リールに配された図柄の変動表示を行う変動制御手
段（主制御基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等と、
　遊技者による操作に応じて停止指令信号を出力する停止指令手段（停止ボタンＤＤ７Ｌ
，ＤＤ７Ｃ，ＤＤ７Ｒ等）と、
　前記停止指令手段から出力された前記停止指令信号に基づいて、前記リールの回転を停
止させることにより、前記リールに配された図柄を停止表示させる停止制御手段（主制御
基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４、モータ駆動部ＲＵ１１３等）と、
　回転に伴う前記リールの基準位置からの変位の程度を特定するリール位置特定手段（主
制御基板ＭＳ、駆動制御基板ＲＵ１１４等）と、
　前記リールの回転に伴って所定の円周に沿って回転する検知片と、
　前記検知片を検出するセンサ（センサＲＵ１１２１）と、
　前記センサによる前記検知片の検知に基づいて前記リールが基準位置に至ったか否かを
特定する基準位置特定手段（主制御基板ＭＳ等）と、
を備え、
　前記リール位置特定手段は、
　前記センサは、前記リールを回転駆動するモータを取り付けるためのモータ取付板（モ
ータ取付板ＲＵ１１）に、台座部材（台座部材ＲＵ１１２２）を介して取り付けられてお
り、
　前記台座部材には、前記センサを前記台座部材に締結するための螺子（螺子ＲＵ１１２
３ａ・ＲＵ１１２３ｂ）を挿入可能な螺子挿入部（螺子孔ＲＵ１１２２ｃ・螺子孔ＲＵ１
１２２ｄ）が第１所定箇所及び第２所定箇所に設けられているとともに、前記第１所定箇
所と前記第２所定箇所とを結ぶ第１の直線（直線ＲＵＤＣ）と略垂直な第２の直線（直線
ＲＵＤＤ）上の２つの箇所であって前記第１の直線よりも前記センサが前記検知片を検出
する側に位置する第３所定箇所及び第４所定箇所に位置決め突起部（突出部ＲＵ１１２２
ｅ・ＲＵ１１２２ｆ）が設けられ、
　前記センサには、前記２つの箇所に設けられた前記位置決め突起部を嵌挿可能な位置決
め挿入部（嵌合孔ＲＵ１１２４ｅ・ＲＵ１１２４ｆ）が設けられている。
【０６３２】
　従来、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールと、遊技メダルやコイン等
（「メダル等」）が投入され、遊技者によりスタートレバーが操作されたことを検出し、
複数のリールの回転の開始を要求するスタートスイッチと、複数のリールのそれぞれに対
応して設けられたストップボタンが遊技者により押されたことを検出し、該当するリール
の回転の停止を要求する信号を出力するストップスイッチと、複数のリールのそれぞれに
対応して設けられ、それぞれの駆動力を各リールに伝達するステッピングモータと、スタ
ートスイッチおよびストップスイッチにより出力された信号に基づいて、ステッピングモ
ータの動作を制御し、各リールの回転およびその停止を行うリール制御部とを備え、スタ
ートレバーが操作されたことを検出すると、乱数値に基づいて抽籤を行い、この抽籤の結
果（「内部当籤役」）とストップボタンが操作されたことを検出したタイミングとに基づ
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いてリールの回転の停止を行う、いわゆるパチスロと称される遊技機が知られている。
【０６３３】
　このような遊技機では、リールの回転制御を正確に行うべく、リールと同軸で回転する
リールインデックスが設けられている（特開２００６－２６３２８４号公報参照）。リー
ルインデックスは所定の円周に沿って回転し、この回転経路上の１点を検出位置とするセ
ンサによってリールインデックスの通過が検出される。そして、リールインデックスが検
出された位置をリールの基準位置とし、この基準位置とステッピングモータの励磁ステッ
プ数とに基づいてリールの位置が算出される。
【０６３４】
　ところで、上記従来のリールインデックス検出用のセンサは、リールのモータを取り付
けるモータ取付板に、台座部材を介して配設されることが一般的である。これにより、セ
ンサは、リールインデックスの回転経路の近傍に配置される。しかしながら、センサの台
座部材への正確な位置決めが行われない場合、リール停止位置に基づいて決定される遊技
結果の誤判定やセンサとリールインデックスとが接触することによる遊技機の破損が発生
する虞があった。
【０６３５】
　上記構成によれば、台座部材とセンサとの取り付けに際し、台座部材の第３所定箇所及
び第４所定箇所の位置決め突起部を、センサの位置決め挿入部に嵌挿させることで、台座
部材に対するセンサの位置決めを行うことができ、その位置決めされた状態で螺子が螺子
挿入部に挿入され、台座部材とセンサとが螺子止め固定される。台座部材に対するセンサ
の位置は、２つの螺子挿入部と、２つの位置決め突起部との４か所で規制され、さらに２
つの螺子挿入部を結ぶ第１の直線と、２つの位置決め挿入部を結ぶ第２の直線とが垂直に
なるように設定されている。これにより、台座部材に対するセンサの位置にずれが生じる
ことを防止することができる。さらに、螺子止めは、２つの螺子挿入部の２箇所のみであ
るため、取り付け作業を簡易にすることができる。その結果、台座部材に対するセンサの
取り付けを簡易かつ正確に位置決めして行うことができ、遊技結果の誤判定や遊技機の破
損を防止することが可能となる。
【０６３６】
（２７－２）
　前記第１所定箇所及び前記第２所定箇所のうちの一方の箇所に設けられた螺子挿入部は
、前記第１の直線方向が長手方向となる長穴状に形成されている。
【０６３７】
　上記構成によれば、第１の直線上に配置される２つの螺子挿入部において、一方が第１
の直線方向が長手方向となる長穴状に形成されている。これにより、センサにおいて２つ
の螺子止め箇所を成形する上での間隔の誤差を許容することができる。
【０６３８】
　従来、特開２０１２－２４５２７９号公報に開示されているように、ボタンユニット装
着後に取付けられ、ボタンユニットの不正な取外しを防止する係止部材を備えた遊技機が
知られている。このような遊技機によれば、既存のボタンユニットに係止部材を取り付け
ることにより、既存のボタンユニットに変更を加えることなく、ボタンユニットの不正な
取外しを防止することができる。
【０６３９】
　しかしながら、ボタンユニットの不正な取外しを防止するために、新たな追加部品を取
り付けることは、追加部品分の収納スペースを遊技機内に確保する必要があり、適用する
ことが容易ではない場合があった。
【０６４０】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、部品の大型化を
抑えつつ、ボタンユニットの不正な取外しを防止することができる遊技機を提供すること
を目的とする。
【０６４１】
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　（２８－１）本発明の一つは、貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂを有するボタンベー
スＤＤ８１１と、
　押圧により貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂを摺動可能な第１部材ＤＤ８１２と、
　押圧により押し込まれた第１部材ＤＤ８１２を初期位置に復帰させるスプリングＤＤ８
１３と、
　発光部ＤＤ８１４ａ及び受光部ＤＤ８１４ｂを有するフォトセンサＤＤ８１４と、
　フォトセンサＤＤ８１４の発光部ＤＤ８１４ａと受光部ＤＤ８１４ｂとの間を遮断する
遮光片ＤＤ８１５１を有する第２部材ＤＤ８１５と、
を有する最大ＢＥＴボタンＤＤ８を備え、
　第２部材ＤＤ８１５は、
　貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂより大きい形状をしており、
　第１部材ＤＤ８１２における、貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂから延出した部分に
取付けられていることを特徴とする遊技機１である。
【０６４２】
　上記構成によれば、第２部材ＤＤ８１５が、ボタンベースＤＤ８１１に設けられた貫通
孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂより大きい形状をしており、貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８
１１ｂから延出した第１部材ＤＤ８１２の一部に取付けられている。これにより、第２部
材ＤＤ８１５が、第１部材ＤＤ８１２が貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂから抜けるの
を規制し、最大ＢＥＴボタンＤＤ８の不正な取外しを防止することができる。
　また、他の部材を採用していないため、部品の大型化を抑制することができる。
【０６４３】
　（２８－２）本発明は、上記遊技機１において、ボタンベースＤＤ８１１には２つの貫
通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂが形成されており、
　第１部材ＤＤ８１２は、２つの貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂを摺動可能な２つの
摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂを有し、
　第２部材ＤＤ８１５は、２つの貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂから延出した２つの
摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂの間を接続するように取付けられており
　遮光片ＤＤ８１５１は、第２部材ＤＤ８１５の、２つの貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１
１ｂから延出した２つの摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂの中間部分に設けられて
いることを特徴としている。
【０６４４】
　上記構成によれば、遮光片ＤＤ８１５１は、遊技者による第１部材ＤＤ８１２の押圧に
連動して、２つの摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂがボタンベースＤＤ８１１の２
つの貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂを摺動し、２つの貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１
１ｂから延出した２つの摺動部ＤＤ８１２４ａ・ＤＤ８１２４ｂの間に取付けられた第２
部材ＤＤ８１５の中間部分に設けられた遮光片ＤＤ８１５１が、発光部ＤＤ８１４ａと受
光部ＤＤ８１４ｂとの間を横切り遮断することができる。
【０６４５】
　（２８－３）第１部材ＤＤ８１２が、貫通孔ＤＤ８１１ａ・ＤＤ８１１ｂよりも大きい
形状をしていることにより、第１部材ＤＤ８１２が、第２部材ＤＤ８１５側に貫通孔ＤＤ
８１１ａ・ＤＤ８１１ｂから抜けるのを規制し、最大ＢＥＴボタンＤＤ８の不正な取外し
をより防止することができる。
【０６４６】
　従来、特開２００７－４４１９９号公報に開示されているように、前扉を上扉と下扉に
分離し、各々開閉可能にした遊技機が知られている。このような遊技機によれば、メダル
補給時（下扉の開閉）、メカリールの調整時（上扉の開閉）など、必要な箇所のみ開閉す
ることができ、遊技機の内部を不必要に外部に晒すことを防ぐことができる（セキュリテ
ィ性の向上）。
【０６４７】
　ところで、近年、遊技機の部品やリサイクル等を簡便にするために、操作デバイスや演
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出装置などのユニット化が行われている。
【０６４８】
　ここで、例えば、上扉に対応する筐体側のスペースにユニット化された演出装置が格納
されたりする。このようにすることで、機種変更やリサイクルの際の演出装置の交換を容
易にすることができる。
【０６４９】
　しかしながら、ユニット化された演出装置が大型である場合、機種変更やリサイクルの
際に、上扉（又は、下扉）が邪魔になる場合がある。
【０６５０】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、遊技機内部に収
納された装置をスムーズに出し入れすることができる遊技機を提供することを目的とする
。
【０６５１】
　（２９－１）本発明の一つは、
　キャビネットＧは、軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２と、係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４と、を有
し、
　キャビネットＧに対して開閉可能な上ドア機構ＤＵは、
　軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２に回転可能に重合し、且つ、軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２の軸線Ｕ
Ｈ１２１Ａに対してスライド可能な軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１と、
　上ドア機構ＤＵがキャビネットＧに対して所定の角度に開くまでは、係合凹部ＵＨ２３
・ＵＨ２４に係合し、軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１のスライドを規制し、上ドア機構Ｄ
ＵがキャビネットＧに対して所定の角度以上に開くと、係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４に対
する係合が解除される係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６と、
を有することを特徴とする遊技機１である。
【０６５２】
　上記構成によれば、上ドア機構ＤＵがキャビネットＧに対して所定の角度に開くまでは
、係合凸部ＵＨ１５・ＵＨ１６が係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４に係合し、軸受部ＵＨ１２
１・ＵＨ１３１が軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２の軸線ＵＨ１２１Ａに沿ってスライドするのを
規制する。これにより、軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２と軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１との重
合が解除されるのを規制し、上ドア機構ＤＵがキャビネットＧから取り外されるのをロッ
クすることができる。
　一方、上ドア機構ＤＵがキャビネットＧに対して所定の角度以上に開くと、係合凸部Ｕ
Ｈ１５・ＵＨ１６の係合凹部ＵＨ２３・ＵＨ２４に対する係合が解除され、軸受部ＵＨ１
２１・ＵＨ１３１が軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２の軸線ＵＨ１２１Ａに沿ってスライド可能と
なる。これにより、軸部ＵＨ２１・ＵＨ２２と軸受部ＵＨ１２１・ＵＨ１３１との重合が
解除され、上ドア機構ＤＵをキャビネットＧから取り外すことができるようになる。
　即ち、上ドア機構ＤＵをキャビネットＧに対して所定の角度以上に開放した場合にだけ
、上ドア機構ＤＵをキャビネットＧから取り外すことができる。
【０６５３】
　（２９－２）本発明は、上記遊技機１において、上ドア機構ＤＵは、キャビネットＧに
対して閉まった状態を閉状態とし、キャビネットＧに対して９０°開いた状態を開放状態
とした場合、所定の角度は、閉状態での上ドア機構ＤＵの角度よりも大きく、開放状態で
の上ドア機構ＤＵの角度である９０°よりも小さい値であることを特徴としている。
【０６５４】
　上記構成によれば、上ドア機構ＤＵを開放状態（９０°の開放）まで開かなくても、上
ドア機構ＤＵをキャビネットＧから取り外すことができる。
【０６５５】
（３０－１）筐体の前面側を開閉可能な扉と、
　前記扉の左端部に配置され、前記扉の左端領域に導光して発光させる左端発光機構と、
　前記扉の右端部に配置され、前記扉の右端領域に導光して発光させる右端発光機構と、
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　前記扉の中央部に配置され、光を出射する中央発光基板と、
　前記中央発光基板から出射された前記光を、前記左端領域側の左周辺領域及び前記右端
領域側の右周辺領域の少なくとも一方の領域に導光する導光機構と
を有する。
【０６５６】
　従来、可動体を動作させることにより演出を行うことが可能な演出装置を搭載した遊技
機が知られている（特開２００９－１７８２６８号公報参照）。このような遊技機によれ
ば、可動体の動きを通じて、液晶表示装置に表示された映像等だけでは得られ難い迫力の
ある演出を行うことができる。近年、このような演出装置を複数設け、演出効果をより高
めることが求められている。一般的に、遊技機は、遊技場における設置島に並べて設置さ
れるため、遊技機の大きさには制限がある。しかしながら、複数の演出装置を設けた場合
、従来からあるＬＥＤによる光の演出のための反射板や透光板を含む構成のためのスペー
スが十分に取れない虞があった。上記構成によれば、中央発光基板から出射された光を導
光機構により左周辺領域及び左周辺領域の少なくとも一方の領域に導光することによって
、左端発光機構や右端発光機構では導光し難い領域においても、発光させることができる
。これにより、限られたスペースの扉であっても、複数箇所の光の演出を、より高い演出
効果で行うことができる。
【０６５７】
（３０－２）前記中央発光基板は、上面及び下面に上側光源及び下側光源がそれぞれ設け
られており、
　前記上側光源からの光を前記中央部から離間した位置まで導光する上側導光機構と、前
記下側光源からの光を前記中央部から離間した位置まで導光する下側導光機構とを有する
。
【０６５８】
　上記構成によれば、中央発光基板における上面の上側光源と下面の下側光源とを用いて
上側導光機構及び下側導光機構により左周辺領域や右周辺領域を発光させることができる
ため、左周辺領域や右周辺領域をより広い範囲や場所に拡大することができる。これによ
り、限られたスペースの扉であっても、複数箇所の光の演出を、より高い演出効果で行う
ことができる。
【０６５９】
（３０－３）　筐体の前面側を開閉可能な扉（上ドア機構ＵＤ）と、
　前記扉の左端部に配置され、前記扉の左端領域を面状に発光させる左端発光機構ＨＡ２
と、
　前記扉の右端部に配置され、前記扉の右端領域を面状に発光させる右端発光機構ＨＡ３
と、
　前記扉の中央部に配置された中央発光機構ＨＡ４とを有し、
　前記中央発光機構は、
　上面及び下面に上側光源及び下側光源がそれぞれ設けられた中央発光基板（トップレン
ズ中ＬＥＤ基板ＨＡ４１１）と、
　前記中央発光基板の上面に設けられた前記上側光源からの光を上側導光領域に導光して
面状に発光させる上側導光機構（左導光レンズＨＡ４１３、右導光レンズＨＡ４１４）と
、
　前記中央発光基板の下面に設けられた前記下側光源からの光を下側導光領域に導光して
面状に発光させる下側導光機構（右ダウンライトレンズＨＡ４１５、左ダウンライトレン
ズ）と
を有する。
【０６６０】
　上記構成によれば、中央発光機構の中央発光基板が上面及び下面に上側光源及び下側光
源をそれぞれ有し、これらの光源が上側導光機構及び下側導光機構によりそれぞれ上側導
光領域及び下側導光領域を面状に発光させる。これにより、左端発光機構による左端領域
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及び右端発光機構による右端領域に加えて、一箇所の中央発光機構により上側導光領域及
び下側導光領域を発光させることができることから、限られたスペースの扉であっても、
複数箇所の光の演出を、より高い演出効果で行うことができる。
【０６６１】
（３０－４）　前記上側導光機構及び前記下側導光機構は、前記中央発光基板を中心とし
て左右対称に配置されている。
【０６６２】
　上記構成によれば、上側導光領域と下側導光領域とが中央発光基板を中心として左右対
称に存在することから、限られたスペースの扉であっても、複数箇所の光の演出を、より
高い演出効果で行うことができる。
【０６６３】
（３０－５）　前記上側導光機構は、前記中央発光基板の上面及び前記上側光源を覆う上
側リフレクタ（トップレンズ中リフレクタＨＡ４１２、トップレンズ中ＬＥＤ基板隠し部
材ＨＡ１６）と、当該上側リフレクタと前記中央発光基板との隙間の右側及び左側にそれ
ぞれ配置され、前記上側導光領域まで配置された上側導光レンズ（左導光レンズＨＡ４１
３、右導光レンズＨＡ４１４）とを有しており、
　前記下側導光機構は、前記中央発光基板の下面及び前記下側光源を覆う下側リフレクタ
と、当該下側リフレクタ（トップレンズ中リフレクタＨＡ４１２、トップレンズ中ＬＥＤ
基板隠し部材ＨＡ１６）と前記中央発光基板との隙間の側方に配置され、前記下側導光領
域まで配置された下側導光レンズ（（右ダウンライトレンズＨＡ４１５、左ダウンライト
レンズ）とを有する。
【０６６４】
　上記構成によれば、複数箇所の光の演出をリフレクタと導光レンズという簡単な構成に
より実現することができる。
【０６６５】
（３０－６）　前記上側導光機構は、前記扉の左端領域及び前記右端領域から中心側の各
領域を前記上側導光領域として発光させるように配置されており、
　前記下側導光機構は、扉の左側上部及び右側上部にそれぞれ配置された上部スピーカの
上方の各領域を下側導光領域として発光させるように配置されている。
【０６６６】
　上記構成によれば、左端発光機構及び右端発光機構によっては十分に発光させることが
できない領域を上側導光機構及び下側導光機構により発光させることができる。
【０６６７】
（３１－１）　筐体（筐体２）前面の中央に配置される演出装置（スクリーン機構Ｄ）と
前記演出装置の側方に配置される発光ユニット（左パネル機構ＨＪ）とを有する遊技機で
あって、
　前記発光ユニットは、
　前記筐体の前面方向側と後面方向側とへ光を照射可能な光源装置（左ＬＥＤ基板ＨＪ１
）と、
　前記前面方向側への光を２つに区分し、一方に区分された光を前記筐体の一方の側面方
向へ導光する仕切り部材（仕切り機構ＨＪ２）と、
　前記筐体の一方の側面の一部を構成し、前記仕切り部材によって導光された前記一方に
区分された光を透過させる側面透光部材（左上側面レンズＨＪ３）と、
　前記筐体の前面の一部を構成し、前記仕切り部材によって他方に区分された光を透過さ
せる前面透光部材（左下レンズＨＪ）と、
　前記後面方向側への光を前記演出装置が配置された方向へ導光させる内側導光部材（内
側導光部材ＨＪ５）と、
を有する。
【０６６８】
　従来、可動体を動作させることにより演出を行うことが可能な演出装置を搭載した遊技
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機が知られている（特許文献１参照）。このような遊技機によれば、可動体の動きを通じ
て、液晶表示装置に表示された映像等だけでは得られ難い迫力のある演出を行うことがで
きる。近年、このような演出装置を複数設け、演出効果をより高めることが求められてい
る。
【０６６９】
　一般的に、遊技機は、遊技場における設置島に並べて設置されるため、遊技機の大きさ
には制限がある。しかしながら、複数の演出装置や大きいスペースを占有する演出装置を
設けた場合、従来からあるＬＥＤによる光の演出のための反射板や透光板を含む構成のた
めのスペースが十分に取れない虞があった。
【０６７０】
　上記構成によれば、光源装置から筐体の前面方向側へ出射される光は２区分され、一方
が仕切り部材によって筐体の一方の側面方向へ導光されて側面透光部材から透過され、他
方が前面透光部材から透過される。また、光源装置から筐体の後面方向側へ出射される光
は、導光部材によって演出装置側へ導光される。これにより、発光ユニットを側面側に設
けるのみで、遊技機筐体の前面、側面からの演出光を実現できるだけでなく、演出装置側
への光の照射が可能となる。その結果、遊技機における演出光に係る構成を省スペース化
することができ、演出装置の拡大化を許容することができる。
【０６７１】
（３１－２）　前記内側導光部材は、
　光を透過可能であり、前記光源装置の後面方向側への光が入射され、当該入射位置から
前記演出装置の前面の周縁まで配設された透光部材（左導光板ＨＪ５１）と、
　前記透光部材の背面側へ係合して配設された反射部材（左ＬＥＤ基板カバーＨＪ５２）
と、
を有し、
　前記透光部材は、
　前記光源装置へ突出された形状を有し、前記光源装置の後面方向側への光の進行方向に
配置され、前記光源装置の後面方向側への光が入射される突出部（突出部ＨＪ５１１ａ）
と、
　前記透光部材の前記反射部材に係合される壁面であり、前記突出部に入射された光の進
行方向に配置され、反射面が前記演出装置側へ向く方向へ傾斜され突出部に入射された光
を前記演出装置方向へ反射する傾斜面（傾斜面ＨＪ５１１ｃ）と、
　前記傾斜面によって反射された光が進行され、当該光の進行方向に対して屈曲した形状
を有する光路部（光路部ＨＪ５１２）と、
　前記光路部の前記光の進行方向端部に形成され、前面視断面がジグザグ形状を有する発
光部（発光部ＨＪ５１３）と、
を有している。
【０６７２】
　上記構成によれば、光源装置の後面方向側への光は、突出部に入射された後に反射部に
よって進行方向が演出装置側へ変更されることになる。反射部は、反射部材が係合して配
設されるため、光が内側導光部材内に反射されることになる。そして、反射された光は、
屈曲した形状を有する光路部を通過した後、ジグザグ形状の発光部に達する。これにより
、発光部では乱屈折される。これにより、発光装置の光源から進行する光が様々に外部へ
出射されるため演出性を高めることができる。
【０６７３】
（３２－１）　筐体上面の前面側の角位置に配設される角部透光部材（左上パネル機構Ｈ
Ｂ）と、
　前記角部透光部材の後方に位置する支持部材（パネルベースＨＨ）と、
　前記角部透光部材に隣接し、当該隣接箇所が係合する外壁部材（トップレンズカバーＨ
Ａ１１）と、
を有し、
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　前記角部透光部材は、
　後面側位置において、支持部材から前面方向へ突出するように配設された突出部（タイ
トねじＨＨ４）が嵌め込まれる嵌合部（嵌合部ＨＢ１１）と、
　前記嵌合部よりも前面側の前記隣接箇所に配置され、前記嵌合部の嵌め込み方向と異な
る方向であり当該配置箇所から前記外壁部材へ向かう方向へ突出し、前記外壁部材に形成
された切欠部（切欠部ＨＡ１１１・ＨＡ１１２・ＨＡ１１３）に係合する係止片（係止片
ＨＢ１２・ＨＢ１３・ＨＢ１４）と、
を有している。
【０６７４】
　従来、種々の演出を行うことが可能な演出装置を搭載した遊技機が知られている。例え
ば、特開２０１３－０１３６８５号公報では、可動体の動きを通じて、液晶表示装置に表
示された映像等だけでは得られ難い迫力のある演出を図っている。このような遊技機では
、遊技機の側面や前面の一部などを透光部材で構成し、これを遊技機内部側からの光源で
照射することで演出効果をより高めることが知られている。
【０６７５】
　しかしながら、簡易に螺子等の固着部材によって固定した場合、透光部材は光を透過す
るため、固着部材が外部から視認され、遊技機の美観が著しく損ねられるという問題があ
った。また、外部から視認され難い箇所まで透光部材を延在させて固着部材で固定した場
合、上記従来のような複数の演出装置や大きいスペースを占有する演出装置の設置が制限
されるという問題があった。
【０６７６】
　上記構成によれば、透光部材は外壁部材と係合した状態で隣接すると共に、透光部材の
係止片が外壁部材の切欠部に係合した状態となる。そして、支持部材から前面方向に突出
部が配設されることで、透光部材の嵌合部に突出部が嵌め込まれる。突出部が透光部材の
嵌合部に嵌め込まれているため、透光部材の鉛直方向への移動が規制される。さらに、突
出部における嵌め込み方向と、係止片の突出方向とは、異なるように配設されているため
、透光部材は、支持部材と外壁部材により水平方向への移動が規制される。その結果、透
光部材は、簡易に固着部材を用いず、遊技機の美観を損ねることなく遊技機に取り付ける
ことができる。
【０６７７】
（３２－２）
　前記角部透光部材を鉛直方向に支持するフレーム部材（フレーム部ＨＢ２）をさらに有
し、
　前記角部透光部材は、鉛直下側位置において、前記フレーム部材に沿って前記フレーム
部材の後方位置まで延在し、自身の前方方向への移動を規制する規制部（規制部ＨＢ２１
）を有している
【０６７８】
　上記構成によれば、透光部材はフレーム部材により鉛直方向に支持されるため、突出部
や、突出部が嵌め込まれる嵌合部に対する鉛直方向への応力を軽減することができる。さ
らに、フレーム部材の後方位置に透光部材の規制部が配置されるため、透光部材自身の前
方への移動が規制され、係止片や切欠部に対する水平方向への応力を軽減することができ
る。これにより、透光部材や透光部材に関連する構造の劣化を軽減することができる。
【０６７９】
（３３－１）　筐体の前面側を開閉可能な扉と、
　前記扉の上部から前方に突出された装飾凸部とを有しており、
　前記装飾凸部が、光を拡散させて前記装飾凸部表面から均一に放出させるシームレス構
造の導光板（トップレンズ導光板ＨＡ１４）を、前記装飾凸部の前端から後端に亘って設
けられた装飾ユニットＨＡ１により形成されている。
【０６８０】
　従来、特開２０１２－２４５２７９号公報に開示されているように、前扉に演出装置が
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設けられた遊技機が知られている。このような遊技機によれば、演出装置を用いて種々の
演出を行うことが可能であり、遊技の興趣を向上させることができる。前扉は遊技者に対
向することから、遊技者との接触により外力を受け易い状態にあるため、耐久性を担保す
る必要があるが、演出装置の配置やデザイン性を重視すると、前扉の耐久性が低下すると
いう問題点があった。特に、前面に突出する凸部を設けた場合、接触の可能性が高まるた
め、より耐久性が求められていた。
【０６８１】
　上記構成によれば、複数の部品を接合して装飾ユニットの導光板とした場合は、部品間
の導光片の繋ぎ目部分に負荷が集中することになるが、シームレス構造の導光板であれば
、負荷が一部分に集中するという事態を回避することができる。これにより、シームレス
構造の導光板を備えた装飾ユニットにより形成された装飾凸部は、全体として大きな剛性
及び強度を有するため、遊技機の前方に位置する遊技者との接触等により外力が付与され
た場合でも、変形や破損を起こし難いものになり、結果として扉の耐久性を高いものにす
ることが可能になっている。
【０６８２】
（３３－２）　前記装飾ユニットは、
　前記扉のフレームに接続されたトップレンズ導光板ベースＨＡ１５と、前記光を外部に
透過させるトップレンズカバーＨＡ１１とで中空部を形成し、当該中空部に前記導光板を
収容しており、
　前側領域が下方に湾曲され、且つ、前記扉側から前端側にかけて左右方向の幅が減少さ
れ、前端中央部に頂点を有した形状に形成されており、
　前記前側領域の裏面と前記扉のフレームとが、水平配置された装飾ユニット支持機構に
より連結されている。
【０６８３】
　上記構成によれば、トップレンズ導光板ベースとトップレンズカバーとで形成された中
空部に導光板を収容することによって、トップレンズ導光板ベースとトップレンズカバー
と導光板とを単純に積層して板状にした場合よりも剛性の高い装飾凸部を形成することが
できる。また、扉のフレームに連結された後端部から遠ざかる前端部に近づくに従って曲
げモーメントが増大するが、前端部側の左右方向の幅を減少させて重量を減少させること
によって、前側領域の剛性及び強度を高めることが可能になっている。また、下方に湾曲
された装飾ユニットの前側領域の裏面が、水平配置された装飾ユニット支持機構を介して
扉のフレームに連結されることによって、装飾ユニットの前側領域の裏面が装飾ユニット
支持機構により水平方向に支持され、前側領域が前後方向に大きな剛性及び強度を有する
ことになる。これにより、装飾ユニットにより形成された装飾凸部に対して遊技者等から
外力が付与された場合でも、変形や破損し難いものになり、結果として扉の耐久性を高い
ものにすることが可能になっている。
【０６８４】
（３３－３）　筐体の前面側を開閉可能な扉と、
　前記扉の上部から前方に突出された装飾凸部とを有しており、
　前記装飾凸部は、
　前記扉のフレームに接続されたトップレンズ導光板ベースと、光を拡散させて表面から
均一に放出するトップレンズ導光板ＨＡ１４と、前記光を外部に透過させるトップレンズ
カバーとを有し、
　前記扉側から前端側にかけて左右方向の幅が減少され、前端中央部に頂点を有した形状
に形成された装飾ユニットを有している。
【０６８５】
　上記構成によれば、扉のフレームに連結された後端部から遠ざかる前端部に近づくに従
って曲げモーメントが増大するが、前端部側の左右方向の幅を減少させて重量を減少させ
ることによって、剛性及び強度を高めることが可能になっている。これにより、装飾凸部
は、前側領域が大きな剛性及び強度を有するため、遊技機の前方に位置する遊技者との接
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触等により外力が付与された場合でも、変形や破損を起こし難いものになり、結果として
扉の耐久性を高いものにすることが可能になっている。
【０６８６】
（３３－４）　前記装飾ユニットは、
　前記トップレンズ導光板ベースと前記トップレンズカバーとで中空部を形成し、当該中
空部にトップレンズ導光板を収容している。
【０６８７】
　上記構成によれば、トップレンズ導光板ベースとトップレンズカバーとで形成された中
空部にトップレンズ導光板を収容することによって、トップレンズ導光板ベースとトップ
レンズカバーとトップレンズ導光板とを単純に積層して板状にした場合よりも断面二次モ
ーメントの大きな形態となるため、剛性の高い装飾凸部を形成することができる。
【０６８８】
（３３－５）　前記装飾ユニットは、前側領域が下方に湾曲されており、
　前記装飾ユニットにおける前記前側領域の裏面と前記扉のフレームとを、水平配置され
た装飾ユニット支持機構により連結している。
【０６８９】
　上記構成によれば、下方に湾曲された装飾ユニットの前側領域の裏面が、水平配置され
た装飾ユニット支持機構を介して扉のフレームに連結されることによって、装飾ユニット
の前側領域の裏面が装飾ユニット支持機構により水平方向に支持された状態になる。これ
により、装飾ユニット及び装飾ユニット支持機構を有した装飾凸部は、前側領域が前後方
向に大きな剛性及び強度を有するため、遊技機の前方に位置する遊技者との接触等により
外力が付与された場合でも、変形や破損を起こし難いものになり、結果として扉の耐久性
を高いものにすることが可能になっている。
【０６９０】
（３３－６）　前記装飾凸部の後方には、照射光を斜め下後方に配置されたすスクリーン
装置Ｃ方向に出射する照射光装置Ｂが配置されている。
【０６９１】
　上記構成によれば、装飾凸部の後方に大きなスペースを確保することができるため、照
射光装置のサイズや配置の自由度を拡大することができると共に、装飾凸部の剛性及び強
度が高いため、照射光装置を十分に保護することができる。
【０６９２】
　上述した第１及び第２実施形態に係る遊技機１によれば、プロジェクタ機構Ｂ２、並び
に、固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、及び、リールスクリーン機構
Ｆ１は、表示ユニットＡにおける所定の位置で固定されている。一方で、ミラー機構Ｂ３
には、光の反射方向を調整するための螺子が設けられており、当該螺子は、キャビネット
２１の開口側に向けて露出している。従って、表示ユニットＡが遊技機１のキャビネット
２１に設置された後であっても、上ドア機構ＵＤを開けた状態で、螺子を緩めたり締めた
りすることにより、光の反射方向（角度）を調整することができる。これにより、プロジ
ェクタ機構Ｂ２により投影される映像の位置が適切でない場合であっても、投影位置を調
整することができる。
【０６９３】
　上述した第１及び第２実施形態では、プロジェクタ機構Ｂ２、ミラー機構Ｂ３、並びに
、固定スクリーン機構Ｄ、フロントスクリーン機構Ｅ１、及び、リールスクリーン機構Ｆ
１は、ユニット化されていることとして説明した。しかし、プロジェクタ機構、ミラー機
構、及び、各種スクリーンは、ユニット化せずに、遊技機の本体部に直接取り付けられる
こととしてもよい。
【０６９４】
　また、上述した第１及び第２実施形態では、本発明をパチスロ遊技機に適用した場合に
ついて説明したが、本発明は、他の遊技機（例えば、パチンコ遊技機やスロットマシン等
）に適用することも可能である。



(124) JP 2016-83158 A 2016.5.19

10

20

30

40

【０６９５】
　以上、本発明の第１及び第２実施形態を説明したが、具体例を例示したに過ぎず、特に
本発明を限定するものではなく、各手段等の具体的構成は、適宜設計変更可能である。ま
た、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙した
に過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたものに限定されるもので
はない。
【０６９６】
　また、上述した詳細な説明では、本発明をより容易に理解できるように、特徴的部分を
中心に説明した。本発明は、上述した詳細な説明に記載する実施形態に限定されず、その
他の実施形態にも適用することができ、その適用範囲は多様である。また、本明細書にお
いて用いた用語及び語法は、本発明を的確に説明するために用いたものであり、本発明の
解釈を制限するために用いたものではない。また、当業者であれば、本明細書に記載され
た発明の概念から、本発明の概念に含まれる他の構成、システム、方法等を推考すること
は容易であると思われる。従って、請求の範囲の記載は、本発明の技術的思想の範囲を逸
脱しない範囲で均等な構成を含むものであるとみなされなければならない。また、要約書
の目的は、特許庁及び一般的公共機関や、特許、法律用語又は専門用語に精通していない
本技術分野に属する技術者等が本出願の技術的な内容及びその本質を簡易な調査で速やか
に判定し得るようにするものである。従って、要約書は、請求の範囲の記載により評価さ
れるべき発明の範囲を限定することを意図したものではない。また、本発明の目的及び本
発明の特有の効果を十分に理解するために、すでに開示されている文献等を充分に参酌し
て解釈されることが望まれる。
【０６９７】
　上述した詳細な説明は、コンピュータで実行される処理を含むものである。以上での説
明及び表現は、当業者が最も効率的に理解することを目的として記載している。本明細書
では、１の結果を導き出すために用いられる各処理は、自己矛盾がない処理として理解さ
れるべきである。また、各処理では、電気的又は磁気的な信号の送受信、記録等が行われ
る。各処理における処理では、このような信号を、ビット、値、シンボル、文字、用語、
数字等で表現しているが、これらは単に説明上便利であるために用いたものであることに
留意する必要がある。また、各処理における処理は、人間の行動と共通する表現で記載さ
れる場合があるが、本明細書で説明する処理は、原則的に各種の装置により実行されるも
のである。また、各処理を行うために要求されるその他の構成は、以上の説明から自明に
なるものである。
【符号の説明】
【０６９８】
１　遊技機
２１　キャビネット
Ａ　表示ユニット
Ｂ　照射光装置
Ｃ　スクリーン装置
Ｄ　固定スクリーン機構
Ｅ１　フロントスクリーン機構
Ｆ１　リールスクリーン機構
ＵＤ　上ドア機構
ＤＤ　下ドア機構
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