
JP 5042115 B2 2012.10.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側に遊技領域が設けられる透明板と、この透明板の裏側に取り付けられ、該透明板の
周縁部を覆う裏ユニットとを有する遊技盤を備え、該裏ユニットの裏側に設けた設置領域
に、各種図柄を表示可能な図柄表示装置が配設されると共に、該裏ユニットで画成される
可視表示部を介して、図柄表示装置の表示部を遊技盤の前側から視認し得るよう構成され
た遊技機において、
　前記遊技領域に臨ませて前記透明板に設けられた始動入賞口と、
　前記始動入賞口の近傍に位置させて、前記透明板の後側に設けられた可動体とを備え、
　前記可動体は、
　前記裏ユニットに組み付けられるベース部材に、回転軸が透明板の板面に沿う方向へ回
動可能に軸支された本体部と、
　前記本体部に設けられ、該本体部から前記透明板の板面に沿う方向へ延出する透明な延
出部と、
　前記本体部に設けられ、前記延出部における該本体部からの延出方向へ光を照射するよ
う設けられた発光手段と、
　前記延出部に設けられ、前記発光手段から照射された光を前側へ反射する反射部と、
　前記本体部の前壁に設けられ、前記発光手段の光を視認可能な開口部とを備えている
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
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　前記設置領域の外側に設けられた駆動手段と、この駆動手段と前記回転軸との間に介在
する伝達機構とを備え、前記可動体は駆動手段により駆動される伝達機構によって回動さ
れる請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記透明板には、取り込んだ遊技球を左右方向に転動すると共に、下方に位置する始動
入賞口に誘導するステージ部材が設けられ、
　前記可動体は、前記ステージ部材の下方であって、前記透明板に配設された遊技釘によ
り前記始動入賞口に遊技球を誘導するよう形成された流下経路に重なる位置に配置される
請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記ベース部材は、前記遊技領域の下部に配置されると共に、左右に離間して一対の可
動体が設けられ、
　前記始動入賞口を備えて前記透明板を貫通して設けられる始動入賞装置が挿通するベー
ス開口が、前記ベース部材における一対の可動体の間に設けられる請求項１～３の何れか
一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記本体部は、
　前記開口部が設けられた前壁および該前壁の周縁から後方へ突出する周壁とを備え、前
記延出部が挿通される取付開口が周壁に設けられると共に、該延出部の取付端部に側方へ
突出形成された取付部を保持する保持部が内側に設けられた外部材と、
　前記取付開口に臨んで設けられた発光手段開口を前記延出部の取付端部に対向させて前
記保持部との間に前記取付部を保持すると共に、前記発光手段を発光手段開口に臨ませて
支持する内側保持部を備え、前記外部材の内側に後方から嵌め合わされる内部材とから構
成され、
　前記取付部は、前記延出部の延出方向と交差する側方に並べて設けられた複数の前記開
口部のなかで外側方に位置する開口部に整合している請求項１～４の何れか一項に記載の
遊技機。
【請求項６】
　前記外部材は、回転軸の前端が接続されると共に、該内部材の内側保持部に支持された
前記発光手段の後側への移動を規制する伝達機構のギヤが該回転軸の後端に接続され、
　前記本体部は、前記伝達機構を介して駆動手段としてのモータで回動される請求項５記
載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、可動体を設けた遊技盤を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば遊技機の代表例の一つであるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に
パチンコ球が打ち出される遊技領域が画成されて、該遊技盤における遊技領域の裏側に、
各種図柄を変動表示して図柄変動演出を行なう液晶パネルが用いられた図柄表示装置が配
設される。またパチンコ機は、遊技盤に形成した開口部等を介して図柄表示装置の表示面
を前側から視認し得るよう構成される。この種のパチンコ機では、遊技盤の前面側に、遊
技領域に打ち出されたパチンコ球が入賞可能な入賞装置が配設され、該入賞装置へのパチ
ンコ球の入賞により図柄表示装置での図柄変動演出が開始されるよう構成されている。そ
して、パチンコ機では、図柄変動演出の結果として図柄表示装置に所定の組合わせで図柄
が停止すると、遊技者に有利な所謂大当りが発生するようになっている。
【０００３】
　近年のパチンコ機は、前記図柄表示装置で行なわれる図柄変動演出の多様化やインパク
トを高め、遊技の面白みを増大させることを目的として、前記遊技盤に対して大型の図柄
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表示装置が配設される傾向が強くなっている。特に、遊技盤を合成樹脂製の透明板とこの
透明板の裏側に取り付けた裏ユニットで形成した、所謂「透明遊技盤」が設けられたパチ
ンコ機では、遊技盤の裏側の大部分が図柄表示装置で覆われて、図柄表示装置に表示され
た画面表示により、遊技盤の盤面の装飾を行なうようになっている(例えば、特許文献１
参照)。
【０００４】
　前記パチンコ機には、遊技に際して図柄表示装置に表示される図柄や装飾等に合わせて
所定の動作を行なわせて興趣を高めることを目的として、キャラクターや演出に応じた可
動体が配設されている(例えば、特許文献２参照)。
【特許文献１】特開２００６－２３０６４３号公報
【特許文献２】特開２００６－１３６４２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記特許文献２に開示の演出装置の如く、遊技盤の遊技領域に可動体を配設する構成で
は、可動体が遊技領域を流下する遊技球の流れに影響を与えないことが求められることが
ある。このため、可動体の配設位置が制限され、意図する演出効果が得られない場合があ
る。特に、遊技領域における始動入賞口の近傍に可動体を配設する場合には、配設位置の
制限が一層厳しくなり、実際のところ始動入賞口の近傍に可動体を配設することはできな
かった。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを好適
に解決するべく提案されたものであって、可動体による演出効果を向上した遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明の遊技機は
、
　前側に遊技領域(40a)が設けられる透明板(41)と、この透明板(41)の裏側に取り付けら
れ、該透明板(41)の周縁部を覆う裏ユニット(51)とを有する遊技盤(40)を備え、該裏ユニ
ット(51)の裏側に設けた設置領域(S)に、各種図柄を表示可能な図柄表示装置(30)が配設
されると共に、該裏ユニット(51)で画成される可視表示部(52)を介して、図柄表示装置(3
0)の表示部を遊技盤(40)の前側から視認し得るよう構成された遊技機において、
　前記遊技領域(40a)に臨ませて前記透明板(41)に設けられた始動入賞口(43a)と、
　前記始動入賞口(43a)の近傍に位置させて、前記透明板(41)の後側に設けられた可動体(
152)とを備え、
　前記可動体(152)は、
　前記裏ユニット(51)に組み付けられるベース部材(144)に、回転軸(158)が透明板(41)の
板面に沿う方向へ回動可能に軸支された本体部(153)と、
　前記本体部(153)に設けられ、該本体部(153)から前記透明板(41)の板面に沿う方向へ延
出する透明な延出部(156)と、
　前記本体部(153)に設けられ、前記延出部(156)における該本体部(153)からの延出方向
へ光を照射するよう設けられた発光手段(160)と、
　前記延出部(156)に設けられ、前記発光手段(160)から照射された光を前側へ反射する反
射部(157)と、
　前記本体部(153)の前壁(154a)に設けられ、前記発光手段(160)の光を視認可能な開口部
(159)とを備えていることを特徴とする。
　請求項１に係る発明によれば、可動体を透明板の後側に配置したので、透明板の前側に
設けられた遊技領域を流下する遊技球の動きに可動体が影響を与えない。すなわち、可動
体の配設位置が遊技球との関係で制限されることはなく、可動体を遊技者が注視している
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始動入賞口の近傍に配置することができる。
【０００８】
　請求項２に係る発明では、前記設置領域(S)の外側に設けられた駆動手段(166)と、この
駆動手段(166)と前記回転軸(158)との間に介在する伝達機構(168)とを備え、前記可動体(
152)は駆動手段(166)により駆動される伝達機構(168)によって回動されることを要旨とす
る。
　請求項２に係る発明によれば、可動体を伝達機構を介して駆動手段で回動する構成であ
るので、駆動手段を設置領域の外側に設けることができる。
【０００９】
　請求項３に係る発明では、前記透明板(41)には、取り込んだ遊技球を左右方向に転動す
ると共に、下方に位置する始動入賞口(43a)に誘導するステージ部材(64)が設けられ、
　前記可動体(152)は、前記ステージ部材(64)の下方であって、前記透明板(41)に配設さ
れた遊技釘(47)により前記始動入賞口(43a)に遊技球を誘導するよう形成された流下経路(
41b)に重なる位置に配置されることを要旨とする。
　請求項３に係る発明によれば、流下経路を始動入賞口へ向けて誘導される遊技球の動き
と可動体の動作とを関連付けることができる。
【００１０】
　請求項４に係る発明では、前記ベース部材(144)は、前記遊技領域(40a)の下部に配置さ
れると共に、左右に離間して一対の可動体(152,152)が設けられ、
　前記始動入賞口(43a)を備えて前記透明板(41)を貫通して設けられる始動入賞装置(43)
が挿通するベース開口(148a)が、前記ベース部材(144)における一対の可動体(152,152)の
間に設けられることを要旨とする。
　請求項４に係る発明によれば、始動入賞口の左右に可動体を設けることで、始動入賞口
へ向けて誘導される遊技球の動きと可動体の動作との関連性を印象付けることができる。
【００１１】
　請求項５に係る発明では、前記本体部(153)は、
　前記開口部(159)が設けられた前壁(154a)および該前壁(154a)の周縁から後方へ突出す
る周壁(154b)とを備え、前記延出部(156)が挿通される取付開口(154c)が周壁(154b)に設
けられると共に、該延出部(156)の取付端部に側方へ突出形成された取付部(156a)を保持
する保持部が内側に設けられた外部材(154)と、
　前記取付開口(154c)に臨んで設けられた発光手段開口(155a)を前記延出部(156)の取付
端部に対向させて前記保持部との間に前記取付部(156a)を保持すると共に、前記発光手段
(160)を発光手段開口(155a)に臨ませて支持する内側保持部を備え、前記外部材(154)の内
側に後方から嵌め合わされる内部材(155)とから構成され、
　前記取付部(156a)は、前記延出部(156)の延出方向と交差する側方に並べて設けられた
複数の前記開口部(159)のなかで外側方に位置する開口部(159)に整合していることを要旨
とする。
　請求項５に係る発明によれば、外部材と内部材とにより延出部を適切に保持し得る。
【００１２】
　請求項６に係る発明では、前記外部材(154)は、回転軸(158)の前端が接続されると共に
、該内部材(155)の内側保持部に支持された前記発光手段(160)の後側への移動を規制する
伝達機構(168)のギヤ(169)が該回転軸(158)の後端に接続され、
　前記本体部(153)は、前記伝達機構(168)を介して駆動手段としてのモータ(166)で回動
されることを要旨とする。
　請求項６に係る発明によれば、伝達機構のギヤを用いて本体部に取り付けた発光手段を
位置規制することで、発光手段の支持構造を簡略化できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、可動体を遊技者が注視している始動入賞口の近傍に配置
することで、可動体の動作による演出効果を向上し得る。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照して以下に
説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なうパチンコ機
を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「右」と
は、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を正面側(遊技者側)から見た状態
で指称する。
【実施例】
【００１５】
(パチンコ機について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
示しない設置枠台に設置される矩形枠状の外枠１１の開口前面側に、遊技盤４０を着脱可
能に保持する中枠１２が開閉および着脱可能に組み付けられている。またパチンコ機１０
は、遊技盤４０の裏側に対して、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置３０が着脱し得
るよう構成される(図３,４,８,９参照)。中枠１２の前面側には、遊技盤４０を透視保護
するガラス板１３ａを備えた前枠１３が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１３の
下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１４が開閉可能に組み付けられる。なお、実施例
では、前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１５が一体的に組み付け
られており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１５も一体的に開閉するよう構成され
る。
【００１６】
(中枠について)
　図２に示すように、前記中枠１２は、上縁をなす上枠部材２０と、下縁をなし、スピー
カ１６や打球発射装置１７、操作ハンドル１８等が設置された下枠部材２１と、左側縁を
なす左枠部材２２と、右側縁をなす右枠部材２３とから構成されている。中枠１２は、上
下左右の枠部材２０,２１,２２,２３を組み付けた際に、全体が外枠１１の開口に整合す
る矩形枠状に形成される。そして、中枠１２において、上下左右の枠部材２０,２１,２２
,２３で囲われる前後に貫通する開口部分が、遊技盤４０を設置する遊技盤保持部２４と
して機能するよう構成されている。ここで、中枠１２は、図３に示すように、外枠１１の
左上端部および左下端部に設けられた支軸１１ａ,１１ａを介して左側端部が回転可能に
枢支されて、該支軸１１ａ,１１ａを中心として中枠１２を回転させることで、該外枠１
１に対して中枠１２を開閉し得るようになっている。
【００１７】
　前記中枠１２には、左枠部材２２の開口内側(遊技盤保持部２４側)における上下に離間
する位置に、遊技盤４０の左側端部を回転および着脱可能に保持する回転保持具２５ａ,
２５ａが複数(実施例では２個であるが、１個あるいは３個以上であってもよい)設けられ
る(図３参照)。また中枠１２には、上下の枠部材２０,２１における右端部(右枠部材２３
側)に、遊技盤４０の右側上下端部を固定する固定具２５ｂが夫々設けられている(図２参
照)。すなわち、遊技盤４０を中枠１２に配設するには、図３に示すように、遊技盤保持
部２４に斜めに遊技盤４０を臨ませて、該遊技盤４０の左側端部を回転保持具２５ａ,２
５ａで保持した状態で、遊技盤４０の右側端部を押し込んで遊技盤４０の左側端部(回転
保持具２５ａ,２５ａ)を中心に回動させて遊技盤４０の全体を遊技盤保持部２４に臨ませ
て、固定具２５ｂで遊技盤４０の右側上下端部を支持固定する。このように、実施例に係
る遊技盤４０は、中枠１２と同様に、左側端部が回転中心となるよう支持される。なお、
以下の説明において、パチンコ機１０(遊技盤４０)における左側を枢支端側と指称し、右
側を開放端側と指称することもある。
【００１８】
　図２に示すように、前記上枠部材２０の裏側には、設置枠台等に設けられた外部球供給
設備から供給されるパチンコ球を貯留する球タンク２６が、該上枠部材２０の左右幅の略
全幅に亘って設けられている。この球タンク２６は、図１０または図１１に示すように、



(6) JP 5042115 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

遊技盤保持部２４に配設された遊技盤４０の上部位置と前後に重なるよう構成されて、遊
技盤４０の上下寸法を最大限大きくし得るようになっている。ここで、球タンク２６は、
外部球供給設備から供給されるパチンコ球を貯留するタンク本体２６ａと、該タンク本体
２６ａの左後端部側(図４では右側)に位置して、該タンク本体２６ａに貯留したパチンコ
球を一列に整列する球整流部２６ｂとが設けられている。すなわち、球タンク２６と遊技
盤４０との関係では、球整流部２６ｂの形成位置においては球タンク２６(球整流部２６
ｂ)と遊技盤４０との間に間隙が形成されるようになっている。
【００１９】
　前記下枠部材２１の裏側には、前記上下の球受け皿１４,１５に連通する球供給路およ
び設置枠台に設けた球回収樋に連通する球排出路(何れも図示せず)が夫々形成されたセッ
ト部材２７が配設されている。球タンク２６とセット部材２７とは、各部材２６,２７に
おける左枠部材２２側の端部間に架設された球通路ユニット２８を介して連通接続されて
おり、該球通路ユニット２８に配設された球払出し装置２８ａの駆動により球タンク２６
に供給されたパチンコ球を上下の球受け皿１４,１５へ給出するよう構成されている。ま
た、セット部材２７には、図４に示すように、パチンコ機１０の電源制御を行なう電源装
置２０１、球通路ユニット２８に配設した球払出し装置２８ａを駆動制御する払出し制御
装置２０２、打球発射装置１７を駆動制御する発射制御装置２０３、外部端末に接続され
るインターフェース基板２０４等が配設されている。なお、これらの各装置２０１,２０
２,２０３,２０４は、遊技盤４０の裏側に配設される主制御装置２００に配線接続され、
該主制御装置２００からの制御信号に基づいて所定の制御を実行するようになっている。
【００２０】
(図柄表示装置について)
　次に、前記遊技盤４０に配設される図柄表示装置３０の構成につき説明する。図５(ｂ)
に示すように、実施例に係る図柄表示装置３０は、各種図柄を表示可能な液晶パネル３１
が収容ケース３２に収容されたユニット部材である。図柄表示装置３０は、収容ケース３
２の後面に、液晶パネル３１に表示される表示を制御する表示制御装置２０５や液晶パネ
ル３１のバックライトを制御するインバータ装置２０６が配設される(図５(ａ)参照)。収
容ケース３２は、前方へ開口する矩形箱状に形成され、内部に収容した液晶パネル３１の
背面および外周を囲繞するようになっている。また、表示制御装置２０５およびインバー
タ装置２０６の背面側には、後述する各発光装置１００,１０２,１０４を発光制御する統
括制御装置２０７が前後に重なるよう配設されており(図４参照)、該統括制御装置２０７
の制御信号に基づいて、表示制御装置２０５が所定の制御を実行すると共に、各発光装置
１００,１０２,１０４が発光するようになっている。なお、統括制御装置２０７も主制御
装置２００に配線接続され、該主制御装置２００からの制御信号に基づいて制御を実行す
るよう設定される。
【００２１】
　前記収容ケース３２には、図５(ａ)に示すように、遊技盤４０の枢支端側に位置する左
面の前端に、左側方へ突出する板状の係止突部３４,３４が上下に離間する２箇所に設け
られている。これらの係止突部３４,３４は、遊技盤４０の裏側に設けられる差込み受部
５８,５８と係脱可能に係合するようになっている(図９参照)。また、収容ケース３２に
おける液晶パネル３１と対向する後面には、遊技盤４０の開放端側に位置する右側面の上
下端部に、後方へ突出する支持部３５が夫々形成されており、遊技盤４０の裏側に設けた
ロック部材１１４ａ,１１４ｂが対応の支持部３５に対して係脱可能に係合するようにな
っている(図８または図９参照)。
【００２２】
(遊技盤について)
　前記遊技盤４０は、図６または図７に示すように、中枠１２の遊技盤保持部２４に整合
する略正方形に形成されたアクリルやポリカーボネート等の光透過性の合成樹脂材からな
る平板状の透明板４１と、該透明板４１の後面に組み付けられて図柄表示装置３０が着脱
可能に配設される裏ユニット５１とから構成される。裏ユニット５１には、前後に開口す



(7) JP 5042115 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

る可視表示部５２が形成され(図１２または図１３)、この可視表示部５２を介して図柄表
示装置３０の表示面を前面側から視認し得るようになっている。ここで、実施例の裏ユニ
ット５１に形成される可視表示部５２は、該裏ユニット５１の上下および左右幅の大部分
が開口する大型の開口部である。なお、実施例の透明板４１は、アクリル板により形成さ
れている。また図６には、透明板４１に位置する裏ユニット５１を破線で示してある。
【００２３】
(透明板について) 
　図６に示すように、前記透明板４１の前面には、略円形状に湾曲形成したレール４２が
配設されて、該レール４２によりパチンコ球が流下可能な遊技領域４０ａが画成され、打
球発射装置１７から発射されたパチンコ球が遊技領域４０ａ内に打ち出されるようになっ
ている。また、透明板４１の下方位置には、遊技領域４０ａを流下するパチンコ球が入賞
可能な始動入賞装置４３や特別入賞装置４４が、夫々の入賞口４３ａ,４４ａを遊技領域
４０ａに臨ませて配設されている。パチンコ機１０では、始動入賞装置４３の始動入賞口
４３ａにパチンコ球が入賞することで、図柄表示装置３０において図柄変動ゲームが展開
され、該図柄変動ゲームの結果、図柄表示装置３０に所定の図柄組合わせで図柄が停止表
示されると、特別入賞装置４４の特別入賞口４４ａが開放して所謂大当りが発生し、多数
の賞球を獲得し得るよう構成されている。
【００２４】
　前記透明板４１には、遊技領域４０ａから取り込んだパチンコ球を左右方向に転動させ
る転動面６２ａを備え、この転動面６２ａから下方に位置する始動入賞口４３ａにパチン
コ球を誘導するステージ６２が設けられている(図６参照)。また透明板４１の後面には、
遊技領域４０ａから取り込んだパチンコ球をステージ６２の転動面６２ａに案内するワー
プルート６３が設けられている。透明板４１の前面には、図柄表示装置３０において主に
図柄変動ゲームが展開される図柄表示領域Ｒを囲む庇状部材８８が配設されており(図６
参照)、遊技領域４０ａに打ち出されたパチンコ球が図柄表示装置３０における図柄変動
ゲームが展開される図柄表示領域Ｒを横切って流下しないようになっている。なお、遊技
領域４０ａには、庇状部材８８の外側位置に多数の遊技釘４７が植設されると共に、レー
ル４２の外側に、複数のコーナー飾り部材４８が配設されている。なお、透明板４１にお
ける庇状部材８８より左方位置には、パチンコ球を検出する球検出センサ(図示せず)を備
えた球通過ゲート４５が設けられている。なお、球通過ゲート４５をパチンコ球が通過す
ることで、透明板４１に設けられた普通図柄表示装置４６(図６参照)の普通図柄が変動開
始するよう設定されている。
【００２５】
(裏ユニットについて)
　前記裏ユニット５１は、図７または図９に示すように、透視不能な合成樹脂材(例えば
ＡＢＳ樹脂)から、外郭形状が透明板４１と略整合する大きさおよび形状に形成され、該
裏ユニット５１の略中央位置に可視表示部５２が開設された枠状に形成されている。ここ
で、可視表示部５２は、上下の縁部が略水平に延在すると共に、左右側縁が開口外側へ向
けて弧状に膨出する略小判状に開口するようになっている(図１２または図１３参照)。な
お、以下の説明では、裏ユニット５１において、可視表示部５２より上側の部位を上枠部
５３と指称し、該可視表示部５２より下側の部位を下枠部５４と指称する。また、裏ユニ
ット５１において、可視表示部５２の上下縁部の間(すなわち上下の枠部５３,５４の間)
であって枢支端側(左端側)の枠部分を枢支端側枠部５５と指称し、可視表示部５２の上下
縁部の間(すなわち上下の枠部５３,５４の間)であって開放端側(右端側)の枠部分を開放
端側枠部５６と指称するものとする。
【００２６】
　図９に示すように、前記裏ユニット５１には、図柄表示装置３０の前面に当接して前方
移動を規制する前側位置規制部(具体的には、発光装置１００,１０２,１０４の基板カバ
ー１００ａ,１０２ａ,１０４ａ)と、図柄表示装置３０の後面に当接して後方移動を規制
する後側位置規制部(具体的には、ロック部材１１４ａ,１１４ｂ)と、図柄表示装置３０
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の上面に当接して上方移動を規制する上側位置規制部(具体的には台座部材１１２)と、図
柄表示装置３０の下面に当接して下方移動を規制する下側位置規制部(具体的には設置部
材５９)と、図柄表示装置３０の左右の側面に当接して側方移動を規制する側部位置規制
部(具体的には規制壁１０８,１１０)とからなる位置規制手段が設けられている。すなわ
ち、係止突部３４を差込み受部５８に挿入したもとで、各位置規制部５９,１００ａ,１０
２ａ,１０４ａ,１０２,１０８,１１２,１１４ａ,１１４ｂにより図柄表示装置３０が前後
、左右および上下に移動するのを規制することで、図柄表示装置３０が所定の設置領域Ｓ
に保持されるようになっている(図１３参照)。ここで、設置領域Ｓは、図柄表示装置３０
を裏ユニット５１に取り付けた際に、裏ユニット５１において図柄表示装置３０が占有す
る領域である。そして、設置領域Ｓに図柄表示装置３０を保持することで、可視表示部５
２の開口域全体が図柄表示装置３０の表示面で閉成されるようになっている。
【００２７】
(上枠部)
　図１２に示すように、前記裏ユニット５１における上枠部５３の前面には、文字装飾部
６０が設けられると共に、この文字装飾部６０の左右両側部に第１可動演出装置１２０,
１２０が配設され、これらの第１可動演出装置１２０,１２０に設けた第１可動体(可動体
)１２８,１２８が文字装飾部６０の両脇に配置されている。なお文字装飾部６０は、光透
過性および光拡散性を有する複数のレンズにより、文字を表わしたものである。そして、
上枠部５３において各文字装飾部６０と前後に対応する位置には、前後に開口する装飾開
口(図示せず)が開設されて、該装飾開口を介して各文字装飾部６０の後方から第１発光装
置１０２のＬＥＤが臨むようになっている(図１１参照)。
【００２８】
(枢支端側枠部について)
　前記裏ユニット５１の枢支端側枠部５５には、図９または図１３に示すように、上下に
離間する２箇所に、図柄表示装置３０に形成した前記係止突部３４,３４を挿脱可能な差
込み受部５８,５８が後方へ突出するよう形成されている。ここで、各差込み受部５８は
、図柄表示装置３０が当接する前側位置規制部(基板カバー１００ａ,１０２ａ,１０４ａ)
より後方へ突出するよう形成されると共に、可視表示部５２側に開口するよう差込み口５
８ａが開設され、可視表示部５２から遊技盤４０の枢支端側へ図柄表示装置３０を移動し
て係止突部３４を該差込み受部５８の差込み口５８ａに挿入するようになっている。
【００２９】
(下枠部について)
　図１２または図１３に示すように、前記裏ユニット５１における下枠部５４の中央部に
は、透明板４１に配設された始動入賞装置４３および特別入賞装置４４の後方が挿通する
下枠部開口５４ａが前後に開口するよう形成されて、該下枠部開口５４ａに挿通させた始
動入賞装置４３の左右両側に位置するよう第２可動演出装置１５０,１５０が配設されて
いる。また下枠部５４の裏側には、前方に開口する横長矩形箱状に形成された設置部材５
９が配設されており(図１４参照)、該設置部材５９の内部に始動入賞装置４３、特別入賞
装置４４および第２可動演出装置１５０,１５０が収容されている(図８,図９,図１０また
は図１１参照)。なお、設置部材５９は、前側位置規制部(基板カバー１００ａ,１０２ａ,
１０４ａ)より後方に突出するよう構成されている。そして、設置部材５９の上面(具体的
には設置部材５９の上壁５９ａに設置した支持片３６)で図柄表示装置３０の下面を支持
するようになっている(図１０または図１１参照)。すなわち、設置部材５９の上面が図柄
表示装置３０を支持する支持面として機能している。
【００３０】
　図７に示すように、前記設置部材５９の中央部後面には、中継基板(別の基板)１０６が
設置されて、中継基板１０６に対して、パチンコ機１０、遊技盤４０あるいは図柄表示装
置３０の裏側に配置された各種制御装置２０１,２０２,２０３,２０４,２０５,２０６,２
０７や各発光装置１００,１０２,１０４、その他の各種の電気部品が配線で接続されてい
る。また、設置部材５９の裏側には、主制御装置２００を着脱可能に設置する主基板ベー
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ス(図示せず)が配設されて、図４に示すように該主基板ベースに配設された主制御装置２
００も、中継基板１０６に配線で接続される。
【００３１】
　図９または図１４に示すように、設置部材５９の上壁５９ａには、図柄表示装置３０の
下面を位置規制する支持片３６が配設されている。この支持片３６は、可視表示部５２の
下側に左右に延在する長尺な断面Ｌ字状の金属製の部材であって、大型の図柄表示装置３
０の荷重を支持するために高い剛性を有している。支持片３６は、裏ユニット５１の下枠
部５４に固定され、可視表示部５２の下端部に沿って左右方向に延在する第１片部３６ａ
と、該第１片部３６ａの下端部から後方へ屈曲形成されて、設置部材５９の上壁５９ａに
当接支持される第２片部３６ｂとから構成される。
【００３２】
　前記裏ユニット５１の前側には、図６に示すように、枢支端側枠部５５、上枠部５３お
よび開放端側枠部５６の夫々に亘って環状に延在する円環状装飾部６１が設けられている
。この円環状装飾部６１は、光透過性および光拡散性を有する複数のレンズを周方向に所
定間隔離間して配置し、各レンズの間を装飾カバーで覆うよう構成される。そして、円環
状装飾部６１は、可視表示部５２の左右側縁に沿って延在すると共に、該円環状装飾部６
１の内側に、文字装飾部６０、第１可動演出装置１２０,１２０の第１可動体１２８,１２
８および第２可動演出装置１５０,１５０の第２可動体１５２,１５２の夫々が配置されて
いる。また、円環状装飾部６１は、透明板４１に形成される略円形の遊技領域４０ａの内
側において、該遊技領域４０ａの周縁に沿うよう設けられており、裏ユニット５１を透明
板４１に組み付けた際に、該透明板４１を介して文字装飾部６０、第１可動演出装置１２
０,１２０の第１可動体１２８,１２８および第２可動演出装置１５０,１５０の第２可動
体１５２,１５２、円環状装飾部６１および可視表示部５２の臨む図柄表示装置３０の夫
々を前側から視認されるようになっている。なお、裏ユニット５１の枢支端側枠部５５お
よび開放端側枠部５６においてレンズと前後に対応する位置には、前後に開口する通孔(
図示せず)が開設されており、該通孔を介して各レンズの後方からＬＥＤが臨むようにな
っている。
【００３３】
(発光装置について)
　図９または１３に示すように、前記上枠部５３の裏側には、文字装飾部６０を発光させ
る第１発光装置１００が配設され、枢支端側枠部５５の裏側には、該枢支端側枠部５５側
に位置する円環状装飾部６１を発光させる第２発光装置１０２が配設され、前記開放端側
枠部５６の裏側には、該開放端側枠部５６側に位置する円環状装飾部６１を発光させる第
３発光装置１０４が配設されて、該第１～第３の発光装置１００,１０２,１０４の後方に
図柄表示装置３０が配置されている。なお、円環状装飾部６１において上枠部５３に位置
する部分は、該上枠部５３の前側に配設された発光装置(図示せず)により発光されるよう
になっている。
【００３４】
　前記第１発光装置１００は、裏ユニット５１の上枠部５３の裏側に配置され、表面に複
数のＬＥＤが実装され、前記第１可動演出装置１２０,１２０の間に位置する第１ＬＥＤ
基板１０１と、該第１ＬＥＤ基板１０１の裏側を覆う第１基板カバー１００ａとから構成
されており、上枠部５３における文字装飾部６０と対応する位置に開設した装飾開口を介
して、各ＬＥＤが文字装飾部６０の裏側に対向するようになっている。図１３に示すよう
に、第１ＬＥＤ基板１０１の裏面には、上縁部に沿って複数の第１ソケット１０１ａが設
けられ、第１基板カバー１００ａの開口を介して設置領域Ｓの外上方において裏側に露出
している。ここで、裏ユニット５１の枢支端側には、該枢支端側から順に、枢支端側の第
１可動演出装置１２０の第１可動体１２８に内蔵された第１発光手段(発光手段)１３１か
らの第１配線(配線)１４２(図２１または図２４参照)が接続される第１ソケット１０１ａ
、および該第１可動演出装置１２０の駆動手段としてのソレノイド１３４からの配線が接
続される第１ソケット１０１ａの２つ配置されている。一方、裏ユニット５１の開放端側
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には、該開放端側から順に、開放端側の第１可動演出装置１２０の第１可動体１２８に内
蔵された第１発光手段１３１からの第１配線１４２が接続される第１ソケット１０１ａ、
第２発光装置１０２からの配線が接続される中継接続用の第１ソケット１０１ａ、および
該第１可動演出装置１２０のソレノイド１３４からの配線が接続される第１ソケット１０
１ａの３つが配置されている。なお、第１ＬＥＤ基板１０１上に配設される複数の第１ソ
ケット１０１ａは、同一水平線上に位置するよう配置されている。また、第１ＬＥＤ基板
１０１を上枠部５３に配設した状態で、各第１ソケット１０１ａは図柄表示装置３０の設
置領域Ｓの上外方(図柄表示装置３０と球タンク２６の底面との間)に位置している。
【００３５】
　前記パチンコ機１０では、第１発光装置１００および第２発光装置１０２に設けた対応
のソケット同士を配線接続すると共に、第２発光装置１０２および中継基板１０６に設け
た対応のソケット同士を配線接続することで、第１発光装置１００のＬＥＤ、第２発光装
置１０２のＬＥＤ、第１可動演出装置１２０の第１発光手段１３１およびソレノイド１３
４、前記上枠部５３に設けた円環状装飾部６１のレンズに対応するＬＥＤの夫々が、統括
制御装置２０７に対して電気的に接続される。
【００３６】
(台座部材について)
　図１３に示すように、前記裏ユニット５１の上枠部５３には、開放端側の第１可動演出
装置１２０のソレノイド１３４よりも開放端側に、図柄表示装置３０の上方移動を規制す
る前記上側位置規制部としての台座部材１１２が配設されている。台座部材１１２の後端
面、および前記設置部材５９における開放端側の後端面には、図柄表示装置３０の後面に
当接して後方移動を規制する後側位置規制部としてのロック部材１１４ａ,１１４ｂが配
設されている。なお、台座部材１１２の後端面に配設される上ロック部材１１４ａと、設
置部材５９の後端面に配設される下ロック部材１１４ｂとは基本的な構成が同一である。
【００３７】
　前記上ロック部材１１４ａは、一端部が台座部材１１２の後端面に軸を介して枢支され
たレバー状の部材であって、該軸から下方に突出して図柄表示装置３０の後面に当接係止
可能な係止位置と(図８参照)、該台座部材１１２の後端面上で軸から開放端部側に延在し
て該図柄表示装置３０との係止状態が解除された解除位置(図９参照)の夫々回転変位させ
るようになっている。また、下ロック部材１１４ｂも同様に、一端部が設置部材５９の後
端面に軸を介して枢支されたレバー状の部材であって、該軸から上方に突出して図柄表示
装置３０の後面に当接係止可能な係止位置と(図８参照)、該設置部材５９上で軸から左右
方向に延在して該図柄表示装置３０との係止状態が解除される解除位置(図９参照)の夫々
回転変位させるよう構成される。すなわち、上ロック部材１１４ａは、係止位置に変位す
ることで図柄表示装置３０の上端部に設けられた支持部３５に当接し、下ロック部材１１
４ｂは、係止位置に変位することで図柄表示装置３０の下端部に設けられた支持部３５に
当接するようになっている。
【００３８】
(ステージについて) 
　次に、遊技盤４０に設けられたステージ６２およびワープルート６３について、主に図
１５～図２０を参照して説明する。図２０に示すように、ステージ６２およびワープルー
ト６３は、図柄表示装置３０の前側に位置して、透明板４１の前面にある遊技領域４０ａ
の後側に設けられ、透明板４１および図柄表示装置３０間の奥行き方向のスペースを、パ
チンコ球を流下させる経路として利用するものである。
【００３９】
　図１５または図１６に示すように、ステージ６２は、本体部分を構成し、透明板４１の
後側から取り付けられるステージ部材６４と、このステージ部材６４における透明板４１
に開設されたステージ開口部(開口部)４９から前側に臨む部分およびステージ開口部４９
の一部を透明板４１の前側から覆う前飾り部材８２とから構成される。なお、ステージ部
材６４および前飾り部材８２は、透明な合成樹脂材料から形成され、前飾り部材８２の一
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部(取り付け用のビスの周辺)を除いて基本的に透明である。図１８に示すように、ステー
ジ部材６４は、転動面６２ａが設けられるステージ部６５と、このステージ部６５に設け
られ、透明板４１の後側にワープルート６３を形成するワープルート部６６とを備えてい
る。
【００４０】
　図１５および図１６に示すように、前記ステージ開口部４９は、左右横長に形成されて
、透明板４１における始動入賞口４３ａの上側で、図柄表示装置３０による図柄表示領域
Ｒの下側に位置して、透明板４１を前後に貫通して設けられる。またステージ開口部４９
は、開口上縁４９ａが水平に延在し、開口側縁４９ｂが円弧状で、開口下縁の両側部４９
ｃ,４９ｃが開口側縁４９ｂから中央に向かうにつれて下方傾斜する共に、開口下縁の中
央部４９ｄが左右に水平に延在するよう形成される。更にステージ開口部４９には、ステ
ージ部材６４の球通路７８部分と整合する通路切欠４９ｅが、開口下縁の中央部４９ｄか
ら下方に切り欠いて設けられている。更にまた透明板４１には、図柄表示領域Ｒの外側方
で、ワープルート部６６の上端に整合する位置に、遊技領域４０ａからワープルート６３
にパチンコ球を導く導入開口５０が設けられている。
【００４１】
　図１５,図１６または図１８に示すように、前記ステージ部材６４は、パチンコ球を左
右に転動させる転動面６２ａを上面に設けた前部材６７と、この前部材６７との間に転動
面６２ａから始動入賞口４３ａへパチンコ球を誘導する球通路７８を画成し、前部材６７
の後側に取り付けられる後部材７２とから構成される。後部材７２は、後壁部(後壁)７３
と、この後壁部７３の下端に前側に突出形成された下壁部７５と、該後部材７２の左側部
(一側部)に一体的に形成され、透明板４１の後面との間に遊技領域４０ａから取り込んだ
パチンコ球を転動面６２ａに案内するワープルート６３を透明板４１の後側に形成するワ
ープルート部６６とを備えている(図１８参照)。また後部材７２は、ワープルート部６６
と反対側に、後壁部７３および下壁部７５に接続する側壁部７７が設けられている。後部
材７２は、後壁部７３から後方に膨出形成され、球通路７８における上下に延在する第１
通路７８ａの側壁および後壁を構成する上凹部７４と、下壁部７５から下方に膨出して形
成され、球通路７８における前後に延在する第２通路７８ｂの側壁および底部を構成する
下凹部７６とが設けられている(図１９参照)。ここで、下凹部７６は、下壁部７５の前端
から前側に突出するよう形成される(図１５参照)。そして、ステージ部材６４は、透明板
４１に対して後側から取り付けた際に、ワープルート部６６における側壁部分６６ａ,６
６ａの前面、下壁部７５前面および側壁部７７前面が透明板４１の後面に当接すると共に
、下凹部７６の突出した前部がステージ開口部４９の通路切欠４９ｅに整合するようにな
っている。
【００４２】
　図１５に示すように、前記後部材７２の後壁部７３には、複数(実施例では４箇所)の挿
入孔７３ａが、ワープルート部６６、側壁部７７および下壁部７５で囲まれる部分の内側
で、下壁部７５近傍に左右に離間して設けられている。実施例の挿入孔７３ａは、後壁部
７３の側縁に夫々設けられると共に、上凹部７４を挟んで該上凹部７４の両脇に夫々設け
られている。なお、ワープルート部６６における側壁部分６６ａ,６６ａの前面、下壁部
７５前面および側壁部７７前面には、適宜位置にフランジおよび取付片が設けられ、取付
片に開設された通孔を介して透明板４１のネジ孔にビスを螺合することで、ステージ部材
６４が透明板４１に固定される。また後部材の取付片には、前側に突出形成された取付ピ
ン６４ａが設けられ、ステージ部材６４の透明板４１への取り付けに際して、透明板４１
に設けた取付ピン孔４１ｂに取付ピン６４ａを挿入することで、透明板４１に対してステ
ージ部材６４が位置合わせされる。
【００４３】
　前記前部材６７は、上面が転動面６２ａとなる天井片６８の下面前後縁から下方に延出
する前片６９と後片７０とを有する側断面視コ字状を基本形状とする部材であって、後部
材７２の下壁部７５に載置すると共に後片７０を後壁部７３前面に当接させて、該後部材
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７２と組み付けられる(図１９参照)。転動面６２ａは、中央部が盛り上がると共に、左右
の側部が側端から中央部に向かうにつれて下方傾斜するよう形成され、中央部の盛り上が
り部分の傾斜径端と側部の傾斜下端との接続部分が転動面における底となっている(図１
８参照)。転動面６２ａの中央には、球通路７８の球入口７９にパチンコ球を誘導する案
内溝６８ａが設けられている(図１５参照)。案内溝６８ａは、前から後側に向けて下方傾
斜するよう天井片６８を凹ませて形成され、案内溝６８ａの後端が球入口７９に連絡して
いる。前部材６７は、前片６９における左右の側部が後側に向けて夫々凹設されて(図１
５または図１８参照)、ステージ部材６４を透明板４１に取り付けた際に、ステージ開口
部４９の開口下縁の両側部４９ｃ,４９ｃとの間に、前飾り部材８２の位置決め片８６,８
６が挿入される挿入凹部６７ａ,６７ａが左右に離間して形成されるようになっている。
【００４４】
　図１６に示すように、前記前部材６７の後片７０には、後部材７２の前記挿入孔７３ａ
に挿入される突片７０ａが、左右に離間して複数(実施例では４箇所)設けられている。す
なわち、突片７０ａは、後片７０において前記挿入孔７３ａに夫々整合する位置に後方へ
突出形成される。また、前部材６７の前片６９には、前飾り部材８２の第２位置決めピン
８５,８５が挿入される第２位置決め孔６９ａ,６９ａが、左右に離間して複数(実施例で
は２箇所)設けられている(図１５参照)。前部材６７における後片７０の中央には、下方
に突出する突出部７０ｂが設けられ、この突出部７０ｂが前部材６７を後部材７２に取り
付けた際に、下凹部７６に整合するようになっている(図１８参照)。
【００４５】
　前記ステージ部材６４において、前部材６７を後部材７２の下壁部７５に載置して組み
付けることで、前部材６７と後部材７２とからステージ部６５が構成される(図１８参照)
。なお、ステージ部６５は、ステージ部材６４においてワープルート６３を形成するワー
プルート部６６を除いた部分を指し、実施例のステージ部６５は、パチンコ球の転動面６
２ａと、この転動面６２ａから始動入賞口４３ａにパチンコ球を誘導する球通路７８とを
備えている。前部材６７は、突片７０ａを後部材７２の対応する挿入孔７３ａに夫々挿入
することで、後部材７２に対して位置決めされ、ビスを挿入凹部６７ａに設けた通孔を介
して後部材のフランジに設けたネジ孔に螺合して互いに固定される。そして、前部材６７
と後部材７２とを組み付けることで、転動面６２ａの左側端がワープルート６３の導出口
６３ａに連絡すると共に、転動面６２ａの後側に後部材７２の後壁部７３が立ち上がって
転動面６２ａを左右方向に転動するパチンコ球の後方への落下を防止するよう構成される
(図１９または図２０参照)。また、前部材６７と後部材７２とを組み付けることで、前部
材６７の後片７０と後部材７２の上凹部７４との間に球通路７８における第１通路７８ａ
が画成されて、第１通路７８ａの球入口７９が案内溝６８ａの後端に整合すると共に、前
部材６７の下側に下凹部７６により球通路７８における第２通路７８ｂが画成される。こ
の際、前部材６７の後片７０が、該第１通路７８ａの前壁を構成している。
【００４６】
　このように、ステージ部６５は、前部材６７と後部材７２との２つの部材を組み付けて
構成されるが、前部材６７の突片７０ａを後部材７２の挿入孔７３ａに挿入して互いに位
置決めされているので、組み付けに際して位置合わせを行ない易く、互いの組み付け位置
がずれ難い。ステージ部６５では、前部材６７と後部材７２との２つの部材を組み付けて
、球通路７８の第１通路７８ａが画成されると共にワープルート６３の導出口６３ａが転
動面６２ａと連絡する構成であるが、前部材６７と後部材７２とが位置ずれし難いので、
組み付け誤差による球詰まりやパチンコ球の意図しない動作等を防止できる。また、ワー
プルート部６６は、後部材７２に一体形成されているので、ワープルート部６６をステー
ジ部６５に取り付けることに起因する取り付け誤差は生じない。
【００４７】
　前記ワープルート部６６は、パチンコ球１個毎の通過を許容する間隔をあけて対向する
一対の側壁部分６６ａ,６６ａと、対向する側壁部分６６ａ,６６ａの後部間に設けられた
後壁部分６６ｂとから構成され、下端が後壁部７３に接続されている(図１８参照)。なお
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、ワープルート部６６の右側壁部分６６ａの下端が切り欠かれ、ワープルート６３から転
動面６２ａに繋がる導出口６３ａが設けられる。またワープルート部６６は、ステージ部
材６４を透明板４１を取り付けた際に、上端が前記導入開口５０を後側から覆うと共に、
図柄表示領域Ｒの外側方(実施例では左側方)に位置するよう構成されている。ここで、図
６に示すように、ワープルート部６６は、遊技領域４０ａから取り込んだパチンコ球を図
柄表示領域Ｒから離間する外側方(実施例では左側方)に誘導する第１傾斜路６３ｂと、図
柄表示領域Ｒに向かう内側方(実施例では右側方)へパチンコ球を誘導する第２傾斜路６３
ｃとを、前記ワープルート６３が有するように折れ曲がり形状とされる。
【００４８】
　前記ワープルート６３は、傾斜方向が異なる傾斜路６３ｂ,６３ｃを組合わせて構成さ
れ、実施例では、第１傾斜路６３ｂが前記導入開口５０に整合する上端から取り込んだパ
チンコ球を左斜め下側に案内するよう設けられ、第２傾斜路６３ｃの上端が第１傾斜路６
３ｂの下端に接続すると共に、該第２傾斜路６３ｃの下端が導出口６３ａに接続し、第２
傾斜路６３ｃによりパチンコ球を右斜め下側に案内するよう構成される。すなわち、ワー
プルート部６６の上部は、対向する側壁部分６６ａ,６６ａが左下がりに傾斜するよう延
在すると共に、該ワープルート部６６の下部は、対向する側壁部分６６ａ,６６ａが右下
がりに傾斜するよう延在し、該ワープルート部６６が図柄表示領域Ｒに重ならないように
配置される(図６参照)。
【００４９】
　前記ステージ部材６４を透明板４１に取り付けることでワープルート部６６により透明
板４１の後側に画成されるワープルート６３は、透明板４１を介して該ワープルート６３
を流下するパチンコ球の動きを視認することができる。ここで、ワープルート６３は、図
柄表示領域Ｒに重ならないように配置されているので、ワープルート６３を流下するパチ
ンコ球が、図柄表示領域Ｒに表示される図柄変動ゲームの邪魔にならない。またワープル
ート部６６の上部は、図６に示すように、ワープルート６３における第１傾斜路６３ｂの
脇に位置して図柄表示領域Ｒから離間する外側方を凸とする湾曲形状に並べて透明板４１
に設けられた遊技釘４７の列に沿って、対向する側壁部分６６ａ,６６ａが図柄表示領域
Ｒから離間する外側方を凸とする湾曲形状に形成される。これにより、ワープルート６３
の脇に配設された遊技釘４７の列に案内されて遊技領域４０ａを流下するパチンコ球の動
きと、第１傾斜路６３ｂに案内されて透明板４１の後面を流下して透明板４１を介して視
認可能なパチンコ球の動きとが一致し、パチンコ球の動きに三次元的な奥行き感がもたら
されるので、パチンコ球の動きのおもしろみを向上することができる。これに対して、ワ
ープルート部６６の下部は、対向する側壁部分６６ａ,６６ａが図柄表示領域Ｒに向かう
内側方を凸とする湾曲形状に形成される。
【００５０】
　前記ワープルート６３は、遊技領域４０ａから第１傾斜路６３ｂに導入されたパチンコ
球が、該第１傾斜路６３ｂの下端でワープルート部６６の側壁部分６６ａに衝突して第１
傾斜路６３ｂから第２傾斜路６３ｃに案内方向が変化するので、単一の方向にのみ案内さ
れる通路と比べてパチンコ球の流下スピードを抑えることができる。また、ワープルート
６３では、パチンコ球が左右に蛇行するので、ワープルート６３を流下するパチンコ球に
変化を与えることができる。更に、ワープルート部６６は、ステージ部材６４の後部材７
２に一体形成されているので、ステージ部材６４を透明板に取り付ける際に一体的に取扱
いできると共に、転動面６２ａとの位置ずれもない。従来のワープルートでは、通路に突
出する突起を設けて、この突起に通路を流下するパチンコ球を衝突させることで、パチン
コ球のスピードを抑える構成があるが、実施例のパチンコ機１０では、透明板４１を介し
てワープルート６３を流下するパチンコ球が視認可能であるので、突起を設けると遊技者
から突起が見えてしまい、見栄えが悪い。実施例では、ワープルート６３を形成するワー
プルート部６６自体を折り曲げ形状として、パチンコ球が流下する傾斜路６３ｂ,６３ｃ
に突起等の部材を設けていないので、見栄えの悪化を回避しつつ、パチンコ球のスピード
を抑制できる。従って、パチンコ球は、スピードを落とした状態でワープルート６３から
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転動面６２ａに案内されるので、転動面６２ａを転動することなく転動面６２ａから遊技
領域４０ａへ飛び出すことはなく、転動面６２ａにおいて意図した通りにパチンコ球を左
右に転動させて、遊技者の期待感をあおることができる。
【００５１】
　前記球通路７８は、転動面６２ａに開口する球入口７９に連通して上下方向に延在する
第１通路７８ａと、この第１通路７８ａおよびステージ部６５の前面に開口する球出口８
０に連通して前後方向に延在する第２通路７８ｂとから構成される(図１９参照)。第１通
路７８ａの前壁をなす前部材６７における後片７０の中央には、上下方向に延在する縦リ
ブ７１が設けられている(図１６参照)。縦リブ７１は、後片７０における突出部７０ｂの
下端から該後片７０の上端まで上下に延在して後方へ向けて突出形成され、縦リブ７１の
上端は、前から後に向かうにつれて下方傾斜するよう面取りされている(図１９参照)。縦
リブ７１の後端と第１通路７８ａ(上凹部７４)の後壁との間は、パチンコ球１個毎の通過
を許容する寸法となるように設定される。また縦リブ７１の下端と第２通路７８ｂ(下凹
部７６)の底部におけるパチンコ球の支持部位との間は、パチンコ球１個毎の通過を許容
する寸法となるように設定される。ここで、第１通路７８ａの後壁および第２通路７８ｂ
の底部が接続する角部と、縦リブ７１の下端後縁との間隔を、パチンコ球の直径より大き
く、かつパチンコ球の直径の１．５倍以下に設定して、該角部と縦リブ７１の下端後縁と
の間に２個のパチンコ球が並ばないようにされる。
【００５２】
　上下に延在する第１通路７８ａから前後に延在する第２通路７８ｂに移行する球通路７
８の屈曲部分は、通路幅が広がってしまう部分であるので、当該屈曲部分の前壁に縦リブ
７１を設けることで、屈曲部分の通路幅を狭くして、パチンコ球１個ずつの通過を許容す
るようにして、球詰まりを防止している。従来の球通路では、第１通路の後壁および第２
通路の底部が接続する角部に三角形状リブを設けていた。このような三角形状リブでは、
球出口を介して前側から直接見えてしまう不都合があると共に、第１通路から流下したパ
チンコ球を前側に勢いを付けて案内してしまい、第２通路を流通するパチンコ球のスピー
ドが速くなるおそれがある。前記縦リブ７１は、第１通路７８ａの前壁に設けることで、
球出口８０を介して前側から直接見えないので見栄えを損なわず、また前側に向けてパチ
ンコ球に勢いを与えることがない。すなわち、球通路７８の球出口８０を介して前飾り部
材８２の球開口８３から放出されるパチンコ球を、該球開口８３の下方に位置する始動入
賞口４３ａに安定して導くことができ、遊技者の期待感を損なわない。
【００５３】
　前記第２通路７８ｂを画成する下凹部７６の上部は、左右に対向する側面が遊技球１個
毎の通過を許容する通路幅で形成される一方、該下凹部７６の底部は、上から下に向かう
につれて通路幅が狭くなる断面略Ｖ字状に形成されている(図１８参照)。ここで、第２通
路７８ｂ(下凹部７６)の底部を構成して左右に対向する一対の斜面７６ａ,７６ａが、パ
チンコ球の直径より小さい寸法で離間するよう構成されている。すなわち、球通路７８の
第２通路７８ｂを流通するパチンコ球は、一対の斜面７６ａ,７６ａにより左右から２点
で支持されるので、パチンコ球の左右方向のぶれを抑制することができる。従って、球通
路７８の球出口８０を介して前飾り部材８２の球開口８３から放出されるパチンコ球を、
該球開口８３の下方に位置する始動入賞口４３ａに安定して導くことができ、遊技者の期
待感を損なわない。
【００５４】
　前記前飾り部材８２は、透明板４１の前側から取り付けられる板状の部材であって、ス
テージ開口部４９の下部および側部とステージ開口部４９の周縁下部および周縁側部とを
覆うよう構成される(図６参照)。前飾り部材８２の上縁は、転動面６２ａの前記底に対応
する部位に該底に整合する流下凹部８２ａが形成され、転動面６２ａにおける他の部分に
対応する部位が該転動面６２ａより高くなるよう構成される(図１７参照)。なお、流下凹
部８２ａは、下方に位置する始動入賞口４３ａを間にして左右に離間して形成され、転動
面６２ａを転動するパチンコ球が該流下凹部８２ａから遊技領域４０ａに流下することが
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許容される。また前飾り部材８２には、前記球通路７８の球出口８０に重なる中央部に、
前後に貫通する球開口８３が設けられている。球開口８３は、底部が第２通路７８ｂ(下
凹部７６)の底部と整合する形状に形成されている(図１７参照)。
【００５５】
　図１６に示すように、前記前飾り部材８２の後面には、該前飾り部材８２における透明
板４１に面する位置に設けられ、該透明板４１に設けられた第１位置決め孔４１ａに挿入
される第１位置決めピン８４と、前記ステージ開口部４９から前側に臨むステージ部６５
に面する位置に設けられ、該ステージ部６５の前面に設けられた第２位置決め孔６９ａに
挿入される第２位置決めピン８５とが形成されている。第１位置決めピン８４および第２
位置決めピン８５は、後方へ突出して複数(実施例では夫々２箇所)設けられ、これらの位
置決めピン８４,８５に対応して第１位置決め孔４１ａおよび第２位置決め孔６９ａが複
数(実施例では夫々２箇所)設けられる(図１５参照)。２箇所の第１位置決めピン８４,８
４は、前飾り部材８２の周縁部における透明板４１の前面に相対する部位に、左右に離間
して設けられている。また、２箇所の第２位置決めピン８５,８５は、左右の第１位置決
めピン８４,８４の間に位置して、第１ステージ開口部４９に相対する前飾り部材８２の
後面に、球開口８３を挟んで左右に離間して設けられている。
【００５６】
　前記前飾り部材８２の後面には、第１位置決めピン８４および第２位置決めピン８５よ
り後方へ突出し、ステージ開口部４９の開口縁に沿わせて、透明板４１の板面に沿う方向
の少なくとも一方への前飾り部材８２の移動を規制する位置決め片８６が複数(実施例で
は２箇所)設けられている。２箇所の位置決め片８６,８６は、前飾り部材８２の後面下部
に左右に離間して設けられ、各位置決め片８６は、ステージ開口部４９の開口下縁におけ
る傾斜した左右側部４９ｃに夫々対応して配置される。各位置決め片８６は、対応するス
テージ開口部４９の開口下縁における傾斜した左右側部４９ｃに対して板面が平行に延在
するよう板状に形成されている。ここで、左右の位置決め片８６,８６は、中央部の球開
口８３から離間させて前飾り部材８２の側部に設けられているので、球開口８３を注視す
る遊技者から目につき難くなる。
【００５７】
　前記ステージ部材６４は、ステージ部６５の前部(前部材６７において後部材７２の下
壁部７５および側壁部７７から前側に突出する転動面６２ａを含む部分と、後部材７２の
下凹部７６において下壁部７５から前側に突出する部分)をステージ開口部４９に嵌め合
わせて透明板４１の後側から取り付けられる。この際、ステージ部６５の前部は、ステー
ジ開口部４９に整合する形状に形成され、下凹部７６をステージ開口４９の通路切欠４９
ｅに沿わせて挿入することで、透明板４１に対して簡単に位置合わせすることができる。
また、ステージ開口部４９における開口下縁両側部４９ｃ,４９ｃの下部には、ステージ
部材６４の前部材６７に後方へ凹設された部分によってよって、該ステージ開口部４９の
開口下縁側部４９ｃとの間に挿入凹部６７ａ,６７ａに形成される。前飾り部材８２は、
挿入凹部６７ａ,６７ａに前側から挿入した左右の位置決め片８６,８６を、ステージ開口
部４９の開口下縁側部４９ｃ,４９ｃに引っ掛けるように全体的に移動して、各位置決め
片８６を該開口下縁側部４９ｃに沿わせて挿入し、各第１位置決めピン８４を透明板４１
の対応する第１位置決め孔４１ａに挿入すると共に、各第２位置決めピン８５をステージ
部６５の対応する第２位置決め孔６９ａに挿入して、透明板４１およびステージ部材６４
に対して位置合わせされる。そして、前飾り部材８２は、該前飾り部材８２の左右側端部
および球開口８３の両側部に設けた通孔を介してビスを透明板４１のネジ孔に螺合するこ
とで、球通路７８の球出口８０に球開口８３が整合すると共にステージ部材６４と位置合
わせした状態で透明板４１に固定される。ここで、各位置決め片８６が挿入される部位に
は、前述の如くステージ部６５とステージ開口部４９との間に挿入凹部６７ａ,６７ａが
形成されているので、各位置決め片８６がステージ部６５と干渉することが回避され、前
飾り部材８２をスムーズに位置合わせすることができる。なお、ステージ部材６４と前飾
り部材８２のどちらを先に透明板４１に対して取り付けてもよい。
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【００５８】
　前述の如く各位置決め片８６は、第１位置決めピン８４および第２位置決めピン８５よ
り後方へ突出しているので、前飾り部材８２の透明板４１への取り付けに際して、各位置
決め片８６が第１位置決めピン８４および第２位置決めピン８５が対応の位置決め孔４１
ａ,６９ａに挿入される前に、各位置決め片８６がステージ開口部４９の開口縁に引っ掛
かることで、前飾り部材８２の移動が規制されて、前飾り部材８２の透明板４１に対する
大まかな位置合わせを行なうことができる。ここで、左右の位置決め片８６.８６が、ス
テージ開口部４９の開口下縁における左右の傾斜した側部４９ｃ,４９ｃに夫々対応して
設けられているので、該左右の側部４９ｃ,４９ｃに引っ掛かる左右の位置決め片８６,８
６によって、前飾り部材８２が透明板４１の板面に沿う下方への移動だけでなく、透明板
４１の板面に沿う左右方向の移動が規制され、位置決め片８６を開口縁に沿わせて挿入す
るだけ位置合わせでき、前飾り部材８２のステージ開口部４９に対する位置合わせが一層
簡単になる。また、各位置決め片８６がステージ開口部４９の開口縁に沿って案内された
もとで、第１位置決めピン８４が透明板４１の第１位置決め孔４１ａに整合するので、第
１位置決めピン８４の第１位置決め孔４１ａへの挿入が円滑になされる。そして、第１位
置決めピン８４を第１位置決め孔４１ａに挿入することで、前飾り部材８２は透明板４１
に対して精度よく位置決めされる。また、精度よく透明板４１に位置決めされた前飾り部
材８２の第２位置決めピン８５がステージ部材６４の第２位置決め孔６９ａに挿入される
ことで、両部材８２,６４の位置決めがなされ、ステージ部材６４も透明板４１に対して
精度よく取り付けられる。このように、透明な前飾り部材８２および透明なステージ部材
６４を透明板４１に取り付ける際に、透明板４１に対する位置合わせが容易であるので、
取り付け作業性がよく簡単に取り付けることができる。更に、ワープルート６３を形成す
るワープルート部６６とステージ部６５とがステージ部材６４に設けられているので、ス
テージ部材６４の透明板４１への取り付けに起因して、ワープルート部６６とステージ部
６５との間に位置ずれが生じない。
【００５９】
　前記庇状部材８８は、図柄表示領域Ｒの上方および側方に延在するように形成された合
成樹脂製の部材であって、透明板４１の前面に当接して該庇状部材８８の透明板に対する
取付部分となる取付部８９と、この取付部８９の前面に突出して遊技領域４０ａを流下す
るパチンコ球を案内する庇部９０とから基本的に構成される(図１５または図１６参照)。
庇状部材８８は、図柄表示領域Ｒの外側方に位置する側部下部が前記ワープルート部６６
の上端に重なるように配置され、この側部下端に遊技領域４０ａに臨んで図柄表示領域Ｒ
と反対側の側方(実施例では左側方)へ開口する導入口９１ａを備える導入部９１が設けら
れている(図６参照)。導入部９１は、透明板４１に開設された導入開口５０の前側に重な
り、この導入開口５０に連通する球通口９２が設けられる共に、該球通口９２の下側半周
を覆って導入部９１後面から後方へ突出する規制片９３が設けられている(図１６参照)。
導入部９１の規制片９３は、透明板４１の導入開口５０の下側半周に整合する形状に形成
され、庇状部材８８を透明板４１の前面に取り付けた際に、規制片９３が導入開口５０に
嵌め合わされて位置決めされ、導入口９１ａから球通口９２および導入開口５０を介して
第１傾斜路６３ｂの上端に連通するよう構成される。このように、ワープルート６３の導
入口９１ａを設けた庇状部材８８は、規制片９３を導入開口５０に整合することで位置決
めされるので、ワープルート部６６に対して庇状部材８８を簡単に精度よく位置合わせす
ることができる。従って、遊技領域４０ａからワープルート６３への導入部分での球詰ま
りを回避し得る。
【００６０】
　前述した如く、庇状部材８８は、合成樹脂の成形品であって、成形型において合成樹脂
を注入することで製造される。庇状部材８８は、成形型において樹脂注入口が臨む部位に
注入凹部９４が設けられ、実施例の庇状部材８８では、該部材８８の中央部となる図柄表
示領域Ｒの上側に延在する取付部８９の後面に設けられている(図１６参照)。すなわち、
庇状部材８８には、樹脂注入口に対応する部位である注入凹部９４にバリが生じるが、庇
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状部材８８を透明板４１に取り付けた際に、注入凹部９４により透明板４１の前面との間
に隙間があいているので、バリと透明板４１とが接触することを回避できる。庇状部材８
８の上部は、遊技領域４０ａに打ち出されたパチンコ球が当たって衝撃が加わる部分であ
るが、前記バリが透明板４１に当接していないので、バリと透明板４１との摺接による樹
脂粉の発生を防止できる。
【００６１】
(第１可動演出装置について) 
　次に、実施例の第１可動演出装置１２０について、図２１～図２６を主に参照して説明
する。図６および図１２に示すように、前記一対の第１可動演出装置１２０,１２０は、
遊技盤４０の上部に左右に離間して、上枠部５３の中央に位置する第１発光装置１００を
挟んで両脇に配置されれいる。なお、左右の第１可動演出装置１２０,１２０は、構成部
材の配置が左右対称な関係であるだけで、構成部材が同一であるので、左側に位置する第
１可動演出装置１２０についてのみ、以下に説明する。
【００６２】
　図２５に示すように、前記第１可動演出装置１２０は、各構成部材の設置基盤となるケ
ース１２１と、このケース１２１に往復動可能に保持された第１可動体(可動体)１２８と
、この第１可動体１２８をリンク機構１３６を介して動作させる駆動手段としてのソレノ
イド１３４とを備えている。第１可動演出装置１２０は、ケース１２１に構成部材が取り
付けられ、ケース１２１毎のユニットとして取扱い可能であり、ユニット単位で裏ユニッ
ト５１に対して着脱可能となっている(図２１または図２２参照)。
【００６３】
　図２６に示すように、前記ケース１２１は、裏ユニット５１における上枠部５３の背面
に取り付けられ、下部が透明板４１と図柄表示装置３０の間に位置すると共に、上部が図
柄表示装置３０の上外方(設置領域Ｒの上外方)に位置している。ケース１２１は、左右の
離間して対向する側壁１２２,１２２と、左右の側壁１２２,１２２の後端側に接続する後
壁１２３とから水平断面略コ字状に基本的に形成され、上端に後壁１２３から前側に突出
する上部壁１２４が設けられている(図２５参照)。すなわち、ケース１２１は、透明板４
１に臨む前側および可視表示部５２の内側に臨む下側が開放する箱状に形成されている。
なお、ケース１２１の上部は、透明なカバー板１２１ａで前面が覆われている(図２１参
照)。第１可動演出装置１２０を上枠部５３に配設した状態において、ケース１２１の後
壁１２３の下部は、第１発光装置１００の第１基板カバー１００ａと同一水平面に位置し
、図柄表示装置３０の収容ケース３２が当接するよう構成される(図２６参照)。すなわち
、ケース１２１の後壁１２３が前記前側位置規制部の一部を構成している。またソレノイ
ド１３４は、図柄表示装置３０の設置領域Ｓの上外方(図柄表示装置３０と球タンク２６
との間)に位置するよう構成されている。また、中枠１２の球タンク２６との関係におい
て、枢支端側の第１可動演出装置１２０のソレノイド１３４は、タンク本体２６ａと球整
流部２６ｂとの境界位置の下方に配置されており、該ソレノイド１３４より枢支端側にお
いては、裏ユニット５１と球タンク２６(球整流部２６ｂ)との間に比較的前後幅の大きな
間隙が画成されている。
【００６４】
　図２１、図２３または図２４に示すように、前記ケース１２１は、第１発光装置１００
側(内側)の側壁１２２に、設置領域Ｓの上外方に位置して配線口(開口)１２６が設けられ
、この配線口１２６を介して第１発光手段１３１と第１ＬＥＤ基板１０１とに接続する第
１配線(配線)１４２が挿通される。この配線口１２６の開口縁１２６ａは、円弧状に形成
されている。このように、第１可動体１２８の動作につれて配線口１２６に挿通した第１
配線１４２が移動して開口縁１２６ａと擦れても、開口縁１２６ａがエッジのない円弧形
状としてあるので、該開口縁１２６ａとの干渉による第１配線１４２の断線を防止できる
。なお、配線口１２６の開口縁１２６ａは、面取りすることでテーパ状に形成してもよい
。
【００６５】
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　図１３に示すように、ケース１２１と第１発光装置１００の第１基板カバー１００ａと
の間には、設置領域Ｓの上外方に位置して配線隙間１２７が設けられ、この配線隙間１２
７に第１配線１４２が挿通される。すなわち、第１配線１４２は、配線口１２６からケー
ス１２１の外側に引き出された後に、配線隙間１２７を介して裏ユニット５１の裏側に引
き出され、第１ＬＥＤ基板１０１の第１ソケット１０１ａに接続される。このように、第
１配線１４２は、設置領域Ｓに取り付けられる図柄表示装置３０と干渉しない上方位置か
ら裏ユニット５１の裏側に引き出されているので、第１配線１４２を図柄表示装置３０と
裏ユニット５１との間で噛み込んだり、図柄表示装置３０の取り付け時に第１配線１４２
が邪魔になったりしない。
【００６６】
　図２６に示すように、前記第１可動体１２８は、透明板４１と図柄表示装置３０の間に
配置され、可視表示部５２の内側に露出すると共に、透明板４１を介して前側から視認可
能になっている。すなわち、第１可動体１２８は、前側に遊技領域４０ａが設けられる透
明板４１の後側に設けられているので、第１可動体１２８が動作しても遊技領域４０ａを
流下するパチンコ球に影響を与えることはない。なお、第１可動体１２８は、ケース１２
１において遊技盤の中央側(内側)に位置する側壁１２２に近接するように偏って、ケース
１２１の下部に回動可能に保持されている(図２１参照)。
【００６７】
　実施例の第１可動体１２８は、遊技領域４０ａまたは遊技者側に光を照射し得るスポッ
トライトをイメージした役物である(図６参照)。第１可動体１２８は、両端が開放した円
筒形の可動体本体１２９と、この可動体本体１２９の前側開口を覆う光透過性を有する前
面カバー１３０と、可動体本体１２９の内部に設置され、第１基板１３１ａの前面に第１
ＬＥＤ１３１ｂが設けられると共に、第１基板１３１ａの後面に第１コネクタ受部(コネ
クタ受部)１３１ｃが設けられた第１発光手段１３１と、可動体本体１２９の後側開口を
覆い、前面カバー１３０との間に第１発光手段１３１の第１基板１３１ａを保持する後面
カバー１３２とから構成される(図２５参照)。第１発光手段１３１の第１コネクタ受部１
３１ｃは、第１基板１３１ａの上部に偏倚して設けられ、後面カバー１３２の上部には、
第１コネクタ受部１３１ｃに整合する位置にコネクタ開口１３２ａが設けられて、コネク
タ開口１３２ａを介して第１コネクタ受部１３１ｃが第１可動体１２８の後面に露出する
ようになっている(図２４参照)。
【００６８】
　前記第１可動体１２８は、可動体本体１２９の後部左右に設けられた貫通孔１２９ａ,
１２９ａを、ケース１２１における左右の側壁下部に設けられた軸孔１２２ａ,１２２ａ
に整合して、これら軸孔１２２ａ,１２２ａおよび貫通孔１２９ａ,１２９ａに挿通した水
平方向左右に延在する支軸１３３により、ケース１２１に対して上下方向に回動可能に軸
支される(図２５参照)。すなわち、第１可動体１２８は、後部がケース１２１の下部に軸
支されて、可動体本体１２９を水平にして前面カバー１３０を前側に臨ませた水平姿勢の
第１位置(図２１(ａ),図２３(ａ),図２４(ａ)参照)と、この第１位置から可動体本体１２
９の前端を下方に傾斜した傾斜姿勢の第２位置(図２１(ｂ),図２３(ｂ),図２４(ｂ)参照)
との間で往復動するようになっている。第１コネクタ受部１３１ｃは、支軸１３３より上
方に設けられ、この第１コネクタ受部１３１ｃに、第１ＬＥＤ基板１０１に設置領域Ｓの
上外方に位置して設けられる第１ソケット１０１ａに接続する第１配線１４２が接続され
る(図２４参照)。また第１可動体１２８は、前面カバー１３０の中央部に第１発光手段１
３１の第１ＬＥＤ１３１ｂが臨み、該ＬＥＤ１３１ｂからの光が前面カバー１３０を介し
て前側または遊技領域４０ａ(下側に位置する図柄表示領域Ｒ)に向けて照射されるように
なっている。なお、実施例の第１可動演出装置１２０では、第１可動体１２８の第１位置
が通常の待機状態となっている。
【００６９】
　前記ソレノイド１３４は、ケース１２１における後壁１２３の上部背面に、該後壁１２
３と隙間をあけて取り付けられて(図２３または図２４参照)、前記設置領域Ｓの上外方に
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位置すると共に、第１可動体１２８および図柄表示装置３０の上側に配置される。またソ
レノイド１３４は、裏ユニット５１における上枠部５３の後側において、中枠１２の上部
に設けられた球タンク２６と図柄表示装置３０との間の狭い隙間に配設されている(図２
６参照)。ソレノイド１３４は、前側に出力軸１３５を備え、この出力軸１３５が後壁１
２３とソレノイド１３４の本体との間の隙間で前後方向に変位するよう構成される(図２
４(ａ)および(ｂ)参照)。ソレノイド１３４は、該ソレノイド１３４への通電時に出力軸
１３５が後側に変位するよう作動され、ソレノイド１３４への非通電時に、出力軸１３５
に力が付加されない自由状態となるよう構成される。このように、ソレノイド１３４の出
力軸１３５が前後方向に変位するよう設けたので、設置領域Ｓの上外方のスペースを用い
て、ソレノイド１３４を配設することができる。
【００７０】
　前記リンク機構１３６は、第１可動体１２８とソレノイド１３４の出力軸１３５とを連
結し、第１可動体１２８を常には第１位置へ向けて付勢する一方、ソレノイド１３４の作
動に連動して第１可動体１２８を第２位置に向けて付勢するよう構成される。図２５に示
すように、リンク機構１３６は、出力軸１３５に連結する第１リンク片１３７と、この第
１リンク片１３７と第１可動体１２８とを連結する第２リンク片１３８と、第１可動体１
２８が第１位置となるように第１リンク片１３７を付勢する弾性部材１３９とから構成さ
れる。第１リンク片１３７は、後壁１２３の後側に位置し、出力軸１３５の前端に半径方
向に延出するよう形成された延出端部１３５ａを保持する第１連結部１３７ａと、この第
１連結部１３７ａの前面に設けられ、ケース１２１の上部に切り欠き形成された溝１２４
ａを介して後壁１２３の前側に前端が臨む第２連結部１３７ｂとを備え、この第２連結部
１３７ｂの前端部に下方に開口する連結切欠１３７ｃが設けられている。第２リンク片１
３８は、後壁１２３の前側に配置されて、ケース１２１の上部に対して水平方向左右に延
在する回動軸１３８ａを介して回動可能に軸支されている。また第２リンク片１３８は、
第１リンク片１３７の連結切欠１３７ｃに挿入される連結軸１３８ｂが上部に設けられ、
下方に開口する接続切欠１３８ｃが下部に設けられている。またソレノイド１３４の本体
と第１リンク片１３７の第１連結部１３７ａとの間には、出力軸１３５を囲繞して弾性部
材１３９としてのコイルばねが配設され、この弾性部材１３９によって第１リンク片１３
７が常に前側に向けて変位するよう付勢されている。
【００７１】
　前記第１可動体１２８は、可動体本体１２９における後部右側に、後斜め上方に延出し
て当接部１４０が設けられ、この当接部１４０の上部に外側方に突出して、第２リンク片
１３８の接続切欠１３８ｃに挿入される接続軸１４０ａが設けられている(図２１参照)。
リンク機構１３６は、第１リンク片１３７が前後方向に変位することで、上端の連結軸１
３８ｂが第１リンク片１３７の連結切欠１３７ｃに連繋して、回動軸１３８ａを介してケ
ース１２１に軸支された第２リンク片１３８が前後に回動する。そして、リンク機構１３
６は、第２リンク片１３８が前後に回動することで、下端の接続切欠１３８ｃに連繋した
接続軸１４０ａを介して第１可動体１２８が第１位置と第２位置との間で回動するように
なっている。ここで、第１リンク片１３７は、ソレノイド１３４の非通電時には弾性部材
１３９の弾力により前側へ向けて付勢されて、これに伴い第２リンク片１３８の上部が前
側に変位されて、後側へ変位する第２リンク片１３８の下部によって第１可動体１２８が
後上側に向けて引き上げられる(図２１(ａ),図２３(ａ),図２４(ａ)参照)。
【００７２】
　そして、第１可動体１２８は、ケース１２１の後壁１２３に当接部１４０が位置規制さ
れることで第１位置で姿勢が保持される(図２４(ａ)参照)。これに対して、第１リンク片
１３７は、ソレノイド１３４の通電時に弾性部材１３９の付勢力に抗して後側に強制変位
され、これに伴い第２リンク片１３８の上部が後側に範囲されて、前側へ変位する第２リ
ンク片１３８の下部によって第１可動体１２８が前下側に向けて押される(図２１(ｂ),図
２３(ｂ),図２４(ｂ)参照)。第１位置から第２位置へ変位する第１可動体１２８は、可動
体本体１２９の後端下部が後壁１２３に当接することで、第２位置で位置規制される(図
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２４(ｂ)参照)。ここで、可動体本体１２９の後端下部には、縁部を面取りすることでテ
ーパ面１２９ｂが形成され、このテーパ面１２９ｂが、第１可動体１２８の第２位置で後
壁１２３に当接するようになっている。このように、可動体本体１２９の後端にテーパ面
１２９ｂを設けることで、後端を面取りした分だけ第１可動体１２８の回動範囲を広くす
ることができる。
【００７３】
　図２１または図２４に示すように、前記第１可動体１２８の第１位置において、ケース
１２１における後壁１２３の当接部１４０を位置規制する部位には、緩衝部材１４１が配
設されている。すなわち、当接部１４０は、第１可動体１２８の第１位置において、緩衝
部材１４１に当接するよう構成され、緩衝部材１４１を介して後壁１２３により第１可動
体１２８における後側への変位が規制される。ここで、緩衝部材１４１は、スポンジやゴ
ム等の弾力性や柔軟性を有する部材が採用され、弾性部材１３９の弾性力により第２位置
から第１位置に変位された第１可動体１２８の当接部１４０が後壁１２３に位置規制され
る際の衝撃を緩衝部材１４１によって吸収している。なお、緩衝部材は、当接部１４０、
第１可動体１２８のテーパ面１２９ｂまたは後壁１２３におけるテーパ面１２９ｂを位置
規制する部位に設けてもよい。
【００７４】
　前記透明板４１と図柄表示装置３０との隙間に配置される第１可動体１２８に設けた第
１発光手段１３１と、当該隙間の外側に設置される第１ＬＥＤ基板１０１とは、第１配線
１４２で接続されている。第１配線１４２は、下端が第２可動体１２８の後面に露出する
第１発光手段１３１の第１コネクタ受部１３１ｃに後側から接続されて、透明板４１およ
びケース１２１で囲まれる配線空間(空間)１２１ｂを上下に延在し(図２４参照)、側方へ
湾曲して側壁１２２の配線口１２６からケース１２１の外に引き出されてた後(図２１参
照)、ケース１２１と第１基板カバー１００ａとの間の隙間から遊技盤４０の背面におけ
る設置領域Ｒの上外方に取り出される。そして、遊技盤４０の背面に取り出された第１配
線１４２の上端は、第１ＬＥＤ基板１０１の第１ソケット１０１ａに接続される。このよ
うに、第１配線１４２の下端部は、湾曲させて第１コネクタ受部１３１ｃに後側から接続
され、第１可動体１２８の回動に伴って前記配線空間１２１ｂに上下に延在する部分が前
後に移動可能なように余裕をもって設けることで、第１配線１４２によって第１可動体１
２８の動作を妨げないようになっている。
【００７５】
　図２３または図２４に示すように、前記ケース１２１には、第１可動体１２８の往復動
に伴う第１配線１４２の移動方向に面する部位に配線開口部(開口部)１２５が設けられる
。実施例では、前述の如く第１可動体１２８の上下動への回動に伴って前後に移動する第
１配線１４２に対応して、配線開口部１２５がケース１２１の後壁１２３に設けられてい
る。配線開口部１２５は、前記配線空間１２１ｂにおいて上下に延在する第１配線１４２
に整合する位置に、第１配線１４２の挿通を許容する幅で後壁１２３を前後に貫通して形
成されている。
【００７６】
　前記第１可動演出装置１２０では、図柄表示装置３０による図柄変動ゲームや演出表示
等に合わせて、あるいは単独で、第１発光手段１３１のＬＥＤ１３１ｂを点滅したり、第
１可動体１２８を上下に回動させることで、適宜の演出が行なわれる。また、ＬＥＤ１３
１ｂの点滅および第１可動体１２８の動作は、互いに組合わせて行なったり、夫々単独で
行なうことで、多彩な演出がなされる。
【００７７】
　このように、前記第１可動演出装置１２０は、第１可動体１２８の動作に際して当接部
１４０を位置規制する後壁１２３に緩衝部材１４１を設けることで、第１可動体１２８の
動作時に発生する衝撃が抑制されて、当該衝撃を原因とする第１配線１４２の断線を防止
し得る。また、ケース１２１における第１配線１４２の移動方向に面する後壁１２３に配
線開口部１２５が設けられているので、該配線開口部１２５により前後の配線移動スペー
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スが確保される。ここで、第１配線１４２は、第１可動体１２８を透明板４１と図柄表示
装置３０との間の狭いスペースに配置している都合上、配線空間１２１ｂを広くとること
ができず、第１可動体１２８の円滑な動作を許容するために配線空間１２１ｂで湾曲部分
を設けることで、配線長に余裕を持たせている。すなわち、ケース１２１に配線開口部１
２５を設けることで、少なくとも後壁１２３の板厚分のスペースを確保することができ、
配線空間１２１ｂに延在する第１配線１４２の湾曲部分の曲がりを大きくすることができ
る。従って、配線空間１２１ｂに延在する第１配線１４２の湾曲部分の曲がりが大きくな
ることで、第１可動体１２８の動作による第１配線１４２にかかるストレスを軽減でき、
第１配線１４２の断線を防止し得る。そして、第１可動体１２８の動作につれて第１配線
１４２が後方に移動した際に、前記配線空間１２１ｂに延在する第１可動体１２８が配線
開口部１２５に収容されて、後壁１２３と第１配線１４２との接触を避けて、第１配線１
４２の断線を防止し得る。
【００７８】
　前記第１可動演出装置１２０は、弾性部材１３９の付勢力によってリンク機構１３６を
引き上げて第１可動体１２８を第１位置に変位する構成とした場合に、重力に抗して第１
可動体１２８を迅速に引き上げる必要があり、また第１位置で第１可動体１２８の姿勢を
保持するために弾性部材１３９で常に付勢する必要がある。このため、弾性部材１３９の
付勢力が大きなり、第１可動体１２８が第２位置から第１位置に変位する際に、後壁１２
３で当接部１４０を位置規制したときに生じる衝撃が大きくなるが、後壁１２３における
当接部１４０が当接する部位に緩衝部材１４１が設けてあるので、緩衝部材１４１により
衝撃を抑えることができる。
【００７９】
(第２可動演出装置)　
　次に、実施例の第２可動演出装置１５０について、図２７～図３５を主に参照して説明
する。図６に示すように、実施例の遊技盤４０には、２基の第２可動演出装置１５０,１
５０が始動入賞口４３ａの左右両側に位置するよう配置されている。各第２可動演出装置
１５０は、裏ユニット５１における下枠部５４の前面に透明板４１の後側に位置して設置
されて可視表示部５２の下部を構成するベース部材１４４に設けられ、遊技領域４０ａに
臨む始動入賞口４３ａの近傍に配置される第２可動体(可動体)１５２を備えている。ベー
ス部材１４４は、透明板４１を介して前側から視認可能であって、左右横長のベース本体
１４６と、このベース本体１４６の中央部に開設した装飾体開口１４６ａに嵌め込まれる
装飾体１４８とから構成される(図２７または図３４参照)。装飾体１４８には、前側に設
けた始動入賞口４３ａを遊技領域４０ａに臨ませると共に、透明板４１に設けられた下枠
部開口５４ａに挿通して後部を裏ユニット５１の後側に位置させて該透明板４１に取り付
けられる始動入賞装置４３が挿通されるベース開口１４８ａが設けられている。そして、
各第２可動演出装置１５０は、ベース部材１４４におけるベース本体１４６の前面に設け
られた第２可動体１５２が、始動入賞口４３ａの上方に配置されたステージ部材６４の下
方で、透明板４１に配設された遊技釘４７により始動入賞口４３ａにパチンコ球を誘導す
るよう形成された流下経路４０ｂの後側に重なる位置に配置される(図６参照)。なお、裏
ユニット５１の下枠部５４には、ベース部材１４４に設けられる左右の第２可動演出装置
１５０,１５０の後側に対応して下枠部開口５４ａが設けられている(図１３参照)。
【００８０】
　前記裏ユニット５１の下枠部５４の後面には、２枚の第４ＬＥＤ基板(基板)１０５が、
左右に離間配置した２基の第２可動演出装置１５０,１５０に夫々対応させて、前記下枠
部開口５４ａの両側部に配設されている(図１３参照)。開放端側の第２可動演出装置１５
０では、開放端側の外側方に対応する第４ＬＥＤ基板１０５が配置され、枢支端側の第２
可動演出装置１５０では、枢支端側の外側方に対応する第４ＬＥＤ基板１０５が配置され
る。そして、第２可動体１５２に設けられる第２発光手段(発光手段)１６０と第４ＬＥＤ
基板１０５とが第２配線(配線)１８０(図２８または図３５参照)で接続されると共に、第
４ＬＥＤ基板１０５と中継基板１０６とが配線で接続される。なお、左右の第２可動演出
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装置１５０,１５０は、構成部材の配置が左右対称な関係であるだけで、構成部材が同一
であるので、左側に位置する第２可動演出装置１５０についてのみ、以下に説明する。
【００８１】
　図３２,図３３または図３４に示すように、前記第２可動演出装置１５０は、ベース部
材１４４におけるベース本体１４６の前側に回動可能に設けられた第２可動体１５２と、
設置領域Ｓの外下方に位置して、ベース部材１４４の後側に位置して下枠部５４の裏側に
取り付けられた設けられたカバー部材１６２と、このカバー部材１６２の後面に設けられ
、設置領域Ｓの外下方に位置する駆動手段としてのモータ１６６と、このモータ１６６お
よび第２可動体１５２の回転軸１５８を連結する伝達機構１６８とから基本的に構成され
る。すなわち、第２可動演出装置１５０は、モータ１６６を駆動すると伝達機構１６８を
介して、第２可動体１５２が前後に延在する回転軸１５８を中心として回動するよう構成
される。なおモータ１６６は中継基板１０６に配線接続される。
【００８２】
　図２７に示すように、前記第２可動体１５２は、パチンコ機１０のモチーフに合わせて
形成された役物であり、図３５に示すように、透明板４１と図柄表示装置３０の前側に位
置するベース部材１４４との間に配置されている。図３２または図３３に示すように、第
２可動体１５２は、円形の本体部１５３と、この本体部１５３に設けられ、該本体部１５
３から半径方向(透明板４１の板面に沿う方向)へ延出する透明な延出部１５６と、本体部
１５３の内部に設けられ、延出部１５６における該本体部１５３からの延出方向へ光を照
射するよう設けられた第２発光手段(発光手段)１６０と(図３４参照)、延出部１５６に設
けられ、第２発光手段１６０から照射された光を前側へ反射する反射部１５７と、本体部
１５３の前壁に設けられ、第２発光手段１６０の光を視認可能な本体開口部(開口部)１５
９とから構成される。実施例の第２可動体１５２は、延出部１５６が本体部１５３から半
径方向上側に向けて延出するよう構成され、第２可動体１５２の回動によって延出部１５
６が本体部１５３における上側半周の領域を往復移動するようになっている(図２７参照)
。すなわち、第２可動体１５２の延出部１５６は、上側に位置するステージ部６５および
図柄表示領域Ｒを指向するよう構成され(図６参照)、図柄表示領域Ｒに表示される図柄変
動ゲームと第２可動演出装置１５０による演出とを関連付けしてもよい。
【００８３】
　前記本体部１５３は、光を反射する処理(実施例では露出面が銀色の反射色で塗装)が施
されて該本体部１５３の露出面をなし、後方に開放した器状の外部材１５４と、この外部
材１５４の内側に嵌め合わされて該外部材１５４との間に延出部１５６を保持する透明な
内部材１５５とから構成される(図３０または図３４参照)。すなわち、延出部１５６は、
外部材１５４と内部材１５５とにより適切に保持される。なお実施例では、延出部１５６
がアクリル樹脂から成形され、内部材１５５がポリカーボネートから成形される。すなわ
ち、延出部１５６は、第２発光手段１６０からの光の照射を受けて発光する部分であるの
で、高い光透過性を備えるアクリル樹脂が採用され、内部材１５５は、延出部１５６や第
２発光手段１６０を保持するために複雑な形状となるので、成形性がよいポリカーボネー
トが採用される。
【００８４】
　図３４に示すように、前記外部材１５４は、前記本体開口部１５９が設けられた前壁１
５４ａおよびこの前壁１５４ａの周縁から後方へ突出する周壁１５４ｂとを備えた中空部
材であって、延出部１５６が挿通される取付開口１５４ｃが周壁１５４ｂに設けられると
共に、延出部１５６の取付端部に側方へ夫々突出形成された取付部１５６ａ,１５６ａを
保持する保持部が取付開口１５４ｃの内側に設けられる。図２８に示すように、保持部は
、延出部１５６の両取付部１５６ａ,１５６ａの前面に突出形成された突出ピン１５６ｂ
が挿入される保持孔(図示せず)と、外部材１５４における取付開口１５４ｃ中央に後方へ
突出形成され、延出部１５６の取付端部前面に設けられた挿入保持孔１５６ｃに挿入され
る保持ピン１５４ｄとから構成される。また外部材１５４の内側中央部には、回転軸１５
８が挿入固定される軸固定部１５４ｅが設けられている。
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【００８５】
　図２９に示すように、前記本体開口部１５９は、延出部１５６の延出方向と交差する側
方に並べて複数(実施例では４箇所)設けられ、各本体開口部１５９は、外部材１５４の前
壁を前後に貫通すると共に、延出部１５６の延出方向に長辺が沿う矩形状に形成される。
また本体開口部１５９は、外部材１５４における取付開口１５４ｃ側に中心から偏倚した
部位に設けられる。
【００８６】
　図３４に示すように、前記内部材１５５は、略円形を基本形状とする部材であって、外
部材１５４の内側に後方から嵌め合わされる。内部材１５５は、取付開口１５４ｃに臨ま
せて設けられた発光手段開口１５５ａを延出部１５６の取付端部に対向させて外部材１５
４の周壁１５４ｂ内面との間に両取付部１５６ａ,１５６ａを保持すると共に、第２発光
手段１６０を発光手段開口１５５ａに臨ませて支持する内側保持部を備えている(図２８
参照)。内側保持部は、発光手段開口１５５ａの左右の側縁に外部材１５４の周壁１５４
ｂ内面との間で両取付部１５６ａ,１５６ａの側面を挟む側面保持部分１５５ｂと、発光
手段開口１５５ａの後縁から延出部１５６の延出方向へ突出形成され、外部材１５４の前
壁１５４ａ内面との間で延出部１５６の両取付部１５６ａ,１５６ａの後面を挟む後面保
持部分１５５ｃと、この後面保持部分１５５ｃと発光手段開口１５５ａの後縁との間に第
２発光手段１６０の第２基板１６０ａを挟む基板保持部分１５５ｄとから構成される(図
３４参照)。すなわち、第２発光手段１６０は、内側保持部の基板保持部分１５５ｄに対
して後方から挿脱可能であり、基板保持部分１５５ｄによって本体部１５３の半径方向へ
の移動が規制され、回転軸１５８の後端に設けられる伝達機構１６８の第１ギヤ(ギヤ)１
６９によって基板保持部分１５５ｄに保持した第２発光手段１６０の後方への移動が規制
される(図２８,図３０,図３１参照)。なお、内部材１５５の中央部には、回転軸１５８が
挿通する回転軸開口１５５ｅが開設されている(図３４参照)。
【００８７】
　図３４に示すように、前記延出部１５６は、略矩形状に形成された透明な部材であって
、本体部１５３への取付端部の側方に夫々延出して左右の取付部１５６ａ,１５６ａが設
けられ、取付端部の中央部に本体部１５３からの延出方向に窪ませて設置凹部１５６ｄが
設けられている。また延出部１５６には、本体部１５３から延出して外方に臨む部分後面
に反射部１５７が設けられている(図３０または図３３参照)。更に延出部１５６は、本体
部１５３から延出して外方に臨む部分前面に、延出方向に沿って延在すると共に該延出方
向と交差する側方に並べて複数設けられた溝状のレンズカット部１５６ｅを備えている(
図２９または図３２参照)。なお、延出部１５６の延出端部は、左右の角部が面取りされ
てテーパ面が形成されている。実施例の反射部１５７は、延出部１５６の後面を白色に塗
装することで設けられ、本体部１５３の内側から延出部１５６の延出方向に照射される光
の一部を前側に向けて反射するよう構成される。そして、反射部１５７で前側に向けて反
射された光は、レンズカット部１５６ｅで拡散されて、遊技者から延出部１５６全体が光
っているように視認される。
【００８８】
　前記延出部１５６は、本体部１５３に取り付けた際に、内側保持部の基板保持部分１５
５ｄに保持されて発光手段開口１５５ａを介して半径方向外側に指向する第２発光手段１
６０の第２ＬＥＤ１６０ｂが設置凹部１５６ｄに位置するよう構成される(図２８参照)。
また延出部１５６は、取付端部の両取付部１５６ａ,１５６ａが、該延出部１５６の延出
方向と交差する側方に並べて設けられた複数の本体開口部１５９のなかで外側方に位置す
る本体開口部１５９の後側に夫々整合するようになっている。ここで、内側保持部の基板
保持部分１５５ｄに保持された第２発光手段１６０の第２ＬＥＤ１６０ｂは、複数の本体
開口部１５９のなかで内側に位置する２つの本体開口部１５９,１５９の間に配置され、
外部材１５４の前壁１５４ａで正面が覆われている。すなわち、第２ＬＥＤ１６０ｂを点
灯することで、延出部１５６が光るだけでなく、複数の本体開口部１５９を介して光が漏
れる。ここで、複数の本体開口部１５９のうち外側方に位置するものは、透明な延出部１
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５６の取付部１５６ａで覆われる一方、複数の本体開口部１５９のうち内側に位置するも
のは開放されている。すなわち、延出部１５６の取付部１５６ａに覆われた外側方の本体
開口部１５９と覆われていない内側の本体開口部１５９とでは発光態様を異ならせること
できる。なお、第２ＬＥＤ１６０ｂは、前壁１５４ａの真後ろに位置しているので、本体
開口部１５９を介して第２ＬＥＤ１６０ｂが直接視認されることはなく、第２可動体１５
２の意匠性を損なわない。
【００８９】
　前記第２発光手段１６０は、第２基板１６０ａの一面に設けられた第２ＬＥＤ１６０ｂ
と、第２基板１６０ａの一面に設けられ、第２ＬＥＤ１６０ｂより後方に位置して後側に
開口する第２コネクタ受部(コネクタ受部)１６０ｃとを備えている(図３４参照)。第２コ
ネクタ受部１６０ｃには、第２配線１８０の一端が接続され、第２可動体１５２の左右へ
の回動につれて第２配線１８０の一端側が左右に移動する。第２発光手段１６０は、内側
保持部の基板保持部分１５５ｃに保持された際に、発光手段開口１５５ａを介して第２Ｌ
ＥＤ１６０ｂが延出部１５６における設置凹部１５６ｄの中央に臨むよう構成され、第２
ＬＥＤ１６０ｂから延出部１５６の延出方向に指向させて光を照射し得るようになってい
る。ここで、第２可動体１５２の本体部１５３の後面において、第２コネクタ受部１６０
ｃは、回転軸１５８から半径方向外側(実施例では上側)に偏倚した位置に設けられている
(図３０参照)。
【００９０】
　前記ベース部材１４４のベース本体１４６には、第２コネクタ受部１６０ｃの回動領域
に対応する部位に、前後に貫通するコネクタ開口(開口部)１４７が設けられている(図３
４参照)。更にベース本体１４６には、回転軸１５８が挿通される回転軸孔１４６ｂが設
けられ、コネクタ開口１４７を介して第２コネクタ受部１６０ｃがベース部材１４４の後
側に臨むと共に、回転軸孔１４６ｂを介して回転軸１５８の後端がベース部材１４４の後
側に突出するようになっている。そして、ベース部材１４４の後側の第１空間１７２に露
出する回転軸１５８(第１ギア１６９の中央に後側に突出する部分)の後端縁部(縁部)１５
８ａは、角部が面取りされてテーパ形状または円弧形状に形成される(図３１または図３
３参照)。ここで、第２可動体１５２の回転軸１５８とは、本体部１５３の軸固定部に前
端が固定される棒状の軸部分が挿通固定される第１ギヤ１６９の中央に後側に突出する部
分も含む。
【００９１】
　前記伝達機構１６８は、ベース部材１４４の後側から下枠部開口５４ａを介して裏ユニ
ット５１の裏側に突出する回転軸１５８の後端に固定された第１ギヤ１６９と、モータ１
６６の出力軸の前端に固定され、第１ギヤ１６９の歯部と噛合する歯部が全周に設けられ
た第２ギヤ１７０とから構成される(図３１または図３２参照)。第１ギヤ１６９には、第
２発光手段１６０の第２コネクタ受部１６０ｃに対応する半径方向上側に偏倚した部位に
コネクタ切欠１６９ａが形成され、このコネクタ切欠１６９ａに第２コネクタ受部１６０
ｃが整合して位置するようになっている(図３３参照)。第１ギヤ１６９は、コネクタ切欠
１６９ａの周縁でベース部材１４４のコネクタ開口１４７を介して後側に臨む第２発光手
段１６０の第２基板１６０ａを後から保持するよう構成される。このように、伝達機構１
６８の第１ギヤ１６９を用いて本体部１５３に取り付けた第２発光手段１６０の第２基板
１６０ａを位置規制することで、第２発光手段１６０の支持構造を簡略化できる。また第
１ギヤ１６９には、下側半周に歯部が設けられ、第２ギヤ１７０は、第１ギヤ１６９の下
側に配置されている。第２可動体１５２を伝達機構１６８を介してモータ１６６で回動す
る構成とすることで、モータ１６６を設置領域Ｓの外側に設けることができる。
【００９２】
　前記第１ギヤ１６９には、後面における下側半周に円弧状に延在すると共に、該後面か
ら後方へ突出する検知片１７１が設けられている(図３３参照)。検知片１７１は、カバー
部材１６２の前面に設けられる原位置検知手段１７４の上下のセンサ１７５間を通過する
ように構成され(図３２参照)、該検知片１７１の検知の有無により第２可動体１５２の位
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置が原位置検知手段１７４で検知され、これに基づきモータ１６６が駆動制御される。
【００９３】
　図２８または図３０に示すように、前記カバー部材１６２は、第１ギヤ１６９の下側半
分、第２ギヤ１７０および原位置検知手段１７４を覆って、下枠部５４の後面に取り付け
られ、後面における下部中央にモータ１６６が出力軸を前側に向けて設置さている。カバ
ー部材１６２は、上面が図柄表示装置３０(具体的には図柄表示装置３０の下面を支持す
る支持片３６)の下側に重なるようになっている(図３５参照)。カバー部材１６２は、図
柄表示装置３０との対向面となる上面中央に形成された配線凹部(凹部)１６３と、ベース
部材１４４の後側に突出する回転軸１５８の下側半周(第２コネクタ受部１６０ｃの設置
位置と反対側の半周)を覆う軸保持部(保持部)１６４とが設けられている(図３２または図
３３参照)。配線凹部１６３は、角部がない円弧状に窪ませて形成される。軸保持部１６
４は、カバー部材１６２の上部前側に位置して配線凹部１６３の前側に設けられ、回転軸
１５８の下側半周側方を覆うように延在して、回転軸１５８の下および左右の移動を規制
する周壁片と、この周壁片の後部に設けられて回転軸１５８の後方への移動を規制する後
壁片とから構成される。更にカバー部材１６２の後面中央には、配線凹部１６３の下側に
位置して、第２配線１８０を上下に延在するよう位置規制する整線部材１６５が設けられ
ている(図３０または図３３参照)。
【００９４】
　前記カバー部材１６２の後面には、原位置検知手段１７４の接続口(別のコネクタ受部)
１７６が挿通するカバー開口１６２ａが、整線部材１６５の脇に設けられ、このカバー開
口１６２ａを介してカバー部材１６２から露出する接続口１７６と中継基板１０６とが配
線接続されている(図３０参照)。なお、カバー開口１６２ａから露出する接続口１７６は
、第２可動演出装置１５０の第２発光手段１６０の第２配線１８０が接続する対応の第４
ＬＥＤ基板１０５と整線部材１６５を挟んで反対側(内側方)に配置され、例えば左側の第
２可動演出装置１５０であれば、カバー部材１６２の左側に対応する第４ＬＥＤ基板１０
５が配設されるので、カバー部材１６２の右側に偏倚する位置に接続口１７６が露出して
いる。
【００９５】
　図３１または図３３に示すように、前記整線部材１６５は、カバー部材１６２の後面に
後方へ突出するように設けられている。整線部材１６５は、第１板部(壁部)１６５ａと、
この第１板部１６５ａに対して第２可動体１５２の回動に伴う第２配線１８０の移動方向
(左右方向)に離間して該配線１８０の移動を許容する間隔で対向配置した第２板部(壁部)
１６５ｂと、第１板部１６５ａの後端と第２板部１６５ｂを接続する連結板部１６５ｃと
を本体とするフック状に形成される(図３３参照)。また整線部材１６５は、第２板部１６
５ｂの前端とカバー部材１６２の後面との間に挿通口１６５ｄが設けられ、該挿通口１６
５ｄから第２配線１８０が第１板部１６５ａと第２板部１６５ｂとの間に挿入される。な
お、整線部材１６５は、第２板部１６５ｂの後側を連結板部１６５ｃより後方に延出形成
することで、第２配線１８０の挿脱に際して第２板部１６５ｂを変形させて、挿通口１６
５ｄを拡開するつまみ板部１６５ｅが設けられている。整線部材１６５は、対応する第４
ＬＥＤ基板１０５から離間する側(内側方)に第１板部１６５ａが配置され、対応するＬＥ
Ｄ基板１０５側(外側方)に第２板部１６５ｂおよび挿通口１６５ｄが配置されている。こ
のように、整線部材１６５の内側方には原位置検知手段１７４用の接続口１７６が設けら
れているが(図３０参照)、この接続口１７６と反対側となる外側方に挿通口１６５ｄを設
けてあるので、整線部材１７５への第２配線１８０の挿脱作業を行ない易い。
【００９６】
　図３５に示すように、前記第２可動演出装置１５０は、上部が図柄表示装置３０の前側
に重なるよう配置され、下枠部開口５４ａを介して裏ユニット５１の裏側に臨む第２可動
体１５２の上部および第１ギヤ１６９の上部が、図柄表示装置３０(図柄表示装置３０の
下部を保持する支持片３６の前側片)の前側に位置している。すなわち、第２可動体１５
２における本体部１５３の上部に配置されている第２発光手段１６０の第２コネクタ受部
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１６０ｃが、図柄表示装置３０の前側に位置している。第２可動体１５２の上部および第
１ギヤ１６９の上部と図柄表示装置３０との間には、隙間が形成され、この隙間が第２コ
ネクタ受部１６０ｃと第４ＬＥＤ基板１０５とを接続する第２配線１８０が挿通される第
１空間１７２となる。また、図柄表示装置３０の下側には、カバー部材１６２の上面が重
なるように取り付けられているが、カバー部材１６２の上面に凹設された配線凹部１６３
により第１空間１７２と連通する第２空間１７３が形成される。ここで、支持片３６が設
置される前記設置部材５９の上壁５９ａには、第２空間１７３に対応する部位に上下に貫
通する通過口５９ｂが設けられ(図１４参照)、第２空間１７３に挿通される第２配線１８
０と設置部材５９との干渉が回避される。
【００９７】
　前記第２発光手段１６０の第２コネクタ受部１６０ｃに後側から接続された第２配線１
８０は、第１空間１７２を上下に延在した後に前後方向に湾曲されて、前後に延在する第
２空間１７３を挿通して裏ユニット５１の裏側(カバー部材１６２の裏側)に引き出される
(図３５参照)。すなわち、第２配線１８０は、狭い第１空間１７２において、後方に臨む
第２コネクタ受部１６０ｃから上下方向に移行する部位と、前後に延在する第２空間１７
３に挿通するために上下方向から前後方向に移行する部位との２箇所で湾曲している。そ
して、カバー部材１６２の裏側に引き出された第２配線１８０は、下側に湾曲して整線部
材１６５における一対の板部１６５ａ,１６５ｂの間を通って上下に延在させた後、外側
方へ湾曲されて、カバー部材１６２の外側方に配置された対応する第４ＬＥＤ基板１０５
に接続される。
【００９８】
　前記第２可動演出装置１５０は、モータ１６６を駆動することで、伝達機構１６８を介
して第２可動体１５２が回転軸１５８を中心に左右に回動され、延出部１５６の指向方向
が変化する。左右の第２可動演出装置１５０,１５０は、左右の第２可動体１５２,１５２
を同期して同じ方向または異なる方向に回動しても、夫々を独立して回動させてもよい。
そして、各第２可動体１５２に設けた第２発光手段１６０の第２ＬＥＤ１６０ｂを点滅し
たり、発光色を変化させる発光による演出が、第２可動体１５２の動作と独立してまたは
合わせて行なわれる。なお、第２可動演出装置１５０による演出は、図柄表示装置３０に
よる演出表示と連動して行なってもよく、例えば図柄表示装置３０による表示に合わせて
、第２可動体１５２の延出部１５６が指向するように第２可動体１５２を回動したり、第
２ＬＥＤ１６０ｂを発光させる構成が採用される。
【００９９】
　前記第２可動体１５２は、第２発光手段１６０の第２ＬＥＤ１６０ｂを点灯することで
、透明板４１の板面に沿う延出部１５６の延出方向に光が照射される。この際、延出部１
５６の裏面に設けられた反射部１５７で光の一部が前側に反射されることで、透明な延出
部１５６全体が発光しているように見える。また、第２ＬＥＤ１６０ｂから照射される光
は指向性が高いので、延出部１５６が指向している側が照らされる。同時に、複数の本体
開口部１５９から第２ＬＥＤ１６０ｂの光が漏れて、また該本体開口部１５９から漏れた
光により反射処理が施された本体部１５３が輝く。すなわち、第２可動体１５２は、本体
部１５３に内蔵された第２発光手段１６０の第２ＬＥＤ１６０ｂから照射された光を反射
部１５７で反射することで発光する延出部１５６と、本体部１５３における複数の本体開
口部１５９から視認される光との異なる発光態様が得られる。このように、単一の第２Ｌ
ＥＤ１６０ｂによって異なる発光態様が得られるので、装置の大型化を招くことなく、よ
り興趣をかき立てる発光演出を行ない得る。
【０１００】
　前記第２可動演出装置１５０は、第２可動体１５２を透明板４１の後側に配置したので
、透明板４１の前側に設けられた遊技領域４０ａを流下するパチンコ球の動きに第２可動
体１５２が干渉することはなく、第２可動体１５２の動作により遊技領域４０ａを流下す
るパチンコ球の動きに影響を与えて、遊技者に不利益をもたらすことはない。すなわち、
第２可動体１５２の配設位置がパチンコ球との関係で制限されることはなく、第２可動体
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１５２を遊技者が注視している始動入賞口４３ａの近傍に配置することができる。従って
、第２可動体１５２による演出を遊技者により注目させることができ、第２可動体１５２
による演出効果を向上し得る。そして、遊技領域４０ａにおける左右の流下経路４０ｂ,
４０ｂと重なる位置に第２可動体１５２を夫々配置することで、中央の始動入賞口４３ａ
に向けて側方から流下するパチンコ球の動きと左右に回動する第２可動体１５２の動作と
を関連付けることができ、演出効果を一層向上し得る。
【０１０１】
　前記第２可動体１５２を回動することで、第２発光手段１６０の第２コネクタ受部１６
０ｃも回動するので、該第２コネクタ受部１６０ｃに接続する第２配線１８０は、第２可
動体１５２と共に左右に移動する。ここで、整線部材１６５は、第２配線１８０を固定し
するものではなく、カバー部材１６２の裏側に引き出された第２配線１８０の延在方向を
対向する板部１６５ａ,１６５ｂで規定するものであって、第２可動体１５２の移動に伴
う第２配線１８０の上下左右の移動が許容される。すなわち、第２配線１８０は、狭い第
１空間１７２および第２空間１７３に延在し、また第１空間１７２および第２空間１７３
で延在方向が異なるので途中で湾曲するが、整線部材１６５が第２配線１８０の移動を許
容する構成であるので、第２可動体１５２の回動に際して第２配線１８０にストレスがか
かり難くなり、第２配線１８０の断線を防止し得る。そして、第２配線１８０にストレス
がかかり難いので、図柄表示装置３０を支持するために剛性を有する支持片３６の下側に
第２配線１８０を通しても、支持片３６に対する摺接負荷を軽減でき、第２配線１８０の
断線を防止し得る。
【０１０２】
　また、回転軸１５８の後端を保持して第２可動体１５２のぶれを抑制する軸保持部１６
４を備えるカバー部材１６２は、該軸保持部１６４が回転軸１５８を保持するのに要する
最小限の形状とされているので、前記第１空間１７２における第２配線１８０の挿通スペ
ースを確保し得る。従って、第１空間１７２に挿通される湾曲径を大きくすることができ
、第２配線１８０にかかるストレスが軽減されるので、第２配線１８０の断線を防止し得
る。そして、軸保持部１６４から露出して第１空間１７２に臨んでいる回転軸１５８の後
端縁部１５８ａをテーパ形状または円弧形状とすることで、該回転軸１５８との摺接に起
因する第２配線１８０の断線を防止できる。
【０１０３】
(変更例)
　前述した実施例の構成に限定されず、以下の構成も採用し得る。
(１)ステージ部材の後部材にワープルート部を一体形成する例を挙げたが、別体のワープ
ルート部をステージ部に接続することで一体化してもよい。
【０１０４】
(２)２基の第１可動演出装置を設ける例を挙げたが、１基でも３基以上の複数であっても
よい。また、第１可動体の動作方向も限定されず、例えば左右に往復動作させてもよい。
【０１０５】
(３)２基の第２可動演出装置を設ける例を挙げたが、１基でも３基以上の複数であっても
よい。また、第２可動体の動作方向も限定されず、例えば上下に往復動作させてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を前枠および遊技盤を取り外した状態で示す正面図である。
【図３】実施例のパチンコ機を前枠を開放した状態で示す斜視図である。
【図４】実施例のパチンコ機を示す背面図である。
【図５】実施例の図柄表示装置であって、(ａ)は背面図であり、(ｂ)は(ａ)のＡ－Ａ線断
面図である。
【図６】実施例の遊技盤を示す正面図であって、裏ユニットを破線で示す。
【図７】実施例の遊技盤を分解して示す側面図である。



(28) JP 5042115 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【図８】実施例の遊技盤であって、図柄表示装置を取り付けた状態で示す斜視後面図であ
る。
【図９】実施例の遊技盤であって、図柄表示装置を取り外した状態で示す斜視後面図であ
る。
【図１０】図６のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１１】図６のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１２】実施例の裏ユニットを示す正面図である。
【図１３】実施例の裏ユニットを示す背面図である。
【図１４】実施例の設置部材および支持片を示す斜視図である。
【図１５】実施例の遊技盤において、ステージを構成する部材を分解して示す斜視前面図
である。
【図１６】実施例の遊技盤において、ステージを構成する部材を分解して示す斜視後面図
である。
【図１７】実施例のステージを示す正面図である。
【図１８】実施例のステージ部材を示す正面図である。
【図１９】図１７のＤ－Ｄ線断面図である。
【図２０】図１０のステージ部分の拡大図である。
【図２１】実施例の第１可動演出装置を示す正面図であって、(ａ)は第１可動体の第１位
置であり、(ｂ)は第１可動体の第２位置である。
【図２２】実施例の第１可動演出装置を示す背面図である。
【図２３】実施例の第１可動演出装置を示す側面図であって、(ａ)は第１可動体の第１位
置であり、(ｂ)は第１可動体の第２位置である。
【図２４】実施例の第１可動演出装置を示す断面図であって、(ａ)は第１可動体の第１位
置であり、(ｂ)は第１可動体の第２位置である。
【図２５】実施例の第１可動演出装置を示す分解斜視図である。
【図２６】図１０の第１可動演出装置部分の拡大図である。
【図２７】実施例の第２可動演出装置を備えたベース部材を示す正面図である。
【図２８】図２７のＥ－Ｅ線断面図である。
【図２９】実施例の第２可動演出装置を示す正面図である。
【図３０】実施例の第２可動演出装置を示す背面図である。
【図３１】実施例の第２可動演出装置を示す側面図である。
【図３２】実施例の第２可動演出装置を一部分解して示す斜視前面図である。
【図３３】実施例の第２可動演出装置を一部分解して示す斜視後面図である。
【図３４】実施例の第２可動演出装置を分解して示す斜視図である。
【図３５】図１１の第２可動演出装置部分の拡大図である。
【符号の説明】
【０１０７】
　３０ 図柄表示装置
　４０ 遊技盤
　４０ａ 遊技領域
　４１ 透明板
　４７ 遊技釘
　４１ｂ 流下経路
　４３ 始動入賞装置
　４３ａ 始動入賞口
　５１ 裏ユニット
　５２ 可視表示部
　６４ ステージ部材
　１４４ ベース部材
　１４８ａ ベース開口
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　１５２ 第２可動体(可動体)
　１５３ 本体部
　１５４ 外部材
　１５４ａ 前壁
　１５４ｂ 周壁
　１５４ｃ 取付開口
　１５５ 内部材
　１５５ａ 発光手段開口
　１５６ 延出部
　１５６ａ 取付部
　１５７ 反射部
　１５８ 回転軸
　１５９ 本体開口部
　１６０ 第２発光手段(発光手段)
　１６６ モータ(駆動手段)
　１６８ 伝達機構
　１６９ 第１ギヤ(ギヤ)
　Ｓ 設置領域

【図１】 【図２】
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