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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部と、該ベース部に対して移動可能に設けられた可動部と、該可動部に駆動力を
伝達させる駆動伝達手段と、を有する演出装置を備える遊技機であって、
　前記可動部に搭載された電気部品に接続され、前記可動部に設けられた可動側配線保持
部と前記ベース部に設けられたベース側配線保持部との間に掛け渡された可撓性を有する
配線と、
　前記配線の前記可動側配線保持部と前記ベース側配線保持部との間に掛け渡された可撓
性を有する箇所を係止し、かつ、前記ベース部に対し移動可能に設けられた移動係止部と
、
　を備え、
　前記可動部は、前記ベース側配線保持部に近い第１位置と該第１位置よりも該ベース側
配線保持部から遠い第２位置との間を少なくとも移動し、
　前記移動係止部は、前記可動部が前記第２位置にあるときに所定の配線経路を案内する
ように前記配線を係止する所定位置に位置し、前記可動部が前記第１位置にあるときに前
記所定の配線経路上から外れた特定位置に位置し、
　前記可動部が前記第２位置から前記第１位置に移動するときに、前記移動係止部を前記
所定位置から前記特定位置に移動させ、前記第１位置から前記第２位置に移動するときに
、前記移動係止部を前記特定位置から前記所定位置に移動させる係止部移動手段を備える
　ことを特徴とする遊技機。



(2) JP 5406231 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベース部と、該ベース部に対して第１位置と該第１位置とは異なる第２位置
との間を移動可能に設けられた可動部と、該可動部に駆動力を伝達させる駆動伝達手段と
、を有する演出装置を備える遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の演出装置を備えた遊技機の一例であるパチンコ遊技機等にあっては、ベース部
に対して移動可能に設けられた可動部に、照明装置や駆動モータ等の電気部品が設けられ
ているものがある。
【０００３】
　このような電気部品が設けられた可動部を有する遊技機の一例として、例えば、電気部
品を搭載した可動体と、これと相対移動するドライバと、電気部品に一端が接続されドラ
イバに他端が接続されるフラットケーブルと、を備え、可動体に設けられてフラットケー
ブルの途中部分が挿通されるケーブル押え部を構成して、フラットケーブルの板面に臨む
ように配置されて可動体が往復動する際にフラットケーブルが押し付けられると弾性変形
する弾性部材により、フラットケーブルのばたつきを防止すると共にフラットケーブルに
おける電気的機器の接続部分へのストレスを軽減し、また、フラットケーブルに繰り返し
曲げ応力が加えられても疲労断線を起こすことがないようにしたものがある（例えば、特
許文献１参照）。
【０００４】
　また、第１位置と第２位置との間を左右方向に移動可能に設けられた可動役物に設けら
れた役物基板と、第２位置より第１位置に近くなるように移動領域外に固定された中継基
板と、を接続する配線を、役物基板と中継基板との距離が近くなることにより余る状態に
おいて、配線収納室に設けた案内部により収納されるように案内することで、意図しない
箇所で配線が曲がることを防ぎ、断線等の不具合を抑制したものがある（例えば、特許文
献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１８７９９２号公報（第７－９頁、第５－８図）
【特許文献２】特開２０１０－５１３８２号公報（第９－１０頁、第９－１０図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載のケーブル押え部や特許文献２に記載の案内部と配線収納室は、
配線としてのフラットケーブルが折り曲がらずに所定の湾曲形状に保持されるように、フ
ラットケーブルの一部を押えておくものであるため、フラットケーブルのように弾性を有
する配線ならば効果があるが、弾性を有しない配線の場合はうまく抑えられないという問
題があった。
【０００７】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、可動部の移動に伴い余る配線
が断線するといった不具合を抑制でき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】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　ベース部（ベース部材６０１／ベース部８０１／ベース部９０９／ベース部１８０１）
と、該ベース部に対して移動可能に設けられた可動部（役物６０５／役物８０６／移動部
材９０１／役物１８０２）と、該可動部に駆動力を伝達させる駆動伝達手段（昇降ユニッ
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ト６５０／駆動ユニット８３０とガイド枠８２０／第１，２駆動機構９０３，９０４／駆
動機構１８０３）と、を有する演出装置（第２演出装置６００／第３演出装置８００／第
４演出装置９００／第５演出装置１８００）を備える遊技機（パチンコ遊技機１）であっ
て、
　前記可動部に搭載された電気部品（ＬＥＤ）に接続され、前記可動部に設けられた可動
側配線保持部（基板側コネクタＣＮＫ１／ＣＮＫ１０／ＣＮＫ５０／ＣＮＫ４０）と前記
ベース部に設けられたベース側配線保持部（基板側コネクタＣＮＫ２／ＣＮＫ２０／ＣＮ
Ｋ６０／ＣＮＫ３０）との間に掛け渡された可撓性を有する配線（ケーブルＣ）と、
　前記配線の前記可動側配線保持部と前記ベース側配線保持部との間に掛け渡された可撓
性を有する箇所を係止し、かつ、前記ベース部に対し移動可能に設けられた移動係止部（
係止片６４６ａ及び結束バンド６４７ａ／ケーブル係止用プーリ６９４／係止片及び結束
バンド／ケーブル係止用プーリ１８２０）と、
　を備え、
　前記可動部は、前記ベース側配線保持部に近い第１位置（第２演出装置６００の収納位
置／第３演出装置８００の上限位置／第４演出装置９００の下降位置／第５演出装置１８
００の上昇位置）と該第１位置よりも該ベース側配線保持部から遠い第２位置（第２演出
装置６００の突出位置／第３演出装置８００の下限位置／第４演出装置９００の上昇位置
／第５演出装置１８００の下降位置）との間を少なくとも移動し、
　前記移動係止部は、前記可動部が前記第２位置にあるときに所定の配線経路を案内する
ように前記配線を係止する所定位置に位置し、前記可動部が前記第１位置にあるときに前
記所定の配線経路上から外れた特定位置に位置し、
　前記可動部が前記第２位置から前記第１位置に移動するときに、前記移動係止部を前記
所定位置から前記特定位置に移動させ、前記第１位置から前記第２位置に移動するときに
、前記移動係止部を前記特定位置から前記所定位置に移動させる係止部移動手段（配線処
理装置６４０／６７０／６９０／９２０／ケーブル係止用プーリ１８２０及び引張りバネ
１８２１）を備える
　ことを特徴とする遊技機。
　この特徴によれば、可動部が第２位置から移動して少なくとも第１位置に到達したとき
には、可動側配線保持部とベース側配線保持部とが近づくことによりその間に掛け渡され
た配線に余りが生じるが、移動係止部がベース側配線保持部及び可動側配線保持部双方か
ら離れる方向に移動することで、余った配線の所定箇所が常に可動側配線保持部及びベー
ス側配線保持部から引き離されるため、可動部とベース部との間に余った配線が挟まれた
り屈曲や捩れが生じたりすることによる断線が防止される。また、互いに近づく可動側配
線保持部及びベース側配線保持部とこれらから離れる移動係止部との３点に配線が掛け渡
されるため、配線をコンパクトに折り畳みながら引き離すことができる。
【０００９】
　本発明の手段１に記載の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、
　前記係止部移動手段（配線処理装置６４０／９２０）は、
　前記ベース部（ベース部材６０１／ベース部９０９）に一端（下端）が軸支された第１
リンク（第２リンク６４２）と、
　前記可動部に一端（上端）が軸支されるとともに、他端（下端）が前記第１リンクに軸
支された第２リンク（第１リンク６４１）と、により屈曲可能に構成されたリンク機構に
て構成され、
　前記移動係止部（係止片６４６ａ及び結束バンド６４７ａ）は、前記第１リンクと前記
第２リンクとの連結部（連結軸６４３、屈曲部）近傍に設けられている、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、移動係止部は可動部の移動に連動するので、可動部の動力を利用し
て配線を移動させることができるため、構造を簡素化できる。
【００１０】
　本発明の手段２に記載の遊技機は、手段１に記載の遊技機であって、
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　前記第１リンク（第２リンク６４２）及び前記第２リンク（第１リンク６４１）は中空
の筒部材からなり、該筒部材の内部に前記配線を挿通可能に形成されている（図２９（ｄ
）参照）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１リンク及び第２リンクに沿って配線できるとともに、配線が保
護されるので、第１リンクと第２リンクとが屈曲したときに配線が挟まれにくくなる。
【００１１】
　本発明の手段３に記載の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、
　前記係止部移動手段（配線処理装置６４０／ケーブル係止用プーリ１８２０及び引張り
バネ１８２１）は、前記移動係止部（ケーブル係止用プーリ６９４／１８２０）を前記ベ
ース側配線保持部及び前記可動側配線保持部双方から離れる方向に付勢することにより移
動させる付勢手段（容器６９２内に設けられたゼンマイバネ／引張りバネ１８２０）を含
む、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、余った配線に常に張力が付与されることで弛みが生じにくいので、
配線が意図しない方向に移動することが防止される。
【００１２】
　本発明の手段４に記載の遊技機は、手段３に記載の遊技機であって、
　前記付勢手段（容器６９２内に設けられたゼンマイバネ）により移動された配線（ケー
ブルＣ）を収納する配線収納部（配線収納室８１２）を備え、
　前記付勢手段は、前記配線収納部内に収納されている（図３１参照）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、移動された配線も付勢手段も配線収納部にまとめて収納されるので
、配線が意図しない方向に移動することが防止される。
【００１３】
　本発明の手段５に記載の遊技機は、手段４に記載の遊技機であって、
　前記配線収納部（配線収納室８１２）は、前記可動部（役物８０６）の移動方向に延設
され、
　前記付勢手段（容器６９２内に設けられたゼンマイバネ）は、前記配線（ケーブルＣ）
を前記可動部の移動方向に沿った方向（下方向）に付勢する（図３１参照）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、配線を可動部の移動方向に沿ってコンパクトにまとめることができ
る。
【００１４】
　本発明の手段６に記載の遊技機は、手段３～５のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記付勢手段（容器６９２内に設けられたゼンマイバネ）は、前記移動係止部（ケーブ
ル係止用プーリ６９４）が設けられるケース部材（容器６９２）と、一端が前記ベース部
（ベース部８０１の後面板８１１）に（テープ部材６９１を介して）取り付けられ、他端
が前記ケース部材に取り付けられたゼンマイバネと、から構成されている（図３１参照）
、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、ゼンマイバネは付勢力の変化が小さいため、可動部の第２位置側へ
の移動に応じて配線にかかる張力が増大することが防止される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】パチンコ遊技機を示す正面図である。
【図２】パチンコ遊技機を示す背面図である。
【図３】主基板における回路構成の一例を示すブロック図である。
【図４】パチンコ遊技機を開放した状態を示す斜視図である。
【図５】遊技盤ユニットを示す分解斜視図である。
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【図６】（ａ）は第１演出装置の駆動機構の要部を斜め前からみた状態を示す斜視図、（
ｂ）は斜め後から見た状態を示す斜視図である。
【図７】第１演出装置の駆動機構の要部を斜め前からみた状態を示す分解斜視図である。
【図８】第１演出装置の駆動機構の要部を斜め後ろからみた状態を示す分解斜視図である
。
【図９】（ａ）は閉止状態を示す正面図、（ｂ）は開放状態を示す正面図である。
【図１０】駆動モータをベース板に組み付ける状態を示す斜視図である。
【図１１】（ａ）はガイドギヤとラックギヤとの位置関係を示す概略図、（ｂ）は斜め後
ろから見た状態を示す斜視図である。
【図１２】（ａ）（ｂ）は駆動モータをベース板に取り付ける状態を示す図９のＡ－Ａ断
面図である。
【図１３】同じく（ａ）（ｂ）は駆動モータをベース板に取り付ける状態を示す図９のＡ
－Ａ断面図である。
【図１４】（ａ）は変形例としての駆動機構を示す正面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面
図である。
【図１５】第２演出装置を斜め前からみた状態を示す斜視図である。
【図１６】同じく第２演出装置を斜め前からみた状態を示す斜視図である。
【図１７】第２演出装置の内部構造を示す斜視図である。
【図１８】第２演出装置を斜め後ろからみた状態を示す斜視図である。
【図１９】第２演出装置の内部構造を示す斜め前分解斜視図である。
【図２０】同じく第２演出装置の内部構造を示す斜め後分解斜視図である。
【図２１】（ａ）～（ｃ）は配線処理装置、（ｄ）は第１，２リンクの変形例を示す概略
図である。
【図２２】（ａ）は役物が突出位置にあるときの昇降ユニット、（ｂ）は配線処理装置を
示す概略図である。
【図２３】（ａ）は役物が中間位置にあるときの昇降ユニット、（ｂ）は配線処理装置を
示す概略図である。
【図２４】（ａ）は役物が収納位置にあるときの昇降ユニット、（ｂ）は配線処理装置を
示す概略図である。
【図２５】（ａ）は変形例としての配線処理装置の伸長状態を示す概略正面図、（ｂ）は
屈曲状態を示す概略正面図である。
【図２６】第３演出装置を右斜め前から見た状態を示す斜視図である。
【図２７】第３演出装置を右斜め後ろから見た状態を示す斜視図である。
【図２８】第３演出装置を左斜め前から見た状態を示す斜視図である。
【図２９】第３演出装置の内部構造を示す分解斜視図である。
【図３０】役物の駆動機構を説明するための概略図である。
【図３１】（ａ）は役物が下限位置にあるときの配線処理状況、（ｂ）は上限位置にある
ときの配線処理状況を示す概略図である。
【図３２】（ａ）は下降位置にある第４演出装置を示す正面図、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ
断面図、（ｃ）は第１駆動機構を示す概略図、（ｄ）は（ａ）のＤ－Ｄ断面図である。
【図３３】（ａ）は上昇位置にある第４演出装置を示す正面図、（ｂ）は（ａ）のＥ－Ｅ
断面図、（ｃ）は第１駆動機構を示す概略図、（ｄ）は（ａ）のＦ－Ｆ断面図である。
【図３４】（ａ）は第５演出装置が上昇位置にある状態を示す概略図、（ｂ）は中間位置
、（ｃ）は下降位置にある状態を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施例を図面に基づいて以下に説明する。
【実施例】
【００１７】
　まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機１の全体の構成について説明する。図１はパ
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チンコ遊技機１を正面からみた正面図である。図２は、パチンコ遊技機を示す背面図であ
る。図３は、主基板における回路構成の一例を示すブロック図である。図４は、パチンコ
遊技機を開放した状態を示す斜視図である。
【００１８】
　パチンコ遊技機１は、図１、図２及び図４に示すように、縦長の方形枠状に形成された
外枠１００と、外枠１００に開閉可能に取り付けられた前面枠１０１と、で主に構成され
ている。前面枠１０１の前面には、ガラス扉枠１０２及び下扉枠１０３がそれぞれ左側辺
を中心に開閉可能に設けられている。
【００１９】
　下扉枠１０３の下部表面には打球供給皿（上皿）３がある。打球供給皿３の下部には、
打球供給皿３に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿４（下皿）や、打球を発射す
る打球操作ハンドル（操作ノブ）５が設けられている。また、ガラス扉枠１０２の背面に
は、遊技盤６が前面枠１０１に対して着脱可能に取り付けられている。
【００２０】
　遊技盤６は、図４に示すように、遊技領域７が前面に形成された合成樹脂製の盤面板２
００と、所定の厚み幅寸法を有し、盤面板２００を取り付ける取付面が前面に設けられた
スペーサ部材２５０と、から構成され、該遊技盤６の背面側には、後述する導光板ユニッ
ト７００や、演出表示装置９及び演出制御基板８０等を含む変動表示制御ユニット４９等
の遊技に関連する遊技用部品が組み付けられる遊技用部品ユニット３００が一体的に組み
付けられている（図５参照）。
【００２１】
　遊技盤６と遊技用部品ユニット３００とが一体的に組み付けられた遊技盤ユニット４０
０（図５参照）を前面枠１０１の前面に取り付けるには、遊技盤６の左端部を図中太矢印
に示すように、前面枠１０１に形成された縦長長方形状の開口部１１５の左上下位置に設
けられた係止凹部１１６ａ，１１６ｂに、遊技盤６の左端部を差し込んだ状態で、右端部
を盤押え金具１１７ａ，１１７ｂで係止することにより取り付けられるようになっている
。係止凹部１１６ａ，１１６ｂには盤押えバネ１１８ａ，１１８ｂが設けられており、係
止凹部１１６ａ，１１６ｂに係止された遊技盤６の前後のガタツキが防止されている。盤
面板２００が取り付けられた状態において、該遊技盤６の背面に設けられた遊技用部品ユ
ニット３００が開口部１１５を介して前面枠１０１の背面側に臨むようになっている。
【００２２】
　図１に戻って、遊技領域７の中央付近には、それぞれが演出用の飾り図柄（演出図柄）
を可変表示する複数の可変表示部を含む演出表示装置（飾り図柄表示装置）９が設けられ
ている。演出表示装置９には、例えば「左」、「中」、「右」の３つの可変表示部（図柄
表示エリア）がある。演出表示装置９は、第１特別図柄表示器８ａまたは第２特別図柄表
示器８ｂによる特別図柄の可変表示期間中に、装飾用（演出用）の図柄としての演出図柄
の可変表示を行う。演出図柄の可変表示を行う演出表示装置９は、演出制御基板８０に搭
載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。
【００２３】
　遊技盤６における右側下部位置には、第１識別情報としての第１特別図柄を可変表示す
る第１特別図柄表示器（第１可変表示手段）８ａが設けられている。この実施例では、第
１特別図柄表示器８ａは、０～９の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば７
セグメントＬＥＤ）で実現されている。すなわち、第１特別図柄表示器８ａは、０～９の
数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。また、第１特別図柄表示器
８ａの上方位置には、第２識別情報としての第２特別図柄を可変表示する第２特別図柄表
示器（第２可変表示手段）８ｂが設けられている。第２特別図柄表示器８ｂは、０～９の
数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば７セグメントＬＥＤ）で実現されてい
る。すなわち、第２特別図柄表示器８ｂは、０～９の数字（または、記号）を可変表示す
るように構成されている。
【００２４】
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　この実施例では、第１特別図柄の種類と第２特別図柄の種類とは同じ（例えば、ともに
０～９の数字）であるが、種類が異なっていてもよい。また、第１特別図柄表示器８ａお
よび第２特別図柄表示器８ｂは、それぞれ、例えば２つの７セグメントＬＥＤ等を用いて
００～９９の数字（または、２桁の記号）を可変表示するように構成されていてもよい。
【００２５】
　以下、第１特別図柄と第２特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第１特別図柄
表示器８ａと第２特別図柄表示器８ｂとを特別図柄表示器と総称することがある。
【００２６】
　第１特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第１始動条件が成立（例えば、
遊技球が第１始動入賞口１３ａに入賞したこと）した後、可変表示の開始条件（例えば、
保留記憶数が０でない場合であって、第１特別図柄の可変表示が実行されていない状態で
あり、かつ、大当り遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて開始され
、可変表示時間（変動時間）が経過すると表示結果（停止図柄）を導出表示する。また、
第２特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第２始動条件が成立（例えば、遊
技球が第２始動入賞口１３ｂに入賞したこと）した後、可変表示の開始条件（例えば、保
留記憶数が０でない場合であって、第２特別図柄の可変表示が実行されていない状態であ
り、かつ、大当り遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて開始され、
可変表示時間（変動時間）が経過すると表示結果（停止図柄）を導出表示する。なお、入
賞とは、入賞口などのあらかじめ入賞領域として定められている領域に遊技球が入ったこ
とである。また、表示結果を導出表示するとは、図柄（識別情報の例）を最終的に停止表
示させることである。
【００２７】
　演出表示装置９は、第１特別図柄表示器８ａでの第１特別図柄の可変表示時間中、およ
び第２特別図柄表示器８ｂでの第２特別図柄の可変表示時間中に、装飾用（演出用）の図
柄としての演出図柄（飾り図柄ともいう）の可変表示を行う。第１特別図柄表示器８ａに
おける第１特別図柄の可変表示と、演出表示装置９における演出図柄の可変表示とは同期
している。また、第２特別図柄表示器８ｂにおける第２特別図柄の可変表示と、演出表示
装置９における演出図柄の可変表示とは同期している。同期とは、可変表示の開始時点お
よび終了時点がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であって、可変表示の期間がほぼ同じ（
全く同じでもよい。）であることをいう。また、第１特別図柄表示器８ａにおいて大当り
図柄が停止表示されるときと、第２特別図柄表示器８ｂにおいて大当り図柄が停止表示さ
れるときには、演出表示装置９において大当りを想起させるような演出図柄の組み合せが
停止表示される。
【００２８】
　演出表示装置９の下方には、第１始動入賞口１３ａを有する入賞装置が設けられている
。第１始動入賞口１３ａに入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、第１始動口スイ
ッチ１４ａ（例えば、近接スイッチ）及び第１入賞確認スイッチ１４ｂ（例えば、フォト
センサ）によって検出される。
【００２９】
　また、第１始動入賞口（第１始動口）１３ａを有する入賞装置の下側には、遊技球が入
賞可能な第２始動入賞口１３ｂを有する可変入賞球装置１５が設けられている。第２始動
入賞口（第２始動口）１３ｂに入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、第２始動口
スイッチ１５ａ及び入賞確認スイッチ１５ｂによって検出される。可変入賞球装置１５は
、ソレノイド１６によって開状態とされる。可変入賞球装置１５が開状態になることによ
って、遊技球が第２始動入賞口１３ｂに入賞可能になり（始動入賞し易くなり）、遊技者
にとって有利な状態になる。可変入賞球装置１５が開状態になっている状態では、第１始
動入賞口１３ａよりも、第２始動入賞口１３ｂに遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞
球装置１５が閉状態になっている状態では、遊技球は第２始動入賞口１３ｂに入賞しない
。なお、可変入賞球装置１５が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの
、入賞することは可能である（すなわち、遊技球が入賞しにくい）ように構成されていて
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もよい。
【００３０】
　また、第１始動口スイッチ１４ａと第１入賞確認スイッチ１４ｂの検出結果及び第２始
動口スイッチ１５ａと第２入賞確認スイッチ１５ｂの検出結果にもとづいて異常入賞の発
生の有無が判定され、異常入賞の発生を検出したことにもとづいてセキュリティ信号が外
部出力される。
【００３１】
　以下、第１始動入賞口１３ａと第２始動入賞口１３ｂとを総称して始動入賞口または始
動口ということがある。
【００３２】
　可変入賞球装置１５が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置１５に向かう
遊技球は第２始動入賞口１３ｂに極めて入賞しやすい。そして、第１始動入賞口１３ａは
演出表示装置９の直下に設けられているが、演出表示装置９の下端と第１始動入賞口１３
ａとの間の間隔をさらに狭めたり、第１始動入賞口１３ａの周辺で釘を密に配置したり、
第１始動入賞口１３ａの周辺での釘配列を、遊技球を第１始動入賞口１３ａに導きづらく
して、第２始動入賞口１３ｂの入賞率の方を第１始動入賞口１３ａの入賞率よりもより高
くするようにしてもよい。
【００３３】
　第２特別図柄表示器８ｂの上部には、第１始動入賞口１３ａに入った有効入賞球数すな
わち第１保留記憶数（保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶ともいう。）を表示する
第１特別図柄保留記憶表示部と、該第１特別図柄保留記憶表示部とは別個に設けられ、第
２始動入賞口１３ｂに入った有効入賞球数すなわち第２保留記憶数を表示する第２特別図
柄保留記憶表示部と、が設けられた例えば７セグメントＬＥＤからなる特別図柄保留記憶
表示器１８が設けられている。第１特別図柄保留記憶表示部は、第１保留記憶数を入賞順
に４個まで表示し、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を１増やす。そして、
第１特別図柄表示器８ａでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を１減らす
。また、第２特別図柄保留記憶表示部は、第２保留記憶数を入賞順に４個まで表示し、有
効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を１増やす。そして、第２特別図柄表示器８
ｂでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を１減らす。なお、この例では、
第１始動入賞口１３ａへの入賞による始動記憶数及び第２始動入賞口１３ｂへの入賞によ
る始動記憶数に上限数（４個まで）が設けられているが、上限数を４個以上にしてもよい
。
【００３４】
　また、演出表示装置９の表示画面には、第１保留記憶数を表示する第１保留記憶表示部
（図示略）と、第２保留記憶数を表示する第２保留記憶表示部（図示略）とが設けられて
いる。なお、第１保留記憶数と第２保留記憶数との合計である合計数（合算保留記憶数）
を表示する領域（合算保留記憶表示部）が設けられるようにしてもよい。そのように、合
計数を表示する合算保留記憶表示部が設けられているようにすれば、可変表示の開始条件
が成立していない実行条件の成立数の合計を把握しやすくすることができる。
【００３５】
　なお、この実施例では、図１に示すように、第２始動入賞口１３ｂに対してのみ開閉動
作を行う可変入賞球装置１５が設けられているが、第１始動入賞口１３ａおよび第２始動
入賞口１３ｂのいずれについても開閉動作を行う可変入賞球装置が設けられている構成で
あってもよい。
【００３６】
　また、図１に示すように、可変入賞球装置１５の下方には、特別可変入賞球装置２０が
設けられている。特別可変入賞球装置２０は大入賞口扉を備え、第１特別図柄表示器８ａ
に特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたとき、および第２特別図柄表示器８ｂに
特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたときに生起する特定遊技状態（大当り遊技
状態）においてソレノイド２１によって大入賞口扉が開放状態に制御されることによって
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、入賞領域となる大入賞口が開放状態になる。大入賞口に入賞した遊技球はカウントスイ
ッチ２３で検出される。
【００３７】
　カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば１
５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置２０において
開放状態となった大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第１始動入賞口
１３ａや第２始動入賞口１３ｂといった、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときよ
りも多くの賞球が払い出される。したがって、特別可変入賞球装置２０において大入賞口
が開放状態となれば、遊技者にとって有利な第１状態となる。その一方で、特別可変入賞
球装置２０において大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に遊技球を通過（進入）させ
て賞球を得ることができないため、遊技者にとって不利な第２状態となる。
【００３８】
　第１特別図柄表示器８ａの右側には、普通図柄表示器１０が設けられている。普通図柄
表示器１０は、例えば２つのランプからなる。遊技球がゲート３２を通過しゲートスイッ
チ３２ａで検出されると、普通図柄表示器１０の表示の可変表示が開始される。この実施
例では、上下のランプ（点灯時に図柄が視認可能になる）が交互に点灯することによって
可変表示が行われ、例えば、可変表示の終了時に下側のランプが点灯すれば当りとなる。
そして、普通図柄表示器１０の下側のランプが点灯して当りである場合に、可変入賞球装
置１５が所定回数、所定時間だけ開状態になる。すなわち、可変入賞球装置１５の状態は
、下側のランプが点灯して当りである場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態
（第２始動入賞口１３ｂに遊技球が入賞可能な状態）に変化する。特別図柄保留記憶表示
器１８の上部には、ゲート３２を通過した入賞球数を表示する４つの表示部（例えば、７
セグメントＬＥＤのうち４つのセグメント）を有する普通図柄保留記憶表示器４１が設け
られている。ゲート３２への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ３２ａに
よって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器４１は点灯する表示部を１増や
す。そして、普通図柄表示器１０の可変表示が開始される毎に、点灯する表示部を１減ら
す。
【００３９】
　なお、７セグメントＬＥＤからなる普通図柄保留記憶表示器４１には、ゲート３２を通
過した入賞球数を表示する４つの表示部（セグメント）とともに、例えば大当り時におけ
る特別可変入賞球装置２０の開放回数（大当りラウンド数）を示す２つの表示部（セグメ
ント）、及び遊技状態を示す２つの表示部（セグメント）が設けられているが、これら表
示部を普通図柄保留記憶表示部とは別個の表示器にて構成してもよい。また、普通図柄表
示器１０は、普通図柄と呼ばれる複数種類の識別情報（例えば、「○」および「×」）を
可変表示可能なセグメントＬＥＤ等にて構成してもよい。
【００４０】
　特別可変入賞球装置２０の周辺には普通入賞装置の入賞口２９ａ～２９ｄが設けられ、
入賞口２９ａ，２９ｃに入賞した遊技球は入賞口スイッチ３０ａによって検出され、入賞
口２９ｂ，２９ｄに入賞した遊技球は入賞口スイッチ３０ｂによって検出される。各入賞
口２９ａ～２９ｄは、遊技球を受け入れて入賞を許容する領域として遊技盤６に設けられ
る入賞領域を構成している。なお、第１始動入賞口１３ａ、第２始動入賞口１３ｂや大入
賞口も、遊技球を受け入れて入賞を許容する入賞領域を構成する。
【００４１】
　第１始動入賞口１３ａ内には、始動入賞口内に入賞した遊技球を検出可能な２つのスイ
ッチ（第１始動口スイッチ１４ａと第１入賞確認スイッチ１４ｂ）が設けられている。こ
の実施例では、第１始動入賞口１３ａ内で、第１始動口スイッチ１４ａと第１入賞確認ス
イッチ１４ｂとが上下に配置されている（本例では、第１始動口スイッチ１４ａが上側に
配置され、第１入賞確認スイッチ１４ｂが下側に配置されている）。従って、この実施例
では、第１始動入賞口１３ａ内に入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、まず第１
始動口スイッチ１４ａで検出され、次いで第１入賞確認スイッチ１４ｂで検出される。
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【００４２】
　また、第２始動入賞口１３ｂ内には、始動入賞口内に入賞した遊技球を検出可能な２つ
のスイッチ（第２始動口スイッチ１５ａと第２入賞確認スイッチ１５ｂ）が設けられてい
る。この実施例では、第２始動入賞口１３ｂ内で、第２始動口スイッチ１５ａと第２入賞
確認スイッチ１５ｂとが上下に配置されている（本例では、第２始動口スイッチ１５ａが
上側に配置され、第２入賞確認スイッチ１５ｂが下側に配置されている）。従って、この
実施例では、第２始動入賞口１３ｂ内に入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、ま
ず第２始動口スイッチ１５ａで検出され、次いで第２入賞確認スイッチ１５ｂで検出され
る。
【００４３】
　また、大入賞口内には、大入賞口内に入賞した遊技球を検出可能な２つのスイッチ（カ
ウントスイッチ２３と第３入賞確認スイッチ２３ａ）が設けられている。この実施例では
、大入賞口内で、カウントスイッチ２３と第３入賞確認スイッチ２３ａとが配置されてい
る（本例では、カウントスイッチ２３が上側に配置され、第３入賞確認スイッチ２３ａが
下側に配置されている）。従って、この実施例では、大入賞口内に入賞した遊技球は、遊
技盤６の背面に導かれ、まずカウントスイッチ２３で検出され、次いで第３入賞確認スイ
ッチ２３ａで検出される。
【００４４】
　また、第１始動口スイッチ１４ａと第１入賞確認スイッチ１４ｂ、第２始動口スイッチ
１５ａと第２入賞確認スイッチ１５ｂ、カウントスイッチ２３と第３入賞確認スイッチ２
３ａとして、それぞれ異なる検出方式のスイッチが用いられる。この実施例では、第１始
動口スイッチ１４ａ、第２始動口スイッチ１５ａおよびカウントスイッチ２３として近接
スイッチを用い、第１入賞確認スイッチ１４ｂ、第２入賞確認スイッチ１５ｂ、第３入賞
確認スイッチ２３ａとしてフォトセンサを用いている。
【００４５】
　また、第１始動口スイッチ１４ａによって遊技球が検出されたことにもとづいて、第１
特別図柄の変動表示が開始され、賞球払出が実行される。また、第２始動口スイッチ１５
ａによって遊技球が検出されたことにもとづいて、第２特別図柄の変動表示が開始され、
賞球払出が実行される。また、カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに
もとづいて、賞球払出が実行される。また、第１始動口スイッチ１４ａによる検出結果に
加えて第１入賞確認スイッチ１４ｂの検出結果にもとづいて異常入賞の発生の有無が判定
され、異常入賞の発生を検出したことにもとづいてセキュリティ信号が外部出力される。
また、第２始動口スイッチ１５ａによる検出結果に加えて第２入賞確認スイッチ１５ｂの
検出結果にもとづいて異常入賞の発生の有無が判定され、異常入賞の発生を検出したこと
にもとづいてセキュリティ信号が外部出力される。また、カウントスイッチ２３による検
出結果に加えて第３入賞確認スイッチ２３ａの検出結果にもとづいて異常入賞の発生の有
無が判定され、異常入賞の発生を検出したことにもとづいてセキュリティ信号が外部出力
される。従って、第１入賞確認スイッチ１４ｂ、第２入賞確認スイッチ１５ｂ、第３入賞
確認スイッチ２３ａは、異常入賞の判定のみに用いられる。
【００４６】
　このように、第１始動口スイッチ１４ａ、第２始動口スイッチ１５ａ、カウントスイッ
チ２３は近接スイッチを用いて構成し、第１～第３入賞確認スイッチ１４ｂ，１５ｂ，２
３ａはフォトセンサを用いているが、第１始動口スイッチ１４ａと第１入賞確認スイッチ
１４ｂ、第２始動口スイッチ１５ａと第２入賞確認スイッチ１５ｂ、カウントスイッチ２
３と第３入賞確認スイッチ２３ａの検出方式はこの実施例で示したものにかぎらず、例え
ば、第１，２始動口スイッチ１４ａ，１５ａ及びカウントスイッチ２３と、第１～３入賞
確認スイッチ１４ｂ，１５ｂ，２３ａとで異なる検出方式であれば、逆に第１，２始動口
スイッチ１４ａ，１５ａ及びカウントスイッチ２３としてフォトセンサを用い、第１～３
入賞確認スイッチ１４ｂ，１５ｂ，２３ａとして近接スイッチを用いてもよい。この場合
、フォトセンサである第１，２始動口スイッチ１４ａ，１５ａ及びカウントスイッチ２３
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の検出結果にもとづいて特別図柄の変動表示や賞球払出処理が実行され、近接スイッチで
ある第１～３入賞確認スイッチ１４ｂ，１５ｂ，２３ａの検出結果は、第１始動入賞口１
３ａ、第２始動入賞口１３ｂ、大入賞口の異常入賞の判定のみに用いられることになる。
また、例えば、電磁式のスイッチである近接スイッチや光学式のフォトセンサに代えて、
第１，２始動口スイッチ１４ａ，１５ａ及びカウントスイッチ２３または第１～３入賞確
認スイッチ１４ｂ，１５ｂ，２３ａとして、機械式のスイッチ（マイクロスイッチなど）
を用いてもよい。
【００４７】
　また、この実施例では、特別図柄の変動表示や賞球払出処理の実行の契機となる第１，
２始動口スイッチ１４ａ，１５ａカウントスイッチ２３は、異常入賞の判定に用いられる
第１～３入賞確認スイッチ１４ｂ，１５ｂ，２３ａよりも上流側に設けられていたが、異
常入賞の判定に用いられるスイッチの下流側に設けてもよい。
【００４８】
　そして遊技制御用マイクロコンピュータ１５６は、第１始動口スイッチ１４ａ（近接ス
イッチ）から入力した検出信号と第１入賞確認スイッチ１４ｂ（フォトセンサ）から入力
した検出信号とにもとづいて、第１始動口スイッチ１４ａにて検出された遊技球数と第１
入賞確認スイッチ１４ｂにて検出された遊技球数との差が所定の閾値を超えた（本例では
、１５以上となった）と判定すると、所定のエラーとして、第１始動入賞口１３ａへの異
常入賞が発生したと判定する。また、第２始動口スイッチ１５ａ（近接スイッチ）から入
力した検出信号と第２入賞確認スイッチ１５ｂ（フォトセンサ）から入力した検出信号と
にもとづいて、第２始動口スイッチ１５ａにて検出された遊技球数と第２入賞確認スイッ
チ１５ｂにて検出された遊技球数との差が所定の閾値を超えた（本例では、１５以上とな
った）と判定すると、所定のエラーとして、第２始動入賞口１３ｂへの異常入賞が発生し
たと判定する。また、カウントスイッチ２３（近接スイッチ）から入力した検出信号と第
３入賞確認スイッチ２３ａ（フォトセンサ）から入力した検出信号とにもとづいて、カウ
ントスイッチ２３にて検出された遊技球数と第３入賞確認スイッチ２３ａにて検出された
遊技球数との差が所定の閾値を超えた（本例では、５以上となった）と判定すると、所定
のエラーとして、大入賞口への異常入賞が発生したと判定する。
【００４９】
　このように、第１始動口スイッチ１４ａと第１入賞確認スイッチ１４ｂ、第２始動口ス
イッチ１５ａと第２入賞確認スイッチ１５ｂ、カウントスイッチ２３と第３入賞確認スイ
ッチ２３ａと、を互いに異なる検出方式のセンサ（本例では、近接スイッチとフォトセン
サ）により構成していることで、例えば電磁波などを用いて第１始動入賞口１３ａ、第２
始動入賞口１３ｂ、大入賞口への入賞数が実際の入賞数よりも多くなるように認識させる
ような不正行為が行われた場合に、近接スイッチにて検出された遊技球数とフォトスイッ
チにて検出された遊技球数とに差が生じ、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６はこの
差球数が所定の閾値を超えた場合に異常入賞が発生したと判定するため、確実な不正行為
対策を講ずることができる。
【００５０】
　遊技領域７の左側には、遊技中に点滅表示される装飾ＬＥＤ２５ａを有する装飾部材２
５が設けられ、下部には、入賞しなかった遊技球を吸収するアウト口２６がある。また、
遊技領域７の外側の左右上下部には、効果音を発する４つのスピーカ２７が設けられてい
る。遊技領域７の外周には、天枠ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ランプ２８
ｃが設けられている。天枠ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ランプ２８ｃおよ
び装飾ＬＥＤ２５ａは、遊技機に設けられている装飾発光体の一例である。
【００５１】
　また、演出表示装置９の周囲には、表示画面の周囲を装飾するセンター枠飾り１１が設
けられており、このセンター枠飾り１１の上部には、後述する導光板７０１の端面に光を
出射するセンター枠飾りＬＥＤ６２ａ～６２ｄ（図３参照）が設けられている。
【００５２】
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　図１および図２では、図示を省略しているが、左枠ランプ２８ｂの近傍に、賞球払出中
に点灯する賞球ランプが設けられ、天枠ランプ２８ａの近傍に、補給球が切れたときに点
灯する球切れランプが設けられている。なお、賞球ランプおよび球切れランプは、賞球の
払出中である場合や球切れが検出された場合に、演出制御基板に搭載された演出制御用マ
イクロコンピュータによって点灯制御される。さらに、特に図示はしないが、プリペイド
カードが挿入されることによって球貸しを可能にするプリペイドカードユニット（以下、
「カードユニット」という。）５０が、パチンコ遊技機１に隣接して設置されている。
【００５３】
　遊技者の操作により、後述する打球発射装置から発射された遊技球は、発射球案内通路
（図示略）を通って遊技領域７に入り、その後、遊技領域７を下りてくる。遊技球が第１
始動入賞口１３ａに入り第１始動口スイッチ１４ａで検出されると、第１特別図柄の可変
表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第１の開始条件
が成立したこと）、第１特別図柄表示器８ａにおいて第１特別図柄の可変表示（変動）が
開始されるとともに、演出表示装置９において演出図柄（飾り図柄）の可変表示が開始さ
れる。すなわち、第１特別図柄および演出図柄の可変表示は、第１始動入賞口１３ａへの
入賞に対応する。第１特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第１保留記憶数
が上限値に達していないことを条件として、第１保留記憶数を１増やす。
【００５４】
　遊技球が第２始動入賞口１３ｂに入り第２始動口スイッチ１５ａで検出されると、第２
特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、
第２の開始条件が成立したこと）、第２特別図柄表示器８ｂにおいて第２特別図柄の可変
表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置９において演出図柄（飾り図柄）の可
変表示が開始される。すなわち、第２特別図柄および演出図柄の可変表示は、第２始動入
賞口１３ｂへの入賞に対応する。第２特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、
第２保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第２保留記憶数を１増やす。
【００５５】
　第１特別図柄表示器８ａにおける第１特別図柄の可変表示及び第２特別図柄表示器８ｂ
における第２特別図柄の可変表示は、一定時間が経過したときに停止する。停止時の特別
図柄（停止図柄）が大当り図柄（特定表示結果）であると「大当り」となり、停止時の特
別図柄（停止図柄）が大当り図柄とは異なる所定の小当り図柄（所定表示結果）であると
「小当り」となり、停止時の特別図柄（停止図柄）が大当り図柄及び小当り図柄とは異な
る特別図柄が停止表示されれば「ハズレ」となる。
【００５６】
　特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウ
ンド（「ラウンド遊技」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技
状態に制御される。また、特図ゲームでの可変表示結果が「小当り」になった後には、大
当り遊技状態とは異なる小当り遊技状態に制御される。
【００５７】
　この実施例では、特図ゲームにおける確定特別図柄が「非確変」または「確変Ａ」に対
応する大当り図柄が停止表示された場合には、多ラウンド特定遊技状態としての第１大当
り状態（１５ラウンド大当り状態）に移行する。大当り遊技状態（通常１５ラウンド大当
り状態）では、特別可変入賞球装置２０の大入賞口扉が、第１期間となる所定期間（例え
ば２９．５秒間）あるいは所定個数（例えば８個）の入賞球が発生するまでの期間にて大
入賞口を開放状態とすることにより、特別可変入賞球装置２０を遊技者にとって有利な第
１状態（開放状態）に変化させるラウンドが実行される。こうしてラウンドの実行中に大
入賞口を開放状態とした大入賞口扉は、遊技盤６の表面を落下する遊技球を受け止め、そ
の後に大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装置２０を遊技者にとって
不利な第２状態（閉鎖状態）に変化させて、１回のラウンドを終了させる。１５ラウンド
大当り状態では、大入賞口の開放サイクルであるラウンドの実行回数が、第１ラウンド数
（例えば「１５」）となる。ラウンドの実行回数が「１５」となる１５ラウンド大当り状
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態における遊技は、１５回開放遊技とも称される。このような１５ラウンド大当り状態で
は、大入賞口に遊技球が入賞するたびに１５個の出玉（賞球）が得られる。なお、１５ラ
ウンド大当り状態は、第１特定遊技状態ともいう。
【００５８】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として「確変Ｂ」に対応する大当り図柄が停止表示さ
れた場合には、多ラウンド特定遊技状態としての第２大当り状態（高速１５ラウンド大当
り状態）に移行する。第２大当り状態では、特別可変入賞球装置２０の大入賞口扉が、第
１大当り状態における第１期間よりも短い第２期間（例えば０．５秒間）あるいは所定個
数（例えば３個）の入賞球が発生するまでの期間にて大入賞口を開放状態とすることによ
り、特別可変入賞球装置２０を遊技者にとって有利な第１状態（開放状態）に変化させる
ラウンドが実行される。こうしてラウンドの実行中に大入賞口を開放状態とした大入賞口
扉は、遊技盤６の表面を落下する遊技球を受け止め、その後に大入賞口を閉鎖状態とする
ことにより、特別可変入賞球装置２０を遊技者にとって不利な第２状態（閉鎖状態）に変
化させて、１回のラウンドを終了させる。第２大当り状態では、大入賞口の開放サイクル
であるラウンドの実行回数が、第２ラウンド数（例えば「１５」）となる。
【００５９】
　このような第２大当り状態では、大入賞口に遊技球が入賞すれば１５個の出玉（賞球）
が得られるが、大入賞口の開放期間が第２期間（０．５秒間）であって、非常に短い。そ
のため、第２大当り状態は実質的には出玉（賞球）が得られない大当り遊技状態である。
なお、第２大当り状態は第２特定遊技状態ともいう。また、第２大当り状態は、第１大当
り状態に比べてラウンドの実行回数が少ないものであってもよい。すなわち、第２大当り
状態は、各ラウンドで大入賞口を開放状態に変化させる期間が第１大当り状態における第
１期間よりも短い第２期間となることと、ラウンドの実行回数が第１大当り状態における
第１ラウンド数よりも少ない第２ラウンド数となることのうち、少なくともいずれか一方
となるものであってもよい。
【００６０】
　また、「非確変」に対応する大当り図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止
表示されたことに基づき第１大当り状態が終了した後には、特別遊技状態の１つとして、
通常状態に比べて特図ゲームにおける特別図柄の可変表示時間（特図変動時間）が短縮さ
れる時間短縮制御（時短制御）が行われる時短状態に制御される。ここで、通常状態とは
、大当り遊技状態等の特定遊技状態や確変状態及び時短状態とは異なる遊技状態としての
通常遊技状態であり、パチンコ遊技機１の初期設定状態（例えばシステムリセットが行わ
れた場合のように、電源投入後に初期化処理を実行した状態）と同一の制御が行われる。
時短状態は、所定回数（例えば１００回）の特図ゲームが実行されることと、可変表示結
果が「大当り」となることのうち、いずれかの条件が先に成立したときに、終了すればよ
い。このように「非確変」に対応する大当り図柄特別図柄のように、特図ゲームにおける
確定特別図柄として停止表示されたことに基づく第１大当り状態が終了した後に時短状態
に制御される大当り図柄は、非確変大当り図柄（「通常大当り図柄」ともいう）と称され
る。また、大当り図柄のうち非確変大当り図柄が停止表示されて可変表示結果が「大当り
」となることは、「非確変大当り」（「通常大当り」ともいう）と称される。
【００６１】
　「確変Ａ」に対応する大当り図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示さ
れたことに基づき第１大当り状態が終了した後や、確変状態において「確変Ｂ」に対応す
る大当り図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づき第２
大当り状態が終了した後には、時短状態とは異なる特別遊技状態の１つとして、例えば通
常状態に比べて特図変動時間が短縮される時短制御とともに、継続して確率変動制御（確
変制御）が行われる確変状態（高確率状態）に制御される。この確変状態では、各特図ゲ
ームや飾り図柄の可変表示において、可変表示結果が「大当り」となって更に大当り遊技
状態に制御される確率が、通常状態や時短状態よりも高くなるように向上する。このよう
な確変状態は、特図ゲームの実行回数にかかわりなく、次に可変表示結果が「大当り」と
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なるまで継続する。
【００６２】
　こうした「確変Ａ」に対応する大当り図柄のように、特図ゲームにおける確定特別図柄
として停止表示されたことに基づく第１大当り状態が終了した後に確変状態に制御される
大当り図柄は、確変大当り図柄と称される。また、「確変Ｂ」に対応する大当り図柄のよ
うに、特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づく大当り遊技状
態が終了した後に確変状態に制御される大当り図柄は、突確大当り図柄と称される。また
、大当り図柄のうち確変大当り図柄が停止表示されて可変表示結果が「大当り」となるこ
とは、「確変大当り」と称される。突確大当り図柄が停止表示されて可変表示結果が「大
当り」となることは、「突確大当り」（「突確大当り」ともいう）と称される。なお、こ
れら大当り図柄は任意であり、例えば、遊技者に大当り図柄であることや、大当り種別を
認識されないようにするために、大当り図柄を数字とせずに予め定められた記号等にして
もよい。
【００６３】
　「小当り」に対応する特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示され
た後には、小当り遊技状態に制御される。この小当り遊技状態では、第２大当り状態と同
様に特別可変入賞球装置２０において大入賞口を遊技者にとって有利な第１状態（開放状
態）に変化させる可変入賞動作が行われる。すなわち、小当り遊技状態では、例えば特別
可変入賞球装置２０を第２期間にわたり第１状態（開放状態）とする動作が、第２回数｛
第２ラウンド数に等しい実行回数（本例では、１５回）｝に達するまで繰り返し実行され
る。なお、小当り遊技状態では、第２大当り状態と同様に、特別可変入賞球装置２０を第
１状態とする期間が第２期間となることと、第１状態とする動作の実行回数が第２回数と
なることのうち、少なくともいずれか一方が行われるように制御されればよい。小当り遊
技状態が終了した後には、遊技状態の変更が行われず、可変表示結果が「小当り」となる
以前の遊技状態に継続して制御されることになる。ただし、可変表示結果が「小当り」と
なる特図ゲームが実行されたときに、特別遊技状態における特図ゲームの実行回数が所定
回数に達していれば、小当り遊技状態の終了後には、特別遊技状態が終了して通常状態と
なることがある。可変入賞動作により特別可変入賞球装置２０を第１状態とする回数が「
１５」である小当り遊技状態における遊技は、第２大当り状態における遊技と同様に、１
５回開放遊技とも称される。なお、第２大当り状態における各ラウンドで特別可変入賞球
装置２０とは別個に設けられた入賞球装置を第１状態に変化させる場合には、小当り遊技
状態でも、第２大当り状態と同様の態様で、その入賞球装置を第１状態に変化させるよう
にすればよい。
【００６４】
　確変状態や時短状態では、普通図柄表示器１０による普図ゲームにおける普通図柄の変
動時間（普図変動時間）を通常状態のときよりも短くする制御や、各回の普図ゲームで普
通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる確率を通常状態のときよりも向上させる制御
、可変表示結果が「普図当り」となったことに基づく可変入賞球装置１５における可動翼
片の傾動制御を行う傾動制御時間を通常状態のときよりも長くする制御、その傾動回数を
通常状態のときよりも増加させる制御といった、遊技球が第２始動入賞口１３ｂを通過（
進入）しやすくして第２始動条件が成立する可能性を高めることで遊技者にとって有利と
なる制御が行われる。なお、確変状態や時短状態では、これらの制御のいずれか１つが行
われるようにしてもよいし、複数の制御が組み合せられて行われるようにしてもよい。こ
のように、確変状態や時短状態において第２始動入賞口１３ｂに遊技球が進入しやすくし
て遊技者にとって有利となる制御は、高開放制御ともいう。高開放制御が行われることに
より、第２始動入賞口１３ｂは、高開放制御が行われていないときよりも拡大開放状態と
なる頻度が高められる。これにより、第２特別図柄表示器８ｂにおける第２特図を用いた
特図ゲームを実行するための第２始動条件が成立しやすくなり、特図ゲームが頻繁に実行
可能となることで、次に可変表示結果が「大当り」となるまでの時間が短縮される。した
がって、確変状態や時短状態では、通常状態に比べて大当り遊技状態となりやすくなる。
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高開放制御が実行可能となる期間は、高開放制御期間ともいい、この期間は、パチンコ遊
技機１における遊技状態が確変状態と時短状態のいずれかに制御されている期間と同一で
あればよい。また、高開放制御期間であるときには、遊技状態が高ベース中であるともい
う。これに対して、高開放制御期間でないときには、遊技状態が低ベース中であるともい
う。この実施例における時短状態は、低確高ベース状態とも称される遊技状態であり、通
常状態は、低確低ベース状態とも称される遊技状態であり、高開放制御期間ではない確変
状態である潜伏確変状態は高確低ベース状態とも称される遊技状態である。
【００６５】
　また、この実施例では、通常状態において「確変Ｂ」に対応する「突確大当り」となっ
たことに基づく第２大当り状態の終了後には、確変制御のみが行われて時短制御や高開放
制御が行われない第２確変制御（潜伏確変状態）へ移行する。また、確変状態において「
突確大当り」となったことに基づく第２大当り状態の終了後には、確変制御とともに時短
制御や高開放制御が行われる第１確変状態へ移行する。
【００６６】
　このように確変状態のうちには、確変制御とともに時短制御や高開放制御が行われるも
のの他に、確変制御のみが行われて時短制御や高開放制御が行われないもの（潜伏確変）
が含まれていてもよい。また、例えば、特図ゲームにける可変表示結果が「確変大当り」
となったことに基づく第１大当り状態の終了後には、確変制御とともに時短制御や高開放
制御が行われる第１確変状態（高確高ベース状態ともいう）に制御され、その後、特図表
示結果が「大当り」となることなく、特図ゲームの実行回数が所定回数（例えば７０回）
に達したときには、確変制御は継続して行われるものの、時短制御や高開放制御が終了し
て行われなくなる第２確変状態（高確低ベース状態ともいう）に制御されるようにしても
よい。
【００６７】
　また、この実施例では、確変状態であるときに特図ゲームにおける可変表示結果が「突
確大当り」となったことに基づく第２大当り状態の終了後には第２確変状態（潜伏確変状
態）へと移行するようになっていたが、確変状態だけでなく、時短状態であるときに特図
ゲームにおける可変表示結果が「突確大当り」となったことに基づく第２大当り状態の終
了後にも第１確変状態へと移行するようにしてもよい。あるいは、「確変大当り」に基づ
く第１大当り状態の終了後には、再び特図表示結果が「大当り」となるまで第１確変状態
に制御される一方、「突確大当り」に基づく第２大当り状態の終了後には、第１確変状態
に移行して、特図表示結果が「大当り」となることなく特図ゲームの実行回数が所定回数
に達したときに第２確変状態へと移行するようにしてもよい。時短制御と高開放制御は、
それらの開始と終了が同時に（連動して）行われる一方で、確変制御の開始と終了は、時
短制御や高開放制御の開始や終了と必ずしも連動するものでなくてもよい。
【００６８】
　演出表示装置９に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリアでは、第１
特別図柄表示器８ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特別図柄表示器８ｂに
おける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲームが開始されることに
対応して、飾り図柄の可変表示（変動表示）が開始される。そして、飾り図柄の可変表示
が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリアにおける確定飾り図柄
の停止表示により可変表示が終了するまでの期間では、飾り図柄の可変表示状態が所定の
リーチ状態となることがある。ここで、リーチ状態とは、演出表示装置９の表示領域にて
仮停止表示された飾り図柄が大当り組み合せの一部を構成しているときに未だ仮停止表示
もされていない飾り図柄（「リーチ変動図柄」ともいう）については変動が継続している
表示状態、あるいは、全部又は一部の飾り図柄が大当り組み合せの全部又は一部を構成し
ながら同期して変動している表示状態のことである。具体的には、「左」、「中」、「右
」の飾り図柄表示エリアにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリアな
ど）では予め定められた大当り組み合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示
す飾り図柄）が仮停止表示されているときに未だ仮停止表示もしていない残りの飾り図柄
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表示エリア（例えば「中」の飾り図柄表示エリアなど）では飾り図柄が変動している表示
状態、あるいは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリアにおける全部又は一部で
飾り図柄が大当り組み合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態
である。
【００６９】
　次に、パチンコ遊技機１の背面の構造について図２を参照して説明する。図２は、遊技
機を背面から見た背面図である。図２に示すように、パチンコ遊技機１の背面側では、演
出表示装置９を制御する演出制御用マイクロコンピュータが搭載された演出制御基板８０
を含む変動表示制御ユニット４９、遊技制御用マイクロコンピュータ等が搭載された遊技
制御基板（主基板）３１、音声制御基板７０、ランプドライバ基板３５、および球払出制
御を行なう払出制御用マイクロコンピュータ等が搭載された払出制御基板３７等の各種基
板が設置されている。なお、遊技制御基板３１は基板収納ケース１５０に収納されている
。
【００７０】
　さらに、パチンコ遊技機１背面側には、ＤＣ３０Ｖ、ＤＣ２１Ｖ、ＤＣ１２ＶおよびＤ
Ｃ５Ｖ等の各種電源電圧を作成する電源回路が搭載された電源基板９０やタッチセンサ基
板（図示略）が設けられている。電源基板９０には、パチンコ遊技機１における遊技制御
基板３１および各電気部品制御基板（演出制御基板８０および払出制御基板３７）やパチ
ンコ遊技機１に設けられている各電気部品（電力が供給されることによって動作する部品
）への電力供給を実行あるいは遮断するための電力供給許可手段としての電源スイッチ、
遊技制御基板３１の遊技制御用マイクロコンピュータ１５６のＲＡＭ５５をクリアするた
めのクリアスイッチが設けられている。さらに、電源スイッチの内側（基板内部側）には
、交換可能なヒューズが設けられている。
【００７１】
　なお、この実施例では、主基板３１は遊技盤側に設けられ、払出制御基板３７は遊技枠
側に設けられている。このような構成であっても、後述するように、主基板３１と払出制
御基板３７との間の通信をシリアル通信で行うことによって、遊技盤を交換する際の配線
の取り回しを容易にしている。
【００７２】
　なお、各制御基板には、制御用マイクロコンピュータを含む制御手段が搭載されている
。制御手段は、遊技制御手段等からのコマンドとしての指令信号（制御信号）に従って遊
技機に設けられている電気部品（遊技用装置：球払出装置９７、演出表示装置９、ランプ
やＬＥＤなどの発光体、スピーカ２７等）を制御する。以下、主基板３１を制御基板に含
めて説明を行うことがある。その場合には、制御基板に搭載される制御手段は、遊技制御
手段と、遊技制御手段等からの指令信号に従って遊技機に設けられている電気部品を制御
する手段とのそれぞれを指す。また、主基板３１以外のマイクロコンピュータが搭載され
た基板をサブ基板ということがある。なお、球払出装置９７は、遊技球を誘導する通路と
ステッピングモータ等により駆動されるスプロケット等によって誘導された遊技球を上皿
や下皿に払い出すための装置であって、払い出された賞球や貸し球をカウントする払出個
数カウントスイッチ等もユニットの一部として構成されている。なお、この実施例では、
払出検出手段は、払出個数カウントスイッチによって実現され、球払出装置９７から実際
に賞球や貸し球が払い出されたことを検出する機能を備える。この場合、払出個数カウン
トスイッチは、賞球や貸し球の払い出しを１球検出するごとに検出信号を出力する。
【００７３】
　パチンコ遊技機１の背面には、各種情報をパチンコ遊技機１の外部に出力するための各
端子を備えたターミナル基板９１が設置されている。ターミナル基板９１には、例えば、
大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号（始動口信号、図柄確定回数１
信号、大当り１信号、大当り２信号、大当り３信号、時短信号、セキュリティ信号、賞球
信号１、遊技機エラー状態信号）を外部出力するための情報出力端子が設けられている。
なお、遊技機エラー状態信号に関しては必ずしもパチンコ遊技機１の外部に出力しなくて
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もよく、該情報出力端子から、この遊技機エラー状態信号の替わりに遊技枠が開放状態で
あることを示すドア開放信号等を出力するようにしてもよい。
【００７４】
　貯留タンク３８に貯留された遊技球は誘導レールを通り、カーブ樋を経て払出ケース９
７ａで覆われた球払出装置９７に至る。球払出装置９７の上方には、遊技媒体切れ検出手
段としての球切れスイッチ４３が設けられている。球切れスイッチ４３が球切れを検出す
ると、球払出装置９７の払出動作が停止する。球切れスイッチ４３が遊技球の不足を検知
すると、遊技機設置島に設けられている補給機構からパチンコ遊技機１に対して遊技球の
補給が行なわれる。
【００７５】
　入賞にもとづく景品としての遊技球や球貸し要求にもとづく遊技球が多数払出されて打
球供給皿３が満杯になると、遊技球は、余剰球誘導通路を経て余剰球受皿４に導かれる。
さらに遊技球が払出されると、感知レバー（図示略）が貯留状態検出手段としての満タン
スイッチ（図示略）を押圧して、貯留状態検出手段としての満タンスイッチがオンする。
その状態では、球払出装置内の払出モータの回転が停止して球払出装置の動作が停止する
とともに打球発射装置の駆動も停止する。
【００７６】
　図３は、主基板（遊技制御基板）３１における回路構成の一例を示すブロック図である
。なお、図３には、払出制御基板３７および演出制御基板８０等も示されている。主基板
３１には、プログラムに従ってパチンコ遊技機１を制御する遊技制御用マイクロコンピュ
ータ（遊技制御手段に相当）１５６が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ
１５６は、ゲーム制御（遊技進行制御）用のプログラム等を記憶するＲＯＭ５４、ワーク
メモリとして使用される記憶手段としてのＲＡＭ５５、プログラムに従って制御動作を行
うＣＰＵ５６およびＩ／Ｏポート部５７を含む。この実施例では、ＲＯＭ５４およびＲＡ
Ｍ５５は遊技制御用マイクロコンピュータ１５６に内蔵されている。すなわち、遊技制御
用マイクロコンピュータ１５６は、１チップマイクロコンピュータである。１チップマイ
クロコンピュータには、少なくともＲＡＭ５５が内蔵されていればよく、ＲＯＭ５４は外
付けであっても内蔵されていてもよい。また、Ｉ／Ｏポート部５７は、外付けであっても
よい。遊技制御用マイクロコンピュータ１５６には、さらに、ハードウェア乱数（ハード
ウェア回路が発生する乱数）を発生する乱数回路６０が内蔵されている。
【００７７】
　なお、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６においてＣＰＵ５６がＲＯＭ５４に格納
されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１５６（またはＣＰＵ５６）が実行する（または、処理を行う）ということは、具体
的には、ＣＰＵ５６がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基
板３１以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。
【００７８】
　また、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６には、乱数回路６０が内蔵されている。
乱数回路６０は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当りとするか否か判定するため
の判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路６０は、
初期値（例えば、０）と上限値（例えば、６５５３５）とが設定された数値範囲内で、数
値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始動
入賞時が数値データの読出（抽出）時であることにもとづいて、読出される数値データが
乱数値となる乱数発生機能を有する。
【００７９】
　乱数回路６０は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当りとするか否か判定するた
めの判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路６０は
、初期値（例えば、０）と上限値（例えば、６５５３５）とが設定された数値範囲内で、
数値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始
動入賞時が数値データの読出（抽出）時であることにもとづいて、読出される数値データ
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が乱数値となる乱数発生機能を有する。
【００８０】
　乱数回路６０は、数値データの更新範囲の選択設定機能（初期値の選択設定機能、およ
び、上限値の選択設定機能）、数値データの更新規則の選択設定機能、および数値データ
の更新規則の選択切換え機能等の各種の機能を有する。このような機能によって、生成す
る乱数のランダム性を向上させることができる。
【００８１】
　また、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６は、乱数回路６０が更新する数値データ
の初期値を設定する機能を有している。例えば、ＲＯＭ５４等の所定の記憶領域に記憶さ
れた遊技制御用マイクロコンピュータ１５６のＩＤナンバ（遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１５６の各製品ごとに異なる数値で付与されたＩＤナンバ）を用いて所定の演算を行
って得られた数値データを、乱数回路６０が更新する数値データの初期値として設定する
。そのような処理を行うことによって、乱数回路６０が発生する乱数のランダム性をより
向上させることができる。
【００８２】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１５６は、第１始動口スイッチ１４ａまたは第２始動
口スイッチ１５ａへの始動入賞が生じたときに乱数回路６０から数値データをランダムＲ
として読み出し、特別図柄および演出図柄の変動開始時にランダムＲにもとづいて特定の
表示結果としての大当り表示結果にするか否か、すなわち、大当りとするか否かを決定す
る。そして、大当りとすると決定したときに、遊技状態を遊技者にとって有利な特定遊技
状態としての大当り遊技状態に移行させる。
【００８３】
　また、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６には、払出制御基板３７（の払出制御用
マイクロコンピュータ）や演出制御基板８０（の演出制御用マイクロコンピュータ）とシ
リアル通信で信号を入出力（送受信）するためのシリアル通信回路６１が内蔵されている
。なお、払出制御用マイクロコンピュータや演出制御用マイクロコンピュータにも、遊技
制御用マイクロコンピュータ１５６とシリアル通信で信号を入出力するためのシリアル通
信回路が内蔵されている（図示略）。
【００８４】
　また、ＲＡＭ５５は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ
電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップＲＡＭであ
る。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源とし
てのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで）は、ＲＡＭ５５
の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手
段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグや保留記憶数カウンタの値など）
と未払出賞球数を示すデータ（具体的には、後述する賞球コマンド出力カウンタの値）は
、バックアップＲＡＭに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電
等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に
復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を
示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施例では、ＲＡＭ
５５の全部が、電源バックアップされているとする。
【００８５】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１５６のリセット端子には、電源基板からのリセット
信号が入力される。電源基板には、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６等に供給され
るリセット信号を生成するリセット回路が搭載されている。なお、リセット信号がハイレ
ベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ１５６等は動作可能状態になり、リセット
信号がローレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ１５６等は動作停止状態にな
る。従って、リセット信号がハイレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ
１５６等の動作を許容する許容信号が出力されていることになり、リセット信号がローレ
ベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６等の動作を停止させる動作停
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止信号が出力されていることになる。なお、リセット回路をそれぞれの電気部品制御基板
（電気部品を制御するためのマイクロコンピュータが搭載されている基板）に搭載しても
よい。
【００８６】
　さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ１５６の入力ポートには、電源基板からの電
源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号が入力される。すなわち、電源基板
には、遊技機において使用される所定電圧（例えば、ＤＣ３０ＶやＤＣ５Ｖなど）の電圧
値を監視して、電圧値があらかじめ定められた所定値にまで低下すると（電源電圧の低下
を検出すると）、その旨を示す電源断信号を出力する電源監視回路が搭載されている。な
お、電源監視回路を電源基板に搭載するのではなく、バックアップ電源によって電源バッ
クアップされる基板（例えば、主基板３１）に搭載するようにしてもよい。また、遊技制
御用マイクロコンピュータ１５６の入力ポートには、ＲＡＭの内容をクリアすることを指
示するためのクリアスイッチが操作されたことを示すクリア信号が入力される。
【００８７】
　また、ゲートスイッチ３２ａ、第１始動口スイッチ１４ａ、第１入賞確認スイッチ１４
ｂ、第２始動口スイッチ１５ａ、第２入賞確認スイッチ１５ｂ、カウントスイッチ２３、
第３入賞確認スイッチ２３ａおよび各入賞口スイッチ３０ａ，３０ｂからの検出信号を基
本回路に与える入力ドライバ回路５８も主基板３１に搭載され、可変入賞球装置１５を開
閉するソレノイド１６、特別可変入賞球装置２０を開閉するソレノイド２１と、基本回路
からの指令に従って駆動する出力回路５９も主基板３１に搭載され、電源投入時に遊技制
御用マイクロコンピュータ１５６をリセットするためのシステムリセット回路（図示せず
）や、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号を、ターミナル基板９１
を介して、ホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路６４も主基板
３１に搭載されている。
【００８８】
　この実施例では、演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段（演出制御用マイク
ロコンピュータで構成される。）が、中継基板７７を介して遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１５６から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、演出図柄を可変表示する
演出表示装置９との表示制御を行う。
【００８９】
　演出制御基板８０は、演出制御用ＣＰＵおよびＲＡＭを含む演出制御用マイクロコンピ
ュータ（図示略）を搭載している。なお、ＲＡＭは外付けであってもよい。演出制御基板
８０において、演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、内蔵または外付けのＲＯＭ（図示略）に
格納されたプログラムに従って動作し、中継基板７７を介して入力される主基板３１から
の取込信号（演出制御ＩＮＴ信号）に応じて、入力ドライバおよび入力ポートを介して演
出制御コマンドを受信する。また、演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、演出制御コマンドに
もとづいて、ＶＤＰ（ビデオディスプレイプロセッサ）に演出表示装置９の表示制御を行
わせる。
【００９０】
　演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、受信した演出制御コマンドに従ってキャラクタＲＯＭ
（図示せず）から必要なデータを読み出す。キャラクタＲＯＭは、演出表示装置９に表示
されるキャラクタ画像データ、具体的には、人物、文字、図形または記号等（演出図柄を
含む）をあらかじめ格納しておくためのものである。演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、キ
ャラクタＲＯＭから読み出したデータをＶＤＰに出力する。ＶＤＰは、演出制御用ＣＰＵ
から入力されたデータにもとづいて表示制御を実行する。
【００９１】
　演出制御コマンドおよび演出制御ＩＮＴ信号は、演出制御基板８０において、まず、入
力ドライバに入力する。入力ドライバは、中継基板７７から入力された信号を演出制御基
板８０の内部に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板８０の内部から中継基板７
７への方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。
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【００９２】
　中継基板７７には、主基板３１から入力された信号を演出制御基板８０に向かう方向に
しか通過させない（演出制御基板８０から中継基板７７への方向には信号を通過させない
）信号方向規制手段としての単方向性回路（図示略）が搭載されている。単方向性回路と
して、例えばダイオードやトランジスタが使用される。さらに、単方向性回路であるＩ／
Ｏポート部を介して主基板３１から演出制御コマンドおよび演出制御ＩＮＴ信号が出力さ
れるので、中継基板７７から主基板３１の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中
継基板７７からの信号は主基板３１の内部（遊技制御用マイクロコンピュータ１５６側）
に入り込まない。
【００９３】
　さらに、演出制御用ＣＰＵ（図示略）は、出力ポート（図示略）を介してシャッタモー
タ５０５、昇降モータ６６０、役物モータ８３２に対してモータを駆動する信号を出力す
る。出力ポート（図示略）を介してランプドライバ基板３５に対してＬＥＤを駆動する信
号を出力する。また、演出制御用ＣＰＵは、出力ポートを介して音声制御基板７０に対し
て音番号データを出力する。
【００９４】
　ランプドライバ基板３５において、ＬＥＤを駆動する信号は、入力ドライバ（図示略）
を介してＬＥＤドライバに入力される。ＬＥＤドライバは、駆動信号を天枠ＬＥＤ２８ａ
、左枠ＬＥＤ２８ｂ、右枠ＬＥＤ２８ｃ、導光板ＬＥＤ９５、役物ＬＥＤ６０６などの枠
側に設けられている各ＬＥＤに供給する。また、遊技盤側に設けられている装飾ＬＥＤ２
５ａに駆動信号を供給する。なお、ＬＥＤ以外の発光体が設けられている場合には、それ
を駆動する駆動回路（ドライバ）がランプドライバ基板３５に搭載される。
【００９５】
　音声制御基板７０において、音番号データは、入力ドライバ（図示略）を介して音声合
成用ＩＣ（図示略）に入力される。音声合成用ＩＣは、音番号データに応じた音声や効果
音を発生し増幅回路（図示略）に出力する。増幅回路は、音声合成用ＩＣの出力レベルを
、ボリュームで設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ２７に
出力する。音声データＲＯＭ（図示略）には、音番号データに応じた制御データが格納さ
れている。音番号データに応じた制御データは、所定期間（例えば演出図柄の変動期間）
における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。
【００９６】
　次に、本実施例のパチンコ遊技機１の構造について、図面にもとづいて説明する。図５
は、遊技盤ユニットを示す分解斜視図である。
【００９７】
　（遊技盤ユニット）
　図５に示すように、遊技盤ユニット４００は、遊技盤６と、該遊技盤６の背面側に配置
される導光板ユニット７００と、遊技盤６の背面側に配置され、遊技盤６を背面側から装
飾する装飾体３０１と、装飾体３０１の背面に取り付けられ、演出表示装置９及び演出制
御基板８０等を含む変動表示制御ユニット４９と、から主に構成されている。
【００９８】
　導光板ユニット７００は、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、メタクリル樹脂等の
透明な合成樹脂材（透光性材）にて形成される導光板７０１と、該導光板７０１の周囲に
装着される取付枠７０２と、から主に構成される。取付枠７０２内には、複数の導光板Ｌ
ＥＤ９５（図３参照）が配設されており、該導光板ＬＥＤ９５からの光を導光板７０１の
周端面に入射させるとともに、該入射した光を該導光板７０１の背面に形成された反射部
にて反射させて前面側に出射させることで、導光板７０１を光により装飾するようになっ
ている。
【００９９】
　装飾体３０１は、後述するように透明に形成される遊技盤６の遊技領域７を背面側から
装飾する立体状に形成された装飾部材であって、前後方向に所定幅の板厚を有し、前方の
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遊技盤６の背面に着脱可能に取り付けられ、取り付けられた状態において、遊技盤６を透
して遊技者から視認可能とされる。装飾体３０１の前面は、特に詳細な図示はしないが非
平坦面状に形成され、奥行き感のある立体装飾部とされている。また、遊技盤６の主に下
部側に設けられる各種表示装置（例えば第１特別図柄表示器８ａ、第２特別図柄表示器８
ｂ等）、駆動手段（ソレノイド１６，２１等）、ＬＥＤ、各種スイッチ（例えば第１始動
口スイッチ１４ａ、第２始動口スイッチ１５ａ、カウントスイッチ２３等）から延出され
る配線は、遊技盤６の背面と装飾体３０１の前面との間から側方に引き出される。
【０１００】
　装飾体３０１の略中央位置には、背面側に配設される演出表示装置９の表示面を視認可
能とするための開口部３０３が形成されている。
【０１０１】
　装飾体３０１や変動表示制御ユニット４９だけでなく、他の装置や基板等の遊技に関連
する複数の遊技用部品が一体的に組み付けられてなる遊技用部品ユニット３００は、後述
するように遊技盤６に対して着脱可能に取り付けられる。なお、装飾体３０１の詳細な構
造については後述することとする。
【０１０２】
　（第１演出装置）
　次に、本実施例のパチンコ遊技機１に設けられた第１演出装置５００の構造について、
図６～図１４にもとづいて説明する。図６は、（ａ）は第１演出装置の駆動機構の要部を
斜め前からみた状態を示す斜視図、（ｂ）は斜め後から見た状態を示す斜視図である。図
７は、第１演出装置の駆動機構の要部を斜め前からみた状態を示す分解斜視図である。図
８は、第１演出装置の駆動機構の要部を斜め後ろからみた状態を示す分解斜視図である。
図９は、（ａ）は閉止状態を示す正面図、（ｂ）は開放状態を示す正面図である。図１０
は、駆動モータをベース板に組み付ける状態を示す斜視図である。図１１は、（ａ）はガ
イドギヤとラックギヤとの位置関係を示す概略図、（ｂ）は斜め後ろから見た状態を示す
斜視図である。図１２は、（ａ）（ｂ）は駆動モータをベース板に取り付ける状態を示す
図９のＡ－Ａ断面図である。図１３は、同じく（ａ）（ｂ）は駆動モータをベース板に取
り付ける状態を示す図９のＡ－Ａ断面図である。図１４は、（ａ）は変形例としての駆動
機構を示す正面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
【０１０３】
　尚、以下の説明においては、第１演出装置５００をパチンコ遊技機１の正面から見たと
きの上下・左右方向を基準として説明する。
【０１０４】
　図６～図８に示すように、第１演出装置５００は、例えば遊技盤６における演出表示装
置９の上部所定箇所に固設され、縦長に形成された板状のベース部材５０１及び該ベース
部材５０１に対して移動可能に設けられた可動部材としての左右一対のシャッタ５０２ａ
，５０２ｂを含むベースユニット５１５と、所定の駆動源であるシャッタモータ５０５を
有する駆動ユニット５０８と、から構成され、シャッタ５０２ａ，５０２ｂに駆動力を伝
達させる駆動伝達手段としての駆動機構５０３を備えている。
【０１０５】
　駆動機構５０３は、ベース部材５０１の背面所定箇所に取り付けられる取付板５０４と
、取付板５０４の背面にネジ（図示略）にて固着され、シャッタ５０２ａ，５０２ｂを駆
動するシャッタモータ５０５と、シャッタモータ５０５の回動軸５０６の先端に固着され
たピニオンギヤ５０７と、が一体的に組み付けられてなる駆動ユニット５０８と、ベース
部材５０１の前面側に左右方向に移動可能に取り付けられ、ピニオンギヤ５０７に噛合す
るラックギヤ５１０ａ，５１０ｂが形成された上下一対のギヤ部材５０９ａ，５０９ｂと
、から主に構成されている。
【０１０６】
　取付板５０４の略中央位置には貫通孔（図示略）が形成されており、シャッタモータ５
０５は、回動軸５０６を貫通孔に挿通して前面側に突出させた状態で取付板５０４に固設
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され、突出した回動軸５０６の先端にピニオンギヤ５０７が固着されている。つまり、ピ
ニオンギヤ５０７は前後方向を向く回動軸５０６の先端に、歯筋が回動軸５０６の軸心方
向を向くように固着され、軸心周りに回動可能とされている。
【０１０７】
　また、取付板５０４の左右側上下位置には、前面に開口する複数の取付凹部５１１ａ～
５１１ｄが形成されており、その底面には、取付板５０４をベース部材５０１に取り付け
るための取付ネジＮ１が取り付けられる取付孔５１２ａ～５１２ｄが形成されている。取
付凹部５１１ａ～５１１ｄは、ベース部材５０１の背面に突設された円柱状の取付用ボス
５１３ａ～５１３ｄに対応して配置され、かつ、各取付用ボス５１３ａ～５１３ｄに嵌合
可能に形成されている。
【０１０８】
　よって、各取付用ボス５１３ａ～５１３ｄに取付凹部５１１ａ～５１１ｄを嵌合させる
ことにより、ベース部材５０１に対する取付板５０４の取付位置が決定され、その状態で
取付ネジＮ１を各取付用ボス５１３ａ～５１３ｄの後端面に形成されたネジ穴５１４ａ～
５１４ｄに螺入することで、ベース部材５０１の背面に固定される。尚、取付用ボス５１
３ａ～５１３ｄ及び取付凹部５１１ａ～５１１ｄは前後方向に所定長さ（嵌合深さ）を有
していることで、取付板５０４を前後方向に所定長さ移動案内できるようになっている。
【０１０９】
　下方のギヤ部材５０９ａは、左右方向に延びる横長帯状のギヤ板５２０ａと該ギヤ板５
２０ａの左端から下方に垂下される縦長帯状の取付板５２１ａと、からＬ字形に構成され
ている。取付板５２１ａは、他方のギヤ板５２０ｂとの干渉を回避するためにギヤ板５２
０ａに対し略板厚分だけ前位置に配置され、その前面には前述したシャッタ５０２ａがネ
ジにより取り付けられる。
【０１１０】
　ギア板５２０ａの上縁辺には、ピニオンギヤ５０７に噛合するラックギヤ５１０ａが左
右方向に延設されている。ラックギヤ５１０ａの歯筋は、前後方向、つまりピニオンギヤ
５０７の歯筋と同じ方向に向けて形成されているとともに、ギヤ部材５０９ａの左右の移
動範囲内においてピニオンギヤ５０７との噛合が解除されない長さに形成されている。
【０１１１】
　また、ギヤ板５２０ａの背面には、ベース部材５０１に形成された左右方向を向くスラ
イド溝５３０ａ内に挿通される円柱状のガイド部５２２ａが左右側にそれぞれ突設されて
いる。また、左右のガイド部５２２ａの外周には、スライド溝５３０ａ内に摺動案内され
るガイドローラ５２３ａが回動可能に環挿されるとともに、その先端側には、ベース部材
５０１の背面側に配置されるリングワッシャ５２４ａが、ガイド部５２２ａの後端面に形
成されたネジ穴５２５ａにネジＮ２を螺入することでガイド部５２２ａに取り付けられて
いる。よって、ギヤ部材５０９ａは、これらガイドローラ５２３ａとリングワッシャ５２
４ａとによりベース部材５０１に対して左右方向に移動可能に保持されるとともに、移動
範囲が規制されている（図１２（ｂ）参照）。
【０１１２】
　一方、上方のギヤ部材５０９ｂは、左右方向に延びる横長帯状のギヤ板５２０ｂと該ギ
ヤ板５２０ｂの右端から下方に垂下される縦長帯状の取付板５２１ｂと、からＬ字形に構
成されている。取付板５２１ｂは、他方のギヤ板５２０ａとの干渉を回避するためにギヤ
板５２０ｂに対し略板厚分だけ前位置に配置され、その前面には前述したシャッタ５０２
ｂがネジにより取り付けられる。
【０１１３】
　ギア板５２０ｂの下縁辺には、ピニオンギヤ５０７に噛合するラックギヤ５１０ｂが左
右方向に延設されている。ラックギヤ５１０ｂの歯筋は、前後方向、つまりピニオンギヤ
５０７の歯筋と同じ方向に向けて形成されているとともに、ギヤ部材５０９ｂの左右の移
動範囲内においてピニオンギヤ５０７との噛合が解除されない長さに形成されている。
【０１１４】
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　ギヤ板５２０ｂの背面には、ベース部材５０１に形成された左右方向を向くスライド溝
５３０ｂ内に挿通される円柱状のガイド部５２２ｂが左右側にそれぞれ突設されている。
また、左右のガイド部５２２ｂの外周には、スライド溝５３０ｂ内に摺動案内されるガイ
ドローラ５２３ｂが回動可能に環挿されるとともに、その先端側には、ベース部材５０１
の背面側に配置されるリングワッシャ５２４ｂが、ガイド部５２２ｂの後端面に形成され
たネジ穴５２５ｂにネジＮ２を螺入することでガイド部５２２ｂに取り付けられている。
よって、ギヤ部材５０９ｂは、これらガイドローラ５２３ｂとリングワッシャ５２４ｂと
によりベース部材５０１に対して左右方向に移動可能に保持されるとともに、移動範囲が
規制されている（図１２（ｂ）参照）。
【０１１５】
　尚、ギヤ板５２０ｂの上縁辺には、左右方向に延びる検出片５２６が上方に向けて立設
されており、ベース部材５０１に設けられる検出センサ５２７（図９参照）に検出される
ことで、ギヤ部材５０９ｂの初期位置を特定できるようになっている。
【０１１６】
　また、ギヤ部材５０９ａ，５０９ｂは、ベース部材５０１の前面側に左右方向に移動可
能に組み付けられた状態において、ベース部材５０１の前面に対してラックギヤ５１０ａ
，５１０ｂの背面が所定の隙間Ｌ２（図１２（ａ）参照）を隔てて配置されており、この
隙間Ｌ２は、ピニオンギヤ５０７の歯筋の長さ寸法Ｐ２よりも短寸とされている（図１２
（ａ）参照）。
【０１１７】
　ベース部材５０１に形成されたスライド溝５３０ａ，５３０ｂは、上下に離間するとと
もに互いに平行をなすように左右方向に向けて延設されている。また、これら上下のスラ
イド溝５３０ａ，５３０ｂ間における左右方向の中央位置には、ピニオンギヤ５０７を通
過可能な大きさを有する略長方形状の通過孔５３１が形成されているとともに、該通過孔
５３１の上縁辺には、ピニオンギヤ５０７に噛合可能であり、かつ、ラックギヤ５１０ａ
の一部に対し前後方向に合致するガイドギヤ５３２が形成されている。尚、通過孔５３１
及びガイドギヤ５３２の詳細については後述する。
【０１１８】
　図９に示されるように、ベース部材５０１の背面に駆動ユニット５０８が取り付けられ
るとともに、ベース部材５０１の前面にギヤ部材５０９ａ，５０９ｂが取り付けられた状
態において、取付板５０４から前面側に突設されたピニオンギヤ５０７は、通過孔５３１
を通過してベース部材５０１の前面側に配置され、双方のギヤ部材５０９ａ，５０９ｂの
ラックギヤ５１０ａ，５１０ｂの上下部にそれぞれ噛合される。
【０１１９】
　具体的には、ピニオンギヤ５０７は、上下のギヤ部材５０９ａ，５０９ｂが互いに近接
する近接位置（図９（ａ）参照）にて双方のラックギヤ５１０ａ，５１０ｂの一端側にて
噛合され、上下のギヤ部材５０９ａ，５０９ｂが互いに離間する離間位置（図９（ｂ）参
照）にて双方のラックギヤ５１０ａ，５１０ｂの他端側にて噛合される。
【０１２０】
　特に本実施例では、上下のギヤ部材５０９ａ，５０９ｂが近接位置に位置しているとき
が駆動初期位置として設定されており、該近接位置にてピニオンギヤ５０７に対し上下の
ギヤ部材５０９ａ，５０９ｂが同時に噛合されている。また、ギヤ板５２０ａ，５２０ｂ
の前面所定箇所にはマークＭ１が設けられ、近接位置においてベース部材５０１の前面に
形成されたマークＭ２に対向する位置に配置されている。これらマークＭ１，Ｍ２とを合
致させることにより、ギヤ部材５０９ａ，５０９ｂが近接位置に配置されたことを目視に
て容易に確認することができる。
【０１２１】
　このように、駆動初期位置である近接位置においてピニオンギヤ５０７がラックギヤ５
１０ａ，５１０ｂ双方に噛合され、該近接位置から離間位置に移動する間は噛合状態が解
除されない。よって、本実施例では、ギヤ部材５０９ａ，５０９ｂを駆動初期位置となる
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近接位置にセットした状態でピニオンギヤ５０７をラックギヤ５１０ａ，５１０ｂ双方に
噛合させることで、ギヤ部材５０９ａ，５０９ｂが近接位置と離間位置との間を移動する
間、ピニオンギヤ５０７とラックギヤ５１０ａ，５１０ｂとの噛合状態が維持される。
【０１２２】
　また、ギヤ部材５０９ａ，５０９ｂが近接位置にあるときには、左右のシャッタ５０９
ａ，５０９ｂは互いの対向辺同士が当接する閉止状態となり（図９（ａ）参照）、ギヤ部
材５０９ａ，５０９ｂが離間位置にあるときには、左右のシャッタ５０９ａ，５０９ｂは
互いの対向辺同士が離間して開放状態となる（図９（ｂ）参照）。
【０１２３】
　尚、本実施例では、可動部の一例としてシャッタ５０９ａ，５０９ｂが記載されている
が、ギヤ部材５０９ａ，５０９ｂに取り付けられる可動部はシャッタに限定されるもので
はなく、種々に変更可能である。
【０１２４】
　次に、駆動機構５０３のベース部材５０１に対する組み付け状況を、図１０～図１３に
もとづいて説明する。
【０１２５】
　駆動機構５０３をベース部材５０１に組み付けるには、まず、ギヤ部材５０９ａ，５０
９ｂをベース部材５０１の前面側から取り付けておく。このとき、図９（ａ）に示すよう
に、マークＭ１，Ｍ２とを合致させて、ギヤ部材５０９ａ，５０９ｂを近接位置（駆動初
期位置）に配置しておく。
【０１２６】
　このようにギヤ部材５０９ａ，５０９ｂを近接位置に配置した状態において、図１１に
示すように、上方のラックギヤ５１０ｂの一部と、通過孔５３１の上縁辺に沿って左右方
向に直線状に形成されたガイドギヤ５３２の一部とが前後方向に合致するとともに、上方
のラックギヤ５１０ｂの一部と下方のラックギヤ５１０ａの一部とが対向して配置されて
いる。
【０１２７】
　言い換えると、上方のラックギヤ５１０ｂとガイドギヤ５３２との一部の歯部及び谷部
同士が前後方向に重なり合い、互いに前後に重畳したラックギヤ５１０ｂとガイドギヤ５
３２との歯筋が前後方向に向けて一直線上に配置されるとともに、上方のラックギヤ５１
０ｂと下方のラックギヤ５１０ａとの一部の歯部及び谷部同士が上下に対向して配置され
ている。尚、下方のギヤ部材５０９ａは、ラックギヤ５１０ａの一部が通過孔５３１の下
部に臨むように配設されている。
【０１２８】
　また、通過孔５３１は、下縁辺からガイドギヤ５３２の歯部先端までの上下幅寸法Ｌ１
が、ピニオンギヤ５０７の直径寸法Ｐ１（歯先円直径または基準ピッチ円直径）よりも短
寸に形成されているため（Ｐ１＞Ｌ１）、ピニオンギヤ５０７を通過孔５３１を通過させ
るとき、必ずピニオンギヤ５０７がガイドギヤ５３２の一部に噛合されるようになってい
る。尚、ピニオンギヤ５０７の直径Ｐ１は通過孔５３１の左右幅寸法Ｌ１’よりも短寸と
されている（Ｌ１’＞Ｐ１＞Ｌ１）。
【０１２９】
　このようにギヤ部材５０９ａ，５０９ｂがベース部材５０１の前面側に移動可能に組み
付けられた状態で、駆動ユニット５０８をベース部材５０１の背面に取り付ける場合、図
１０に示すように、まず、取付板５０４の前面側に突出されたピニオンギヤ５０７を、ベ
ース部材５０１の背面側にて通過孔５３１に対向させた姿勢で、該ピニオンギヤ５０７を
通過孔５３１に挿通させるように駆動ユニット５０８をベース部材５０１に近づけていく
（図１２（ａ）参照）。
【０１３０】
　次いで、ピニオンギヤ５０７が通過孔５３１に差し込まれると、ピニオンギヤ５０７の
上部がガイドギヤ５３２とのみ噛合される（図１２（ｂ）参照）。ここで、ピニオンギヤ
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５０７の直径Ｐ１は通過孔５３１の左右幅寸法Ｌ１’よりも短寸とされているため（Ｐ１
＜Ｌ１’）、通過孔５３１に対してピニオンギヤ５０７を左右方向のいずれの位置にも挿
通できるが、いずれの位置に挿通しても噛合されるとともに、左右方向に動いても噛合状
態は解除されない。
【０１３１】
　そして、ピニオンギヤ５０７とガイドギヤ５３２とが噛合された状態で、駆動ユニット
５０８を前方、つまりピニオンギヤ５０７とガイドギヤ５３２との歯筋方向に沿って押し
込んでいく。このとき、図１１に示すように、ガイドギヤ５３２とその前方にある上方の
ラックギヤ５１０ａとは、前述したように前後方向に合致した状態で配置されているとと
もに、下方のラックギヤ５１０ｂは上方のラックギヤ５１０ａに対して対向配置されてい
る。すなわち、ガイドギヤ５３２及びラックギヤ５１０ａ，５１０ｂそれぞれの歯筋が前
後方向に並設されているため、図１３（ａ）に示すように、ピニオンギヤ５０７をガイド
ギヤ５３２に噛合させた状態で前方にスライドさせるだけで、その前方にある上下のラッ
クギヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合される。
【０１３２】
　このように、ピニオンギヤ５０７の歯筋方向の寸法Ｐ２がガイドギヤ５３２とラックギ
ヤ５１０ａ，５１０ｂとの間の隙間Ｌ２よりも長寸とされていることで、ガイドギヤ５３
２とその前方にある上下のラックギヤ５１０ａ，５１０ｂとに跨るように噛合されるため
、ガイドギヤ５３２によりガイドさせた状態でラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合させ
ることができる。
【０１３３】
　また、この状態でピニオンギヤ５０７が通過孔５３１に対し左右方向に移動しても、上
記したようにガイドギヤ５３２との噛合が解除されることはないので、少なくとも上方の
ギヤ部材５０９ｂが近接位置から位置ずれすることはないとともに、ピニオンギヤ５０７
が左右方向に移動するときは該ピニオンギヤ５０７が回転するため、これに応じてピニオ
ンギヤ５０７に噛合されている下方のギヤ部材５０９ａも移動することで、上方のギヤ部
材５０９ｂに対する下方のギヤ部材５０９ａの相対位置関係が変わることはない。
【０１３４】
　さらに、図１３（ａ）に示すように、ピニオンギヤ５０７がガイドギヤ５３２とラック
ギヤ５１０ａ，５１０ｂとに跨って噛合されたときに、各取付用ボス５１３ａ～５１３ｄ
が取付凹部５１１ａ～５１１ｄに嵌合されることで、ベース部材５０１に対する駆動ユニ
ット５０８の上下・左右方向の移動が規制されて取付位置が決定される。
【０１３５】
　そして、各取付用ボス５１３ａ～５１３ｄが取付凹部５１１ａ～５１１ｄ内に完全に嵌
合されると、ピニオンギヤ５０７がガイドギヤ５３２から離脱して、ラックギヤ５１０ａ
，５１０ｂとのみ噛合された状態となるため、シャッタモータ５０５によりピニオンギヤ
５０７が回動可能になる。この状態で各取付孔５１２ａ～５１２ｄに取り付けた取付ネジ
Ｎ１をネジ穴５１４ａ～５１４ｄに螺入することで、駆動ユニット５０８がベース部材５
０１の背面に固定される。
【０１３６】
　以上説明したように、本発明の実施例としてのパチンコ遊技機１に設けられた第１演出
装置５００にあっては、取付部としての取付板５０４をベース部材５０１の背面に取り付
ける場合、予めラックギヤ５１０ａ，５１０ｂを特定位置に配置させた状態で、ピニオン
ギヤ５０７を背面側から通過孔５３１を介して前面側に通過させる際に該ピニオンギヤ５
０７が案内ギヤ部であるガイドギヤ５３２に噛合されることで、ラックギヤ５１０ａ，５
１０ｂに噛合可能な噛合位置に案内され、取付板５０４が背面に取り付けられたときに通
過孔５３１を介して前面側に突出してラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合される。
【０１３７】
　すなわち、ピニオンギヤ５０７がベース部材５０１に固設されたガイドギヤ５３２に噛
合されることによりラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに対する噛合位置が決定されるため、
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該噛合状態で取付板５０４をベース部材５０１に取り付ければ、ラックギヤ５１０ａ，５
１０ｂが駆動初期位置からずれないようにピニオンギヤ５０７を噛合させることができる
ため、取付板５０４の取り付け作業が容易になる。仮に、取り付けの際にベース部材５０
１に対し駆動ユニット５０８が動いても、ガイドギヤ５３２に対するピニオンギヤ５０７
の噛合が解除されない限り、ピニオンギヤ５０７のラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに対す
る相対位置は変化しない。
【０１３８】
　よって、本実施例の駆動機構５０３のように、ベース部材５０１の背面側に取り付けら
れる駆動ユニット５０８のピニオンギヤ５０７を、ベース部材５０１に形成された通過孔
５３１を挿通して、該ベース部材５０１を挟んで反対側（前面側）に配設されたラックギ
ヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合させるような場合において、ラックギヤ５１０ａ，５１０ｂ
に対してピニオンギヤ５０７を手で合致させたりしなくても、ラックギヤ５１０ａ，５１
０ｂが近接位置からずれないようにピニオンギヤ５０７を噛合させることができるため、
駆動ユニット５０８の取り付け作業が容易になる。
【０１３９】
　また、ベース部材５０１には案内部である取付用ボス５１３ａ～５１３ｄが設けられ、
取付板５０４には被案内部である取付凹部５１１ａ～５１１ｄが設けられており、取付用
ボス５１３ａ～５１３ｄは、図１３に示すように、少なくともピニオンギヤ５０７がガイ
ドギヤ５３２に噛合されてからラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合されるまで、取付凹
部５１１ａ～５１１ｄを歯筋（前後）方向に移動案内するので、ピニオンギヤ５０７がガ
イドギヤ５３２に噛合されてからラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合されるまでに位置
ずれが生じることがないので、ピニオンギヤ５０７をラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに確
実に噛合させることができる。
【０１４０】
　また、本実施例では、取付用ボス５１３ａ～５１３ｄと取付凹部５１１ａ～５１１ｄと
により移動案内手段が構成されていたが、案内部と被案内部とはこのような凹部と凸部と
に限定されるものではなく、例えばガイド軸と該ガイド軸が挿通可能なスライド溝とによ
り構成されていてもよい。
【０１４１】
　また、図１３（ｂ）に示すように、ピニオンギヤ５０７の歯筋方向の幅寸法（Ｐ２）は
、ガイドギヤ５３２とラックギヤ５１０ａ，５１０ｂとの間の隙間Ｌ２よりも長寸に形成
されていることで、ピニオンギヤ５０７を、ガイドギヤ５３２に噛合させたままラックギ
ヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合させることができるため、ピニオンギヤ５０７をラックギヤ
５１０ａ，５１０ｂに確実に噛合させることができる。
【０１４２】
　尚、本実施例では、図１３に示すように、取付用ボス５１３ａ～５１３ｄは、少なくと
もピニオンギヤ５０７がガイドギヤ５３２に噛合されてからラックギヤ５１０ａ，５１０
ｂに噛合されるまで、取付凹部５１１ａ～５１１ｄを歯筋（前後）方向に移動案内すると
ともに、ガイドギヤ５３２に噛合させたままラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合させる
ことができるようになっていたが、取付用ボス５１３ａ～５１３ｄにより取付凹部５１１
ａ～５１１ｄがガイドされていれば、必ずしもピニオンギヤ５０７の歯筋方向の幅寸法Ｐ
２を隙間Ｌ２よりも長寸としなくてもよい。
【０１４３】
　具体的には、ピニオンギヤ５０７の歯筋方向の寸法Ｐ２がガイドギヤ５３２とラックギ
ヤ５１０ａ，５１０ｂとの間の隙間Ｌ２よりも長寸とされていたが、Ｐ２＜Ｌ２の関係で
あってもよい。この場合、ピニオンギヤ５０７がガイドギヤ５３２から離脱したときにラ
ックギヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合されていないので、少なくともピニオンギヤ５０７が
ガイドギヤ５３２から離脱する前から、ラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに噛合するまでの
間、例えば、各取付用ボス５１３ａ～５１３ｄと取付凹部５１１ａ～５１１ｄとからなる
移動案内手段により、駆動ユニット５０８が前方に移動案内されるようにすればよい。
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【０１４４】
　逆に、ピニオンギヤ５０７の歯筋方向の幅寸法Ｐ２が隙間Ｌ２よりも長寸である場合、
取付用ボス５１３ａ～５１３ｄにより取付凹部５１１ａ～５１１ｄがガイドされなくても
、駆動ユニット５０８を案内することができる。
【０１４５】
　さらに、通過孔５３１は、該通過孔５３１を通過する際にピニオンギヤ５０７がガイド
ギヤ５３２に必ず噛合される大きさに形成されている。すなわち、ガイドギヤ５３２は、
横長長方形状の通過孔５３１の下縁辺に形成され、ピニオンギヤ５０７の直径寸法Ｐ１（
歯先円直径または基準ピッチ円直径）は、通過孔５３１の下縁辺からガイドギヤ５３２の
歯部先端までの上下幅寸法Ｌ１よりも長寸に形成されている（Ｐ１＞Ｌ１）ことで、ピニ
オンギヤ５０７が通過孔５３１を通過する際にガイドギヤ５３２との噛合が解除されるこ
とがないので、位置ずれが生じにくくなる。
【０１４６】
　また、本実施例では、ラックギヤ５１０ａ，５１０ｂを複数備え、ガイドギヤ５３２は
、複数のラックギヤ５１０ａ，５１０ｂそれぞれが駆動初期位置に位置しているときに該
複数のラックギヤ５１０ａ，５１０ｂそれぞれの少なくとも一部に対し歯筋方向に合致す
る位置に設けられる（図１１参照）ので、一のピニオンギヤ５０７により複数（上下）の
ラックギヤ５１０ａ，５１０ｂを連動させる場合でも、ピニオンギヤ５０７を複数のラッ
クギヤ５１０ａ，５１０ｂに同時に噛合させることができる。
【０１４７】
　また、ガイドギヤ５３２は、複数のラックギヤ５１０ａ，５１０ｂのうち一の上ラック
ギヤ５１０ｂにのみ対応して設けられていることで、複数のラックギヤ５１０ａ，５１０
ｂそれぞれに対応するガイドギヤ部５３２を個別に形成しなくて済むため、構造を簡素化
できる。
【０１４８】
　また、ベース部材５０１には、ラックギヤ５１０ａ，５１０ｂが形成されたギヤ部材５
０９ａ，５０９ｂを移動案内するスライド溝５３０ａ，５３０ｂが形成されていることに
より、ベース部材５０１に対するラックギヤ５１０ａ，５１０ｂの位置ずれが生じにくく
なるため、ピニオンギヤ５０７をラックギヤ５１０ａ，５１０ｂに確実に噛合させること
ができる。
【０１４９】
　また、ベース部材５０１及びラックギヤ５１０ａ，５１０ｂには、ラックギヤ５１０ａ
，５１０ｂが駆動初期位置に位置していることを目視にて確認可能な特定位置表示手段と
してのマークＭ１，Ｍ２が設けられていることで、ラックギヤ５１０ａ，５１０ｂが駆動
初期位置に配置されているか否かを目視にて容易に確認できるため、ピニオンギヤ５０７
に対してラックギヤ５１０ａ，５１０ｂを正確な位置で噛合させることができる。
【０１５０】
　また、本実施例では、ピニオンギヤ５０７、ラックギヤ５１０ａ，５１０ｂ、ガイドギ
ヤ５３２の歯筋と回動軸５０６とは全て同じ前後方向に向けて設けられていたが、例えば
シャッタモータ５０５がベース部材５０１に対して回動軸５０６の一端を上下左右いずれ
かに僅かに傾倒させた姿勢で取り付ける場合においては、ピニオンギヤ５０７、ラックギ
ヤ５１０ａ，５１０ｂ、ガイドギヤ５３２の歯筋と回動軸５０６とが同一方向に向けて設
けられていればよく、必ずしもベース部材５０１に対して直交する方向に設けられていな
くてもよい。
【０１５１】
　また、本実施例では、駆動ギヤとしてのピニオンギヤ５０７に噛合する従動ギヤの一例
として直線状に配置されるラックギヤが適用されていたが、図１４に示す変形例としての
駆動機構５０３’のように、円盤状の従動ギヤ５４０等であってもよい。つまり、駆動ギ
ヤに噛合可能な従動ギヤであれば、その形態は任意である。
【０１５２】
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　また、このような従動ギヤ５４０は、図示しない可動部に駆動力を伝達するギヤボック
ス等の駆動力伝達ユニット５５０等に設けられていてもよいし、あるいは可動部が軸周り
に回転する回転体であれば該回転体に直接形成されていてもよい。つまり、従動ギヤは、
ギヤ部材５０９ａ，５０９ｂのように可動部を取り付けるための取付部材や本変形例のよ
うに可動部に連結される駆動力伝達ユニットに設けられていてもよい。
【０１５３】
　また、駆動ユニット５０８’は、前述したシャッタモータ５０５のような駆動モータの
みから構成されるユニットであってもよいし、駆動モータ等の駆動力を回動軸５０６に伝
達するギヤボックス等の駆動力伝達機構が組み込まれたユニットであってもよい。
【０１５４】
　また、駆動ギヤをベース部材５０１を通過させるための通過部は、必ずしも通過孔５３
１のような孔部にて構成されていなくてもよく、本変形例に示すような切欠部５３１’等
であってもよいし、ベース部材５０１の側方を通過させるものであってもよい。
【０１５５】
　また、本実施例では、案内ギヤ部の一例として、ピニオンギヤ５０７に噛合可能な直線
状のラックギヤからなるガイドギヤ５３２が適用されていたが、本発明の案内ギヤ部はこ
のような直線状のギヤに限定されるものではなく、円盤状のギヤでもよい。
【０１５６】
　また、本実施例では、案内ギヤ部としてのガイドギヤ５３２は、通過孔５３１の上縁辺
にのみ形成されていたが、下縁辺や左右側縁、あるいは周縁全域に形成されていてもよい
。さらに、通過孔５３１の内周面ではなく、ベース部材５０１の前面または背面における
通過孔５３１の周縁所定箇所から突設されていてもよい。
【０１５７】
　さらに案内ギヤ部は、複数の歯部と谷部とから凹凸状に形成されるギヤ部に限定される
ものではなく、例えば、ピニオンギヤ５０７の２つの歯部間に噛合される１つの歯部のみ
からなるギヤ部であってもよい。すなわち、駆動ギヤに係合されて該駆動ギヤの軸心周り
の回転を規制し、かつ、軸心方向の移動を許容するギヤ部であれば、その形態は歯部形状
のギヤ部に限定されるものではない。
【０１５８】
　（第２演出装置）
　次に、本実施例のパチンコ遊技機１に設けられた第２演出装置６００の構造について、
図１５～図２５にもとづいて説明する。図１５は、第２演出装置を斜め前からみた状態を
示す斜視図である。図１６は、同じく第２演出装置を斜め前からみた状態を示す斜視図で
ある。図１７は、第２演出装置の内部構造を示す斜視図である。図１８は、第２演出装置
を斜め後ろからみた状態を示す斜視図である。図１９は、第２演出装置の内部構造を示す
斜め前分解斜視図である。図２０は、同じく第２演出装置の内部構造を示す斜め後分解斜
視図である。図２１は、（ａ）～（ｃ）は配線処理装置、（ｄ）は第１，２リンクの変形
例を示す概略図である。図２２は、（ａ）は役物が突出位置にあるときの昇降ユニット、
（ｂ）は配線処理装置を示す概略図である。図２３は、（ａ）は役物が中間位置にあると
きの昇降ユニット、（ｂ）は配線処理装置を示す概略図である。図２４は、（ａ）は役物
が収納位置にあるときの昇降ユニット、（ｂ）は配線処理装置を示す概略図である。図２
５は、（ａ）は変形例としての配線処理装置の伸長状態を示す概略正面図、（ｂ）は屈曲
状態を示す概略正面図である。
【０１５９】
　尚、以下の説明においては、第２演出装置６００をパチンコ遊技機１の正面から見たと
きの上下・左右方向を基準として説明する。
【０１６０】
　図１５～図１８に示すように、第２演出装置６００の本体は、合成樹脂材により板状に
形成されたベース部材６０１と、該ベース部材６０１の前面側に組み付けられるカバー部
材６０２と、により箱状に形成されるケース体６０３にて構成されており、ケース体６０
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３の上面には、カバー部材６０２の上面に形成された切欠部により開口６０４が形成され
ている。また、ケース体６０３内部には後述する可動部としての役物６０５が設けられて
おり、該役物６０５は、開口６０４を介して、ケース体６０３内部に収納される収納位置
とケース体６０３の上方に突出した突出位置との間で昇降可能に設けられている。
【０１６１】
　尚、本実施例における役物６０５は、特に詳細な図示はしないが、例えばロボット等の
胴体部を模した第１可動部６０５ａと、第１可動部６０５ａに軸支され脚部を模した第２
可動部６０５ｂ，６０５ｃと、から構成されているが、このように複数の可動部にて構成
されていなくてもよいし、形態等も種々に変更可能である。
【０１６２】
　また、第１可動部６０５ａには、電気部品の一例である役物ＬＥＤ６０６が複数配設さ
れたＬＥＤ基板６０７（図１７参照）が設けられている。ＬＥＤ基板６０７は、前述した
演出制御基板８０に配線接続されており、演出制御基板８０から役物ＬＥＤ６０６に対し
電力供給や制御信号の出力が行われる。尚、この配線構造については後述することとする
。
【０１６３】
　ケース体６０３の内部には、役物６０５を昇降させる昇降モータ６６０と、該昇降モー
タ６６０の駆動力を上下方向に変換して役物６０５を昇降させる昇降ユニット６５０と、
が主に設けられている。
【０１６４】
　図１９、図２０及び図２２に示すように、ベース部材６０１の前面側中央位置には、後
述する昇降ユニット６５０が組み付けられるとともに、その左右側には、上下方向に向け
て斜めに移動案内する案内溝６０８が形成された案内パネル６０８ａ，６０８ｂが取り付
けられている。案内溝６０８には、第２可動部６０５ｂ，６０５ｃの背面に突設されたガ
イド軸６０５ｄが移動可能に挿通されている。
【０１６５】
　また、ベース部材６０１の左右方向の中央位置の下半部には開口６０９が形成されてい
るとともに、その左下部前面には、昇降モータ６６０が、前後方向を向く駆動軸６６０ａ
（図２０参照）を背面側に貫通させた状態で取り付けられている。ベース部材６０１の背
面側に突出された駆動軸６６０ａには、駆動ギヤ６１０が固着されるとともに、その隣に
は、該駆動ギヤ６１０に噛合される従動ギヤ６１１がベース部材６０１の背面に取り付け
られるカバー部材（図示略）に設けられた前後方向を向く軸部材（図示略）周りに回動可
能に設けられている。従動ギヤ６１１は、開口６０９を背面側から被覆するように配置さ
れ、その前面における周縁上部には連結軸６１２が突設されている。
【０１６６】
　また、ベース部材６０１の前面側には、縦長帯板状の固定板６１４ａ，６１４ｂが開口
６０９の左右側辺に沿うように固着されているとともに、この左右一対の固定板６１４ａ
，６１４ｂの上部における対向端面には、第１ラックギヤ６１３が上下方向に向けて延設
されている（図２２（ａ）参照）。尚、左右の固定板６１４ａ，６１４ｂの上端部間は連
結板６１４ｃにて連結されている。これら固定板６１４ａ，６１４ｂ及び連結板６１４ｃ
は、ベース部材６０１の前面に固設される部材である。
【０１６７】
　左右の固定板６１４ａ，６１４ｂ間には、正面視略長方形状をなし、上辺の左右方向中
央位置に突設部６２０ａが上向きに突設された第１昇降板６２０が昇降可能に配設されて
いるとともに、その前面側には、第１昇降板６２０よりも幅狭な縦長帯板状の第２昇降板
６３０が昇降可能に配設されており、第２昇降板６３０の上部には、第１可動部６０５ａ
が取り付けられる。
【０１６８】
　図２２に示すように、第１昇降板６２０の下部には、下辺に沿って左右方向に延設され
る連結長孔６２１が形成され、該連結長孔６２１には、従動ギヤ６１１の連結軸６１２が
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長手方向に向けて移動可能に挿通され、従動ギヤ６１１に連結されている。この連結長孔
６２１は、従動ギヤ６１１の中心位置から連結軸６１２までの長さ寸法の２倍以上の長さ
寸法を有している。また、第１昇降板６２０の左右方向の中央位置には、上下方向に延び
るスライド長孔６２２が、第１昇降板６２０の下部位置から突設部６２０ａにかけて形成
されている。
【０１６９】
　第１昇降板６２０の前面上部左右側には、連結ギヤ６２３ａ，６２３ｂが前後方向を向
く軸周りに回動可能に軸支されており、左右側に配置される第１ラックギヤ６１３と、左
右の連結ギヤ６２３ａ，６２３ｂ間に配置される第２昇降板６３０の左右側辺に形成され
る第２ラックギヤ６３１と、にそれぞれ噛合されている。
【０１７０】
　第２昇降板６３０は、左右側辺における上下方向の中央位置から下端にかけて連結ギヤ
６２３ａ，６２３ｂに噛合する第２ラックギヤ６３１が形成されているとともに、背面下
部には、スライド長孔６２２に移動可能に挿通されるガイド突部６３２が上下２箇所に形
成されており、第１昇降板６２０に対して上下方向に移動可能に連結されている。
【０１７１】
　第２昇降板６３０の上部には、第１可動部６０５ａが取り付けられているとともに、第
１可動部６０５ａの下部位置には、前後方向を向く連結軸６０５ｅを介して第２可動部６
０５ｂ，６０５ｃが軸支されている。
【０１７２】
　また、第２昇降板６３０の上部前面には、役物ＬＥＤ６０６が複数設けられた正面視縦
長長方形状のＬＥＤ基板６０７が、第１可動部６０５ａを構成するカバー体の所定箇所に
形成された透光領域に向けて光を出射可能に設けられている。第２昇降板６３０の下部に
は、ＬＥＤ基板６０７と、ケース体６０３を設置する設置部（図示略）所定箇所に設けら
れた中継基板６３５と、の間に掛け渡される配線ケーブルＣを挿通可能な筒状の配線ダク
ト６３３が上下方向に形成されている。
【０１７３】
　このように昇降ユニット６５０は、昇降モータ６６０、駆動ギヤ６１０、従動ギヤ６１
１、第１ラックギヤ６１３、連結ギヤ６２３ａ，６２３ｂ、第１昇降板６２０、第２昇降
板６３０、第２ラックギヤ６３１と、から主に構成される。
【０１７４】
　ここで、昇降ユニット６５０の昇降動作状況を、図２２～図２４にもとづいて説明する
。まず、役物６０５は、図２２（ａ）に示すベース部材６０１の上方に突出する突出位置
（上限位置）と、図２４（ａ）に示すベース部材６０１の前面に収納される収納位置（下
限位置）と、の間で移動可能とされている。
【０１７５】
　図２２（ａ）に示す突出位置において、従動ギヤ６１１の連結軸６１２は上部に位置し
ており、連結長孔６２１の左右方向中央位置に配置されている。第１昇降板６２０はベー
ス部材６０１前面上部に位置し、連結ギヤ６２３ａ，６２３ｂは第１ラックギヤ６１３の
上部に位置している。第２昇降板６３０は、第１昇降板６２０に対し上方に突出した位置
に配置され、ガイド突部６３２はスライド長孔６２２の上端に位置するとともに、第２ラ
ックギヤ６３１の下部位置にて連結ギヤ６２３ａ，６２３ｂと噛合されている。また、第
２可動部６０５ｂ，６０５ｃは、上端が連結軸６０５ｅを介して第１可動部６０５ａに軸
支され、下端がガイド軸６０５ｄを介して案内溝６０８の上端に連結されている。
【０１７６】
　ここで、昇降モータ６６０により駆動ギヤ６１０が回転すると、従動ギヤ６１１が回転
して連結軸６１２が周方向に移動しながら下降する（図２３（ａ）参照）。これにより、
連結長孔６２１を介して連結軸６１２に連結された第１昇降板６２０とともに、該第１昇
降板６２０に連結された第２昇降板６３０が下降する。ここで、第１昇降板６２０の連結
ギヤ６２３ａ，６２３ｂは、第１ラックギヤ６１３に噛合されていることで回転しながら
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下降するため、この回転により、第２昇降板６３０は第１昇降板６２０に対して相対移動
することになる。つまり、第１昇降板６２０の下降に伴い、該第１昇降板６２０の前面側
に重畳する領域が漸次大きくなっていく。
【０１７７】
　また、第１昇降板６２０の下降に伴い、第１可動部６０５ａ及び第２可動部６０５ｂ，
６０５ｃが下降される。このとき、左右の第２可動部６０５ｂ，６０５ｃそれぞれの下端
が案内溝６０８により外側に広がるように案内される。
【０１７８】
　そして、図２４（ａ）に示すように、従動ギヤ６１１が約１８０度回転して連結軸６１
２が最下位置まで移動することで、第１昇降板６２０がベース部材６０１の下部位置に配
置されるとともに、第２昇降板６３０の下部が第１昇降板６２０の前面側に重畳するよう
に配置される。このとき、第１可動部６０５ａがベース部材６０１の上端よりも下方に配
置される。すなわち、ケース体６０３内に収納される収納位置に配置される。
【０１７９】
　図２２（ｂ）に示すように、このようにベース部材６０１に対し昇降可能に設けられた
第２昇降板６３０には、役物ＬＥＤ６０６が設けられたＬＥＤ基板６０７が取り付けられ
ている。ＬＥＤ基板６０７は、ケース体６０３を設置する設置部（図示略）所定箇所に設
けられた中継基板６３５を介して演出制御基板８０に配線接続されており、演出制御基板
８０から電力が供給されるとともに、演出制御用マイクロコンピュータにより発光制御さ
れるようになっている。
【０１８０】
　図２２（ｂ）に示すように、ＬＥＤ基板６０７と演出制御基板８０とを電気的に接続す
る配線のうち、中継基板６３５とＬＥＤ基板６０７との間は、可撓性を有する線状のケー
ブルＣにて接続されている。詳しくは、ケーブルＣは、一端に設けられた配線側コネクタ
ＣＮＨ１を介してＬＥＤ基板６０７に設けられた基板側コネクタＣＮＫ１に接続されてい
るとともに、他端に設けられた配線側コネクタＣＮＨ２を介して中継基板６３５に設けら
れた基板側コネクタＣＮＫ２に接続されている。
【０１８１】
　つまり、中継基板６３５はベース部材６０１が設置される図示しない設置部に固定され
ているのに対し、ＬＥＤ基板６０７はベース部材６０１に対し上下移動可能に設けられて
いるため、中継基板６３５とＬＥＤ基板６０７との間は可撓性を有するケーブルＣにて接
続されている。また、固定された中継基板６３５に対してＬＥＤ基板６０７は、第１可動
部６０５ａが収納位置に位置したときに突出位置に位置したときよりも近い位置に配置さ
れることで、予め中継基板６３５からの距離が遠くなる突出位置に合わせた長さのケーブ
ルＣを確保する必要があるが、収納位置に位置したときにケーブルＣが余ってしまうため
、収納位置において第２昇降板６３０とベース部材６０１との間にケーブルＣが挟まれる
虞がある。よって、このように構成された第２昇降板６３０とベース部材６０１との間に
は、ケーブルＣを配線処理するための配線処理装置６４０が設けられている。
【０１８２】
　配線処理装置６４０は、図２１及び図２２（ｂ）に示すように、第２昇降板６３０の下
端部とベース部材６０１の下端部とを連結するように設けられるリンク機構にて構成され
る。尚、この配線処理装置６４０は、役物６０５を昇降するための昇降ユニット６５０に
組み付けられ、昇降ユニット６５０の駆動に応じて連動するが、役物６０５を昇降させる
ために必要な駆動機構ではない。
【０１８３】
　詳しくは、配線処理装置６４０は、第１リンク６４１と、該第１リンク６４１の下端に
前後方向を向く連結軸６４３を介して上端が枢支された第２リンク６４２と、から屈曲可
能に構成されたリンク機構からなり、第１リンク６４１の上端は、第２昇降板６３０の前
面下部に突設された連結軸６４４に軸支され、第２リンク６４２の下端は、ベース部材６
０１の前面下部に突設された連結軸６４５に軸支されている。
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【０１８４】
　そして、役物６０５が突出位置に位置したときは、図２１（ａ）（ｂ）に示すような伸
長状態となり、役物６０５が収納位置に位置したときは、図２１（ｃ）に示すような屈曲
状態となる。本実施例では、連結軸６４３～６４５は前後方向に向けて設けられているた
め、役物６０５が収納位置に近づくにつれて、屈曲部である連結軸６４３が正面から見て
右側に移動して正面視逆「く」の字に屈曲するようになっている。
【０１８５】
　また、第２リンク６４２の上端と下端の軸受部からは、中央に係止孔６４６ｃが形成さ
れた係止片６４６ａ，６４６ｂが左側方に向けて突設されており、この係止孔６４６ｃに
は、結束バンド６４７ａ，６４７ｂを挿通して環状に結束できるようになっており、環状
に結束された結束バンド６４７ａ，６４７ｂによりケーブルＣの所定箇所を第２リンク６
４２の近傍位置に係止できるようになっている。
【０１８６】
　詳しくは、ケーブルＣの一端側は、配線側コネクタＣＮＨ１を介して基板側コネクタＣ
ＮＫ１に接続されることで、第１可動部６０５ａが取り付けられる第２昇降板６３０の下
端に保持される。配線側コネクタＣＮＨ１から延出されたケーブルＣは、配線ダクト６３
３内に上方から挿通された後、連結軸６４４の上方近傍位置にて下方に延出され、その下
方位置において係止片６４６ａの結束バンド６４７ａ及び係止片６４６ｂの結束バンド６
４７ｂに係止され、そこから左側に延出された他端側は、配線側コネクタＣＮＨ２を介し
て基板側コネクタＣＮＫ２に接続されている。
【０１８７】
　すなわち、第２昇降板６３０とベース部材６０１との間に掛け渡されたケーブルＣは、
一端が第２昇降板６３０の基板側コネクタＣＮＫ１に保持され、他端がベース部材６０１
の基板側コネクタＣＮＫ２に保持されており、この間のケーブルＣの長さは常時一定とさ
れている。そしてベース部材６０１側に固定され、ケーブルＣの他端側を保持する基板側
コネクタＣＮＫ２は、役物６０５が突出位置に位置したときよりも収納位置に位置したと
きの方が基板側コネクタＣＮＫ１との離間距離が短くなる位置に配設されている。すなわ
ち、基板側コネクタＣＮＫ２と基板側コネクタＣＮＫ１との離間距離は、役物６０５が突
出位置に位置したときはＬ１０であるのに対し（図２２（ｂ）参照）、役物６０５が収納
位置に位置したときは、Ｌ１０よりも短いＬ１１（図２４（ｂ）参照）となる（Ｌ１１＜
Ｌ１０）。
【０１８８】
　従って、ケーブルＣは、少なくとも基板側コネクタＣＮＫ２と基板側コネクタＣＮＫ１
との離間距離が最長となる位置において必要な長さ寸法が確保されているため、役物６０
５が収納位置に近づくにつれて余ってしまうが、屈曲部に設けられた結束バンド６４７ａ
にケーブルＣの所定箇所が係止されていることで、図２２（ｂ）に示すように、役物６０
５が突出位置からが収納位置に近づくにつれて、図２３（ｂ）及び図２４（ｂ）に示すよ
うに、第１リンク６４１と第２リンク６４１とが伸長状態から屈曲状態に変位することで
、結束バンド６４７ａに係止された箇所が、第２昇降板６３０の移動領域から離れる方向
、つまり上下方向の移動領域に対し交差する方向である右側方に移動される。
【０１８９】
　よって、余ったケーブルＣが下端の連結軸６４５と第２昇降板６３０との間に挟まった
り、伸縮の繰り返しによりケーブルＣが意図しない方向に屈曲したり捩れたりすることが
防止される。
【０１９０】
　また、ケーブルＣの所定箇所を結束バンド６４７ａ，６４７ｂにて第２リンク６４２の
近傍位置に係止することができれば、ケーブルＣの所定箇所が結束バンド６４７ａ，６４
７ｂにより長手方向に移動不能に係止（保持）されてもよいし、あるいは、長手方向にス
ライド移動可能に係止されていてもよい。
【０１９１】
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　尚、本実施例では、ケーブルＣを第１，２リンク６４１，６４２に沿って配線するため
に結束バンドが用いられていたが、例えば図２１（ｃ）に示すように、第１，２リンク６
４１，６４２を中空状の管体にて構成し、挿通孔６４８ａ～６４８ｃを介してケーブルＣ
を内部に挿通することにより、第１，２リンク６４１，６４２に沿って配線できるように
してもよい。この場合、挿通孔６４８ｂが移動係止部に対応する。
【０１９２】
　以上説明したように、本発明の実施例における第２演出装置６００にあっては、可動部
としての役物６０５が突出位置（第２位置）から移動して少なくとも収納位置（第１位置
）に到達したときには、可動側配線保持部である基板側コネクタＣＮＫ１とベース側配線
保持部である基板側コネクタＣＮＫ２とが近づくことによりその間に掛け渡されたケーブ
ルＣに余りが生じるが、移動係止部である係止片６４６ａ及び結束バンド６４７ａが基板
側コネクタＣＮＫ１，２双方から離れる方向に移動することで、余ったケーブルＣの所定
箇所が常に基板側コネクタＣＮＫ１，２から引き離され、役物６０５が収納位置に位置し
たときに基板側コネクタＣＮＫ１，２間にケーブルＣが存在しなくなるため、役物６０５
が取り付けられる第２昇降板６３０とベース部材６０１の連結軸６４５との間に余ったケ
ーブルＣが挟まれたり屈曲や捩れが生じたりすることによる断線が防止される。
【０１９３】
　また、互いに近づく基板側コネクタＣＮＫ１，２とこれらから離れる係止片６４６ａ及
び結束バンド６４７ａとの３点にケーブルＣが略「く」の字形に掛け渡されるため、ケー
ブルＣをコンパクトに折り畳みながら引き離すことができる。
【０１９４】
　また、配線処理装置６４０は、第２昇降板６３０の昇降動作に連動して係止片６４６ａ
が移動するように構成されているため、第２昇降板６３０の昇降動作に応じて、係止片６
４６を昇降モータ６６０とは別個のモータ等により移動させる必要がない。
【０１９５】
　尚、本実施例では、ケーブルＣの一部は、配線ダクト６３３内に収納されるとともに、
下方の係止片６４６ｂに取り付けられた結束バンド６４７ｂにも係止されていたが、第１
，２リンク６４１，６４２の伸縮動作に影響がなければその他の箇所が係止されていても
よいし、少なくとも基板側コネクタＣＮＫ１，２との間の一箇所が、係止片６４６ａの結
束バンド６４７ａのような移動係止部に係止されていればよい。この場合、その一点が屈
曲部に設けられた係止片６４６ａでなくても、その近傍に設けられた係止部であってもよ
い。また、本実施例では、ケーブルＣの両端は基板側コネクタＣＮＫ１，２にて保持され
ていたが、ケーブルＣを保持する箇所は任意に変更可能であるとともに、ケーブルＣの保
持部はコネクタだけではなく、例えば結束バンドや配線押え、あるいは半田による固着部
等にて構成されていてもよい。
【０１９６】
　また、本実施例の配線処理装置６４０は、屈曲部である連結軸６４３が、役物６０５の
移動方向に対し右側方に移動可能とされていたが、左側方、前方、後方に移動可能とされ
ていてもよい。つまり、互いに近接する基板側コネクタＣＮＫ１，２から離れる方向とは
、例えば、基板側コネクタＣＮＫ１，２を結ぶ仮想線に対して交差する方向であることが
好ましい。
【０１９７】
　また、配線処理装置６４０は、ベース部材６０１に一端が軸支された第２リンク６４２
と、可動部に一端が軸支されるとともに、他端が第２リンク６４２に軸支された第１リン
ク６４１と、により屈曲可能に構成されたリンク機構にて構成され、移動係止部である係
止片６４６ａ及び結束バンド６４７ａは、第２リンク６４２と第１リンク６４１との連結
部（屈曲部）である連結軸６４３近傍に設けられていることで、係止片６４６ａ及び結束
バンド６４７ａは役物６０５の移動に連動するので、役物６０５の動力を利用してケーブ
ルＣを移動させることができるため、構造を簡素化できる。
【０１９８】
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　また、配線処理装置６４０は、第１リンク６４１と第２リンク６４２とから伸縮可能に
構成されていたが、２以上のリンク部材にて構成されていてもよいし、図２５に示す変形
例としての配線処理装置６７０のように、１本のリンク部材にて構成されていてもよい。
【０１９９】
　詳しくは、図２５に示すように、配線処理装置６７０は、上端が連結軸６７２を介して
第２昇降板６３０の下端に軸支され、下端が連結軸６７３を介してベース部材６０１に連
結されたリンク部材６７１から構成される。連結軸６７３は、ベース部材６０１の下部に
形成された左右方向を向く連結長孔６７４に摺動可能に挿通されており、第２昇降板６３
０の昇降に応じて左右方向に移動案内される。また、リンク部材６７１の上端と下端には
係止片６４６ａ，６４６ｂが形成され、これらに取り付けられた結束バンド６４７ａ，６
４７ｂによりケーブルＣの２箇所が係止されている。
【０２００】
　このような配線処理装置６７０にあっては、係止片６４６ａは、役物６０５が突出位置
にあるときに連結長孔６７４の左端部に位置しているのに対し（図２５（ａ）参照）、役
物６０５が下降して収納位置に近づくにつれて、連結長孔６７４の右側、つまり基板側コ
ネクタＣＮＫ１，２間から離れる方向に移動するため、配線処理装置６４０と同様の作用
・効果を奏する。
【０２０１】
　また、これら配線処理装置６４０，６７０は、役物６０５の移動に応じて移動係止部で
ある係止片６４６ａを移動させるためのリンク機構にて構成されていたが、役物６０５の
移動に応じて移動係止部を移動できるものであれば、種々に変更可能である。例えば、役
物６０５の移動に応じて左右前後いずれかの方向（移動方向に交差する方向）に移動する
移動部材にケーブルＣの係止部を設けてもよい。この場合、移動部材をギヤ機構等の駆動
伝達機構等にて役物６０５に連動させてもよいし、あるいは、モータ等により駆動させて
該モータと役物モータとを連動制御してもよい。
【０２０２】
　また、移動係止部の一例として、係止片６４６ａ及び該係止片６４６ａに結ばれた結束
バンド６４７ａから構成されていたが、ケーブルＣを係止できれば、例えばフックや配線
押え、あるいは挿通穴等であってもよい。
【０２０３】
　（第３演出装置）
　ここで、本発明の変形例としての配線処理装置６９０が設けられた第３演出装置８００
について、図２６～図３１にもとづいて説明する。図２６は、第３演出装置を右斜め前か
ら見た状態を示す斜視図である。図２７は、第３演出装置を右斜め後ろから見た状態を示
す斜視図である。図２８は、第３演出装置を左斜め前から見た状態を示す斜視図である。
図２９は、第３演出装置の内部構造を示す分解斜視図である。図３０は、役物の駆動機構
を説明するための概略図である。図３１は、（ａ）は役物が下限位置にあるときの配線処
理状況、（ｂ）は上限位置にあるときの配線処理状況を示す概略図である。
【０２０４】
　尚、以下の説明においては、第３演出装置８００をパチンコ遊技機１の正面から見たと
きの上下・左右方向を基準として説明する。
【０２０５】
　図２６～図２９に示すように、第３演出装置８００は、所定のベース部上に立設され、
上下方向に延びる垂直部８０２と、該垂直部８０２の上端から前側に屈曲される水平部８
０３と、からなるベース部８０１と、ベース部８０１に対し移動可能に設けられた可動部
８０７と、から主に構成されている。
【０２０６】
　垂直部８０２は、前面板８１０と後面板８１１とにより中空状に形成され、内部には後
述するケーブルＣを収納するための配線収納室８１２が上下方向に向けて形成されている
。また、上部にはケーブルＣの挿通口８１３が形成されるとともに、後面板８１１の上部
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にはケーブルＣの挿通孔８１４が形成されている。また、前面板８１０と後面板８１１と
には、収納室８１２内に移動可能に配設される後述する配線処理装置６９０を移動案内す
るガイド溝８１５ａ，８１５ｂが上下方向に延設されている。また、前面板８１０の上部
には、ケーブルＣを挿通口８１３に案内する案内壁８１６が前後方向に向けて設けられて
いる。
【０２０７】
　垂直部８０２の左側面には、可動部８０７を移動案内するガイド枠８２０が組み付けら
れている。ガイド枠８２０は垂直部８０２と水平部８０３とを構成する基枠であって、垂
直部８０２に相当する部位には、上端から下端にかけて直線状の昇降溝８２１が形成され
ているとともに、水平部８０３に相当する部位には、互いに平行をなす上下一対の進退溝
８２２ａ，８２２ｂが昇降溝８２１の上部からそれぞれ連設されている。さらに、左側面
には、下方の進退溝８２２ｂよりも幅広なガイド凹溝８２３が、前端から進退溝８２２ｂ
の前部にかけて前後方向に形成されるとともに、後端は下端辺にかけて下方に屈曲形成さ
れている。
【０２０８】
　また、ガイド枠８２０の上部には、ケーブルＣを摺動案内する案内ローラ８２８ａが前
後方向に向けて設けられたケーブルガイド８２８が取り付けられている。この案内ローラ
８２８ａは、前後方向を向く軸周りに回動可能に、かつ、前後方向に所定の長さを有して
なり、ケーブルＣを長手方向に案内するだけでなく、前後方向にもスライド案内できるよ
うになっている。
【０２０９】
　ガイド枠８２０の左側面には、上下方向に延びる第１ラックギヤ８２５が前面側に向け
て形成されるとともに、該第１ラックギヤ８２５の上端から前面側に延設される第２ラッ
クギヤ８２６が下向きに形成された側面視略逆Ｌ字形のギヤ部材８２７が取り付けられて
いる。
【０２１０】
　可動部８０７は、特に詳細な図示はしない役物８０６（図２６参照）と、該役物８０６
をベース部８０１に対し移動可能に連結するための取付部材８０５と、から構成される。
取付部材８０５は、図２６及び図２７に示すように、前面に透光性を有する装飾部８０５
ａが形成された横長の板状部材にて構成され、その先端側には役物８０６の取付部が形成
されるとともに、背面側には、該可動部８０７を前後及び上下に駆動するための駆動ユニ
ット８３０と、装飾部８０５ａを背面から照明する役物ＬＥＤ（図示略）が前面に設けら
れた中継基板８５０と、が設けられている。
【０２１１】
　駆動ユニット８３０は、水平部８０３に平行に配置される取付基板８３１と、取付基板
８３１の左側面に取り付けられる役物モータ８３２と、取付基板８３１を貫通して右側面
に突出された役物モータ８３２の駆動軸に固着され、第１ラックギヤ８２５と第２ラック
ギヤ８２６とに噛合可能に設けられるピニオンギヤ８３３と、取付基板８３１の右側面の
ピニオンギヤ８３３の上下位置に突設され、進退溝８２２ａ，８２２ｂそれぞれに挿通さ
れる上下一対のガイド軸８３４ａ，８３４ｂと、進退溝８２２ａ，８２２ｂに挿通され右
側面に突出されたガイド軸８３４ａ，８３４ｂの先端に取り付けられ、進退溝８２２ａ，
８２２ｂからのガイド軸８３４ａ，８３４ｂの逸脱を規制するワッシャ８３５ａ，８３５
ｂと、下方のガイド軸８３４ｂに並設され、ガイド凹溝８２３内に摺動可能に嵌合される
ガイド支柱８３６と、から主に構成される。
【０２１２】
　図３０（ａ）に示すように、このように構成された駆動ユニット８３０は、役物８０６
が上限位置に位置しているときには、ガイド軸８３４ａ，８３４ｂが進退溝８２２ａ，８
２２ｂに挿通されるとともに、ガイド支柱８３６がガイド凹溝８２３内に嵌合されること
でにより３点が支持された状態で案内され、ピニオンギヤ８３３が第２ラックギヤ８２６
に噛合されていることで、役物モータ８３２の駆動により前後に移動案内される。
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【０２１３】
　ガイド軸８３４ａ，８３４ｂが進退溝８２２ａ，８２２ｂの後端に位置したとき、昇降
溝８２１の上部に配置されることになるとともに、ピニオンギヤ８３３が第２ラックギヤ
８２６の後端に位置することにより第１ラックギヤ８２５にも噛合されるため、役物モー
タ８３２の駆動により下降可能となる。また、下降する際はガイド支柱８３６はガイド凹
溝８２３の後端からはずれてフリーになるが、上下一対のガイド軸８３４ａ，８３４ｂに
て姿勢が維持される。
【０２１４】
　役物モータ８３２及び役物ＬＥＤ（図示略）は、垂直部８０２の所定箇所に固定された
中継基板８６０（図３１参照）を介して演出制御基板８０に配線接続されており、演出制
御基板８０から電力が供給されるとともに、演出制御用マイクロコンピュータにより駆動
及び発光制御されるようになっている。尚、特に図示しないが、役物モータ８３２から延
出された配線は中継基板８６０に接続され、ケーブルＣを介して演出制御基板８０と接続
される。
【０２１５】
　図３１に示すように、中継基板８５０と演出制御基板８０とを電気的に接続する配線の
うち、中継基板８５０と中継基板８６０との間は、可撓性を有する線状のケーブルＣにて
接続されている。詳しくは、ケーブルＣは、一端に設けられた配線側コネクタＣＮＨ１０
を介して中継基板８５０に設けられた基板側コネクタＣＮＫ１０に接続されているととも
に、他端に設けられた配線側コネクタＣＮＨ２０を介して中継基板８６０に設けられた基
板側コネクタＣＮＫ２０に接続されている。
【０２１６】
　つまり、中継基板８６０はベース部８０１の上部に固定されているのに対し、中継基板
８５０はベース部８０１に対し前後及び上下移動可能な可動部８０７に設けられているた
め、中継基板８６０と中継基板８５０との間は可撓性を有するケーブルＣにて接続してい
る。また、固定された中継基板８６０に対して中継基板８５０は、役物８０６が上限位置
であり前方の前進位置及び後退位置に位置しているときに下限位置に位置したときよりも
近い位置に配置されることで、予め中継基板６３５からの距離が遠くなる下限位置に合わ
せた長さのケーブルＣを確保する必要があるが、収納位置に位置したときにケーブルＣが
余ってしまう。よって、このように構成された第２昇降板６３０とベース部材６０１との
間には、ケーブルＣを配線処理するための配線処理装置６４０が設けられている。
【０２１７】
　すなわち、中継基板８６０と中継基板８５０との間に掛け渡されたケーブルＣは、一端
が中継基板８５０の基板側コネクタＣＮＫ１０に保持され、他端がベース部８０１の基板
側コネクタＣＮＫ２０に保持されており、この間のケーブルＣの長さは常時一定とされて
いる。そしてベース部８０１側に固定され、ケーブルＣの他端側を保持する基板側コネク
タＣＮＫ２０は、役物８０６が下限位置に位置したときよりも上限位置に位置したときの
方が基板側コネクタＣＮＫ１０との離間距離が短くなる位置に配設されている。すなわち
、基板側コネクタＣＮＫ２０と基板側コネクタＣＮＫ１０との離間距離は、役物８０６が
下限位置に位置したときはＬ２０であるのに対し（図３１（ａ）参照）、役物８０６が上
限位置に位置したときは、Ｌ２０よりも短いＬ２１（図３１（ｂ）参照）となる（Ｌ２１
＜Ｌ２０）。従って、ケーブルＣは、少なくとも基板側コネクタＣＮＫ２０と基板側コネ
クタＣＮＫ１０との離間距離が最長となる位置において必要な長さ寸法が確保されている
。
【０２１８】
　配線処理装置６９０は、図２９及び図３０に示すように、所定長さを有するテープ部材
６９１が巻回された状態で容器６９２内に収容されてなり、容器６９２の前面には、ガイ
ド軸６９４ａが突設され、背面側にはガイド溝８１５ｂに挿通されるガイド軸６９４ｂが
突設されており、これら前後のガイド溝８１５ａ，８１５ｂにより、配線収納室８１２内
を上下昇降可能に設けられている。
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【０２１９】
　テープ部材６９１の一端は容器６９２内に設けられたゼンマイバネ（図示略）により一
方向に回転付勢された巻取軸（図示略）に固定され、他端は容器６９２から引き出されて
配線収納室８１２の下部所定箇所に固定されている。つまり、テープ部材６９１を巻き取
る巻取軸は、ゼンマイバネにより常時テープ部材６９１を巻き取る方向に付勢されている
。
【０２２０】
　また、ガイド軸６９４ａには、ケーブルＣを掛け渡し可能なケーブル係止用プーリ６９
３がガイド軸６９４ａ周りに回動可能に設けられており、ケーブルＣが掛け渡されている
。
【０２２１】
　このようにケーブル係止用プーリ６９３にケーブルＣが係止されている配線処理装置６
９０は、図３１（ａ）に示すように、役物８０６が下限位置にある場合、基板側コネクタ
ＣＮＫ２０と基板側コネクタＣＮＫ１０との離間距離が長くなり、基板側コネクタＣＮＫ
１０が上部のケーブルガイド８２８から離れ、ゼンマイバネによる付勢力に抗してケーブ
ルＣが引張られるので、容器６９２は上昇されていく。
【０２２２】
　役物８０６が上昇した場合、基板側コネクタＣＮＫ２０と基板側コネクタＣＮＫ１０と
の離間距離が漸次短くなり、基板側コネクタＣＮＫ１０が上部のケーブルガイド８２８に
近づくことでケーブルＣが余る、つまり張力が減衰することになる。ここで、ゼンマイバ
ネによる付勢力により容器６９２が下方に常時付勢されていることで、ケーブルＣにおけ
るケーブル係止用プーリ６９３に係止された箇所が、中継基板８５０，８６０間から離れ
る方向、つまり上下方向の移動領域に対し平行な方向である下方に移動される。
【０２２３】
　よって、余ったケーブルＣが可動部８０７とベース部８０１との間に挟まったり、屈曲
の繰り返しによりケーブルＣが意図しない方向に屈曲したり捩れたりすることが防止され
る。また、互いに近づく基板側コネクタＣＮＫ１０，２０とこれらから離れたケーブル係
止用プーリ６９３との３点に掛け渡されることで、ケーブルＣをコンパクトに折り畳みな
がら引き離すことができる。
【０２２４】
　以上説明したように、本発明の実施例における第３演出装置８００にあっては、可動部
８０７の役物８０６が下限位置（第２位置）から上限位置（第１位置）まで下降すると、
可動側配線保持部である基板側コネクタＣＮＫ１０とベース側配線保持部である基板側コ
ネクタＣＮＫ２０とが近づくことで、その間に掛け渡されたケーブルＣ（配線部材）が余
剰となるが、移動係止部であるケーブル係止用プーリ６９３が役物８０６に連動して下方
に移動することで、余ったケーブルＣの所定箇所が基板側コネクタＣＮＫ１０，２０間か
ら引き離されるため、上昇してきた可動部８０７とベース部８０１との間に余ったケーブ
ルＣが挟まれたり屈曲や捩れたりすることによる断線が防止される。
【０２２５】
　また、配線処理装置６９０は、ケーブルＣを係止する係止部であるケーブル係止用プー
リ６９３を、常時下方に付勢する付勢手段としての巻取り装置にて構成されていることで
、余ったケーブルＣの所定箇所を係止して移動させるだけでなく、ケーブルＣ全体に常時
適度な張力を付与するため、配線収納室８１２内に収納されているときでも捩れたりしに
くいばかりか、ケーブル係止用プーリ６９３に係止されていない部位に弛みが生じて意図
しない方向に移動して折れ曲がったりすることが防止される。
【０２２６】
　さらに、移動係止部であるケーブル係止用プーリ６９３は、役物８０６が上限位置（第
１位置）に位置したときに、常にケーブルＣの所定箇所を予め定められた位置まで移動さ
せるのではなく、付勢力により移動可能な位置まで移動させるだけなので、例えばケーブ
ルＣの所定箇所が何らかの要因で引っ掛かりが生じた場合において、予め定められた位置
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まで無理に移動させることがないので、断線等が防止される。
【０２２７】
　また、ゼンマイバネにより付勢していることで、役物８０６の昇降に応じてケーブルＣ
の余剰長さが変位しても、コイルバネ等に比べて付勢力が変化しにくいため、ケーブルＣ
の張力が強くなりすぎたり弱まりすぎることが防止される。
【０２２８】
　また、ケーブル係止用プーリ６９４を基板側コネクタＣＮＫ１０，２０双方から離れる
方向に付勢することにより移動させるゼンマイバネを含むことで、余ったケーブルＣに常
に張力が付与されることで弛みが生じにくいので、ケーブルＣが意図しない方向に移動す
ることが防止される。
【０２２９】
　また、容器６９２内に設けられたゼンマイバネにより移動されたケーブルＣを収納する
配線収納室８１２を備え、配線処理装置６９０は配線収納室８１２内に収納されているこ
とで、移動されたケーブルＣも配線処理装置６９０の容器６９２も配線収納室８１２にま
とめて収納されるので、ケーブルＣが意図しない方向に移動することが防止される。
【０２３０】
　また、配線収納室８１２は、役物８０６の移動方向に延設され、容器６９２内に設けら
れたゼンマイバネは、ケーブルＣを役物８０６の移動方向に沿った方向である下方向に付
勢することで、ケーブルＣを役物８０６の移動方向に沿ってコンパクトに収納することが
できる。
【０２３１】
　また、付勢手段は、ケーブル係止用プーリ６９４が設けられるケース部材である容器６
９２と、一端がベース部８０１の後面板８１１にテープ部材６９１を介して取り付けられ
、他端が容器６９２に取り付けられたゼンマイバネと、から構成されていることで、ゼン
マイバネはコイルバネ等に比べて付勢力の変化が小さいため、役物８０６の下降位置側へ
の移動に応じてケーブルＣにかかる張力が増大することが防止される。
【０２３２】
　次に、本発明の他の変形例としての第４演出装置９００について説明する。図３２は、
（ａ）は下降位置にある第４演出装置を示す正面図、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ断面図、（
ｃ）は第１駆動機構を示す概略図、（ｄ）は（ａ）のＤ－Ｄ断面図である。図３３は、（
ａ）は上昇位置にある第４演出装置を示す正面図、（ｂ）は（ａ）のＥ－Ｅ断面図、（ｃ
）は第１駆動機構を示す概略図、（ｄ）は（ａ）のＦ－Ｆ断面図である。
【０２３３】
　第４演出装置９００は、正面視略円形状の枠状部９０１ａ及び該枠状部９０１ａの下部
から下方に延出される基部９０１ｂからなり、ベース部９０９に対し上昇位置（図３３参
照）と下降位置（図３２参照）との間で上下方向に移動可能に案内された移動部材９０１
と、前記枠状部９０１ａ内に配置される発光部９０２ａ及び該発光部９０２ａの下部から
下方に延出され基部９０１ｂ内に回動可能に軸支される回動軸９０２ｂからなる発光部材
９０２と、移動部材９０１を上下方向に往復駆動する第１駆動機構９０３と、移動部材９
０１に対して発光部材９０２のみを回動させる第２駆動機構９０４と、から主に構成され
る。枠状部９０１ａ内には、発光部９０２ａに向けて光を出射可能に設けられたＬＥＤ９
０５が複数配設されている。
【０２３４】
　第１駆動機構９０３は、ベース部９０９に固定された第１駆動モータ９０６と、第１駆
動モータ９０６の駆動軸に固着された駆動盤９０７ａの周縁所定箇所に突設された連結軸
９０７と、基部９０１ｂ背面に左右方向に形成され、連結軸９０７が移動可能に嵌挿され
る連結長孔９０８と、から構成されている。第１駆動モータ９０６により駆動盤９０７ａ
が回転されることにより、連結軸９０７が連結長孔９０８内を左右方向に移動しながら移
動部材９０１を上下に移動させる。
【０２３５】
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　第２駆動機構９０４は、ベース部９０９に固定された第２駆動モータ９１０と、第２駆
動モータ９１０の駆動軸に固着されたピニオンギヤ９１１と、ピニオンギヤ９１１に噛合
されるとともに、回動軸９０２ｂに対し軸心方向に摺動可能、かつ、軸心周りに回動不能
に嵌挿された従動ギヤ９１２と、から構成されている。詳しくは、図３２（ｄ）に示すよ
うに、回動軸９０２ｂは断面視略Ｄ字形（非円形）をなし、従動ギヤ９１２にはこの回動
軸９０２ｂとほぼ同形の貫通孔９１２ａが形成されていることで、従動ギヤ９１２は回動
軸９０２ｂに対し軸心方向に摺動可能、かつ、軸心周りに回動不能に嵌挿されている。
【０２３６】
　よって、第２駆動モータ９１０によりピニオンギヤ９１１及び従動ギヤ９１２が回転す
ることで回動軸９０２ｂが回転して発光部９０２ａが回転する一方、第１駆動モータ９０
６による移動部材９０１の上下昇降時に回動軸９０２ｂの摺動を阻害することはないので
、上下昇降させながら発光部９０２ａを回転させることができる。
【０２３７】
　このように、長手方向にわたって特定の異形断面（Ｄ字形）で形成される異形状部を有
する回動軸９０２ｂと、回動軸９０２ｂの異形状部に相当する形状の貫通孔９１２ａが形
成され回動軸９０２ｂが摺動可能に挿入される従動ギヤ９１２とを有してなり、回動軸９
０２ｂおよび従動ギヤ９１２のうち一方の部材がベース部側に、他方の部材が可動部側に
連結される駆動伝達軸と、該駆動伝達軸のベース部側の部材である従動ギヤ９１２に形成
されたギヤに噛合されて回転方向の駆動力を伝達する回転駆動源（ピニオンギヤ９１１、
第２駆動モータ９１０）と、前記駆動伝達軸の軸心方向（上下方向）に進退（昇降）駆動
可能な進退部である連結軸９０７を有する進退駆動源（駆動盤９０７ａ、連結軸９０７、
第１駆動モータ９０６）と、前記駆動伝達軸の可動部側の部材（回動軸９０２ｂ）を軸心
周りに回転可能に軸支するとともに軸心方向には移動不能に固定し、前記進退部の進退駆
動に連動して前記軸心方向に移動可能な軸受部と、を備え、前記回転駆動源および前記進
退駆動源はベース部９０９に固定されていることが好ましい。
【０２３８】
　すなわち、進退駆動源により可動部を軸心方向に移動させる際に回転駆動源の荷重が加
わることがなく、また、回転駆動源により可動部を回転させる際に進退駆動源の荷重が加
わることがないので、それぞれの駆動源にかかる負荷を軽減することができる。
【０２３９】
　このように昇降可能に設けられた第４演出装置９００にあっても、ＬＥＤ９０５と演出
制御基板８０とを接続する配線のうち、移動部材９０１に設けられた基板側コネクタＣＮ
Ｋ５０とベース部９０９側に設けられた基板側コネクタＣＮＫ６０との間を接続するケー
ブルＣが、第３演出装置にて適用された配線処理装置６９０と同様に２本のリンク部材に
て形成される配線処理装置９２０に掛け渡されることで、配線処理装置６９０と同様の作
用・効果を得ることができる。すなわち、移動部材９０１が下降位置に到達したときに、
基板側コネクタＣＮＫ５０，６０の間からケーブルＣの所定箇所を離れる方向に移動させ
ることができる。
【０２４０】
　次に、本発明の他の変形例としての第５演出装置１８００について説明する。図３４は
、（ａ）は第５演出装置が上昇位置にある状態を示す概略図、（ｂ）は中間位置、（ｃ）
は下降位置にある状態を示す概略図である。
【０２４１】
　第５演出装置１８００は、ベース部１８０１と、ベース部１８０１に対し可動自在に設
けられた役物１８０２（図中点線で示すハート型の部材）と、役物１８０２を駆動する駆
動機構１８０３と、から主に構成されている。駆動機構１８０３は、ベース部１８０１に
対して回動軸１８０４を介して左端を中心として回動可能に設けられるとともに、右端に
長孔１８０８が形成されたアーム１８０５と、図示しないモータにより駆動される駆動ギ
ヤ１８０９と、から主に構成される。長孔１８０８には、役物１８０２が取り付けられる
取付部材１８０７の上部に突設された連結軸１８０６が長手方向に摺動可能に嵌挿され、



(40) JP 5406231 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

アーム１８０５と連結されている。
【０２４２】
　また、アーム１８０５の長手方向の中央位置には長孔１８１０が形成されており、該長
孔１８１０内には、駆動ギヤ１８０９の偏心位置に突設された連結軸１８１１が長手方向
に摺動可能に嵌挿され、アーム１８０５と連結されている。また、アーム１８０５の長孔
１８１０近傍位置には、上端がベース部１８０１に取り付けられた引張りバネ１８１２の
下端が取り付けられており、常時上方に付勢されている。
【０２４３】
　取付部材１８０７には、上下方向を向く左右一対のガイド溝１８１４が延設されており
、ベース部１８０１の下部に突設された左右一対のガイド軸１８１３が嵌挿されている。
ガイド溝１８１４は、上下方向に延びる直線部１８１４ａと、直線部１８１４ａの下端か
ら連設された短寸の湾曲部１８１４ｂと、から構成されている。
【０２４４】
　このように構成された第５演出装置１８００は、図示しないモータの駆動により駆動ギ
ヤ１８０９が回転することにより、ベース部１８０１に対して役物１８０２が正面に位置
する上昇位置（図３４（ａ）参照）と、ベース部１８０１に対して役物１８０２が下方に
位置する下降位置（図３４（ｃ）参照）と、の間で昇降可能に設けられている。
【０２４５】
　図３４（ａ）に示すように、上昇位置において、アーム１８０５は、右端が回動軸１８
０４よりも上方に位置するように右上がり傾斜状態となり、連結軸１８１１は、駆動ギヤ
１８０９の回動軸１８０９ａを通過する上向きの垂線Ｐよりもやや左側にずれた位置に配
置される。この状態において、回動軸１８０９ａと連結軸１８１１とを通過する直線が長
孔１８１０の周縁上部に対して略直交する状態となるため、アーム１８０５に役物１８０
２の荷重がかかったときに、連結軸１８１１が長孔１８１０の端部に当接されることによ
り回動が規制、つまりロックされることで、図示しないモータを停止しても駆動ギヤ１８
０９が回転することはないため、アーム１８０５の下降が規制される。言い換えると、役
物１８０２やアーム１８０５に何らかの力が加わっても、モータの駆動軸が回転してしま
うことがない。また、取付部材１８０７は、ガイド溝１８１４の下端にガイド軸１８１３
が位置するように配置されている。
【０２４６】
　また、アーム１８０５は、引張りバネ１８１２により上方に向けて付勢されている。具
体的には、ベース部１８０１の前面側に設けられる役物１８０２と取付部材１８０７とを
含む全ての部材の自重により引張りバネ１８１２にかかる下向きの力Ｆ２に対し、引張り
バネ１８１２によって役物１８０２及び取付部材１８０７にかかる上向きの力Ｆ１の方が
小さくなるように設定されている（Ｆ１＜Ｆ２）。
【０２４７】
　つまり、引張りバネ１８１２にかかる上向きの力Ｆ１よりも役物１８０２及び取付部材
１８０７にかかる下向きの力Ｆ２の方が大きいことで、引張りバネ１８１２の付勢力によ
って役物１８０２が上昇することがないようにしている。なお、上昇位置においても、引
張りバネ１８１２は完全に縮小せずに若干の収縮力が残されていることで、上昇位置に配
置されたときにも付勢力が働き、これにより上昇位置において連結軸１８１１にかかる荷
重が僅かに軽減されるため、アーム１８０５の回転時にモータにかかる負荷を軽減するこ
とができる。
【０２４８】
　次いで、図示しないモータにより駆動ギヤ１８０９が時計回りに回転を始めると、図３
４（ｂ）に示すように、連結軸１８１１は回動軸１８０９ａの直上位置まで僅かに上昇し
たのち、頂部を乗り越えて下降を開始する。これに伴い、アーム１８０５の先端が回動軸
１８０４を中心に回転して下降し始める。これにより、引張りバネ１８１２はアーム１８
０５により下方に向けて引張られることでバネの付勢力も高まっていくが、引張りバネ１
８１２にかかる下向きの力Ｆ２に対し、引張りバネ１８１２によって役物１８０２及び取
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付部材１８０７にかかる上向きの力Ｆ１の方が小さいことから、下降途中で引張りバネ１
８１２にかかる下向きの力Ｆ２と役物１８０２及び取付部材１８０７にかかる上向きの力
Ｆ１とが釣り合うことがないので、常に連結軸１８０６が長孔１８０８の下端縁を下方に
向けて付勢する状態が続く。
【０２４９】
　なお、ステッピングモータからなるモータは、役物１８０２及び取付部材１８０７を上
昇および下降させるのに必要なトルクを有しているため、下降させる際に、役物１８０２
及び取付部材１８０７の荷重に負けて一気に落下されることはない。
【０２５０】
　図３４（ｃ）に示すように、下降位置において、アーム１８０５は、右端が回動軸１８
０４よりも下方に位置するように右下がり傾斜状態となり、連結軸１８１１は、駆動ギヤ
１８０９の回動軸１８０９ａを通過する下向きの垂線Ｐ上、つまり駆動ギヤ１８０９の最
下位置に配置される。また、取付部材１８０７は、ガイド溝１８１４の上端にガイド軸１
８１３が位置するように配置される。
【０２５１】
　引張りバネ１８１２は、アーム１８０５により下方に向けて引っ張られることで付勢力
も最大値になるが、このように付勢力が最大値となる下降位置においても、引張りバネ１
８１２にかかる下向きの力Ｆ２に対し、引張りバネ１８１２によって役物１８０２及び取
付部材１８０７にかかる上向きの力Ｆ１の方が小さいことから、例えば下降位置において
モータが停止された場合等において、役物１８０２及び取付部材１８０７が引張りバネ１
８１２の付勢力によって下降位置から浮き上がることが防止される。
【０２５２】
　すなわち、アーム１８０５により下方に向けて引っ張られることで付勢力が最大値とな
る下降位置において、引張りバネ１８１２にかかる下向きの力Ｆ２に対し、引張りバネ１
８１２によって役物１８０２及び取付部材１８０７にかかる上向きの力Ｆ１の方が小さい
ことから、例えば中間位置や上昇位置においても、Ｆ１＜Ｆ２の関係が変わることがなく
、昇降途中においてＦ１とＦ２とが釣り合う遊び区間が存在しないので、昇降動作が一時
的に停止することが防止される。
【０２５３】
　このように構成された第５演出装置１８００にあっては、役物１８０２が下降位置から
上昇位置まで移動され、上昇位置に到達する直前に、ガイド軸１８１３が直線部１８１４
ａから湾曲部１８１４ｂに差し掛かる際に移動方向が変更されることで、役物１８０２の
上昇スピードが抑制されるため、上昇位置においてガイド軸１８１３がガイド溝１８１４
の端部に当接規制され、その反発力により役物１８０２が下降位置に向けて逆戻りするこ
とが防止される。
【０２５４】
　また、一端が回動可能に軸支されたアーム１８０５を、該アーム１８０５の回動軸１８
０４と平行に設けられた回動軸１８０９ａ周りを周回可能に設けられた連結軸１８１１に
連結することにより揺動させる構造が採用されていることで、アーム１８０５は、上昇位
置及び下降位置近傍では、中間位置辺りに比べて駆動ギヤ１８０９の回転に伴う昇降スト
ロークが小さくなる。これにより、上昇位置や下降位置手前においてアーム１８０５の移
動速度が抑制されるため、特に上昇位置においてアーム１８０５が跳ね返って役物１８０
２が上昇位置から僅かに下降してずれた位置に停止することが防止される。
【０２５５】
　このように構成された第５演出装置１８００において、役物１８０２に設けられた図示
しないＬＥＤが設けられたＬＥＤ基板と演出制御基板８０とを接続する配線のうち、ベー
ス部１８０１側に設けられた基板側コネクタＣＮＫ３０と役物１８０２側に設けられた基
板側コネクタＣＮＫ４０との間が、配線側コネクタＣＮＨ３０，４０を介して基板側コネ
クタＣＮＫ３０，４０に接続されたケーブルＣにて構成されている。また、ケーブルＣの
所定箇所は、一端がベース部１８０１に固定された引張りバネ１８２１の下端に設けられ
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るケーブル係止用プーリ１８２０に掛け渡されている。つまり、これら引張りバネ１８２
１及びケーブル係止用プーリ１８２０により配線処理装置が構成されている。
【０２５６】
　この配線処理装置にあっても、図３４（ａ）に示すように、役物１８０２の上昇位置に
おいて基板側コネクタＣＮＫ３０，４０の距離が近づくことになるが、このとき引張りバ
ネ１８２１の付勢力によりケーブル係止用プーリ１８２０が上方に付勢され、基板側コネ
クタＣＮＫ３０，４０との間から離れる方向に移動するため、余ったケーブルＣがベース
部１８０１と取付部材１８０７との間に挟まることがなく、前記実施例の配線処理装置と
同様の作用・効果を奏する。
【０２５７】
　また、配線処理装置を構成するケーブル係止用プーリ１８２０及び引張りバネ１８２１
は、ケーブル係止用プーリ１８２０を基板側コネクタＣＮＫ３０，４０双方から離れる方
向に付勢することにより移動させる引張りバネ１８２０を含むことで、余ったケーブルＣ
に常に張力が付与されることで弛みが生じにくいので、ケーブルＣが意図しない方向に移
動することが防止される。
【０２５８】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【０２５９】
　また、前記実施例では、遊技媒体の一例として、球状のパチンコ球（遊技球）が適用さ
れていたが、球状の遊技媒体に限定されるものではなく、例えばメダル等の非球状の遊技
媒体であってもよい。
【０２６０】
　また、遊技機の一例として、遊技媒体としてのパチンコ球を用いて遊技を行うことが可
能なパチンコ遊技機１が適用されていたが、メダルやクレジット等の遊技用価値を用いて
１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、
各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出される
ことにより１ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生
可能とされたスロットマシン、雀球、アレンジボール等の種々の遊技機にも適用可能であ
る。
【符号の説明】
【０２６１】
１　　　　　　パチンコ遊技機
６　　　　　　遊技盤
５００　　　　第１演出装置
５０１　　　　ベース部材
５０５　　　　シャッタモータ
５０６　　　　回動軸
５０７　　　　ピニオンギヤ
５０８　　　　駆動ユニット
５１０ａ，５１０ｂ　ラックギヤ
５３１　　　　通過孔
５３２　　　　ガイドギヤ
６００　　　　第２演出装置
６０１　　　　ベース部材
６０５　　　　役物
６０７　　　　ＬＥＤ基板
６２０　　　　第１昇降板
６３０　　　　第２昇降板
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６３５　　　　中継基板
６４０　　　　配線処理装置
６４１，６４２　リンク部材
６４６ａ，６４６ｂ　係止片
６４７ａ，６４７ｂ　結束バンド
６６０　　　　昇降モータ
６９０　　　　配線処理装置
６９１　　　　テープ部材
６９３　　　　ケーブル係止用プーリ
８００　　　　第３演出装置
８０１　　　　ベース部
８０６　　　　役物
８３０　　　　駆動ユニット
８３２　　　　役物モータ
８５０，８６０　中継基板
９００　　　　第４演出装置
１８００　　　第５演出装置
Ｃ　　　　　　ケーブル

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】



(48) JP 5406231 B2 2014.2.5

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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