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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機体の後側に配設される設置部材の表側に第１の電気部品が配設されると共に、該設置
部材の裏側に第２の電気部品が配設され、前記第１の電気部品および第２の電気部品が電
気的に接続された遊技機において、
　前記設置部材に、該設置部材の裏側から凹んだ凹部が設けられ、該凹部を画成して該凹
部の深さ方向に延在する縦壁部に、該設置部材の表側および裏側に開口する基板設置部が
開設され、
　第１接続端子が第１外面に設けられると共に該第１接続端子と導通可能な第２接続端子
が該第１外面と反対側の第２外面に設けられた基板が、第１外面を設置部材の表側に向く
と共に第２外面が該設置部材の裏側に向いた姿勢で前記基板設置部に設置され、
　前記基板設置部に設置した基板の前記第１接続端子に、前記第１の電気部品からの第１
配線を接続すると共に、該基板の前記第２接続端子に、前記第２の電気部品からの第２配
線を接続することで、前記第１の電気部品および第２の電気部品を電気的に接続するよう
構成した
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、機体を構成する設置部材の表側に配設される第１の電気部品および該設置
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部材の裏側に配設される第２の電気部品が電気的に接続された遊技機に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等に代表される遊技機は、外枠に取り付けられる中枠と、裏側に設置部材が
配設されて中枠に取り付けられる遊技盤と、中枠の前側に取り付けられる前枠等を備えて
いる。遊技盤は、その前側に、案内釘、各種入賞装置および可動演出装置等が配設された
遊技領域が画成され、盤面を前後に貫通する開口が遊技領域内に形成されている。遊技盤
の開口における開口縁には、該開口縁に沿う形状に形成された環状の装飾部材(センター
役物とも称される)が配設され、この装飾部材の内側開口が演出領域とされている。設置
部材は、遊技盤の後面から後方へ離間して該後面と平行となる設置壁部を備えると共に、
この設置壁部の中央には演出領域と前後に対向する表示開口が形成されている。設置壁部
の後側には、表示部を表示開口に臨ませた状態で図柄表示装置が取付けられると共に、該
設置壁部の前側には、各種の可動演出装置が取付けられる。そして、図柄表示装置の表示
部および可動演出装置は、装飾部材の演出領域に臨んで遊技盤の前側から視認されるよう
構成されている。このような遊技機は、パチンコ遊技に際して、遊技領域内へ打ち出した
遊技球が該遊技領域における装飾部材の下方等に配設した始動入賞装置に入賞すると、表
示装置の表示部において図柄変動演出が行なわれると共に、この図柄変動演出に合わせて
可動演出装置が所定の演出動作を行なうよう構成されている。
【０００３】
　前記設置部材は、前方に開放する箱状に形成され、遊技盤の後面に所定の間隔をおいて
対向する設置壁部と、該設置壁部の周縁部から前方に延出する外周壁部とを備え、該外周
壁部の前端縁を遊技盤の後側に当接して該遊技盤の後側に配設される。設置部材の設置壁
部には窓口が形成され、該設置壁部の後側に配設した図柄表示装置の表示部が整合してい
る。また、設置壁部の表側には、図柄表示装置の表示部において行われる遊技演出に連動
して移動する演出部材を備えた可動演出装置や、遊技内容に合わせてデザインされた装飾
部材等が配設され、これら可動演出装置および装飾部材は、演出領域に臨むようになって
いる。
【０００４】
　前記可動演出装置は、設置壁部における図柄表示装置の表示部を囲む上下や左右等に配
設され、該表示部での図柄変動演出に合わせて姿勢変位したり移動する演出部材を備えて
いる。そして可動演出装置は、設置部材の裏側に配設された制御手段により制御される駆
動手段(モータやロータリーソレノイド等)や発光手段を備えており、駆動手段の駆動によ
り演出部材が前述した演出領域に臨むように移動したり発光手段が発光することで、演出
効果を高めるよう構成されている。なお、演出手段を備えた遊技機は、特許文献１に開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１０３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記可動演出装置は、設置部材の表側に配設され、該可動演出装置を制御する前記制御
手段は、該設置部材の裏側に配設されている。このため、設置部材の所要位置には、可動
演出装置と制御手段とを電気的に接続する配線を通すための配線挿通口が開設されており
、可動演出装置からの配線を、該配線挿通口を通して設置部材の裏側へ引き出して、制御
手段または制御手段に接続される中継基板に接続する作業を伴う。ここで、配線が複数本
ある場合に、配線挿通口を通した各配線の区別ができなくなると、異なる接続端子へ接続
してしまう作業ミスが発生する問題がある。また、配線挿通口を通した配線が該配線挿通



(3) JP 6215756 B2 2017.10.18

10

20

30

40

50

口の開口縁に接触していると、遊技機の振動発生時や可動演出装置の作動時に配線が擦れ
てしまい、被覆部分が擦損して内部の導線が露出したり断線することもあり得る。
【０００７】
　そこで本発明は、前述した課題を解決するために案出されたものであって、部材の表側
に配設した電気部品と該部材の裏側に配設した電気部品とを電気的に接続する配線の配設
作業を簡単かつ確実に行い得ると共に、配線の擦損や断線を防止し得る遊技機を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　機体の後側に配設される設置部材(50)の表側に第１の電気部品(100)が配設されると共
に、該設置部材(50)の裏側に第２の電気部品(73)が配設され、前記第１の電気部品(100)
および第２の電気部品(73)が電気的に接続された遊技機において、
　前記設置部材(50)に、該設置部材(50)の裏側から凹んだ凹部(69)が設けられ、該凹部(6
9)を画成して該凹部(69)の深さ方向に延在する縦壁部(69a)に、該設置部材(50)の表側お
よび裏側に開口する基板設置部(200)が開設され、
　第１接続端子(198)が第１外面(196)に設けられると共に該第１接続端子(198)と導通可
能な第２接続端子(199)が該第１外面(196)と反対側の第２外面(197)に設けられた基板(19
5)が、第１外面(196)を設置部材(50)の表側に向くと共に第２外面(197)が該設置部材(50)
の裏側に向いた姿勢で前記基板設置部(200)に設置され、
　前記基板設置部(200)に設置した基板(195)の前記第１接続端子(198)に、前記第１の電
気部品(100)からの第１配線(202)を接続すると共に、該基板(195)の前記第２接続端子(19
9)に、前記第２の電気部品(73)からの第２配線(203)を接続することで、前記第１の電気
部品(100)および第２の電気部品(73)を電気的に接続するよう構成したことを要旨とする
。
【０００９】
　従って、請求項１に係る発明によれば、第１接続端子が第１外面に設けられると共に該
第１接続端子と導通可能な第２接続端子が第２外面に設けられた基板を、設置部材に開設
した基板設置部に対し、第１接続端子が設置部材の表側に向くと共に第２接続端子が設置
部材の裏側を向いた状態で配設して、設置部材の表側に配設する第１の電気部品からの第
１配線を第１接続端子に接続すると共に、設置部材の裏側に配設する第２の電気部品から
の第２配線を第２接続端子に接続するので、第１の電気部品と第２の電気部品とを簡単か
つ確実に接続することができる。すなわち、設置部材の表側において該表側に臨む第１接
続端子に第１配線を接続し得ると共に、設置部材の裏側において該裏側に臨む第２接続端
子に第２配線を接続し得るので、第１配線および第２配線が複数本あっても区別できなく
なることがなく作業ミスが発生し難い。また、第１配線および第２配線を設置部材に設け
た配線挿通口に通す構造ではないので、遊技機に発生する振動等により配線が配線挿通口
の開口縁に接触して擦損することがなく、該配線の導線が露出したり断線することを防止
し得る。
　また、凹部を画成する縦壁部に開設した基板設置部に基板を配設するようにしたので、
第１接続端子に接続した第１配線が設置部材の表面に沿うように配設することができる。
更に、第２接続端子に接続した第２配線が、設置部材の裏側から外方へ突出するのを抑え
ることができる。
【００１１】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記第１の電気部品(100)は、前記設置部材(50)の壁部(60)に沿って移動可能な可動体(
101)が配設され、前記第１配線(202)が前記可動体(101)の該壁部(60)に対向する部位から
引き出され、
　前記可動体(101)と前記壁部(60)との間に、該可動体(101)の移動に伴う前記第１配線(2
02)の移動が可能な隙間(S2)が画成され、
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　前記基板設置部(200)は、前記隙間(S2)に臨むように前記縦壁部(69a)に開設されている
ことを要旨とする。
　従って、上記構成によれば、第１の電気部品が配設された可動体と設置壁部との間に画
成された隙間に該可動体から第１配線が引き出されると共に、基板設置部に配設した基板
の第１接続端子が該隙間に臨むので、該第１配線が第１接続端子に無理なく接続される。
そして、可動体が移動する際には、第１配線が隙間内において無理なく動き得るので、該
第１配線が可動体に引っ掛かって断線したり該第１配線と第１接続端子との接続不良が発
生するのを防止し得る。
【００１２】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記基板設置部(200)の周縁に、前記基板(195)を固定する基板固定部(210)が設けられ
ていることを要旨とする。
　従って、上記構成によれば、基板設置部に設置した基板を基板保持部で固定するので、
設置部材の振動により該基板が基板設置部から外れることを防止し得る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、設置部材の表側に配設した電気部品と該設置部材の裏側
に配設した電気部品とを電気的に接続する配線の配設作業を簡単かつ確実に行い得ると共
に、配線の擦損や断線を防止することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例のパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を構成する遊技盤の正面図である。
【図３】図２のＸ１－Ｘ１線断面図である。
【図４】図２のＸ２－Ｘ２線断面図である。
【図５】遊技盤の後側に取り付けられる設置部材および該設置部材の前側に配設された第
１可動演出装置を示す正面図である。
【図６】遊技盤の後側に取り付けられる設置部材および第１可動演出装置を分離した状態
で示す斜視図である。
【図７】(ａ)は、可動体が第１位置における第１可動演出装置の部分正面図であり、(ｂ)
は、(ａ)の背面図である。
【図８】(ａ)は、可動体が中途位置における第１可動演出装置を前方右斜め上方から見た
斜視図であり、(ｂ)は、(ａ)の第１可動演出装置を後方左斜め上方から見た斜視図である
。
【図９】(ａ)は、可動体が第２位置における第１可動演出装置の部分正面図であり、(ｂ)
は、(ａ)の背面図である。
【図１０】前方右斜め上方から見た第１可動演出装置の分解斜視図である。
【図１１】後方左斜め上方から見た第１可動演出装置の分解斜視図である。
【図１２】前方右斜め上方から見た第１可動演出装置の可動体の分解斜視図である。
【図１３】後方左斜め上方から見た第１可動演出装置の可動体の分解斜視図である。
【図１４】前方右斜め上方から見た第１可動演出装置の移動機構および補助機構の分解斜
視図である。
【図１５】後方左斜め上方から見た第１可動演出装置の移動機構および補助機構の分解斜
視図である。
【図１６】図４のＸ３－Ｘ３線断面図であって、可動体の第１位置および第２位置におけ
る第１配線の態様を示している。
【図１７】(ａ)は、第３基板装着部から第３中継基板を分離した状態と、基板設置部から
中継連結基板および基板保持部材を分離した状態とを、設置部材の前方左斜め上方から見
た部分斜視図であり、(ｂ)は、第３基板装着部から第３中継基板を分離した状態と、基板
設置部から中継連結基板および基板保持部材を分離した状態とを、設置部材の後方右斜め
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上方から見た部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、遊技機としては、一般的なパチンコ機１０を例にして説明する
。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１０を前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１６】
(パチンコ機)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤１４を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が、開閉および着
脱可能に組み付けられている。そして、図３に示すように、遊技盤１４の裏側に、所定条
件の成立(後述する第１始動入賞装置３７の始動入賞口３７ａまたは第２始動入賞装置３
８の始動入賞口３８ａへのパチンコ球(遊技球)の入賞)を契機として演出用の図柄(以下飾
図という)を変動表示させて図柄変動演出を行う演出実行手段としての図柄表示装置４５
が、着脱可能に配設されている。また、中枠１２の前面側には、遊技盤１４を透視保護す
るガラス板や透明な合成樹脂材により形成された透視板１８で前後に開口する窓部を覆う
よう構成された装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１３
の下部前側に、パチンコ球を貯留する上球皿１５および下球皿１６が組み付けられており
、前枠１３の開閉に合わせて上球皿１５および下球皿１６も一体的に開閉するよう構成さ
れる。前枠１３には、窓部の外周を囲繞するようランプ装置１９が配設されると共に、該
前枠１３の上部左右に、音声や効果音を出力可能なスピーカ２０が配設されている。すな
わち、ランプ装置１９に設けられたＬＥＤ等の発光体(図示せず)を点灯・点滅したり、ス
ピーカ２０から適宜の音声を出力することで、図柄表示装置４５の表示部４６での図柄変
動演出に合わせて発光演出や音声演出を行い得るよう構成されている。
【００１７】
　また、図１に示すように、中枠１２の右下方位置には、該中枠１２に配設された打球発
射装置を作動する操作ハンドル１７が設けられており、該操作ハンドル１７の回転操作に
より打球発射装置が作動されることで、上球皿１５に貯留されたパチンコ球が所定間隔で
１球ずつ遊技盤１４に向けて連続的に発射されるようになっている。なお、上球皿１５は
、前枠１３と別体に形成して中枠１２に対して開閉可能に組み付けるようにしてもよい。
【００１８】
(遊技盤)
　遊技盤１４は、図２～図４に示すように、アクリルやポリカーボネート等の光透過性の
合成樹脂製で、中枠１２に設けた遊技盤保持部の内縁形状に整合する外縁形成された略矩
形の平板状に形成され、その前側には遊技領域２５が設けられると共に、その後側には設
置部材(固定部分)５０が配設されている。遊技盤１４の前側には、左下部から右上部にか
けて円弧状に延在する外レール２６と、この外レール２６の内側に右下部から左上部にか
けて並べて配置された内レール２７と、外レール２６の右上部から内レール２７の右下部
までの間の右方へ凹む湾曲形状に構成された盤面飾り部材２８等が配設されており、両レ
ール２６,２７および盤面飾り部材２８で囲まれた内側が遊技領域２５として構成されて
いる。また、遊技領域２５の下方に、遊技領域２５を落下したパチンコ球をアウト口４４
へ案内すると共に、前面に所要の装飾が施された装飾案内部材２９が配設されている。こ
の装飾案内部材２９は、左右中央が最も高く、中央から左端および右端に向けて下方傾斜
する球転動部２９ａ,２９ａを有すると共に、左側の球転動部２９ａの左端および右側の
球転動部２９ａの右端にパチンコ球が下方へ落下可能な落下口２９ｂ,２９ｂが形成され
ている。これにより、打球発射装置から発射されたパチンコ球は、外レール２６と内レー
ル２７との間を通って遊技領域２５の左上部に打ち出された後に該遊技領域２５内を流下
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し、球転動部２９ａ,２９ａに落下したパチンコ球は、該球転動部２９ａを移動した後に
落下口２９ｂから落下してアウト口４４から遊技盤１４の裏側へ排出されるようになって
いる。
【００１９】
　図３および図４に示すように、遊技盤１４には、右斜め上方へ偏倚する大きな貫通口２
４が形成されている。この貫通口２４の開口縁には、前後に開口した表示窓口３１が形成
されたセンター役とも称される枠状装飾ユニット３０が配設されており、該表示窓口３１
内が演出領域とされている。枠状装飾ユニット３０は、複数の装飾部材３２、第２始動入
賞装置３８および特別入賞装置３９等を環状に連結してユニット化されており、設置部材
５０の後側に着脱可能に配設された図柄表示装置４５の表示部４６で演出表示される遊技
内容に合わせた所定の装飾が施されている。そして、枠状装飾ユニット３０の表示窓口３
１には、設置部材５０に配設された図柄表示装置４５の表示部４６や、該設置部材５０の
前側に配設される後述の第１～第４の各可動演出装置１００,２２０,２２１,２２２や、
その他の演出装置および装飾部品等が臨むようになっている。
【００２０】
　図２および図３に示すように、枠状装飾ユニット３０の表示窓口３１に臨む下側部分に
、遊技球が転動可能なステージ部３３が左右に延在して設けられていると共に、該ステー
ジ部３３の後側に、透明な部材から形成された透明保護部材３４が配設されている。この
透明保護部材３４は、枠状装飾ユニット３０の左部に形成された球通入口３５からステー
ジ部３３へ導入されて該ステージ部３３を左右に転動するパチンコ球が、該ステージ部３
３の後方へ落下するのを防止する。なお、透明保護部材３４は、図柄表示装置４５の表示
部４６の下部と前後に重なっているが、透明な部材であるから該表示部４６の透視を阻害
するものではない。更に、枠状装飾ユニット３０には、ステージ部３３の左右中央から第
１始動入賞装置３７の直上となる位置に延在する球通出経路３６が形成されている。
【００２１】
　そして、遊技盤１４は、図２に示すように、遊技領域２５における枠状装飾ユニット３
０の左右中央下部に第１始動入賞装置３７が配設されると共に、該遊技領域２５の左下部
に普通入賞装置４０が配設されている。第１始動入賞装置３７は、前述した装飾案内部材
２９の左右中央に位置しており、該第１始動入賞装置３７を挟む両側に球転動部２９ａ,
２９ａが位置している。また、遊技盤１４の遊技領域２５内には、多数の球案内釘４１、
回転球案内具４２およびゲート部材４３等が配設されている。
【００２２】
(始動入賞装置)
　図２に示すように、第１始動入賞装置３７は、遊技領域２５内で常に上方へ開口する常
時開放タイプの第１始動入賞口３７ａを備えている。また、第２始動入賞装置３８は、所
定の駆動手段により第２始動入賞口３８ａを開閉可能に構成された開閉部材３８ｂが設け
られており、該開閉部材３８ｂが第２始動入賞口３８ａを閉鎖する閉鎖位置と開放する開
放位置に変位するよう構成されている。すなわち、第１始動入賞口３７ａは、遊技領域２
５を流下するパチンコ球が常時一定の確率で入賞可能に構成され、第２始動入賞口３８ａ
は、遊技領域２５に配設されたゲート部材４３をパチンコ球が通過したことを条件として
実施される普図当り判定(普図当り抽選)の結果に応じて開閉部材３８ｂが開閉することで
、パチンコ球の入賞確率を可変し得るよう構成されている。そして、第１始動入賞装置３
７には第１始動入賞口３７ａに入賞したパチンコ球を検出する始動入賞センサが配設され
ると共に、第２始動入賞装置３８には第２始動入賞口３８ａに入賞したパチンコ球を検出
する始動入賞センサが配設されており、該始動入賞センサによる球検出信号が主制御装置
４７の主制御基板に入力される。そして、各始動入賞センサによるパチンコ球の検出(す
なわち第１または第２始動入賞口３７ａ,３８ａへのパチンコ球の入賞)を契機として、所
定数のパチンコ球が賞球として払い出されるようになっている。また、始動入賞センサに
よるパチンコ球の検出を契機として、図柄表示装置４５の表示部４６において図柄変動演
出が行われる。
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【００２３】
(特別入賞装置)
　特別入賞装置３９は、図２に示すように、遊技領域２５に開口する特別入賞口３９ａを
開閉自在に閉成する開閉部材３９ｂを備えており、駆動手段の駆動に伴い、開閉部材３９
ｂが特別入賞口３９ａを閉鎖する閉鎖位置および該特別入賞口３９ａを開放する開放位置
に変位するよう構成されている。また、特別入賞装置３９には、特別入賞口３９ａに入賞
したパチンコ球を検出する特別入賞センサが設けられており、該特別入賞センサからの球
検出信号が主制御装置４７の主制御基板へ入力される。そして、主制御装置４７において
大当り判定結果が肯定の場合には、図柄表示装置４５の表示部４６において、統括制御装
置４８(図４参照)において決定された変動パターン応じて実行された図柄変動演出の終了
後に、遊技者に有利な遊技として特別入賞装置３９の開閉部材３９ｂが開放制御され、特
別入賞口３９ａに対して多数のパチンコ球が入賞可能となる。
【００２４】
(設置部材)
　設置部材５０は、図３～図６に示すように、前方に開口した矩形箱状に構成された部材
であって、前側の外縁前端を遊技盤１４の外縁後面に突き合わせた状態で該遊技盤１４に
ネジ等により取り付けられる。設置部材５０は、遊技盤１４の周縁部１４ａの後側に整合
するベース部５１と、ベース部５１より一回り小さく形成されて該ベース部５１から後方
へ突出すると共に前方へ開口したボックス部５２とから構成され、該ベース部５１の後側
にボックス部５２がネジにより固定されるようになっている。ベース部５１は、遊技盤１
４の外縁形状と略同じ外縁形状に形成された第１設置壁部５３と、該第１設置壁部５３の
外縁から前方へ延出する第１外周壁部５４とを備えている。またベース部５１は、第１設
置壁部５３の中央に、前述した貫通口２４より一回り小さい形状の開口５５が開設されて
いる。これによりベース部５１は、第１外周壁部５４の前端を遊技盤１４の後面に当接し
た状態では、第１設置壁部５３が遊技盤１４の後面から後方へ離間して位置するようにな
っている。
【００２５】
　第１設置壁部５３の前側には、図４に示すように、遊技盤１４の裏面との間に画成され
た隙間に収容可能な複数の装飾部材５６が、開口５５を囲むように取り付けられている。
これらの装飾部材５６は、遊技盤１４の遊技領域２５の後方に位置して、該遊技盤１４の
前側から透視可能となっている(図２では、透視される装飾部材５６は図示されていない)
。そして、装飾部材５６の中には、ＬＥＤを備えた発光基板(図示せず)を備えたものがあ
り、統括制御装置４８の統括制御基板により発光制御されるようになっている。また、第
１設置壁部５３の前側には、図示しないが、前述した第１始動入賞装置３７に入賞した遊
技球を排出案内する第１球排出路や、第２始動入賞装置３８に入賞した遊技球および特別
入賞装置３９に入賞した遊技球を排出案内する第２球排出路等が形成されている。
【００２６】
　ボックス部５２は、図３～図６に示すように、ベース部５１の第１設置壁部５３の後面
に対し後方から所要の間隔で対向して該遊技盤１４の後面を構成する第２設置壁部(壁部)
６０と、該第２設置壁部６０の周縁から前方へ延出形成された第２外周壁部(壁部)６１等
を備えている。そしてボックス部５２は、第２外周壁部６１の前端がベース部５１の第１
設置壁部５３の後面に当接した状態で該ベース部５１に固定される。第２設置壁部６０は
、前後に貫通する表示開口(開口)６２が中央に形成されており、表示開口６２の左方に位
置する左板部６３、表示開口６２の右方に位置する右板部６４、表示開口６２の上方に位
置する上板部６５および下方に位置する下板部６６から構成されている。第２設置壁部６
０における左板部６３および右板部６４の前側には、第１可動演出装置１００を設置する
設置部が設けられ、上板部６５の前側には第２可動演出装置２２０を設置する設置部が設
けられ、左板部６３の前側には第３可動演出装置２２１を設置する設置部が設けられると
共に、右板部６４の前側には第４可動演出装置２２２を設置する設置部が設けられている
。また、第２設置壁部６０の後側には、表示部４６を表示開口６２に臨ませた状態で図柄
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表示装置４５が着脱可能に取り付けられる(図３、図４参照)。
【００２７】
　また、ボックス部５２における第２設置壁部６０の裏側には、中継基板を取り付けるた
めの複数の基板装着部が設けられている。すなわち、図６および図１６に示すように、第
２設置壁部６０の上板部６５の後側に、第１中継基板７１を取り付ける第１基板装着部６
７が設けられている。また、第２設置壁部６０の下板部６６の後側に、第２中継基板７２
を取り付ける第２基板装着部６８、第３中継基板７３を取り付ける第３基板装着部６９、
第４中継基板７４を取り付ける第４基板装着部７０が、左から右へ並んで設けられている
。なお、第１中継基板７１には、第２可動演出装置２２０と統括制御装置４８の統括制御
基板とを電気的に接続する配線(図示せず)が接続される。第２中継基板７２には、第１始
動入賞装置３７および第２始動入賞装置３８の始動入賞センサ、特別入賞装置３９の特別
入賞センサ、遊技盤１４や設置部材５０のベース部５１等に配設された電波センサおよび
磁気センサ等と主制御装置４７の主制御基板とを電気的に接続する配線(図示せず)が接続
される。第３中継基板７３には、第１可動演出装置１００と統括制御装置４８の統括制御
基板とを電気的に接続する配線が接続される。また、第４中継基板７４には、電源基板と
主制御装置４７の主制御基板とを電気的に接続する配線(図示せず)が接続される。なお、
第３基板装着部６９を形成する縦壁部６９ａには、後述する中継連結基板(基板)１９５が
設置される基板設置部２００が開設されている(図１７参照)。更に、図３、図６および図
１６に示すように、第２設置壁部６０における下板部６６は、上下方向における中間部分
において前後方向に段差部６６ａが形成されており、表示窓口６２に隣接する上部よりも
第２基板装着部６８が設けられた下部が前方に位置しており、下板部６６の前側において
は段差部６６ａが上方を向いている。
【００２８】
　ベース部５１とボックス部５２とを組み付けた設置部材５０は、図３および図４に示す
ように、ベース部５１の第１設置壁部５３から後方へ離間してボックス部５２の第２設置
壁部６０が位置しており、該第１設置壁部５３と第２設置壁部６０との間に空間Ｓ１が画
成されている。この空間Ｓ１には、第１～第４可動演出装置１００,２２０,２２１,２２
２が収容されている。第１～第４可動演出装置１００,２２０,２２１,２２２は、夫々の
可動体の第１位置においては、ベース部５１に配設された装飾部材５６の後方に位置して
開口５５から殆ど視認されなくなり、夫々の可動体が第２位置に移動すると、ベース部５
１の開口５５から視認可能となっている。
【００２９】
　設置部材５０は、ベース部５１を遊技盤１４の後面にネジ止めすることで該遊技盤１４
に固定される。そして、遊技盤１４が前述したように透明部材であるので、ベース部５１
に配設された装飾部材５６において枠状装飾ユニット３０の外側となる部分は、遊技領域
２５を介して視認されるようになる。
【００３０】
(図柄表示装置)
　図柄表示装置４５は、各種図柄を表示可能な表示部４６をなす液晶パネルが収容ケース
に収容されたユニット部材であって、該収容ケースの後面には、該図柄表示装置４５の表
示部４６の表示制御を行う表示制御装置４９と、当該パチンコ機１０の遊技演出を統括的
に制御する統括制御基板が収容された統括制御装置４８が配設される(図３、図４参照)。
図柄表示装置４５の表示部４６には、飾図を変動表示可能な図柄列が複数列(例えば３列)
設定されており、第１始動入賞口３７ａまたは第２始動入賞口３８ａへのパチンコ球の入
賞を契機として、各図柄列の飾図が変動開始されると共に背景画像等が表示され、選択さ
れた図柄変動演出(リーチ演出や外れ演出等)を行った後に、予め決定された最終停止図柄
を、入賞ライン上に停止表示するようになっている。なお実施例では、図柄表示装置４５
として、表示部４６が液晶パネルである液晶表示装置が採用されるが、これに限られるも
のではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリックス式の図柄表示装置等の各種図
柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の表示装置も採用可能である。
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【００３１】
(主制御装置)
　実施例のパチンコ機１０の遊技を総合的に制御する主制御装置４７の主制御基板は、設
置部材５０における第２設置壁部６０の裏側下部(図柄表示装置４５の配設位置の下側)に
、基板ケースに収容されて配設されている(図３参照)。主制御基板は、制御動作を所定の
手順で実行することができるメイン制御ＣＰＵ、メイン制御ＣＰＵの制御プログラムを格
納するメイン制御ＲＯＭおよび必要なデータの書き込みおよび読み出しができるメイン制
御ＲＡＭを備えている。
【００３２】
　主制御基板は、大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数、変動パターン振分用乱数、普図
当り判定用乱数等の各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値をメイン制御ＲＡ
Ｍの設定領域に記憶(設定)することで更新前の値を書き換えており、乱数更新処理(乱数
生成処理)を実行するようになっている。例えば、主制御基板では、第１始動入賞装置３
７または第２始動入賞装置３８の始動入賞検出センサから検出信号が入力されると、メイ
ン制御ＣＰＵがメイン制御ＲＯＭから大当り判定用乱数を取得し、この大当り判定用乱数
とメイン制御ＲＯＭに記憶されている大当り判定値とを比較し、大当りとするか否かの大
当り判定(大当り抽選)を行う。また主制御基板では、大当り判定の結果が肯定の場合には
、大当り演出のみが含まれる変動パターンテーブルから大当り演出用の変動パターンを決
定する。これに対して、大当り判定の結果が否定の場合には、はずれ演出のみが含まれる
変動パターンテーブルからはずれ演出用の変動パターンを決定する。大当り演出用および
はずれ演出用の変動パターンの決定は、大当り判定と同様に、メイン制御ＣＰＵがメイン
制御ＲＯＭから取得した乱数により行う。なお、変動パターンテーブルから決定される大
当り演出およびはずれ演出の変動パターンは、少なくとも図柄変動ゲームの変動時間およ
び演出内容を特定するものである。そして、パチンコ機１０では、主制御基板の大当り判
定の結果に応じて出力された統括制御基板の制御信号に基づいて、図柄表示装置４５に所
定の演出表示を行わせると共に、主制御基板の制御により出力された球払出しに係る制御
信号に基づいて、図示しない球払出装置によって所定数の賞球が払い出される。
【００３３】
(統括制御装置)
　統括制御装置４８の統括制御基板には、統括制御ＣＰＵが備えられると共に、該統括制
御ＣＰＵには、統括制御ＲＯＭおよび統括制御ＲＡＭが接続されている。また、統括制御
ＣＰＵは、実行可否判定用乱数や動作演出パターン抽選用乱数等の各種乱数の値を所定の
周期毎に更新し、更新後の値を統括制御ＲＡＭの設定領域に記憶(設定)して更新前の値を
書き換えている。更に、統括制御ＲＯＭには、図柄表示装置４５の表示部４６における演
出内容を制御する表示制御基板、ランプ装置１９を制御するランプ制御基板を統括的に制
御するプログラムや、スピーカ２０を制御する音制御基板等を統括的に制御するプログラ
ムや、第１～第４可動演出装置１００,２２０,２２１,２２２を作動制御するプログラム
や、装飾部材３２,５６に配設された発光基板を発光制御するプログラム等が記憶されて
いる。
【００３４】
　前記統括制御ＣＰＵは、各種制御コマンドを入力すると、統括制御プログラムに基づき
各種制御を実行する。例えば、統括制御基板では、主制御基板のメイン制御ＣＰＵから変
動パターン指定コマンドが入力されると、統括制御ＣＰＵが統括制御ＲＯＭから実行可否
判定用乱数を取得し、この実行可否判定用乱数と統括制御ＲＯＭに記憶されている実行可
否判定値とを比較し、第１～第４の各可動演出装置１００,２２０,２２１,２２２の可動
体演出を実行するか否かの実行可否判定を行う。そして、統括制御基板は、実行可否判定
の結果が肯定の場合において、第１～第４の可動演出装置１００,２２０,２２１,２２２
の何れか１つまたは複数を動作させる。
【００３５】
(第１可動演出装置)
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　次に、第１可動演出装置１００につき、図面を引用して説明する。なお、以下の説明に
おいて、第１可動演出装置１００の「前」、「後」、「左」、「右」とは、特に断りのな
い限り、設置部材５０の第２設置壁部６０に取り付けた当該第１可動演出装置１００をパ
チンコ機１０の前側から見た状態で指称する。第１可動演出装置１００は、図３～図１５
に示すように、設置部材５０のボックス部５２における第２設置壁部６０に取り付けられ
、可動体１０１が移動機構１０２により第１位置および第２位置の間を移動するよう構成
されている。また、第１可動演出装置１００は、可動体１０１の第１位置および第２位置
の間を移動させる移動機構１０２の駆動手段１６１を補助する補助機構１０３を備えてい
る。実施例では、複数(実施例では２基)の移動機構１０２,１０２を備えて、第２設置壁
部６０の左板部６３および右板部６４の前面に、夫々の移動機構１０２,１０２を構成す
るガイド部１６０,１６０が夫々配設され、該ガイド部１６０,１６０のガイドレール１６
５,１６５に沿って可動体１０１が第１位置および第２位置の間を移動するよう構成され
ている。すなわち、夫々のガイドレール１６５,１６５は、第２設置壁部６０の左板部６
３および右板部６４に固定することで垂直かつ平行に延在しており、可動体１０１は第１
位置および該第１位置より上方の第２位置の間を昇降移動するようになっている。
【００３６】
(可動体)
　可動体１０１は、図７～図１３に示すように、ガイド部１６０,１６０のガイドレール
１６５,１６５に移動可能に支持された第１可動体１０５と、該第１可動体１０５にスラ
イド移動可能に配設された第２可動体１０６とを備えている。第１可動体１０５は、各ガ
イドレール１６５,１６５にスライド移動可能に配設されたスライダ１６６,１６６に移動
することで昇降移動すると共に、第２可動体１０６は、第１可動体１０５に対して昇降移
動するよう構成されている。実施例の可動体１０１は、第１可動体１０５に対して第２可
動体１０６が下方へ移動した状態(図８、図９参照)において、図柄表示装置４５の表示部
４６における演出表示されるキャラクタの頭部をイメージしたデザインとなるよう構成さ
れている。
【００３７】
(第１可動体)
　第１可動体１０５は、図１０～図１３に示すように、ベース体１０７と、該ベース体１
０７の前側に配設された第１装飾部材１０８とを備えている。ベース体１０７と第１装飾
部材１０８とは前後に離間して互いに組み付けられ、該ベース体１０７と第１装飾部材１
０８との間には、下方に開口する収容部１０９が画成されている(図３、図７参照)。この
収容部１０９には第２可動体１０６の上部分が収容可能となっており、該第２可動体１０
６は、収容部１０９に下方から収容された収容位置(図３、図５、図６、図７参照)および
該収容部１０９から下方へ延出した延出位置(図８、図９参照)の間でスライド可能に支持
されている。
【００３８】
　ベース体１０７は、図８(ｂ)および図１０～図１３に示すように、横長の板状をなすベ
ース本体１１０と、該ベース本体１１０の左上部に固定される左本体１１１と、該ベース
本体１１０の右上部に固定される右本体１１２とから構成されている。ベース本体１１０
に固定された左本体１１１は、該ベース本体１１０の左側縁から左方へ延出しており、該
ベース本体１１０に固定された右本体１１２は、該ベース本体１１０の右側縁から右方へ
突出している。なお、ベース体１０７は、ベース本体１１０、左本体１１１および右本体
１１２を一体に形成したものであってもよい。
【００３９】
　ベース本体１１０は、第１装飾部材１０８より外縁輪郭形状より一回り小さい外縁輪郭
形状に形成された板状の部材であり、下縁が直線状をなすと共に左側縁、右側縁および上
縁がスプライン状に凹凸しており、全体として横長に形成されている。ベース本体１１０
の後側における左上部には、左本体１１１を固定するための左後固定部１１３が設けられ
ていると共に、該ベース本体１１０の後側における右上部には、右本体１１２を固定する
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ための右後固定部１１４が設けられている。なお、左後固定部１１３および右後固定部１
１４は、左本体１１１を固定するネジが締結されるようになっている。
【００４０】
(ガイド孔)
　ベース本体１１０には、図７(ｂ)、図８(ｂ)、図９(ｂ)および図１０～図１３に示すよ
うに、一対のガイド孔１１５,１１５が左右に離間して形成されている。夫々のガイド孔
１１５,１１５は、ベース本体１１０の前後に貫通したスリット状の開口で、上下方向へ
直線かつ平行に延在している。各ガイド孔１１５,１１５には、後述するように、第２可
動体１０６に配設された一対のスライド部材１５４,１５４が夫々摺動可能に係合するよ
うになっている。すなわち、各ガイド孔１１５,１１５に各スライド部材１５４,１５４が
夫々係合することで、第２可動体１０６が、ベース本体１１０に支持された状態で収容位
置および延出位置の間を移動可能となっている。
【００４１】
(基板設置部)
　ベース本体１１０には、図１０～図１３に示すように、ＬＥＤが実装された複数の発光
基板を設置する基板保持部１１６,１１７が設けられている。ベース本体１１０の前面に
は、左右に離間して形成されたガイド孔１１５,１１５の間に、複数の第１ＬＥＤ１１９
ａが表面に実装された第１発光基板１１９を保持する第１基板保持部１１６が設けられて
いる。第１基板保持部１１６の左上隅部には、第１発光基板１１９の裏面に実装された複
数(実施例では３つ)の接続端子１１９ｂ,１１９ｂ,１１９ｂをベース本体１１０の裏側へ
露出させる端子露出口１１８が開設されている。これにより、ベース本体１１０の後側か
ら、端子露出口１１８に臨んだ夫々の接続端子１１９ｂ,１１９ｂ,１１９ｂに、３本の第
１配線２０２,２０２,２０２が夫々接続可能となっている。また、ベース本体１１０にお
ける各ガイド孔１１５,１１５に隣接して、複数の第２ＬＥＤ１２０ａが表面に実装され
た第２発光基板１２０を保持する第２基板保持部１１７が複数(実施例では２つ)設けられ
ている。夫々の第２基板保持部１１７,１１７は、保持される第２発光基板１２０の外形
形状と同じ形状で第１基板保持部１１６より後方へ凹ませて形成されている。これにより
、夫々の第２基板保持部１１７,１１７に保持した第２発光基板１２０,１２０と、第１基
板保持部１１６に保持した第１発光基板１１９とは、一部が前後方向で重なり得るように
なっている。第１発光基板１１９と夫々の第２発光基板１２０,１２０とは、図示省略し
た配線により電気的に接続されている。
【００４２】
(配線保持部材)
　ベース本体１１０の後面には、図８(ｂ)および図１０～図１３に示すように、第１発光
基板１１９の接続端子１１９ｂに接続された夫々の第１配線２０２,２０２,２０２を保持
する配線保持片部１２１および配線保持部材１２２が設けられている。配線保持片部１２
１は、ベース本体１１０に一体に形成されたもので、ベース本体１１０の後面における左
右中央の上部に位置して、該ベース本体１１０の裏面から後方へ延出している。また、配
線保持部材１２２は、ベース本体１１０と別体に形成されて、該ベース本体１１０の裏面
にネジにより固定される。配線保持部材１２２は、横長に形成されて夫々の第１配線２０
２,２０２,２０２をベース本体１１０の後面とで挟持する第１配線保持部１２２ａと、第
１配線保持部１２２ａの右端から後方へ延出して設けられ、配線保持片部１２１とで第１
配線２０２,２０２,２０２を挟持する第２配線保持部１２２ｂとを備えている。
【００４３】
(配線保持板)
　ベース本体１１０の裏面には、図８(ｂ)、図１０～図１３図および図１６に示すように
、夫々の第１配線２０２,２０２,２０２を保持する配線保持板１２３が設けられている。
配線保持板１２３は、ベース本体１１０の裏面から後方へ延出すると共に左右方向へ延在
しており、可動体１０１が第１位置に移動する際に該可動体１０１に対して相対的に上方
へ移動する第１配線２０２,２０２,２０２に上方から当接する位置に設けられている。す
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なわち、配線保持板１２３は、可動体１０１が第１位置および該第１位置の近くに位置す
る際に、第１配線２０２,２０２,２０２が可動体１０１より上方へ移動するのを防止して
、該第１配線２０２,２０２,２０２を可動体１０１の後側に位置させるよう機能するもの
である。なお、実施例では、配線保持板１２３が、端子露出口１１８の上縁に沿って設け
られている。
【００４４】
(左本体および右本体)
　ベース体１０７の左本体１１１は、図７～図１５に示すように、第１移動機構１０２に
おける駆動手段としての駆動モータ１６１および連結軸１６３が配設されるよう構成され
ると共に、右本体１１２は、第２移動機構１０２における駆動手段としての駆動モータ１
６１および連結軸１６３が配設されるよう構成されている。左本体１１１および右本体１
１２は、細部において形状が異なる部分があるが、基本的に同じ構成部分を左右対称の位
置関係で備えている。従って、ここでは、左本体１１１について説明し、右本体１１２に
ついては、左本体１１１と同じ部分、部位を同じ符号を付して指示する。
【００４５】
　左本体１１１は、移動機構１０２の駆動モータ１６１が固定されるモータ固定部１３０
と、駆動モータ１６１に連係された状態で連結軸１６３が回転可能に支持される軸支持部
１３１と、ガイド部１６０のガイドレール１６５に移動可能に配設されたスライダ１６６
に固定されるスライダ固定部１３２と、当該左本体１１１をベース本体１１０または第１
装飾部材１０８に固定する取付部１３３とを備えている。実施例の左本体１１１は、モー
タ固定部１３０、軸支持部１３１、スライダ固定部１３２および取付部１３３が一体に形
成された部材である。
【００４６】
(モータ固定部)
　左本体１１１のモータ固定部１３０は、図１４および図１５に示すように、上下方向に
延在すると共に前後方向に向いた平板状をなし、駆動モータ１６１を固定するネジがねじ
込まれるネジ締結孔１３４や、該駆動モータ１６１の駆動軸１６１ａが挿通する凹部１３
５が形成されている。駆動モータ１６１は、モータ固定部１３０の右面に横向き(右本体
１１２ではモータ固定部１３０の左面に横向き)に固定され、モータ固定部１３０に固定
された駆動モータ１６１の駆動軸１６１ａは、凹部１３５を介して該モータ固定部１３０
の左側(右本体１１２では右側)へ延出するようになる。
【００４７】
(軸支持部)
　左本体１１１の軸支持部１３１は、図１４および図１５に示すように、モータ固定部１
３０の左側から左方(右本体１１２は右方)へ延出すると共に上下方向に向いた板状をなし
ている。軸支持部１３１の前面には、左右に延在して連結軸１６３が収容される軸収容部
１３６が、前方へ開口すると共に後方へ凹んだ形状に形成されている。また、図１４に示
すように、軸収容部１３６の両端部に、軸支持部１３１を回転可能に支持するスリーブ１
７１が設置されるスリーブ支持部１３７が、前方へ開口すると共に後方へ凹んだ形状に形
成されている。そして、軸支持部１３１の前側には、軸収容部１３６およびスリーブ支持
部１３７を前方から覆蓋するカバー部材１３８が取り付けられ、スリーブ支持部１３７,
１３７に設置したスリーブ１７１,１７１が、該カバー部材１３８により脱抜不能に保持
されるようになっている。
【００４８】
　図１４および図１５に示すように、軸支持部１３１におけるモータ固定部１３０に隣接
する部分には、前方に開口したギア収容部１３９が設けられている。このギア収容部１３
９は、駆動モータ１６１の駆動軸１６１ａに固定された駆動ギア１６９と、連結軸１６３
における駆動モータ１６１側の端部に固定されて該駆動ギア１６９に噛合する従動ギア１
７０とを収容可能に構成されている。
【００４９】
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(スライダ固定部)
　スライダ固定部１３２は、図１４および図１５に示すように、軸支持部１３１から上方
へ延出すると共に左右方向に向いた縦長の平板状に形成されている。スライダ固定部１３
２は、ガイド部１６０のスライダ１６６に形成された複数(実施例では２つ)のネジ締結孔
１６６ａ,１６６ａに夫々整合する２つのネジ挿通孔１４０,１４０が、前後に貫通して設
けられている。従って、スライダ固定部１３２は、各ネジ挿通孔１４０,１４０に挿通さ
せたネジ(図示せず)を、対応するネジ挿通孔１６６ａ,１６６ａにねじ込むことで、スラ
イダ１６６の前面に締結される。
【００５０】
(取付部)
　取付部１３３は、図１４および図１５に示すように、モータ固定部１３０の下部に設け
られた第１取付部１３３ａと、軸支持部１３１に設けられた第２取付部１３３ｂとからな
る。第１取付部１３３ａは、ベース体１０７のベース本体１１０に設けられた前述の左後
固定部１１３(右本体１１２では、ベース本体１１０に設けられた右後固定部１１４)にネ
ジ止めされる固定片である。また第２取付部１３３ｂは、第１装飾部材１０８に設けられ
た左前固定部１４３(右本体１１２では、第１装飾部材１０８に設けられた右前固定部１
４４)がネジ止めされるボス部である。すなわち左本体１１１は、図示省略したネジによ
り、第１取付部１３３ａによりベース本体１１０に固定されると共に第２取付部１３３ｂ
により第１装飾部材１０８に固定されるよう構成されている。
【００５１】
(第１装飾部材)
　第１装飾部材１０８は、図８、図１４および図１５に示すように、その前面および輪郭
が複雑な意匠形状に形成されており、前面には所要の装飾が施された成形部材である。第
１装飾部材１０８は、ベース体１０７におけるベース本体１１０、左本体１１１に固定さ
れた駆動モータ１６１および右本体１１２に固定された駆動モータ１６１を覆う大きさに
形成されている。第１装飾部材１０８は、メッキや塗装等の装飾が施された前面部１０８
ａと、該前面部１０８ａの上端から後方へ延出する上縁部１０８ｂと、該前面部１０８ａ
の左端および右端から後方へ延出する側縁部１０８ｃ,１０８ｃとを備えている。第１装
飾部材１０８は、少なくとも前面部１０８ａが透光性を有しており、第１発光基板１１９
の第１ＬＥＤ１１９ａおよび各第２発光基板１２０,１２０の第２ＬＥＤ１２０ａが発光
することで、該前面部１０８ａが明輝可能になっている。なお、実施例の第１装飾部材１
０８は、キャラクタの頭髪や炎をイメージさせるデザインとなっている。また、第１装飾
部材１０８における左の側縁部１０８ｃには、左側方へ延出した左前固定部１４３が設け
られており、該左前固定部１４３は、左本体１１１の第２取付部１３３ｂにネジにより締
結される。更に、第１装飾部材１０８における右の側縁部１０８ｃには、右側方へ延出し
た右前固定部１４４が設けられており、該右前固定部１４４は、右本体１１２の第２取付
部１３３ｂにネジにより締結される。
【００５２】
(第２可動体)
　第２可動体１０６は、図８、図１５および図１６に示すように、第２装飾部材１５０と
、該第２装飾部材１５０に取り付けられるレンズ部材１５１と、第２装飾部材１５０およ
びレンズ部材１５１の後側に取り付けられる複数(実施例では２つ)の発光基板(第３発光
基板１５２および第４発光基板１５３)とを備えている。第２可動体１０６は、ベース体
１０７のベース本体１１０に設けられたガイド孔１１５,１１５にスライド可能に係合す
るスライド部材１５４,１５４を備えている。また、第２可動体１０６は、第３発光基板
１５２を保持する基板保持部材１５５を備えている。そして、第２可動体１０６は、各ス
ライド部材１５４,１５４が対応のガイド孔１１５,１１５に夫々係合することで、第１可
動体１０５の収容部１０９に下方から収容された収容位置(図３、図５参照)および該収容
位置から下方へ移動した延出位置(図８、図９参照)の間でスライド可能に支持されている
。なお、第２可動体１０６は、自重により収容位置から延出位置に向けて下方へ移動し、
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下方から上方に向けて押されることで延出位置から収容位置に向けて上方へ移動可能とな
っている。
【００５３】
(第２装飾部材)
　第２装飾部材１５０は、図１０～図１３に示すように、前面および輪郭が複雑な意匠形
状に形成されており、前面には所要の装飾が施された成形部材である。第２装飾部材１５
０は、収容位置において、その上部分および左、右側部分が第１可動体１０５の収容部１
０９に収容可能な大きさに形成されている。第２装飾部材１５０は、メッキや塗装等の装
飾が施された前面部１５０ａと、該前面部１５０ａの下端から後方へ延出する下縁部１５
０ｂとを備えている。第２装飾部材１５０の前面部１５０ａには、レンズ部材１５１のレ
ンズ部１５１ａ,１５１ａが整合する開口１５１ｃ,１５１ｃが開設されている。そして第
２装飾部材１５０は、少なくとも前面部１５０ａが透光性を有している。また、レンズ部
材１５１は、略三角形状に形成されて左右に離間する２つのレンズ部１５１ａ,１５１ａ
が連設部で連設された部材であり、レンズ部材１５１の各レンズ部１５１ａ,１５１ａは
、透光性を有すると共に表面が装飾されている。なお、実施例の第２装飾部材１５０は、
キャラクタの頬部をイメージさせるデザインとなっており、レンズ部材１５１の各レンズ
部１５１ａ,１５１ａは、該キャラクタの目部をイメージさせるデザインとなっている。
【００５４】
　図１０～図１３に示すように、第２装飾部材１５０の後側には、複数の第３ＬＥＤ１５
２ａが表面に実装された第３発光基板１５２が、表面を第２装飾部材１５０の後面に対向
させた姿勢で取り付けられている。これにより、第３発光基板１５２の各第３ＬＥＤ１５
２ａを発光制御することにより、第２装飾部材１５０が広い範囲において明輝可能となっ
ている。また、レンズ部材１５１の各レンズ部１５１ａ,１５１ａの後側には、複数の第
４ＬＥＤ１５３ａが表面に実装された第４発光基板１５３,１５３が、表面をレンズ部１
５１ａの後面に対向させた姿勢で夫々取り付けられている。これにより、第４発光基板１
５３,１５３の第４ＬＥＤ１５３ａを発光制御することにより、該レンズ部１５１ａ,１５
１ａが明輝可能になっている。なお、第３発光基板１５２と夫々の各第４発光基板１５３
とは、図示省略した配線により電気的に接続されている。また、第３発光基板１５２は、
図示省略した配線により第１発光基板１１９と電気的に接続される。更に、第３発光基板
１５２は、第２装飾部材１５０の後側下部に取り付けた基板保持部材１５５により保持さ
れる。
【００５５】
(スライド部材)
　図１０～図１３に示すように、第２装飾部材１５０の裏側には、前述したスライド部材
１５４,１５４を固定するスライド部材固定部１５６,１５６が、左右に離間して設けられ
ている。これらスライド部材固定部１５６,１５６は、ネジ孔が形成されたボス状部であ
る。夫々のスライド部材１５４,１５４は、対応するガイド孔１１５の前側に位置する第
１スライド部材１５４ａと、該ガイド孔１１５の後側に位置する第２スライド部材１５４
ｂとからなる。スライド部材１５４は、ガイド孔１１５を挟んで第１スライド部材１５４
ａおよび第２スライド部材１５４ｂを前後から対向させた状態で第２装飾部材１５０のス
ライダ固定部１３２にネジを後方からねじ込むことで、該第２装飾部材１５０に固定され
ると共にガイド孔１１５の開口縁を挟んだ状態となり、該ガイド孔１１５にスライド可能
に係合されるようになっている。
【００５６】
　第２可動体１０６は、第２装飾部材１５０の後側に固定された一対のスライド部材１５
４,１５４が、第１可動体１０５のベース体１０７に設けられた一対のガイド孔１１５,１
１５に沿って夫々スライドすることで、収容位置および延出位置の間を上下方向へ直線的
に移動する。そして、図７に示すように、第２可動体１０６が収容位置に移動した際には
、夫々のスライド部材１５４,１５４の上縁が夫々のガイド孔１１５,１１５の上縁に当接
または僅かに離間するようになる。また、図８および図９に示すように、スライド部材１
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５４,１５４の下縁が夫々のガイド孔１１５,１１５の下縁に当接した状態が、該第２可動
体１０６の延出位置となる。そして、可動体１０１は、第２可動体１０６が収容位置とな
った場合より、第２可動体１０６が延出位置となった場合のほうが正面視でのサイズが上
下方向に拡大する(図６、図８参照)。なお、以降の説明では、第２可動体１０６が収容位
置となった場合を可動体１０１の「縮小状態」と呼称し、第２可動体１０６が延出位置と
なった場合を可動体１０１の「拡大状態」と呼称する。
【００５７】
(移動機構)
　次に、第１可動演出装置１００において、可動体１０１を第１位置および第２位置の間
で移動させる移動機構１０２について説明する。実施例の第１可動演出装置１００は、図
５に示すように、可動体１０１が設置部材５０の第２設置壁部(固定部分)６０に開設され
た表示開口(開口)６２の左右開口幅より幅広に構成されており、該可動体１０１の両側部
(左側部および右側部)の夫々に移動機構１０２,１０２が設けられている。そして、設置
部材５０の第２設置壁部６０において、表示開口６２の左側に位置する左板部６３の前側
に、一方の移動機構１０２のガイド部１６０が配設されると共に、表示開口６２の右側に
位置する右板部６４の前側に、他方の移動機構１０２のガイド部１６０が配設されており
、表示開口６２を挟んで各々の移動機構１０２,１０２のガイド部１６０,１６０が配設さ
れている。ここで、可動体１０１の左側部に設けられる移動機構１０２と右側部に設けら
れる移動機構１０２とは、細部における形状的な差異があるが基本的な構成は同じである
ので、ここでは、左側部に設けられる移動機構１０２について説明し、右側部に設けられ
る移動機構１０２については、同一部位、部材に同じ符号を付して指示する。なお、以降
の説明では、説明の便宜上、可動体１０１の左側部に設けられた移動機構を「第１移動機
構１０２Ａ」と呼称し、可動体１０１の右側部に設けられた移動機構を「第２移動機構１
０２Ｂ」と呼称する。
【００５８】
　ここで、図６に示すように、設置部材５０の第２設置壁部６０における左板部６３の前
側には、第１移動機構１０２Ａのガイド部１６０を固定する第１配設部８０および第１連
係手段１６２を配設する第２配設部８１が設けられている。第１配設部８０は、第２設置
壁部６０に開設した表示開口６２の左縁に沿って上下方向に延在している。また第２配設
部８１は、第１配設部８０と第２外周壁部６１との間において、該第１配設部８０に沿っ
て上下方向に延在している。一方、設置部材５０の第２設置壁部６０における右板部６４
の前側には、第２移動機構１０２Ｂのガイド部１６０を固定する第３配設部８２および第
１連係手段１６２を配設する第４配設部８３が設けられている。第３配設部８２は、第２
設置壁部６０に開設した表示開口６２の右縁に沿って上下方向に延在している。また第４
配設部８３は、第３配設部８２と第２外周壁部６１との間において、該第３配設部８２に
沿って上下方向に延在している。
【００５９】
(第１移動機構)
　第１移動機構１０２Ａは、図１０、図１１、図１４および図１５に示すように、設置部
材５０の左板部６３に設けられた第１配設部８０(第２移動機構１０２Ｂでは右板部６４
の第３配設部８２)に配設されるガイド部１６０と、第１可動体１０５に配設された駆動
手段としての駆動モータ１６１と、第２配設部８１(第２移動機構１０２Ｂでは第４配設
部８３)に配設された第１連係手段としてのラックギア１６２と、第１可動体１０５に配
設されて駆動モータ１６１の駆動により回転する連結軸１６３と、連結軸１６３のラック
ギア１６２側の端部に固定されて該ラックギア１６２と噛合する第２連係手段としてのピ
ニオンギア１６４とを備えている。すなわち第１移動機構１０２Ａは、ガイド部１６０お
よびラックギア１６２が、第１可動体１０５と別体に形成されて該第１可動体１０５と一
緒に移動しない設置部材５０の第２設置壁部６０に配設されると共に、駆動モータ１６１
、連結軸１６３およびピニオンギア１６４が、当該可動体１０１に配設されている。
【００６０】
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(ガイド部)
　ガイド部１６０は、図１４および図１５に示すように、長尺なガイドレール１６５と、
該ガイドレール１６５に沿ってスライド移動が可能な前述のスライダ１６６とから構成さ
れている。ガイドレール１６５は、設置部材５０の左板部６３における第１配設部８０(
第２移動機構１０２Ｂでは第３配設部８２)に対して長手が上下方向となる向きに配設さ
れて(図５、図６参照)、スライダ１６６が上下方向にスライド移動するようになる。ガイ
ドレール１６５は、長手の長さが、第２設置壁部６０に開設した表示開口６２の上下開口
幅と略同じであり、第１配設部８０に当接する基部１６５ａと、該基部１６５ａの短手端
縁から折曲されて長手方向に延在するレール部１６５ｂ,１６５ｂとを備え、該基部１６
５ａには、長手方向へ所要間隔毎に配設したネジ挿通孔１６５ｃが形成されている。また
、スライダ１６６は、ガイドレール１６５のレール部１６５ｂ,１６５ｂとの間に配設さ
れたボールガイド(図示せず)により、該ガイドレール１６５の長手方向へのスライド移動
が可能に支持されている。また、ガイドレール１６５の上端および下端にはストッパ１６
７,１６７が夫々配設されており、スライダ１６６がガイドレール１６５の上端または下
端から外れるのを防止するようになっている。なお、下側のストッパ１６７には、前述し
たカバー部材１３８に設けられた検知片１３８ａを検知する原位置検知センサ１６８が設
けられており、該原位置検知センサ１６８が検知片１３８ａを検知した位置が可動体１０
１の第１位置となるよう構成されている(図７(ａ)参照)。
【００６１】
(駆動モータ)
　駆動モータ１６１は、図１４および図１５に示すように、例えば正逆回転が可能な電気
モータで、減速用のギアボックスを備えており、前述した統括制御装置４８により駆動制
御される。ギアボックスの外周部には、左本体１１１のモータ固定部１３０に固定するネ
ジが挿通されるネジ挿通孔を備えたブラケットが設けられており、該ネジ挿通孔に挿通し
たネジをモータ固定部１３０のネジ締結孔１３４にねじ込むことで、当該駆動モータ１６
１がモータ固定部１３０に固定される。そして、駆動軸１６１ａの先端には駆動ギア１６
９が固定されており、該駆動ギア１６９は左本体１１１に設けられたギア収容部１３９へ
収容されている。なお、駆動手段としては、なお、駆動モータ１６１は、図示省略した配
線により前述した第１発光基板１１９と電気的に接続されており、駆動電流が該第１発光
基板１１９を介して供給されるようになっている。すなわち、第１発光基板１１９は、中
継基板としての機能も併有している。
【００６２】
(連結軸)
　連結軸１６３は、図７、図９、図１４および図１５に示すように、ガイドレール１６５
の短手幅より全長が長く、駆動モータ１６１側の端部には従動ギア１７０が固定されると
共に、ラックギア１６２側の端部にはピニオンギア１６４が固定されている。連結軸１６
３は、複数(実施例では２つ)のスリーブ１７１,１７１が装着され、左本体１１１(第２移
動機構１０２Ｂでは右本体１１２)の軸支持部１３１に設けられたスリーブ支持部１３７,
１３７に夫々のスリーブ１７１,１７１を装着することで、該軸支持部１３１に設けられ
た軸収容部１３６に収容される。そして、連結軸１６３は、カバー部材１３８を軸支持部
１３１に取り付けることで、スリーブ１７１,１７１に支持された状態で軸支持部１３１
に回転自在に支持される。左本体１１１の軸支持部１３１(第２移動機構１０２Ｂでは、
右本体１１２の軸支持部１３１)は、ガイド部１６０のスライダ１６６にスライダ固定部
１３２を固定することでガイド部１６０のガイドレール１６５の前方に位置し、これによ
り連結軸１６３は該ガイドレール１６５を左右(短手方向)に渡した状態で配設される。そ
して、連結軸１６３の駆動モータ１６１側の端部に固定された従動ギア１７０は、ギア収
容部１３９に収容されると共に駆動ギア１６９に噛合した状態となる。また、連結軸１６
３の駆動モータ１６１と反対側の端部に固定されたピニオンギア１６４は、左本体１１１
の左側(第２移動機構１０２Ｂでは右本体１１２の右側)に露出した状態となる。
【００６３】
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(ラックギア)
　ラックギア１６２は、図７～図９、図１４および図１５に示すように、ピニオンギア１
６４と同じモジュールの歯が長手方向に複数並べて設けられたギア部１７４と、ギア部１
７４に一体に形成された取付部１７５とから構成されている。ラックギア１６２は、ガイ
ドレール１６５と略同じ長さに形成されており、ギア部１７４の上部、下部および左側部
に取付部１７５が形成されている。取付部１７５には、適宜数のネジ孔１７５ａが形成さ
れている。これによりラックギア１６２は、該ネジ孔１７５ａに挿入したネジ(図示せず)
を、設置部材５０の第２設置壁部６０に設けられた第２配設部８１(第２移動機構１０２
Ｂでは第４配設部８３)のネジ孔にねじ込むことで、長手が上下方向に向くと共にギア部
１７４が前方に向いた姿勢で該第２配設部８１に固定される。そして、ラックギア１６２
は、ガイドレール１６５の左側(第２移動機構１０２Ｂでは、ガイドレール１６５の右側)
において該ガイドレール１６５と平行に上下方向へ延在する。また、ラックギア１６２は
、第２設置壁部６０の外周縁から前方へ立ち上がった第２外周壁部６１に隣接して設けら
けている。
【００６４】
　可動体１０１は、第２設置壁部６０の左板部６３に、第１移動機構１０２Ａにおけるガ
イド部１６０およびラックギア１６２を固定すると共に、第２設置壁部６０の右板部６４
に、第２移動機構１０２Ｂにおけるガイド部１６０およびラックギア１６２を固定したも
とで、可動体１０１の第１可動体１０５における左本体１１１のスライダ固定部１３２お
よび右本体１１２のスライダ固定部１３２を、夫々のガイド部１６０におけるスライダ１
６６,１６６に固定することで、夫々の１６０,１６０に移動可能に支持される。そして、
可動体１０１が両ガイド部１６０,１６０に支持されると、第１移動機構１０２Ａおよび
第２移動機構１０２Ｂにおける夫々のピニオンギア１６４,１６４と夫々のラックギア１
６２,１６２とが噛合した状態となる。
【００６５】
　そして、第１移動機構１０２Ａおよび第２移動機構１０２Ｂは、ガイドレール１６５の
短手方向に渡すように配設された連結軸１６３を備えることにより、駆動モータ１６１と
、ピニオンギア１６４およびラックギア１６２が、ガイドレール１６５を挟んだ両側に配
置されている。これにより、駆動モータ１６１がガイドレール１６５に近接して配置され
、重量が嵩む該駆動モータ１６１の重みを該ガイドレール１６５で適切に支持することが
可能となっている。また、駆動モータ１６１を可動体１０１に設けたことで、設置部材５
０の第２設置壁部６０における幅狭の左板部６３および右板部６４に、ラックギア１６２
およびガイドレール１６５を並べた状態で配設可能となっている。
【００６６】
　前述したように、第１可動演出装置１００の可動体１０１は、第１移動機構１０２Ａに
おけるガイド部１６０のスライダ１６６に左本体１１１を固定すると共に、第２移動機構
１０２Ｂにおけるガイド部１６０のスライダ１６６に右本体１１２を固定することで、設
置部材５０の第２設置壁部６０の前側に上下方向に移動可能に取り付けられる。すなわち
、可動体１０１のベース体１０７は、図５に示すように、第２設置壁部６０に開設された
表示開口６２の左右開口幅より幅広に構成されており、左本体１１１の軸支持部１３１お
よびスライダ固定部１３２は、第１移動機構１０２Ａのガイドレール１６５の前側に位置
して、該スライダ固定部１３２がスライダ１６６に固定されると共に、右本体１１２の軸
支持部１３１およびスライダ固定部１３２は、第２移動機構１０２Ｂのガイドレール１６
５の前側に位置して、該スライダ固定部１３２がガイド部１６０のスライダ１６６に固定
される。そして、第１移動機構１０２Ａにおけるピニオンギア１６４とラックギア１６２
とが噛合すると共に、第２移動機構１０２Ｂにおけるピニオンギア１６４とラックギア１
６４とが噛合する。
【００６７】
　設置部材５０に取り付けられた第１可動演出装置１００は、可動体１０１が拡大状態と
なっている場合に、図５および図６に示す第１位置から上方へ所要距離離間した図８に示
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す位置(以降「中途位置」という)において、該第２可動体１０６の下縁が設置部材５０の
第２外周壁部６１の下部上面に接触するよう構成されている。従って、第１可動演出装置
１００は、第１移動機構１０２Ａの駆動モータ１６１および第２移動機構１０２Ｂの駆動
モータ１６１を同期的に駆動させて、可動体１０１を中途位置から第１位置に向けて下方
へ移動させる場合では、第２可動体１０６が第２外周壁部６１の下部上面に当接している
ことで第１可動体１０５だけが下方へ移動し、第２可動体１０６が収容位置に向けて相対
的に移動する。これにより、可動体１０１の第１位置においては、該可動体１０１が縮小
状態に変形して、第２設置壁部６０の下板部６６の前方に位置するようになっている。
【００６８】
　一方、第１可動演出装置１００は、図８に示す中途位置において、第１移動機構１０２
Ａの駆動モータ１６１および第２移動機構１０２Ｂの駆動モータ１６１を同期的に駆動さ
せて、可動体１０１を該中途位置から第２位置に向けて上方へ移動させる場合では、夫々
のスライド部材１５４,１５４がガイド孔１１５,１１５の下縁に係止していることで、該
可動体１０１は拡大状態に維持されたまま上方へ移動する。これにより、可動体１０１が
第２位置まで上昇した際には、拡大状態の可動体１０１が第２設置壁部６０の表示開口６
２の前方に位置して、図柄表示装置４５の表示部４６の所要範囲が該可動体１０１で覆わ
れるようになっている。
【００６９】
(補助機構)
　第１可動演出装置１００は、図５～図９に示すように、第１移動機構１０２Ａおよび第
２移動機構１０２Ｂの駆動モータ１６１,１６１の駆動により可動体１０１を第１位置か
ら第２位置へ移動させる際に、該駆動モータ１６１,１６１を補助する補助機構１０３を
備えている。すなわち、第１可動演出装置１００の可動体１０１は、設置部材５０の第２
設置壁部６０に縦向きに配設されていると共に表示開口６２の左右開口幅以上の大きさに
構成された大型で重量が嵩む構成となっているため、当該可動体１０１を上方へ付勢する
補助機構１０３を設けることで、両駆動モータ１６１,１６１に加わる負荷を軽減するよ
うになっている。実施例の第１可動演出装置１００は、可動体１０１の両側部(左側部お
よび右側部)の夫々に補助機構１０３,１０３が設けられている。すなわち、設置部材５０
の第２設置壁部６０において、表示開口６２の左側の左板部６３の前側に一方の補助機構
１０３が配設されると共に、右板部６４の前側に他方の補助機構１０３が配設されている
。ここで、可動体１０１の左側部に設けられる補助機構１０３と右側部に設けられる補助
機構１０３とは、各々の構成部材が左右対称の関係となっていて基本的な構成は同じであ
るから、左板部６３に設けられる補助機構１０３について説明し、右板部６４に設けられ
る補助機構１０３については、同一部位、部材に同じ符号を付して指示する。なお、以降
の説明では、説明の便宜上、左板部６３に設けられた補助機構を「第１補助機構１０３Ａ
」と呼称し、右板部６４に設けられた補助機構を「第２補助機構１０３Ｂ」と呼称する場
合がある。
【００７０】
　第１補助機構１０３Ａおよび第２補助機構１０３Ｂは、図５～図１１、図１４および図
１５に示すように、細長に形成されて長手方向での伸縮変形および短手方向での曲げ変形
が可能に形成された付勢手段１８０と、該付勢手段１８０の中途部分を引っ掛ける変向部
１８１とを備えている。そして、第１補助機構１０３Ａおよび第２補助機構１０３Ｂは、
付勢手段１８０を変向部１８１に引っ掛けるようになっており、該付勢手段１８０が曲が
った状態で配設されるよう構成されている。
【００７１】
(引張りコイルバネ)　
　実施例では、付勢手段１８０として引張りコイルバネが採用されている。この引張りコ
イルバネ１８０は、所要径のバネ鋼材を所要の巻き径および巻き数で成形したコイル部１
８２と、該コイル部１８２の一端に形成された第１フック部(一端)１８３と、該コイル部
１８２の他端に形成された第２フック部(他端)１８４とを備えている。引張りコイルバネ
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１８０は、長手方向に引張り力が加わっていない自然状態における自由長さが「Ｈ」であ
り、長手方向へ引張った際に弾性変形から塑性変形に変位する限界長さである最大許容引
張長さが「Ｈ１」に設定されたものである。また、引張りコイルバネ１８０は、コイル部
１８２の適宜部位において短手方向への曲げ変形が可能に構成されている。
【００７２】
　引張りコイルバネ１８０は、第１フック部１８３が可動体１０１のベース体１０７に掛
止されると共に、第２フック部１８４が、可動体１０１と別体に構成されて該可動体１０
１と一緒に移動しない固定部分、すなわち設置部材５０に掛止されている。図７～図９に
示すように、可動体１０１のベース体１０７には、引張りコイルバネ１８０の第１フック
部１８３が掛止可能な掛止フック部１８５が設けられている。実施例では、ベース体１０
７の左本体１１１におけるスライダ固定部１３２の上部および右本体１１２におけるスラ
イダ固定部１３２の上部に夫々掛止フック部１８５,１８５が設けられており、左本体１
１１に設けられた掛止フック部１８５には第１補助機構１０３Ａにおける引張りコイルバ
ネ１８０の第１フック部１８３が掛止されると共に、右本体１１２に設けられた掛止フッ
ク部１８５には第２補助機構１０３Ｂにおける引張りコイルバネ１８０の第１フック部１
８３が掛止されるようになっている。また実施例では、図５に示すように、設置部材５０
の第２設置壁部６０における上板部６５の前側に、２つの固定フック部１８６,１８６が
左右に離間して設けられており、左側の固定フック部１８６には第１補助機構１０３にお
ける引張りコイルバネ１８０の第２フック部１８４が掛止されると共に、右側の固定フッ
ク部１８６には第２補助機構１０３における引張りコイルバネ１８０の第２フック部１８
４が掛止されるようになっている。
【００７３】
(変向部)
　第１補助機構１０３Ａおよび第２補助機構１０３Ｂの変向部１８１,１８１は、図５～
図９に示すように、引張りコイルバネ１８０における可動体１０１の掛止フック部１８５
に掛止されて該可動体１０１と一緒に移動する第１フック部１８３と、設置部材５０に設
けられた固定フック部１８６に掛止されて移動しない第２フック部１８４とを結ぶ直線か
ら外れた位置に設けられている。また、夫々の変向部１８１,１８１は、第２位置に移動
した可動体１０１の掛止フック部１８５に掛止された引張りコイルバネ１８０の第１フッ
ク部１８３より上方となる位置に設けられている。すなわち実施例では、第１補助機構１
０３Ａにおいては、変向部１８１の略真下に、掛止フック部１８５に掛止された第１フッ
ク部１８３が位置すると共に、該変向部１８１の右方に離間して、固定フック部１８６に
掛止された第２フック部１８４が位置している。また、第２補助機構１０３Ｂにおいては
、変向部１８１の略真下に、掛止フック部１８５に掛止された第１フック部１８３が位置
すると共に、該変向部１８１の左方に離間して、固定フック部１８６に掛止された第２フ
ック部１８４が位置している。換言すると、第１補助機構１０３Ａにおける引張りコイル
バネ１８０は、表示開口６２の開口縁外側において、該表示開口６２の左側縁から上縁に
沿って延在するように曲がった状態で配設されている。また、第２補助機構１０３Ｂにお
ける引張りコイルバネ１８０は、表示開口６２の開口縁外側において、該表示開口６２の
右側縁から上縁に沿って延在するように曲がった状態で配設されている。
【００７４】
　実施例では、第１補助機構１０３Ａおよび第２補助機構１０３Ｂの変向部１８１,１８
１が、図５～図９に示すように、設置部材５０の第２設置壁部６０に回転自在に配設され
たプーリ状の回転体１８８,１８８の外周面により構成されている。夫々の回転体１８８,
１８８は、変向部１８１が形成された第１回転部材１８９および円板状の第２回転部材１
９０からなり(図１１、図１２、図１４、図１５参照)、第１回転部材１８９および第２回
転部材１９０を軸方向で組み付けたもとで、第２設置壁部６０に固定されて前方へ延出す
る回転支軸１９２に回転自在に配設される。夫々の回転体１８８,１８８は、軸方向にお
ける両端部分に、外周面より径方向へ突出すると共に周方向全周に亘って延在するリブ１
９１,１９１が形成されており、両リブ１９１,１９１の間に、該リブ１９１,１９１より
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小径の変向部１８１が凹んだ状態で形成されている。これにより、変向部１８１に接触し
た引張りコイルバネ１８０のコイル部１８２が、両リブ１９１,１９１により回転体１８
８の軸方向へずれて外れることを規制するようになっている。このような変向部１８１は
、可動体１０１が第１位置および第２位置の間を移動することに伴って伸縮変形する引張
りコイルバネ１８０が接触することで、回転体１８８の回転に伴って周方向へ移動するよ
うになり、伸縮変形する引張りコイルバネ１８０が適切に曲がることを可能とする。そし
て、変向部１８１は、伸縮変形する引張りコイルバネ１８０が接触することにより周方向
へ回転するので、該引張りコイルバネ１８０のコイル部１８２がその長手方向に沿って全
域に亘り均等に伸縮することを可能とし、コイル部１８２が直線的に変形する場合と同じ
付勢力が発現することを可能とする。従って、例えば第１フック部１８３と変向部１８１
との間の部分が、該変向部１８１と第２フック部１８４との間の部分より伸縮変形量が大
きくなるような不都合の発生が防止される。
【００７５】
(引張りコイルバネと可動体の位置との関係)
　実施例の第１可動演出装置１００では、図７に示すように、可動体１０１が第１位置に
おいて、該可動体１０１に設けられた掛止フック部１８５から、回転体１８８の外周面で
ある変向部１８１を経て設置部材５０に設けられた固定フック部１８６までの距離Ｌ１は
、引張りコイルバネ１８０の最大許容引張長さがＨ１より小さく設定されている。従って
、第１補助機構１０３Ａの引張りコイルバネ１８０および第２補助機構１０３Ｂの引張り
コイルバネ１８０は、可動体１０１が第１位置に移動した最大伸張変形状態において最大
許容引張長さがＨ１まで変形しないので、当該引張りコイルバネ１８０,１８０にへたり
が発生し難くなっている。
【００７６】
　また、実施例の第１可動演出装置１００は、図９に示すように、可動体１０１が第２位
置において、該可動体１０１に設けられた掛止フック部１８５から回転体１８８の外周面
である変向部１８１を経て設置部材５０に設けられた固定フック部１８６までの距離Ｌ２
は、引張りコイルバネ１８０の自由長さＨより大きく設定されている。従って、第１補助
機構１０３Ａの引張りコイルバネ１８０および第２補助機構１０３Ｂの引張りコイルバネ
１８０は、可動体１０１が第２位置に移動した際にも適宜弾力的に伸張変形した状態に維
持されており、第２位置にある可動体１０１を上方へ付勢する付勢力が発現するようにな
っている。これにより、実施例の第１補助機構１０３Ａおよび第２補助機構１０３Ｂは、
可動体１０１が第２位置にある場合でも、夫々の駆動モータ１６１,１６１に加わる負荷
を低減し得るよう構成されている。
【００７７】
(配線接続構造について)
　設置部材５０の表側である第２設置壁部６０の前側に配設された第１可動演出装置(第
１の電気部品)１００は、該設置部材５０の裏側である第２設置壁部６０の後側に配設さ
れた前述の第３中継基板(第２の電気部品)７３を介して、前述した統括制御装置４８の統
括制御基板と電気的に接続されて、該統括制御基板により作動制御される。そこで、第１
可動演出装置１００と第３中継基板７３との電気的な配線接続構造につき、図面を引用し
て説明する。
【００７８】
(基板設置部)
　設置部材５０には、図４、図６、１６および図１７に示すように、該設置部材５０の表
側および裏側に開口する基板設置部２００が開設されている。この基板設置部２００には
、第１可動演出装置１００と第３中継基板７３とを電気的に接続する配線を接続する中継
連結基板(基板)１９５が取り付けられる。ここで、第１可動演出装置１００は、可動体１
０１が設置部材５０における第２設置壁部６０の下板部６６の前方を移動するよう構成さ
れているので、基板設置部２００が該下板部６６に開設されている。実施例では、下板部
６６の裏側から凹んだ状態に形成された凹部である前述の第３基板装着部６９において、
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該第３基板装着部６９の深さ方向(実施例では、前後方向)に延在する縦壁部６９ａに、基
板設置部２００が開設されている。従って、基板設置部２００は、左右方向、すなわち下
板部６６の前面および後面に沿う方向に開口している。また、基板設置部２００は、その
下縁が、前述した段差部６６ａの右縁に連なっている(図６、１６参照)。これにより、基
板設置部２００は、設置部材５０の第２設置壁部６０における下板部６６の前面(下板部
６６における段差部６６ａより上方の前面)および第１可動演出装置１００の可動体１０
１の後面の間に画成された隙間Ｓ２に向けて開口している。
【００７９】
　基板設置部２００は、図１６および図１７に示すように、中継連結基板１９５を保持す
る基板保持部２０１が設けられている。基板保持部２０１は、設置部材５０の表側におい
て、基板設置部２００の開口上縁に沿って設けられて、中継連結基板１９５の上縁部が係
合可能な溝状をなしている。すなわち、上側の基板保持部２０１は、前後に延在すると共
に前方および下方に開口している。但し、基板保持部２０１は、後方に開口しておらず、
後部が中継連結基板１９５の後端上部を後方から保持するストッパとなっている(図１７(
ａ)参照)。従って、中継連結基板１９５は、設置部材５０の前側から、該基板１９５の上
端部を上側の基板保持部２０１に整合させた状態で後方へスライドさせることで、基板保
持部２０１に上縁部が嵌合して基板設置部２００に整合した状態でセットされる。
【００８０】
(基板固定部)
　設置部材５０の表側には、図１６および図１７に示すように、基板設置部２００にセッ
トした中継連結基板１９５を固定する基板保持部２１０が設けられている。この基板保持
部２１０は、基板保持部２０１に嵌合した中継連結基板１９５の前端に当接して、該中継
連結基板１９５が前方へ移動するのを規制する。また、基板保持部２１０は、基板保持部
２０１に嵌合した中継連結基板１９５の下縁部に左側から当接して、該中継連結基板１９
５の下縁部が左方へ移動するのを規制し得る。実施例の基板保持部２１０は、設置部材５
０とは別体に形成された部材であり、中継連結基板１９５の前端および下縁部に当接する
形状に形成され、下板部６６の前側における基板設置部２００に隣接した位置に設けられ
た取付ボス２０９,２０９にネジにより固定されるよう構成されている。具体的に、基板
保持部２１０は、中継連結基板１９５の上下寸法と略同じ長さの縦長の取付部２１１と、
該取付部２１１の上部から右方へ延出した上保持片２１２と、該取付部１７５の下部から
右方へ延出した下保持片２１３とを有し、取付部１７５を取付ボス２０９,２０９にネジ
止めすることにより、上保持片２１２が中継連結基板１９５の前端上部に当接すると共に
、下保持片２１３が該中継連結基板１９５の前端下部に当接するようになっている。
【００８１】
　また、基板保持部２１０は、下保持片２１３の右端近傍から後方へ延出する横保持片２
１５を有し、取付部１７５を取付ボス２０９,２０９にネジ止めすることにより、横保持
片２１５が中継連結基板１９５の下縁部左側に当接するようになっている(図１６参照)。
そして、基板設置部２００に設置された中継連結基板１９５は、その第１外面１９６が設
置部材５０の表側に向くと共に第２外面１９７が該設置部材５０の裏側に向いた姿勢に保
持される。すなわち、基板設置部２００にセットされた中継連結基板１９５は、設置部材
５０の表側において第１外面１９６が左方を向いていると共に、設置部材５０の裏側にお
いて第２外面１９７が右方を向いた状態となっている。
【００８２】
(中継連結基板)
　中継連結基板１９５は、図１６および図１７に示すように、第１外面１９６および該第
１外面１９６の反対側の第２外面１９７に複数の接続端子が夫々配設されている。すなわ
ち、中継連結基板１９５の第１外面１９６には、複数(実施例では３個)の第１接続端子１
９８,１９８,１９８が配設されると共に、該中継連結基板１９５の第２外面１９７には、
第１接続端子１９８と導通可能な複数(実施例では２個)の第２接続端子１９９,１９９が
配設されている。従って、基板設置部２００に中継連結基板１９５をセットした状態では
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、設置部材５０の表側に夫々の第１接続端子１９８,１９８,１９８が配置されると共に、
該設置部材５０の裏側に夫々の第２接続端子１９９,１９９が配置されるようになる。
【００８３】
　そして、夫々の第１接続端子１９８,１９８,１９８には、第１可動演出装置１００の可
動体１０１に配設された第１発光基板１１９の接続端子１１９ｂ,１１９ｂ,１１９ｂに接
続された前述の３本の第１配線２０２,２０２,２０２が、各第１接続端子１９８,１９８,
１９８に夫々接続されるようになっている。ここで、夫々の第１配線２０２,２０２,２０
２は、複数の導線を帯状に並べて樹脂皮膜で覆ったフラットケーブルであり(図７、図９
参照)、該第１配線２０２,２０２,２０２の幅方向において撓み変形が発現し難く、厚み
方向において撓み変形が発現し易くなっている。そして、第１可動演出装置１００の可動
体１０１におけるベース体１０７の裏面の上部中央から後方へ延出した配線保持片部１２
１および配線保持部材１２２により、夫々の第１配線２０２,２０２,２０２は、その幅方
向が前後方向となる姿勢で左方向へ向けて引き出されている(図４、図１６参照)。すなわ
ち、夫々の第１配線２０２,２０２,２０２は、可動体１０１におけるベース体１０７の後
面に沿う方向へ引き出されると共に、該後面に沿う方向において撓み変形が可能となって
いる。
【００８４】
　前述した基板設置部２００にセットされた中継連結基板１９５は、図１６に拡大して示
すように、第１可動演出装置１００の可動体１０１が第１位置において、配線保持片部１
２１および配線保持部材１２２の第２配線保持部１２２ｂによる夫々の第１配線２０２,
２０２,２０２の引き出し位置の右側(図１６では左側)に隣接して位置している。従って
、可動体１０１の後側から左方向へ引き出された夫々の第１配線２０２,２０２,２０２は
、下方から右方へ湾曲して左方向へ凸となるよう撓ませた状態で、中継連結基板１９５の
夫々の第１接続端子１９８,１９８,１９８に接続されている(図１６参照)。そして、夫々
の第１配線２０２,２０２,２０２は、第１可動演出装置１００の可動体１０１の後面と設
置部材５０の第２設置壁部６０における下板部６６の前面との間に画成された隙間Ｓ２内
に、左方向へ凸となる撓んだ状態で配設されている(図４、図１６参照)。すなわち、夫々
の第１配線２０２,２０２,２０２は、可動体１０１が第１位置において、該第１配線２０
２,２０２,２０２における可動体１０１から引き出された側が配線保持板１２３の下面に
接触すると共に、該第１配線２０２,２０２,２０２における中継連結基板１９５の第１接
続端子１９８に接続された側が下板部６６の段差部６６ａの上面に接触することで、左方
向へ凸となる撓んだ状態に保持される。なお、図１６に２点鎖線で示すように、夫々の第
１配線２０２,２０２,２０２は、可動体１０１が第２位置に移動した状態においても、左
方向へ凸となる撓んだ状態となる長さに設定されている。
【００８５】
　また、夫々の第２接続端子１９９,１９９には、図１６に示すように、第３基板装着部
６９に取り付けられた第３中継基板７３の第３接続端子２０４,２０４に接続された第２
配線２０３,２０３が、夫々接続されるようになっている。これにより、設置部材５０の
表側に配設した第１可動演出装置１００の第１発光基板１１９と該設置部材５０の裏側に
設置された第３中継基板７３とが電気的に接続され、該第３中継基板７３と統括制御装置
４８の統括制御基板とを図示省略した配線により電気的に接続することで、第１可動演出
装置１００と統括制御装置４８とが電気的に接続される。
【００８６】
(配線保持片)
　基板保持部２１０には、図１６および図１７に示すように、第１接続端子１９８,１９
８,１９８に接続した夫々の第１配線２０２,２０２,２０２における該第１接続端子１９
８に隣接した部分を保持する配線保持片２１４が設けられている。この配線保持片２１４
は、取付部２１１の後側において下縁部から適宜に上方の部分から後方へ延出しており、
第１接続端子１９８,１９８,１９８に接続した夫々の第１配線２０２,２０２,２０２を上
方から保持するものである。すなわち、第１可動演出装置１００の可動体１０１の後側か
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ら引き出されて撓ませた夫々の第１配線２０２,２０２,２０２は、配線保持片２１４の下
側を通して上方へ曲げられ、中継連結基板１９５の夫々の第１接続端子１９８,１９８,１
９８に接続されるようになっている。これにより、夫々の第１配線２０２,２０２,２０２
における配線保持片２１４で保持された部分は、第１可動演出装置１００の可動体１０１
が第１位置から第２位置へ移動する際に上方への移動が規制され、夫々の第１配線２０２
,２０２,２０２と第１接続端子１９８,１９８,１９８との連結を維持することが可能とな
る。
【００８７】
(実施例の作用)
　前述のように構成された実施例のパチンコ機１０では、遊技盤１４の遊技領域２５へ打
ち出されたパチンコ球が第１始動入賞装置３７の始動入賞口３７ａまたは第２始動入賞装
置３８の始動入賞口３８ａに入賞して、該第１始動入賞装置３７または第２始動入賞装置
３８に配設された球検知スイッチによる球検知信号を主制御装置４７の主制御基板が受け
ると、該主制御基板は、大当り抽選を行うと共に、大当り抽選の結果に基づく所定の制御
信号を統括制御装置４８の統括制御基板に出力する。統括制御基板では、主制御基板から
の制御信号に基づき、図柄表示装置４５の表示部４６において図柄変動演出を行わせる。
なお主制御基板は、大当り抽選の結果として大当りが発生した場合には、統括制御基板に
より図柄表示装置４５の表示部４６において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３９の開閉扉３９ｂを開放動作させて特別入賞口３９ａを開放させる。
【００８８】
　そして、統括制御装置４８の統括制御基板が、可動体演出の実行可否判定の結果により
、第１～第４の各可動演出装置１００,２２０,２２１,２２２の全てを作動させないこと
が決定した場合には、該第１～第４各可動演出装置１００,２２０,２２１,２２２は、夫
々の初期状態に保持される。これにより、第１～第４各可動演出装置１００,２２０,２２
１,２２２の可動体は殆ど視認されず、図柄表示装置４５の表示部４６における表示演出
が、設置部材５０の表示開口６２および開口５５、枠状装飾ユニット３０の表示窓口３１
を介してパチンコ機１０の前側から視認可能となる。なお、第１可動演出装置１００は、
初期状態が可動体１０１を第１位置に停止保持した状態であり、該可動体１０１が、設置
部材５０の第２設置壁部６０における下板部６６の前側に位置している(図３、図５参照)
。
【００８９】
　一方、統括制御装置４８の統括制御基板が、可動体演出の実行可否判定の結果により、
第１可動演出装置１００を作動させることが決定された場合には、該統括制御基板は第１
可動演出装置１００に所定の制御信号を送信する。なお、制御信号としては、第１移動機
構１０２Ａの駆動モータ１６１および第２移動機構１０２Ｂの駆動モータ１６１用の駆動
制御信号と、第１～第４発光基板１１９,１２０,１５２,１５３における第１～第４ＬＥ
Ｄ１１９ａ,１２０ａ,１５２ａ,１５３ａの発光制御信号とが送信される。統括制御基板
の制御信号は、第３中継基板７３、第２配線２０３、第１配線２０２を介して、第１可動
演出装置１００の第１発光基板１１９へ入力される。
【００９０】
(第１可動演出装置の作動態様)
　第１可動演出装置１００は、図３、図５および図７に示す初期状態において、可動体１
０１は縮小状態となっている。この状態においては、第１補助機構１０３Ａおよび第２補
助機構１０３Ｂの夫々の引張りコイルバネ１８０,１８０は、該可動体１０１に設けられ
た掛止フック部１８５から、回転体１８８の外周面である変向部１８１を経て設置部材５
０に設けられた固定フック部１８６までの距離Ｌ１の長さに弾性的に伸張変形しており、
該可動体１０１は、両引張りコイルバネ１８０,１８０の夫々に発現する付勢力に伴って
上方へ引っ張られた状態となっている。
【００９１】
(移動機構による第１位置から第２位置への可動体の移動)
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　統括制御装置４８の統括制御基板からの制御信号が第１可動演出装置１００に送信され
ると、第１移動機構１０２Ａおよび第２移動機構１０２Ｂの夫々の駆動モータ１６１,１
６１が第１方向へ同期的に回転駆動を開始する。これにより、駆動ギア１６９と従動ギア
１７０の噛合のもとで夫々の連結軸１６３,１６３が従動回転し、ピニオンギア１６４,１
６４とラックギア１６２,１６２との噛合のもとで、夫々のスライダ１６６,１６６が上方
へ押され、該スライダ１６６,１６６がガイドレール１６５,１６５に沿って上方へ移動す
ることで、可動体１０１が第１位置から第２位置に向けて上方へ移動する。このとき、可
動体１０１は、先ず、スライダ１６６,１６６に直接固定された第１可動体１０５のみが
上方へ移動するようになり、第２可動体１０６は、自重により第２外周壁部６１の下部上
面に接触した状態に保持され、収容位置から延出位置に向けて該第１可動体１０５に対し
て下方へ相対的に移動する。すなわち、可動体１０１は、第１可動体１０５の移動に伴い
、縮小状態から拡大状態へ徐々に変化する。
【００９２】
　第１移動機構１０２Ａおよび第２移動機構１０２Ｂの夫々の駆動モータ１６１,１６１
の回転駆動に伴い、可動体１０１の第１可動体１０５が図８(ａ)および図８(ｂ)に示す中
途位置まで上昇すると、各スライド部材１５４,１５４の下縁が対応のガイド孔１１５,１
１５の下縁に当接して、第２可動体１０６が延出位置となる。よって、第１移動機構１０
２Ａおよび第２移動機構１０２Ｂの駆動モータ１６１,１６１の回転駆動が継続されるこ
とに伴い、可動体１０１は、拡大状態を維持しながら中途位置から第２位置に向けて表示
開口６２の前方を上方へ移動する。
【００９３】
　そして、可動体１０１が第２位置に到達すると、第１移動機構１０２Ａおよび第２移動
機構１０２Ｂの夫々の駆動モータ１６１,１６１が停止制御される。これにより、図９お
よび図１６に示すように、拡大状態の可動体１０１は表示開口６２の前方に位置し、開口
５５および表示開口３１を介してパチンコ機１０の前側から視認される。そして、第２位
置に停止保持された可動体１０１は、図柄表示装置４５の表示部４６の所要範囲を覆うよ
うになる。
【００９４】
(移動機構による第２位置から第１位置への可動体の移動)
　一方、可動体１０１を第２位置から第１位置へ移動させる場合は、第１移動機構１０２
Ａおよび第２移動機構１０２Ｂの夫々の駆動モータ１６１,１６１を第１方向と反対の第
２方向へ同期的に回転駆動させる。これにより、駆動ギア１６９と従動ギア１７０の噛合
のもとで夫々の連結軸１６３,１６３が従動回転し、ピニオンギア１６４,１６４とラック
ギア１６２,１６２との噛合のもとで、夫々のスライダ１６６,１６６が下方へ押され、該
スライダ１６６,１６６がガイドレール１６５,１６５に沿って下方へ移動することで、可
動体１０１が第２位置から第１位置に向けて下方へ移動する。このとき、可動体１０１が
第２位置から中途位置までの間では、該可動体１０１は拡大状態に維持された状態で下方
へ移動する。
【００９５】
　可動体１０１が中途位置まで移動すると、該可動体１０１の第２可動体１０６の下縁部
１５０ｂが第２外周壁部５４の下部上面に当接して、該可動体１０１の下方への移動が規
制される。従って、第１移動機構１０２Ａおよび第２移動機構１０２Ｂの夫々の駆動モー
タ１６１,１６１を更に第２方向へ同期的に回転駆動すると、更に第１可動体１０５が下
方へ移動することに伴い、第２可動体１０６が延出位置から収容位置に向けて第１可動体
１０５に対して相対的に移動するようになり、可動体１０１は拡大状態から縮小状態へ徐
々に変化する。
【００９６】
　そして、可動体１０１が第１位置となり、各々の検知片１３８ａ,１３８ａが原位置検
知センサ１６８,１６８で検知されると、第１移動機構１０２Ａおよび第２移動機構１０
２Ｂの夫々の駆動モータ１６１,１６１が停止制御される。これにより、第２可動体１０
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６が収容位置となって可動体１０１が縮小状態となり、第１可動演出装置１００は初期状
態となる。
【００９７】
(補助機構による補助)
　実施例の第１可動演出装置１００は、可動体１０１が第１位置および第２位置の間を変
位する際に、一対の第１補助機構１０３Ａおよび第２補助機構１０３Ｂの夫々の引張りコ
イルバネ１８０,１８０が伸張変形することで発現する付勢力により、可動体１０１が常
に上方へ付勢された状態となっている。すなわち、前述したように、可動体１０１が第１
位置にある場合には、第１補助機構１０３Ａおよび第２補助機構１０３Ｂの夫々の引張り
コイルバネ１８０,１８０が距離Ｌ１と同じ長さまで弾性的に伸張変形し、可動体１０１
が第２位置にある場合には、夫々の引張りコイルバネ１８０,１８０が自由長さＨより長
い距離Ｌ２(Ｌ２＞Ｈ)と同じ長さで弾性的に伸張変形する。従って、可動体１０１が何れ
の位置にあっても、夫々の引張りコイルバネ１８０,１８０が自由長さＨよりも長く弾性
的に伸張変形していることから、可動体１０１の重量が両引張りコイルバネ１８０,１８
０の付勢力に相当する分だけ相殺されて、第１移動機構１０２Ａおよび第２移動機構１０
２Ｂの夫々の駆動モータ１６１,１６１に加わる負荷が軽減される。
【００９８】
　実施例のパチンコ機１０の第１可動演出装置１００によれば、可動体１０１の第１位置
および第２位置の間の移動を補助する補助機構１０３(第１補助機構１０３Ａおよび第２
補助機構１０３Ｂ)の引張りコイルバネ１８０,１８０を、変向部１８１に引っ掛けて曲が
った状態で配設するよう構成したので、設置部材５０の第２外周壁部６１により直線的に
配設不可能な自由長さＨの引張りコイルバネ１８０,１８０を使用することが可能である
。従って、直線的に配設不可能な自由長さＨが長い引張りコイルバネ１８０,１８０が使
用可能となり、可動体１０１が第１位置および第２位置の間を移動する際に夫々の駆動モ
ータ１６１,１６１に加わる負荷の変動が軽減されるので、可動体１０１をスムーズに移
動させることができる。
【００９９】
　そして、実施例の第１可動演出装置１００は、遊技盤１４の後側に配設された設置部材
５０の第２設置壁部６０の前側において、第１位置および該第１位置より上方の第２位置
の間を上下方向に可動体１０１が移動するよう構成されているが、補助機構１０３の夫々
の引張りコイルバネ１８０,１８０が弾性的に伸長変形することにより発現する付勢力に
より、可動体１０１の全重量が駆動モータ１６１,１６１に加わらないので、駆動モータ
１６１,１６１に加わる付加を軽減し得る。これにより、補助機構１０３を備えない場合
に比べて、出力が小さい小型の駆動モータ１６１を使用することが可能であり、演出動作
に伴う消費電流を抑え得ると共に、軽量化やコスト低減を図り得る。また、可動体１０１
は、第１位置において表示開口６２に臨む図柄表示装置４５の表示部４６の下方に位置す
るので、該表示部４６で行われる図柄の変動演出の邪魔になることがなく、第２位置にお
いて表示開口６２の前方に位置するので迫力ある演出が行われ、演出効果の向上を図り得
る。また、引張りコイルバネ１８０は、変向部１８１に引っ掛けて曲げて表示開口６２の
開口縁外側において開口縁に沿って延在するよう配設可能であるので、該引張りコイルバ
ネ１８０が表示部４６における図柄の変動演出の邪魔にならない。
【０１００】
　引張りコイルバネ１８０を引っ掛ける変向部１８１を、設置部材５０に回転自在に配設
された円形の回転体１８８の外周面により構成したので、該変向部１８１に接触した引張
りコイルバネ１８０の弾性的な伸縮変形に合わせて該回転体１８８が回転して変向部１８
１が周方向へ移動するようになり、引張りコイルバネ１８０,１８０が曲がった状態でス
ムーズに伸縮変形することが可能である。これにより、引張りコイルバネ１８０のコイル
部１８２は、変向部１８１により曲がった部分を境とした伸縮変形が異なることがなく、
直線的に配設した場合と同様に全体が均一に弾力的に伸縮変形するので、引張りコイルバ
ネ１８０が曲がることにより駆動モータ１６１に加わる負荷が大きくなるのを防止できる
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と共に可動体１０１をスムーズに移動させ得る。また、可動体１０１の左側部および右側
部に第１補助機構１０３Ａおよび第２補助機構１０３Ｂを夫々設けたことで、可動体１０
１の姿勢が左右に傾いたり、がたつきにより移動が不安定になることも防止し得る。
【０１０１】
　そして、可動体１０１を第１位置および第２位置の間で移動させる移動機構１０２は、
駆動モータ１６１を該可動体１０１に配設すると共に、移動機構１０２のガイド部１６０
およびラックギア１６２を該可動体１０１と一緒に動かない設置部材５０の第２設置壁部
６０に設けたことで、該第２設置壁部６０に駆動モータ１６１の配設スペースを確保する
必要がない。これにより、ラックギア１６２を第２外周壁部６１に隣接して設けることが
でき、可動体１０１の大型化を図ることができると共に該可動体１０１の移動距離を大き
くすることも可能となり、可動体１０１の迫力ある動作が可能となって演出効果の向上を
図り得る。また、ガイド部１６０のガイドレール１６５を挟んで可動体１０１と反対側に
、互いに噛合するラックギア１６２およびピニオンギア１６４を設けたので、重量が嵩む
駆動モータ１６１をガイドレール１６５の近くに配設することが可能となり、可動体１０
１の歪み変形を抑えることができると共に、ラックギア１６２およびピニオンギア１６４
の噛合状態が常に適切に維持されて連係不良の発生を抑えることができる。
【０１０２】
　そして、可動体１０１の左側部および右側部の夫々に第１移動機構１０２Ａおよび第２
移動機構１０２Ｂが設けられて、表示開口６２を挟んで両側に配設されたガイド部１６０
,１６０に支持された該可動体１０１が第１位置および第２位置の間を移動するので、該
可動体１０１のスムーズな移動を維持し得る。
【０１０３】
　また、第１接続端子１９８が第１外面１９６に設けられると共に該第１接続端子１９８
と導通可能な第２接続端子１９９が第２外面１９７に設けられた中継連結基板１９５を、
設置部材５０における第２設置壁部６０の下板部６６に開設した基板設置部２００に対し
、第１接続端子１９８が設置部材５０の表側に向くと共に第２接続端子１９９が設置部材
５０の裏側を向いた状態で配設した。そして、設置部材５０の表側に配設する第１可動演
出装置１００の可動体１０１の第１配線２０２を第１接続端子１９８に接続すると共に、
設置部材５０の裏側に配設する第３中継基板７３からの第２配線２０３を第２接続端子１
９９に接続するので、第１可動演出装置１００と第３中継基板６９とを簡単かつ確実に接
続することができる。すなわち、設置部材５０の表側において該表側に臨む第１接続端子
１９８に第１配線２０２を接続し得ると共に、設置部材５０の裏側において該裏側に臨む
第２接続端子１９９に第２配線２０３を接続し得るので、第１配線２０２および第２配線
２０３が複数本あっても区別できなくなることがなく作業ミスが発生し難い。また、第１
配線２０２および第２配線２０３を設置部材５０に設けた配線挿通口に通す構造ではない
ので、パチンコ機１０に発生する振動や可動体１０１の動作等により第１配線２０２また
は第２配線２０３が配線挿通口の開口縁に接触して擦損することがなく、該配線の導線が
露出したり断線することを防止し得る。
【０１０４】
　更に、基板設置部２００は、凹状をなす第３基板装着部６９における前後方向に延在す
る縦壁部６９ａに開設し、該基板設置部２００に中継連結基板１９５を配設するようにし
たので、第１接続端子１９８に接続した第１配線２０２を、設置部材５０の第２設置壁部
６０の前面(表面)に沿うように配設することができる。また、第２接続端子１９９に接続
した第２配線２０３が、設置部材５０の後側(裏側)から外方へ突出するのを抑えることが
できる。これにより、第２設置壁部６０の後側に配設した図柄表示装置４５と基板設置部
２００に配設した中継連結基板１９５とが、前後方向でに重なった状態で配設可能である
。また、基板設置部２００に設置した中継連結基板１９５を基板保持部２１０で固定し得
るので、設置部材５０の振動により該中継連結基板１９５が基板設置部２００から外れる
ことを防止し得る。
【０１０５】
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　そして、第１可動演出装置１００の可動体１０１と第２設置壁部６０との間に画成され
た隙間Ｓ２に向けて該可動体１０１から第１配線２０２が引き出されると共に、基板設置
部２００に配設した中継連結基板１９５の第１接続端子１９８が該隙間Ｓ２に臨むので、
該第１配線２０２を第１接続端子１９８に無理なく接続することができる。しかも、可動
体１０１が移動する際には、第１配線２０２が隙間Ｓ２内において無理なく動き得るので
、該第１配線２０２が可動体１０１に引っ掛かって断線したり該第１配線２０２と第１接
続端子１９８との接続不良が発生するのを防止し得る。
【０１０６】
〔変更例〕
　本発明に係る遊技機は、実施例に例示の形態に限らず種々の変更が可能である。
（１）補助機構は、２つに限るものではなく、可動体のサイズ、移動距離および重量等に
応じて１つまたは３つ以上配設してもよい。
（２）付勢手段は、引張りコイルバネに限らず、圧縮コイルバネや、ゴム等の弾性体等、
細長く長手方向の中途部分を変向部に引っ掛けて曲がった状態とすることが可能なもので
あればよい。
（３）付勢手段の曲がり方向は、実施例で例示した直角状としたものに限らず、鈍角状ま
たは鋭角状となるようにしてもよい。また、１つの付勢手段に対して複数の変向部を設け
、付勢手段を夫々の変向部に順次引っ掛けて複数回に曲がった状態としてもよい。
（４）変向部は、回転可能な回転体の外周面から構成したものに限らず、固定した部分で
あってもよい。なお、変向部を固定部分とした場合は、鋭角的に形成されたものよりも曲
線状に形成されたものが望ましく、かつ付勢手段との摩擦が小さいものが望ましい。
（５）変向部は、可動体に設けたものであってもよい。
（６）可動体は、上下方向に移動するものに限らず、水平方向や斜め方向に移動するもの
であってもよい。
（７）移動機構は、２つに限るものではなく、可動体のサイズ、移動距離および重量１つ
または３つ以上配設してもよい。
（８）第１連係手段および第２連係手段は、互いに噛合するギアから構成されたものに限
らず、ベルトおよびプーリにより構成されたもの、チェンおよびスプロケットにより構成
されたもの、リンク機構により構成されたもの、カムおよびフォロワにより構成されたも
の等であってもよい。
（９）駆動手段は、電気モータに限らず、ロータリーソレノイド、リニアソレノイド、流
体アクチュエータ等であっもよい。
（１０）中継連結基板を配設する基板設置部は、遊技盤の後側に配設される設置部材に設
けたものに限らず、遊技機を構成する各種部材に該部材の表側および裏側に開口するよう
設けて、当該部材の表側に配設される第１の電気部品および裏側に配設される第２の電気
部品を電気的に接続可能な中継連結基板を配設可能としたものであってもよい。
（１１）第１の電気部品は、可動体を備えた可動演出装置に限らず、装飾部材、発光装置
、スピーカ、スイッチ、各種検知センサ等であってもよい。また、第２の電気部品は、中
継基板に限らず、制御装置等であってもよい。
（１２）実施例では、統括制御基板により第１可動演出装置を作動制御するようにしたが
、主制御基板により第１可動演出装置を作動制御するようにしてもよい。
（１３）実施例では、遊技機としてのパチンコ機を示したが、遊技機はパチンコ機に限ら
れるものではなく、アレンジボール機やスロットマシン等であってもよい。
【符号の説明】
【０１０７】
５０ 設置部材，６０ 第２設置壁部(壁部)，７３ 第３中継基板(第２の電気部品)
１９５ 中継連結基板(基板)，１９６ 第１外面，１９７ 第２外面，１９８ 第１接続端子
１９９ 第２接続端子，２００ 基板設置部，２０２ 第１配線，２０３ 第２配線
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