
JP 5318718 B2 2013.10.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技演出のための表示を行う表示部の前方に配され、その表示部を目視可能にする窓が
設けられた遊技盤と、前記表示部を目視可能にする透孔が形成されているとともに前記遊
技盤の盤面に略平行な面内で回転駆動される回転板とを備えたパチンコ機において、
　前記回転板に設けられ前記表示部の前方で移動するよう駆動される可動体と、前記可動
体に設けられて前方に向かって発光する線状の可動発光部と、前記遊技盤に設けられて前
方に向かって発光する線状の固定発光部とをさらに備え、
　前記可動発光部と前記固定発光部は、前記回転板の回転角度が所定角度になり、かつ前
記可動体が前記回転板の所定位置に位置するときに、線状に並ぶよう配されている
ことを特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　請求項１に記載のパチンコ機において、
　前記可動体として、両開きの引き戸状に動作可能な１対の第１，第２扉部材を備え、
　前記可動発光部として、前記第１扉部材に設けられた線状の第１小発光部と、前記第２
扉部材に設けられた線状の第２小発光部とを有し、
　これら第１，第２小発光部は前記第１扉部材と前記第２扉部材とが当接したときに線状
に並ぶよう配されている
ことを特徴とするパチンコ機。
【請求項３】
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　請求項１に記載のパチンコ機において、
　前記可動体として、両開きの引き戸状に動作可能な１対の第１，第２扉部材を備え、
　前記可動発光部として、前記第１扉部材の前記第２扉部材側の縁部に沿って位置する第
１縁発光部と、前記第２扉部材の前記第１扉部材側の縁部に沿って位置する第２縁発光部
とを有する
ことを特徴とするパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤上で電飾により遊技の演出を行うパチンコ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の従来のパチンコ機としては、遊技盤の略中央に設けられた窓から目視可能な液
晶パネル等の表示部と、遊技盤に設けられは線状の発光部とを備えたものがある。発光部
は、一端が表示部側に位置し表示部から離れる方向に延びて形成されている。このパチン
コ機は遊技演出の際、表示部に発光部と連なる線を表示する。（特許文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２８３２４６号公報（段落００２１、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述した従来のパチンコ機において、表示部の外側の線状の発光部に関わる表示部側の
領域での演出は、表示部に発光部に連なる線を表示するか否かであり、面白みに欠ける。
【０００５】
　本発明は前述の事情を考慮してなされたものであり、その目的は、表示部の外側におけ
る線状の発光部に関わる表示部側の領域での演出の面白みを向上させることができるパチ
ンコ機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述の目的を達成するために本発明は次のように構成されている。
【０００７】
〔１〕　本発明に係るパチンコ機は、遊技演出のための表示を行う表示部の前方に配され
、その表示部を目視可能にする窓が設けられた遊技盤と、前記表示部を目視可能にする透
孔が形成されているとともに前記遊技盤の盤面に略平行な面内で回転駆動される回転板と
を備えたパチンコ機において、前記回転板に設けられ前記表示部の前方で移動するよう駆
動される可動体と、前記可動体に設けられて前方に向かって発光する線状の可動発光部と
、前記遊技盤に設けられて前方に向かって発光する線状の固定発光部とをさらに備え、前
記可動発光部と前記固定発光部は、前記回転板の回転角度が所定角度になり、かつ前記可
動体が前記回転板の所定位置に位置するときに、線状に並ぶよう配されていることを特徴
とする。
【０００８】
　この「〔１〕」に記載のパチンコ機において、可動体は回転板に対して移動することで
表示部の前方で移動でき、回転板の回転により表示部の前方で回転できる。そして、回転
板の回転角度が所定角度になり、かつ可動体が回転板の所定位置に位置するときに可動発
光部が固定発光部と線状に並び、このとき可動発光部と固定発光部との両方が発光するこ
とによって、表示部側の領域と表示部の外側の領域との間で連なる線状の光の演出が行わ
れる。つまり、表示部の前方において可動体が動作することによって、表示部の外側にお
ける線状の発光部（固定発光部）に関わる表示部側の領域での演出の面白みを向上させる
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ことができる。
【０００９】
〔２〕　本発明に係るパチンコ機は、「〔１〕」に記載のパチンコ機において、前記可動
体として、両開きの引き戸状に動作可能な１対の第１，第２扉部材を備え、前記可動発光
部として、前記第１扉部材に設けられた線状の第１小発光部と、前記第２扉部材に設けら
れた線状の第２小発光部とを有し、これら第１，第２小発光部は前記第１扉部材と前記第
２扉部材とが当接したときに線状に並ぶよう配されていることを特徴とする。
【００１０】
　この「〔２〕」に記載のパチンコ機によれば、可動発光部である第１小発光部と第２小
発光部とを連ねさせたり離隔したりすることができるので、表示部側の領域における演出
の趣向をさらに向上させることができる。
【００１１】
〔３〕　本発明に係るパチンコ機は、「〔１〕」に記載のパチンコ機において、前記可動
体として、両開きの引き戸状に動作可能な１対の第１，第２扉部材を備え、前記可動発光
部として、前記第１扉部材の前記第２扉部材側の縁部に沿って位置する第１縁発光部と、
前記第２扉部材の前記第１扉部材側の縁部に沿って位置する第２縁発光部とを有すること
を特徴とする。
【００１２】
　この「〔３〕」に記載のパチンコ機によれば、可動発光部である第１縁発光部と第２縁
発光部とを近接させたり離隔したりすることができるので、表示部側の領域における演出
の趣向をさらに向上させることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るパチンコ機によれば、前述のように、表示部の外側における線状の発光部
に関わる表示部側の領域での演出の面白みを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ機の外観斜視図である。
【図２】図１に示したパチンコ機に備えられる遊技盤の正面図である。
【図３】図２に示した遊技盤に設けられた可動役物装置の正面図である。
【図４】図３に示した可動役物装置の背面図である。
【図５】図３に示した組立品の背面図である。
【図６】図５のＡ－Ａ断面図である。
【図７】図３に示した回転板の正面図である。
【図８】図３のＢ－Ｂ断面図である。
【図９】初期姿勢を成した回転板の正面図である。
【図１０】図９に示した回転板が時計方向の限界角度まで回転した状態の正面図である。
【図１１】図９に示した回転板が反時計方向の限界角度まで回転した状態の正面図である
。
【図１２】図２に示した遊技盤に備えられた遊技盤本体と図４に示したケースの位置関係
を示す分解斜視図である。
【図１３】遊技盤本体にケースが取り付けられた状態の正面図である。
【図１４】フォトインタラプタが取り付けられたケースの前面と、このケースの背面側に
配された表示部を示す正面図である。
【図１５】図１４のＣ部拡大図である。
【図１６】図１３のＤ－Ｄ断面図である。
【図１７】図１２のＥ部拡大図である。
【図１８】遮光板が設けられた回転板の裏面図である。
【図１９】第１，第２扉部材のそれぞれの駆動手段の正面図である。
【図２０】図１９に示した両駆動手段の平面図である。
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【図２１】第１，第２扉部材の退避状態を示す斜視図である。
【図２２】第１，第２扉部材のスライド動作中の様子の一例を示す斜視図である。
【図２３】第１，第２扉部材の当接状態を示す斜視図である。
【図２４】第１，第２扉部材のそれぞれの駆動手段の一部が空間に収容された状態を簡略
化して示す断面図である。
【図２５】図３に示した第１扉部材の背面側の斜視図である。
【図２６】図２５に示した第１扉部材の上部からフラットケーブルが導出された状態の斜
視図である。
【図２７】図２５に示した第１扉部材の分解斜視図である。
【図２８】図２７に示した回路基板に実装された発光素子およびコネクタを回路基板を透
かして示した斜視図である。
【図２９】図２７に示したスペーサ単体の斜視図である。
【図３０】図２７に示した装飾ケース単体の斜視図である。
【図３１】第１，第２扉部材の離隔状態において第１，第２扉部材のそれぞれに設けられ
た第１，第２小発光部が発光した状態の正面図である。
【図３２】図３１に示した第１，第２小発光部が第１，第２扉部材の当接に伴い線状に並
んだ状態の正面図である。
【図３３】第１，第２扉部材の離隔状態において第１，第２扉部材のそれぞれに設けられ
た図３１に示したものとは別の第１，第２小発光部が発光した状態の正面図である。
【図３４】図３３に示した第１，第２小発光部が第１，第２扉部材の当接に伴い線状に並
んだ状態の正面図である。
【図３５】第１，第２扉部材の離隔状態において第１，第２扉部材のそれぞれに設けられ
た第１，第２縁発光部が発光した状態の正面図である。
【図３６】図３５に示した第１，第２縁発光部が第１，第２扉部材の当接に伴い近接して
位置した状態の正面図である。
【図３７】図２５のＦ－Ｆ断面図である。
【図３８】図２５のＦ－Ｆ切断線に対応する個所での図２６の断面図である。
【図３９】図３８に示した装飾ケースの壁部とスペーサの端面から構成された挟持部に配
されるフラットケーブルの折返し部の斜視図である。
【図４０】図２９のＧ部拡大図である。
【図４１】図３０のＨ部拡大図である。
【図４２】可動役物装置、第１，第２小発光部、第１，第２縁発光部、固定発光部の制御
に係るブロック図である。
【図４３】遊技演出時における遊技盤の状態の一例の正面図である。
【図４４】遊技演出時における遊技盤の状態の一例の正面図である。
【図４５】遊技演出時における遊技盤の状態の一例の正面図である。
【図４６】遊技演出時における遊技盤の状態の一例の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の一実施形態に係るパチンコ機について図１～図４６を用いて説明する。なお、
以下の説明では、パチンコ機の各部の左右方向を、パチンコ機の前面視における左右方向
としている。
【００１６】
　図１に示すように、本実施形態に係るパチンコ機Ｐは、遊技場の島設備に配置される機
枠１と、機枠１に開き戸状に開閉自在に取り付けられた前面枠２と、前面枠２の前面に開
き戸状に開閉自在に取り付けられたガラス扉４と、前面枠２の下方に配設された前面ボー
ド５と、前面ボード５に取り付けられた発射ハンドル６等を具備しており、前面ボード５
には受け皿７が設けられている。
【００１７】
　図２に示す遊技盤３は、前出の前面枠２に収納保持されている。この遊技盤３の前面に
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は、ガイドレール８等で囲まれた遊技領域９が形成されている。発射ハンドル６が遊技者
によって任意角度に回転操作されると、図示してない発射装置が受け皿７に貯留された遊
技球を遊技領域９に向けて連続的に打ち出すようになっている。遊技領域９内の略中央か
ら右側の領域には装飾ユニット１０が設けられている。装飾ユニット１０の左右両側方は
遊技球の流下通路となっている。遊技盤３の略中央には横長の矩形状の窓１１が設けられ
ている。
【００１８】
　遊技盤３の裏面側には、一方の対辺が長い矩形状の液晶パネルから成る表示部１４（図
１４参照）が、その長手方向を左右方向に一致させた姿勢で配される。前出の窓１１の形
状寸法は、その表示部１４の形状寸法と略同じに設定されており、その表示部１４は窓１
１を通じて目視可能となっている。表示部１４は遊技を演出する画面が表示されるよう制
御される。
【００１９】
　窓１１の下辺には、遊技球が転がるステージ１５が隣接して設けられている。このステ
ージ１５の中央部下方には第１始動入賞口１６と第２始動入賞口１７が上下縦一列に並ん
で設けられている。第１始動入賞口１６は上面に入賞孔が開口された単純構造の始動入賞
口である。第２始動入賞口１７は一対の可動片により開閉する電動チューリップ構造の始
動入賞口である。パチンコ機Ｐは、第１始動入賞口１６および第２始動入賞口１７のいず
れか一方に遊技球が入賞すると、その入賞を契機として特別図柄表示の電子抽選を行う。
そして、この電子抽選の結果を、図示してないセグメント表示装置により、特別図柄を変
動した後に停止するという態様で表示する。また、パチンコ機Ｐは特別図柄の表示と並行
して、前出の表示部１４に演出用図柄、例えば左図柄、中図柄、右図柄を表示して遊技を
演出する。演出用図柄も変動した後に停止するという態様で特別図柄に同期させて表示す
る。
【００２０】
　装飾ユニット１０の左側方の遊技領域９には通過チャッカー１８が設けられている。パ
チンコ機Ｐは、その通過チャッカー１８を遊技球が通過したことを契機に普通図柄表示の
電子抽選を行う。そして、その電子抽選の結果が当たりの場合、第２始動入賞口１７の可
動片を一時的に開放して遊技球の入賞を許可する。普通図柄表示も図示してないセグメン
ト表示装置により、普通図柄が変動した後に停止するという態様で行う。
【００２１】
　第２始動入賞口１７の真下位置にはアタッカー１９が設けられている。このアタッカー
１９は、図示してない大入賞口を開閉する装置である。パチンコ機Ｐは、前述の特別図柄
表示の電子抽選の結果が当たりとなって大当たり遊技状態（特別遊技モード）に移行した
場合に、そのアタッカー１９を作動させる。具体的には、特別図柄表示の抽選結果が当た
りの場合、表示部１４に表示される演出用図柄の変動が例えば「７７７」のような特定図
柄で停止した後、アタッカー１９による大入賞口の開放動作を複数回（例えば１５回）繰
り返した後に大当たり遊技状態が終了する。アタッカー１９の１回の開放動作は、例えば
作動時点から３０秒経過するまで、または、遊技球が大入賞口に例えば１０個入球するま
で、大入賞口を開放状態に維持するというものである。
【００２２】
　遊技領域９には、第１始動入賞口１６、第２始動入賞口１７、大入賞口の他、遊技球の
払い出しのみを行う複数の一般入賞口２０も設けられている。第１始動入賞口１６、第２
始動入賞口１７、一般入賞口２０、大入賞口のいずれにも入賞しなかった遊技球は、遊技
領域９の最下端部に設けられたアウト口２１から遊技盤３の裏面側に排出されるようにな
っている。
【００２３】
　図１２に示す３ａは遊技盤本体である。この遊技盤本体３ａの前面側には、前出の第１
始動入賞口１６、第２始動入賞口１７、アタッカー１９、一般入賞口２０等が設けられた
板部材３ｂと、前出の装飾ユニット１０とが取り付けられている。遊技盤本体３ａの略中
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央には前後方向に貫通した横長の矩形状の透孔３ｃが形成されている。板部材３ｂには、
遊技盤本体３ａの透孔３ｃの前方の位置に、板部材３ｂを前後方向に貫通した横長の矩形
状の透孔（図示してない）が形成されている。装飾ユニット１０は板部材３ｂの透孔の上
下左右４辺の全体を覆って配された状態で、板部材３ｂおよび遊技盤本体３ａに取り付け
られている。遊技盤本体３ａの透孔３ｃは、遊技盤本体３ａの裏面に取り付けられた透明
板３ｄ（図２に示す）により塞がれており、この透明板３ｄと、装飾ユニット１０の内側
に形成された開口部１０ａとによって前出の窓１１が構成されている。
【００２４】
　パチンコ機Ｐは図３に示す可動役物装置１３を備えている。この可動役物装置１３はケ
ース２２を備えている。このケース２２は、図１２に示すように遊技盤本体３ａの背面に
取り付けられている。ケース２２は合成樹脂製の部材であり、背板部２２ｂと、この背板
部２２ｂの外縁から前方に突出した壁部２２ｃとが一体に形成されたものである。図１４
に示すように、背板部２２ｂの略中央には前後方向に貫通した透孔２２ａが形成されてお
り、この透孔２２ａは前出の表示部１４の前方に配されている。この透孔２２ａの形状寸
法も前出の窓１１の形状寸法と同様に、表示部１４の前面視における形状寸法と略同じに
設定された横長の矩形状であり、この透孔２２ａを通して表示部１４が目視可能となって
いる。
【００２５】
　図３に示すように、可動役物装置１３はさらに、回転板２３と、この回転板２３の前面
の大部分を覆う装飾カバー３８とを備えている。図５に示す９０は、回転板２３と装飾カ
バー３８の組立品である。ケース２２は前面側で開口しており、組立品９０はケース２２
に前方から挿入されて収容されている。
【００２６】
　回転板２３は合成樹脂製の部材であり、図７に示すように、大径部２３ａと小径部２３
ｂとが一体に形成されたものである。大径部２３ａには横長の矩形状の透孔３３が形成さ
れている。この透孔３３も前出の表示部１４の前方に配されており、表示部１４はその透
孔３３を通して目視可能である。また、回転板２３の前面には全体的にリブが張り巡らさ
れている。具体的には、大径部２３ａの外周縁に沿って円弧状に並んだ格子状の複数のリ
ブ７４、透孔３３から外周側に放射状に延びたリブ７５、小径部２３ｂと同心に形成され
て径方向に並んだ円弧状の複数のリブ７６、小径部２３ｂの中央で透孔３３側から上方に
延びた２条のリブ７７、透孔３３の下方において形成された矩形枠状の複数のリブ７８等
が、回転板２３の前面に形成されている。
【００２７】
　装飾カバー３８は合成樹脂製の部材である。図３に示すように、装飾カバー３８には回
転板２３の透孔３３と略同じ形状寸法に形成された透孔３９が設けられている。装飾カバ
ー３８には、その透孔３９の上下左右の４辺全体から回転板２３の方向（後方向）に突出
した前面視矩形状の枠部３８ａ（図６参照）が形成されている。図６における３８ａ１，
３８ａ２，３８ａ３はそれぞれ、枠部３８ａを前面視した場合の上辺、右辺、下辺に当た
る部分である。同図６に示すように、枠部３８ａの回転板２３側の端部は、回転板２３の
透孔３３の縁部を形成している回転板２３の前面に当接して位置する。装飾カバー３８は
枠部３８ａの近傍の複数個所において回転板２３にネジ止めされている。それら複数のネ
ジ止め個所には、ネジ止め部７９のように枠部３８ａと一体に形成された個所が含まれて
いる。図７において、８０はネジが挿通される挿通孔であり、これらの挿通孔８０の位置
で回転板２３と装飾カバー３８とがネジ止めされている。
【００２８】
　また、回転板２３には多数の嵌入孔８１が形成されている。装飾カバー３８は、それら
多数の嵌入孔８１のそれぞれに対向する個所に、枠部３８と同寸法だけ回転板２３の方向
に突出して形成された円柱部（図示してない）を有する。これら円柱部の突端には嵌入孔
８１に突起（図示してない）が形成されており、この突起が嵌入孔８１に嵌め入れられて
いる。
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【００２９】
　図３に示すように、回転板２３はケース２２の背板部２２ｂの上部、左下部および右下
部の３個所に係合して設けられた下ガイド部３４Ａ，３４Ｂおよび上ガイド部３４Ｃによ
り回転可能に支持されている。大径部２３ａの外周縁には、下ガイド部３４Ａ，３４Ｂに
よりガイドされる円弧状の第１被ガイド部２３ｅが形成されている。小径部２３ｂの外縁
には前出の上ガイド部３４Ｃによりガイドされる円弧状の第２被ガイド部２３ｆが形成さ
れている。第１被ガイド部２３ｅの円弧と第２被ガイド部２３ｆの円弧は同心で、第２被
ガイド部２３ｆの円弧は第１被ガイド部２３ｅの円弧よりも小径に設定されている。第１
被ガイド部２３ｅと第２被ガイド部２３ｆとの間には、第１被ガイド部２３ｅの左端から
左方向に延びた平坦な段差部２３ｃと、第１被ガイド部２３ｅの右端部から右方向に延び
た段差部２３ｄとが形成されている。
【００３０】
　下ガイド部３４Ａ，３４Ｃおよび上ガイド部３４Ｃは、ケース２２の背板部２２ｂに略
直交する軸周りに回転自在に設けられたガイドローラである。これら下ガイド部３４Ａ，
３４Ｂおよび上ガイド部３４Ｃの構造は同じであり、その構造は２個のローラ部材を軸方
向に並べたダブルローラ構造である。このダブルローラ構造について回転板２３の左下部
を支持する下ガイド部３４Ａを例にとって説明する。
【００３１】
　図８に示すように、回転板２３の左下部を支持する下ガイド部３４Ａは、ケース２２の
背板部２２ｂから前方に突起して設けられた支軸３５と、この支軸３５を中心として回転
自在に設けられた前側ローラ部材３４ａおよび後側ローラ部材３４ｂとを有する。第１被
ガイド部２３ｅは肉厚部２３ｅ１と、この肉厚部２３ｅ１の外周端から外周側に突出した
肉薄の鍔部２３ｅ２とを有する。鍔部２３ｅ２は、この鍔部２３ｅ２の外周縁と前側ロー
ラ部材３４ａの軸受部３４ａ１との間に間隙Ｓ１を形成した状態で、前側ローラ部材３４
ａと後側ローラ部材３４ｂとの間に挿入されており、鍔部２３ｅ２の前後に位置する肉厚
部２３ｅ１の外周端は、前側ローラ部材３４ａおよび後側ローラ部材３４ｂの両方の外周
端に当接している。つまり、第１被ガイド部２３ｅは前側ローラ部材３４ａおよび後側ロ
ーラ部材３４ｂに対し、径方向では非接触となっている。
【００３２】
　回転板２３の右下部をガイドする下ガイド部３４Ｂも下ガイド部３４Ａと同じ構造であ
る。このようにダブルローラ構造の下ガイド部３４Ａ，３４Ｂによって回転板２３の左右
両下部を支持すると、回転板２３を確実に支持した上で、第１被ガイド部２３ｅと下ガイ
ド部３４Ａ，３４Ｂとの間に生じる摩擦抵抗を低減して回転板２３をスムーズに回転させ
ることが可能になる。なお、回転板２３の上部中央を支持する上ガイド部３４Ｃの構造も
、前側ローラ部材および後側ローラ部材の径寸法が下ガイド部３４Ａの前側ローラ部材３
４ａおよび後側ローラ部材３４ｂよりも小さいだけで、下ガイド部３４Ａと同じダブルロ
ーラ構造となっている。ただし、上ガイド部３４Ｃには回転板２３の重量が作用しないの
でダブルローラ構造でなくても良い。つまり、径方向において鍔部に接触されるローラで
あってもよい。
【００３３】
　図３に示すように、回転板２３よりも下方に位置するケース２２の個所には落下防止片
２４が一体形成されている。この落下防止片２４は回転板２３の回転中心Ｏを通る垂線Ｌ
上に位置する。落下防止片２４と回転板２３の外周縁とは所定間隔をあけて位置しており
、落下防止片２４が回転板２３の回転動作を妨げないようになっている。ただし、回転板
２３を支持している下ガイド部３４Ａ，３４Ｂが破損したり、外部からの衝撃等によって
回転板２３が下ガイド部３４Ａ，３４Ｂから外れた場合、回転板２３の外周縁が落下防止
片２４の上端に当接した時点でそれ以上の動きが規制されるため、回転板２３の落下事故
を確実に防止することができる。
【００３４】
　回転板２３よりも下方に位置するケース２２の個所には、回転駆動モータ２９が取り付
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けられている。回転板２３の表面側の下部外周縁にはリングギア３６が設けられている。
このリングギア３６と回転駆動モータ２９の間には減速ギア列３０が介在している。減速
ギア列３０は、回転駆動モータ２９の出力軸に固着された最初段ギア３０ａと、ケース２
２の背板部２２ｂに平行な面内で回転自在に設けられた複数のギアによって構成されてい
る。減速ギア列３０の最終段ギア３０ｂは落下防止片２４の近傍に位置している。この最
終段ギア３０ｂは、回転板２３の回転中心Ｏを通る垂線Ｌの近傍で、リングギア３６と噛
み合っている。つまり、回転駆動モータ２９の回転が減速ギア列３０およびリングギア３
６を介して回転板２３に伝達されるようになっている。
【００３５】
　本実施形態の場合、回転板２３は、図９に示す回転板２３の姿勢を回転角度０°の初期
姿勢として時計方向と反時計方向のそれぞれの方向に４５°を上限角度として制御される
。
【００３６】
　ケース２２と回転板２３との間には、回転板２３の時計方向の回転および反時計方向の
回転のそれぞれについて、回転板２３の回転の限界角度を規定するストッパ構造が設けら
れている。図９に示すように、時計方向の回転に対するストッパ構造は、ケース２２の背
板部２２ｂの上部中央の左側近傍で前方に突出して設けられたストッパ部２７と、前出の
段差部２３ｃとから構成されている。反時計方向の回転に対するストッパ構造は、ケース
２２の背板２２ｃの上部中央の右側近傍で前方に突出して設けられたストッパ部２８と、
前出の段差部２３ｄとから構成されている。ストッパ部２７，２８は、回転板２３の回転
中心Ｏの上側においてその回転中心Ｏから第１被ガイド部２３ｅの半径と同じ距離までの
範囲内の位置に設定されているとともに、回転板２３の回転中心Ｏを通る垂線Ｌを挟んで
対向して位置する。つまり、図１０に示すように、回転板２３の時計方向の回転の限界角
度は、ストッパ部２７に対して段差部２３ｃが当接する角度である。また、図１１に示す
ように、回転板２３の反時計方向の回転動作の限界角度は、ストッパ部２８に対して段差
部２３ｄが当接する角度である。
【００３７】
　前出の両ストッパ構造は、回転板２３の回転の限界角度を、制御上の上限角度４５°よ
りも若干大きく設定されている。つまり、ストッパ部２７と段差部２３ｃは、回転板２３
が時計方向に上限角度４５°を超えて過剰に回転することを防止し、ストッパ部２８と段
差部２３ｄは、回転板２３が反時計方向に上限角度４５°を超えて過剰に回転することを
防止する。
【００３８】
　図１４，図１５に示すように、ケース２２の壁部２２ｃは、ストッパ部２７，２８に近
接して位置する。ストッパ部２７は、図１３，図１５，図１６を参照して分かるように、
背板部２２ｂから突出して形成された略円錐台状の基台部２７ａと、この基台部２７ａか
ら遊技盤３の方向（前方向）に突出して設けられた本体部２７ｂとを有する。本体部２７
ｂは回転板２３の回転を阻止する際の段差部２３ｃとの当接部位である。本体部２７ｂは
基台部２７ａの頂部に一体形成された心棒部２７ｃ（図１５に示す）と、この心棒部２７
ｃの外周面を覆って装着された円筒状のゴム部材２７ｄとから構成されている。
【００３９】
　ストッパ部２８もストッパ部２７と同様に、背板部２２ｂから突出して形成された略円
錐台状の基台部２８ａと、この基台部２８ａから遊技盤３の方向に突出して設けられた本
体部２８ｂとを有する。本体部２８ｂは回転板２３の回転を阻止する際の段差部２３ｄと
の当接部位であり、基台部２８ａに一体に形成された心棒部２８ｃと、この心棒部２８ｃ
の外周面を覆って装着された円筒状のゴム部材２８ｄとから構成されている。
【００４０】
　図１５に示すように、基台部２７ａ，２８ａはいずれも、ケース２２の内方側の壁部２
２ｃの面に結合するよう壁部２２ｃと一体に形成されている。具体的には、基台部２７ａ
では、この基台部２７ａの外周面の上部が壁部２２ｃと一体に形成されている。また、基
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台部２８ａでは、この基台部２８ａの外周面の上部が連結部２８ｅを介して壁部２２ｃと
一体に連結されている。さらに、ストッパ部２７，２８に近接して位置する壁部２２ｃと
、この壁部２２ｃの前端面に対向する遊技盤本体３ａとの間には、嵌合構造が設けられて
いる。この嵌合構造は、図１６，図１７を参照して分かるように、壁部２２ｃの前端面に
形成された嵌合突起部８２，８３と、遊技盤本体３ａに形成されて嵌合突起部８２，８３
がそれぞれ嵌合する嵌合孔８４，８５とから構成されている。
【００４１】
　図１４に示すように、落下防止片２４の左斜め上方にはフォトインタラプタ２５，２６
が実装されている。図１８に示すように、回転板２３の裏面の外周縁には円弧状の遮光板
３７が取り付けられている。この遮光板３７には短尺な遮光壁３７ａと長尺な遮光壁３７
ｂが、ケース２２の背板部２２ｂ側に突出して設けられている。これら遮光壁３７ａ，３
７ｂのそれぞれの回転軌道上に、フォトインタラプタ２５，２６がそれぞれ位置する。つ
まり、フォトインタラプタ２５，２６のそれぞれのオン信号とオフ信号の組合せに基づい
て回転板２３の初期姿勢と回転方向を検知できるようになっている。具体的には、回転板
２３が図９に示す初期姿勢にあるとき、短尺な遮光壁３７ａは一方のフォトインタラプタ
２５の光路を横切って位置し、長尺な遮光壁３７ｂは他方のフォトインタラプタ２６の光
路を横切って位置し、これらによって両フォトインタラプタ２５，２６からオフ信号が出
力される。また、回転板２３が初期姿勢から時計方向へ回転すると、短尺な遮光壁３７ａ
は一方のフォトインタラプタ２５の光路から外れる位置へ移動し、長尺な遮光壁３７ｂも
他方のフォトインタラプタ２６の光路から外れる位置へ移動し、これらによって両フォト
インタラプタ２５，２６からオン信号が出力される。逆に、回転板２３が初期姿勢から反
時計方向へ回転すると、短尺な遮光壁３７ａは一方のフォトインタラプタ２５の光路から
外れる位置へ移動し、長尺な遮光壁３７ｂは他方のフォトインタラプタ２６の光路内を移
動し、これらによって一方のフォトインタラプタ２５からオン信号が出力されるとともに
他方のフォトインタラプタ２６からオフ信号が出力される。
【００４２】
　図３に示すように、回転板２３には、透孔３３の後方において両開きの引き戸状に動作
可能に１対の第１扉部材４０および第２扉部材４１が設けられている。これら第１扉部材
４０と第２扉部材４１は扉を模した可動体である。これら第１扉部材４０および第２扉部
材４１は、図４に示すように、回転板２３の裏面側に位置する。また、回転板２３には、
第１扉部材４０の駆動手段を構成している第１モータ４２および第１スクリューシャフト
４３等と、第２扉部材４１の駆動手段を構成している第２モータ４４および第２スクリュ
ーシャフト４５等とが取り付けられている。つまり、回転板２３は、可動体である第１扉
部材４０および第２扉部材４１と、これら第１扉部材４０および第２扉部材４１のそれぞ
れの駆動手段とが取り付けられたベース部材である。
【００４３】
　図１９に示すように、第１モータ４２と第２モータ４４は互いの出力軸が同軸上に位置
するよう左右方向に並び、互いの反出力軸側の端部を向かい合わせて、回転板２３の回転
中心Ｏを通る垂線Ｌを対称軸として左右方向に線対称を成して位置する。第１スクリュー
シャフト４３と第２スクリューシャフト４５は、図示してないが装飾カバー３８の透孔３
９の下辺に平行に配置されているとともに、図１９，図２０を参照して分かるように垂線
Ｌに直交する同一平面上で前後方向へ位置ずれしている。第１スクリューシャフト４３が
第２スクリューシャフト４２よりも前方に位置する。第１スクリューシャフト４３の右側
部分と第２スクリューシャフト４５の左側部分とは前後方向にオーバーラップしている。
【００４４】
　第１モータ４２のモータケース４２ａと第２モータ４４のモータケース４４ａは、第１
スクリューシャフト４３と第２スクリューシャフト４５とがオーバーラップしている左右
方向の範囲内に位置し、かつ、第１スクリューシャフト４３と第２スクリューシャフト４
５とが位置する前後方向の範囲内に位置する。つまり、第１スクリューシャフト４３は第
１モータ４２の出力軸側から第２モータ４４側（左側）に向かって延出しており、第２ス
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クリューシャフト４５は第２モータ４４の出力軸から第１モータ４２側（右側）に向かっ
て延出している。
【００４５】
　第１モータ４２の出力軸にはピニオン４６が固着されており、第１スクリューシャフト
４３の右端部にはピニオン４８が固着されている。これらピニオン４６，４８が中継ギア
４９を介して伝動可能に接続されていることにより、第１モータ４２の回転が第１スクリ
ューシャフト４３に伝達されるようになっている。第２モータ４４の出力軸にはピニオン
４７が固着されており、第２スクリューシャフト４５の左端部にはピニオン５０が固着さ
れている。これらピニオン４７，５０が中継ギア５１を介して伝動可能に接続されている
ことにより、第２モータ４４の回転が第２スクリューシャフト４５に伝達されるようにな
っている。
【００４６】
　第１扉部材４０の下端部にはガイド筒体５２が取り付けられており、このガイド筒体５
２は第１スクリューシャフト４３に嵌挿されている。ガイド筒体５２の内周面には第１ス
クリューシャフト４３の螺旋状溝と係合する突部（図示してない）が形成されている。第
１モータ４２の回転に伴って第１扉部材４０は第１スクリューシャフト４３の軸線方向（
Ｘ１－Ｘ２方向）へ往復移動する。
【００４７】
　また、図７に示すように、小径部２３ａと透孔３３の間の位置にはガイド孔２３ｇが形
成されており、これらガイド孔２３ｇは透孔３３の上辺に沿って左右方向へ延びている。
図２１等に示すように、第１扉部材４０の上端部には、Ｌ字状に折り曲げられた、すなわ
ち、後方に突出してその先端が上方に折れ曲がった突起４０ａが一体形成されており、こ
の突起４０ａは回転板２３に形成された一方のガイド孔２３ｇの上縁の前面に摺動可能に
係合している（図６参照）。つまり、第１扉部材４０の上端部の後方向への移動が突起４
０ａにより規制されつつ、同上端部の左右方向の移動が一方のガイド孔２３ｇにより許容
されている。
【００４８】
　同様に、第２扉部材４１の下端部にはガイド筒体５４が取り付けられており、このガイ
ド筒体５４は第２スクリューシャフト４５に嵌挿されている。ガイド筒体５４の内周面に
は第２スクリューシャフト４５の螺旋状溝と係合する突部（図示してない）が形成されて
いる。つまり、第２モータ４４の回転に伴って第２扉部材４１は第２スクリューシャフト
４５の軸線方向（Ｘ１－Ｘ２方向）へ往復移動する。
【００４９】
　また、第２扉部材４１の上端部には第１扉部材４０の突起４０ａと同様に、Ｌ字状に折
り曲げられた突起４１ａが一体形成されており、この突起４０ａは回転板２３に形成され
た他方のガイド孔２３ｇの上縁の前面に摺動可能に係合している。つまり、第２扉部材４
１の上端部の後方向への移動が突起４１ａにより規制されつつ、同上端部の左右方向の移
動が他方のガイド孔２３ｇにより許容されている。
【００５０】
　回転板２３が初期姿勢を成した状態において、図１９，図２１に示すように第１扉部材
４０と第２扉部材４１が最も離隔した退避位置に位置するとき、第１扉部材４０および第
２扉部材４１は、装飾カバー３８の透孔３９を全開状態にする。この全開状態で第１モー
タ４２と第２モータ４４が同期して一方向に回転すると、図２２に示すように、第１扉部
材４０が第１スクリューシャフト４３の軸線に沿って矢印Ｘ１方向へ移動するとともに、
第２扉部材４１が第２スクリューシャフト４５の軸線に沿って矢印Ｘ２方向へ移動し、第
１扉部材４０と第２扉部材４１の間隔が次第に狭まっていく。さらに第１モータ４２と第
２モータ４４の回転が継続すると、図２３に示すように、第１扉部材４０と第２扉部材４
１が互いの対向面を当接させた位置まで移動する。このとき、図３に示すように、装飾カ
バー３８の透孔３９の中央部を含む大部分が第１扉部材４０と第２扉部材４１によって遮
蔽された状態となる。



(11) JP 5318718 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

【００５１】
　図６に示すように、回転板２３の前面と装飾カバー３８の背面との間には、枠部３８ａ
により空間Ｓ２が形成されている。図７に示すように、回転板２３の透孔３３の下方には
、前後方向に貫通した矩形状の第１挿入孔７２および第２挿入孔７３が左右に並んで形成
されている。図４，図７を参照して分かるように、第１挿入孔７２内には第１モータ４２
が位置し、第２挿入孔７３内には第２モータ４４が位置する。図２４に示すように、第１
モータ４２は回転板２３の裏側から、モータケース４２ａを略半分だけ第１挿入孔７２に
挿入されている。第２モータ４４は回転板２３の裏側から、モータケース４４ａを略半分
だけ第２挿入孔７３に挿入されている。第１スクリューシャフト４３および第２スクリュ
ーシャフト４５のうち前側の第１スクリューシャフト４３は空間Ｓ２内に位置し、後側の
第２スクリューシャフト４５は回転板２３の後方に位置する。第１モータ４２の出力軸に
固定されたピニオン４６の径方向の略半分、第１スクリューシャフト４３に固定されたピ
ニオン４８の全体、中継ギア４９の全体も、空間Ｓ２内に収容されている。つまり、空間
Ｓ２に、第１扉部材４０および第２扉部材４１のそれぞれの駆動手段の少なくとも一部が
収容されている。なお、図２４における回転板２３はリブを省略して描いたものである。
【００５２】
　第１モータ４２、第１スクリューシャフト４３、ピニオン４６，４８および中継ギア４
９は、ブラケット７０を介して回転板２３に取り付けられている。第２モータ４４、第２
スクリューシャフト４５、ピニオン４７，５０および中継ギア５１は、ブラケット７１を
介して回転板２３に取り付けられている。
【００５３】
　図３に示すように、回転板２３よりも右方に位置するケース２２の背板部２２ｂの個所
には、ケーブルガイド３１がネジ止め等によって固定されている。このケーブルガイド３
１には、図示してない回路基板が収容されている。この回路基板は、遊技盤３の裏面側に
設けられた図示してない制御基板に電気的に接続されている。回路基板にはフラットケー
ブル３２の一端部が電気的に接続されており、ケーブルガイド３１に形成された図示して
ない導出口から導出されている。回転板２３の外周部にはコネクタ５８が取り付けられて
おり、このコネクタ５８にフラットケーブル３２の他端が電気的に接続されている。コネ
クタ５８は、回転板２３に設けられた図示してない回路基板および電気ケーブルを介して
、回転板２３に搭載された第１モータ４２、第２モータ４４に対して電気的に接続されて
いる。つまり、制御基板から第１モータ４２、第２モータ４４への制御信号がフラットケ
ーブル３２を介して伝送されるようになっている。
【００５４】
　ケーブルガイド３１の回転板２３側の面と回転板２３の外周縁との間には弧状空間Ｓ３
が形成されている。フラットケーブル３２はその弧状空間Ｓ３内に、垂線Ｌに直交する方
向とフラットケーブル３２の幅方向が一致した状態で、また、Ｕ字状の反転部３２ａを有
した状態で配されている。反転部３２ａは、フラットケーブル３２がケーブルガイド３１
から下方向に導出された後に、上方向に湾曲して形成されたものである。反転部３２ａは
、回転板２３の初期姿勢からの時計方向に４５°回転したとき、図１０に示す位置まで移
動し、逆に、反時計方向に４５°回転したときには図１１に示す位置まで移動する。
【００５５】
　第１扉部材４０および第２扉部材４１の電飾のための構成について第１扉部材４０を例
に挙げて説明する。
【００５６】
　図２５と図２７を参照して分かるように、第１扉部材４０は、この第１扉部材４０の前
面を形成している前板部２０１を有する装飾ケース２００と、前板部２０１の後方に配さ
れ装飾ケース２００に取り付けられた回路基板２０２と、前板部２０１と回路基板２０２
との間隔を保持するスペーサ２０３とを備えている。
【００５７】
　図２８に示すように、可動体回路基板２０２には前方に向かって発光する多数の発光素
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子（ＬＥＤ）が取り付けられている。具体的には、回路基板２０２の右側（図２８の右下
側）の縁部中央から左下方向に直線状に並んだ７個の発光素子（ＬＥＤ）から成る発光素
子列２２１と、同縁部中央から左上方向に並んだ７個の発光素子（ＬＥＤ）から成る発光
素子列２３１と、右側の縁部に沿って直線状に並んで取り付けられた１７個の発光素子（
ＬＥＤ）から成る発光素子列２４１とが設けられている。また、十字状に配列された５個
の発光素子から成る発光素子群２５０が、回路基板２０２の上部の２個所、中央部、下部
の２個所に設けられている。
【００５８】
　図２９に示すように、スペーサ２０３は装飾ケース２００の前板部２０１と回路基板２
０２との間に、発光素子列２２１、発光素子列２３１、発光素子列２４１、発光素子群２
５０を配する間隔を保持するものである。このスペーサ２０３には、発光素子列２２１を
構成する発光素子が配される切欠き２０３ａまたは丸孔２０３ｃと、発光素子列２３１を
構成する発光素子が配される切欠き２０３ｂまたは丸孔２０３ｄと、発光素子群２５０が
配される丸孔２０３ｅが形成されている。発光素子列２４１はスペーサ２０３の右側方に
配される。
【００５９】
　図３０に示すように、装飾ケース２００の前板部２０１には、発光素子列２２１に対向
して位置し発光素子列２２１の光を前方に導く下側傾斜導光部２２２と、発光素子列２３
１に対向して位置し発光素子列２３１の光を前方に導く上側傾斜導光部２３２と、発光素
子列２４１の中央の発光素子に対向して位置し発光素子列２４１の中央の光を前方に導く
中央導光部２４３と、同じく発光素子列２４１の中央よりも上側部分に対向して位置し発
光素子列２４１の上側の光を前方に導く上側縦導光部２４２と、同じく発光素子列２４１
の中央よりも下側部分に対向して位置し発光素子列２４１の下側の光を前方に導く下側縦
導光部２４４とが設けられている。これら下側傾斜導光部２２２、上側傾斜導光部２３２
、上側縦導光部２４２、中央導光部２４３、下側縦導光部２４４を除く装飾ケース２００
の前板部２０１の領域には、光がぼやけて前方に透過するよう微細な斑のある塗装が施さ
れている。
【００６０】
　第２扉部材４１の電飾のための構成も第１扉部材４０と同様に構成されている。ただし
、第２扉部材４１において、第１扉部材４０の発光素子列２２１、下側傾斜導光部２２２
、発光素子列２３１、上側傾斜導光部２３２、発光素子列２４１、上側縦導光部２４２、
中央導光部２４３、下側縦導光部２４４のそれぞれに相当するものらは、第１扉部材４０
におけるそれらと略左右対称に位置するよう設けられている。
【００６１】
　第１扉部材４０の発光素子列２２１と下側傾斜導光部２２２は、図３１に黒く塗り潰し
て示すように、第１扉部材４０の前面から前方に向かって発光する線状の可動発光部とし
ての第１小発光部３０１を構成している。第２扉部材４１において第１扉部材４０の発光
素子列２３１および上側傾斜導光部２３２に相当するものらは、第２扉部材４１の前面か
ら前方に向かって発光する線状の可動発光部としての第２小発光部４０１を構成している
。これら第１小発光部３０１と第２小発光部４０１は、図３２に示すように、第１扉部材
４０と第２扉部材４１の当接状態において線状に並び、全体として第１扉部材４０の左下
縁部から第２扉部材４１の右上縁部に亘って延びた線状を成すよう配されている。
【００６２】
　第１扉部材４０の発光素子列２３１と上側傾斜導光部２３２は、図３３に黒く塗り潰し
て示すように、第１扉部材４０の前面から前方に向かって発光する線状の可動発光部とし
ての、前出の第１小発光部３０１とは別の第１小発光部３０２を構成している。第２扉部
材４１において第１扉部材４０の発光素子列２２１および下側傾斜導光部２２２に相当す
るものらは、第２扉部材４１の前面から前方に向かって発光する線状の可動発光部として
の、前出の第２小発光部４０１とは別の第２小発光部４０２を構成している。これら第１
小発光部３０２と第２小発光部４０２は、図３４に示すように、第１扉部材４０と第２扉
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部材４１の当接状態において線状に並び、全体として第１扉部材４０の左上縁部から第２
扉部材４１の右下縁部に亘って延びた線状を成すよう配されている。
【００６３】
　第１扉部材４０の発光素子列２４１、上側縦導光部２４２、中央導光部２４３および下
側縦導光部２４４は、図３５に黒く塗り潰して示すように、第１扉部材４０の第２扉部材
４１側の縁部に沿って位置する第１縁発光部３０３を構成している。この第１縁発光部３
０３も、第１扉部材４０の前面から前方に向かって発光する線状の可動発光部である。第
２扉部材４１において第１扉部材４０の発光素子列２４１、上側縦導光部２４２、中央導
光部２４３および下側縦導光部２４４に相当するものらは、第２扉部材４１の第１扉部材
４０側の縁部に沿って位置する第２縁発光部４０３を構成している。この第２縁発光部４
０３も、第２扉部材４１の前面から前方に向かって発光する線状の可動発光部である。こ
れら第１縁発光部３０３と第２縁発光部４０３は、図３６に示すように、第１扉部材４０
と第２扉部材４１の当接状態において近接して並列するよう配されている。
【００６４】
　図２に示すように、遊技盤３の前面には、前方に向かって発光する固定発光部５０１～
５０９が設けられている。これら固定発光部５０１～５０９は同様の構成であり、例えば
固定発光部５０８は、装飾ユニット１０の開口部１０ａの縁部側から板部材３ｂに亘って
線状に並んだ複数の発光素子（ＬＥＤ）から成る発光素子列６００と、この発光素子列６
００を覆う複数の導光板６０１とから構成されている。導光板６０１は、装飾ユニット１
０または板部材３ｂに固着されている。板部材３ｂに対し導光板６０１は遊技球の流下の
障害にならないよう埋設されている。これら固定発光部５０１～５０９は、回転板２３の
回転中心Ｏ側から広がる放射状に設けられている。固定発光部５０１は垂線Ｌと平行な方
向に延びており、固定発光部５０５は垂線Ｌに直交する方向に延びている。固定発光部５
０１～５０８は等角度間隔をあけて位置する。固定発光部５０８，５０９間の角度間隔は
他の角度間隔の２倍に設定されている。
【００６５】
　図４に示すように、第１扉部材４０および第２扉部材４１の上端部のそれぞれからは、
フラットケーブル２７１，２７２のそれぞれが導出されている。フラットケーブル２７１
は、このフラットケーブル２７１の幅方向が第１扉部材４０の動作方向に略直交し、かつ
左側（図４では右側）に膨らんだＵ字状の反転部２７１ａを有した状態で、電源に間接的
に接続された電気部品であるコネクタ２７４ａに電気的に接続されている。コネクタ２７
４ａは回転板２３に固定された回路基板２７４に設けられおり、第１扉部材４０はコネク
タ２７４ａに対し移動可能である。フラットケーブル２７２は、このフラットケーブル２
７２の幅方向が第２扉部材４１の動作方向に略直交し、かつ右側（図４では左側）に膨ら
んだＵ字状の反転部２７２ａを有した状態で、コネクタ２７４ｂに電気的に接続されてい
る。このコネクタ２７４ｂも回路基板２７４に設けられたものである。回路基板２７４は
、前出のフラットケーブル３２およびコネクタ５８等を介して前出の制御基板に電気的に
接続されている。
【００６６】
　フラットケーブル２７１の装飾ケース２００側における配線構造について次に説明する
。
【００６７】
　図２５に示すように、装飾ケース２００の上部には前板部２０１の縁部から後方に突出
して形成された壁部２００ａを有する。この壁部２００ａの右側には、切欠き状の導出部
２００ｂが設けられている。フラットケーブル２７１は、装飾ケース２００の内部からそ
の導出部２００ｂを通じて装飾ケース２００の上方に導出され、回路基板２７４上のコネ
クタ２７４ａに接続されている。
【００６８】
　図３７に示すように、回路基板２０２と装飾ケース２００の前板部２０１との間隔内に
はコネクタ２０２ａが配されている。このコネクタ２０２ａは回路基板２０２の前面（図
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３７の下側の面）に取り付けられており、発光素子列２２１，２３１，２４１および発光
素子群２５０のそれぞれを構成する発光素子のすべてに電気的に接続されている。図３８
に示すように、コネクタ２０２ａに対しフラットケーブル２７１の端部は、このフラット
ケーブル２７１の幅方向が装飾ケース２００の前板部２０１に平行な状態で電気的に接続
されている。スペーサ２０３は前出の壁部２００ａに対向して位置する端部２０３ｆを有
し、これら壁部２００ａおよび端部２０３ｆによりフラットケーブル２７１を挟持する挟
持部２７５が構成されている。この挟持部２７５には、回路基板２７４とコネクタ２０２
ａとの間に位置するフラットケーブル２７１の中間部が配される。
【００６９】
　図３９において、２７１ｃは挟持部２７５よりもコネクタ２０２ａ側のフラットケーブ
ル２７１の部分であり、２７１ｄは挟持部２７５よりも反転部２７１ａ側のフラットケー
ブル２７１の部分である。フラットケーブル２７１の中間部には、略直角（矢印Ｍ方向）
に折り返された部分である折返し部２７１ｂが設けられ、この折返し部２７１ｂが挟持部
２７５に配されることによって、フラットケーブル２７１はこのフラットケーブル２７１
の幅方向が前板部２０１に略直交する状態で、すなわち、第１扉部材４０の動作方向に略
直交する状態で、導出部２００ｂから装飾ケース２００の外部に導出されている。
【００７０】
　図４０に示すように、スペーサ２０３には、回路基板２０２側の面から装飾ケース２０
０の前板部２０１の面に貫通した通し孔２７６が形成されている。さらに、その通し孔２
７６よりも上方で前板部２０１に対向するスペーサ２０３の前面の個所には、保持溝２７
７が形成されている。図４１に示すように、前板部２０１には保持溝２７７に挿入される
突出部２７８が形成されている。回路基板２０２と前板部２０１との間に位置するフラッ
トケーブル２７１の個所は、通し孔２７６および保持溝２７７に挿通された状態に配線さ
れている。これら通し孔２７６は、挟持部２７５とコネクタ２０２ａの間の位置するフラ
ットケーブル２７１の幅方向（左右方向）の移動を規制する位置決め部である。また、保
持溝２７７と突出部２７８はフラットケーブル２７１を挟持する、前出の挟持部２７５と
は別の挟持部を構成している。
【００７１】
　第１扉部材４０側のフラットケーブル２７１の配線構造と同様の配線構造によりフラッ
トケーブル２７２も第２扉部材４１に対して配線されている。
【００７２】
　本実施形態に係る可動役物装置１３、第１小発光部３０１，３０２、第２小発光部４０
１，４０２、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４０３、固定発光部５０１～５０９の制
御に係る構成について図４２を用いて説明する。
【００７３】
　前出の第１始動入賞口１６には、遊技球の入賞に伴い検知信号（電気信号）を出力する
第１始動入賞口検知センサ１００が設けられている。また、前出の第２始動入賞口１７に
は、遊技球の入賞に伴い検知信号（電気信号）を検知する第２始動入賞口検知センサ１０
１が設けられている。これら第１始動入賞口検知センサ１００および第２始動入賞口検知
センサ１０１のそれぞれにより出力された検知信号は、主制御装置１０２に入力されるよ
うになっている。
【００７４】
　主制御装置１０２は前出の図示してない制御基板に設けられている。この主制御装置１
０２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、制御プログラムおよびデータを格納する
ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＰＵにより生成された処理情報の一時記憶および記憶し
た処理情報の削除を行うＲＡＭ（Random Access Memory）等を備え、ＲＯＭに記憶された
制御プログラムおよびデータにより、パチンコ遊技に関する処理を実行するものである。
この主制御装置１０２は、ＲＯＭに格納された制御プログラムおよびデータにより、前出
の特別図柄表示の電子抽選を行うよう、また、前出の普通図柄表示の電子抽選を行うよう
設定されている以外に、特別図柄表示の電子抽選のために抽出された特別図柄用乱数の情
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報を、役物制御装置１０３に与えるようにも設定されている。
【００７５】
　役物制御装置１０３は、遊技盤３の裏側において前出の制御基板とは異なる制御基板に
設けられたものである。この役物制御装置１０３はＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備え、Ｒ
ＯＭに記憶された制御プログラムおよびデータにより、回転駆動モータ２９、第１モータ
４２、第２モータ４４、第１小発光部３０１，３０２、第１縁発光部３０３、第２小発光
部４０１，４０２、第２縁発光部４０３、固定発光部５０１～５０９の制御に係る処理を
、主制御装置１０２からの特別図柄用乱数の情報、および、前出のフォトインタラプタ２
５，２６のオン／オフ状態に基づいて実行するものである。この役物制御装置１０３は、
ＲＯＭに記憶された制御プログラムおよびデータにより設定された手段として、可動役物
装置１３、第１小発光部３０１，３０２、第１縁発光部３０３、第２小発光部４０１，４
０２、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４０３、固定発光部５０１～５０９による演出
パターンを抽選する演出パターン抽選手段１０４を有する。この演出パターン抽選手段１
０４は、回転駆動モータ２９、第１モータ４２、第２モータ４４、発光素子列２２１，２
３１，２４１のそれぞれの制御パターンの組合せに対応付けられた数値を役物制御装置１
０３のＲＯＭに予め記憶しており、主制御装置１０２から与えられた特別図柄用乱数の情
報と、その数値を照合して合致するものがあった場合に、その合致した数値に対応する制
御パターンで回転駆動モータ２９、第１モータ４２、第２モータ４４、発光素子列２２１
，２３１，２４１の制御を行う。
【００７６】
　回転駆動モータ２９の制御は、フォトインタラプタ２５，２６からのオン信号の有無と
、回転駆動モータ２９の制御信号のパルス数に基づいて行われる。回転板２３の動作パタ
ーンとしては、例えば、回転板２３が初期姿勢から時計方向に４５°回転した後、反時計
方向に回転して初期姿勢に戻る動作パターンや、これとは逆に初期姿勢から反時計方向に
４５°回転した後、時計方向に回転して初期姿勢に戻ったりする動作パターン、さらに、
時計方向４５°傾斜した姿勢と反時計方向４５°傾斜した姿勢とに繰り返し姿勢を変化さ
せる動作パターンなどがある。
【００７７】
　第１モータ４２および第２モータ４４のそれぞれの制御は、制御信号のパルス数に基づ
いて行われる。第１扉部材４０および第２扉部材４１の動作パターンとしては、例えば、
第１扉部材４０と第２扉部材４１とがいずれも退避位置（図２１に示す）から互いに近接
する方向に同期して移動し、第１扉部材４０と第２扉部材４１が互いに当接した状態（図
２３に示す状態）で一時停止した後、互いに同期して退避位置に戻る動作パターン、第１
扉部材４０および第２扉部材４１の一方のみが退避位置から図２３に示す位置まで移動し
て一時停止した後に退避位置に戻る動作パターン、第１扉部材４０と第２扉部材４１が図
２３に示すように当接して一時停止した後、第１扉部材４０および第２扉部材４１の一方
が先に退避位置に戻る動作パターン、第１扉部材４０と第２扉部材４１の両方が装飾カバ
ー３８の透孔３９を通じて見える位置で離隔した半開状態で一時停止した後、すなわち表
示部１４の画面のうち中央部のみが見える状態を一時的に維持した後、当接または退避す
る動作パターンなどがある。
【００７８】
　役物制御装置１０３は、遊技演出の際、回転板２３の動作パターンと、第１扉部材４０
および第２扉部材４１の動作パターンとが組み合わさった動作を可動役物装置１３に行わ
せる。
【００７９】
　また、役物制御装置１０３は、回転板２３の回転角度が所定角度になり、かつ第１扉部
材４０および第２扉部材４１の少なくとも一方が回転板２３の所定位置に位置するときに
、第１小発光部３０１、第２小発光部４０１、第１小発光部３０２、第２小発光部４０２
、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４０３のいずれかと、固定発光部５０１～５０９の
いずれかとが線状に並んで発光した状態になるよう第１小発光部３０１、第２小発光部４
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０１、第１小発光部３０２、第２小発光部４０２、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４
０３、固定発光部５０１～５０９の制御を行う。
【００８０】
　例えば図４３に示すように、回転板２３を初期姿勢にし、かつ第１扉部材４０と第２扉
部材４１を当接状態にすることによって、第１縁発光部３０３および第２縁発光部４０３
と固定発光部５０１とを線状に並ばせ発光させる。図４３において第１縁発光部３０３、
第２縁発光部４０３および固定発光部５０１の発光状態を黒く塗り潰して示してある。ま
た例えば図４４に示すように、回転板２３を初期姿勢から時計方向に４５°回転させ、か
つ第１扉部材４０と第２扉部材４１を当接状態にすることによって、第１小発光部３０１
、第２小発光部４０１、固定発光部５０５を線状に並ばせ発光させる。また例えば図４５
に示すように、回転板２３を初期姿勢から反時計方向に４５°回転させ、かつ第１扉部材
４０と第２扉部材４１を当接状態にすることによって、第１小発光部３０２、第２小発光
部４０２、固定発光部５０５を線状に並ばせ発光させる。また例えば図４６に示すように
、回転板２３を初期姿勢にし、かつ第１扉部材４０と第２扉部材４１を当接状態にするこ
とによって、第１縁発光部３０３、第２縁発光部および固定発光部５０１を線状に並ばせ
、かつ第１小発光部３０１、第２小発光部４０１および固定発光部５０７を線状に並ばせ
、かつ第１小発光部３０２、第２小発光部４０２および固定発光部５０３を線状に並ばせ
、第１縁発光部３０３、第２縁発光部、固定発光部５０１、第１小発光部３０１、第２小
発光部４０１、固定発光部５０７、第１小発光部３０２、第２小発光部４０２、固定発光
部５０３を発光させる。また例えば、図示しないが、図４６に示す状態から固定発光部５
０１、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４０３を消灯した状態、すなわち当接状態の第
１扉部材４０と第２扉部材４１の前面をＸ形状に発光させるとともに、固定発光部５０３
，５０７のそれぞれの発光によってＸ形状の左側部分が左上方向および左下方向に延長さ
れた状態にしてもよい。
【００８１】
　図４３～図４６は、第１扉部材４０と第２扉部材４１が当接状態である場合の例であっ
たが、第１扉部材４０のみが当接状態と同位置にある状態で、第１小発光部３０１と固定
発光部５０５～５０７のいずれか１とが線状に並んで発光した状態、第１小発光部３０２
と固定発光部５０１～５０５のいずれか１と線状に並んで発光した状態、第１縁発光部３
０３と固定発光部５０１～５０３のいずれか１または５０７～５０９のいずれか１とが線
状に並んで発光した状態としてもよい。また、これと同様の制御を第２扉部材４１のみが
当接状態と同位置にある場合に行ってもよい。
【００８２】
　なお、通常の遊技状態では、回転板２３が初期姿勢に保持され、かつ第１扉部材４０と
第２扉部材４１は退避位置に保持され、第１小発光部３０１，３０２、第１縁発光部３０
３、第２小発光部４０１，４０２、第２縁発光部４０３、固定発光部５０１～５０９はい
ずれも消灯された状態、つまり、図２に示す状態に制御される。
【００８３】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐによれば次の効果を得られる。
【００８４】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐにおいて、可動体である第１扉部材４０と第２扉部材４
１とは、回転板２３に対して移動することで表示部１４の前方で移動でき、回転板２３の
回転により表示部１４の前方で回転できる。そして、回転板２３の回転角度が所定角度に
なり、かつ第１扉部材４０および第２扉部材４１の少なくとも一方が回転板２３の所定位
置に位置するときに、第１小発光部３０１、第２小発光部４０１、第１小発光部３０２、
第２小発光部４０２、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４０３のいずれかと、固定発光
部５０１～５０９のいずれかとが線状に並び、線状に並んだものの一部または全部が発光
することによって、表示部１４側の領域と表示部１４の外側の領域との間で連なる線状の
光の演出が行われる。つまり、表示部１４の前方において第１扉部材４０と第２扉部材４
１の回転動作およびスライド動作の少なくとも一方が行われることによって、表示部１４
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の外側における線状の固定発光部５０１～５０９に関わる表示部１４側の領域での演出の
面白みを向上させることができる。
【００８５】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐは、第１扉部材４０に可動発光部としての第１小発光部
３０１，３０２とを有し、第２扉部材４１に可動発光部としての第２小発光部４０１，４
０２を有する。つまり、第１小発光部３０１と第２小発光部４０１とを線状に並べたり離
隔させたりすることができ、第１小発光部３０２と第２小発光部４０２と線状に並べたり
を離隔させたりすることができる。これによって、表示部１４側の領域における演出の趣
向をさらに向上させることができる。
【００８６】
　本実施形態に掛かるパチンコ機Ｐは、第１扉部材４０に可動発光部としての第１縁発光
部３０３と有し、第２扉部材４１に可動発光部としての第２縁発光部４０３を有する。つ
まり、第１縁発光部３０３と第２縁発光部４０３を近接させたり、離隔させることができ
る。これによっても、表示部１４側の領域における演出の趣向をさらに向上させることが
できる。
【符号の説明】
【００８７】
３　遊技盤
１３　可動役物装置
２３　回転板
２５，２６　フォトインタラプタ
２９　回転駆動モータ
３７　遮光板
４０　第１扉部材
４１　第２扉部材
４２　第１モータ
４４　第２モータ
１０２　主制御装置
１０３　役物制御装置
１０４　演出パターン抽選手段
２００　装飾ケース
２００ａ　壁部
２００ｂ　導出部
２０１　前板部
２０２　可動体側回路基板
２０３　スペーサ
２０３ａ，２０３ｂ　切欠き
２０３ｃ，２０３ｄ　丸孔
２０３ｅ　丸孔
２０３ｆ　端面
２２１　発光素子列
２２２　下側傾斜導光部
２３１　発光素子列
２３２　上側傾斜導光部
２４１　発光素子列
２４２　上側縦導光部
２４３　中央導光部
２４４　下側縦導光部
２５０　発光素子群
２７１，２７２　フラットケーブル
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２７１ａ，２７２ａ　反転部
２７１ｂ　折返し部
２７１ｃ　フラットケーブルの部分
２７１ｄ　フラットケーブルの部分
２７３　可動体側回路基板
２７３ａ　コネクタ
２７４　ベース部材側回路基板
２７４ａ，２７４ｂ　コネクタ
２７５　挟持部
２７６　通し孔
２７７　保持溝
２７８　突出部
３０１，３０２　第１小発光部
３０３　第１縁発光部
４０１，４０２　第２小発光部
４０３　第２縁発光部
５０１～５０９　固定発光部
６００　発光素子列
６０１　導光板

【図１】 【図２】
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