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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース体に可動装置を配置し、
　前記可動装置は、所定方向に移動可能に構成され且つ所定の電子部品を有する可動体と
、前記可動体を前記所定方向に案内する案内手段と、前記可動体を前記所定方向に駆動す
る駆動手段とを備えた
　遊技機において、
　前記可動体に、前記電子部品からのケーブルを引き出すケーブル引き出し部を設け、
　第１部材と第２部材とで構成されるケーブル収容部内に、前記ケーブル引き出し部から
引き出した前記ケーブルの一部を、前記可動体の動作に追従可能な状態に弛ませて収容し
、
　前記案内手段は、前記可動体の移動経路を挟んで対向する第１案内部と第２案内部とを
備え、
　前記ベース体に、前記第１部材と前記第１案内部とを一体的に設け、
　前記ベース体に着脱自在に装着される装着部材に、前記第２部材と前記第２案内部とを
一体的に設けた
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、近年、画像による演出に機械的な動作を組み合わせてより
演出効果を高めるべく、液晶表示手段の周辺部等に演出用の可動体を配置したものが主流
となっている（例えば特許文献１）。
【０００３】
　例えば特許文献１に記載のパチンコ機では、遊技盤の前面側に形成された遊技領域の例
えば略中央に表示枠を配置し、その表示枠の後側で画像表示手段を支持する裏ベース体を
遊技盤の裏側に着脱自在に装着すると共に、その裏ベース体の前側に、左右方向に移動可
能な可動体、この可動体を左右方向に案内する案内手段、可動体を左右方向に駆動する駆
動手段等よりなる可動装置を配置している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－６１４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この特許文献１に記載のパチンコ機では、可動装置を構成する可動体、駆動手段、案内
手段の全てを裏ベース体とは別の部品で構成し、それらの各部品を直接的又は間接的に裏
ベース体に装着しているため、その可動装置の配置スペースに圧迫されてその周辺部分に
おけるスペース上の制約が大きいという問題があった。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、可動装置の周辺部分におけるスペース
上の制約を小さくすることが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ベース体３３に可動装置３４を配置し、前記可動装置３４は、所定方向に移
動可能に構成され且つ所定の電子部品７２を有する可動体３６ａ，３６ｂと、前記可動体
３６ａ，３６ｂを前記所定方向に案内する案内手段３７と、前記可動体３６ａ，３６ｂを
前記所定方向に駆動する駆動手段３８とを備えた遊技機において、前記可動体３６ａ，３
６ｂに、前記電子部品７２からのケーブル８２を引き出すケーブル引き出し部８５を設け
、第１部材３１と第２部材１０２～１０４とで構成されるケーブル収容部１０９内に、前
記ケーブル引き出し部８５から引き出した前記ケーブル８２の一部を、前記可動体３６ａ
，３６ｂの動作に追従可能な状態に弛ませて収容し、前記案内手段３７は、前記可動体３
６ａ，３６ｂの移動経路を挟んで対向する第１案内部１０８と第２案内部１０７とを備え
、前記ベース体３３に、前記第１部材３１と前記第１案内部１０８とを一体的に設け、前
記ベース体３３に着脱自在に装着される装着部材１０１ａ，１０１ｂに、前記第２部材１
０２～１０４と前記第２案内部１０７とを一体的に設けたものである。
【０００８】
　また、前記駆動手段３８は前記可動体３６ａ，３６ｂの一端側を駆動し、前記案内手段
３７は、前記可動体３６ａ，３６ｂの前記一端側を案内する駆動側案内手段４２と，前記
可動体３６ａ，３６ｂの他端側を案内する非駆動側案内手段４３とを備え、前記非駆動側
案内手段４３の少なくとも一部を前記ベース体３３に一体に設けてもよい。
【００１１】
　また、前記駆動手段３８と前記駆動側案内手段４２とを設けた駆動フレーム４１を前記
ベース体３３に着脱自在に装着してもよい。この場合、前記可動体３６ａ，３６ｂの動作
を所定位置で阻止するストッパー６９ａ，６９ｂを前記ベース体３３に一体に設けてもよ
い。



(3) JP 6180803 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

【００１２】
　また、前記駆動側案内手段４２を、前記所定方向に沿って配置したシャフト４６により
構成してもよい。また、遊技領域１３が形成された遊技盤１１と、前記遊技領域１３に向
けて遊技球を発射する発射手段と、前記遊技領域１３内に配置された表示枠２５と、前記
遊技盤１１の裏側に装着され且つ前記表示枠２５に対応して画像表示手段２２を支持する
前記ベース体３３とを備えた構成としてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、可動装置３４の周辺部分におけるスペース上の制約を小さくすること
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態におけるパチンコ機の全体斜視図である。
【図２】同パチンコ機における遊技盤の正面図である。
【図３】同パチンコ機における中央表示装置を構成する裏構造体の正面図である。
【図４】同パチンコ機における中央表示装置を構成する裏構造体の上部側の分解斜視図で
ある。
【図５】同パチンコ機における中央表示装置を構成する裏構造体の下部側の分解斜視図で
ある。
【図６】同パチンコ機における中央表示装置を構成する裏構造体の上部側の分解斜視図で
ある。
【図７】同パチンコ機における可動装置の駆動伝達手段と可動体の分解斜視図である。
【図８】同パチンコ機における可動体の分解斜視図である。
【図９】同パチンコ機における遊技盤の平面断面図である。
【図１０】同パチンコ機における遊技盤の平面断面図である。
【図１１】同パチンコ機における遊技盤の平面断面図である。
【図１２】同パチンコ機における遊技盤の平面断面図である。
【図１３】同パチンコ機における遊技盤の側面断面図である。
【図１４】同パチンコ機における遊技盤の側面断面図である。
【図１５】同パチンコ機における遊技盤の側面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１５は本発明をパチンコ
機に採用した一実施形態を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の外枠
２と、この外枠２の前側に開閉自在に枢着された前枠３とを備えている。前枠３の前側に
は、ガラス扉４と前面板５とが上下に配置され、前枠３に開閉自在に枢支されている。前
面板５には、その前側に、発射手段（図示省略）に供給するための遊技球を貯留する貯留
皿６、発射手段を作動させるための発射ハンドル７等が設けられている。
【００１６】
　ガラス扉４の後側には図２に示す遊技盤１１が配置され、前枠３に対して着脱自在に装
着されている。遊技盤１１の前面側には、発射手段から発射された遊技球を案内するガイ
ドレール１２が環状に装着されると共に、そのガイドレール１２の内側の遊技領域１３に
、中央表示装置１４、普通図柄始動手段１５、第１特別図柄始動手段１６、第２特別図柄
始動手段１７、大入賞手段１８、普通入賞手段１９等の各種遊技部品が配置されている。
普通図柄始動手段１５は遊技球が通過可能なゲート、第１特別図柄始動手段１６及び普通
入賞手段１９は非開閉式の入賞手段、第２特別図柄始動手段１７及び大入賞手段１８は開
閉式の入賞手段により構成されており、入賞手段１６～１９に遊技球が入賞した場合には
、それぞれ所定個数の賞球が払い出されるようになっている。
【００１７】
　中央表示装置１４は、図２，図３等に示すように、遊技盤１１に対して前側から着脱自
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在に装着される前構造体２１と、液晶式その他の画像表示手段２２を備え且つ前構造体２
１に対応して遊技盤１１の裏側に着脱自在に装着される裏構造体２３とを備えている。
【００１８】
　前構造体２１は、図２に示すように、略中央に画像表示手段２２に対応する前表示窓２
４が形成された表示枠２５、この表示枠２５の下部側に沿って左右方向に配置され且つ入
球口２６に入球した遊技球を左右方向に転動させて前側に落下させるステージ２７等を備
えると共に、普通図柄始動手段１５が遊技球を検出することを条件に普通図柄を変動表示
する普通図柄表示手段２８、第１，第２特別図柄始動手段１６，１７の何れかに遊技球が
入賞することを条件に特別図柄を変動表示する特別図柄表示手段２９等の各種表示手段が
設けられている。なお、普通図柄が変動後に当たり態様で停止した場合には第２特別図柄
始動手段１７が所定時間開放し、特別図柄が変動後に大当たり態様で停止した場合には大
入賞手段１８が所定時間開放する。
【００１９】
　また裏構造体２３は、図３～図５等に示すように、前側が開放した略箱形に形成され且
つその後壁３１の略中央に後表示窓３２が形成された裏ケース（ベース体）３３と、表示
画面２２ａを後表示窓３２に略一致させた状態で裏ケース３３の背面側に着脱自在に固定
される画像表示手段２２と、裏ケース３３の内側で後壁３１の前側に配置される可動装置
３４とを備えており、前構造体２１の後側に対応するように遊技盤１１の裏側に位置決め
された状態で、裏ケース３３の前端側に複数設けられた固定フランジ３５においてねじ止
め等により遊技盤１１の裏面に固定されている。
【００２０】
　可動装置３４は、図３～図８等に示すように、左右一対の可動体３６ａ，３６ｂと、こ
れら可動体３６ａ，３６ｂを左右方向（所定方向の一例）に案内する案内手段３７と、可
動体３６ａ，３６ｂを所定の原点位置を含む可動範囲内で左右方向に移動させる駆動手段
３８と、この駆動手段３８による駆動力を可動体３６ａ，３６ｂの例えば上端側（一端側
の一例）にそれぞれ伝達する駆動伝達手段３９ａ，３９ｂと、可動体３６ａ，３６ｂが原
点位置にあることを検出する原点検出スイッチ４０と、駆動手段３８等を支持する駆動フ
レーム４１とを備えている。また、案内手段３７は、可動体３６ａ，３６ｂの上下両端側
のうち、駆動手段３８による駆動端側、即ち上端側（一端側の一例）を案内する駆動側案
内手段４２と、駆動手段３８による駆動端の反対側、即ち下端側（他端側の一例）を案内
する非駆動側案内手段４３とで構成されている。
【００２１】
　駆動フレーム４１は、図４，図６等に示すように、裏ケース３３の後壁３１と平行な横
長略板状に形成されると共に、後向き膨出状のラック収容部４４が上下方向略中央に沿っ
て横長状に形成されており、裏ケース３３内の上部に後表示窓３２の上縁に沿って配置さ
れ、裏ケース３３に対してねじ止め等により着脱自在に固定されている。なお、裏ケース
３３の後壁３１には、駆動フレーム４１のラック収容部４４を収容するための膨出部４５
が、画像表示手段２２の上縁に沿って設けられている。
【００２２】
　駆動フレーム４１の前側下部には、駆動側案内手段４２を構成する例えば円形断面のガ
イドシャフト（シャフト）４６が、駆動フレーム４１との間に前後方向の隙間を挟んで左
右方向に配置され、駆動フレーム４１の左右両端部に設けられた一対のシャフト端保持部
４７ａ，４７ｂ、及び駆動フレーム４１の左右方向略中央に設けられたシャフト中央保持
部４８とで保持されている。
【００２３】
　駆動手段３８は、例えばステッピングモータにより構成されており、駆動フレーム４１
の左右方向略中央で且つラック収容部４４の上側に例えば後向き凹入状に形成されたモー
タ装着部４９内に、駆動軸３８ａを下側に向けた状態でモータホルダ５０を介して装着、
固定されている。駆動手段３８の駆動軸３８ａにはピニオンギヤ５１が固定されている。
【００２４】
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　モータホルダ５０は、図６等に示すように、駆動手段３８がねじ止め等により着脱自在
に固定される略水平なモータ支持ベース５２、このモータ支持ベース５２の前縁側から例
えば下向きに延設された前案内板５３、この前案内板５３の下端部に設けられたシャフト
押さえ部５４、モータ支持ベース５２の後端部から例えば上向きに突設された左右一対の
固定フランジ５５等を一体に備え、例えば左右の固定フランジ５５とシャフト押さえ部５
４とにおいてねじ止め等により駆動フレーム４１に着脱自在に固定されている。
【００２５】
　シャフト押さえ部５４は、例えば駆動フレーム４１の前側に一体に設けられたシャフト
受け部５６と共にシャフト中央保持部４８を構成するもので、例えば前向きに開放する略
Ｃ字状断面に形成されたシャフト受け部５６に嵌め込まれたガイドシャフト４６を前側か
ら保持するようになっている。
【００２６】
　駆動伝達手段３９ａは、駆動手段３８の駆動力を左可動体３６ａに伝達するもので、ピ
ニオンギヤ５１に例えば前側から噛合する左右方向のラック５７ａと、ガイドシャフト４
６上に左右方向移動可能な状態で装着される被案内部５８ａと、ラック５７ａの例えば左
端側と被案内部５８ａとを例えば上下に連結する連結部５９ａとを一体に備えており、被
案内部５８ａに左可動体３６ａの上端側（一端側）が固定されている。また駆動伝達手段
３９ｂは、駆動手段３８の駆動力を右可動体３６ｂに伝達するもので、ピニオンギヤ５１
に例えば後側から噛合する左右方向のラック５７ｂと、ガイドシャフト４６上に左右方向
移動可能な状態で装着される被案内部５８ｂと、ラック５７ｂの例えば右端側と被案内部
５８ｂとを例えば前後に連結する連結部５９ｂとを一体に備えており、被案内部５８ｂに
右可動体３６ｂの上端側（一端側）が固定されている。なお、駆動伝達手段３９ｂ側のラ
ック５７ｂは駆動フレーム４１のラック収容部４４内に配置されている。
【００２７】
　このように、駆動伝達手段３９ａ側のラック５７ａと駆動伝達手段３９ｂ側のラック５
７ｂとは一つのピニオンギヤ５１を挟んで前後に対向しており（図６，図９）、ピニオン
ギヤ５１が平面視反時計方向に回転すると、ラック５７ａを含む駆動伝達手段３９ａが右
向きに、ラック５７ｂを含む駆動伝達手段３９ｂが左向きにそれぞれ同時に移動し、また
ピニオンギヤ５１が平面視時計方向に回転すると、ラック５７ａを含む駆動伝達手段３９
ａが左向きに、ラック５７ｂを含む駆動伝達手段３９ｂが右向きにそれぞれ同時に移動す
るようになっている。
【００２８】
　被案内部５８ａ，５８ｂは、図７，図１２，図１４等に示すように、ガイドシャフト４
６に沿って左右方向に摺動する摺動部６０と、可動体３６ａ，３６ｂの上端側が固定され
る可動体固定部６１とを例えば上下に備えており、摺動部６０の上部側に連結部５９ａ，
５９ｂが一体に連結されている。摺動部６０は、ガイドシャフト４６に対して後側から摺
接する例えば断面コの字型のガイド溝６２と、そのガイド溝６２の例えば左右両側に設け
られ且つガイドシャフト４６の前面側に摺接する断面略円弧状の前ガイド６３とを備えて
おり、それらガイド溝６２と前ガイド６３との間にガイドシャフト４６が左右方向に挿通
している。また可動体固定部６１には、前後方向の前挿通孔６１ａが例えば複数（ここで
は左右両端側に２つ）設けられている。
【００２９】
　また、駆動伝達手段３９ａ，３９ｂのラック５７ａ，５７ｂは、ピニオンギヤ５１との
噛合部近傍に設けられた噛合案内部６４ａ，６４ｂにより、ピニオンギヤ５１との噛合状
態が保持された状態で左右方向に案内されている。即ち、駆動フレーム４１上には、図６
，図１３等に示すように、例えば駆動軸３８ａの下側に対応して前後方向に設けられ且つ
ラック５７ａ，５７ｂに対して下側から当接又は近接するようにラック収容部４４の底面
側から上向きに突出する下突条部６５と、その下突条部６５の後端側から上向きに延設さ
れ且つラック５７ｂに対して後側から当接又は近接するようにラック収容部４４の背面側
から前向きに突出する縦突条部６６と、その縦突条部６６の上端側から前向きに延設され
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且つラック５７ｂに対して上側から当接又は近接するようにラック収容部４４の上面側か
ら下向きに突出する上突条部６７とが例えば一体に設けられている。また、モータホルダ
５０のモータ支持ベース５２は、その下面側がラック５７ａの上側に当接又は近接してお
り、更にモータホルダ５０の前案内板５３は、その背面側がラック５７ａの前側に当接又
は近接している。
【００３０】
　即ち図１３に示すように、ラック５７ａを案内する噛合案内部６４ａは、上突条部６７
の前部、モータホルダ５０の前案内板５３及びモータ支持ベース５２により後向きに開放
する断面略コの字型に形成され、ラック５７ｂを案内する噛合案内部６４ｂは、上突条部
６７の後部、縦突条部６６及び上突条部６７により前向きに開放する断面略コの字型に形
成されている。これら噛合案内部６４ａ，６４ｂについても、ガイドシャフト４６と同様
、可動体３６ａ，３６ｂの上端側を左右方向に案内する駆動側案内手段４２を構成してい
る。
【００３１】
　また、駆動伝達手段３９ａ，３９ｂは、それぞれ原点位置側ストッパー６８ａ，６８ｂ
と、動作位置側ストッパー６９ａ，６９ｂとの間が可動領域となっている。即ち、原点位
置側ストッパー６８ａ，６８ｂと動作位置側ストッパー６９ａ，６９ｂは、駆動伝達手段
３９ａ，３９ｂの可動領域を所定の原点位置と最大動作位置との間に制限することにより
、間接的に可動体３６ａ，３６ｂの可動領域を所定範囲に制限している。なお、駆動伝達
手段３９ａ，３９ｂと可動体３６ａ，３６ｂとは一体的に動作するため、駆動伝達手段３
９ａ，３９ｂが原点位置にあるときには可動体３６ａ，３６ｂも原点位置にあり、駆動伝
達手段３９ａ，３９ｂが最大動作位置にあるときには可動体３６ａ，３６ｂも最大動作位
置にある。
【００３２】
　原点位置側ストッパー６８ａ，６８ｂは、図４，図６等に示すように、それぞれガイド
シャフト４６の左右両端部近傍に対応して例えば駆動フレーム４１の前側に一体に設けら
れており、駆動伝達手段３９ａ，３９ｂがそれぞれガイドシャフト４６の端部側の原点位
置にきたとき、例えば被案内部５８ａ，５８ｂの左右一端側に当接してその移動を阻止す
るようになっている。なお、駆動伝達手段３９ａ，３９ｂが原点位置にあるとき、駆動伝
達手段３９ａ，３９ｂの何れか一方、例えば駆動伝達手段３９ａに設けられた被検出部４
０ａが原点検出スイッチ４０により検出されるようになっている。原点検出スイッチ４０
は、例えば透過型フォトセンサにより構成され、例えばガイドシャフト４６の一端側に対
応して駆動フレーム４１の前側に装着されている。
【００３３】
　また、動作位置側ストッパー６９ａ，６９ｂは、図４，図６，図１２等に示すようにそ
れぞれ原点位置側ストッパー６８ａ，６８ｂよりもガイドシャフト４６の中央側に配置さ
れており、駆動伝達手段３９ａ，３９ｂがそれぞれ原点位置よりも左右方向中央寄りの最
大動作位置にきたとき、例えば被案内部５８ａ，５８ｂの左右他端側に当接してその移動
を阻止するようになっている。動作位置側ストッパー６９ａ，６９ｂは、例えば駆動フレ
ーム４１ではなく裏ケース（ベース体）３３に一体に設けられている。即ち、動作位置側
ストッパー６９ａ，６９ｂは、裏ケース３３の後壁３１から前向きに突設され、その先端
側が駆動フレーム４１に形成された開口部７０ａ，７０ｂを経てガイドシャフト４６の後
部に当接又は近接している。
【００３４】
　これにより、例えば動作位置側ストッパー６９ａ，６９ｂを設けない裏ケース３３を用
いるだけで、可動装置３４側は何ら変更することなく、動作位置側ストッパー６９ａ，６
９ｂを設けない仕様に変更することが可能である。また、例えば動作位置側ストッパー６
９ａ，６９ｂの位置が異なる裏ケース３３に変更することで可動装置３４側を変更するこ
となく動作位置側ストッパー６９ａ，６９ｂの位置を変更することも可能であるが、この
場合には、駆動フレーム４１側の開口部７０ａ，７０ｂの大きさを動作位置側ストッパー
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６９ａ，６９ｂの位置変更が可能な長孔状に形成するなどの対応が必要である。もちろん
、動作位置側ストッパー６９ａ，６９ｂを駆動フレーム４１上に設けてもよい。
【００３５】
　なお、原点位置側ストッパー６８ａ，６８ｂを裏ケース３３側に設ければ、可動装置３
４側は何ら変更することなく、裏ケース３３を変更するだけで、原点位置側ストッパー６
８ａ，６８ｂを設けない仕様に変更することが可能であり、更に原点検出スイッチ４０も
裏ケース３３側に設ければ、可動装置３４側は何ら変更することなく、裏ケース３３を変
更するだけで原点位置を変更することが可能となる。
【００３６】
　可動体３６ａ，３６ｂは、図７，図８等に示すように、それぞれ可動本体部７１と、そ
の可動本体部７１の後部側に配置されるＬＥＤ基板７２と、可動本体部７１とＬＥＤ基板
７２との間に配置される区画部材７３と、可動本体部７１の下端側に例えば一体に設けら
れたケーブルガイド７４と、そのケーブルガイド７４に装着されるケーブル押さえ部材７
５とを備え、その上端部が、可動体連結部材７６を介して駆動伝達手段３９ａ，３９ｂに
固定されることにより、駆動手段３８の駆動により駆動伝達手段３９ａ，３９ｂと共に左
右方向に移動可能となっている。
【００３７】
　可動本体部７１は、例えば表示画面２２ａと略平行に形成され且つ任意の装飾が施され
た前装飾板７７と、その前装飾板７７の外縁に沿って設けられた後向き一定幅の外周板７
８とを一体に備え、その上端部近傍に、可動体連結部材７６を介して駆動伝達手段３９ａ
，３９ｂに固定するための後挿通孔７９が、可動体固定部６１の前挿通孔６１ａに対応し
て例えば複数（ここでは左右両端側に２つ）形成されている。
【００３８】
　ここで、可動体連結部材７６は、図７，図１４等に示すように、可動体固定部６１を前
側から略覆う大きさに形成された例えば板状の連結カバー８０と、この連結カバー８０の
背面側から後向きに突設された複数（ここでは左右一対）の連結ボス部８１とを一体に備
えている。そして、その連結ボス部８１を前挿通孔６１ａと後挿通孔７９とに前側から挿
通させ、連結カバー８０と可動本体部７１とで可動体固定部６１を前後に挟み込んだ状態
で、連結ボス部８１を可動本体部７１の背面側にねじ止めすることにより、可動体３６ａ
，３６ｂは可動本体部７１の上端部側でそれぞれ駆動伝達手段３９ａ，３９ｂに連結され
ている。
【００３９】
　なお、可動体３６ａ側の可動本体部７１と右可動体３６ｂ側の可動本体部７１とは例え
ば正面視略左右対称で、例えば左右方向外側に膨らむ太幅略円弧状となっており、図３に
二点鎖線で示す原点位置ではそれぞれ表示画面２２ａの左右両側に退避し、図２，図３に
実線で示す最大動作位置では表示画面２２ａの前側でその表示画面２２ａの少なくとも一
部に対する遊技者の視線を遮るようになっている。なお、本実施形態では、可動体３６ａ
，３６ｂが最大動作位置にきたとき、可動本体部７１，７１の上端部側が互いに当接又は
近接し、表示画面２２ａの中央部分を残してその外側の略全体を前側から覆うようになっ
ている。
【００４０】
　ＬＥＤ基板７２は、例えば可動本体部７１に略対応する形状に形成されると共に、その
前面側に多数のＬＥＤ（電子部品の一例）７２ａが配置されており、可動本体部７１内の
後部側にねじ止め等により着脱自在に装着されている。なお、フラットケーブル（ケーブ
ル）８２を接続するための基板側コネクタ８３は、図８に示すようにＬＥＤ基板７２の下
端側の裏面に沿って例えば下向きに設けられている。
【００４１】
　区画部材７３は、可動本体部７１内を複数の発光室８４に区画するためのもので、図７
等に示すように可動本体部７１の前装飾板７７とＬＥＤ基板７２との間に配置されており
、例えば前後方向所定幅の区画壁７３ａが、前装飾板７７の前側の装飾等に合わせて複数
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の発光室８４をそれぞれ取り囲むように前装飾板７７の背面側に沿って配置されている。
なお、区画部材７３は例えば透光性を有しない（又は透光性が極めて低い）合成樹脂によ
り形成されており、またＬＥＤ基板７２上のＬＥＤ７２ａは各発光室８４に対してそれぞ
れ１又は複数配置されている。
【００４２】
　ケーブルガイド７４は、ＬＥＤ基板７２に接続されたフラットケーブル８２をケーブル
引き出し部８５まで案内するもので、図７，図８等に示すように、例えば基板側コネクタ
８３の下側に対応して可動本体部７１の下端部から例えば下向きに突設されている。この
ケーブルガイド７４は、前装飾板７７と略平行な縦長板状に形成された前壁部８６と、こ
の前壁部８６の左右両縁部に沿って配置される後向き一定幅の側壁部８７と、前壁部８６
の下縁部に沿って配置される底壁部８８とを一体に備えている。
【００４３】
　左右の側壁部８７間の距離はフラットケーブル８２の幅と略同じで、またそれら一対の
側壁部８７のうちの一方、例えば左右方向の外側（左可動体３６ａのケーブルガイド７４
では左側、右可動体３６ｂのケーブルガイド７４では右側）の側壁部８７の例えば下端部
には、フラットケーブル８２の幅と同程度の上下方向幅に形成された切り欠き状のケーブ
ル引き出し部８５が形成されている。また、底壁部８８上には例えばその左右方向略中央
に前後方向の係合溝８８ａが形成されている。
【００４４】
　基板側コネクタ８３に接続されたフラットケーブル８２は、図８に二点鎖線で示すよう
にケーブルガイド７４の裏側に沿って下向きに配設され、そのケーブルガイド７４の下端
部で直角に折り曲げられてケーブル引き出し部８５から横向きに引き出されるようになっ
ている。
【００４５】
　ケーブル押さえ部材７５は、フラットケーブル８２をケーブルガイド７４上に固定する
ためのもので、図７，図８，図１１，図１５等に示すように、例えばケーブルガイド７４
側の前壁部８６の後側に対向する後壁部８９と、この後壁部８９の外縁に沿って配置され
る前向き一定幅の周壁部９０と、後壁部８９の前面側に上下方向に設けられた前向き突出
状の突条部９１と、後壁部８９の左右両側に沿って前後方向に突設された一対の被案内部
９２と、周壁部９０の下部側からケーブルガイド７４側の係合溝８８ａに対応して前向き
突出状に形成された係合爪９３と、後壁部８９の上部側に形成された例えば左右一対の固
定部９４とを一体に備えており、係合溝８８ａに沿って係合爪９３をケーブルガイド７４
の下端部前側に係合させ、固定部９４を可動本体部７１側のボス部９５にねじ止めするこ
とによりケーブルガイド７４の後側に着脱自在に固定されている。
【００４６】
　ケーブル押さえ部材７５がケーブルガイド７４に装着されたとき、フラットケーブル８
２はケーブル押さえ部材７５側の突条部９１とケーブルガイド７４側の前壁部８６とで前
後に挟持されて固定される（図１５参照）。また、一対の被案内部９２は、例えばケーブ
ルガイド７４側の側壁部８７の外面側に沿う前後方向の板状に形成され、例えばケーブル
引き出し部８５の上側に配置されており、図１１等に示すようにその前縁側はケーブルガ
イド７４の前面側よりも前側に突出して前部被案内部９６を構成し、また後縁側はケーブ
ル押さえ部材７５の背面側よりも後側に突出して後部被案内部９７を構成している。
【００４７】
　また、裏ケース３３内には、可動体３６ａ，３６ｂの下端側に対応してそれぞれ配線カ
バー（装着部材）１０１ａ，１０１ｂが着脱自在に装着されている。この配線カバー１０
１ａ，１０１ｂは、図５，図１０，図１１，図１５等に示すように、可動体３６ａ，３６
ｂの各ケーブルガイド７４の移動軌跡に沿ってその前側に配置された横長状の前面板１０
２と、この前面板１０２の下縁部から前向きに延設され且つケーブルガイド７４の移動軌
跡に沿ってその下側に配置された底面板１０３と、前面板１０２の左右方向両縁部から底
面板１０３の縁部に沿って後向きに延設された一対の側面板１０４と、例えば側面板１０
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４の左右方向外側に配置された固定フランジ１０５とを一体に備え、裏ケース３３の後壁
３１に設けられたボス部１０６に固定フランジ１０５をねじ止めすることにより後壁３１
の前側に着脱自在に装着されている。
【００４８】
　配線カバー１０１ａ，１０１ｂの前面板１０２上には、例えばその上縁部に沿って、可
動体３６ａ，３６ｂが移動する際にその前部被案内部９６、即ち被案内部９２の前縁側が
略摺接する前部摺動レール（摺動レール，第２案内部）１０７が後向き突出状に一体形成
されている。また、裏ケース３３の後壁３１上には、前部摺動レール１０７に対向するよ
うに、可動体３６ａ，３６ｂが移動する際にその後部被案内部９７、即ち被案内部９２の
後縁側が略摺接する後部摺動レール（摺動レール，第１案内部）１０８が前向き突出状に
一体形成されている。このように、裏ケース（ベース体）３３上の後部摺動レール（第１
案内部）１０８と、配線カバー１０１ａ，１０１ｂ上の前部摺動レール（第２案内部）１
０７とは、可動体３６ａ，３６ｂ上の被案内部９２の移動経路を挟んで対向しており、こ
れら後部摺動レール１０８と前部摺動レール１０７とが、可動体３６ａ，３６ｂの下端側
を左右方向に案内する非駆動側案内手段４３を構成している。
【００４９】
　また、裏ケース３３の後壁３１の前側で且つ配線カバー１０１ａ，１０１ｂ内の領域は
ケーブル収容部１０９となっており、ケーブル引き出し部８５から左右方向に引き出され
たフラットケーブル８２は、図１０に示すように可動体３６ａ，３６ｂの動作に追従可能
となるようにケーブル収容部１０９内で平面視略Ｕ字状に弛ませたあと、例えば後壁３１
上に設けられた配線孔１１０から後向きに引き出されている。なお、ケーブル収容部１０
９は、例えば後部摺動レール１０８の下側で後向き膨出状に形成されている。
【００５０】
　このように、可動体３６ａ，３６ｂのケーブル引き出し部８５を、駆動手段３８に駆動
される上端側ではなくその反対側の下端側に設けていることにより、駆動系と配線系の各
スペースを可動体３６ａ，３６ｂの上下両端側に分散させることができ、可動体３６ａ，
３６ｂの周辺部分におけるスペース上の制約を小さくできるという利点がある。
【００５１】
　以上のような可動装置３４の動作について簡単に説明する。可動体３６ａ，３６ｂは、
通常状態では原点検出スイッチ４０がＯＮとなる原点位置（図３に二点鎖線で示す）に保
持されている。このとき、可動体３６ａ，３６ｂは表示画面２２ａの左右両側に退避し、
表示画面２２ａの略全体が前側から視認可能な状態となっている。
【００５２】
　遊技中の所定のタイミングで例えば主制御基板から演出制御基板に対して可動演出コマ
ンド等が送信されると、演出制御基板側の駆動制御手段が、可動体３６ａ，３６ｂを所定
の動作パターンに従って動作させて再び原点位置まで戻すように駆動手段３８の駆動制御
を行い、また発光制御手段が、その動作パターンに対応する発光パターンで可動体３６ａ
，３６ｂ上のＬＥＤ７２ａの点灯制御を行う。
【００５３】
　駆動制御手段の制御により駆動手段３８が正転方向に作動し、例えばピニオンギヤ５１
が平面視反時計方向に回転すると、ラック５７ａを含む駆動伝達手段３９ａが右向きに、
ラック５７ｂを含む駆動伝達手段３９ｂが左向きにそれぞれ同時に移動すると共に、原点
検出スイッチ４０がＯＦＦとなる。このとき、ラック５７ａ，５７ｂは、駆動側案内手段
４２を構成する断面略コの字型の噛合案内部６４ａ，６４ｂにより、ピニオンギヤ５１と
の噛合状態が保持された状態で左右方向に案内される（図１３等）。
【００５４】
　そして、それら駆動伝達手段３９ａ，３９ｂにそれぞれ上端側が固定されている可動体
３６ａ，３６ｂも、駆動伝達手段３９ａ，３９ｂと共に原点位置から表示画面２２ａの中
央側に向けて移動する。このとき、可動体３６ａ，３６ｂの上端側は、駆動側案内手段４
２を構成するガイドシャフト４６に沿って、駆動伝達手段３９ａ，３９ｂの被案内部５８



(10) JP 6180803 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

ａ，５８ｂを介して左右方向に摺動し、可動体３６ａ，３６ｂの下端側は、ケーブル引き
出し部８５の近傍に設けられた前後一対の被案内部９６，９７が、非駆動側案内手段４３
を構成する前後一対の摺動レール１０７，１０８に沿って左右方向に摺動する。
【００５５】
　可動体３６ａ，３６ｂが最大動作位置（図２，図３に実線で示す）まで移動して停止す
ると、表示画面２２ａは少なくとも一部が可動体３６ａ，３６ｂによって前側から覆われ
、例えば表示画面２２ａの中央部分のみが前側から視認可能な状態となる。この状態から
駆動手段３８が反転方向に作動し、例えばピニオンギヤ５１が平面視時計方向に回転する
と、ラック５７ａを含む駆動伝達手段３９ａが左向きに、ラック５７ｂを含む駆動伝達手
段３９ｂが右向きにそれぞれ同時に移動し、それに伴って可動体３６ａ，３６ｂは最大動
作位置から原点位置に向けて移動する。そして、可動体３６ａ，３６ｂがそれぞれ原点位
置に達したとき、原点検出スイッチ４０が再びＯＮになると共に、駆動手段３８による駆
動が終了して可動体３６ａ，３６ｂは停止する。
【００５６】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機は、駆動手段３８の駆動力を可動体３６
ａ，３６ｂの一端側に伝達する駆動伝達手段３９ａ，３９ｂを備え、可動体３６ａ，３６
ｂの他端側に、ＬＥＤ基板７２からのフラットケーブル８２を引き出すケーブル引き出し
部８５を設けているため、駆動系と配線系の各スペースを可動体３６ａ，３６ｂの上下両
端側に分散させることができ、可動体３６ａ，３６ｂの周辺部分におけるスペース上の制
約を小さくできる。
【００５７】
　また、可動体３６ａ，３６ｂの下端側（他端側）を左右方向（所定方向）に案内する非
駆動側案内手段４３を、可動体３６ａ，３６ｂの移動経路を挟んで対向する後部摺動レー
ル（第１案内部）１０８と前部摺動レール（第２案内部）１０７とで構成し、後部摺動レ
ール１０８を裏ケース（ベース体）３３に一体に設けているため、可動体３６ａ，３６ｂ
の周辺部分におけるスペース上の制約を更に小さくできる。
【００５８】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施
形態では可動体３６ａ，３６ｂの下端側を左右方向に案内する非駆動側案内手段４３を、
可動体３６ａ，３６ｂの移動経路を挟んで対向する後部摺動レール１０８と前部摺動レー
ル１０７とで構成し、後部摺動レール１０８を裏ケース３３に一体に設けた例を示したが
、可動体を所定方向に案内する案内手段の少なくとも一部を裏ケース（ベース体）３３に
一体に設ければよく、例えば可動体３６ａ，３６ｂの上端側を左右方向に案内する駆動側
案内手段４２の少なくとも一部を裏ケース３３に一体に設けてもよい。
【００５９】
　可動体側の被案内部、及びその被案内部を所定方向に案内する案内手段の構成は任意で
あり、例えば被案内部又は案内手段をコロにより構成し、案内手段又は被案内部を、コロ
が転動可能な転動案内部により構成してもよい。
【００６０】
　実施形態では左右方向に移動可能な可動体３６ａ，３６ｂの上端側を駆動手段３８によ
り駆動し、下端側にケーブル引き出し部８５を設けた例を示したが、例えば可動体の下端
側を駆動し、上端側にケーブル引き出し部を設けてもよいし、上下方向に動作する可動体
の左右方向一端側を駆動し、左右方向他端側にケーブル引き出し部を設けてもよい。また
、可動体の一端側を駆動すると共にその一端側にケーブル引き出し部を設けてもよい。な
お、可動体は所定方向に平行移動するものに限らず、例えばその一端側を中心に回転又は
揺動するものであってもよい。
【００６１】
　実施形態では一つの駆動手段３８によって二つの可動体３６ａ，３６ｂを同時に駆動す
るように構成したが、一つの駆動手段によって三つ以上の可動体を同時に駆動するように
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ように構成してもよい。
【００６２】
　可動体上には、ＬＥＤ７２ａの他、非接触センサ等の検出手段、電磁ソレノイド等の駆
動手段等の任意の電子部品を搭載可能である。また、可動体を駆動するステッピングモー
タ等の駆動手段を可動体上に配置してもよい。
【００６３】
　ケーブル引き出し部８５からのケーブル８２の引き出し方向は任意であり、例えばケー
ブル引き出し部８５をケーブルガイド７４の下端部に下向きに設け、フラットケーブル８
２をその幅方向が前後に向くようにケーブル引き出し部８５から下向きに引き出すと共に
、正面視Ｕ字状に弛ませた状態でケーブル収容部１０９内に収容してもよい。
【００６４】
　また本発明は、アレンジボール機、雀球遊技機等の他の弾球遊技機はもちろん、スロッ
トマシン等の各種遊技機において同様に実施することが可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　１１　　遊技盤
　１３　　遊技領域
　２２　　画像表示手段
　２５　　表示枠
　３３　　裏ケース（ベース体）
　３４　　可動装置
　３６ａ　左可動体（可動体）
　３６ｂ　右可動体（可動体）
　３７　　案内手段
　３８　　駆動手段
　４１　　駆動フレーム
　４２　　駆動側案内手段
　４３　　非駆動側案内手段
　４６　　ガイドシャフト（シャフト）
　６９ａ　動作位置側ストッパー（ストッパー）
　６９ｂ　動作位置側ストッパー（ストッパー）
　７２　　ＬＥＤ基板（電子部品）
　８２　　フラットケーブル（ケーブル）
　８５　　ケーブル引き出し部
１０１ａ　配線カバー（装着部材）
１０１ｂ　配線カバー（装着部材）
１０７　　前部摺動レール（第２案内部）
１０８　　後部摺動レール（第１案内部）
１０９　　ケーブル収容部
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