
JP 5450290 B2 2014.3.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域が前面に設けられた盤本体と、前方に開放する箱状に形成され、前記盤本体の
後側に取り付けられる裏ユニットと、遊技領域から遊技球が入賞する入賞装置とを有する
遊技盤を設けた遊技機において、
　前記入賞装置は、
　前記盤本体に設けられ、左右方向に離間して前記遊技領域に開口する複数の入賞口を有
する飾り部材と、
　前記裏ユニットにおいて前記盤本体の後面に面する設置板部の前側に設けられ、前記入
賞口に入賞した遊技球を検知手段へ１個ずつ案内する球通路を有する通路構成部材とを備
え、
　前記通路構成部材には、夫々の入賞口に対応して球通路が設けられると共に、該入賞口
に連通する縦通路部およびこの縦通路部の下流に連通して、左右方向に延在する横通路部
とを有する球通路同士が、互いの横通路部の流下終端が向かい合って合流するよう構成さ
れ、
　前記通路構成部材には、前記球通路を横切るように設けられて、該球通路に向けて突出
する第１緩衝リブと、該第１緩衝リブを設けた面と対向する面に前記球通路を横切るよう
に設けられて、該球通路に向けて突出する第２緩衝リブとが、遊技球の流下方向にずらし
て互い違いに配置されると共に、
　前記通路構成部材には、前記横通路部の壁面から遊技球の流下方向上流側から下流側に



(2) JP 5450290 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

向かうにつれて突出するよう傾斜する流通許容面と、突出端から壁面に向けて該流通許容
面より急な角度で該横通路部の壁面に対して傾斜する流通規制面とを備えた第３緩衝リブ
が設けられる
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記通路構成部材には、前記第１、第２および第３緩衝リブが、前記球通路において遊
技球の流下方向にずらして互い違いの面に配置される請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、入賞装置を設けた遊技盤を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機やアレンジボール機に代表される遊技機は、その基本構成として外枠に開閉
および着脱可能に組付けられる中枠の前側に、ガラス扉を組付けた前枠、上下の球皿、球
送り・発射装置等が夫々設置されると共に、該中枠の裏側には、各種の球処理部等を有す
る機構セット盤が組付けセットされている。そして、このような基本構成において、前記
中枠に遊技盤が着脱交換可能に取付けられる。また遊技盤の表面に、遊技球が入賞し得る
入賞口および球検出スイッチを備えた入賞装置が配設され、入賞口から入賞した入賞球は
、該入賞口に連通する球経路部を介して遊技盤裏側へ通出するよう構成してある。更に、
遊技盤の裏面には、各種の中継基板等が取付けられる裏板部材が配設され、該裏板部材に
、前記球経路部から通出する入賞球を下方に案内する球案内路が形成されている。
【０００３】
　特許文献１には、複数の入賞口を備えた入賞装置を遊技盤に配設する構成において、各
入賞口に連通する球案内路を裏板部材に夫々設けると共に、該球案内路の下方に、案内さ
れた各入賞球をまとめて排出するための集合路を設ける構成が開示されている。また、球
案内路の前側には、照明装置が設けられ、入賞口が設けられた装飾部材の光透過部を介し
て発光演出するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３４２３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の球案内路は、平滑な壁面で通路が画成されているので、遊技球の流下速度
が落ちず、球案内路の流下終端に設けた検知スイッチで遊技球を誤検知する等の不都合が
生じることがある。そこで、遊技球の流下速度を落とすために、球案内路を横切るように
リブが設けられたものが提案されているが、遊技球の流下速度の低減効果が今ひとつであ
る。複数のリブを設けることが考えられるが、球通路の一面だけに複数のリブを設けると
、リブに当たった遊技球がリブと反対側を流下してしまうため、複数のリブによる速度低
減効果が得られないことがある。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを好適
に解決するべく提案されたものであって、入賞した遊技球を適切に検知できる入賞装置を
備えた遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明の遊技機は
、



(3) JP 5450290 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

　遊技領域(40a)が前面に設けられた盤本体(42)と、前方に開放する箱状に形成され、前
記盤本体(42)の後側に取り付けられる裏ユニット(50)と、遊技領域(40a)から遊技球(W)が
入賞する入賞装置(400)とを有する遊技盤(40)を設けた遊技機において、
　前記入賞装置(400)は、
　前記盤本体(42)に設けられ、左右方向に離間して前記遊技領域(40a)に開口する複数の
入賞口(406)を有する飾り部材(402)と、
　前記裏ユニット(50)において前記盤本体(42)の後面に面する設置板部(52)の前側に設け
られ、前記入賞口(406)に入賞した遊技球(W)を検知手段(401)へ１個ずつ案内する球通路(
410,414,416)を有する通路構成部材(420)とを備え、
　前記通路構成部材(420)には、夫々の入賞口に(406,406,406)対応して球通路(410,414,4
16)が設けられると共に、該入賞口(406)に連通する縦通路部(411,417)およびこの縦通路
部(411,417)の下流に連通して、左右方向に延在する横通路部(412,418)とを有する球通路
(410,416)同士が、互いの横通路部(412,418)の流下終端が向かい合って合流するよう構成
され、
　前記通路構成部材(420)には、前記球通路(410,414,416)を横切るように設けられて、該
球通路(410,414,416)に向けて突出する第１緩衝リブ(434)と、該第１緩衝リブ(434)を設
けた面と対向する面に前記球通路(410,414,416)を横切るように設けられて、該球通路(41
0,414,416)に向けて突出する第２緩衝リブ(435)とが、遊技球(W)の流下方向にずらして互
い違いに配置されると共に、
　前記通路構成部材(420)には、前記横通路部(412)の壁面から遊技球(W)の流下方向上流
側から下流側に向かうにつれて突出するよう傾斜する流通許容面(436a)と、突出端から壁
面に向けて該流通許容面(436a)より急な角度で該横通路部(412)の壁面に対して傾斜する
流通規制面(436b)とを備えた第３緩衝リブ(436)が設けられることを特徴とする。
　請求項１に係る発明によれば、球通路に緩衝リブが流下方向にずらして互い違いに設け
られているので、緩衝リブにより該緩衝リブと反対側に弾かれた遊技球が、反対側に設け
られた下流側の緩衝リブに当たるから、緩衝リブによって遊技球の流下速度を適切に落と
すことができる。従って、検知手段での遊技球の検知不良をより確実に回避できる。
　また、第３緩衝リブによって球通路を流下した遊技球が合流点で接続する他の球通路に
侵入することを防止できるので、球通路での遊技球の流下不良や検知手段での遊技球の誤
検知等を回避できる。
【０００９】
　請求項２に係る発明では、前記通路構成部材(420)には、前記第１、第２および第３緩
衝リブ(434,435,436)が、前記球通路(410)において遊技球(W)の流下方向にずらして互い
違いの面に配置されることを要旨とする。
　請求項２に係る発明によれば、第３緩衝リブも含めて緩衝リブが球通路で互い違いに配
置されているので、複数の緩衝リブによって遊技球の流下速度をより適切に落とすことが
できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る遊技機によれば、緩衝リブにより遊技球の流下速度を適切に抑えることが
できるので、検知手段での検知不良を回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を示す背面図である。
【図３】実施例のパチンコ機を示す分解斜視図である。
【図４】実施例の中枠を示す正面図である。
【図５】実施例の遊技盤の正面図であって、可動部材が第１位置にある。
【図６】実施例の遊技盤の正面図であって、可動部材が第２位置にある。
【図７】実施例の遊技盤の正面図であって、透明な盤本体を透過した状態を示す。
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【図８】実施例の遊技盤の背面図であって、図柄表示装置が取り付けた状態にある。
【図９】実施例の遊技盤の背面図であって、配線の接続構造を示している。
【図１０】実施例の遊技盤の背面図であって、アース線の接続構造を示している。
【図１１】実施例の遊技盤を後側から示す斜視図である。
【図１２】実施例の遊技盤を示す側面図である。
【図１３】実施例の盤本体を前側から示す斜視図である。
【図１４】実施例の裏ユニットを示す正面図である。
【図１５】実施例の裏ユニットを示す側面図である。
【図１６】実施例の裏ユニットを前側から示す斜視図である。
【図１７】実施例の表示器を示す正面図である。
【図１８】実施例の表示枠体を示す正面図である。
【図１９】実施例の表示枠体を示す背面図である。
【図２０】実施例の表示枠体の一部を示す背面図であって、配線の接続構造を示す。
【図２１】実施例の表示枠体を示す側面図である
【図２２】実施例の表示枠体を前側から示す分解斜視図である。
【図２３】実施例の表示枠体を後側から示す分解斜視図である。
【図２４】実施例の表示枠体を示す斜視図である。
【図２５】実施例のワープ通路を示す斜視図である。
【図２６】図１８のＣ１－Ｃ１線断面図である。
【図２７】図１８のＣ２－Ｃ２線断面図である。
【図２８】図１８のＣ３－Ｃ３線断面図である。
【図２９】実施例のステージを示す正面図である。
【図３０】実施例のステージを示す平面図である。
【図３１】実施例のステージを示す斜視図である。
【図３２】実施例に係る発光演出装置を前側から見た分解斜視図である。
【図３３】実施例に係る発光演出装置を後側から見た分解斜視図である。
【図３４】実施例に係るカバー部材を前側から見た分解斜視図である。
【図３５】実施例に係るカバー部材を後側から見た分解斜視図である。
【図３６】実施例に係るカバー本体の背面図である。
【図３７】実施例に係る発光演出装置を示す縦断面図である。
【図３８】実施例に係る反射部材、第１発光装置および後保護カバーを前側から見た分解
斜視図である。
【図３９】実施例に係る反射部材、第１発光装置および後保護カバーを後側から見た分解
斜視図である。
【図４０】実施例に係る発光演出装置の正面図である。
【図４１】実施例の照明装置を示す正面図である。
【図４２】実施例の照明装置を示す背面図である。
【図４３】実施例の照明装置を示す平面図である。
【図４４】実施例の照明装置を示す側面図である。
【図４５】実施例の第１照明機構を示す正面図である。
【図４６】実施例の第１照明機構を示す斜視図である。
【図４７】図４５のＤ－Ｄ線断面図である。
【図４８】実施例の第１照明機構を前側から示す分解斜視図である。
【図４９】実施例の第１照明機構を後側から示す分解斜視図である。
【図５０】実施例の第２照明機構を示す正面図である。
【図５１】実施例の第２照明機構を示す背面図である。
【図５２】実施例の第２照明機構を示す平面図である。
【図５３】実施例の第２照明機構を示す側面図である。
【図５４】実施例の第２照明機構を前側から示す分解斜視図である。
【図５５】実施例の第２照明機構を後側から示す分解斜視図である。
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【図５６】実施例の下部飾り部材を前側から示す斜視図である。
【図５７】実施例の下部飾り部材を後側から示す斜視図である。
【図５８】実施例の通路構成部材を示す正面図である。
【図５９】実施例の通路構成部材を示す背面図である。
【図６０】実施例の通路構成部材を示す平面図である。
【図６１】実施例の通路構成部材を示す底面図である。
【図６２】図５８のＥ１－Ｅ１線断面図である。
【図６３】図５８のＥ２－Ｅ２線断面図である。
【図６４】実施例の通路構成部材を前側から示す斜視図である。
【図６５】実施例の通路構成部材を後側から示す斜視図である。
【図６６】実施例の通路構成部材および表示器を前側から示す分解斜視図である。
【図６７】実施例の通路構成部材および表示器を後側から示す分解斜視図である。
【図６８】実施例の後側通路半体を示す正面図である。
【図６９】実施例の後側通路半体を示す背面図である。
【図７０】実施例の後側通路半体を示す平面図である。
【図７１】実施例の後側通路半体を示す底面図である。
【図７２】実施例の前側通路半体を示す正面図である。
【図７３】実施例の前側通路半体を示す背面図である。
【図７４】実施例の前側通路半体を示す平面図である。
【図７５】実施例の前側通路半体を示す底面図である。
【図７６】図５のＡ１－Ａ１線断面図である。
【図７７】図９のＢ１－Ｂ１線断面図である。
【図７８】図９のＢ２－Ｂ２線断面図である。
【図７９】実施例に係る可動体装置を前側から見た分解斜視図である。
【図８０】実施例に係る可動体装置を後側から見た分解斜視図である。
【図８１】実施例に係る第１用ケース体を前側から見た斜視図である。
【図８２】実施例に係る第１用ケース体を後側から見た斜視図である。
【図８３】実施例に係る可動体を前側から見た分解斜視図である。
【図８４】実施例に係る可動体を後側から見た分解斜視図である。
【図８５】実施例に係る第１可動演出装置を後側から見た斜視図である。
【図８６】原位置にある可動体を示す正面図である。
【図８７】第１用可動体モータおよびモータ取付基板を前側から見た斜視図である。
【図８８】第１用可動体モータおよびモータ取付基板を後側から見た斜視図である。
【図８９】可動体が左方へ移動した状態を示す正面図である。
【図９０】可動体が右方へ移動した状態を示す正面図である。
【図９１】第１用ケース体に配線押さえ部材を取り付ける様子を示す斜視図である。
【図９２】第１用ケース体に配線押さえ部材を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図９３】実施例に係るベース板金を前側から見た斜視図である。
【図９４】実施例に係るベース板金を後側から見た斜視図である。
【図９５】実施例に係る第１用可動体装飾部材を前側から見た斜視図である。
【図９６】実施例に係る第１用可動体装飾部材を後側から見た斜視図である。
【図９７】実施例に係る可動部材装置を前側から見た分解斜視図である。
【図９８】実施例に係る可動部材装置を後側から見た分解斜視図である。
【図９９】実施例に係る可動部材装置を後側から見た斜視図であって、可動部材が第１位
置にある状態を示す。
【図１００】実施例に係る可動部材装置の正面図である。
【図１０１】実施例に係る可動部材本体を前側から見た斜視図である。
【図１０２】実施例に係る可動部材本体を後側から見た斜視図である。
【図１０３】実施例に係る可動部材発光装置を前側から見た斜視図である。
【図１０４】実施例に係る可動部材発光装置を後側から見た斜視図である。
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【図１０５】図１００のＦ１－Ｆ１線縦断面図である。
【図１０６】図１００のＦ２－Ｆ２線縦断面図を一部拡大したものである。
【図１０７】実施例に係る可動部材装置の背面図であって、作動体を取外した状態で示す
。
【図１０８】実施例に係るベース基板を前側から見た斜視図である。
【図１０９】実施例に係るベース基板を後側から見た斜視図である。
【図１１０】実施例に係る可動部材装置を後側から見た斜視図であって、可動部材が第２
位置にある状態を示す。
【図１１１】実施例に係る作動体を前側から見た斜視図である。
【図１１２】実施例に係る作動体を後側から見た斜視図である。
【図１１３】左側のアーム部材および駆動アームを前側から見た分解斜視図である。
【図１１４】実施例に係る支持駆動機構および作動体を示す正面図であって、作動体が下
方へ移動した状態を示す。
【図１１５】右側のアーム部材および駆動アームを前側から見た分解斜視図である。
【図１１６】実施例に係る駆動アームが第１姿勢にある状態を示す正面図である。
【図１１７】実施例に係る駆動アームが第２姿勢にある状態を示す正面図である。
【図１１８】実施例に係る係止盤を後側から見た斜視図である。
【図１１９】第１接続部および第２接続部の接続構造を示す分解斜視図である。
【図１２０】実施例に係る可動部材装置の背面図であって、可動部材が第１位置にある状
態を示す。
【図１２１】実施例に係る可動部材装置の背面図であって、可動部材および作動体が下方
へ移動する様子を示す。
【図１２２】実施例に係る可動部材装置の背面図であって、可動部材が第２位置にある状
態を示す。
【図１２３】可動部材用モータおよび前支持ケース体を示す斜視図である。
【図１２４】実施例に係る支持駆動機構および作動体を示す正面図であって、作動体が移
動する前の状態を示す。
【図１２５】実施例に係るガイド機構の説明図であって、図１２７のＧ－Ｇ線断面図であ
る。
【図１２６】実施例に係るガイド機構の説明図であって、連結ガイド部が回動する様子を
示す。
【図１２７】実施例に係る作動体の平面図である。
【図１２８】実施例に係る作動体の背面図である。
【図１２９】実施例に係る支持ケース部材を前側から見た分解斜視図である。
【図１３０】実施例に係る支持ケース部材を後側から見た分解斜視図であるである。
【図１３１】作動体が回動する様子を示す正面図である。
【図１３２】実施例に係る第２可動演出装置を前側から見た分解斜視図である。
【図１３３】実施例に係る第２可動演出装置を後側から見た分解斜視図である。
【図１３４】実施例に係る右部設置部材を前側から見た分解斜視図である。
【図１３５】実施例に係る右部設置部材を後側から見た分解斜視図である。
【図１３６】実施例に係る右部設置部材の側面図である。
【図１３７】実施例に係る右部回動体を前側から見た分解斜視図である。
【図１３８】実施例に係る右部回動体を後側から見た分解斜視図である。
【図１３９】右部回動体の配線が円弧状案内部を介して右部設置部材に引き出される様子
を示す斜視図である。
【図１４０】案内通孔部および円弧状案内部の位置関係を示す説明図であって、右部回動
体が右部通常姿勢にある状態を示す。
【図１４１】案内通孔部および円弧状案内部の位置関係を示す説明図であって、右部回動
体が右部回動姿勢にある状態を示す。
【図１４２】実施例に係る第２可動演出装置の縦断面図であって、右部回動体の配線が円
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弧状案内部を介して右部設置部材に引き出される様子を示す。
【図１４３】実施例に係る第３可動演出装置を前側から見た分解斜視図である。
【図１４４】実施例に係る第３可動演出装置を後側から見た分解斜視図である。
【図１４５】第３可動演出装置の左部設置部材を前側から見た分解斜視図である。
【図１４６】第３可動演出装置の左部設置部材を後側から見た分解斜視図である。
【図１４７】図５のＡ２－Ａ２線断面図である。
【図１４８】実施例に係る球通過ゲートを前側から見た分解斜視図である。
【図１４９】実施例に係る球通過ゲートを後側から見た分解斜視図である。
【図１５０】実施例に係る第３可動演出装置の正面図であって、左部回動体が左部通常姿
勢にある状態を示す。
【図１５１】実施例に係る第３可動演出装置の正面図であって、左部回動体が左部回動姿
勢にある状態を示す。
【図１５２】実施例の配線保持具を示す正面図である。
【図１５３】実施例の配線保持具を示す平面図である。
【図１５４】実施例のパチンコ機のアース構造を示す説明図である。
【図１５５】実施例のパチンコ機の制御ブロック図である。
【００１２】
　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、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチ
ンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「
右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見た
状態で指称する。
【実施例】
【００１３】
(パチンコ機について)
　図１に示すように、実施例に係るパチンコ機１０は、矩形枠状に形成されて、遊技店の
図示しない設置枠台に固定される固定枠としての外枠１１を備えている。また、パチンコ
機１０には、遊技盤４０(図３または図５参照)が着脱可能に保持される本体枠としての中
枠１２が、外枠１１の開口前面側に開閉および着脱可能に組み付けられている。更に、パ
チンコ機１０は、遊技盤４０の裏側に対して、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置１
３が着脱し得るよう配設されている(図２または図８参照)。中枠１２の前面側には、遊技
盤４０を透視保護するガラス窓１４ａを備えた装飾枠としての前枠１４が開閉可能に組付
けられると共に、前枠１４の下方にパチンコ球Ｗ(図３１参照)を貯留する下球受け皿１５
が開閉可能に組付けられる(図１または図３参照)。実施例では、前枠１４の下部位置に、
パチンコ球Ｗを貯留する上球受け皿１６が一体的に組付けられており、前枠１４の開閉に
合わせて上球受け皿１６も一体的に開閉するよう構成される。なお、図柄表示装置１３と
しては、液晶表示装置やドラム式の表示装置、ベルト式の表示装置等の各種図柄を変動表
示可能な従来公知の表示装置を用いることができる。
【００１４】
(中枠について)
　図３または図４に示すように、中枠１２は、上縁をなす上枠部材１７と、下縁をなし、
スピーカ３３や打球発射装置３４、操作ハンドル３５等が設置された下枠部材１８と、左
側縁をなす左枠部材１９と、右側縁をなす右枠部材２０とから構成されている。中枠１２
は、上下左右の枠部材１７,１８,１９,２０を組付けた際に、全体が外枠１１の開口に整
合する矩形枠状に形成される。そして、上下左右の枠部材を組付けた際に前後に開口する
開口部分が、遊技盤４０を設置する遊技盤保持部２２として機能する。ここで、中枠１２
は、外枠１１の左上端部および左下端部に設けられた支軸(図示せず)を介して枢支され、
左側端部を中心として中枠１２を回転させることで、外枠１１に対して中枠１２を開閉し
得るようになっている。
【００１５】
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　図３または図４に示すように、左枠部材１９の開口内側(遊技盤保持部２２側)には、上
下に離間する位置に、遊技盤４０の左側端部を回転および着脱可能に保持する回転保持具
２３,２３が複数設けられている。また、上下の枠部材における右端部(右枠部材２０側)
には、固定位置および固定解除位置に回転可能な固定具２４,２４が夫々設けられており
、該固定具２４,２４により遊技盤４０の右側上下端部を中枠１２に固定し得るようにな
っている。パチンコ機１０では、遊技盤４０の左側端部を回転保持具２３,２３で保持し
た状態で、遊技盤４０の右側端部を押し込んで遊技盤４０の左側端部(回転保持具２３,２
３)を中心に回動させて遊技盤４０の全体を遊技盤保持部２２に臨ませて、固定具２４,２
４を固定位置に回転変位させて遊技盤４０の右側上下端部が支持固定される。このように
、遊技盤４０は、その周縁部の裏面が前記上下および左の各枠部材１７,１８,１９,２０
に当接支持された状態で、回転保持具２３,２３および固定具２４,２４で対応箇所の前面
が当接支持されて、前後方向の移動が規制される。そして、この状態の遊技盤４０の前面
(後述する盤本体４２の前面)は、中枠１２に組付けられている前枠１４のガラス窓１４ａ
に対して予め設定された距離だけ離間する位置に臨むよう構成されている。
【００１６】
　図２または図４に示すように、前記上枠部材１７の裏側には、設置枠台等に設けられた
外部球供給設備から供給されるパチンコ球Ｗを貯留する球タンク２５が、上枠部材１７の
左右幅の略全幅に亘って設けられている。この球タンク２５は、遊技盤保持部２２に配設
された遊技盤４０の裏側上部に重なるよう形成されており、遊技盤４０の上下寸法を最大
限大きくし得るようになっている。また、下枠部材１８の裏側には、上下の球受け皿１５
,１６に連通する球供給路および設置枠台に設けた球回収樋に連通する球排出路(何れも図
示せず)が夫々形成されたセット部材２６が配設されている(図２参照)。なお、球タンク
２５とセット部材２６とは、両部材間に架設された球通路ユニット２７を介して連通接続
されており、該球通路ユニット２７に配設された球払出し装置２７ａの駆動により球タン
ク２５に供給されたパチンコ球Ｗを上下の球受け皿１５,１６へ給出するよう構成されて
いる。
【００１７】
　前記セット部材２６には、図２に示すように、パチンコ機１０の電源制御を行う電源装
置２８、球通路ユニット２７に配設した球払出し装置２７ａを駆動制御する払出し制御装
置２９、前記打球発射装置３４を駆動制御する発射制御装置３０、外部端末に接続される
インターフェース基板３１等が配設されている。なお、これらの各装置２８,２９,３０,
３１は、遊技盤４０の裏側に配設される主制御装置３２に配線接続され、該主制御装置３
２からの制御信号に基づいて所定の制御を実行するようになっている(図１５５参照)。
【００１８】
(遊技盤)
　図５～図１２に示すように、前記遊技盤４０は、アクリルやポリカーボネート等の透明
な合成樹脂製の板材からなる盤本体４２と、この盤本体４２の後側に設けられる裏ユニッ
ト５０とから構成される。遊技盤４０には、パチンコ球Ｗが流下可能な遊技領域４０ａが
盤本体４２の前面に設けられると共に、遊技釘(釘)４３や風車４４等の遊技部品が遊技領
域４０ａに設けられている。また、遊技盤４０には、裏ユニット５０の後側に図柄表示装
置１３が着脱可能に配設されて(図２または図８参照)、図柄表示装置１３において図柄変
動ゲームやその他表示演出が行われる表示部１３ａが前側から視認可能になっている。そ
して、パチンコ機１０では、盤本体４２の前面に画成される遊技領域４０ａに打ち出され
て流下するパチンコ球Ｗの入賞装置への入賞等に合わせてあるいは独立して、遊技盤４０
の前側に臨む表示部１３ａで図柄変動ゲームや所定の表示演出が行われるようになってい
る。
【００１９】
(盤本体)
　図１または図１３に示すように、盤本体４２は、略矩形を基本とした平板状の部材であ
って、四隅が前述した中枠１２への取り付け構造に合わせて切り欠き等されて適宜形状と
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されている。盤本体４２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４５と
、この外レール４５の内側に中央下部から左上部にかけて並べて配置された内レール４６
とが前面に配設されている。なお、打球発射装置３４から発射されたパチンコ球Ｗは、外
レール４５と内レール４６との間を通って遊技領域４０ａの左上部に打ち出される。また
、盤本体４２には、外レール４５の右上部から内レール４６の下部までの間に、右方に凹
む湾曲形状の左側縁が延在する第１盤面飾り部材４７が前面右側に配設されている。そし
て、盤本体４２の前面には、外レール４５、内レール４６および第１盤面飾り部材４７に
よって略円形の遊技領域４０ａが画成されている。更に、盤本体４２の前面には、外レー
ル４５の左方(遊技領域４０ａの外側)の上下位置に第２盤面飾り部材４８が夫々配設され
ている。
【００２０】
　図５に示すように、前記盤本体４２の前面には、遊技領域４０ａに位置して多数の遊技
釘４３や風車４４等の遊技部品が配設されている。遊技盤４０では、打球発射装置３４に
よって遊技領域４０ａに打ち出されたパチンコ球Ｗを並んだ遊技釘４３で誘導したり、風
車４４によりパチンコ球Ｗを振り分けたり等して、遊技領域４０ａを流下するパチンコ球
Ｗの動きを不規則に変更するようになっている。例えば、遊技盤４０には、中央部に配設
された後述する表示枠体１００の下部左側から中央に位置する始動入賞装置７０の始動入
賞口７０ａ,７０ｂに向けてパチンコ球Ｗを誘導する経路を形成するように遊技釘４３が
並んでいる(図５参照)。
【００２１】
　図１３に示すように、前記盤本体４２には、遊技領域４０ａに設けられる表示枠体１０
０、各種入賞装置７０,７４および裏ユニット５０に配設される表示器４６０等に合わせ
て、前後に貫通形成された貫通口４２ａ,４２ｂ,４２ｃ,４２ｄ,４２ｅが複数開設されて
いる。盤本体４２は、遊技領域４０ａに大きく開設された表示貫通口４２ａと、この表示
貫通口４２ａの下側に開設され、後述する始動入賞装置７０および特別入賞装置７４が配
設される入賞装置貫通口４２ｂと、この入賞装置貫通口４２ｂの左側に開設され、左側の
普通入賞装置４００を構成する下部飾り部材(飾り部材)４０２が配設される下部飾り貫通
口４２ｃとを備えている。また、盤本体４２は、下部飾り貫通口４２ｃの左上側に開設さ
れ、表示器４６０が臨む表示器貫通口４２ｄと、表示貫通口４２ａと内レール４６との間
に位置して遊技領域４０ａの左側部に開設され、ゲートセンサ７９９が配設されるゲート
貫通口４２ｅとを備えている。なお、実施例では、ゲート貫通口４２ｅが表示貫通口４２
ａに連続して形成されて、両者が繋がっている。
【００２２】
　前記表示貫通口４２ａは、盤本体４２の上側に僅かに偏倚して大きく形成されており、
盤本体の１／２以上の領域を占めている(図１３参照)。また、表示貫通口４２ａは、図柄
表示装置１３における表示部１３ａの前側に形成されており、遊技盤４０では、表示部１
３ａにおける表示貫通口４２ａの内側に重なる領域で少なくとも図柄変動ゲームが行われ
るようになっている。そして、盤本体４２には、表示貫通口４２ａに嵌め合わせて後述す
る表示枠体１００が配設されている(図５参照)。
【００２３】
　前記盤本体４２には、表示貫通口４２ａ(表示貫通口４２ａに嵌め合わせて取り付けた
表示枠体１００)の下方位置に、遊技領域４０ａを流下するパチンコ球Ｗが入賞可能な始
動入賞装置７０が入賞装置貫通口４２ｂの上部に嵌め合わせて配設されている(図５また
は図６参照)。また、盤本体４２には、始動入賞装置７０の下方に、遊技領域４０ａを流
下するパチンコ球Ｗが入賞可能な特別入賞装置７４が入賞装置貫通口４２ｂの下部に嵌め
合わせて配設されている。更に、盤本体４２には、遊技領域４０ａの下縁に沿って形成さ
れた下部飾り貫通口４２ｃに嵌め合わせて、左側に位置する左側普通入賞装置(普通入賞
装置)４００の前部を構成する下部飾り部材４０２が配設されている(図１３参照)。更に
また、盤本体４２には、ゲート貫通口４２ｅに嵌め合わせて、ゲートセンサ７９９を備え
た球通過ゲート７９８が配設されている(図５参照)。
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【００２４】
(裏ユニット)
　図１４～図１６に示すように、前記裏ユニット５０は、前方に開放する箱状に形成され
た合成樹脂製の部材であって、開放端を盤本体４２の後面に突き合わせて該盤本体４２に
取り付けられている(図１１または図１２参照)。裏ユニット５０は、遊技盤４０の後面を
構成する設置板部５２と、この設置板部５２の周縁から前方へ延出形成された周板部５４
と、この周板部５４の前端から外方に向けて延出形成された縁板部５５とを備えている。
実施例の裏ユニット５０は、設置板部５２、周板部５４および縁板部５５の上下の辺を構
成する部分が一体形成される一方、縁板部５５の左右の辺を構成する部分が前記一体成形
部分と夫々別体に形成されている。裏ユニット５０は、周板部５４で囲われる前部開口が
遊技領域４０ａにおおよそ合わせて形成されると共に、縁板部５５の外周縁が盤本体４２
の外周縁におおよそ合わせた形状および大きさで形成されている。裏ユニット５０は、縁
板部５５を盤本体４２に当接して該盤本体４２の後面にネジ止め固定され、設置板部５２
が盤本体４２の後面から離間配置されて、設置板部５２と盤本体４２との間に装置および
部材を配設可能な空間が画成されるようになっている(図７７参照)。
【００２５】
　前記裏ユニット５０には、四角形状の表示開口５３が設置板部５２の中央位置に位置し
て前後に貫通形成されている(図９～図１１参照)。裏ユニット５０は、遊技盤４０を演出
または装飾する装置や部材が設置板部５２の前側に設置されると共に、図柄表示装置１３
および中継基板３８が設置板部５２の後側に設置されるようになっている。実施例の遊技
盤４０では、裏ユニット５０において設置板部５２の表示開口５３の上側に延在する上辺
部５２ａ前面に、第１可動演出装置５００が設置され、設置板部５２における表示開口５
３の右側に延在する右辺部５２ｂ前面に、第２可動演出装置７５０が設置されると共に、
設置板部５２における表示開口５３の左側に延在する左辺部５２ｃ前面に、第３可動演出
装置７８０が設置されている(図１４または図１６参照)。また、遊技盤４０では、照明装
置３００が設置板部５２における表示開口５３の下側に延在する下辺部５２ｄ前面に設置
されている。
【００２６】
　前記遊技盤４０では、図柄表示装置１３がその表示部１３ａを表示開口５３に臨ませて
、裏ユニット５０における設置板部５２の後側に取り付けられている(図２または図８参
照)。実施例の表示開口５３は、盤本体４２の表示貫通口４２ａより小さく形成されると
共に該表示貫通口４２ａの後側に重なるように配置されており、遊技盤４０では、表示開
口５３を介して前側に臨む図柄表示装置１３の表示部１３ａが表示貫通口４２ａの内側に
位置するようになっている(図５または図６参照)。
【００２７】
　前記裏ユニット５０には、設置板部４２の後面に図柄表示装置１３を着脱可能に保持す
る表示保持手段５６,５７,５８が設けられている(図８～図１１参照)。表示保持手段は、
設置板部５２における左辺部５２ｃの後面に門型に突出形成され、表示開口５３側に開放
する受け口(図１２参照)を備える装置保持部５６(実施例では上下に離間して２つ)と、設
置板部５２における右辺部５２ｂに前後に貫通形成された保持開口５７(実施例では上下
に離間して２つ)と、設置板部５２における下辺部５２ｄの後面に表示開口５３に沿って
延在するよう後方へ延出形成された下受け片５８とから構成されている。図柄表示装置１
３は、左側面に左方へ突出形成された挿入片(実施例では上下に離間して２つ：図示せず)
を、装置保持部５６,５６の対応する受け口に挿入すると共に下面を下受け片５８に載置
し、右側部に設けられたナイラッチ等の装置固定具５９を保持開口５７,５７で係止する
ことで、裏ユニット５０に対して取り付けられる(図８参照)。そして、裏ユニット５０の
表示開口５３は、図柄表示装置１３で塞がれるようになっている。
【００２８】
　前記裏ユニット５０には、図柄表示装置１３の取り付け領域の下側に位置して、中継基
板３８を保持する基板設置部６０が後面に設けられている(図８～図１１参照)。実施例で
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は、基板設置部６０が左右に離間して３箇所設けられ、裏ユニット５０の後面には、３基
の中継基板３８が左右に並んで設置されている(図１１参照)。実施例の基板設置部６０は
、設置板部５２の後面から後方に延出し、対応の中継基板３８に合わせて延在するように
形成された基板支え片６０ａと、中継基板３８の後面を係止して基板支え片６０ａとの間
で中継基板３８を挟む基板押え片６０ｂとから構成されている。基板設置部６０は、中継
基板３８を挟んで一対の基板押え片６０ｂが上下に対向配置され、一方(実施例では上側)
の基板押え片６０ｂが他方の基板押え片６０ｂに対して接離する方向に弾性変形可能に構
成されている。基板設置部６０は、基板支え片６０ａによって周縁部が支持されて、裏ユ
ニット５０の後面から離間して保持するようになっている。また、基板設置部６０は、一
方の基板押え片６０ｂを撓曲することで、工具を用いることなく中継基板３８を指先操作
で簡単に挿脱することができる。
【００２９】
　前記中継基板３８は、裏ユニット５０の前側に設けられる可動演出装置５００,７５０,
７８０、発光演出装置２００や照明装置３００等の演出側電気機器と、裏ユニット５０の
後側に取り付けられる主制御装置３２や統括制御装置３７等の制御側電気機器とを電気的
に中継するものであって、演出側電気機器に接続する配線や制御側電気機器に接続する配
線や他の中継基板３８に接続する配線等が繋がれる(図９参照)。また、遊技盤４０は、演
出側電気機器として、裏ユニット５０の前側に位置して盤本体４２に設けられる発光演出
装置２００や枠体照明手段(照明手段)１３０,１３１,１３２,１３３,１３４等も備えてい
る(図１８参照)。
【００３０】
　このように、遊技盤４０には、表示部１３ａを囲んで上側の第１可動演出装置５００、
左右の第２,第３可動演出装置７５０,７８０、下側の照明装置３００が設置され、これら
の装置によって所要の演出を行い得るように構成される(図５または図６参照)。なお、実
施例の遊技盤４０では、第１～第３可動演出装置５００,７５０,７８０の夫々に設けられ
た可動体が、図柄表示装置１３における該遊技盤４０の前側に臨む表示部１３ａの周縁部
にある第１位置(図５参照)と、この第１位置から該表示部１３ａの中央部側に変位した第
２位置(図６参照)との間で動作するようになっている。
【００３１】
(始動入賞装置)
　図５に示す如く、始動入賞装置７０は、盤本体４２の前面に設けられ、遊技領域４０ａ
を流下するパチンコ球Ｗが入賞可能な上下の始動入賞口(入賞口)７０ａ,７０ｂを備えて
いる。始動入賞装置７０は、入賞装置貫通口４２ｂの上部を塞いで盤本体４２に取り付け
られている。パチンコ機１０では、始動入賞装置７０の始動入賞口７０ａ,７０ｂへ入賞
したパチンコ球Ｗが始動入賞センサ７２(図１５５参照)で検出されることで、図柄表示装
置１３の表示部１３ａで図柄変動が開始されると共に、所定数(例えば５個)のパチンコ球
Ｗが賞球として上下の球受け皿１５,１６に払い出されるようになっている。同時に、パ
チンコ機１０では、後述する表示器４６０の特別表示部４６５において図柄変動が開始さ
れるようになっている(図１７参照)。なお、下側の始動入賞口７０ｂを挟む左右位置には
、相互に近接および離間するよう揺動可能な一対の羽根部材７１,７１が設けられ(図５参
照)、図示しないソレノイド等の駆動手段により羽根部材７１,７１を揺動することで、下
側の始動入賞口７０ｂが開閉される。
【００３２】
(特別入賞装置)
　図５または図６に示す如く、特別入賞装置７４は、入賞装置貫通口４２ｂの下部に嵌め
合わせて盤本体４２に取り付けられ、盤本体４２の前面に臨ませて前後に開口するように
開設された横長の特別入賞口７４ａ(図５参照)を備えている。また、特別入賞装置７４は
、特別入賞口７４ａを開閉自在に閉成する開閉扉７５を備え、この開閉扉７５を図示しな
いソレノイド等の駆動手段により姿勢変位することで、特別入賞口７４ａが開閉されるよ
うになっている。特別入賞装置７４は、遊技領域４０ａに臨む特別入賞口７４ａが開閉扉
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７５で常には閉鎖されており、始動入賞口７０ａ,７０ｂへのパチンコ球Ｗの入賞を契機
とした表示器４６０の特別表示部４６５での図柄変動の結果、該特別表示部４６５に所定
の図柄組み合わせで図柄が停止表示されることで所謂「大当り」が発生し、これにより開
閉扉７５が開放するよう作動制御されて、特別入賞口７４ａへの入賞により多数の賞球を
獲得し得るようになっている。なお、図柄表示装置１３では、始動入賞装置７０の始動入
賞口７０ａ,７０ｂへのパチンコ球Ｗの入賞を契機とした特別表示部４６５での図柄変動
の開始から、該図柄変動の結果としての当りと外れの確定までの間において、特別表示部
４６５で行われる図柄変動ゲームに係わる図柄変動演出が行われて、遊技者に期待感や優
越感等を与え得るよう構成される。
【００３３】
　前記盤本体４２の前面には、遊技領域４０ａにおける表示枠体１００の左側に位置して
、該遊技領域４０ａを流下するパチンコ球Ｗが通過可能な球通過ゲート７９８が配設され
ている(図５または図６参照)。球通過ゲート７９８には、パチンコ球Ｗの通過を検出した
際に、後述する表示器４６０の普通表示部４６７(図１７参照)で表示される普通図柄が変
動開始するよう構成され、始動入賞装置７０の羽根部材７１,７１を開放するか否かの抽
選を行うよう設定されている。
【００３４】
(普通入賞装置)
　図５または図６に示すように、前記盤本体４２には、特別入賞口７４ａを挟む左右両側
に普通入賞口４０６,４５２が夫々設けられている。遊技盤４０は、遊技領域４０ａから
普通入賞口４０６,４５２に入賞したパチンコ球Ｗが盤本体４２の後側に案内され、裏ユ
ニット５０に設けられた球通路４１０,４１４,４１６を流下するようになっている(図１
４参照)。そして、パチンコ機１０では、球通路４１０,４１４,４１６の下流側に設けら
れた普通入賞センサ(検出手段)４０１でパチンコ球Ｗを検知することで、所定数(例えば
１０個)の賞球が上下の球受け皿１５,１６に払い出されるよう構成されている。ここで、
遊技盤４０は、特別入賞口７４ａの左側に位置する普通入賞口４０６に対応する左側普通
入賞装置４００と、特別入賞口７４ａの右側に位置する普通入賞口４５２に対応する右側
普通入賞装置４５０とを備えている。
【００３５】
　前記遊技盤４０には、遊技領域４０ａの最下部、すなわち特別入賞装置７４の下側には
、始動入賞口７０ａ,７０ｂ、特別入賞口７４ａおよび各普通入賞口４０６,４５２に入賞
することなく流下したパチンコ球Ｗを機裏側に排出するアウト口４１が形成されている(
図５または図６参照)。
【００３６】
　前記遊技盤４０(裏ユニット５０)の後面に着脱可能に配設される図柄表示装置１３の裏
面には、図２に示す如く、該図柄表示装置１３の表示を制御する演出表示制御装置３６が
配設されている。また、図柄表示装置１３の後面には、可動演出装置５００,７５０,７８
０を動作または発光制御したり、発光演出装置２００、照明装置３００、枠体照明手段１
３０,１３１,１３２,１３３,１３４等の発光機器を発光制御したり、スピーカ３３の効果
音出力制御等を行う統括制御装置３７が、演出表示制御装置３６に隣接して配設されてい
る。パチンコ機１０では、制御装置(制御側電気機器)同士、または制御装置と可動演出装
置５００,７５０,７８０や発光機器１３０,１３１,１３２,１３３,１３４,２００,３００
等の演出側電気機器、図柄表示装置１３、スピーカ３３、始動入賞センサ７２、特別入賞
センサ７６および普通入賞センサ４０１等が配線によって直接または中継基板３８を介し
て電気的に接続される(図１５５参照)。
【００３７】
　前記主制御装置３２には、始動入賞口７０ａ,７０ｂに入賞したパチンコ球Ｗを検出し
た始動入賞センサ７２からの検出信号や、特別入賞口７４ａに入賞したパチンコ球Ｗを検
出した特別入賞センサ７６からの検出信号や、普通入賞口４０６,４５２に入賞したパチ
ンコ球Ｗを検出した普通入賞センサ４０１からの検出信号が入力される(図１５５参照)。
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主制御装置３２は、制御動作を所定の手順で実行することができる主制御用ＣＰＵ、主制
御用ＣＰＵの制御プログラムを格納する主制御用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主制御用ＲＡＭ等の電子部品(何れも図示せず)を備えている。
【００３８】
　前記主制御装置３２は、大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数や変動パターン振分用乱
数などの各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値を主制御用ＲＡＭ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、主制御装置３２では、始動入賞センサ７２から検出信
号が入力されると、主制御用ＣＰＵが主制御用ＲＡＭ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主制御用ＲＯＭの大当り判定値とを比較し、大当りとするか否かの
大当り抽選(大当り判定)を行う。また主制御装置３２では、前記大当り判定の結果が大当
りの場合には、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を決定す
る。
【００３９】
　これに対して、前記大当り判定の結果がはずれの場合には、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を決定する。大当り演出およびはずれ演出の決定は
、前記大当り判定と同様に、主制御用ＣＰＵが主制御用ＲＡＭ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、主制御装置３２の抽選結果に応じて出力された統括制御装置
３７の制御信号に基づいて、演出表示制御装置３６が図柄表示装置１３に所定の演出表示
を行わせると共に、主制御装置３２の制御により出力された払出し制御装置２９の制御信
号に基づいて、球払出し装置２７ａによって所定数の賞球が払い出される(図１５５参照)
。また、パチンコ機１０では、統括制御装置３７の制御信号に基づいて、可動演出装置を
作動させたり、各種発光装置を発光させたり、スピーカ３３から効果音を出力するように
なっている。
【００４０】
(表示枠体)
　図５または図６に示すように、前記盤本体４２には、センター役物とも称される大型の
装飾部材である表示枠体１００が配設されている。表示枠体１００は、内側に窓口１００
ａを画成する額縁形状に形成され、表示貫通口４２ａに嵌め合わせて盤本体４２に取り付
けられている。遊技盤４０では、表示枠体１００の外形と表示貫通口４２ａとが整合する
ように形成され、盤本体４２に取り付けた表示枠体１００により表示貫通口４２ａの開口
縁が縁取られるようになっている(図５参照)。表示枠体１００は、正面視で略円環状の外
形を基本として、基本部分から右側下部に下方に膨出する部分が形成され、窓口１００ａ
の下縁右部が下方に拡張されている(図１８参照)。これに対応して、盤本体４２には、表
示貫通口４２ａが正面視で略円形状を基本として、該基本部分から下縁右部に下方に広が
る切り欠き部分が形成されている(図１３参照)。なお、表示枠体１００における右側下部
の拡張部分を、特に区別する場合は拡張部１０２という。ここで、実施例の拡張部１０２
は、窓口１００ａの中央部側から下方に向かうにつれて先細りになるよう形成されている
。
【００４１】
　前記表示枠体１００は、窓口１００ａが裏ユニット５０の表示開口５３より大きく形成
されると共に、窓口１００ａの内側に表示開口５３が位置するように盤本体４２に取り付
けられている(図５参照)。すなわち、遊技盤４０では、図柄表示装置１３における表示開
口５３を介して前側に臨む表示部１３ａが窓口１００ａの内側に位置するようになってい
る。遊技盤４０は、表示部１３ａを囲う表示枠体１００により該表示部１３ａの周囲を装
飾すると共に、表示枠体１００によって遊技領域４０ａと表示部１３ａとを区画するよう
に構成される。また、実施例では、窓口１００ａの内側に第１～第３可動演出装置５００
,７５０,７８０の一部が臨み、当該一部が遊技盤４０の前側から視認可能になっている(
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図７参照)。
【００４２】
　図１８～図２１に示すように、前記表示枠体１００は、盤本体４２における表示貫通口
４２ａの開口縁前面に当接する板状の枠体フランジ部分１０４と、この枠体フランジ部分
１０４より前方に突出する庇部分１０６と、枠体フランジ部分１０４より後方へ突出する
枠体挿入部分１０８とを有している。表示枠体１００は、表示貫通口４２ａに枠体挿入部
分１０８を挿入し、盤本体４２の前面に突き当てた枠体フランジ部分１０４を介してネジ
止め固定される。ここで、表示枠体１００において盤本体４２の前面を覆う枠体フランジ
部分１０４は、盤本体４２との継ぎ目に傾斜面を設けたり、板厚を薄く設定する等によっ
て盤本体４２の前面との間でパチンコ球Ｗが流通可能に形成され、遊技領域４０ａの一部
を構成している(図５参照)。
【００４３】
　前記庇部分１０６は、枠体フランジ部分１０４よりパチンコ球Ｗの直径以上の寸法で突
出し(図２１または図２４参照)、表示枠体１００は、庇部分１０６によって遊技領域４０
ａに打ち出されたパチンコ球Ｗが窓口１００ａ(表示部１３ａ)を横切って流下するのを規
制している。表示枠体１００には、庇部分１０６が表示枠体１００の上縁から左右の両側
縁にかけての部位と右下部に形成された拡張部１０２を囲む部位とに設けられている(図
２４参照)。表示枠体１００は、左側縁下部から拡張部１０２の左側縁上部にかけての下
縁に庇部分が設けられておらず、この下縁の前面をなす枠体フランジ部分１０４が盤本体
４２の前面と略同一面を構成しており、下縁前側から遊技領域４０ａから表示枠体１００
の下縁上側(窓口１００ａの内側)に設けられるステージ１５０への流入が許容されるよう
になっている。枠体挿入部分１０８は、枠体フランジ部分１０４より盤本体４２の板厚以
下の寸法で突出し、表示貫通口４２ａら盤本体４２の後方へ突出しないようになっている
。
【００４４】
　前記表示枠体１００は、外観による装飾だけでなく、拡張部１０２に設置された発光演
出装置２００や枠体照明手段１３０,１３１,１３２,１３３,１３４等の発光演出のための
手段、球通過ゲート７９８およびステージ１５０の一部が設けられている(図１８参照)。
実施例の表示枠体１００では、第１枠体照明手段１３０が下縁左側に設けられ、第２枠体
照明手段１３１が第１枠体照明手段１３０より中央側に偏倚して下縁左側に設けられ、第
３枠体照明手段１３２が下縁右側における中央側に偏倚して設けられ、第４枠体照明手段
１３３が第３枠体照明手段１３２より右側に位置して拡張部１０２を画成する左側縁に設
けられている。更に、表示枠体１００には、第５枠体照明手段１３４が右側縁に設けられ
ている。なお、表示枠体１００では、第２枠体照明手段１３１と第３枠体照明手段１３２
とが、下縁に設けられた後述する球案内路１７０の球出口１７２を挟んで左右対称の関係
で配置されている。更に、表示枠体１００には、左側縁に左方(窓口１００ａと反対側)に
延出して球通過ゲート７９８のゲート設置部８００が設けられている(図１８参照)。
【００４５】
　前記表示枠体１００は、閉環形状の枠本体１１０と、この枠本体１１０の前側に設けら
れた複数の枠体飾り部(飾り部)１２０と、枠本体１１０の前側に設けられた庇状部１２２
,１２４,１２６から基本的に構成され(図２２または図２３参照)、これらの部品で前述し
た枠体フランジ部分１０４、庇部分１０６および枠体挿入部分１０８が形成されている。
実施例の枠本体１１０は、合成樹脂製であって、全体が透明になっている。枠本体１１０
は、盤本体４２と平行に板面が延在する板状の前壁部１１１と、この前壁部１１１の後面
から後方へ延出し、表示貫通口４２ａに合わせて延在するよう形成された外壁部１１２と
を備えている(図２３参照)。また、枠本体１１０は、前壁部１１１の後面から後方へ延出
するよう形成され、外壁部１１２の内側に該外壁部１１２と離間して配置された本体内壁
部(内壁部)１１４を備え、外壁部１１２と本体内壁部１１４との間に前壁部１１１が延在
するようになっている。枠本体１１０は、表示貫通口４２ａに合わせた環状に延在する前
壁部１１１の全周に亘って外壁部１１２が設けられ(図１９参照)、枠体挿入部分１０８を
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構成する外壁部１１２が表示貫通口４２ａに嵌り込み、表示貫通口４２ａの内周面に対向
するようになっている。なお、枠本体１１０は、前壁部１１１における外壁部１１２から
外方に延出する部位が枠体フランジ部分１０４を構成している。
【００４６】
　前記枠本体１１０には、本体内壁部１１４が表示枠体１００の下縁の中央をあけて下縁
左側および拡張部１０２の左側縁に設けられ(図２２または図２３参照)、左右に離間する
本体内壁部１１４の間に設けられる後述するステージ１５０の下段転動部１５７が、左右
の両本体内壁部１１４,１１４の間を塞いでいる(図２４参照)。すなわち、表示枠体１０
０では、下段転動部１５７が枠本体１１０の内壁部を構成し、外壁部１１２、内壁部１１
４,１５７および両者の間に延在する前壁部１１１によって、後側に開放する溝状の配線
通路１１６が該表示枠体１００の少なくとも下縁(枠本体１１０の下縁)に画成されている
。以下の説明において、配線通路１１６を画成する本体内壁部１１４および下段転動部１
５７を特に区別しない場合は、単に内壁部という。枠本体１１０には、枠体照明手段１３
０,１３１,１３２,１３３,１３４の設置部位から表示枠体１００の右下部に設けられた拡
張部１０２に設置される発光演出装置２００にかけて内壁部１１４,１５７が設けられて(
図２０参照)、この内壁部１１４,１５７と外壁部１１２とによって枠体挿入部分１０８が
構成される。これに対し、表示枠体１００は、枠体照明手段１３０,１３１,１３２,１３
３,１３４が設けられていない該表示枠体１００の上縁および左右の側縁上部が、枠体挿
入部分１０８が外壁部１１２のみで構成されている(図１９参照)。
【００４７】
　前記枠本体１１０には、第１～第４枠体照明手段１３０,１３１,１３２,１３３を構成
する枠体透光部(光透過部)１３０ａ,１３１ａ,１３２ａ,１３３ａが前壁部１１１に設け
られている(図２２参照)。実施例の枠本体１１０では、第１枠体照明手段１３０に対応す
る第１枠体透光部１３０ａが下縁左側に設けられ、第２枠体照明手段１３１に対応する第
２枠体透光部１３１ａが第１枠体透光部１３０ａより中央側に偏倚して下縁左側に設けら
れている。また、枠本体１１０には、第３枠体照明手段１３２に対応する第３枠体透光部
１３２ａが下縁右側における中央側に偏倚して設けられ、第４枠体照明手段１３３に対応
する第４枠体透光部１３３ａが第３枠体透光部１３２ａより右側に位置して拡張部１０２
を画成する左側縁に設けられている。第１～第３枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａ
は、表示枠体１００の内外に亘って形成され、長手が該表示枠体１００の内外方向に延在
するようになっている(図１８参照)。
【００４８】
　前記第１～第３枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａは、外壁部１１２とこの外壁部
１１２に対向する内壁部１１４,１５７との離間幅より長く形成され、外壁部１１２より
外方へ突出すると共に内壁部１１４,１５７より窓口１００ａ側へ突出するよう構成され
る(図２２参照)。第４枠体透光部１３３ａは、第１～第３枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,
１３２ａより前方に突出して設けられ、拡張部１０２を囲う左側縁に沿って延在し、当該
拡張部１０２の左側縁における庇部分１０６の一部を構成している。枠体透光部１３０ａ
,１３１ａ,１３２ａ,１３３ａは、光を透過可能に構成されると共に、光拡散構造を有し
、実施例では短手方向に延在する凹凸からなる光拡散構造が後面に設けられている(図２
６参照)。また、枠本体１１０には、外壁部１１２における第１～第３枠体透光部１３０
ａ,１３１ａ,１３２ａの後側に対応する部位の夫々に、前方に凹むように形成された基板
挿入凹部１１３が設けられている(図２３参照)。
【００４９】
　ここで、本願において「光を透過可能」とは、光の透過率が極めて高く、その部分を通
して向こう側が透けて見える状態である「透明」や、この「透明」と同様に光が透過する
性質を有しているが、透過する光が拡散されるため、または透過率が低いために、「透明
」と違ってその部分を通して向こう側の形状等を明確に認識できない、または全く認識で
きない状態、例えば磨りガラスや乳白色プラスティック等の状態を指す。
【００５０】
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　また、本願で云う光拡散構造とは、例えば光透過性を有する部材の表面に凹凸を形成す
るような表面加工や、光反射性を有する微粒子を含有する光拡散インクを種々の濃度分布
で光透過性を有する部材の表面に印刷または塗布等する加工や、部材を構成する樹脂自体
に光反射性を有する微粒子を分散させる例えばラメ加工や、透過する光の屈折率を変える
加工等を指し、１つの加工だけであっても、複数の加工を組み合わせてもよい。なお、表
面加工の具体例としては、溝加工、ダイヤモンドカット加工、シボ加工、ブラスト加工な
どが挙げられ、光の屈折率を変える加工としては、部材の表面に該部材と屈折率が異なる
微細な凹凸を設けたシートレンズの如きものが挙げられる。
【００５１】
　前記枠体飾り部１２０は、枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａ,１３３ａを外して
枠本体１１０の前壁部１１１前面に設けられ、表示枠体１００の前面を構成するようにな
っている(図１８参照)。表示枠体１００には、第１枠体透光部１３０ａの左側に位置して
第１の枠体飾り部１２０Ａが設けられ、第１枠体透光部１３０ａと第２枠体透光部１３１
ａとの間に第２の枠体飾り部１２０Ｂが設けられ、第２枠体透光部１３１ａと第３枠体透
光部１３２ａとの間に第３の枠体飾り部１２０Ｃが設けられ、第３枠体透光部１３２ａと
第４枠体透光部１３３ａとの間に第４の枠体飾り部１２０Ｄが設けられる。第１～第３の
枠体飾り部１２０Ａ,１２０Ｂ,１２０Ｃは、板状の部品であって(図２２または図２３参
照)、前壁部１１１の前面より当該枠体飾り部１２０の板厚分だけ突出するよう形成され
た第１～第３枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａと前面が揃うように構成される(図
２４参照)。第４の枠体飾り部１２０Ｄは、枠本体１１０の下縁を構成する前壁部１１１
前面を覆う板状部分と、当該板状部分から前方に突出し、第４枠体透光部１３３ａの左縁
に沿って延在する凸状部分とを有し、板状部分が第３枠体透光部１３２ａと前面が揃い、
凸状部分が第４枠体透光部１３３ａと前面が揃うようになっている。なお、第３の枠体飾
り部１２０Ｃは、球案内路１７０の球出口１７２を塞がないように切り欠かれている。
【００５２】
　前記第１～第３の枠体飾り部１２０Ａ,１２０Ｂ,１２０Ｃおよび第４の枠体飾り部１２
０Ｄの板状部分は、表示枠体１００の内外方向の幅が隣り合う第１～第３枠体透光部１３
０ａ,１３１ａ,１３２ａに合わせて設定され、外壁部１１２より外方へ突出すると共に内
壁部１１４,１５７より窓口１００ａ側へ突出するよう構成される(図２４参照)。また、
表示枠体１００では、第１～第３の枠体飾り部１２０Ａ,１２０Ｂ,１２０Ｃ、第４の枠体
飾り部１２０Ｄの板状部分および第１～３枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａが、盤
本体４２の前面との間でパチンコ球Ｗが流通可能に構成されている。そして、表示枠体１
００では、第１～第３の枠体飾り部１２０Ａ,１２０Ｂ,１２０Ｃ、第４の枠体飾り部１２
０Ｄの板状部分および第１～３枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａによって、枠体フ
ランジ部分１０４が構成される。また、表示枠体１００には、第４枠体透光部１３３ａの
右縁(拡張部１０２側)に沿って第５の枠体飾り部１２０Ｅが設けられており(図１８参照)
、拡張部１０２の左側縁における庇部分１０６が、第４の枠体飾り部１２０Ｄの凸状部分
、第４枠体透光部１３３ａおよび第５の枠体飾り部１２０Ｅで構成される。
【００５３】
　前記表示枠体１００は、第１～第３枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａの夫々が、
窓口１００ａの周回り方向に離して枠本体１１０に設置された隣り合う枠体飾り部１２０
で挟まれ、枠体飾り部１２０によって枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａが縁取られ
ている(図１８または図２４参照)。また、第１～第４の枠体飾り部１２０は、表面全体が
光を反射可能に構成されている。実施例の第１～第４の枠体飾り部１２０は、前面だけで
なく、後側に位置するステージ１５０や照明装置３００側に臨む後面についても光を反射
し得るようになっている。ここで、第１～第４の枠体飾り部１２０は、金属メッキによる
鏡面加工によって光を反射するように構成され、透明な枠本体１１０の前面を覆う枠体飾
り部１２０の後面によって、ステージ１５０の転動面１５３,１５４に対して枠体照明手
段１３０,１３１,１３２,１３３の光を反射し得るようになっている。
【００５４】
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　前記表示枠体１００は、第５枠体照明手段１３４に対応して枠本体１１０の右側縁に設
けられる第１庇状部１２２と、枠本体１１０の左側縁に設けられる第２庇状部１２４と、
第１庇状部１２２の上側および第２庇状部１２４の上側間に延在する第３庇状部１２６と
を有し、これらの庇状部１２２,１２４,１２６によって枠本体１１０の左側縁、上縁、右
側縁および拡張部１０２の右側縁に亘る庇部分１０６および枠体フランジ部分１０４が構
成される(図２４参照)。すなわち、第１～第３庇状部１２２,１２４,１２６は、盤本体４
２の前面より突出する部分を少なくとも備え、実施例の第１庇状部１２２は、外方に延出
する片部を有し、表示枠体１００の枠体フランジ部分１０４も構成している。実施例の第
１～第３庇状部１２２,１２４,１２６は、光を透過可能な例えば透明であることを基本と
して、不透明な装飾や模様が施されている。従って、遊技盤４０は、表示枠体１００の透
明な枠本体１１０および庇状部１２２,１２４,１２６の透明な部分と、透明な盤本体４２
とを介して、該盤本体４２の後側に設置された部材および装置が前側から一部視認可能に
なっている(図７参照)。
【００５５】
　前記第１庇状部１２２は、透明な部分と光を反射可能な部分とを組み合わせて構成され
、第５枠体照明手段１３４の前側を覆い、第５枠体照明手段１３４の前側に位置する透明
な部分(第５枠体透光部)１３４ａが該第５枠体照明手段１３４により発光するようになっ
ている(図１８または図２２参照)。第２庇状部１２４は、遊技領域４０ａに開口するワー
プ通路１４０の球取込口１４１が左側面に設けられている(図２５参照)。第３庇状部１２
６は、枠本体１１０の前面に取り付けられる複数の部品と枠本体１１０の前壁部１１１前
面から突出した部分とを連ねて構成されている。
【００５６】
　前記第１～第４枠体照明手段１３０,１３１,１３２,１３３は、前壁部１１１(枠体透光
部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａ,１３３ａ)の後側に設置された枠体照明基板１３０ｂ,１
３１ｂ,１３２ｂ,１３３ｂと、この枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂ,１３３ｂ
の前面に設けられ、枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａ,１３３ａの後側に配置され
た照明体としてのＬＥＤ１３０ｃ,１３１ｃ,１３２ｃ,１３３ｃとから基本的に構成され
る(図２２、図２３または図２６参照)。同様に、第５枠体照明手段１３４は、第１庇状部
１２２の後側に設置された第５枠体照明基板１３４ｂと、この第５枠体照明基板１３４ｂ
の前面に設けられ、第５枠体透光部１３４ａの後側に配置された照明体としてのＬＥＤ１
３４ｃとから基本的に構成される。第１～第３枠体照明手段１３０,１３１,１３２を構成
する枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂには、表示枠体１００の内外方向外側の縁
部に外方に向けて突出する基板凸部１３５が夫々設けられている(図２２参照)。基板凸部
１３５は、表示枠体１００における窓口１００ａの周回り方向の幅が外壁部１１２の基板
挿入凹部１１３に合わせて設定されると共に、基板挿入凹部１１３から外方に突出しない
ように設定される。なお、表示枠体１００における窓口１００ａの周回り方向とは、正面
視で閉じた環状に形成された表示枠体１００において、窓口１００ａの外周に沿う方向と
いう。
【００５７】
　前記第１～第３枠体照明手段１３０,１３１,１３２の枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,
１３２ｂは、その厚み方向を前後方向に沿わせると共に外壁部１１２の基板挿入凹部１１
３に基板凸部１３５を嵌め合わせて、外壁部１１２と内壁部１１４,１５７との間に収容
される(図１９または図２０参照)。また、第１～第３枠体照明手段１３０,１３１,１３２
の枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂは、枠本体１１０における前壁部１１１後面
から後方に突出する基板取付ボス１１７の後端に当接すると共に、基板挿入凹部１１３の
底に基板凸部１３５を当接して、基板取付ボス１１７に対してネジ止め固定される。すな
わち、第１～第３枠体照明手段１３０,１３１,１３２の枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,
１３２ｂは、外壁部１１２と内壁部１１４,１５７との間に挟まれて表示枠体１００の内
外方向に位置決めされると共に、基板凸部１３５が基板挿入凹部１１３に挟まれて表示枠
体１００の周回り方向に位置決めされる。そして、第１～第３枠体照明手段１３０,１３
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１,１３２は、ＬＥＤ１３０ｃ,１３１ｃ,１３２ｃが対応の枠体透光部１３０ａ,１３０ｂ
,１３０ｃから離間して支持され(図２６参照)、第１～第３枠体照明基板１３０ｂ,１３１
ｂ,１３２ｂの後面が外壁部１１２の後端より前側に位置するようになっている。第１～
第３枠体照明手段１３０,１３１,１３２は、第１～第３枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,
１３２ｂの後面にソケット１３０ｄ,１３１ｄ,１３２ｄが夫々設けられ、このソケット１
３０ｄ,１３１ｄ,１３２ｄに対して中継部としての第１発光基板２２１に繋がる枠体照明
用配線(配線)Ｈ１が接続されている(図２０参照)。
【００５８】
　前記第４枠体照明手段１３３の第４枠体照明基板１３３ｂは、その厚み方向を前後方向
に沿わせて、外壁部１１２と本体内壁部１１４との間に収容される。第４枠体照明基板１
３３ｂは、ＬＥＤ１３３ｃが第４枠体透光部１３３ａから離間するように固定されると共
に、該第４枠体照明基板１３３ｂの後面が外壁部１１２および本体内壁部１１４の後端よ
り前側に位置するようになっている。第４枠体照明手段１３３は、第４枠体照明基板１３
３ｂの後面にソケット１３３ｄが設けられ、このソケット１３３ｄに第１発光基板２２１
に繋がる枠体照明用配線(配線)Ｈ１が接続されている(図２０参照)。ここで、第４枠体照
明手段１３３には、拡張部１０２の左側縁に沿って延在する第４枠体照明基板１３３ｂの
下部にソケット１３３ｄが設けられている。
【００５９】
　前記第５枠体照明手段１３４は、枠本体１１０における窓口１００ａ側に取り付けられ
た照明基板ベース１３４ｅの前側に設置された第５枠体照明基板１３４ｂと、この第５枠
体照明基板１３４ｂの前側に第１庇状部１２２の第５枠体透光部１３４ａに対応して設け
られた照明体としてのＬＥＤ１３４ｃとから構成される(図２２または図２３参照)。実施
例の第５枠体照明手段１３４は、枠本体１１０に設けられた枠体透光部１３０ａ,１３１
ａ,１３２ａ,１３３ａを照らす第１～第４枠体照明手段１３０,１３１,１３２,１３３よ
り大型であって、第１庇状部１２２に表示枠体１００の内外方向に延在するよう形成され
た透明部分からなる第５枠体透光部１３４ａや、窓口１００ａの縁部に位置する透明部分
からなる第５枠体透光部１３４ａ等が、第５枠体照明基板１３４ｂのＬＥＤ１３４ｃによ
って発光演出される。
【００６０】
　前記枠本体１１０には、前壁部１１１の後面から後方に突出する一対の飾り取付受部(
取付部)１１８,１１８が設けられている(図２３参照)。一対の飾り取付受部１１８,１１
８は、第１～第３枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａの夫々に対応して設けられ、該
枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａを挟んで配置されている。各飾り取付受部１１８
は、枠本体１１０における前壁部１１１の外壁部１１２側に位置して、基板挿入凹部１１
３の周回り方向の開口側縁に対して横外側に配置されている。基板挿入凹部１１３は、窓
口１００ａの周り方向に隣り合う飾り取付受部１１８,１１８で挟まれている。飾り取付
受部１１８は、基板挿入凹部１１３の底より枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂの
板厚以上の寸法で突出するよう形成され、その後端が外壁部１１２の後端より前側に位置
するよう構成されている(図２６参照)。また、各飾り取付受部１１８は、前後に貫通する
通孔を備えた筒状に形成されている。
【００６１】
　前記表示枠体１００は、第１～第４の枠体飾り部１２０Ａ,１２０Ｂ,１２０Ｃ,１２０
Ｄの後面に後方へ突出形成された飾り取付ボス１２１を飾り取付受部１１８の通孔に嵌め
込み、該通孔を介して枠本体１１０の後側に臨む飾り取付ボス１２１に対して飾り取付部
材(取付部材)１３６を取り付ける(図１９または図２０参照)。これにより、表示枠体１０
０では、飾り取付受部１１８の通孔より大きい飾り取付部材１３６によって保持されて、
第１～第４の枠体飾り部１２０Ａ,１２０Ｂ,１２０Ｃ,１２０Ｄが枠本体１１０に固定さ
れる。ここで、飾り取付部材１３６は、枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａを挟んで
窓口１００ａの周回り方向に隣り合う一対の枠体飾り部１２０Ａ,１２０Ｂ,１２０Ｃ,１
２０Ｄに渡して、枠本体１１０の後側から両枠飾り部１２０Ａ,１２０Ｂ,１２０Ｃ,１２
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０Ｄに対して取り付けられる。従って、飾り取付部材１３６は、同一の枠体飾り部１２０
だけを保持するのではなく、枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａを挟んで隣り合う枠
体飾り部１２０,１２０の間を枠本体１１０の後側で繋いでいる。
【００６２】
　前記飾り取付部材１３６は、両端にネジ穴を備えた部材であって、実施例では、棒状部
分の両端が膨らんだ鉄アレイのような形状で形成されている(図２２または図２３参照)。
また、飾り取付部材１３６には、後方へ突出する配線壁片１３６ａが棒状部分の後面に該
棒状部分に沿って形成されている(図２０参照)。そして、飾り取付部材１３６は、枠体透
光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａを挟んで配置された一対の飾り取付受部１１８の一方に
臨む枠体飾り部１２０の飾り取付ボス１２１に対して、端部の一方をネジ止め固定し、一
対の飾り取付受部１１８の他方に臨む別の枠体飾り部１２０の飾り取付ボス１２１に対し
て、端部の他方をネジ止め固定して取り付けられる。表示枠体１００は、枠体透光部１３
０ａ,１３１ａ,１３２ａを挟んで隣り合う２つの枠体飾り部１２０,１２０を１つの飾り
取付部材１３６によって枠本体１１０に対し固定すると共に、隣り合う２つの枠体飾り部
１２０,１２０を飾り取付部材１３６によって互いに連結するよう構成される。ここで、
飾り取付部材１３６は、枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂの後側および基板挿入
凹部１１３の後側に位置して枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａを横切るように延在
し、枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａに合わせて切り欠かれた外壁部１１２を繋ぐ
ようになっている(図２６参照)。この際、飾り取付部材１３６の配線壁片１３６ａが、配
線通路１１６の一部を構成するようになっている。
【００６３】
　前記表示枠体１００には、枠体照明手段１３０,１３１,１３２,１３３,１３４から拡張
部１０２に設置された発光演出装置２００に続く配線通路１１６が枠本体１１０の後側に
設けられている(図２０参照)。配線通路１１６は、表示枠体１００における内外方向に並
んだ外壁部１１２と内壁部１１４,１５７との間に、後方に開放するように画成されてお
り、表示貫通口４２ａに内側において盤本体４２の板厚分に範囲に収まっている。配線通
路１１６は、第１枠体照明手段１３０が設置される表示枠体１００の下縁左側から下縁右
側にかけて設けられると共に、下縁右側から拡張部１０２の左側縁の下部にかけて設けら
れている。ここで、第１～第４枠体照明手段１３０,１３１,１３２,１３３は、配線通路
２１６に収容されることになり、第１発光基板２２１から遠い側(以下、上流側という。)
に位置する枠体照明手段１３０,１３１,１３２に繋がる枠体照明用配線Ｈ１が、外壁部１
１２の後端より前側に位置する枠体照明基板１３１ｂ,１３２ｂ,１３３ｂの後側を通るよ
うになっている。そして、発光演出装置２００には、第１発光基板２２１が後面に臨んで
おり、この発光基板に各枠体照明手段１３０,１３１,１３２,１３３に繋がる枠体照明用
配線Ｈ１が拡張部１０２の左側縁下部に位置する配線通路１１６の下流端から接続される
と共に、この第１発光基板２２１に制御用電気機器側に繋がる照明用配線(配線)Ｈ２が接
続されている。
【００６４】
　図２０に基づいてより具体的に説明すると、最も上流側に位置する第１枠体照明手段１
３０の第１枠体照明基板１３０ｂの後面に設けられたソケット１３０ｄに接続された枠体
照明用配線Ｈ１は、表示枠体１００の下縁に延在する配線通路１１６において第２および
第３枠体照明手段１３１,１３２の枠体照明基板１３１ｂ,１３１ｃの後側を通り、拡張部
１０２の左側縁に延在する配線通路１１６において第４枠体照明手段１３３の第４枠体照
明基板１３３ｂの後側を通って、拡張部１０２の左側縁に延在する配線通路１１６の下部
から第１発光基板２２１に接続される。第２枠体照明手段１３１の第２枠体照明基板１３
１ｂの後面に設けられたソケット１３１ｄに接続された枠体照明用配線Ｈ１は、第１枠体
照明手段１３０の枠体照明用配線Ｈ１と共に、表示枠体１００の下縁に延在する配線通路
１１６において第３枠体照明手段１３２の第３枠体照明基板１３２ｂの後側を通り、拡張
部１０２の左側縁に延在する配線通路１１６において第４枠体照明手段１３３の第４枠体
照明基板１３３ｂの後側を通って、拡張部１０２の左側縁に延在する配線通路１１６の下
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部から第１発光基板２２１に接続される。第３枠体照明手段１３２の第３枠体照明基板１
３２ｂの後面に設けられたソケット１３２ｄに接続された枠体照明用配線Ｈ１は、第１お
よび第２枠体照明手段１３０,１３１の枠体照明用配線Ｈ１,Ｈ１と共に、表示枠体１００
の下縁に延在する配線通路１１６から拡張部１０２の左側縁に延在する配線通路１１６に
おいて第４枠体照明手段１３３の第４枠体照明基板１３３ｂの後側を通って、拡張部１０
２の左側縁に延在する配線通路１１６の下部から第１発光基板２２１に接続される。第４
枠体照明手段１３３の第４枠体照明基板１３３ｂの下部後面に設けられたソケット１３３
ｄに接続された枠体照明用配線Ｈ１は、第１～第３枠体照明手段１３０,１３１,１３２の
枠体照明用配線Ｈ１,Ｈ１,Ｈ１と共に、拡張部１０２の左側縁に延在する配線通路１１６
の下部から第１発光基板２２１に接続される。
【００６５】
　このように、遊技盤４０では、表示枠体１００に設けられた複数の枠体照明手段１３０
,１３１,１３２,１３３の枠体照明用配線Ｈ１が発光演出装置２００の第１発光基板２２
１に配線通路１１６を介してまとめられる。そして、遊技盤４０は、第１発光基板２２１
から発光演出装置２００用の配線と合わせて照明用配線Ｈ２が、設置板部５２の右辺部５
２ｃ下部に開設された右部配線開口８３を介して裏ユニット５０の後側に引き出されて、
中継基板３８に接続される。
【００６６】
　前記表示枠体１００には、枠本体１１０の後側に第５枠体照明手段１３４の下側から拡
張部１０２の右側縁上部にかけて別の配線通路１１９が設けられている(図２０参照)。第
５枠体照明手段１３４には、第５枠体照明基板１３４ｂの下部後面に照明基板ベース１３
４ｅから露出するようにソケット１３４ｄが設けられ、第５枠体照明基板１３４ｂの下側
に位置する別の配線通路１１９に向けて開口するソケット１３４ｄに枠体照明用配線Ｈ１
の一端が接続し、別の配線通路１１９に収容されて下方に引き回された枠体照明用配線Ｈ
１の他端が第１発光基板２２１に接続される。別の配線通路１１９は、前述した配線通路
１１６と同様に、外壁部１１２、本体内壁部１１４、外壁部および本体内壁部１１４との
間に延在する前壁部１１１とから後側に開放する溝状に形成されている。
【００６７】
　前記遊技盤４０では、ゲートセンサ７９９に接続する配線も表示枠体１００の後側に画
成される配線通路１１６に配設してもよい。例えば、枠本体１１０の左側縁中央部設けら
れたセンサ保持部に保持されたゲートセンサ７９９の後端に接続するゲート用配線を、第
２庇状部１２４との間でワープ通路１４０を構成するワープ構成部材１４４と外壁部１１
２との間に形成された隙間(図２０参照)を介して配線通路１１６に引き回して、照明用配
線Ｈ２と共に裏ユニット５０の後側に引き出すようにすればよい。
【００６８】
　前記表示枠体１００は、配線通路１１６に収容した枠体照明用配線Ｈ１を押える配線保
持手段を有している(図２０参照)。ここで、配線保持手段は、表示枠体１００の枠本体１
１０に一体形成されたり、枠本体１１０に取り付けられるステージ１５０の構成部材や枠
体照明基板１３３ｂの後側を覆う照明基板カバー１３７に設けられている。枠本体１１０
には、下縁と拡張部１０２の左側縁上部との接続部位に位置して、外壁部１１２の後端か
ら表示枠体１００の内外方向内側(窓口１００ａ側)に向けて延出し、配線通路１１６の後
側に延在する外側配線保持片１１０ａが設けられている。そして、配線通路１１６に収容
した枠体照明用配線Ｈ１は、外側配線保持片１１０ａによって表示枠体１００の下縁から
拡張部１０２の左側縁へ曲がる配線通路１１６からの抜け出しが防止される。
【００６９】
　前記内壁部の一部を構成するステージ１５０の下段転動部(構成部材)１５７は、配線通
路１１６の後側に延在するように窓口１００ａ外方へ向けて延出形成された配線係止片(
係止片)１５７ｂを備えており(図２０参照)、この配線係止片１５７ｂを介して前壁部１
１１に設けられたステージ取付部(取付部)１１５(図２３参照)に対して取り付けられてい
る。配線係止片１５７ｂは、表示枠体１００の中央部に位置している球案内路１７０を挟
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んで下段転動部１５７の下面に２つ設けられており、下段転動部１５７から下方に延出し
て、配線通路１１６の後側に延在するよう構成される。ステージ１５０は、本体内壁部１
１４の後端から窓口１００ａの内方へ延出するように取り付けられ、表示枠体１００の左
側縁下部内側に開口するワープ通路１４０の球放出口１４２から表示枠体１００の中央側
に向けての所要領域に亘って下段転動面１５３の後側に立ち上がる内部障壁(構成部材)１
６４を有している(図２５参照)。内部障壁１６４は、配線通路１１６の後側から本体内壁
部１１４の後端を越えて立ち上がるように取り付けられ、外壁部１１２と本体内壁部１１
４との間に延在して配線通路１１６の後側を塞いでいる(図２０参照)。そして、配線通路
１１６に収容した枠体照明用配線Ｈ１は、配線係止片１５７ｂおよび内部障壁１６４によ
って配線通路１１６からの抜け出しが防止される。
【００７０】
　前記照明基板カバー１３７は、拡張部１０２の左側縁を構成する外壁部１１２と本体内
壁部１１４との間を塞ぐように枠本体１１０に取り付けられている(図２０参照)。照明基
板カバー１３７には、鉤状に突出形成されたカバー配線保持片１３７ａが後面に設けられ
、カバー配線保持片１３７ａと照明基板カバー１３７の後面との間に枠体照明用配線Ｈ１
を挿入して保持するようになっている。このように、配線通路１１６に収容した枠体照明
用配線Ｈ１は、カバー配線保持片１３７ａによって配線通路１１６からの抜け出しが防止
される。
【００７１】
　前記枠本体１１０には、別の配線通路１１９を構成する外壁部１１２の後端から表示枠
体１００の内外方向内側(窓口１００ａ側)に向けて延出し、別の配線通路１１９の後側に
延在する外側配線保持片１１０ａと、別の配線通路１１９を構成する本体内壁部１１４の
後端から表示枠体１００の内外方向外側に向けて延出し、別の配線通路１１９の後側に延
在する内側配線保持片１１０ｂとが、周回り方向に互い違いに設けられている(図２０参
照)。そして、別の配線通路１１９に収容した枠体照明用配線Ｈ１は、外側配線保持片１
１０ａおよび内側配線保持片１１０ｂによって別の配線通路１１９からの抜け出しが防止
される。なお、外壁部１１２における内側配線保持片１１０ｂに対向する部位および本体
内壁部１１４における外側配線保持片１１０ａに対向する部位は切り欠かれており、横側
から配線保持片１１０ａ,１１０ｂの前側へ枠体照明用配線Ｈ１を挿脱し易くなっている
。
【００７２】
　このように、表示枠体１００は、外壁部１１２と内壁部１１４,１５７との間に画成さ
れた配線通路１１６,１１９に、枠本体１１０に設けられた枠体照明基板１３０ｂ,１３１
ｂ,１３２ｂ,１３３ｂ,１３４ｂに接続する枠体照明用配線Ｈ１を通すことで、盤本体４
２の後側に枠体照明用配線Ｈ１を配設する必要がない。よって、表示枠体１００によれば
、表示枠体１００の後側に設置される各種機器と干渉させることなく、枠体照明用配線Ｈ
１を簡単に取り回すことができる。また、配線通路１１６,１１９が設けられる表示枠体
１００の枠体挿入部分１０８は、盤本体４２の表示貫通口４２ａに収容されて、配線通路
１１６,１１９自体が盤本体４２の後面から突出しないので、表示枠体１００の後側のス
ペースを枠体照明用配線Ｈ１との干渉を気にすることなく自由に利用できる。表示枠体１
００は、枠体照明用配線Ｈ１の接続対象である枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂ
,１３３ｂ,１３４ｂおよび第１発光基板２２１が何れも枠本体１１０に設置されているの
で、配線通路１１６,１１９に枠体照明用配線Ｈ１を予め収容した状態で盤本体４２に対
して取り付けることができ、この際に枠体照明用配線Ｈ１が取り付けの邪魔にならない。
すなわち、枠体照明用配線Ｈ１の配設作業の自由度が高く、表示枠体１００の盤本体４２
への取り付け作業性もよい。そして、枠体照明用配線Ｈ１は、表示枠体１００に設置され
る発光演出装置２００の第１発光基板２２１を中継して、該第１発光基板２２１からまと
めて裏ユニット５０の後側に取り回されるので、盤本体４２に取り付けられる表示枠体１
００と裏ユニット５０の後側に設けられる制御側電気機器との間の配線の取り回しが簡略
化でき、他の機器と干渉し難くできる。更に、枠体照明用配線Ｈ１を配線通路１１６,１
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１９に収容することで、枠体飾り部１２０や枠体照明基板１３１ｂ,１３２ｂ,１３３ｂ等
に隠されて枠体照明用配線Ｈ１が遊技盤４０の前側から見えず、透明な盤本体４２を採用
しても、表示枠体１００に取り回した枠体照明用配線Ｈ１により見栄えの悪化を招かない
。
【００７３】
　前記配線通路１１６,１１９には、配線保持手段１１０ａ,１１０ｂ,１３７ａが設けら
れ、該配線通路１１６,１１９に収容した枠体照明用配線Ｈ１の抜け止めが図られている(
図２０参照)。ここで、配線保持手段は、枠本体１１０に一体形成するだけでなく、枠本
体１１０に取り付けられるステージの構成部材である下段転動部１５７に設けられる配線
係止片１５７ｂやステージ１５０の構成部材である内部障壁１６４が用いられているので
、枠本体１１０の形状の複雑化を回避しつつ、配線通路１１６からの枠体照明用配線Ｈ１
の抜け止めを適切にできる。しかも、下段転動部１５７に設けられる配線係止片１５７ｂ
は、下段転動部１５７を枠本体１１０へ取り付ける部位として共用されているので、ステ
ージ１５０および配線保持手段の構成を簡略化できる。
【００７４】
　前記表示枠体１００は、第１～第３枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂについて
基板凸部１３５を外壁部１１２に凹設された基板挿入凹部１１３に嵌め込むことで、第１
～第３枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂを位置決めできるが、基板挿入凹部１１
３を設けることで外壁部１１２の欠けた部分には、前壁部１１１の前側に設けられる枠体
飾り部１２０を固定する飾り取付部材１３６が延在して当該欠けた部分を塞いでいる(図
２６参照)。従って、配線通路１１６を通る枠体照明用配線Ｈ１を該配線通路１１６の全
経路に亘って適切に保持し得る。
【００７５】
　前記表示枠体１００は、枠本体１１０に対して枠体飾り部１２０を固定する飾り取付部
材１３６が、隣り合う枠体飾り部１２０,１２０に亘って延在するように取り付けられて
いるので、表示枠体１００を飾り取付部材１３６によって補強することができる。すなわ
ち、表示枠体１００は、発光演出する枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａを前側に露
出させる都合上、枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａの前側に枠体飾り部１２０を設
けることができず、枠体飾り部１２０と枠本体１１０とが重なった部分と比べて枠本体１
１０だけからなる枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａに対応する部分の剛性が劣る。
しかしながら、表示枠体１００には、枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａを挟んで隣
り合う２つの枠体飾り部１２０,１２０の間に架け渡して飾り取付部材１３６が取り付け
られているので、当該飾り取付部材１３６が枠体透光部１３０ａ,１３１ａ,１３２ａに対
応する部分の剛性を補っている。しかも、枠体飾り部１２０を保持する飾り取付部材１３
６を表示枠体１００の補強として用いているので、部品点数を増やすことなく、構成を簡
単にすることができる。
【００７６】
　よって、実施例のパチンコ機１０のように、遊技盤４０において図柄変動ゲームが行わ
れる領域が大きくして、これに伴って表示枠体１００の窓口１００ａをも大きく設定する
ことで該表示枠体１００が細くなっても、表示枠体１００が変形し難く、運搬時や取り付
け時等の取扱い性がよく、また盤本体４２に対して適切な姿勢で取り付けることができる
。また、表示枠体１００を大型の発光演出装置２００の設置対象として用いても、発光演
出装置２００の荷重を適切に支持することができる。更に、表示枠体１００は、第１～第
３枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂの基板凸部１３５を位置決めするために外壁
部１１２に基板挿入凹部１１３を凹設しても、外壁部１１２の欠けた部分には、枠体飾り
部１２０を固定する飾り取付部材１３６が延在しているので、飾り取付部材１３６により
表示枠体１００の剛性を担保し得る。
【００７７】
(ステージ)
　図３１に示すように、前記遊技盤４０には、表示枠体１００の窓口１００ａの下部内側
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に、遊技領域４０ａから取り込んだパチンコ球Ｗを左右に転動するように案内するステー
ジ１５０が設けられている。ステージ１５０は、表示枠体１００に設けられて、該ステー
ジ１５０の前側領域をなす枠体ステージ部１５２と、裏ユニット５０の下辺部５２ｄに設
置された照明装置３００に設けられて、該ステージ１５０の後側領域をなすユニットステ
ージ部(ステージ部)１６６とから構成される。また、ステージ１５０は、枠体ステージ部
１５２およびユニットステージ部１６６の夫々に、パチンコ球Ｗが転がる転動面１５３,
１５４,１６８を備え、枠体ステージ部１５２の転動面１５３,１５４よりユニットステー
ジ部１６６の転動面１６８が上側に位置するように構成される。このように、ステージ１
５０には、盤本体４２の前面から図柄表示装置１３の表示部１３ａまでの前後を塞いで複
数段の転動面１５３,１５４,１６８が設けられている。ここで、ステージ１５０では、複
数段の転動面１５３,１５４,１６８が後側から前側に向かうにつれて下がるように設けら
れ、遊技領域４０ａから直接またはワープ通路１４０から取り込んだパチンコ球Ｗを表示
部１３ａ側から遊技領域４０ａへ向けて導き、最終的に遊技領域４０ａに放出し得るよう
になっている。各転動面１５３,１５４,１６８は、中央部に比べて左右の側縁が高くなる
ように湾曲形成され、転動面１５３,１５４,１６８に乗ったパチンコ球Ｗを該転動面１５
３,１５４,１６８に付された傾斜によって左右方向または前後方向に案内するよう構成さ
れる。
【００７８】
　図２４に示すように、前記枠体ステージ部１５２は、表示枠体１００の左側縁下部に窓
口１００ａ内側に向けて開口するワープ通路１４０の球放出口１４２から該表示枠体１０
０の下縁内側に亘って拡張部１０２の左側縁上部まで延在する下段転動面(第１の転動面)
１５３と、この下段転動面１５３の後側に該下段転動面１５３より一段高く形成された中
段転動面(第１の転動面)１５４とを備えている。ここで、ステージ１５０は、枠体ステー
ジ部１５２の下段転動面１５３および中段転動面１５４によって前側領域が構成され、ユ
ニットステージ部１６６に設けられる上段転動面(第２の転動面)１６８によって後側領域
が構成されている。
【００７９】
　前記下段転動面１５３および中段転動面１５４は、表示枠体１００の下縁の下側に設け
られる始動入賞口７０ａ,７０ｂの上方に対応する部分が左右の側縁より低くなるように
凹状に湾曲形成されている(図１８参照)。下段転動面１５３は、始動入賞口７０ａ,７０
ｂの上方(実施例では始動入賞口７０ａの真上)に対応する部分が当該部位の左右に位置す
る最低位部分より僅かに隆起するように形成されている。枠体ステージ部１５２は、下段
転動面１５３の後縁に立ち上がる壁部分(内部障壁１６４および後述する転動部材１５６
の下段転動部１５７と中段転動部１５８とを繋ぐ壁部分)が、下段転動面１５３の前縁と
平行するように形成され(図３０参照)、下段転動面１５３における前後の幅がパチンコ球
１個ずつの流通を許容し得る寸法に設定されている。枠体ステージ部１５２は、中段転動
面１５４の後縁に立ち上がる壁部分が、左右の側縁から始動入賞口７０ａ,７０ｂの上方
に対応する部分に向かうにつれて前側に膨らむように湾曲するように形成され、中段転動
面１５４の前後幅が、左右の側縁から始動入賞口７０ａ,７０ｂの上方に対応する部分に
向かうにつれて狭くなっている(図３０参照)。なお、中段転動面１５４は、始動入賞口７
０ａ,７０ｂの上方に対応する部分近傍の前後幅がパチンコ球１個分より小さく設定され
、中段転動面１５４を転動するパチンコ球Ｗが始動入賞口７０ａ,７０ｂの上方に対応す
る部分近傍で下段転動面１５３側に誘導されるようになっている。
【００８０】
　前記枠体ステージ部１５２は、枠本体１１０の下縁中央部に設けられた転動部材(構成
部材)１５６と、この転動部材１５６の後縁に取り付けられ、該転動部材１５６に形成さ
れる中段転動面１５４の一部に対応して該中段転動面１５４の後縁から上方に立ちがる後
部障壁(壁部)１６０と、転動部材１５６の右側縁に取り付けられ、下段転動面１５３およ
び中段転動面１５４の右側縁から立ち上がる転動障壁１６２と、枠本体１１０において左
側縁下部から転動部材１５６の間に延在する本体内壁部１１４と、この本体内壁部１１４
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の後縁に立ち上がる内部障壁１６４とから基本的に構成される(図２４参照)。枠体ステー
ジ部１５２を構成する前記部材１１４,１５６,１６０,１６２,１６４は、光を透過可能(
実施例では透明)に構成されており、下段転動面１５３および中段転動面１５４は、前後
方向に峰が延在する凹凸形状が転動部材１５６および本体内壁部１１４の対応部分下面に
設けられた光拡散構造になっている。
【００８１】
　前記転動部材１５６は、２段の階段状に形成された部材であって、上面が下段転動面１
５３となる下段転動部１５７と、上面が中段転動面１５４となる中段転動部１５８とを上
下に延在する壁部分で繋いで一体形成されている(図２２または図２３参照)。転動部材１
５６は、枠本体１１０の下縁左側部に設けられた本体内壁部１１４と、枠本体１１０の右
下部に設けられた拡張部１０２の左側縁上部との間を下段転動部１５７で塞ぐように、該
枠本体１１０に取り付けられる。転動部材１５６は、下段転動部１５７が枠本体１１０の
外壁部１１２から離間して該枠本体１１０の下縁に設置され、下段転動部１５７が対向す
る外壁部１１２との間に配線通路１１６を画成する内壁部として機能するようになってい
る。そして、枠体ステージ部１５２には、ワープ通路１４０の球放出口１４２から転動部
材１５６の間に延在する本体内壁部１１４の上面と、転動部材１５６における下段転動部
１５７の上面とによって、表示枠体１００の下縁内側に左右方向に延在する下段転動面１
５３が構成される(図３０参照)。中段転動面１５４は、転動部材１５６の中段転動部１５
８の上面と、本体内壁部１１４(内壁障壁１６４)の後側に位置して転動部材１５６の左側
に延在する照明装置３００における第２照明機構３４０の照明周飾部３４８の上面で構成
される(図４３参照)。ステージ１５０は、枠本体１１０に設けられる枠体飾り部１２０お
よび枠本体１１０の枠体透光部１３０ａ,１３１ａ，１３２ａ,１３３ａが、下段転動面１
５３における始動入賞口７０ａ,７０ｂの上方および上方近傍を除いて該下段転動面１５
３の前縁より上方に僅かに延出するよう構成され、下段転動面１５３における始動入賞口
７０ａ,７０ｂの上方および上方近傍以外からパチンコ球Ｗが遊技領域４０ａに流下し難
くなっている。また、ステージ１５０は、下段転動面１５３における始動入賞口７０ａ,
７０ｂの上方および上方近傍が、該下段転動面１５３から遊技領域４０ａへの放出部とな
っている。なお、枠体飾り部１２０および枠体透光部１３０ａ,１３１ａ，１３２ａ,１３
３ａの下段転動面１５３より立ち上がり寸法は、パチンコ球Ｗの直径より小さく設定され
る。
【００８２】
　前記ユニットステージ部１６６は、裏ユニット５０の下辺部５２ｄに設置される照明装
置３００における第１照明機構(照明機構)３１０の上部に設けられ、上面が上段転動面１
６８を構成している(図２９または図３０参照)。ユニットステージ部１６６は、光を透過
可能(実施例では透明)な板状部材であって、左右の側縁に形成されて、上段転動面１６８
から上方に立ち上がる転動規制部１６６ａを備えている。上段転動面１６８は、左右の転
動規制部１６６ａ,１６６ａと、後側に表示開口５３を介して臨む図柄表示装置１３の表
示部１３ａとによって、左右および後側が囲われている。また、ユニットステージ部１６
６には、中央部の所要範囲に前側に向けて傾く凹みが形成されると共に、中央に第１照明
機構３１０の中央部に位置する照明レンズ部３３６に対応して球状の膨らみが形成されて
いる(図４１または図４３参照)。
【００８３】
(球案内路)
　前記表示枠体１００は、ステージ１５０の転動面１５３,１５４に開口する球入口１７
１から始動入賞口７０ａ,７０ｂの上方に開口する球出口１７２に亘って連通し、パチン
コ球１個ずつの通過を許容する所謂王道ルートと呼ばれる球案内路１７０を備えている(
図２４参照)。球入口１７１は、始動入賞口７０ａ,７０ｂの上方に位置して、中段転動面
１５４から下段転動面１５３の一部にかけて開口するよう設けられ、パチンコ球Ｗの１個
ずつの通過を許容する寸法(パチンコ球Ｗが２個並ばない寸法)で転動面１５３,１５４に
上下に貫通形成されている(図２７参照)。実施例の球入口１７１は、円形に形成され、中
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段転動面１５４が球入口１７１によって左右に分断されている(図３０参照)。これに対し
て、枠体ステージ部１５２は、下段転動面１５３の後部の一部だけが球入口１７１として
切り欠かれ、球入口１７１の前側にパチンコ球Ｗが転動可能な下段転動面１５３が残され
ている。このように、ステージ１５０には、転動面１５３,１５４自体を切り欠いて上下
に貫通する球入口１７１が設けられるが、球入口１７１が転動面１５３を完全に分断しな
いようになっている。
【００８４】
　前記球出口１７２は、表示枠体１００の下縁中央部に位置して、該表示枠体１００の前
面に開口するように設けられている(図１８参照)。実施例の球出口１７２は、円形であっ
て、パチンコ球Ｗの１個ずつの通過を許容する寸法で前後に貫通形成されている。球出口
１７２は、始動入賞口(入賞口)７０ａ,７０ｂの直上に配置され、ステージ１５０の転動
面１５３,１５４から球入口１７１を介して取り込んだパチンコ球Ｗが、球出口１７２か
ら遊技領域４０ａにおける始動入賞口７０ａ,７０ｂの上側に放出されるようになってい
る。
【００８５】
　前記球案内路１７０は、球入口１７１から上下方向に連通する流路を画成する縦案内部
１７３と、この縦案内部１７３の下流に連なって該縦案内部１７３と交差する横方向に延
在する流路を画成する横案内部１７４とを備えている(図２７または図２８参照)。実施例
の球案内路１７０は、球入口１７１の下方に連なって上下方向に延在する縦案内部１７３
と、この縦案内部１７３の下流に連なって前後方向に延在して、球出口１７２に繋がる横
案内部１７４とから画成される側面視略Ｌ字状の流路を有している(図２７参照)。
【００８６】
　前記球案内路１７０は、転動部材１５６の中段転動部１５８から下段転動部１５７の後
部にかけて切り欠いて、中段転動面１５４から下段転動面１５３の後部に亘る球入口１７
１の一部を形成すると共に、この転動部材１５６における中段転動部１５８の後縁に取り
付けられる後部障壁１６０で該転動面１５３,１５４の切り欠き部分を塞いで球入口１７
１の残りの部分を形成している(図２７参照)。後部障壁１６０には、前側に開放した半樋
形状の上部縦通路片１６０ａが上下方向に延在するように設けられ、この上部縦通路片１
６０ａが、中段転動部１５８に設けた球入口１７１をなす切り欠き部分の下側を囲って縦
案内部１７３の後側上部を構成している。転動部材１５６における下段転動部１５７の下
面には、下方に開放する半樋状の上部横通路片１５７ａが前後方向に延在するように設け
られ、この上部横通路片１５７ａが横案内部１７４の上部を構成すると共に上部横通路片
１５７ａの前端が球出口１７２の上部を画成している。なお、上部横通路片１５７ａは、
左右に離間する開放端の後縁が、上部縦通路片１６０ａの左右に離間する開放端の前縁に
整合するようになっている。下段転動部１５７には、上部横通路片１５７ａを左右に挟ん
で一対の配線係止片１５７ｂ,１５７ｂが、下方へ延出するように形成されている(図２０
参照)。転動部材１５６は、配線通路１１６の後側に延在する配線係止片１５７ｂを介し
てステージ取付部１１５にネジ止め固定することで、枠本体１１０に取り付けられる。
【００８７】
　前記枠本体１１０には、前壁部１１１から後方に突出して、上方に開放する半樋状の下
部横通路片１３８が前後に延在するように設けられている(図２７または図２８参照)。下
部横通路片１３８は、左右に離間する開放端が上部横通路片１５７ａの左右に離間する開
放端に整合して、横案内部１７４の下部を構成すると共に、該下部横通路片１３８の前端
が球出口１７２の下部を画成している。また、下部横通路片１３８は、左右に離間する開
放端の後縁を繋ぐ壁部分が上部縦通路片１６０ａの下端に整合し、縦案内部１７３の下部
を構成している。
【００８８】
　前記球案内路１７０は、パチンコ球Ｗを安定して誘導するための案内構造を有している
。縦案内部１７３には、流路側に臨む開口端がパチンコ球Ｗの直径より小さい幅で上下方
向に延在する案内凹部１７５が、流路側から外方へ向けて凹ませて設けられている(図２
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７参照)。実施例の案内凹部１７５は、縦案内部１７３の後側中央部に対応させて後部障
壁１６０に設けられ、後方へ向けて凹むように形成されている。また、案内凹部１７５は
、後部障壁(壁部)１６０において球入口１７１の後側に上方に立ち上がる部位に縦案内部
１７３から連ねて設けられ、上端が下段転動面１５３および中段転動面１５４に開設され
た該球入口１７１より上方に位置するよう構成される(図１８参照)。すなわち、案内凹部
１７５は、下段転動面１５３より上方に延びて、中段転動面１５４に形成される球入口１
７１と下段転動面１５３に形成される球入口１７１の落差により生じる前方に開放した縦
案内部１７３の露出部分に延在し、中段転動面１５４より上端が上方に位置するようにな
っている。
【００８９】
　前記縦案内部１７３には、案内凹部１７５における開口端の夫々の下流側に連ねて流路
側に突出形成された一対の案内縦リブ１７６,１７６が、横案内部１７４で画成される流
路に臨む下部に設けられている(図１８、図２７または図２８参照)。実施例では、案内縦
リブ１７６が枠本体１１０における下部横通路片１３８の後壁部分前面に設けられており
、一対の案内縦リブ１７６,１７６が、案内凹部１７５の左右の開口寸法と同じパチンコ
球Ｗの直径より小さい間隔で左右に並行して離間配置されている。各案内縦リブ１７６は
、上方から下方に向かうにつれて壁面から流路側に突出するように形成され、案内縦リブ
１７６の前面が横案内部で画成される流路側に向けてパチンコ球Ｗを案内する傾斜面にな
っている(図２７参照)。ここで、各案内縦リブ１７６の前面は、他方の案内縦リブ１７６
側の側縁から該他方の案内縦リブ１７６と離れる側縁に向かうにつれて流路側に突出する
ように傾斜しており(図１８参照)、一対の案内縦リブ１７６,１７６の間に挟んで案内す
るパチンコ球Ｗの球面に該案内縦リブ１７６,１７６の前面が沿うようになっている。
【００９０】
　前記横案内部１７４の底面には、一対の案内縦リブ１７６,１７６の夫々の下流側に連
ねて一対の第１案内横リブ(案内横リブ)１７７,１７７が設けられている(図１８,図２７
または図２８参照)。実施例では、第１案内横リブ１７７が枠本体１１０における下部横
通路片１３８の上面に設けられており、一対の第１案内横リブ１７７,１７７が、案内凹
部１７５の左右の開口寸法と同じパチンコ球Ｗの直径より小さい間隔で左右に並行して離
間配置されている。第１案内横リブ１７７は、前方に向かうにつれて下方傾斜するように
形成され、第１案内横リブ１７７の前面が球出口１７２に向けてパチンコ球Ｗを案内する
傾斜面になっている(図２７参照)。ここで、各第１案内横リブ１７７の前面は、他方の第
１案内横リブ１７７側の側縁から該他方の第１案内横リブ１７７と離れる側縁に向かうに
つれて流路側に突出するように傾斜しており(図１８参照)、一対の第１案内横リブ１７７
,１７７の間に挟んで案内するパチンコ球Ｗの球面に該第１案内横リブ１７７の前面が沿
うようになっている。
【００９１】
　前記横案内部１７４には、左右対称な関係で対をなす第２案内横リブ１７８,１７８が
、第１案内横リブ１７７と別に設けられている(図１８,図２７または図２８参照)。各第
２案内横リブ１７８は、枠本体１１０の下部横通路片１３８の側縁上端に流路側に突出す
るように形成され、横案内部１７４の側部中央に位置している。
【００９２】
　このように、ステージ１５０には、表示枠体１００の左側部に開口する球取込口１４１
からワープ通路１４０を介して、または表示枠体１００の庇部分１０６がない下縁を介し
て、遊技領域４０ａからパチンコ球Ｗが導入されるようになっている。ワープ通路１４０
の球放出口１４２は、ステージ１５０における下段転動面１５３に開口するよう構成され
(図２５参照)、ワープ通路１４０から流入したパチンコ球Ｗが主に下段転動面１５３を左
右に転動するようになっている(図２４または図３１参照)。ステージ１５０は、後側から
前側に向けて下がるように階段状に転動面１５３,１５４,１６８が設けられ、各転動面１
５３,１５４,１６８に取り込まれて転動面の傾斜により左右に転動案内されたパチンコ球
Ｗが下段転動面１５３に向けて流下する。そして、ステージ１５０は、下段転動面１５３
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から遊技領域４０ａに放出したり、中段転動面１５４または下段転動面１５３から球入口
１７１を介して取り込んだパチンコ球Ｗが球案内路１７０を通って球出口１７２から放出
される。
【００９３】
　前述の如く、パチンコ球Ｗは、転動面１５３,１５４で左右に転動してから球入口１７
１に取り込まれるので、該パチンコ球Ｗが左右方向のベクトルと有している。しかし、球
入口１７１から落下したパチンコ球Ｗは、上下に連通する縦案内部１７３に設けられた上
下に延在する溝状の案内凹部１７５に一部が嵌り込んで、縦案内部１７３での流下方向と
交差する方向(左右方向)の移動が規制されるので、流下方向と交差する方向へぶれずに安
定した状態で下方へ誘導される。パチンコ球Ｗは、縦案内部１７３と横案内部１７４との
接続部において案内凹部１７５から一対の案内縦リブ１７６,１７６に受け渡され、一対
の案内縦リブ１７６,１７６に一部が嵌り込んで、縦案内部１７３での流下方向と交差す
る方向(左右方向)の移動が規制されつつ、安定した状態で横案内部１７４へ向けて誘導さ
れる。そして、パチンコ球Ｗは、横案内部１７４において案内凹部１７５から一対の第１
案内横リブ１７７,１７７に受け渡され、一対の案内縦リブ１７７,１７７に一部が嵌り込
んで、縦案内部１７３での流下方向と交差する方向(左右方向)の移動が規制されつつ、安
定した状態で球出口１７２へ向けて誘導されて、球出口１７２から始動入賞口７０ａ,７
０ｂの上方に放出される。
【００９４】
　前記球案内路１７０は、球入口１７１を転動面１５３,１５４を上下に貫通して形成す
る構成であるので、球入口１７１が大きくなるほど転動面１５３が狭くなり、球入口１７
１に落ちるパチンコ球Ｗが多くなって、転動面１５３で長い間に亘って左右に転動させる
ことができなくなり、転動面１５３を転がるパチンコ球Ｗに遊技者の興味を長時間に亘っ
て惹き付けることができない。実施例のステージ１５０によれば、球入口１７１の下方に
連なって上下に連通する縦案内部１７３に設けられる案内凹部１７５が外方(後方)へ凹む
ように形成されているので、流路側に突出するリブのように縦案内部１７３にパチンコ球
Ｗの案内構造を設けることによって流路が狭くなることはない。すなわち、縦案内部１７
３の上方に連通する球入口１７１についても、案内構造として流路に突出するリブを設け
る場合と比べて大きくならず、ステージ１５０の転動面１５３に球案内路１７０の球入口
１７１を設けても該転動面１５３を広く確保し得る。しかも、転動面１５３を確保するた
めに、転動面１５３の前後幅を大きくとる必要もなく、ステージ１５０をコンパクトにで
きる。
【００９５】
　前記案内凹部１７５は、上端が球入口１７１より上方に位置するよう構成されているの
で、球入口１７１を通過するときから案内凹部１７５にパチンコ球Ｗの一部が嵌り込み、
パチンコ球Ｗを安定して流下させることができる。また、縦案内部１７３には、流路側に
突出する一対の案内縦リブ１７６,１７６が設けられているが、該案内縦リブ１７６は、
縦案内部１７３における横案内部１７４に臨む下部に設けられているので、流路に突出す
る案内縦リブ１７６,１７６によってパチンコ球Ｗの流下スペースが実質的に狭くならず
、球入口１７１の開口寸法にも影響を与えない。
【００９６】
(発光演出装置について)
　次に、発光演出装置２００について説明を行う。発光演出装置２００は、図５に示すよ
うに、表示枠体１００の下部右側に設けた拡張部１０２に設置されて、遊技演出に合わせ
て発光演出を行うものである。図３２,図３３に示すように、発光演出装置２００は、カ
バー部材２０１と、該カバー部材２０１に光を直接的に照射する第１発光装置２０２と、
カバー部材２０１に光を間接的に照射する第２発光装置２０３と、第２発光装置２０３か
らの光をカバー部材２０１に向けて反射させる反射部材(反射部)２０４と、反射部材２０
４の後側に配設される後保護カバー２０５とから基本的に構成されている。
【００９７】
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(カバー部材について)
　前記カバー部材２０１は、図３４,図３５に示すように、全体が光透過性を有する合成
樹脂で構成されたカバー本体２０６と、該カバー本体２０６の下部側に配設されるカバー
設置基体２０７とから構成され、後方に開口する椀状に形成されている。カバー本体２０
６は、表示枠体１００の窓口１００ａを介して前方に臨む球面部分が発光部２０８を構成
し、該発光部２０８は、第１,第２発光装置２０２,２０３からの光により各種態様で発光
するようになっている。発光部２０８の外縁からカバー壁部２０９が後方へ延出しており
、カバー本体２０６は、後方および下方に開放した略四半球形状をなしている。また、図
３６に示すように、カバー本体２０６の後方開口は、半円形状をなしている。カバー本体
２０６の左右の下縁部には、一対のカバー本体ボス受け部２０６ａ,２０６ａが形成され
ている。また、カバー本体２０６の前面には、発光部２０８の下方に位置して、装飾部用
凹部２１０が左右方向に延在するよう凹設され、該装飾部用凹部２１０における左右方向
の略中央位置に、前後方向に開放するカバー本体位置決め孔２１０ａが形成されている。
【００９８】
　カバー本体２０６の上部には、後縁部から後方に突出するカバー係止片２１１が形成さ
れている。また、カバー本体２０６の後面には、図３６に示すように、カバー本体位置決
め孔２１０ａを挟むように一対の差込み部２１２,２１２が形成されている。図３７に示
すように、各差込み部２１２には、後方から前方に向かうにつれて上方へ傾斜した差込み
貫通孔２１２ａが貫通形成されている。発光部２０８およびカバー壁部２０９には、亀裂
状の光通過用穴部２１３が複数形成されており、カバー本体２０６の意匠性が高められて
いる。
【００９９】
　前記カバー設置基体２０７は、上方および後方に開放すると共に、前側が前方へ向けて
円弧状に膨出するよう形成されており、カバー部材２０１の下部を構成している。カバー
設置基体２０７には、前記カバー本体ボス受け部２０６ａに対応する複数のカバー設置基
体ボス部２０７ａが後方に突出して形成されている。そして、カバー設置基体ボス部２０
７ａをカバー本体ボス受け部２０６ａに嵌合させ、該カバー本体ボス受け部２０６ａの通
孔を介してネジをカバー設置基体ボス部２０７ａに螺挿することで、カバー設置基体２０
７がカバー本体２０６にネジ止めされる。図３５に示すように、カバー設置基体２０７に
は、板状の基板設置板部２１４,２１４,２１４が左右方向に離間して３つ平行に形成され
ている。各基板設置板部２１４は、後方から前方に向かうにつれて上方に傾斜する傾斜設
置面２１４ａを有している。３つの傾斜設置面２１４ａ,２１４ａ,２１４ａは、同一面上
に形成されて、その傾斜角度は、差込み貫通孔２１２ａと等しく設定されている。また、
中央に位置する基板設置板部２１４の後端部には、後方に突出する設置板部ボス部２１４
ｂが形成されると共に、該設置板部ボス部２１４ｂの下方に設置板部位置決め突起２１４
ｃが後方に突出して形成されている。
【０１００】
　前記カバー設置基体２０７の前部には、演出用装飾部(装飾部)２３２が上方に突出する
よう形成されている。この演出用装飾部２３２は、光透過性を有さない装飾部材であって
、カバー設置基体２０７をカバー本体２０６に取付けた状態で、演出用装飾部２３２が装
飾部用凹部２１０に嵌合し、発光部２０８と同一球面を形成するようになっている。なお
、演出用装飾部２３２の後面には、カバー設置基体位置決め突起２０７ｂが後方に突出し
て形成されており、カバー設置基体２０７をカバー本体２０６に取付ける際に、カバー設
置基体位置決め突起２０７ｂがカバー本体位置決め孔２１０ａに嵌入され、カバー設置基
体２０７がカバー本体２０６に対し位置決めされるよう構成される。
【０１０１】
(反射部材について)
　図３８,図３９に示すように、前記反射部材２０４は、全体にメッキ処理が施されて光
を効果的に反射するよう構成されている。反射部材２０４は、カバー部材２０１の後方開
口を閉塞する略半円形状の反射部本体２１５と、該反射部本体２１５の前面から前方へ突
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出する突出部２１６とから基本的に構成されている。反射部本体２１５の前面には、カバ
ー設置基体２０７のカバー設置基体ボス部２０７ａに対応して、一対の反射部材ボス受け
部２１５ａ,２１５ａが凹設されている。また、反射部本体２１５の上部には、カバー本
体２０６のカバー係止片２１１に対応して、前後方向に開放する反射部材係止孔２１５ｂ
が形成されている。そして、反射部材係止孔２１５ｂにカバー係止片２１１を挿通させる
と共に、カバー設置基体ボス部２０７ａの後端部を反射部材ボス受け部２１５ａに嵌合さ
せて、該反射部材ボス受け部２１５ａの通孔を介してカバー設置基体ボス部２０７ａにネ
ジを螺挿することで、反射部材２０４がカバー部材２０１にネジ止めされる。反射部材２
０４をカバー部材２０１に取り付けた状態では、カバー係止片２１１の係止部が反射部材
係止孔２１５ｂを介して反射部本体２１５の後方に突出し、反射部材係止孔２１５ｂの上
縁部に係止するようになっている。
【０１０２】
　前記反射部本体２１５の後面には、後方に突出する反射部材位置決め突起２１５ｃが複
数形成されると共に、後方に開放する反射部材ネジ孔２１５ｄ,２１５ｄが左右に離間し
て一対形成されている。また、反射部本体２１５の左右の外縁部から外方に突出するよう
演出用取付部２１７,２１７が形成されており、各演出用取付部２１７の前面に演出用ボ
ス受け部２１７ａが凹設されている。更に、反射部材２０４の外縁部には、左右方向の中
央部から左側に偏倚した位置に演出用筒状取付部２３３が形成され、該演出用筒状取付部
２３３の前面に演出用ボス受け部２１７ａが凹設されている。そして、表示枠体１００に
設けたボス部の後端部に対応する演出用ボス受け部２１７ａを嵌合させて、該演出用ボス
受け部２１７ａの通孔を介して表示枠体１００のボス部にネジを螺挿することで、反射部
材２０４(発光演出装置２００)が表示枠体１００の拡張部１０２にネジ止めされる。また
、右側の演出用取付部２１７には、後面から後方へ突出する反射部材アース突起２１７ｂ
が形成されており、反射部材２０４(発光演出装置２００)を表示枠体１００に取付けた際
に、反射部材アース突起２１７ｂが裏ユニット５０の右内側面に設けられた横飾り接地片
７８に接触して、表示枠体１００および発光演出装置２００が該横飾り接地片７８を介し
て接地される。なお、反射部本体２１５には、前後方向に開放する反射部材位置決め孔２
１５ｅ,２１５ｅが左右に離間して一対形成されている。
【０１０３】
　前記突出部２１６は、正面視でカバー本体２０６の後方開口と略整合する半円形状をな
しており、反射部材２０４をカバー部材２０１に取付けた際に、突出部２１６がカバー本
体２０６の後方開口に嵌合するようになっている。突出部２１６の前面には、上下左右に
整列する複数の矩形小反射部２１８で構成された反射面２１９が形成されている。この反
射面２１９は、左右方向の中央最下部が最も後方に窪んだ球面形状をなしており、第２発
光装置２０３からの光を発光部２０８へ向けて反射させるよう構成されている。反射面２
１９の外形は、正面視で発光部２０８と略一致しており、カバー部材２０１と反射部材２
０４とを組付けた状態で、反射面２１９が発光部２０８の後方に位置する(図３７参照)。
反射面２１９は、左右方向については、矩形小反射部２１８が連続的に配列されて滑らか
な曲面を形成する一方、上下方向については、矩形小反射部２１８が段状に配列されて不
連続な曲面を形成している。このように、上下方向については、反射面２１９を不連続な
曲面とすることで、反射面２１９に照射された光を拡散させつつ反射し得るよう構成され
ている。反射部材２０４には、反射部本体２１５および突出部２１６を前後方向に貫通す
る光通過孔２２０が上下左右に並んで複数形成されている。この光通過孔２２０は、後側
(第１発光装置２０２側)の開口寸法は、前側(発光部２０８側)より大きく設定されている
。また、図４０に示すように、上部右側に位置する光通過孔２２０は、光通過用穴部２１
３の後方に位置し、前方から視認し得るようになっている。
【０１０４】
(第１発光装置について)
　前記第１発光装置２０２は、統括制御装置３７により発光制御されて、発光部２０８に
光を直接照射するものである。第１発光装置２０２は、反射部材２０４の後面に配設され



(30) JP 5450290 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

る第１発光基板２２１と、該第１発光基板２２１の前面に配設された複数の第１発光素子
(第１発光体)２２２とから構成されている。第１発光基板２２１は、上縁部が円弧状に形
成された板部材であって、第１発光基板２２１の上側半分の領域に、第１発光素子２２２
が配置されている。第１発光基板２２１における第１発光素子２２２が配設される領域は
、反射部材２０４の後面に第１発光基板２２１を取付けた状態で発光部２０８に対応する
部分であって、発光部２０８の略全体をカバーし得るようになっている。第１発光基板２
２１には、反射部材ネジ孔２１５ｄに対応する複数の第１基板通孔２２１ａおよび反射部
材位置決め突起２１５ｃに対応する第１基板位置決め孔２２１ｂが、夫々、前後方向に開
放して複数形成されている。また、第１発光基板２２１の後面には、第１発光基板コネク
タ部２２１ｃが後方に突出して設けられ、該第１発光基板コネクタ部２２１ｃに枠体照明
用配線Ｈ１または発光用配線Ｈ２が接続されている(図３７参照)。
【０１０５】
　前記第１発光基板２２１の前面に配設される第１発光素子２２２は、該第１発光基板２
２１に直交する方向へ光を照射するよう構成される。すなわち、各第１発光素子２２２は
、第１発光基板２２１を反射部材２０４に取付けた状態で、光を前方に向けて照射するよ
うになっている。また、図３７に示すように、各第１発光素子２２２は、第１発光基板２
２１を反射部材２０４に取付けた状態で、光通過孔２２０の後方開口に臨むようになって
おり、第１発光素子２２２から照射された光が光通過孔２２０を通過して発光部２０８へ
照射されるよう構成されている。すなわち、光通過孔２２０は、各第１発光素子２２２に
対応して反射部材２０４に形成されており、第１発光素子２２２の光が光通過孔ssを通過
することで指向性が強められ、発光部２０８に明瞭な光が到達するようになっている。な
お、第１発光素子２２２は、統括制御装置３７により一斉に点灯・消滅したり、左右方向
または上下方向に順番に点灯・消滅したりして、多様な発光パターンで発光し得るように
なっている。
【０１０６】
(第２発光装置について)
　前記第２発光装置２０３は、統括制御装置３７により第１発光装置２０２とは独立して
発光制御されて、発光部２０８を間接的に発光させるものである。第２発光装置２０３は
、第２発光基板２２３と、該第２発光基板２２３の上面に配設された複数の第２発光素子
(第２発光体)２２４とから構成され、カバー部材２０１に傾斜した姿勢で配設される。第
２発光基板２２３は、左右方向に幅広な形状とされて、第２発光基板２２３の左右方向の
寸法は、第１発光基板２２１と略等しく設定されている。また、第２発光基板２２３にお
ける前後方向の寸法(図３３のＬ参照)は、第１発光基板２２１の上下方向の寸法より小さ
く設定されている。すなわち、第２発光基板２２３の面積は、第１発光基板２２１より小
さく、第２発光基板２２３における第２発光素子２２４の設置領域は、第１発光基板２２
１における第１発光素子２２２の設置領域より狭くなっている。
【０１０７】
　前記第２発光基板２２３には、前側の縁部から前方へ突出する基板差込み片２２５,２
２５がカバー本体２０６の基板差込み部２１２,２１２に対応して一対形成されている。
第２発光基板２２３は、基板固定部材２２６を介してカバー部材２０１の基板設置板部２
１４に取付けられるようになっている。基板固定部材２２６は、下部側が鋭角に形成され
た五角形状の板状片であって、基板固定部材２２６の前面には、カバー設置基体２０７の
設置板部ボス部２１４ｂに対応して固定部材ボス受け部２２６ａが凹設されている。また
、固定部材ボス受け部２２６ａの下方には、カバー設置基体２０７の設置板部位置決め突
起２１４ｃに対応して、前後方向に開放する固定部材位置決め孔２２６ｂが形成されてい
る。更に、基板固定部材２２６には、上縁部から斜め上前方に延出する基板押圧片２２７
が形成されている。そして、第２発光基板２２３の下面を３つの基板設置板部２１４,２
１４の傾斜設置面２１４ａ,２１４ａ,２１４ａに当接させると共に、基板差込み片２２５
,２２５を基板差込み部２１２,２１２の差込み貫通孔２１２ａ,２１２ａに差込んで、第
２発光基板２２３が基板設置板部２１４に設置される。更に、基板固定部材２２６の固定
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部材位置決め孔２２６ｂに設置板部位置決め突起２１４ｃを嵌入すると共に、設置板部ボ
ス部２１４ｂの後端部を固定部材ボス受け部２２６ａに嵌合し、該固定部材ボス受け部２
２６ａの通孔を介してネジを設置板部ボス部２１４ｂに螺挿することで、基板固定部材２
２６がカバー設置基体２０７にネジ止めされる。これにより、図３７に示すように、中央
の基板設置板部２１４の傾斜設置面２１４ａと基板押圧片２２７との間で第２発光基板２
２３の後端部側が挟持され、第２発光基板２２３がカバー部材２０１に取付けられる。
【０１０８】
　ここで、第２発光装置２０３をカバー部材２０１に設置した状態では、第２発光基板２
２３は、前方から後方にかけて下方傾斜する姿勢となり、第２発光素子２２４が反射面２
１９を指向するようになっている。また、第２発光基板２２３は、反射面２１９の前方斜
め下側であって、最下位で並ぶ光通過孔２２０より下方に位置している。すなわち、第２
発光装置２０３は、第１発光装置２０２からの光が通過する領域から外れた位置に設けら
れ、第２発光装置２０３が第１発光装置２０２の光と干渉しないようになっている。更に
、第２発光基板２２３は、演出用装飾部２３２の後方に位置して該演出用装飾部２３２に
前側から覆われている。すなわち、第２発光装置２０３は、演出用装飾部２３２により前
側から隠されて、透明なカバー部材２０１を介して第２発光装置２０３が視認し得ないよ
うになっている。従って、遊技者側から第２発光装置２０３を見えなくして、遊技の興趣
が損なわれるのを防止し得る。
【０１０９】
　前記第２発光基板２２３の前面に配設される第２発光素子２２４は、該第２発光基板２
２３に直交する方向へ光を照射するようになっている。すなわち、各第２発光素子２２４
は、後方斜め上側(発光部２０８とは異なる方向)へ光を照射して、反射面２１９に対し斜
めから光を照射するようになっている。そして、図３７に示すように、第２発光素子２２
４から照射された光は、反射面２１９で拡散されつつ前方へ反射され、発光部２０８に到
達するようになっている。すなわち、第２発光装置２０３からの光を反射面２１９で反射
させることで、拡散された淡い光を発光部２０８の全体に照射させて、発光部２０８全体
を光らせるよう構成されている。
【０１１０】
　ここで、第２発光基板２２３を傾斜配置して、第２発光素子２２４が反射面２１９に対
し斜めから光を照射する構成とすることで、第２発光素子２２４の設置領域が反射面２１
９の面積より狭いのにも拘らず、第２発光装置２０３の光が反射面２１９の略全体に到達
することが可能となる。従って、第２発光装置２０３のサイズを反射面２１９に較べてコ
ンパクトにすることができ、第２発光装置２０３の設置自由度が向上し、カバー部材２０
１内の狭いスペースにも第２発光装置２０３を設置すること可能となる。なお、複数の第
２発光素子２２４は、第１発光素子２２２と同様に、統括制御装置３７により一斉に点灯
・消滅したり、左右方向に順番に点灯・消滅したりして、多様な発光パターンで発光し得
るよう構成されている。
【０１１１】
(後保護カバーについて)
　前記後保護カバー２０５は、反射部材２０４の後側に配設されて、第１発光装置２０２
を収容保護するものである。後保護カバー２０５は、後保護カバー本体２２８と、該後保
護カバー本体２２８の周縁部から前方に延出する後保護カバー壁部２２９とから前方に開
放するよう構成されている。後保護カバー本体２２８の前面には、反射部材２０４の反射
部材位置決め孔２１５ｅに対応する一対の後保護カバー位置決め突起２２８ａ,２２８ａ
が前方に突出して形成されている。また、後保護カバー２０５には、第１発光基板２２１
の第１基板通孔２２１ａに対応する一対の後保護カバー通孔２２８ｂ,２２８ｂが前後方
向に開放して形成されている。そして、第１発光基板２２１の第１基板位置決め孔２２１
ｂに反射部材位置決め突起２１５ｃを嵌入し、第１発光基板２２１を反射部本体２１５の
後面に位置決めする。更に、後保護カバー位置決め突起２２８ａを反射部材位置決め孔２
１５ｅに嵌入し、第１発光装置２０２を後方から覆うように後保護カバー２０５をセット
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する。そして、第１基板通孔２２１ａに整合した後保護カバー通孔２２８ｂを介してネジ
を反射部本体２１５の反射部材ネジ孔２１５ｄに螺挿することで、後保護カバー２０５が
第１発光基板２２１と共に反射部本体２１５(反射部材２０４)の後面にネジ止めされる。
このように、反射部材２０４は、第１発光装置２０２の設置部材として兼用し得るので、
第１発光装置２０２を設置するための部材が別途必要とならず、部品点数を少なくし得る
。
【０１１２】
　前記後保護カバー本体２２８には、前後方向に開放するコネクタ用矩形開口２３０が形
成されており、図３７に示すように、該コネクタ用矩形開口２３０に第１発光装置２０２
の第１発光基板コネクタ部２２１ｃが臨んでいる。そして、第１発光基板コネクタ部２２
１ｃに接続された枠体照明用配線Ｈ１および発光用配線Ｈ２は、コネクタ用矩形開口２３
０を介して後保護カバー本体２２８の後側に引き出される。また、上部側の後保護カバー
壁部２２９には、前端部から係止片逃げ部２３１が後方へ凹設されている。この係止片逃
げ部２３１には、反射部材２０４の反射部材係止孔２１５ｂを介して後方に突出するカバ
ー部材２０１のカバー係止片２１１が臨むようになっており、該カバー係止片２１１が後
保護カバー壁部２２９に干渉するのを防止している。
【０１１３】
(発光演出装置の発光演出について)
　次に、発光演出装置２００の発光演出について、以下説明を行う。所定条件が成立する
と、統括制御装置３７は、第１発光装置２０２および第２発光装置２０３に制御信号を送
出し、両発光装置２０２,２０３を発光させる。先ず始めに、第１,第２発光装置２０２,
２０３を同時に発光させた場合について説明を行う。第１発光装置２０２については、第
１発光素子２２２が一斉に点灯し、前方へ光を照射する。すると、第１発光素子２２２の
光は、各第１発光素子２２２に対応して設けられた光通過孔２２０を介して反射部材２０
４を通過する。このとき、第１発光素子２２２の光は、光通過孔２２０を通過する間に光
の指向性が強められる。光通過孔２２０を通過した第１発光素子２２２の光は、発光部２
０８に到達し、該発光部２０８を明瞭に発光させる。すなわち、光通過孔２２０で指向性
が強められた第１発光素子２２２の光が発光部２０８に直接照射されるので、発光部２０
８は、はっきりとした輪郭で発光される。
【０１１４】
　一方、第２発光装置２０３についは、第２発光素子２２４が一斉に点灯して、光を斜め
後ろ上方へ照射させる。すなわち、第２発光装置２０３は、図３７に示すように、発光部
２０８に直接光を照射するのではなく、反射部材２０４の反射面２１９へ向けて光を照射
する。反射面２１９に到達した第２発光装置２０３の光は、拡散されつつ発光部２０８へ
向けて反射され、発光部２０８の略全体に亘って光が到達する。すなわち、第２発光装置
２０３の光は、反射面２１９で反射されて拡散されることで、ぼんやりとした光で発光部
２０８の全体を発光させるようになっている。従って、第２発光装置２０３による発光部
２０８を全体的に発光させた上で、第１発光装置２０２による明瞭な光が加わることで、
発光部２０８に光の強弱(コントラスト)を付けることが可能となる。これにより、多様な
発光パターンで発光部２０８を発光させることができ、効果的な発光演出を行うことが可
能となる。しかも、第１発光装置２０２の光は、光通過孔２２０を通過することで指向性
が向上しているので、反射面２１９で反射された第２発光装置２０３の光によって発光部
２０８が全体的に発光した状態であっても、第１発光装置２０２の明瞭な光を遊技者は視
認することができる。
【０１１５】
　ここで、カバー部材２０１に光通過用穴部２１３を形成することで、該光通過用穴部２
１３から光が漏れ出すような発光演出をすることができ、演出効果が更に高められる。し
かも、光通過用穴部２１３の後方に位置する光通過孔２２０から第１発光装置２０２の強
い光が外部に漏れ出すことで、遊技者はインパクトのある発光演出を楽しむことができる
。ところで、第１発光装置２０２および第２発光装置２０３は、統括制御装置３７により
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、各発光素子を一斉に点灯・消滅させるだけでなく、各種態様で発光し得るようになって
いる。例えば、第１発光装置２０２の第１発光素子２２２を、列毎に順次点灯・消滅させ
るように発光制御した場合には、第２発光装置２０３で発光部２０８を全体的に発光させ
た上で、第１発光装置２０２による明瞭な光が発光部２０８を左右に走るような発光演出
をすることが可能となる。また、第２発光装置２０３の第２発光素子２２４を、列毎に順
次点灯・消滅させた場合には、発光部２０８全体をフラッシュ状に点滅させることができ
、インパクトのある派手な発光演出を行い得る。
【０１１６】
(照明装置)
　前記遊技盤４０には、ステージ１５０の転動面１６８およびステージ１５０の下側に配
置された始動入賞口７０ａ,７０ｂおよび特別入賞口７４ａの周りを発光演出する照明装
置３００が、裏ユニット５０の下辺部５２ｄに設けられている(図７,図１４または図１６
参照)。照明装置３００は、ステージ１５０の転動面１６８を主に発光演出する第１照明
機構３１０と、始動入賞口７０ａ,７０ｂおよび特別入賞口７４ａの周りを主に発光演出
する第２照明機構３４０とを備えている。照明装置３００は、第１照明機構３１０の構成
部材および第２照明機構３４０の構成部材が照明ベース部材(設置部)３０２に設けられ、
この照明ベース部材３０２を共通基盤として裏ユニット５０への一体的な着脱時等、単一
のユニットとして取り扱い得るようになっている(図４１～図４４参照)。
【０１１７】
(第１照明機構)
　前記第１照明機構３１０は、上面が上段転動面１６８となるユニットステージ部１６６
の下側に配置され、上方に向けて光を照射してユニットステージ部１６６の光透過性を有
する領域を介して上段転動面１６８を発光演出するよう構成されている(図４５～図４７
参照)。実施例のユニットステージ部１６６は、全体が透明であるので、第１照明機構３
１０の後述する照明透光部材３３４の照明レンズ部(発光部)３３６に対応して、上段転動
面１６８が発光演出される。
【０１１８】
　前記第１照明機構３１０は、第１照明基板(照明基板)３１２の前側を覆い、該第１照明
機構３１０の前面を構成する照明装飾部材(装飾部)３１６と、照明ベース部材３０２に設
けられ、照明ベース部材３０２に取り付けられる照明装飾部材３１６との間に第１照明基
板３１２を収容する照明収容部(収容部)３０３と、第１照明基板３１２の上側に設けられ
、該第１照明機構３１０の上面を構成する照明カバー部材３２２とから外郭が基本的に構
成されている(図４８または図４９参照)。また、第１照明機構３１０は、照明装飾部材３
１６に設けられた凸状部３１７の後側を塞ぐ照明仕切部材(仕切部)３２６と、第１照明基
板３１２と照明カバー部材３２２との間に設けられた照明区画部材(区画部)３３０と、こ
の照明区画部材３３０と照明カバー部材３２２との間に設けられ、照明カバー部材３２２
に開設された照明開口３２４を覆う照明透光部材３３４とを備えている。すなわち、照明
カバー部材３２２およびこの照明カバー部材３２２の照明開口３２４を塞ぐ照明透光部材
３３４によって、第１照明機構３１０の上覆部が構成されている。
【０１１９】
　前記第１照明基板３１２は、上面に照明体としてのＬＥＤ３１３を複数備えており、下
面の左右方向中央部における後方に偏倚した位置に、接続開口を後方に向けたソケット３
１４を備えている(図４７～図４８参照)。第１照明基板３１２は、中央部が凸になるよう
に前方に湾曲した照明装飾部材３１６の内面に合わせて前縁が湾曲するように形成される
と共に、左右の側端部と比べて中側部分の後縁が後方へ突出するように形成されている(
図４８参照)。また、第１照明基板３１２には、複数のＬＥＤ３１３が前縁に沿って並べ
て照明装飾部材３１６の凸状部３１７に対応して設置されると共に、上方に設置される照
明カバー部材３２２の照明開口３２４の下方に対応する位置にＬＥＤ３１３が設置されて
いる。
【０１２０】
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　前記照明装飾部材３１６は、牙を模した凸状部３１７が左右に離間して上部に複数設け
られている(図４１,図４５,図４６,図４８または図４９参照)。実施例の照明装飾部材３
１６では、複数の凸状部３１７が始動入賞口７０ａ,７０ｂの上方に位置する中央を挟ん
で左右対称な関係で配置されている。照明装飾部材３１６は、枠体ステージ部１５２にお
ける後部障壁１６０の後側に位置し、中段転動面１５４の後側に立ち上がって該中段転動
面１５４と上段転動面１６８と間に臨んでいる(図３１参照)。すなわち、照明装飾部材３
１６は、透明な後部障壁１６０を介して本体部分が前側から視認可能で、凸状部３１７が
後部障壁１６０の上縁から突出し、前側から視認可能になっている。照明装飾部材３１６
は、本体部分が光を透過不能に構成される一方、凸状部３１７の少なくとも上部が光を透
過可能に構成され、凸状部３１７の下部に対応して第１照明基板３１２の前縁に配置され
たＬＥＤ３１３の発光によって、対応の凸状部３１７が個別に発光される(図４７参照)。
なお、照明装飾部材３１６は、本体部分が塗装により光を透過不能に構成してある。
【０１２１】
　前記照明装飾部材３１６は、前面をなす板状部分の外周縁から後方に延出する縁壁部３
１８と、第１照明基板３１２の前側を覆う板状部分に上下に離間して形成された対をなす
照明挟持片(挟持片)３１９,３２０とを備えている(図４７または図４９参照)。照明装飾
部材３１６には、上下対をなす照明挟持片３１９,３２０の組が左右に離間して複数(実施
例では２組)設けられ、実施例では、上下対をなす照明挟持片３１９,３２０の組が左右対
称な関係で配置されている(図４９参照)。上下の照明挟持片３１９は、第１照明基板３１
２の前側を覆う板状部分の後面から後方に延出するように夫々形成されている。組をなす
上下２つの照明挟持片３１９,３２０は、左右にずらした位置に配置され、下側の照明挟
持片(以下、下側照明挟持片という。)３１９より上側の照明挟持片(以下、上側照明挟持
片という。)３２０が左右方向中央側に配置されている。下側照明挟持片３１９の上面と
上側照明挟持片３２０の下面との上下方向の間隔は、第１照明基板３１２の板厚と同一ま
たは僅かに大きく設定されている。
【０１２２】
　前記下側照明挟持片３１９は、上下方向に板面が延在するように形成されて、上下方向
の幅より突出寸法が小さく設定されて、上下方向に弾性変形し難くなるよう構成されてい
る(図４７または図４９参照)。これに対して、上側照明挟持片３２０は、左右方向に板面
が延在する薄片状に形成されると共に、左右方向の幅より突出寸法が大きく設定されて、
上下方向に弾性変形可能に構成されている。なお、上側照明挟持片３２０は、下側照明挟
持片３１９より後方に突出している(図４７参照)。そして、照明装飾部材３１６は、上下
対をなす照明挟持片３１９,３２０で第１照明基板３１２の前端部を厚み方向に挟んで保
持するようになっている。このように、第１照明基板３１２の前端部は、上下の照明挟持
片３１９,３２０によって保持されることで、上下に位置規制される。
【０１２３】
　前記照明装飾部材３１６は、板状部分の外周縁に後方へ向けて延出する縁壁部３１８が
、左右の側部で下側照明挟持片３１９の上面と同じ高さで水平に延在するように段状に形
成されている(図４７または図４９参照)。第１照明機構３１０は、上下の照明挟持片３１
９,３２０で第１照明基板３１２の前端部を保持した際に、照明装飾部材３１６の前記水
平部位(以下、照明載置部３１８ａという。)に第１照明基板３１２の側部が載置されるよ
うになっている(図４７参照)。すなわち、実施例では、第１照明基板３１２が２組の上下
の照明挟持片３１９,３２０だけでなく、左右の照明載置部３１８ａ,３１８ａによっても
支持されている。
【０１２４】
　前記照明仕切部材３２６は、上下の照明挟持片３１９,３２０に挟まれて保持された第
１照明基板３１２より上側の照明装飾部材３１６の後面形状に対応した形状に形成されて
いる(図４９参照)。照明仕切部材３２６は、凸状部３１７に合わせて形成された凸部分を
凸状部３１７の外周縁に立設した縁壁部３１８の内側に嵌め込み、照明装飾部材３１６の
後面との間に隙間をあけて該照明装飾部材３１６に対してネジ止め固定される。この際、
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照明仕切部材３２６は、第１照明基板３１２の前端部に設けられたＬＥＤ３１３を照明装
飾部材３１６との間に挟んでおり、当該ＬＥＤ３１３が凸状部３１７と照明仕切部材３２
６との間の隙間に臨んでいる(図４７参照)。また、照明仕切部材３２６は、左右の上側照
明挟持片３２０の夫々に合わせて凹状に形成された挟持片凹部３２７,３２７を備えてい
る(図４９参照)。そして、照明仕切部材３２６は、これらの挟持片凹部３２７,３２７を
上照明挟持片３２７,３２７に嵌め合わせて該上側照明挟持片３２０,３２０の上面に載置
されている。このように、照明仕切部材３２６は、上側照明挟持片３２０,３２０に支持
されると共に、上側照明挟持片３２０と挟持片凹部３２７の嵌合下に左右の位置決めが図
られる。
【０１２５】
　前記照明仕切部材３２６は、下端部から下方に延出する照明保持片(保持片)３２８を備
えている(図４８または図４９参照)。照明仕切部材３２６には、第１照明基板３１２にお
いて前後幅が狭い左右の側部後縁の夫々に対応配置して、一対の照明保持片３２８,３２
８が左右の側部に離間して設けられている。照明仕切部材３２６は、上下の照明挟持片３
１９,３２０で前端部が保持された第１照明基板３１２の後端を、照明保持片３２８,３２
８によって照明装飾部材３１６の後面との間に保持し、第１照明基板３１２を前後に位置
規制するようになっている。ここで、左右の照明保持片３２８,３２８の離間間隔は、左
右の側部と比べて後方に延出する第１照明基板３１２の中側部分の左右幅と同一または僅
かに大きく設定されている。すなわち、照明仕切部材３２６は、左右の照明保持片３２８
,３２８の間に第１照明基板３１２の中側部分を挟んで、左右に位置規制するように保持
している。
【０１２６】
　前記照明カバー部材３２２は、下方に開放した略トレイ形状に形成され、光を透過不能
に構成されている(図４７～図４９参照)。実施例の照明カバー部材３２２は、表面全体に
導電性を有する金属のメッキ加工が施され、表面が光を反射可能に構成されている。照明
カバー部材３２２には、上下に貫通形成された照明開口３２４が複数設けられている(図
４７または図４８参照)。照明カバー部材３２２には、複数の照明開口３２４が左右に並
んで離間配置され、左右方向の中央部に円形の照明開口３２４が形成され、この照明開口
３２４を挟んで左右対称な関係で三角形(実施例では正三角形)の照明開口３２４,３２４
が設けられている。三角形の照明開口３２４,３２４は、円形の照明開口３２４を挟む照
明カバー部材３２２の各側部に２つずつ設けられ、中央の照明開口３２４側に三角形の照
明開口３２４の頂部が位置している。
【０１２７】
　前記照明透光部材３３４は、下方に開放する略トレイ形状の照明カバー部材３２２の内
部形状に合わせて外形が形成され、この照明カバー部材３２２の内側に嵌め合わせて取り
付けられる(図４７参照)。照明透光部材３３４は、透明な部材であって、照明カバー部材
３２２の照明開口３２４に合わせて上面に突出形成された照明レンズ部３３６を備えてい
る(図４８または図４９参照)。すなわち、照明透光部材３３４には、左右に離間して複数
の照明レンズ部３３６が設けられ、照明透光部材３３４の中央部に位置する照明レンズ部
３３６が、椀を伏せたような球の一部形状に形成され、照明透光部材３３４の側部に位置
する照明レンズ部３３６が、上面が平坦な三角形状に形成されている。なお、照明レンズ
部３３６は、表面に施された微細なシボ加工からなる光拡散構造を有している。
【０１２８】
　前記第１照明機構３１０では、照明レンズ部３３６の下側に対応して第１照明基板３１
２の上面にＬＥＤ３１３が設置されている(図４７参照)。すなわち、第１照明基板３１２
には、中央の照明レンズ部３３６に対応してＬＥＤ３１３が少なくとも１つ設置され、側
部の照明レンズ部３３６の夫々に対応してＬＥＤ３１３が少なくとも１つ設置されている
。ここで、第１照明基板３１２には、左右の最も外側方に位置する凸状部３１７を除いて
、各凸状部３１７に対応して１基ずつのＬＥＤ３１３が設置され、中央の照明レンズ部３
３６に対応して矩形状に配列した４基のＬＥＤ３１３が設置され、側部の照明レンズ部３
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３６の夫々に対応して左右方向に並ぶ２基のＬＥＤ３１３が設置されている(図４８また
は図４９参照)。
【０１２９】
　前記照明区画部材３３０は、照明レンズ部３３６に対応して配置されたＬＥＤ３１３の
間を区切る隔壁３３２から構成される枠状の部材である(図４８または図４９参照)。照明
区画部材３３０は、中央の照明レンズ部３３６に対応するＬＥＤ３１３の周囲を隔壁３３
２で囲うと共に、この中央の照明レンズ部３３６に隣り合う左右の側部の照明レンズ部３
３６に対応するＬＥＤ３１３の周囲を隔壁３３２で囲うことで、中央のＬＥＤ３１３とこ
の中央のＬＥＤ３１３に隣り合う側部のＬＥＤ３１３の夫々を区分している。最も外側に
位置する側部の照明レンズ部３３６に対応するＬＥＤ３１３は、照明区画部材３３０の外
側に配置され、該照明区画部材３３０の外郭を構成する隔壁３３２によって内側に位置す
る側部の照明レンズ部３３６に対応するＬＥＤ３１３と区分されている。照明区画部材３
３０は、中央の照明レンズ部３３６に対応するＬＥＤ３１３を囲繞する隔壁３３２が、上
下に連通する空間を画成するように形成されている。同様に、照明区画部材３３０は、中
央の照明レンズ部３３６に隣り合う左右の側部の照明レンズ部３３６に対応するＬＥＤ３
１３を囲繞する隔壁３３２が、上下に連通する空間を画成するように形成されている(図
４７参照)。なお、照明区画部材３３０は、隔壁３３２の下端が第１照明基板３１２の上
面より離して設置される。
【０１３０】
　前記第１照明機構３１０は、ユニットステージ部１６６の下面に下方へ突出形成された
カバー固定ボス(図示せず)を照明カバー部材３２２および照明透光部材３３４に上から挿
入し、照明カバー部材３２２および照明透光部材３３４を挟んで照明透光部材３３４の下
面に臨むカバー固定ボスに対してネジ止め固定することで、ユニットステージ部１６６、
照明カバー部材３２２および照明透光部材３３４が互いに組み付けられる。第１照明機構
３１０は、照明区画部材３３０の上面に載置して照明透光部材３３４が下方からネジ止め
固定されており、隔壁３３２の外側部の夫々に左右に延出形成された照明取付片３３３,
３３３を照明仕切部材３２６の後面に突き合わせて後側からネジ止め固定することで、照
明区画部材３３０が照明仕切部材３２６に取り付けられる。すなわち、照明区画部材３３
０は、上側に取り付けられたユニットステージ部１６６、照明カバー部材３２２および照
明透光部材３３４と共に照明仕切部材３２６に取り付けることができる。第１照明機構３
１０は、第１照明基板３１２、照明仕切部材３２６および照明区画部材３３０、ユニット
ステージ部１６６、照明カバー部材３２２および照明透光部材３３４照明装飾部材３１６
に対して直接または間接的に組み付けられ、照明装飾部材３１６を共通基盤としてユニッ
トとして取り扱い可能に構成されている。
【０１３１】
　前記照明ベース部材３０２は、第２照明機構３４０を構成する部材の取付対象となる設
置板状部分３０２ａと、この設置板状部分３０２ａの外周縁から後方へ延出する周壁部分
３０２ｂと、上部に設けられ、第１照明機構３１０の第１照明基板３１２が収容される照
明収容部３０３とを備えている(図４８または図４９参照)。実施例の照明ベース部材３０
２は、透明な合成樹脂成形品である。照明収容部３０３は、照明ベース部材３０２の上側
に延在する周壁部分３０２ｂの左右方向中側を下方へ凹ませて形成されている(図５０,図
５１または図５２参照)。第１照明機構３１０は、照明装飾部材３１６を設置板状部分３
０２ａの前面に取り付けた際に、該照明収容部３０３の底をなす周壁部分３０２ｂで構成
される収容載置部(載置部)３０３ａに第１照明基板３１２の後部が支持されようになって
いる(図４７参照)。
【０１３２】
　前記照明収容部３０３は、左右に対向する該照明収容部３０３の側面をなす周壁部分３
０２ｂの後縁間に亘って収容載置部３０３ａの後縁から立ち上がる収容後壁部３０３ｂに
よって、後面が塞がれている(図５０または図５１参照)。収容後壁部３０３ｂは、上端が
照明ベース部材３０２の上面より低く設定され、収容後壁部３０３ｂの上側に照明カバー
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部材３２２の後部が収まるようになっている(図４２または図４７参照)。第１照明機構３
１０は、第１照明基板３１２、照明区画部材３３０、照明透光部材３３４および照明カバ
ー部材３２２が照明収容部３０３に収容されて、照明カバー部材３２２の上面が照明ベー
ス部材３０２の上面と高さが揃うように構成されている(図４２参照)。照明区画部材３３
０には、突起３３１が後面に設けられ、収容後壁部３０３ｂに設けられた保持通孔３０３
ｃに突起３３１が嵌ることで、照明収容部３０３に収容した照明区画部材３３０の後部が
収容後壁部３０３ｂに支持される(図４７または図４８参照)。
【０１３３】
　前記照明収容部３０３には、収容載置部３０３ａの後部から収容後壁部３０３ｂの下部
にかけて照明配線通口３０４が左右方向中央部に貫通形成されている(図５０,図５１,図
５２)。照明配線通口３０４は、裏ユニット５０の下辺部５２ｄに図柄表示装置１３の取
り付け領域と基板設置部６０との間に位置して貫通形成された中央配線開口８５の前側に
重なるようになっている。第１照明機構３１０は、第１照明基板３１２のソケット３１４
が照明配線通口３０４に臨み、照明配線通口３０４および中央配線開口８５を介してソケ
ット３１４に接続する第１照明用配線Ｈ６が裏ユニット５０の後側に引き出される(図９
参照)。また、第１照明機構３１０は、照明カバー部材３２２の後面にステージ用アース
線(アース線)Ｅ２が接続され、第１照明基板３１２に影響を与えないように、ステージ１
５０周りに帯電した静電気をステージ用アース線Ｅ２を介して除去するようになっている
。ステージ用アース線Ｅ２は、第１照明用配線Ｈ６と共に、照明配線通口３０４および中
央配線開口８５を介して裏ユニット５０の後側に引き出される(図１０参照)。
【０１３４】
　前記第１照明機構３１０では、第１照明基板３１２の前部が照明装飾部材３１６の上下
の照明挟持片３１９,３２０で把持されて、後部が照明収容部３０３の収容載置部３０３
ａで支持されることで、第１照明基板３１２が上下に位置規制される(図４７参照)。また
、第１照明機構３１０は、第１照明基板３１２が照明装飾部材３１６の後面と照明仕切部
材３２６の照明保持片３２８との間に挟まれると共に、照明収容部３０３に収容すること
で、第１照明基板３１２が照明装飾部材３１６の後面と照明収容部３０３の収容後壁部３
０３ｂとの間に挟まれて、第１照明基板３１２が前後に位置規制される。更に、第１照明
機構３１０は、第１照明基板３１２が左右の照明保持片３２８,３２８に挟まれると共に
、照明収容部３０３に収容することで、照明収容部３０３の左右の側面に挟まれて、第１
照明基板３１２が左右に位置規制される。このように、第１照明機構３１０では、第１照
明基板３１２がビスやネジ等の締結具を用いることなく、該第１照明機構３１０を構成す
る部材で保持されている。
【０１３５】
　前記第１照明機構３１０は、ステージ１５０の上段転動面１６８を発光演出する第１照
明基板３１２が、該第１照明機構３１０を構成する他の構成部材を組み付けるだけで、ネ
ジ等の締結具で固定することなく位置決めされる。すなわち、第１照明基板３１２をネジ
止めする手間を省くことができ、第１照明機構３１０の組み付け作業を簡易にできる。し
かも、上段転動面１６８をなすユニットステージ部１６６が、第１照明機構３１０に取り
付けられているので、両者の取り扱いが容易になる。
【０１３６】
　前記遊技盤４０では、上段転動面１６８の下側のスペースを有効利用して第１照明機構
３１０を設置し、この第１照明機構３１０によって上段転動面１６８を発光演出している
。ここで、第１照明機構３１０は、上段転動面１６８に対して第１照明基板３１２を平行
に設置し、第１照明基板３１２において上段転動面１６８に臨む上面に設けたＬＥＤ３１
３から照明レンズ部３３６を介して上段転動面１６８に対して直線的に照射された光によ
って該上段転動面１６８を照らしている。すなわち、第１照明機構３１０は、上段転動面
１６８を第１照明基板３１２のＬＥＤ３１３から直接照射された光によって照らすことが
できるので、例えば上下に延在する照明基板の前面にＬＥＤを設けて、このＬＥＤから前
方に照射した光によって上段転動面１６８を照らす場合と比べて、上段転動面１６８を効
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果的に発光演出することができる。ステージ１５０の転動面１５３,１５４,１６８におい
て手前側と比べて暗くなりがちな後側の領域に位置する上段転動面１６８を第１照明機構
３１０で直接照らしているので、非常に効果的である。
【０１３７】
　前記第１照明基板３１２は、厚み方向を上下に沿わせた姿勢で保持されているので、上
下方向に要する配設スペースを最小限に抑えることができ、上段転動面１６８と第１照明
基板３１２との間に、照明カバー部材３２２、照明区画部材３３０および照明透光部材３
３４等の複数の部材を配設することが可能となり(図４７参照)、上段転動面１６８と第１
照明基板３１２との間のスペースを有効利用できる。すなわち、第１照明機構３１０は、
照明区画部材３３０を設けることで、隣り合う照明レンズ部３３６に対応するＬＥＤ３１
３の間を隔壁３３２で仕切って、ある照明レンズ部３３６の発光に際してＬＥＤ３１３が
消灯している隣の照明レンズ部３３６に光が入射することを防止でき、照明レンズ部３３
６毎に効果的に発光演出することができる。また、光を透過しない照明カバー部材３２２
と光を透過する照明透光部材３３４との組み合わせによって、第１照明機構３１０の上面
全体ではなく照明レンズ部３３６だけが発光するので、照明レンズ部３３６に対応する上
段転動面１６８の部位を強調して発光演出することができる。
【０１３８】
　前記遊技盤４０は、表示枠体１００の下縁に下段転動面１５３の下側に位置して第１～
第３枠体照明手段１３０,１３１,１３２が設けられおり、第１～第３枠体照明手段１３０
,１３１,１３２の枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂのＬＥＤ１３０ｃ,１３１ｃ,
１３２ｃから前方に照射された光によって下段転動面１５３が間接的に照らされるように
なっている。ここで、枠体照明基板１３０ｂ,１３１ｂ,１３２ｂの前側に位置する枠体飾
り部１２０は、後面が光を反射するように構成されているので、ＬＥＤ１３０ｃ,１３１
ｃ,１３２ｃから前方に照射された光の一部を下段転動面１５３に向けて反射して、反射
光によって下段転動面１５３を照らすことができる。上段転動面１６８を直接照らす第１
照明機構３１０は、裏ユニット５０側に設けられるのに対して、下段転動面１５３を間接
的に照らす第１～第３枠体照明手段１３０,１３１,１３２が表示枠体１００(盤本体４２
側)に設けられている。このように、第１照明機構３１０と第１～第３枠体照明手段１３
０,１３１,１３２とを、裏ユニット５０と表示枠体１００とに振り分けて配設しているの
で、表示枠体１００に過大な負荷が加わるのを回避できる。
【０１３９】
(第２照明機構)
　前記第２照明機構３４０は、照明ベース部材３０２の後側に設置され、照明体としての
ＬＥＤ３４３を前面に複数有する第２照明基板３４２と、照明ベース部材３０２の前側を
覆う架台部３４４と、この架台部３４４の前側に設けられ、照明ベース部材３０２および
架台部３４４を介して第２照明基板３４２のＬＥＤ３４３により照らされる照明透光部３
４６と、この照明透光部３４６の周りを飾る照明周飾部(装飾部材)３４８とを備えている
(図５０～図５５参照)。第２照明機構３４０は、照明透光部３４６および照明周飾部３４
８によって、透明な盤本体４２を介して視認可能な前面が構成され、その前面が遊技領域
４０ａにおけるステージ１５０の下側から始動入賞口７０ａ,７０ｂの左右の領域にかけ
て臨むようになっている(図７参照)。ここで、第２照明機構３４０には、照明透光部３４
６が複数設けられ、始動入賞口７０ａ,７０ｂを左右に挟んで一対の照明透光部(特に区別
する場合は、特殊照明透光部３４６Ａといい、その他を普通照明透光部３４６Ｂという。
)が配置されている(図４１または図５０参照)。なお、第２照明機構３４０には、中央部
に下方に開放する凹形状に形成され、始動入賞装置７０において盤本体４２の後側に突出
する部位が収容される装置収容部３４０ａが設けられている。
【０１４０】
　前記架台部３４４は、透明な部材であって、照明ベース部材３０２における第１照明機
構３１０の照明装飾部材３１６が取り付く領域を除いた前面形状に合わせて形成されてい
る(図５４参照)。架台部３４４には、特殊照明透光部３４６Ａの後側に対応する部位に光
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拡散構造が夫々設けられており、実施例の光拡散構造は、凹凸が同心円状に並んだ形状に
形成されている(図５４参照)。照明透光部３４６は、光を透過可能であって、第２照明基
板３４２の前面に設けられたＬＥＤ３４３の前側を覆うようになっている。特殊照明透光
部３４６Ａは、前面が球面形状に形成されており、普通照明透光部３４６Ｂと比べて大型
に構成されている。照明周飾部３４８は、光を透過不能であって、第１照明機構３１０の
照明装飾部材３１６の下側や照明透光部３４６の周りを縁取るように設けられている。 
実施例の照明周飾部３４８は、メッキからなる鏡面加工がされており、光を反射するよう
構成されている。
【０１４１】
　前記照明装置３００では、第２照明機構３４０の照明透光部３４６および照明周飾部３
４８によって、架台部３４４の前面が左側下部領域を除いて覆われている(図４１または
図５０参照)。そして、照明装置３００における架台部３４４の左側下部領域は、後述す
る通路構成部材４２０が設置される通路設置部３５０となる。
【０１４２】
(左側普通入賞装置)
　図１３,図５６～図７７に示すように、前記左側普通入賞装置４００は、盤本体４２に
設けられ、遊技領域４０ａに臨む普通入賞口を有する下部飾り部材(飾り部材)４０２と、
裏ユニット５０の前側に設けられ、普通入賞口を介して遊技領域４０ａから取り込んだパ
チンコ球Ｗを案内する球通路４１０,４１４,４１６を有する通路構成部材４２０と、この
球通路４１０,４１４,４１６に設置され、該球通路４１０,４１４,４１６を流下するパチ
ンコ球Ｗを検知する普通入賞センサ(検出手段)４０１とから基本的に構成される。
【０１４３】
　前記下部飾り部材４０２は、板状の下部飾り本体４０３と、この下部飾り本体４０３の
後面に下部飾り貫通口４２ｃに合わせて延出形成された飾り嵌合片４０４と、下部飾り本
体４０３の前面に突出形成され、普通入賞口４０６を有する普通入賞部４０５とを備えて
いる(図５６または図５７参照)。下部飾り部材４０２は、飾り嵌合片４０４を下部飾り貫
通口４２ｃに嵌め合わせると共に、飾り嵌合片４０４より外方に延在する下部飾り本体４
０３の外周縁を盤本体４２の前面に当接させて、盤本体４２に取り付けられる(図５また
は図１３参照)。すなわち、下部飾り部材４０２は、下部飾り本体４０３の前面が遊技領
域４０ａの一部を構成している。
【０１４４】
　前記普通入賞部４０５は、下部飾り本体４０３に前後に貫通形成された球通口４０３ａ
の前側を囲って下部飾り本体４０３に設けられ、上方に開口する普通入賞口４０６を画成
するバスケット型の球取入部４０５ａと、球通口４０３ａの左右の側部および底部を囲っ
て下部飾り本体４０３の後面から後方に延出する球案内片４０５ｂとを有している(図５
６または図５６参照)。普通入賞部４０５は、球案内片４０５ｂが下部飾り貫通口４２ｃ
を介して盤本体４２の後面より突出するよう構成され、遊技領域４０ａに開口する普通入
賞口４０６から取り込んだパチンコ球Ｗが球取入部４０５ａおよび球案内片４０５ｂを介
して盤本体４２の後側に案内されるようになっている。
【０１４５】
　前記左側普通入賞装置４００には、複数の普通入賞口４０６が階段状となるよう上下お
よび左右に離間して設けられている(図５または図６参照)。なお、実施例の左側普通入賞
装置４００では、３つの普通入賞部４０５,４０５,４０５が左側方から中央部側に向かう
につれて普通入賞口４０６,４０６,４０６の位置が低くなる関係で階段状に配置されてい
る。
【０１４６】
(球通路)
　前記球通路４１０,４１４,４１６は、通路構成部材４２０の内側に画成され、パチンコ
球Ｗを１個ずつ案内し得る大きさに設定されている(図６８または図７６参照)。左側普通
入賞装置４００では、１つの普通入賞口４０６に対応して１つの球通路４１０,４１４,４
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１６が設けられ、複数の球通路４１０,４１４,４１６が１つに合流するようになっている
。すなわち、通路構成部材４２０には、３箇所の普通入賞口４０６,４０６,４０６に対応
して３条の球通路４１０,４１４,４１６が画成され、これらの球通路４１０,４１４,４１
６の流下終端がまとめて、１箇所から遊技盤４０の外側に放出される。
【０１４７】
　前記通路構成部材４２０は、裏ユニット５０における設置板部５２の下辺部５２ｄに設
置された照明装置３００の左側下部に設けられた通路設置部３５０に取り付けられ(図１
４または図１６参照)、下部飾り部材４０２の後側に設置されている(図７６参照)。通路
構成部材４２０は、取付部位となる通路設置部３５０側に配置される後側通路半体４２２
と、この後側通路半体４２２の前側に取り付けられ、下部飾り貫通口４２ｃを介して盤本
体４２の後側に臨む下部飾り部材４０２の後側に位置する前側通路半体４２８とから構成
されている。通路構成部材４２０は、後側通路半体４２２および前側通路半体４２８の球
通路４１０,４１４,４１６を画成する部位が少なくとも光を透過可能に構成されており、
実施例では、全体が透明になっている。
【０１４８】
　前記通路構成部材４２０には、左側に位置する普通入賞口４０６に対応する第１球通路
４１０と、中央に位置する普通入賞口４０６に対応する第２球通路４１４と、右側に位置
する普通入賞口４０６に対応する第３球通路４１６とが画成されている(図６８参照)。第
１球通路４１０は、上端が左側に位置する普通入賞部４０５の流出端に繋がり、上下方向
に延在する縦通路部４１１と、この縦通路部４１１の下流に連通して、左右方向中央部側
に向けて延在する横通路部４１２とを備えている。第２球通路４１４は、上端が中央に位
置する普通入賞部４０５の流出端に繋がり、上下方向に延在する縦通路部４１５のみを備
えている。第３球通路４１６は、上端が右側に位置する普通入賞部４０５の流出端に繋が
り、上下方向に延在する縦通路部４１７と、この縦通路部４１７の下流に連通して、左右
方向左側方に向けて延在する横通路部４１８とを備えている。
【０１４９】
　前記通路構成部材４２０は、複数の球通路４１０,４１４,４１６が合流するように構成
されており(図６８参照)、該通路構成部材４２０の下端に設けられた通路放出口４２１の
上流側で球通路が１本にまとめられる。通路構成部材４２０では、第１球通路４１０の横
通路部４１２が第２球通路４１４側へパチンコ球Ｗを案内するよう延在して、該横通路部
４１２の流下終端が第２球通路４１４に接続されている。また、通路構成部材４２０では
、第３球通路４１６の横通路部４１８が第２球通路４１４側へパチンコ球Ｗを案内するよ
う延在し、該横通路部４１８の流下終端が第２球通路４１４に接続されている。このよう
に、通路構成部材４２０には、第１球通路４１０および第３球通路４１６が、互いの横通
路部４１２,４１８の流下終端を向かい合わせて合流するよう構成されている。実施例の
通路構成部材４２０では、第１球通路４１０の横通路部４１２の流下終端が、第３球通路
４１６の横通路部４１８の流下終端より上方にずらして向かい合うように配置されている
。
【０１５０】
　前記後側通路半体４２２は、球通路４１０,４１４,４１６の後面を構成する通路後板部
４２３と、この通路後板部４２３の前面に前方へ突出形成され、球通路４１０,４１４,４
１６におけるパチンコ球Ｗの流通方向に沿う側面を構成する通路横板部４２４とを備えて
いる(図６８～図７１参照)。また、後側通路半体４２２は、通路後板部４２３の後面外周
縁に沿って後方に突出するように形成された通路支持板部４２５を備えている(図５９,図
６５または図６９参照)。通路構成部材４２０は、後側通路半体４２２の通路支持板部４
２５の後端を通路設置部３５０の前面に当接させて、照明装置３００の架台部３４４に取
り付けられ、通路設置部３５０と通路後板部４２３との間に後述する通路発光基板４４４
が設置される(図４１、図５０または図７６参照)。そして、後側通路半体４２２には、通
路後板部４２３および通路横板部４２４によって第１～第３球通路４１０,４１４,４１６
を形作る前側が開放した溝が形成されている(図６８参照)。後側通路半体４２２は、各球
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通路４１０,４１４,４１６の上端に対応する部位が、向かい合う通路横板部４２４の間を
繋げて塞いであり、球通路４１０,４１４,４１６の上端に対応する溝の上面から後面にか
けて斜めに延在する上部誘導リブ４２６が設けられている(図６２参照)。後側通路半体４
２２には、第１および第３球通路４１０,４１６が合流した第２球通路４１４の下端に対
応する部位に、上下に連通する通路放出口４２１が開設されている(図６１または図７１
参照)。
【０１５１】
　前記前側通路半体４２８は、球通路４１０,４１４,４１６の前面を構成する通路前板部
４２９を備え(図７２～図７５参照)、後側通路半体４２２の通路横板部４２４の前側を通
路前板部４２９で覆って該後側通路半体４２２に組み付けられる(図６０～図６３参照)。
また、前側通路半体４２８は、各普通入賞部４０５の流出端に対応して、球通路４１０,
４１４,４１６の上端に連通する通路流入口４３０が開設されており、盤本体４２の後面
から突出する普通入賞部４０５の球案内片４０５ｂの後部が通路流入口４３０に挿入され
ている。更に、前側通路半体４２８は、通路前板部４２９の上部外周縁に後方に向けて延
出形成された通路周板部４３１を有し、この通路周板部４３１は、前後方向に溝が延びる
凹凸の光拡散構造からなる通路光拡散部(光拡散部)４３１ａを備えている(図６０または
図７４参照)。前側通路半体４２８は、通路周板部４３１が後側通路半体４２２の上部に
延在する通路横板部４２４の外側前部を覆うように、後側通路半体４２２に取り付けられ
、透明な盤本体４２を介して視認可能な通路構成部材４２０の上部を通路周板部４３１の
光拡散部４３１ａで装飾するようになっている(図６４参照)。
【０１５２】
　前記前側通路半体４２８は、後側通路半体４２２の通路横板部４２４の前側に対応して
、通路前板部４２９の後面に後方へ突出形成された通路横リブ４３２を備え(図７３参照)
、この通路横リブ４３２によって通路横板部４２４の前端と通路前板部４２９との間を塞
いでいる。各通路横リブ４３２は、パチンコ球Ｗの流通方向に沿って延在するよう形成さ
れている。
【０１５３】
　前記前側通路半体４２８は、各球通路４１０,４１４,４１６に対応する部位に設けられ
、パチンコ球Ｗを該球通路４１０,４１４,４１６に沿って案内する通路案内リブ(案内リ
ブ)４３３を備えている(図７３参照)。通路案内リブ４３３は、前側通路半体４２８にお
ける通路前板部４２９の後面に設けられ、該後面から球通路４１０,４１４,４１６側(後
方)に突出すると共にパチンコ球Ｗの流通方向に沿って延在するよう形成されている。各
球通路４１０,４１４,４１６には、複数の通路案内リブ４３３がパチンコ球Ｗの流通方向
と交差する方向に離間するように並べて設けられている(図６３参照)。実施例では、球通
路４１０,４１４,４１６毎に２つの通路案内リブ４３３,４３３が設けられ、これらの通
路案内リブ４３３が球通路４１０,４１４,４１６の流通方向を規定する通路横板部４２４
と平行な関係で形成されている。なお、前側通路半体４２８では、通路横リブ４３２およ
び通路案内リブ４３３の通路前板部４２９からの突出寸法が同じに設定されている(図６
３参照)。
【０１５４】
　前記通路構成部材４２０は、球通路４１０,４１４,４１６を画成する面(通路後板部４
２３、通路横板部４２４および通路案内リブ４３３の前端)より該球通路４１０,４１４,
４１６側に突出するように設けられた緩衝リブ４３４,４３５,４３６,４３７,４３８を備
えている(図６８または図７３参照)。第２および第３球通路４１４,４１６と比べてパチ
ンコ球Ｗの流通距離が長い第１球通路４１０には、複数の緩衝リブ４３４,４３５,４３６
がパチンコ球Ｗの流通方向上下に離間して通路構成部材４２０に設けられている。これに
対して、第２球通路４１４および第３球通路４１６には、緩衝リブ４３７,４３８が１つ
ずつ設けられている。通路構成部材４２０では、１つの球通路４１０に複数の緩衝リブ４
３４,４３５,４３６が設けられる場合に、複数の緩衝リブ４３４,４３５,４３６がパチン
コ球Ｗの流通方向に互い違いにずらして、互いに対向する面に振り分けて設置されている
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(図６２または図７６参照)。
【０１５５】
　具体的には、第１球通路４１０に対応して通路構成部材４２０は、前側通路半体４２８
の後面に該第１球通路４１０を横切るように設けられて、通路案内リブ４３３より第１球
通路４１０側に突出する第１緩衝リブ４３４と(図７３参照)、この第１緩衝リブ４３４を
設けた面と対向する後側通路半体４２２の通路後板部４２３の前面に第１球通路４１０を
横切るように設けられて、通路後板部４２３の前面より第１球通路４１０側に突出する第
２緩衝リブ４３５とが(図６８参照)、パチンコ球Ｗの流通方向にずらして互い違いに配置
される(図６２または図７６参照)。第１緩衝リブ４３４は、前側通路半体４２８において
第１球通路４１０の上端に連通する通路流入口４３０の下方に位置して、該第１球通路４
１０の縦通路部４１１の中途部位に対応して設けられ、縦通路部４１１を左右方向に横切
っている(図７３参照)。第２緩衝リブ４３５は、後側通路半体４２２において第１球通路
４１０の縦通路部４１１の下流端に対応する位置に設けられ、縦通路部４１１を左右方向
に横切っている(図６８参照)。このように、第１球通路４１０では、第２緩衝リブ４３５
が第１緩衝リブ４３４よりパチンコ球Ｗの流通方向下流側に配置されている。
【０１５６】
　前記通路構成部材４２０には、第１球通路４１０の横通路部４１２を画成する壁面から
パチンコ球Ｗの流通方向上流側から下流側に向かうにつれて突出するよう傾斜する流通許
容面４３６ａと、突出端から壁面に向けて該流通許容面４３６ａより急な角度で該横通路
部４１２の壁面に対して傾斜する流通規制面４３６ｂとを備えた第３緩衝リブ４３６が設
けられている(図６７または図７３参照)。第３緩衝リブ４３６は、平面視で三角形状に形
成されており、流通規制面４３６ｂと横通路部４１２の壁面とがなす内角が、流通許容面
４３６ａと横通路部４１２の壁面とがなす内角より急になるよう形成されている。ここで
、第３緩衝リブ４３６は、流通許容面４３６ａと横通路部４１２の壁面とがなす内角が鋭
角に設定されるのに対し、流通規制面４３６ｂと横通路部４１２の壁面とがなす内角が直
角(実施例)または鈍角に設定されている(図６７参照)。
【０１５７】
　前記第３緩衝リブ４３６は、第１球通路４１０の横通路部４１２における第２緩衝リブ
４３５の下流側に設けられ、第１、第２および第３緩衝リブ４３４,４３５,４３６が、第
１球通路４１０においてパチンコ球Ｗの流通方向にずらして互い違いの面に配置されてい
る。より具体的には、第３緩衝リブ４３６は、横通路部４１２における左右方向中央部の
直線的に延在する部位に配置され、横通路部４１２における縦通路部４１１の下側に重な
る部位や第２球通路４１６との合流部近傍等の曲がり部分から外して配置される(図７３
参照)。また、第３緩衝リブ４３６は、前側通路半体４２８の後側に設けられて、通路案
内リブ４３３より第１球通路４１０側に突出するように形成されている(図６７参照)。な
お、実施例の前側通路半体４２８では、通路案内リブ４３３の後端から延長して第３緩衝
リブ４３６が設けられる。
【０１５８】
　前記第２球通路４１４に対応して通路構成部材４２０は、該第２球通路４１４を横切っ
て第２球通路４１４側に突出するように後側通路半体４２２の前側に設けられた第４緩衝
リブ４３７を備えている(図６８参照)。第４緩衝リブ４３７は、第２球通路４１４から第
１球通路４１０の該第２球通路４１４への合流部にかけて延在するように設けられ、第２
球通路４１４に流入したパチンコ球Ｗだけでなく、第１球通路４１０から第２球通路４１
４に合流するパチンコ球Ｗも、第４緩衝リブ４３７を越えて流下するようになっている。
より具体的には、第４緩衝リブ４３７は、第１球通路４１０の横通路部４１２の下面を構
成する通路横板部４２４の終端部から第３球通路４１６の横通路部４１８の上面を構成す
る通路横板部４２４の終端部にかけて延在するよう構成されている。第４緩衝リブ４３７
は、第１球通路４１０の横通路部４１２に設けられる第３緩衝リブ４３６より下流側に設
けられ、第１球通路４１０の前面に設けられる第３緩衝リブ４３６に対して、第４緩衝リ
ブ４３７が第２球通路４１４の後面に設けられている。このように、通路構成部材４２０
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では、第１～第４緩衝リブ４３４,４３５,４３６,４３７が球通路４１０,４１４の前後の
面に互い違いに振り分けて配置されている。
【０１５９】
　前記通路構成部材４２０には、第３球通路４１６の横通路部４１８の壁面からパチンコ
球Ｗの流通方向上流側から下流側に向かうにつれて突出するよう傾斜する流通許容面４３
８ａと、突出端から壁面に向けて該流通許容面４３８ａより急な角度で該横通路部４１８
の壁面に対して傾斜する流通規制面４３８ｂとを備えた第５緩衝リブ４３８が設けられて
いる(図６８参照)。第５緩衝リブ４３８は、第１球通路４１０に設けられた第３緩衝リブ
４３６と第２球通路４１４を挟んで左右対称な構成であって、平面視で三角形状に形成さ
れており、流通規制面４３８ｂと横通路部４１８の壁面とがなす内角が、流通許容面４３
８ａと横通路部４１８の壁面とがなす内角より急になるよう形成されている(図６３参照)
。ここで、第５緩衝リブ４３８は、流通許容面４３８ａと横通路部４１８の壁面とがなす
内角が鋭角に設定されるのに対し、流通規制面４３８ｂと横通路部４１８の壁面とがなす
内角が直角(実施例)または鈍角に設定されている。第５緩衝リブ４３８は、第３球通路４
１６の横通路部４１８における左右方向中央部の直線的に延在する部位に配置され、横通
路部４１８における縦通路部４１５の下側に重なる部位や第２球通路４１４との合流部近
傍等の曲がり部分から外して配置される。また、第５緩衝リブ４３８は、後側通路半体４
２２の前面に設けられている。
【０１６０】
　前記通路構成部材４２０は、第１球通路４１０および第２球通路４１４における通路流
入口４３０に臨む部位の下側の夫々および通路放出口４２１の下側(球通路４１０,４１４
,４１６の流下終端部)に普通入賞センサ４０１を挿脱可能に保持するセンサ保持部４４０
が設けられている(図５９,図６１,図６５,図６９または図７１参照)。センサ保持部４４
０は、後側通路半体４２２の通路後板部４２３に、普通入賞センサ４０１の外形に合わせ
て開設されたセンサ通口４２３ａと、通路後板部４２３の後面におけるセンサ通口４２３
ａの一側部に後方へ延出形成され、センサ通口４２３ａの後側に突出する普通入賞センサ
４０１の側部を保持するセンサ保持片４４１と、通路後板部４２３の後面におけるセンサ
通口４２３ａの他側部に後方へ延出形成され、センサ通口４２３ａの後側に突出する普通
入賞センサ４０１の後面を係止する係止爪を有するセンサ係止片４４２とから構成されて
いる(図７１参照)。センサ係止片４４２は、センサ通口４２３ａを挟んで対向するセンサ
保持片４４１に対して接離する方向へ弾性変形可能に構成され、センサ通口４２３ａに挿
入した普通入賞センサ４０１に対して係止爪を係脱可能になっている。
【０１６１】
　前記第１および第２球通路４１０,４１４に対応して設けられたセンサ保持部４４０,４
４０は、照明装置３００の架台部３４４および照明ベース部材３０２に該センサ保持部４
４０,４４０に対応して前後に貫通形成されたセンサ挿入口３５２に(図４２,図４５,図５
０参照)、該センサ保持部４４０,４４０で保持した普通入賞センサ４０１,４０１の後部
、センサ保持片４４１およびセンサ係止片４４２が収容されている(図７６参照)。また、
裏ユニット５０の下辺部５２ｄには、センサ挿入口３５２に対応してセンサ開口８０が開
設されている(図８～図１０参照)。なお、第１および第２球通路４１０,４１４に対応す
る普通入賞センサ４０１用のセンサ開口８０,８０は、左側の基板設置部６０の基板支え
片６０ａの内側に設けられ、該基板設置部６０に取り付けられる中継基板３８によってセ
ンサ開口８０,８０が隠されるようになっている。前述の如く中継基板３８は、基板設置
部６０に対して工具を用いることなく簡単に着脱できるので、中継基板３８を取り外せば
、センサ開口８０を介してセンサ保持部４４０に対して普通入賞センサ４０１を簡単に着
脱することができる。
【０１６２】
　前記球通路４１０,４１４,４１６の流下終端部に設けられるセンサ保持部４４０は、裏
ユニット５０の下部に位置して後側に露出するよう設けられ(図８～図１０参照)、裏ユニ
ット５０の後側から該センサ保持部４４０に対して普通入賞センサ４０１を挿脱可能に構
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成される。このように、通常のパチンコ機１０の使用状態において、普通入賞センサ４０
１が設置される通路放出口４２１の下側に位置するセンサ保持部は４４０、裏ユニット５
０の後側に露出するように設けられているので、該センサ保持部４４０に対して普通入賞
センサ４０１を着脱し易く、メンテナンスを行い易い。普通入賞センサ４０１は、矩形板
状の本体部の前部に厚み方向に貫通形成された球通過口を備え、この球通過口を球通路４
１０,４１４,４１６に整合させてセンサ保持部４４０に保持される。そして、普通入賞セ
ンサ４０１は、パチンコ球Ｗが球通過口を通過することで、パチンコ球Ｗを検知するよう
になっている。
【０１６３】
　左側の普通入賞口４０６に入賞したパチンコ球Ｗは、普通入賞部４０５を介して第１球
通路４１０に案内される。第１球通路４１０における縦通路部４１１の上端に前側から流
入したパチンコ球Ｗは、縦通路部４１１の後面に跳ね返って前方に移動し、該第１球通路
４１０の縦通路部４１１の前面に設けられた第１緩衝リブ４３４にぶつかって流下スピー
ドが落ちる。パチンコ球Ｗは、第１緩衝リブ４３４にぶつかることで後方に移動するが、
第１緩衝リブ４３４の下流側に位置して第１球通路４１０の縦通路部４１１の後面に設け
られた第２緩衝リブ４３５にぶつかって流下スピードが落ちる。また、パチンコ球Ｗは、
第２緩衝リブ４３５にぶつかることで前方に移動するが、第２緩衝リブ４３５の下流側に
位置して第１球通路４１０の横通路部４１２の前面に設けられた第３緩衝リブ４３６にぶ
つかって流下スピードが落ちる。ここで、第３緩衝リブ４３６は、流通方向上流側に臨む
流通許容面４３６ａが第１球通路４１０の横通路部４１２の上流側から下流側に向かうつ
れて次第に突出する傾斜面となっているので、パチンコ球Ｗにぶつかるものの、パチンコ
球Ｗを止めることはない。そして、パチンコ球Ｗは、第１球通路４１０から第２球通路４
１４に合流すると、第２球通路４１４の後面に延在している第４緩衝リブ４３７にぶつか
って流下スピードが落ちる。このように、左側の普通入賞口４０６に入賞したパチンコ球
Ｗは、該普通入賞口４０６と普通入賞センサ４０１との落差が大きいので流下スピードが
上がり易いが、第１～第４緩衝リブ４３４,４３５,４３６,　４３７によって、 流下スピ
ードが充分落ちた状態で通路放出口４２１を通って該通路放出口４２１の下に設置された
普通入賞センサ４０１で検知される。
【０１６４】
　中央の普通入賞口４０６に入賞したパチンコ球Ｗは、普通入賞部４０５を介して第２球
通路４１４に案内される。第２球通路４１４に流入したパチンコ球Ｗは、該第２球通路４
１４の後面に延在している第４緩衝リブ４３７にぶつかって流下スピードが落とされる。
右側の普通入賞口４０６に入賞したパチンコ球Ｗは、普通入賞部４０５を介して第３球通
路４１６に案内される。第３球通路４１６に流入したパチンコ球Ｗは、該第３球通路４１
６の後面に延在している第５緩衝リブ４３８にぶつかって流下スピードが落とされる。こ
こで、第５緩衝リブ４３８は、流通方向上流側に臨む流通許容面４３８ａが第３球通路４
１６の横通路部４１８の上流側から下流側に向かうつれて次第に突出する傾斜面となって
いるので、パチンコ球Ｗにぶつかるものの、パチンコ球Ｗを止めることはない。中央およ
び右側の普通入賞口４０６,４０６は、左側の普通入賞口４０６と比べて下側に設けられ
、普通入賞センサ４０１との落差が小さいので、第４および第５緩衝リブ４３７,４３８
で充分に流下スピードを落とすことができる。
【０１６５】
　このように、通路構成部材４２０には、第１球通路４１０において第１～第３緩衝リブ
４３４,４３５,４３６が流通方向にずらして互い違いの面に設けられているので、緩衝リ
ブ４３４,４３５により該緩衝リブ４３４,４３５と反対側に弾かれたパチンコ球Ｗが、反
対側に設けられた下流側の緩衝リブ４３５,４３６に当たるから、これらの緩衝リブ４３
４,４３５,４３６によってパチンコ球Ｗの流下スピードを適切に落とすことができる。従
って、普通入賞センサ４０１でのパチンコ球Ｗの検知不良をより確実に回避できる。特に
、普通入賞センサ４０１として、球通過口に突出するスイッチ片が該球通過口を通過する
パチンコ球Ｗによって往復動することでパチンコ球Ｗを検知する機械式センサを用いる場
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合は、パチンコ球Ｗの流下スピードが速いとチャタリングを起こす可能性がある。実施例
では、緩衝リブ４３４,４３５,４３６,４３７,４３８によって普通入賞センサ４０１に到
来する前にパチンコ球Ｗの流下スピードが充分に落ちているので、普通入賞センサ４０１
として機械式センサを用いてもチャタリングを回避して、パチンコ球Ｗを正確に検知し得
る。
【０１６６】
　前記通路構成部材４２０では、第１球通路４１０の横通路部４１２の流下終端と第３球
通路４１６の横通路部４１８の流下終端とが、第２球通路４１４を挟んで向かいあって配
置されているので、第１球通路４１０の横通路部４１２の流下終端から放出されたパチン
コ球Ｗが、第３球通路４１６の横通路部４１８に侵入するおそれがある。同様に、第３球
通路４１６の横通路部４１８の流下終端から放出されたパチンコ球Ｗが、第１球通路４１
０の横通路部４１２に侵入するおそれがある。また、第２球通路４１４を流下するパチン
コ球Ｗについても先行するパチンコ球Ｗに弾かれる等によって、合流部から第１球通路４
１０の横通路部４１２や第３球通路４１６の横通路部４１８に侵入するおそれがある。通
路構成部材４２０には、第１球通路４１０の横通路部４１２に第３緩衝リブ４３６が設け
られると共に、第３球通路４１６の横通路部４１８に第５緩衝リブ４３８が設けられ、こ
れらの緩衝リブ４３６,４３８の流通方向下流側に臨む流通規制面４３６ｂ,４３８ｂが、
横通路部４１２,４１８の壁面から急な角度で立ち上がっているので、該流通規制面４３
６ｂ,４３８ｂによって横通路部４１２,４１８でのパチンコ球Ｗの逆流を阻むことができ
る。すなわち、第３および第５緩衝リブ４３６,４３８によって球通路４１０,４１４,４
１６を流下したパチンコ球Ｗが、合流点で接続する他の球通路４１０,４１４,４１６に侵
入することを防止できるので、球通路４１０,４１４,４１６でのパチンコ球Ｗの流下不良
や普通入賞センサ４０１でのパチンコ球Ｗの誤検知等を回避できる。
【０１６７】
(左側普通入賞装置の発光構造)
　次に、左側普通入賞装置４００の発光構造について説明する。左側普通入賞装置４００
は、発光構造として、透明な通路構成部材４２０の後側と設置板部５２との間に設けられ
、発光体としてのＬＥＤ４４５を該通路構成部材４２０に画成される球通路４１０,４１
４,４１６に対応して前面に実装した通路発光基板(発光基板)４４４と(図４１または図５
０参照)、盤本体４２に開設された下部飾り貫通口４２ｃに嵌め合わせて取り付けられる
下部飾り部材４０２に設けられ、光を透過可能な通路透過部(透過部)４０７とを備えてい
る(図５６または図５７参照)。通路透過部４０７は、通路発光基板４４４のＬＥＤ４４５
の前側に対応して下部飾り部材４０２に設けられる(図７６参照)。
【０１６８】
　前記通路発光基板４４４は、第１球通路４１０の縦通路部４１１における左側の通路横
板部４２４側に偏倚して配置されたＬＥＤ４４５と、第１球通路４１０の縦通路部４１１
における右側の通路横板部４２４の延長線下側で、第１球通路４１０の横通路部４１２に
おける上側の通路横板部４２４側に偏倚して配置されたＬＥＤ４４５とを前面に備えてい
る。また、通路発光基板４４４は、第２球通路４１４の縦通路部４１５における左側の通
路横板部４２４の延長線下側で、第１球通路４１０の横通路部４１２における上側の通路
横板部４２４側に偏倚して配置されたＬＥＤ４４５と、第２球通路４１４の縦通路部４１
５における右側の通路横板部４２４の延長線下側で、第３球通路４１６の横通路部４１８
における上側の通路横板部４２４側に偏倚して配置されたＬＥＤ４４５とを前面に備えて
いる。下部飾り部材４０２には、普通入賞部４０５の下側に４箇所の通路透過部４０７が
設けられている(図４１または図５０参照)。
【０１６９】
　前記通路構成部材４２０は、球通路４１０,４１４,４１６側に突出すると共にパチンコ
球Ｗの流通方向に延在するよう形成された複数の通路案内リブ４３３,４３３を備えてい
る(図６３または図７３参照)。パチンコ球Ｗを案内する通路案内リブ４３３,４３３は、
並列に設けられて、ＬＥＤ４４５の前側に配置されている。これにより、球通路４１０,
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４１４,４１６においてパチンコ球Ｗを案内する通路案内リブ４３３,４３３による凹凸が
光拡散構造として機能するので、ＬＥＤ４４５から照射した光が拡散されて通路透過部４
０７を全体的に発光させることができる。
【０１７０】
　このように、左側普通入賞装置４００は、球通路４１０,４１４,４１６の後側に配置し
た通路発光基板４４４のＬＥＤ４４５から光を前方へ照射することで、透明な通路構成部
材４２０を介して下部飾り部材４０２の通路透過部４０７が発光される(図７６参照)。ま
た、通路発光基板４４４が通路構成部材４２０の後側に設置され、該通路発光基板４４４
によって球通路４１０,４１４,４１６が隠されていないので、後ろからＬＥＤ４４５で球
通路４１０,４１４,４１６を照らすことで、下部飾り部材４０２の通路透過部４０７を介
してパチンコ球Ｗが球通路４１０,４１４,４１６を流下する様を判別できるので、普通入
賞口４０６からパチンコ球Ｗが入賞した後も左側普通入賞装置４００に遊技者の注意を惹
くことができる。通路構成部材４２０の前側には、下部飾り部材４０２が配置されている
が、実施例の遊技盤４０は透明な盤本体４２を採用しているので、遊技者が該遊技盤４０
の下部領域に配設された通路構成部材４２０を斜め上側から見ることになり、通路構成部
材４２０を透明な盤本体４２を介して通路構成部材４２０の上側が視認可能になっている
。ここで、通路構成部材４２０は、視認可能な通路構成部材４２０の外周面上部に光拡散
部４３１ａが設けられているので、ＬＥＤ４４５から照射した光を適当に拡散して好適に
発光演出することができる。すなわち、通路構成部材４２０自体が飾りとして機能すると
共に、下部飾り部材４０２に設けた普通入賞口４０６の周りを好適に発光演出できる。
【０１７１】
(右側普通入賞装置)
　特別入賞口７４ａの右側に位置する普通入賞装置(特に区別する場合は、右側普通入賞
装置という。)４５０は、普通入賞口４５２が表示枠体１００(第４の枠体飾り部１２０Ｄ
)と一体的に設けられている(図１８または図２４参照)。実施例では、バスケット型の普
通入賞口４５２が表示枠体１００の第４の枠体飾り部１２０Ｄに設けられている(図２４
参照)。右側普通入賞装置４５０は、遊技領域４０ａから普通入賞口４５２に入賞したパ
チンコ球Ｗが表示貫通口４２ａを介して盤本体４２の後側に案内され、裏ユニット５０に
設けられたセンサ保持部４５４に保持された普通入賞センサ４０１によって検知されるよ
うになってる(図８～図１０参照)。右側普通入賞装置４５０のセンサ保持部４５４は、裏
ユニット５０の後側に露出するよう設けられ、裏ユニット５０の後側から該センサ保持部
４５４に対して普通入賞センサ４０１が挿脱可能に構成される。なお、右側普通入賞装置
４５０のセンサ保持部４５４の構成は、前述した左側普通入賞装置４００のセンサ保持部
４４０と同様である。
【０１７２】
(表示器)
　前記裏ユニット５０には、下辺部左前側に設けられた表示器設置部(設置部)４４８に、
パチンコ機１０の現在の遊技状態を表示する表示器４６０が設置されている(図１４また
は図１６参照)。遊技盤４０は、裏ユニット５０を盤本体４２に取り付けた際に、表示器
４６０が盤本体４２に開設された表示器貫通口(開口部)４２ｄを介して遊技領域４０ａの
左下部に臨むと共に、該表示器４６０が遊技領域４０ａの一部をなすように構成されてい
る(図５または図６参照)。表示器貫通口４２ｄは、下部飾り部材４０２が嵌る下部飾り貫
通口４２ｃの左斜め上側に位置して、表示器４６０の外形に合わせた形状で前後に貫通す
るように盤本体４２に形成されている。そして、遊技盤４０では、表示器４６０が表示器
貫通口４２ｄの後側から挿入されて該表示器貫通口４２ｄを塞ぐように表示器設置部４４
８で支持されており、左側普通入賞装置４００の普通入賞口４０６の左斜め上側に配置さ
れている。表示器４６０は、前面が盤本体４２の前面と揃えてまたは前後に僅かにずらし
て位置(実施例)するように配置され(図１４７参照)、盤本体４２との間でパチンコ球Ｗを
やり取りして前側をパチンコ球Ｗが流下可能に構成される。なお、表示器４６０は、盤本
体４２の前面からずらす場合に、そのずれ量をパチンコ球Ｗの半径より小さく設定すると
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よい。また、表示器４６０は、遊技領域４０ａを構成する前面が平滑な表示器カバー部(
カバー部)４６２で構成され、前面を構成する表示器カバー部４６２によって、該表示器
カバー部４６２の後側に配置される後述する表示手段４６５,４６６,４６７,４６８,４６
９(図１７参照)を保護している。
【０１７３】
　前記盤本体４２には、該盤本体４２の前面から前側に突出してパチンコ球Ｗの流下を阻
む遊技部品が、表示器貫通口４２ｄの上側に設けられている(図５参照)。実施例の盤本体
４２では、遊技部品の１つある遊技釘４３が、パチンコ球Ｗが通過不能な間隔で並べて表
示器貫通口４２ｄに嵌り込んだ表示器４６０の上側に庇状に延在するように複数設けられ
ている。すなわち、遊技盤４０では、表示器４６０が遊技領域４０ａの一部を構成してい
るが、表示器４６０の上側に設置された複数の遊技釘４３により表示器４６０の前側にパ
チンコ球Ｗが流下し難くなっている。従って、表示器４６０がパチンコ球Ｗによって見え
難くなることを回避できる。
【０１７４】
　前記表示器４６０は、特別表示部４６５、ラウンド回数表示部４６６、普通表示部４６
７、特別保留表示部４６８および普通保留表示部４６９等の表示手段が、一枚の表示器基
板４６４にまとめて設置されている(図６６参照)。これら表示手段４６５,４６６,４６７
,４６８,４６９は、表示器基板４６４の後面に設けられたソケット４６４ａに一端が接続
された表示器用配線(配線)Ｈ８および中継基板３８を介して主制御装置３２に電気的に接
続されている。表示手段４６５,４６６,４６７,４６８,４６９は、夫々が少なくとも１個
以上の発光体としてのＬＥＤを備えており、主制御装置３２による各ＬＥＤの点灯制御に
より所定の状態を表示し得るようになっている。
【０１７５】
　前記特別表示部４６５は、始動入賞装置７０の始動入賞口７０ａ,７０ｂにパチンコ球
Ｗが入賞することを契機として主制御装置３２において実行される特別図柄の抽選結果を
、複数の表示パターンにて表示するためのものである。実施例の特別表示部４６５は、７
個のＬＥＤを８の字状に配置したブロック状の７セグメントで構成されている(図１７ま
たは図６６参照)。表示器４６０は、上側の始動入賞口７０ａへのパチンコ球Ｗの入賞を
契機として図柄変動を開始すると共に結果を表示する第１特別表示部４６５と、下側の始
動入賞口７０ｂへのパチンコ球Ｗの入賞を契機として図柄変動を開始すると共に結果を表
示する第２特別表示部４６５とを左右並列に備えている。表示器４６０では、２つの特別
表示部４６５,４６５が表示器基板４６４において左右に並べて配置されている。なお、
実施例の表示器４６０では、第１特別表示部４６５が右側に配置され、第２特別表示部４
６５が左側に配置されている。各特別表示部４６５,４６５は、セグメントに対応したＬ
ＥＤを個別に点灯制御することで、点灯したＬＥＤの組合わせにより複数の表示パターン
を発現し得るようになっている。
【０１７６】
　前記ラウンド回数表示部４６６は、前述した主制御装置３２における特別図柄の抽選結
果により特定遊技状態が成立した場合に、成立した該特定遊技状態に対応する上限ラウン
ド回数を、遊技者に報知するためのものである(図１７または図６６参照)。実施例のパチ
ンコ機１０は、上限ラウンド回数を２回に設定した第１特定遊技状態、上限ラウンド回数
を１５回に設定した第２特定遊技状態、そして上限ラウンド回数を１６回に設定した第３
特定遊技状態との、合計３種類の特定遊技状態を発現するように設計されている。従って
、ラウンド回数表示部４６６は、３種類の各特定遊技状態に夫々対応する３個のラウンド
回数表示部により構成される。そして、表示器４６０は、主制御装置３２により個別に点
灯制御され、主制御装置３２における抽選結果として第１特定遊技状態が成立した場合に
は第１ラウンド回数表示部４６６のＬＥＤが点灯し、第２特定遊技状態が成立した場合に
は第２ラウンド回数表示部４６６のＬＥＤが点灯し、第３特定遊技状態が成立した場合に
は第３ラウンド回数表示部４６６のＬＥＤが点灯するよう構成されている。
【０１７７】
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　前記普通表示部４６７は、球通過ゲート７９８をパチンコ球Ｗが通過して、ゲートセン
サ７９９での検知信号が主制御装置３２に入力された際に、該主制御装置３２において実
行される始動入賞装置７０の羽根部材７１の開閉動作有無の抽選結果を表示するものであ
る。表示器４６０には、普通表示部４６７,４６７が２つ設けられている(図１７または図
６６参照)。表示器４６０は、第１普通表示部４６７のＬＥＤおよび第２普通表示部４６
７のＬＥＤが、所要の点滅時間に亘って交互に点滅するよう点灯制御された後、主制御装
置３２における抽選結果が「開閉動作あり」の場合には、第１普通表示部４６７のＬＥＤ
が点灯した状態で停止し、始動入賞装置７０に設けた羽根部材７１が所定時間および所定
回数だけ開放制御される。また、主制御装置３２における抽選結果が「開閉動作なし」の
場合には、第２普通表示部４６７のＬＥＤが点灯した状態で停止し、羽根部材７１の開放
制御は行われない。
【０１７８】
　前記表示器４６０は、始動入賞装置７０における上側の始動入賞口７０ａに入賞したパ
チンコ球(入賞球)Ｗの保留個数を表示する２つの第１特別保留表示部４６８,４６８と、
始動入賞装置７０における下側の始動入賞口７０ｂに入賞したパチンコ球(入賞球)Ｗの保
留個数を表示する２つの第２特別保留表示部４６８,４６８を備えている(図１７または図
６６参照)。各特別保留表示部４６８は、夫々ＬＥＤを有し、ＬＥＤが個別に点灯または
点滅制御されることで４個の保留個数まで表示可能となっている。また、表示器４６０は
、球通過ゲート７９８を通過したパチンコ球(通過球)Ｗの保留個数を表示するための普通
保留表示部４６９,４６９を２つ備え(図１７または図６６参照)、夫々の普通保留表示部
４６９,４６９に対応するＬＥＤが個別に点灯または点滅制御されることで４個の保留個
数まで表示可能となっている。
【０１７９】
　前記特別保留表示部４６８および普通保留表示部４６９におけるＬＥＤによる保留個数
の表示態様として、実施例では２つの保留表示部４６８,４６９のＬＥＤの組み合わせで
行っている。すなわち、保留個数の１個の場合は、一方の保留表示部４６８,４６９のＬ
ＥＤが点灯、他方の保留表示部４６８,４６９のＬＥＤが消灯、保留個数の２個の場合は
、一方のＬＥＤが点灯、他方のＬＥＤが点灯、保留個数の３個の場合は、一方のＬＥＤが
点滅、他方のＬＥＤが点灯、保留個数の４個の場合は、一方のＬＥＤが点滅、他方のＬＥ
Ｄが点滅するように設定されている。
【０１８０】
　前記特別表示部４６５には、現在のパチンコ機１０の状態を表示するためのＬＥＤから
なる状態表示部(図示せず)が設けられ、状態表示部におけるＬＥＤの状態によって、該パ
チンコ機１０が変動時間短縮機能の作動中(時短状態中)であるか否か、または復電時(電
源投入時)に確率変動機能の作動中であるか否かを表示するよう構成される。実施例では
、第１特別表示部４６５に第１状態表示ＬＥＤ(図示せず)が設けられ、第２特別表示部４
６５に第２状態表示ＬＥＤ(図示せず)が設けられている。そして、パチンコ機１０が変動
時間短縮状態となっている場合には、第２状態表示ＬＥＤが点灯するよう制御され、復電
時に確率変動状態となっている場合には、第１状態表示ＬＥＤが点灯するよう制御される
。
【０１８１】
　前記「変動時間短縮機能」とは、特定遊技状態の終了後に、(1)主制御装置３２により
実行される羽根部材７１の開閉動作有無の抽選において「開閉動作あり」の条件が成立す
る抽選確率の変化、(2)羽根部材７１の開閉動作パターンの変化、(3)第１および第２普通
表示部４６７,４６７のＬＥＤの点滅時間の変化、の何れかまたはこれらを組み合わせて
付与する機能である。また、前記「確率変動機能」とは、特定遊技状態が終了した後に、
主制御装置３２における抽選の確率(特別表示部４６５における大当りの当選確率)を、低
確率(通常状態)から高確率(確率変動状態)に変動させる機能である。
【０１８２】
　前記表示器４６０は、前述した表示器基板４６４と、この表示器基板４６４の周りを囲
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み、該表示器４６０の外周面を構成する表示器外郭部４７０と、この表示器外郭部４７０
の前後に貫通する開口に嵌め合わせて表示器基板４６４の前側に設けられた表示器仕切部
４７２と、この表示器仕切部４７２の前側を覆う表示器カバー部４６２とを備えている(
図６６または図６７参照)。表示器４６０は、表示器外郭部４７０および表示器カバー部
４６２によって外郭が構成されて、表示器外郭部４７０を表示器設置部４４８に固定して
設置される(図６４参照)。表示器４６０は、表示器設置部４４８から前方に突出する表示
器外郭部４７０が表示器貫通口４２ｄに対して後側から嵌るようになっている(図１４７
参照)。なお、表示器外郭部４７０には、透明な盤本体４２を介して視認可能な表示器４
６０の周りの領域を装飾する飾り部分も一体形成されている(図１４または図１６参照)。
【０１８３】
　前記表示器仕切部４７２は、表示器基板４６４の前面に設けられた表示手段４６５,４
６６,４６７,４６８,４６９の夫々に対応して前後に貫通形成された表示手段開口４７３
を備えている(図６６または図６７参照)。表示器４６０は、表示手段４６５,４６６,４６
７,４６８,４６９を構成するＬＥＤおよび７セグメントの前側に位置する表示手段開口４
７３を介してＬＥＤの点滅および７セグメントの表示が視認可能になっている。また、表
示器４６０は、表示器外郭部４７０および表示器仕切部４７２が光を透過不能に構成され
る。このように、表示器４６０では、ＬＥＤおよび７セグメントが表示器仕切部４７２の
表示手段開口４７３に個々に収容されることで、表示手段４６５,４６６,４６７,４６８,
４６９同士の光を明確に区分でき、各表示手段４６５,４６６,４６７,４６８,４６９の表
示を見易くすることができる。表示器カバー部４６２は、光を透過可能な透明部材であっ
て、遊技領域４０ａを構成する前面が平滑に形成されている。なお、表示器４６０には、
表示器仕切部４７２と表示器カバー部４６２との間に、透明な表示器補助カバー部４７４
が設置されている。
【０１８４】
(表示器設置部)
　前記表示器４６０は、盤本体４２ではなく、裏ユニット５０側に設けられた表示器設置
部４４８に設けられ、該表示器４６０の表示器基板４６４に接続する表示器用配線も含め
て盤本体４２と独立して取り扱い可能になっている。表示器設置部４４８は、裏ユニット
５０の下辺部５２ｄ左側に設置板部５２の前面より前方に設けられ、盤本体４２の後面と
平行に延在する面を形成している。実施例では、表示器設置部４４８が通路構成部材４２
０の前側通路半体４２８に一体的に形成されている(図５８または図７２参照)。ここで、
前側通路半体４２８には、後側通路半体４２２との間で球通路４１０,４１４,４１６を画
成する部分の左上側に延出して表示器設置部４４８が設けられている。表示器設置部４４
８には、表示器基板４６４の後面に設けられたソケット４６４ａの後側に対応して表示器
配線通口４４８ａが開設され、この表示器配線通口４４８ａからソケット４６４ａが後側
に突出している(図６５参照)。
【０１８５】
　前記表示器基板４６４のソケット４６４ａに接続する表示器用配線Ｈ８は、裏ユニット
５０の設置板部５２の前側を通り、裏ユニット５０の設置板部５２の左下角部(表示器基
板４６４のソケット４６４ａの下側)に開設された下部配線開口８６を介して裏ユニット
５０の後側に取り出されて、左側の基板設置部６０に取り付けた左側の中継基板３８に接
続されている。表示器用配線Ｈ８は、裏ユニット５０の後面における下部配線開口８６の
上側に一体的に設けられ、左側方に開放する鉤状に形成された配線フック６８と、左側の
基板設置部６０と図柄表示装置１３の取り付け領域との間の隙間に位置して裏ユニット５
０に一体的に設けられ、上方に開放する鉤状に形成された配線フック６８とによって、表
示器用配線Ｈ８が裏ユニット５０の後側において保持されている(図９参照)。
【０１８６】
　前記表示器４６０は、裏ユニット５０に設けた表示器設置部４４８に配設され、該表示
器４６０の表示器基板４６４に接続する表示器用配線Ｈ８が、裏ユニット５０の下部配線
開口８６を介して裏ユニット５０の後側に引き出されている。すなわち、遊技盤４０は、
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盤本体４２の後側に裏ユニット５０を取り付ける際に、表示器４６０に接続する表示器用
配線Ｈ８を裏ユニット５０の後側に引き出しておけば、該表示器用配線Ｈ８が盤本体４２
との間で挟み込むのを注意する必要がなく、盤本体４２と裏ユニット５０との取り付け作
業を行い易い。
【０１８７】
　前記表示器４６０には、前述したように特別表示部４６５、ラウンド回数表示部４６６
、普通表示部４６７、特別保留表示部４６８および普通保留表示部４６９等の複数の表示
手段が一枚の表示器基板４６４に纏めて設置され、これら表示手段４６５,４６６,４６７
,４６８,４６９に接続するソケット４６４ａが１つに纏められている。従って、表示手段
４６５,４６６,４６７,４６８,４６９に接続する表示器用配線Ｈ８を纏めて取り扱うこと
ができ、配線処理を簡略化することができる。しかも、表示器用配線Ｈ８は、左側の基板
設置部６０と図柄表示装置１３の取り付け領域との間に配設されるが、配線フック６８で
保持されているので、裏ユニット５０の後側に図柄表示装置１３を取り付ける際に、表示
器用配線Ｈ８が図柄表示装置１３との間で挟み込まれるのを防止することができる。
【０１８８】
　前記表示器４６０は、表示器貫通口４２ｄを介して盤本体４２の前側に臨んでいるので
、盤本体４２の後側に配設するよりも見易い。また、表示器４６０は、遊技領域４０ａの
内側に位置しているので、遊技領域４０ａの外側に設置する場合と比べて、遊技領域４０
ａの内側にある図柄表示装置１３の表示部１３ａや始動入賞口７０ａ,７０ｂ等の遊技者
が注視する部分から視線の変化を最小限に抑えることができるから、遊技者が首を動かす
ことなく表示器４６０を視認できる。従って、表示器４６０が見易くなり、遊技者がパチ
ンコ機１０の状態を的確に把握できる。
【０１８９】
(不正防止手段)
　前記遊技盤４０は、非接触型の不正手段による電磁気または電磁波を検出する不正防止
手段としての不正検出センサ(検出センサ)３６０を備えている(図７７または図７８参照)
。ここで、非接触型の不正手段とは、電気、磁気、電波、赤外線または音波等を発するも
のであって、制御装置またはセンサ等の遊技状態の変動に関する機器、またはパチンコ球
Ｗや始動入賞装置７０の羽根部材７１等の動きに直接触れることなく影響を与えるものを
指す。例えば、非接触型の不正手段としては、始動入賞口７０ａ,７０ｂの周りでパチン
コ球Ｗを滞留させることで、始動入賞口７０ａ,７０ｂへの入賞確率を不正に向上させる
磁石が挙げられる。実施例では、磁石による不正行為を防止するために不正検出センサ３
６０として、磁気センサが遊技盤４０に設けられている。
【０１９０】
　前記遊技盤４０には、始動入賞口７０ａ,７０ｂを左右に挟んで一対の不正検出センサ
３６０,２６０が設けられている(図７参照)。右側の不正検出センサ３６０は、右側の普
通入賞口４５２の上側に配置され、左側の不正検出センサ３６０は、左側最下段の普通入
賞口４０６の上側に配置されている。ここで、各不正検出センサ３６０は、裏ユニット５
０に設けられた対応のセンサホルダ３６２に着脱自在に取り付けられ、前側から視認不能
になっている。実施例では、センサホルダ３６２が裏ユニット５０の下辺部５２ｄに設置
される照明装置３００に設けられている。
【０１９１】
(不正検出センサ)
　前記不正検出センサ３６０は、長方形棒状の外郭形状に形成されたケーシングと(図５
４または図５５参照)、このケーシングの内部に該ケーシングの長手方向に沿って延在す
る一対のリード片とからなるリードスイッチであって、対向配置されたリード片の一部が
磁気により接離可能に構成されている。不正検出センサ３６０は、通常状態において離間
している強磁性体からなるリード片が、磁石を近づけることで磁気により互いに接触し、
これにより回路が閉ざされるようになっている。不正検出センサ３６０は、長手方向の一
端部にソケットが設けられ、このソケットに接続したセンサ用配線によって中央に位置す
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る中継基板３８を介して統括制御装置３７に電気的に接続されている。なお、不正検出セ
ンサ３６０は、主制御装置３２に繋げてもよい。
【０１９２】
(センサホルダ)
　前記センサホルダ３６２は、不正検出センサ３６０を前後方向に長手を延在させた姿勢
で保持するように構成され(図７７または図７８参照)、盤本体４２の後面と長手が直交す
る姿勢となったケーシングの内部でリード片が前後方向に延在している。なお、左右の不
正検出センサ３６０の構成は同一であり、左右のセンサホルダ３６２の構成は同一である
ので、一方のみ以下説明する。センサホルダ３６２は、照明周飾部３４８における特殊照
明透光部３４６Ａを囲う部位に設けられ、不正検出センサ３６０の前部を保持する前部ホ
ルダ(保持部)３６４と(図５５参照)、照明ベース部材３０２に設けられ、該照明ベース部
材３０２および架台部３４４に貫通形成されたホルダ通口３６６を介して突出する不正検
出センサ３６０の後部を保持する後部ホルダ(係合片)３６８(図４２,図５１または図５５
参照)とから基本的に構成される。
【０１９３】
　前記前部ホルダ３６４は、前方が閉塞して後方に開口する袋孔形状で照明周飾部３４８
に形成され、前側が挿入された不正検出センサ３６０を前後方向に長手を延在させた姿勢
で保持するよう構成される(図７７または図７８参照)。なお、右側の前部ホルダ３６４は
、照明周飾部３４８における特殊照明透光部３４６Ａを囲う部位の右下側に設けられ、左
側の前部ホルダ３６４は、照明周飾部３４８における特殊照明透光部３４６Ａを囲う部位
の左下側に設けられる(図１４または図１６参照)。前部ホルダ３６４およびホルダ開口３
６６は、不正検出センサ３６０のケーシングの短手断面と整合するように形成されており
、これらの開口が前後の関係で整合している。そして、ホルダ開口３６６を介して後側か
ら挿入された不正検出センサ３６０は、前部ホルダ３６４で前部が保持されて上下左右方
向に位置規制される。また、前部ホルダ３６４は、前端が盤本体４２の後面に近接してお
り、センサホルダ３６２に保持された不正検出センサ３６０の前端が盤本体４２の後面近
傍で保持されている(図７７または図７８参照)。
【０１９４】
　前記後部ホルダ３６８は、照明ベース部材３０２に貫通形成されたホルダ開口３６６の
下縁に設けられている(図４２または図５０参照)。後部ホルダ３６８は、照明ベース部材
３０２の後面から後方へ突出形成され、不正検出センサ３６０の後端部に引っ掛かる係合
爪を後端に備えている。後部ホルダ３６８は、上下方向に弾性変形可能に構成され、係合
爪が不正検出センサ３６０の後端部に係合することで、不正検出センサ３６０の後方への
移動を規制し、下方(不正検出センサ３６０から退避する側)へ撓曲することで、不正検出
センサ３６０の挿脱を許容する構成される。
【０１９５】
　前記裏ユニット５０は、設置板部５２においてセンサホルダ３６２,３６２に対応する
部位の夫々に開口するように形成されたアクセス開口(アクセス口)８１,８１を備えてい
る(図８～図１０参照)。すなわち、裏ユニット５０は、前部ホルダ３６４の後方に開放し
た開口、後部ホルダ３６８に重なるようにアクセス開口８１が位置し、このアクセス開口
８１を介して後部ホルダ３６８の不正検出センサ３６０との係合解除および前部ホルダ３
６４に対する不正検出センサ３６０の挿脱が許容される。右側のアクセス開口８１は、中
央の基板設置部６０と右側の基板設置部６０との間に設けられ、左側のアクセス開口８１
は、中央の基板設置部６０と左側の基板設置部６０との間に設けられている。なお、右側
のアクセス開口８１は、右側の基板設置部６０に取り付けた右側の中継基板３８の前側に
一部重なるが、左側のアクセス開口８１は、左側の基板設置部６０に取り付けた左側の中
継基板３８の前側から外れており、遊技盤４０の後方に露出している。
【０１９６】
　前記センサホルダ３６２に保持された不正検出センサ３６０は、後端部がアクセス開口
８１から裏ユニット５０の後方へ突出するよう構成される(図７７参照)。不正検出センサ
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３６０は、前部ホルダ３６４(照明ベース部材３０２のホルダ開口３６６)から後方に突出
する後端部に設けられたソケットにセンサ用配線(図示せず)が接続されており、実施例で
は、センサ用配線が中央の中継基板３８に接続されている。また、後部ホルダ３６８につ
いても、アクセス開口８１から裏ユニット５０の後方へ突出するよう構成される。
【０１９７】
　前記左右の不正検出センサ３６０,３６０の検出可能範囲は、何れも始動入賞装置７０
における上下の始動入賞口７０ａ,７０ｂ、特別入賞装置７４の特別入賞口７４ａに及ぶ
ように設定されている。また、右側の不正検出センサ３６０の検出可能範囲は、右側の普
通入賞口４５２にも及び、左側の不正検出センサ３６０の検出範囲は、左側に並ぶ３つの
普通入賞口４０６,４０６,４０６に及ぶように設定されている。左右の不正検出センサ３
６０,３６０は、統括制御装置３７に電気的に接続され、不正検出センサ３６０,３６０が
磁気を検出した際には、統括制御装置３７の制御下にランプやスピーカ３３等を用いた異
常報知が行われるよう構成される。
【０１９８】
　前記表示器４６０による図柄変動ゲームを開始させる契機となる始動入賞装置７０の始
動入賞口７０ａ,７０ｂは、不正行為を意図している不正遊技者が磁石を用いた不正行為
で狙われ易い部位である。この不正行為としては、前枠１４のガラス窓１４ａに近づけた
磁石でパチンコ球Ｗを吸着して、上側の始動入賞口７０ａや開放状態となった下側の始動
入賞口７０ｂに直にパチンコ球Ｗを入賞させる行為や、遊技領域４０ａに植設されている
遊技釘４３により形成される所定の誘導路に磁石でパチンコ球Ｗを集めてわざと詰まらせ
ることで、始動入賞口７０ａ,７０ｂへ向けてパチンコ球Ｗを高確率で流下させるように
する行為等が挙げられる。
【０１９９】
　前記遊技盤４０には、盤本体４２の後側における始動入賞口７０ａ,７０ｂの左右両側
に不正検出センサ３６０,３６０が配設され(図７参照)、しかも不正検出センサ３６０,３
６０の磁気検出可能範囲が、遊技領域４０ａにおける上下の始動入賞口７０ａ,７０ｂ、
特別入賞口７４ａおよび普通入賞口４０６,４５２の近傍においてパチンコ球Ｗをわざと
詰まらせる対象となる領域に及んでいる。従って、上下の始動入賞口７０ａ,７０ｂ、特
別入賞口７４ａおよび普通入賞口４０６,４５２の近傍の前側に臨むガラス窓１４ａに磁
石が近づけられたときには、該磁石の磁気を不正検出センサ３６０,３６０で検出して不
正行為が行われていることを発見することができる。そして、不正検出センサ３６０が磁
気を検出した場合は、統括制御装置３７の制御下に異常報知が行われ、不正行為を防ぐこ
とができる。このように、パチンコ機１０は、始動入賞口７０ａ,７０ｂへのパチンコ球
Ｗの誘導確率を不正に上げるための行為だけではなく、特別入賞口７４ａにも及ぶように
設定されているから、「大当り」の発生時において特別入賞口７４ａが開放された際に、
パチンコ球Ｗを磁石を用いて不正入賞させる行為および磁石を用いて左右の普通入賞口４
０６,４５２に直にパチンコ球Ｗを入賞させることで、賞球を不正に稼ぐ行為等の何れを
も検出することができる。すなわち、実施例のパチンコ機１０は、上下の始動入賞口７０
ａ,７０ｂ、特別入賞口７４ａおよび普通入賞口４０６,４５２を直接的に狙う不正行為を
検出することができる。
【０２００】
　このように、前記遊技盤４０は、裏ユニット５０の後側からアクセス開口８１を介して
不正検出センサ３６０を保持する後部ホルダ３６８および不正検出センサ３６０にアクセ
スすることができるので、裏ユニット５０を盤本体４２から取り外すことなく、不正検出
センサ３６０を着脱できる。また、センサホルダ３６２は、不正検出センサ３６０の後端
部がアクセス開口８１から後方に突出するように保持しているので、裏ユニット５０の後
側から不正検出センサ３６０を着脱し易い。更に、センサホルダ３６２は、不正検出セン
サ３６０の後方への抜け止めを行っている後部ホルダ３６８がアクセス開口８１から後方
に突出するように構成されているので、裏ユニット５０の後側から後部ホルダ３６８を操
作し易い。従って、不正検出センサ３６０の取り付けおよび取り外しを行い易く、不正検
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出センサ３６０のメンテナンス性に非常に優れている。しかも、センサホルダ３６２は、
不正検出センサ３６０の後端部に設けられるソケットをアクセス開口８１から突出するよ
うに保持しているので、ソケットに対してセンサ用配線を接続し易く、またセンサ用配線
の取り回しを行い易い。
【０２０１】
(第１可動演出装置について)
　次に、第１可動演出装置(可動演出装置)５００について、以下説明を行う。第１可動演
出装置５００は、所定条件が成立すると可動演出を行うものであって、左右方向に往復移
動する一対の可動体５０１,５０１を備えた可動体装置５０２と、該可動体装置５０２の
前側において上下方向に往復移動する可動部材(支持部材)５０３および作動体５０４を備
えた可動部材装置５０５とから基本的に構成されている。そして、図１１,図１６に示す
ように、第１可動演出装置５００は、裏ユニット５０における設置板部５２の上辺部５２
ａの前面に配設されて、遊技盤設置部９４が設けられる端縁と前記表示開口５３の上縁辺
との間に位置している。
【０２０２】
(可動体装置について)
　前記可動体装置５０２は、第１可動演出装置５００において後方側に位置し、裏ユニッ
ト５０の上辺部５２ａと盤本体４２の後面との間の上部スペース５０６に設置されるもの
である(図６参照)。図７９,図８０に示すように、可動体装置５０２は、第１用ケース体(
ケース体)５０７と、該第１用ケース体５０７に配設される一対の可動体５０１,５０１と
、該可動体５０１,５０１を移動させる第１用可動体モータ(モータ,第２の駆動手段)５０
８と、該可動体５０１から導出する配線５０１ａが中継接続される可動体用中継基板(中
継基板)５０９と、第１用ケース体５０７の前側に配設されるベース板金(ベース体)５１
０と、該第１用ケース体５０７を前側から覆う第１用可動体装飾部材７３０とから基本的
に構成される。
【０２０３】
(第１用ケース体について)
　図８１,図８２に示すように、前記第１用ケース体５０７は、左右方向に長い矩形板状
に形成され、裏ユニット５０における上辺部５２ａに取付けられるようになっている。第
１用ケース体５０７は、該第１用ケース体５０７の前側に形成され、可動体５０１,５０
１を収容する一対の可動体収容部５１１,５１１と、該第１用ケース体５０７の後側に形
成され、可動体用中継基板５０９を収容する基板収容部５１２とを備えている。
【０２０４】
　前記一対の可動体収容部５１１,５１１は、第１用ケース体５０７の左右方向の中央部(
以下、ケース体中央部という)を挟んで左右に離間して形成されている。各可動体収容部
５１１は、前方に臨む可動体対向面部５１３と、該可動体対向面部５１３の縁部から前方
に突出する前方壁部５１４とから前側に開放するよう形成されており、可動体５０１が可
動体対向面部５１３の前側に左右方向(可動部材５０３の移動方向に交差する方向)に往復
移動自在に取付けられるようになっている。左右の可動体対向面部５１３,５１３の間に
は、基板収容部５１２の上方に位置して、前方に臨むラック部対向面部５１５が両可動体
対向面部５１３,５１３に連設されている。各可動体対向面部５１３には、前後方向に開
放する第１用可動体長溝部(長溝部)５１６が左右方向(両可動体５０１,５０１の離間方向
)に延在するよう形成されている。また、可動体対向面部５１３の後面には、各第１用可
動体長溝部５１６に対応して左右方向に延在する嵌合凹部５１７,５１７が凹設されてい
る。各可動体収容部５１１におけるケース体中央部側の前方壁部５１４には、左右方向に
開放するラック部挿通孔５１８が形成されている。また、各可動体収容部５１１における
下側の前方壁部５１４には、上下方向に開放する前方壁部通孔部(通孔部)５１９が形成さ
れると共に、各可動体収容部５１１における外側(ケース体中央部から離間する側)の前方
壁部５１４に、前方壁部ボス受け部５１４ａが凹設されている。
【０２０５】
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　前記基板収容部５１２は、可動体対向面部５１３より前方に位置して前方に臨む基板対
向面部５２０と、該基板対向面部５２０の縁部から後方に突出する後方壁部５２１とから
後方に開放するよう形成される。基板対向面部５２０は、両可動体対向面部５１３,５１
３の間でラック部対向面部５１５の下方に矩形状に形成されており、該基板対向面部５２
０の前面は、前方壁部５１４の前端部と同一面上に位置している。基板対向面部５２０に
は、前後方向に開放する基板対向面部ネジ孔５２０ａが形成されると共に、基板対向面部
５２０の後面には、後方に突出する基板対向面部位置決め突起５２０ｂ,５２０ｂが左右
に離間して２つ形成されている。また、左右の後方壁部５２１には、左右方向に開放する
後方壁部通孔部(通孔部)５２２が夫々形成されると共に、上側の後方壁部５２１には、上
下方向に開放する後方壁部挿通孔５２３が形成されている。更に、下側の後方壁部５２１
には、前後方向に開放する後方壁部ネジ孔５２１ａが下方に突出して形成されると共に、
上下方向に開放するケーブル用挿通部５２４が後方壁部５２１の後端部に矩形状に凹設さ
れている。下側の後方壁部５２１には、左右方向に延在する基板位置決めリブ５２５が基
板対向面部５２０から後方に僅かに離間して上方に突出するよう形成されている。
【０２０６】
　ここで、実施例の第１用ケース体５０７は、左右の可動体収容部５１１,５１１が第１
用ケース体５０７の前側に設けられる一方、基板収容部５１２が両可動体収容部５１１,
５１１の間で第１用ケース体５０７に後側に形成されている。すなわち、可動体収容部５
１１,５１１および基板収容部５１２は、第１用ケース体５０７に前後に重なることなく
形成されているので、該第１用ケース体５０７の前後寸法をコンパクトにし得る。従って
、盤本体４２と裏ユニット５０の上辺部５２ａとの狭小な上部スペース５０６にも可動体
装置５０２を設置することが可能となり、設置自由度を向上し得る。しかも、両可動体収
容部５１１,５１１の間のスペースを利用して基板収容部５１２を設けたので、可動体収
容部５１１,５１１が並ぶ方向に第１用ケース体５０７が嵩張るのを防止して、第１用ケ
ース体５０７をコンパクトにし得る。
【０２０７】
　前記第１用ケース体５０７は、一対の案内部用対向面部５２６,５２６が、基板収容部
５１２を左右から挟むように形成されている。各案内部用対向面部５２６は、基板対向面
部５２０より後方に位置しており、案内部用対向面部５２６におけるケース体中央部側の
縁部は、後方壁部５２１の後端部と連結している。また、案内部用対向面部５２６の下縁
部および外側の縁部には、前方へ突出する案内部用壁部５２７が形成されている。そして
、これら案内部用対向面部５２６、後方壁部５２１および案内部用壁部５２７により、前
方に開放する第１用可動体案内部(案内部)５２８が画成されている。
【０２０８】
　ここで、案内部用対向面部５２６の上縁部には、案内部用壁部５２７が形成されておら
ず、第１用可動体案内部５２８の内部空間は、前方壁部通孔部５１９を介して可動体収容
部５１１の内部空間に連通している。案内部用対向面部５２６の後面には、後方壁部５２
１に近接して後方に開放する案内部ネジ孔５２６ａが形成されると共に、案内部用対向面
部５２６の後面における上部側に、後方に突出する一対の案内部設置用ネジ孔５２６ｂ,
５２６ｂが形成されている。そして、第１用ケース体５０７は、裏ユニット５０の上辺部
５２ａに設けた通孔を介して各案内部設置用ネジ孔５２６ｂ,にネジを螺挿することで、
第１用ケース体５０７(可動体装置５０２)が上辺部５２ａにネジ止めされる。
【０２０９】
　前記第１用ケース体５０７は、ラック部対向面部５１５と、該ラック部対向面部５１５
の上下の縁部から前方に突出するラック部用前方壁部５３４とから構成された前方に開放
するラック部収容部５２９を備え、該ラック部収容部５２９に後述するラック部５３０が
スライド自在に収容される。ラック部収容部５２９は、左右方向に延在すると共に、ラッ
ク部収容部５２９の左右に設けた前記ラック部挿通孔５１８,５１８を介して左右の可動
体収容部５１１,５１１の内部空間と連通している。上側のラック部用前方壁部５３４に
は、左右方向の中央部に上方へ突出する円弧状壁部５３１が形成されている。また、上側
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のラック部用前方壁部５３４には、前方に突出すると共に弾性変形可能なラック部用フッ
ク５３２,５３２が、円弧状壁部５３１を挟んで２つ形成されている。下側のラック部用
前方壁部５３４の上面は、ラック部５３０が摺動可能なラック部摺動面５３３を構成して
いる。また、下側のラック部用前方壁部５３４の左右の端部側には、前方に開放するラッ
ク部収容部ネジ孔５３４ａ,５３４ａが一対形成されている。
【０２１０】
　前記第１用ケース体５０７の左右の端部側には、基板対向面部５２０と同一面上に形成
された側部対向面部５３５,５３６が夫々設けられている。左側の側部対向面部５３５(以
下、左側部対向面部５３５という)の前面には、第１用可動体案内部５２８に近接して、
左側部対向面部ボス受け部５３５ａが凹設されると共に、後方に開放する左側部対向面部
ネジ孔５３５ｂが開設された左側部対向面部ボス部５３５ｃが前方に突出して形成されて
いる。また、左側部対向面部５３５の後面に、後方へ突出する左側部対向面部位置決め突
起５３５ｄが複数形成されている。更に、左側部対向面部５３５の下縁部から左側部後方
壁部５３７が後方に突出して形成され、該左側部後方壁部５３７の下面に、前後方向に開
放する左側部後方壁部ネジ孔５３７ａが形成されている。
【０２１１】
　右側の側部対向面部５３６(以下、右側部対向面部５３６という)の前面には、右側部対
向面部ボス受け部５３６ａが凹設されている。また、右側部対向面部５３６の下縁部から
右側部後方壁部５３８が後方に突出して形成され、該右側部後方壁部５３８の下面に、前
後方向に開放する右側部後方壁部ネジ孔５３８ａが形成されている。なお、右側部対向面
部５３６の上縁部は前方壁部５１４の前端部と連結しており、該右側部対向面部５３６の
後側に、左右方向に延在する側部配線案内路５３９が前方壁部５１４および右側部後方壁
部５３８により画成されている。また、右側の可動体収容部５１１における下側の前方壁
部５１４には、右側部対向面部５３６の後面から離間すると共に側部配線案内路５３９側
へ延出する側部配線フック５４０が形成されている。
【０２１２】
(可動体について)
　前記可動体５０１は、図８３,図８４に示すように、可動体収容部５１１に移動自在に
配設される可動体基体５４１と、該可動体基体５４１の前側に配設される可動体意匠部５
４２と、可動体基体５４１および可動体意匠部５４２間に配設される可動体発光装置(発
光装置)５４３とから基本的に構成される。
【０２１３】
　前記可動体基体５４１は、略矩形状の薄板部材であって、前後方向に開放する可動体基
体通孔部５４１ａ,５４１ａが対角線状に２つ形成されている。また、可動体基体５４１
の下縁部近傍には、前後方向に開放する可動体基体位置決め孔５４１ｂ,５４１ｂが左右
に離間して２つ開設されている。更に、可動体基体５４１の周縁部には、前方に突出する
可動体基体リブ５４１ｃが形成されると共に、可動体基体５４１の後面に、左右方向に延
在する基体取付部５４４が後方に突出して形成されている。この基体取付部５４４は、左
右方向の延在長さが第１用可動体長溝部５１６より短く設定されると共に、基体取付部５
４４の上下方向の寸法は、第１用可動体長溝部５１６の上下方向の開口寸法より小さく設
定され、可動体基体５４１を可動体対向面部５１３に配設した際に、基体取付部５４４が
第１用可動体長溝部５１６に臨むよう構成される。基体取付部５４４は、左右の端部に設
けられて後方に開放する一対の基体取付部ネジ孔５４４ａ,５４４ａと、後方に突出する
複数(実施例では４つ)の基体取付部突起５４４ｂとを備えている。図８４に示すように、
基体取付部突起５４４ｂは、左右に所定間隔離間すると共に、互いに上下にズレて配置さ
れている。
【０２１４】
　前記基体取付部５４４には、該基体取付部５４４と略同一長さで左右方向に延在する摺
動部材５４５が取付けられる。摺動部材５４５の上下方向の寸法は、第１用可動体長溝部
５１６の上下方向の開口寸法より大きく設定されると共に、嵌合凹部５１７の上下方向の
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開口寸法より小さく設定され、該摺動部材５４５は、嵌合凹部５１７に摺動自在に嵌合す
るよう構成される。また、摺動部材５４５の前後方向の厚み寸法は、嵌合凹部５１７にお
ける可動体対向面部５１３の後面からの深さより小さく設定されており、該摺動部材５４
５が嵌合凹部５１７に嵌合した際に、該摺動部材５４５の後面が可動体対向面部５１３の
後面から後方に突出しないよう構成されている(図８５参照)。すなわち、摺動部材５４５
が嵌合凹部５１７から後方に突出して第１用ケース体５０７が前後に嵩張るのを防止して
、第１用ケース体５０７の前後方向の寸法をコンパクトに維持し得る。摺動部材５４５に
は、左右の両端部に形成された前後方向に開放する一対の摺動部材通孔５４５ａ,５４５
ａと、前後方向に開放する複数の摺動部材位置決め孔５４５ｂとを備えている。この摺動
部材位置決め孔５４５ｂは、基体取付部５４４に上下方向にズレて配列した基体取付部突
起５４４ｂに対応的に設けられており、摺動部材５４５を裏表逆にして基体取付部５４４
に取り付け得ないようになっている。
【０２１５】
　前記摺動部材５４５は、第１用可動体長溝部５１６に基体取付部５４４を前側から臨ま
せたもとで、各基体取付部突起５４４ｂを対応する摺動部材位置決め孔５４５ｂに嵌入さ
れるようになっている。そして、摺動部材通孔５４５ａを基体取付部ネジ孔５４４ａに整
合させ、該摺動部材通孔５４５ａを介して基体取付部ネジ孔５４４ａにネジを螺挿するこ
とで、摺動部材５４５が嵌合凹部５１７に嵌合した状態で基体取付部５４４にネジ止めさ
れる。このとき、第１用可動体長溝部５１６の上下の縁部が摺動部材５４５および可動体
基体５４１の後面で挟持され、該可動体基体５４１(可動体５０１)が可動体収容部５１１
から脱落不能となる。
【０２１６】
　各可動体基体５４１には、内側の側部(すなわち、左側の可動体基体５４１では右側部
、右側の可動体基体５４１では左側部)からケース体中央部へ向けて延出する可動体連結
片５４６が夫々形成されている。可動体基体５４１を可動体収容部５１１に取付けた状態
で、可動体連結片５４６の開放端側は、ラック部挿通孔５１８を介してラック部収容部５
２９内に延出するようになっている。可動体連結片５４６の開放端部の前側には、ケース
体中央部側へ向けて開放した連結凹部５４７が凹設されており、該連結凹部５４７に前方
へ突出する連結突部５４７ａが形成されている(図８３の拡大図参照)。
【０２１７】
　前記可動体基体５４１の前側に配設される可動体発光装置５４３は、可動体基体５４１
の外郭形状に略一致する形状に形成された可動体発光基板５４８と、該発光基板５４８の
前面に実装された複数の可動体発光素子５４９とから構成され、所定のタイミングで可動
体発光素子５４９が点灯することで、可動体意匠部５４２を発光させるものである。可動
体発光基板５４８は、可動体基体５４１の可動体基体通孔部５４１ａに対応する隅部に可
動体基板凹部５４８ａ,５４８ａが形成されると共に、前後方向に開放する可動体基板位
置決め孔５４８ｂ,５４８ｂが左右に離間して一対形成されている。また、可動体発光基
板５４８の前面には、内側(左側の可動体発光基板５４８については右側、右側の可動体
発光基板５４８については左側)に偏倚して可動体発光コネクタ部５４８ｃが設けられ、
該コネクタ部５４８ｃに配線５０１ａが接続されている。
【０２１８】
　前記可動体意匠部５４２は、可動体基体５４１および可動体発光基板５４８の外郭形状
と略一致する形状に形成された意匠面部５５０と、該意匠面部５５０の周縁部から後方に
突出する意匠部壁部５５１とから後方に開放する箱状に形成されている。意匠面部５５０
は、光透過性を有すると共に、前面に目玉に模された模様が付されており、左右の可動体
５０１,５０１が左右方向に移動することで、目玉が動くような演出を行うものである。
意匠面部５５０の後面には、対角線状に並ぶ２つの意匠面部ボス部５５０ａ,５５０ａが
後方に突設されると共に、意匠面部５５０の下部側に左右に離間して２つの意匠面部突起
５５０ｂ,５５０ｂが後方に突設されている。そして、可動体基板位置決め孔５４８ｂに
挿通させた意匠面部突起５５０ｂを可動体基体位置決め孔５４１ｂに嵌入すると共に、各
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意匠面部ボス部５５０ａを可動体基板凹部５４８ａを介して可動体基体通孔部５４１ａに
整合させ、該通孔部５４１ａを介して意匠面部ボス部５５０ａにネジを螺挿することで、
意匠面部５５０が可動体基体５４１にネジ止めされる。このとき、可動体発光基板５４８
の周縁部は、意匠部壁部５５１の後端部と可動体基体リブ５４１ｃの前端部とにより挟持
固定される。
【０２１９】
　前記可動体意匠部５４２における内側の意匠部壁部５５１(すなわち、左側の可動体意
匠部５４２では右側の意匠部壁部５５１、右側の可動体意匠部５４２では左側の意匠部壁
部５５１)には、左右方向に開放する意匠部壁部開口５５１ａが形成され、該意匠部壁部
開口５５１ａを介して可動体発光装置５４３の配線５０１ａが引き出されるようになって
いる。また、意匠部壁部開口５５１ａが形成された意匠部壁部５５１には、配線係止部５
５１ｂが形成され、意匠壁壁部開口５５１ａを介して引き出された配線５０１ａが配線係
止部５５１ｂに係止される。図８６に示すように、配線係止部５５１ｂに係止された配線
５０１ａは、前方壁部通孔部５１９を介して第１用可動体案内部５２８に引き出され、更
に後方壁部通孔部５２２を介して基板対向面部５２０の後側に引き出される。
【０２２０】
　前記ラック部収容部５２９には、左右の可動体５０１,５０１を連結するラック部５３
０がスライド自在に配設される。ラック部５３０は、左右方向に延在する矩形状のラック
本体５５２と、上方に突出した歯が左右方向に複数並んで構成されたラック歯部５５３と
、ラック本体５５２の左右の両側に夫々設けたラック部連結片５５４,５５４とを備えて
いる。ラック本体５５２は、ラック部収容部５２９におけるラック部摺動面５３３上に摺
動自在に載置される。また、ラック本体５５２の左側部には、矩形板状のラック部被検知
片５５５が前方へ突出して形成されている。更に、ラック本体５５２には、上縁部から下
方に凹設したギヤ逃げ凹部５５６が形成されている。各ラック部連結片５５４は、可動体
基体５４１の連結凹部５４７に臨み得る形状に形成されており、該連結凹部５４７に設け
た連結突部５４７ａが挿入可能なラック部連結孔５５４ａが前後方向に開放して各ラック
部連結片５５４に形成されている。そして、ラック部連結孔５５４ａに連結突部５４７ａ
を後方から挿入することで、ラック本体５５２の左右両側に可動体基体５４１,５４１(可
動体５０１,５０１)が連結される。
【０２２１】
　前記ラック部収容部５２９の前方開口は、モータ取付基板５５７により閉塞されるよう
になっている。図８７,図８８に示すように、モータ取付基板５５７は、前面に第１用可
動体モータ５０８が取付けられる矩形状の薄板部材であって、上側の左右の隅部に前後方
向に開放したフック係合孔５５８,５５８がラック部用フック５３２,５３２に対応して形
成されている。また、モータ取付基板５５７には、下側の左右の隅部に、前後方向に開放
するモータ取付基板通孔５５７ａ,５５７ａがラック部収容部ネジ孔５３４ａ,５３４ａに
対応して形成されている。そして、フック係合孔５５８に対応のラック部用フック５３２
を挿入して係合させ、ラック部収容部ネジ孔５３４ａに整合したモータ取付基板通孔５５
７ａを介して該ラック部収容部ネジ孔５３４ａにネジを螺挿することで、モータ取付基板
５５７がラック部収容部５２９の前方開口を閉塞した状態で第１用ケース体５０７にネジ
止めされる。
【０２２２】
　前記モータ取付基板５５７には、前後方向に開放するモータ取付基板ネジ孔５５７ｂ,
５５７ｂが２つ形成されると共に、前後方向に開放する円形のモータ取付基板挿通孔５５
７ｃが形成されている。また、モータ取付基板５５７の前面における左側には、前方に突
出する複数のモータ取付基板リブ５５７ｄにより可動体原位置センサ設置部５５９が画成
されている。可動体原位置センサ設置部５５９には、前方へ突出するセンサ設置用突起５
５９ａが複数形成されると共に、前方に開放するセンサ設置用ネジ孔５５９ｂが設けられ
ている。更に、モータ取付基板５５７には、可動体原位置センサ設置部５５９からモータ
取付基板５５７の左側縁部まで左右方向に延在する被検知片用長溝５６０(図８８参照)が
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前後方向に開放して形成されると共に、該被検知片用長溝５６０を前側から覆うように被
検知片用保護部５６１が前方に突出して形成されている。そして、モータ取付基板５５７
を第１用ケース体５０７に取付けた状態で、ラック部被検知片５５５が被検知片用長溝５
６０に後側から挿入し、該被検知片用長溝５６０を介してラック部被検知片５５５の左右
方向へのスライドが許容されるようになっている。
【０２２３】
　前記第１用可動体モータ５０８は、統括制御装置３７により駆動制御されて、該第１用
可動体モータ５０８の第１用可動体モータ駆動軸５０８ａを正逆回転されるようになって
いる。第１用可動体モータ５０８は、外方に突出させた一対の第１用可動体モータ取付片
５０８ｂ,５０８ｂを備え、各第１用可動体モータ取付片５０８ｂに第１用可動体モータ
通孔５０８ｃが前後方向に開放して形成されている。そして、第１用可動体モータ駆動軸
５０８ａをモータ取付基板通孔５５７ａに前側から挿通させると共に、モータ取付基板ネ
ジ孔５５７ｂに第１用可動体モータ通孔５０８ｃを整合させ、該第１用可動体モータ通孔
５０８ｃを介してモータ取付基板ネジ孔５５７ｂにネジを螺挿することで、第１用可動体
モータ５０８がモータ取付基板５５７にネジ止めされる。また、モータ取付基板挿通孔５
５７ｃを挿通させた第１用可動体モータ駆動軸５０８ａの先端には、第１用可動体駆動ギ
ヤ(駆動ギヤ)５６２が連結されるようになっている。この第１用可動体駆動ギヤ５６２は
、後方に突出する駆動ギヤ連結用ボス部５６２ａを備えており、第１用可動体駆動ギヤ５
６２の回転中心を通る第１用駆動ギヤ連結孔５６２ｂが駆動ギヤ連結用ボス部５６２ａに
前後方向に貫通形成されている。そして、第１用可動体駆動ギヤ５６２は、第１用駆動ギ
ヤ連結孔５６２ｂに対し第１用可動体モータ駆動軸５０８ａが前側から挿入されて接続さ
れるようになっている。
【０２２４】
　前記モータ取付基板５５７を第１用ケース体５０７に取付けた状態では、第１用可動体
駆動ギヤ５６２がラック部収容部５２９における円弧状壁部５３１の下側に臨み、第１用
可動体駆動ギヤ５６２がラック部５３０のラック歯部５５３に対し上側から噛合するよう
構成される。そして、第１用可動体モータ５０８が駆動して、第１用可動体モータ駆動軸
５０８ａが一方向(図８９では、時計回り方向)に回転すると、第１用可動体駆動ギヤ５６
２が一方向に回転し、該ギヤ５６２に噛合したラック部５３０が左方へスライドするよう
構成される。これにより、左右の可動体５０１,５０１が同期して左方へ移動するよう構
成される。また、第１用可動体駆動ギヤ５６２が第１用可動体モータ駆動軸５０８ａを他
方向(図９０では、反時計回り方向)に回転させると、第１用可動体駆動ギヤ５６２が他方
向に回転し、ラック部５３０が右方へスライドするよう構成される。これにより、左右の
可動体５０１,５０１が同期して右方へ移動するようになっている。
【０２２５】
　なお、前記駆動ギヤ連結用ボス部５６２ａはギヤ逃げ凹部５５６に臨むことで、ラック
部５３０のスライド時に駆動ギヤ連結用ボス部５６２ａと干渉しないようになっている。
また、第１用可動体モータ５０８には、斜め下方に突出する第１用可動体モータコネクタ
部５０８ｄが設けられており、該第１用可動体モータコネクタ部５０８ｄに配線５０８ｅ
が接続されている。そして、図８６に示すように、第１用可動体モータコネクタ部５０８
ｄに接続された配線５０８ｅは、後方壁部挿通孔５２３を挿通されて基板対向面部５２０
の後側に引き出されるようになっている。
【０２２６】
　前記可動体原位置センサ設置部５５９には、可動体５０１の原位置を検知する可動体原
位置検知装置５６３が配設される。この可動体原位置検知装置５６３は、可動体原位置取
付基板５６４と、該可動体原位置取付基板５６４の後面に設けられた可動体原位置センサ
５６５とから構成される。可動体原位置取付基板５６４は、前後方向に開放する可動体原
位置基板位置決め孔５６４ａがセンサ設置用突起５５９ａに対応して複数形成されると共
に、センサ設置用ネジ孔５５９ｂに対応する可動体原位置基板通孔５６４ｂが前後方向に
開放して形成されている。そして、可動体原位置基板位置決め孔５６４ａに対応するセン
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サ設置用突起５５９ａを嵌入し、センサ設置用ネジ孔５５９ｂに整合した可動体原位置基
板通孔５６４ｂを介して該センサ設置用ネジ孔５５９ｂにネジを螺挿することで、可動体
原位置取付基板５６４が可動体原位置センサ設置部５５９にネジ止めされる。また、可動
体原位置取付基板５６４の前面には、可動体原位置コネクタ部５６４ｃが設けられており
、該可動体原位置コネクタ部５６４ｃに配線５６４ｄが接続されている。この可動体原位
置コネクタ部５６４ｃに接続された配線５６４ｄは、図８６に示すように、前記後方壁部
挿通孔５２３を挿通されて基板対向面部５２０の後側に引き出される。
【０２２７】
　前記可動体原位置センサ５６５は、上下の中央位置に可動体原位置検知凹部５６５ａが
設けられてコ字状に形成され、可動体原位置取付基板５６４を可動体原位置センサ設置部
５５９に取付けた際に、可動体原位置検知凹部５６５ａが被検知片用長溝５６０の前側に
臨むよう構成される。そして、被検知片用長溝５６０を介して前方へ突出するラック部被
検知片５５５が、可動体原位置検知凹部５６５ａを通過するよう構成される。可動体原位
置センサ５６５は、ラック部被検知片５５５が可動体原位置検知凹部５６５ａを通過した
際に、可動体５０１,５０１の原位置を検知するようになっている。なお、可動体５０１,
５０１の原位置は、図８６に示すように、各可動体５０１と第１用可動体駆動ギヤ５６２
(ケース体中央部)との距離が等しくなる位置に設定され、可動体５０１,５０１の原位置
では、左右の目玉が前方を向いた状態となる。
【０２２８】
(可動体用中継基板について)
　前記可動体用中継基板５０９は、基板対向面部５２０に整合する形状に設定されて、該
基板対向面部５２０の後面に当接した状態で配設される。可動体用中継基板５０９には、
上側の左右の隅部に、基板対向面部位置決め突起５２０ｂに対応する可動体用基板位置決
め孔５０９ａ,５０９ａが前後方向に開放して夫々形成されると共に、両可動体用基板位
置決め孔５０９ａ,５０９ａの間に、基板対向面部ネジ孔５２０ａに対応する可動体用基
板通孔５０９ｂが前後方向に開放して形成される。そして、可動体用中継基板５０９の下
端部を基板収容部５１２に設けた基板位置決めリブ５２５と基板対向面部５２０の後面と
の間に臨ませ、各可動体用基板位置決め孔５０９ａに対応の基板対向面部位置決め突起５
２０ｂを嵌入させる。更に、基板対向面部ネジ孔５２０ａに整合した可動体用基板通孔５
０９ｂを介して該基板対向面部ネジ孔５２０ａにネジを螺挿することで、可動体用中継基
板５０９が基板対向面部５２０の後面にネジ止めされる。基板対向面部５２０に取付けら
れた可動体用中継基板５０９は、図８５に示すように、基板収容部５１２内に収容されて
、該可動体用中継基板５０９の後面が後方壁部５２１の後端部より前方に位置するように
なっている。これにより、可動体用中継基板５０９が邪魔になるのを防止し得ると共に、
可動体装置５０２の前後方向の寸法をコンパクトに維持し得る。
【０２２９】
　前記可動体用中継基板５０９の後面には、左右方向に離間して一対の可動体配線用コネ
クタ部(コネクタ部)５０９ｃ,５０９ｃと、フラットケーブル用コネクタ部５０９ｄと、
可動体外部接続用コネクタ部５０９ｅとが設けられる。図８６に示すように、左側の可動
体配線用コネクタ部５０９ｃには、左側の後方壁部通孔部５２２を介して基板対向面部５
２０の後側に引き出された左側の可動体５０１の配線５０１ａが接続されるようになって
いる。一方、右側の可動体配線用コネクタ部５０９ｃには、右側の後方壁部通孔部５２２
を介して基板対向面部５２０の後側に引き出された右側の可動体５０１の配線５０１ａが
接続されるようになっている。また、フラットケーブル用コネクタ部５０９ｄには、図９
１,図９２に示すように、複数の配線が平面状に束ねられたフラットケーブル(配線)５６
６が接続される。フラットケーブル用コネクタ部５０９ｄに接続されたフラットケーブル
５６６は、ケーブル用挿通部５２４を介して第１用ケース体５０７の下方に引き出される
ようになっている。
【０２３０】
　前記第１用ケース体５０７の後部には、左右方向の中央下部に配線押さえ部材５６７が
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配設されている。配線押さえ部材５６７は、左右方向に長尺な部材であって、前後方向に
開放する押さえ部材通孔５６７ａ,５６７ａが左右に離間して一対形成されている。そし
て、両押さえ部材通孔５６７ａ,６５７ａを対応する第１用可動体案内部５２８の案内部
ネジ孔５２６ａ,５２６ａに整合させ、該押さえ部材通孔５６７ａを介して案内部ネジ孔
５２６ａにネジを螺挿することで、配線押さえ部材５６７が第１用ケース体５０７の後側
にネジ止めされる。配線押さえ部材５６７の左右の端部には、案内部用対向面部５２６の
後面から離間して上方に延出する配線押さえ片５６７ｂ,５６７ｂが夫々形成されている
。
【０２３１】
　更に、配線押さえ部材５６７には、ケーブル用挿通部５２４の開口部に整合する形状の
ケーブル押さえ板部５６７ｃが前方に突出して形成されている(図７９参照)。そして、配
線押さえ部材５６７を第１用ケース体５０７に取付けた際に、ケーブル押さえ板部５６７
ｃがケーブル用挿通部５２４に臨んで、該ケーブル押さえ板部５６７ｃの前端部がケーブ
ル用挿通部５２４の縁部に僅かに離間するようになっている。すなわち、配線押さえ部材
５６７を第１用ケース体５０７に取付けた際に、ケーブル押さえ板部５６７ｃおよびケー
ブル用挿通部５２４の縁部でフラットケーブル５６６を挟持して、図９２に示すように、
フラットケーブル５６６を押さえ込むようになっている。図８５に示すように、第１用可
動体モータ５０８および可動体原位置検知装置５６３に接続された配線５０８ｅ,５６４
ｄは、左側(図８５では、右側)の配線押さえ片５６７ｂに係止されて、第１用ケース体５
０７の後面に沿って左側へ引き回される。また、可動体用中継基板５０９の可動体外部接
続用コネクタ部５０９ｅに接続された配線５０９ｆも、左側の配線押さえ片５６７ｂに係
止されて、第１用ケース体５０７の後面に沿って左側に引き回され、裏ユニット５０の後
側に設けた中継基板３８に接続される。
【０２３２】
(可動体モータ用中継基板について)
　前記左側部対向面部５３５の後面には、可動体モータ用中継基板５６８が配設される。
可動体モータ用中継基板５６８は、左側部対向面部５３５に整合する形状に形成されて、
該左側部対向面部５３５の後面に可動体モータ用中継基板５６８の前面が当接した状態で
取付けられる。可動体モータ用中継基板５６８には、左側部対向面部位置決め突起５３５
ｄに対応する可動体モータ用基板位置決め孔５６８ａが前後方向に開放して複数形成され
ると共に、左側部対向面部ネジ孔５３５ｂに対応する可動体モータ用基板通孔５６８ｂが
前後方向に開放して形成されている。そして、可動体モータ用基板位置決め孔５６８ａに
左側部対向面部位置決め突起５３５ｄを嵌入し、左側部対向面部ネジ孔５３５ｂに整合し
た可動体モータ用基板通孔５６８ｂを介して該左側部対向面部ネジ孔５３５ｂにネジを螺
挿することで、可動体モータ用中継基板５６８が左側部対向面部５３５の後面にネジ止め
される。可動体モータ用中継基板５６８には、可動体モータ用コネクタ部５６８ｃおよび
可動体原位置センサ用コネクタ部５６８ｄが設けられており、夫々、第１用可動体モータ
５０８の配線５０８ｅおよび可動体原位置検知装置５６３の配線５６４ｄが接続されるよ
うになっている(図８５参照)。更に、可動体モータ用中継基板５６８には、可動体モータ
外部接続用コネクタ部５６８ｅが設けられ、該可動体モータ外部接続用コネクタ部５６８
ｅに接続した配線５６８ｆは、前記可動体外部接続用コネクタ部５０９ｅに接続された配
線５０９ｆと共に、裏ユニット５０の中継基板３８に接続される。
【０２３３】
(ベース板金について)
　前記ベース板金５１０は、導電性を有する金属材料から構成されて、可動体装置５０２
全体の荷重を支持し得るよう構成されている。また、ベース板金５１０には、後述するよ
うに、可動部材装置５０５の支持ケース部材５６９,５６９が取付けられて、該可動部材
装置５０５の荷重も支持するよう構成されている。すなわち、ベース板金５１０は、第１
可動演出装置５００の全荷重を支持するものであって、高い剛性および強度を有している
。図９３,図９４に示すように、ベース板金５１０は、左右方向に長尺に形成され、その
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左右の長手辺の寸法は、裏ユニット５０の表示開口５３の上縁辺より長尺であって、設置
板部５２における上辺部５２ａの左右方向の寸法より僅かに小さく設定されている。ベー
ス板金５１０には、左右方向の中央部側を上縁部から矩形状に切り欠いてベース板金矩形
凹部５７０が形成されており、ベース板金５１０を第１用ケース体５０７の前側に配設し
た際に、左右の可動体５０１,５０１がベース板金矩形凹部５７０に臨むよう構成されて
いる。また、ベース板金５１０には、ベース板金矩形凹部５７０の外側の両側部にベース
板金支持面部７４０,７４０が夫々形成されている。図８５に示すように、これらベース
板金支持面部７４０,７４０は、ベース板金５１０を第１用ケース体５０７に取付けた状
態で、該第１用ケース体５０７の左右の側部から外側に突出するよう構成される(図８５
参照)。
【０２３４】
　前記ベース板金５１０には、ベース板金矩形凹部５７０の下方に位置して、前後方向に
開放するベース板金通孔５１０ａ,５１０ａが左右に離間して一対形成されると共に、該
ベース板金５１０の下縁部にベース板金逃げ部５１０ｂが凹設されている。このベース板
金逃げ部５１０ｂは、ベース板金５１０を第１用ケース体５０７に配設した際に、ケーブ
ル用挿通部５２４の前側に位置するようになっている。左側のベース板金通孔５１０ａは
、第１用ケース体５０７の左側部対向面部ボス受け部５３５ａに対応し、また、右側のベ
ース板金通孔５１０ａは、第１用ケース体５０７の右側部対向面部ボス受け部５３６ａに
対応している。左側のベース板金支持面部７４０には、左側部対向面部ボス部５３５ｃに
対応して、前後方向に開放するベース板金嵌合孔５１０ｃが形成されている。また、各ベ
ース板金支持面部７４０には、ベース板金貫通孔５１０ｄが前後方向に開放して形成され
ると共に、該ベース板金貫通孔５１０ｄより小径なベース板金位置決め孔５１０ｅが前後
方向に開放して複数形成されている。更に、各ベース板金支持面部７４０には、前後方向
に開放するベース板金ネジ孔５１０ｆが形成されると共に、該ベース板金支持面部７４０
の前面には、第１回動軸(回動軸)５７１および該第１回動軸５７１より上方内側に位置す
る第２回動軸(第２の回動軸)５７２が夫々前方に突出して設けられている。左側のベース
板金支持面部７４０には、左側縁部に近接して左アース用ネジ孔５７３が前後方向に開放
して形成されている。また、右側のベース板金支持面部７４０には、上縁部に近接して右
アース用ネジ孔５７４が前後方向に開放して形成されている。
【０２３５】
　ここで、前記ベース板金５１０は、可動体装置５０２を裏ユニット５０の上辺部５２ａ
に取付けた状態で、左右の長手辺が表示開口５３の上縁辺に沿って延在するよう構成され
る。また、ベース板金５１０を裏ユニット５０の上辺部５２ａに取付けた状態では、図８
に示すように、左側のベース板金支持面部７４０の後面が左部アース開口８７に臨み、左
アース用ネジ孔５７３が左部アース開口８７を介して裏ユニット５０の後面に露出するよ
うになっている。同じく、ベース板金５１０は、右側のベース板金支持面部７４０の後面
が右部アース開口８８に臨み、右アース用ネジ孔５７４が右部アース開口８８を介して裏
ユニット５０の後面に露出するよう構成されている。
【０２３６】
(第１用可動体装飾部材について)
　図９５,図９６に示すように、前記第１用可動体装飾部材７３０は、第１用ケース体５
０７の前側に配設されて可動体装置５０２の意匠面を構成するものであって、第１用可動
体装飾部材７３０の前面には、キャラクターの顔を模した装飾が施されている。第１用可
動体装飾部材７３０には、後面の上部から後方へ突出する上部装飾部材ボス部７３０ａ,
７３０ａが左右に離間して一対形成されている。左側の上部装飾部材ボス部７３０ａは、
第１用ケース体５０７における左側の前方壁部ボス受け部５１４ａに対応すると共に、右
側の上部装飾部材ボス部７３０ａは、同じく第１用ケース体５０７における右側の前方壁
部ボス受け部５１４ａに対応している。また、第１用可動体装飾部材７３０の後面には、
上部装飾部材ボス部７３０ａ,７３０ａより下方に位置して、後方へ突出する下部装飾部
材ボス部７３０ｂ,７３０ｂが左右に離間して一対形成されている。左側の下部装飾部材
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ボス部７３０ｂは、ベース板金５１０における左側のベース板金通孔５１０ａおよび左側
部対向面部ボス受け部５３５ａに対応すると共に、右側の下部装飾部材ボス部７３０ｂは
、ベース板金５１０における右側のベース板金通孔５１０ａおよび右側部対向面部ボス受
け部５３６ａに対応している。
【０２３７】
　そして、各上部装飾部材ボス部７３０ａの後端部を対応の前方壁部ボス受け部５１４ａ
に嵌合させると共に、左右の下部装飾部材ボス部７３０ｂ,７３０ｂの後端部を、夫々、
対応するベース板金通孔５１０ａ,５１０ａを挿通させて左側部対向面部ボス受け部５３
５ａおよび右側部対向面部ボス受け部５３６ａに嵌合させる。更に、各ボス受け部５３５
ａ,５３６ａに設けた通孔を介して対応のボス部５１１ａ,５１１ｂにネジを螺挿すること
で、第１用可動体装飾部材７３０が第１用ケース体５０７にネジ止めされる。このとき、
下部装飾部材ボス部７３０ｂがベース板金通孔５１０ａを挿通することで、ベース板金５
１０が第１用可動体装飾部材７３０に対し位置決めされた状態で、第１用ケース体５０７
および第１用可動体装飾部材７３０の間に挟持される。
【０２３８】
　前記第１用可動体装飾部材７３０には、前後方向に開放する可動体用窓部５７５,５７
５が左右に離間して一対形成され、第１用可動体装飾部材７３０を第１用ケース体５０７
に配設した状態で、左右の可動体５０１,５０１が対応する可動体用窓部５７５,５７５に
臨むよう構成される(図６参照)。第１用可動体装飾部材７３０は、左右方向の中央下部に
前後方向に開放するケーブル案内路５７６ａを画成する装飾部材案内部５７６が形成され
ている。この装飾部材案内部５７６は、第１用可動体装飾部材７３０を第１用ケース体５
０７に配設した状態で、ベース板金逃げ部５１０ｂに臨み、ケーブル案内路５７６ａの後
方開口が第１用ケース体５０７のケーブル用挿通部５２４の前方に位置するようになって
いる。そして、ケーブル用挿通部５２４を介して第１用ケース体５０７の下方に引き出さ
れたフラットケーブル５６６が、ケーブル案内路５７６ａを介して第１用可動体装飾部材
７３０の前側に引き出されるようになっている(図９５の２点鎖線参照)。
【０２３９】
(可動部材装置について)
　次に、可動部材装置５０５について説明する。前記可動部材装置５０５は、裏ユニット
５０の上辺部５２ａの前面において可動体装置５０２を前側から覆うように配設される。
図９７,図９８,図９９に示すように、可動部材装置５０５は、上下方向に往復移動可能な
可動部材(支持部材)５０３と、該可動部材５０３の後側に配設され、該可動部材５０３と
同期して上下方向に往復移動可能な作動体５０４と、可動部材５０３および作動体５０４
を相対移動可能に連結するガイド機構５７７と、可動部材５０３および作動体５０４を保
持すると共に両部材５０３,５０４を移動させる一対の支持駆動機構５７８,５７８とから
基本的に構成される。
【０２４０】
(可動部材について)
　前記可動部材５０３は、図１００に示すように、横並びに配列した英文字が前面に付さ
れた遊技演出部材であって、左右方向に長尺に構成されている。可動部材５０３は、裏ユ
ニット５０における表示開口５３の上縁辺と上側の周板部５４との間に位置する第１位置
(図５参照)から、図柄表示装置１３の表示部１３ａにおける中央部側の第２位置(図６参
照)まで移動可能に構成される。第１位置では、可動部材５０３が可動体５０１,５０１の
前側に位置して、該可動体５０１,５０１が前方から視認不能となる。一方、第２位置で
は、可動部材５０３が可動体５０１,５０１の下方に位置して、該可動体５０１,５０１を
表示枠体１００の窓口１００ａを介して前方から視認可能となる。可動部材５０３の左右
方向の寸法は、裏ユニット５０の上辺部５２ａにおける左右方向の寸法より僅かに短く設
定されており、図７に示すように、可動部材５０３が第１位置にあっては、左右の側部が
表示枠体１００の窓口１００ａよりも外側(側方)に突出している。図９７,図９８に示す
ように、可動部材５０３は、後方に開放する箱状に形成された可動部材本体５７９と、該
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可動部材本体５７９の後側に配設されて可動部材５０３の後面を構成するベース基板５８
０と、可動部材本体５７９の内部に収容される複数の可動部材発光装置(発光装置)５８１
とから基本的に構成される。
【０２４１】
(可動部材本体について)
　図１０１,図１０２に示すように、前記可動部材本体５７９は、左右方向(長手方向)に
離間する両端部に設けられた２つの重なり部５８２,５８２と、左右方向の中央部に設け
られて重なり部５８２,５８２より前方に突出する露出部５８３とから構成され、左右両
側から中央部にかけて前方へ突出した立体形状をなしている。左右の重なり部５８２,５
８２は、可動部材５０３の第１位置において、一部が盤本体４２と設置板部５２(裏ユニ
ット５０)との間に位置しており、図７に示すように、重なり部５８２,５８２における盤
本体４２の後方に位置する部位は、透明な盤本体４２および表示枠体１００を介して前方
から視認し得るよう構成されている。左側の重なり部５８２(以下、左重なり部５８２と
いう)は、前方に臨む左前板部５８４と、該左前板部５８４の上下および左側の縁部から
後方に延出する左重なり壁部５８５とから後方および右方に開放した箱状に形成され、内
部に前板収容部(収容部)５８６が画成されている。左前板部５８４は、英文字の輪郭をな
すよう形成された２つの前板貫通口５８７によって大部分が前後方向に開放している。ま
た、左前板部５８４の後面には、複数の前板ボス部５８４ａおよび前板位置決め突起５８
４ｂが後方に突出して形成されている。
【０２４２】
　左前板部５８４の後面には、各前板貫通口５８７を開口縁から僅かに離間して囲うよう
に形成された前板リブ５８８が後方に突出して形成されており、該前板リブ５８８の内側
に光透過性を有する前板装飾部材(装飾部材)５８９が配設されている。この前板装飾部材
５８９は、前板リブ５８８の内側形状に略一致する形状を有しており、該前板リブ５８８
に整合した状態で配設される。前板装飾部材５８９の前面には、所要の装飾が施されてお
り、前板リブ５８８に設置された状態で、前板装飾部材５８９の前面が前板貫通口５８７
を介して前方から視認し得るようになっている。
【０２４３】
　右側の重なり部５８２(以下、右重なり部５８２という)は、左重なり部５８２と基本的
に同様な構成であって、前方に臨む右前板部５９０と、該右前板部５９０の上下および右
側の縁部から後方に延出する右重なり壁部５９１とから後方および左方に開放した箱状に
形成され、右重なり部５８２の内部に前板収容部５８６が画成されている。右前板部５９
０は、英文字の輪郭をなすよう形成された１つの前板貫通口５８７によって大部分が前後
方向に開放している。また、右前板部５９０の後面には、複数の前板ボス部５８４ａおよ
び前板位置決め突起５８４ｂが後方に突出して形成されている。右前板部５９０の後面に
は、前板リブ５８８が後方に突出して形成されており、該前板リブ５８８の内側に前板装
飾部材５８９が配設される。
【０２４４】
　前記露出部５８３は、可動部材５０３の第１位置および第２位置の何れにおいても、表
示枠体１００の窓口１００ａに臨み、該窓口１００ａを介して前方から視認し得るように
なっている。露出部５８３は、前方に臨む中前板部５９２と、該中前板部５９２の周縁部
から後方に延出する露出部壁部５９３とから後方に開放した箱状に形成され、内部に前板
収容部５８６が画成されている。中前板部５９２は、英文字の輪郭をなすよう形成された
複数(実施例では、５つ)の前板貫通口５８７によって大部分が前後方向に開放している。
また、中前板部５９２の後面には、複数の前板ボス部５８４ａおよび前板位置決め突起５
８４ｂが後方に突出して形成されると共に、複数の前板基板用ネジ孔５９２ａが後方に開
放して形成されている。中前板部５９２の後面には、左右の前板部５８４,５９０と同様
に、前板リブ５８８が各前板貫通口５８７に対応して形成されており、該前板リブ５８８
の内側に前板装飾部材５８９が整合した状態で設置される。この前板装飾部材５８９は、
前板リブ５８８に設置された状態で、前面が前板貫通口５８７を介して前方から視認し得
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るようになっている。
【０２４５】
　図１０３,図１０４に示すように、前記可動部材発光装置５８１は、各前板装飾部材５
８９に対応して配設される発光板５９４と、該発光板５９４の後面に配設される可動部材
発光基板５９５と、該可動部材発光基板５９５の前面に配設された複数の可動部材発光素
子(発光体)５９６とから構成され、可動部材５０３の内部で光を照射して前板装飾部材５
８９を発光させるものである。前記発光板５９４は、光拡散構造を有する板状部材であっ
て、後述するように、該発光板５９４の側端面から入射された可動部材発光素子５９６の
光を拡散することで、発光板５９４の全体が発光するよう構成されている。
【０２４６】
　各発光板５９４は、対応する前板装飾部材５８９の外形に略合致する形状に形成されて
いる。また、発光板５９４には、前板ボス部５８４ａに対応する発光板挿通部５９４ａが
前後方向に開放して形成されている。更に、各発光板５９４には、前板位置決め突起５８
４ｂに対応する発光板位置決め孔５９４ｂが前後方向に開放して形成されている。そして
、各発光板挿通部５９４ａに対応の前板ボス部５８４ａを挿通すると共に、発光板位置決
め孔５９４ｂに対応の前板位置決め突起５８４ｂを挿通することで、発光板５９４は、前
面を前板装飾部材５８９の後面に当接させた状態で前板収容部５８６内に位置決めされる
。発光板５９４を前板収容部５８６に設置した際に、隣接する発光板５９４,５９４同士
の間や、各発光板５９４の下側の側端面と可動部材本体５７９の各壁部５８５,５９１,５
９３との間に、細長の空間(以下、発光体収容空間５９７という)が画成されるようになっ
ている(図１０５,図１０６参照)。
【０２４７】
　前記可動部材発光基板５９５は、前記発光板５９４を後方から覆うように各前板収容部
５８６に配設される。左重なり部５８２の前板収容部５８６に配設される可動部材発光基
板５９５(以下、左可動部材発光基板５９５という場合がある)は、左前板部５８４と略同
一の形状に形成されている。左可動部材発光基板５９５には、前後方向に開放して前板ボ
ス部５８４ａが挿通可能な複数の可動部材基板挿通部５９５ａと、前後方向に開放して前
板位置決め突起５８４ｂが挿通可能な可動部材基板位置決め孔５９５ｂとが形成されてい
る。そして、各可動部材基板挿通部５９５ａに対応の前板ボス部５８４ａを挿通させると
共に、各可動部材基板位置決め孔５９５ｂに前板位置決め突起５８４ｂを挿通することで
、左可動部材発光基板５９５が左重なり部５８２の前板収容部５８６内に位置決めされる
。この状態で、左可動部材発光基板５９５は、前面が２つの前板装飾部材５８９,５８９
の後面に当接するようになっている。図１０４に示すように、左可動部材発光基板５９５
には、右側部から右方へ突出する左基板突出部５９８が形成されており、該左基板突出部
５９８の前面に左基板コネクタ部(コネクタ部)５９８ａが設けられている。
【０２４８】
　前記右重なり部５８２の前板収容部５８６に配設される可動部材発光基板５９５(以下
、右可動部材発光基板５９５という場合がある)は、左可動部材発光基板５９５と同様な
構成であって、右前板部５９０と略同一の形状に形成されている。右可動部材発光基板５
９５には、前板ボス部５８４ａに対応する複数の可動部材基板挿通部５９５ａと、前板位
置決め突起５８４ｂに対応する複数の可動部材基板位置決め孔５９５ｂとが形成されてい
る。そして、各可動部材基板挿通部５９５ａに対応の前板ボス部５８４ａを挿通させると
共に、各可動部材基板位置決め孔５９５ｂに前板位置決め突起５８４ｂを挿通することで
、右可動部材発光基板５９５が右重なり部５８２の前板収容部５８６内に位置決めされる
。右可動部材発光基板５９５を右重なり部５８２に設置した状態では、右可動部材発光基
板５９５の前面が前板装飾部材５８９の後面に当接するようになっている。右可動部材発
光基板５９５には、図１０４に示すように、左側部から左方へ突出する右基板突出部５９
９が形成されており、該右基板突出部５９９の前面に右基板コネクタ部(コネクタ部)５９
９ａが設けられている。
【０２４９】
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　前記露出部５８３の前板収容部５８６には、３つの可動部材発光基板５９５,５９５,５
９５(以下、中可動部材発光基板５９５という場合がある)が配設されるようになっている
。各中可動部材発光基板５９５は、露出部壁部５９３の内周面形状に略一致する形状に形
成されて、３つの中可動部材発光基板５９５を露出部５８３の前板収容部５８６に配設し
た状態では、中前板部５９２の後面の略全体が中可動部材発光基板５９５で埋め尽くされ
る。各中可動部材発光基板５９５には、前板ボス部５８４ａに対応する複数の可動部材基
板挿通部５９５ａと、前板位置決め突起５８４ｂに対応する複数の可動部材基板位置決め
孔５９５ｂとが形成されている。更に、中可動部材発光基板５９５には、前板基板用ネジ
孔５９２ａに対応する中基板通孔５９５ｃが前後方向に開放して形成されている。
【０２５０】
　そして、各可動部材基板挿通部５９５ａに対応の前板ボス部５８４ａを挿通させると共
に、各可動部材基板位置決め孔５９５ｂに前板位置決め突起５８４ｂを挿通して、中可動
部材発光基板５９５が露出部５８３の前板収容部５８６に位置決めされる。更に、前板基
板用ネジ孔５９２ａに整合する中基板通孔５９５ｃを介して該前板基板用ネジ孔５９２ａ
にネジを螺挿することで、各中可動部材発光基板５９５が露出部５８３にネジ止めされる
。各中可動部材発光基板５９５を露出部５８３に取付けた状態では、中可動部材発光基板
５９５の前面が前板装飾部材５８９の後面に当接するようになっている。各中可動部材発
光基板５９５の後面には、複数の中基板コネクタ部(コネクタ部)６００が後方へ突出して
設けられると共に、中央の中可動部材発光基板５９５の後面には、中基板ケーブル用コネ
クタ部(コネクタ部)６０１が後方へ突出して設けられている。なお、左右の中可動部材発
光基板５９５,５９５は、夫々、図示しない配線を介して中央の中可動部材発光基板５９
５に電気的に接続されるようになっている。
【０２５１】
　前記可動部材発光基板５９５の前面に配設される可動部材発光素子５９６は、統括制御
装置３７により発光制御されて、可動部材５０３の可動演出時に発光するようになってい
る。各可動部材発光素子５９６は、可動部材発光基板５９５の前面から突出して設けられ
ている。また、可動部材発光素子５９６は、可動部材発光基板５９５を各前板収容部５８
６に設置した際に、各発光板５９４の縁部に沿うよう直線的に並んで配置されている。す
なわち、可動部材発光基板５９５を前板収容部に設置した状態では、図１０５,図１０６
に示すように、各可動部材発光素子５９６が発光体収容空間５９７に収容されて、発光板
５９４の側端面に沿って並ぶようになっている。また、各可動部材発光素子５９６は、発
光板５９４の側端面へ向けて可動部材発光基板５９５の前面に平行に光を照射するように
なっている。このように、実施例では、可動部材発光素子５９６が発光板５９４の側端面
に光を照射して該発光板５９４の全体を発光させて前板装飾部材５８９を光らせる構成と
したので、前板装飾部材５８９を直接する可動部材発光素子５９６で光らせる構成に較べ
、該発光素子５９６の設置数を少なくでき、コストを低廉にすることが可能となる。
【０２５２】
(ベース基板について)
　図１０８,図１０９に示すように、前記ベース基板５８０は、左右方向(長手方向)に延
在する板状部材であって、左右の側部を構成するベース側部６０２,６０２と、両ベース
側部６０２,６０２の間に設けられ、該ベース側部６０２,６０２より前方に突出したベー
ス突出部６０３と、ベース側部６０２,６０２およびベース突出部６０３とを連結するベ
ース基板連結壁(壁部)６０４,６０４とから基本的に構成される。前記ベース側部６０２
およびベース突出部６０３の外形は、可動部材本体５７９の各壁部５８５,５９１,５９３
の内周面形状と略一致するよう形成されている。
【０２５３】
　また、各ベース側部６０２およびベース突出部６０３の前面には、前板ボス部５８４ａ
に対応するベース基板ボス受け部５８０ａが複数凹設されると共に、前板位置決め突起５
８４ｂに対応するベース基板位置決め孔５８０ｂが複数形成されている。そして、発光板
挿通部５９４ａおよび可動部材基板挿通部５９５ａを介して後方に突出する前板ボス部５
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８４ａの後端部をベース基板ボス受け部５８０ａに嵌合させると共に、発光板位置決め孔
５９４ｂおよび可動部材基板位置決め孔５９５ｂを介して後方に突出する前板位置決め突
起５８４ｂをベース基板位置決め孔５８０ｂに嵌入することで、ベース基板５８０が可動
部材本体５７９に対し位置決めされる。更に、ベース基板ボス受け部５８０ａの通孔を介
して前板ボス部５８４ａにネジを螺挿することで、ベース基板５８０が可動部材本体５７
９にネジ止めされる。
【０２５４】
　前記ベース基板５８０が可動部材本体５７９に取付けられた状態では、図９９,図１１
０に示すように、左右のベース側部６０２,６０２は、対応する重なり部５８２,５８２の
前板収容部５８６,５８６内に嵌合状態で収容される。そして、ベース側部６０２,６０２
が重なり部５８２,５８２の後方開口を閉塞して、ベース側部６０２,６０２が該重なり部
５８２,５８２の後面を構成する。同様に、ベース突出部６０３は、露出部５８３の前板
収容部５８６内に嵌合状態で収容され、ベース突出部６０３が露出部５８３の後方開口を
閉塞して該露出部５８３の後面を構成するようになっている。また、ベース側部６０２は
、ベース基板５８０を可動部材本体５７９に取付けた状態で、前面が可動部材発光基板５
９５の後面に当接するよう構成される。すなわち、重なり部５８２に配設される可動部材
発光基板５９５は、ベース側部６０２の前面と各前板部５８４,５９０との間で挟持され
て、前板収容部５８６内にネジ止めされることなく保持される。ここで、ベース突出部６
０３の後面は、ベース側部６０２の後面より前方に位置しており、ベース基板５８０の後
面は、左右方向の中央部側が前方に凹んだ形状となっている。この凹み部分は、可動部材
５０３が第１位置にあって、作動体５０４を収容する作動体収容凹部(収容凹部)６０５と
して機能する(図９９参照)。
【０２５５】
　各ベース側部６０２の後面には、後方に突出する複数の接続台部用ボス部６０２ａが形
成されており、該接続台部用ボス部６０２ａを介して接続台部６０６がベース側部６０２
の後面に取付けられている。この接続台部６０６は、後述するアーム部材６０７と可動部
材５０３とを回動自在に接続するものであって、接続台部基体６０８と、該接続台部基体
６０８の周縁部および後面から前方に延出する接続台部壁部６０９とから構成されている
。接続台部壁部６０９には、接続台部用ボス部６０２ａに対応して複数の接続台部用ボス
受け部６０９ａが形成されている。そして、各接続台部用ボス部６０２ａを対応の接続台
部用ボス受け部６０９ａに嵌合させ、該接続台部用ボス受け部６０９ａの通孔を介して接
続台部用ボス部６０２ａにネジを螺挿することで、接続台部６０６がベース側部６０２の
後面にネジ止めされる。
【０２５６】
　前記接続台部基体６０８には、第１ガイド溝(ガイド溝)６１０と、該第１ガイド溝６１
０より下方に位置する第２ガイド溝(ガイド溝)６１１とが、夫々、前後方向に開放して形
成されている。第１ガイド溝６１０は、左右方向(可動部材５０３の延在方向)に直線的に
延在しており、第１ガイド溝６１０の両端部は、中心角が略１８０°(半円)の円弧形状に
形成されている。また、第１ガイド溝６１０は、図１０８に示すように、接続台部壁部６
０９によって周囲が囲われており、接続台部基体６０８の前側に接続台部壁部６０９で囲
われた第１接続部摺動空間６１２が画成されている。
【０２５７】
　前記第２ガイド溝６１１は、可動部材５０３の中央部側に向かうにつれて下方傾斜する
よう延在しており、第２ガイド溝６１１の外側(可動部材５０３の中央部から離間した側)
の端部は中心角が略１８０°の円弧形状をなしている。また、第２ガイド溝６１１の内側
(可動部材５０３の中央部に近接する側)の端部は、中心角が１８０°より大きな円弧形状
をなしており、第２ガイド溝６１１の内側の端部の上縁部は、上方に僅かに突出している
。第２ガイド溝６１１は、第１ガイド溝６１０と同様に、周囲が接続台部壁部６０９によ
り囲われており、接続台部基体６０８の前側に接続台部壁部６０９で囲われた第２接続部
摺動空間６１３が画成されている。
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【０２５８】
　前記ベース突出部６０３は、前記中基板コネクタ部６００に対応するベースコネクタ用
開口部(コネクタ用開口部)６１４が前後方向に開放して複数形成される共に、中基板ケー
ブル用コネクタ部６０１に対応してケーブルコネクタ用開口部(コネクタ用開口部)６１５
が前後方向に開放して形成されている。そして、図１０７に示すように、ベース基板５８
０を可動部材本体５７９に取付けた際に、各中基板コネクタ部６００が対応するベースコ
ネクタ用開口部６１４に臨むと共に、中基板ケーブル用コネクタ部６０１がケーブルコネ
クタ用開口部６１５に臨むよう構成される。ここで、ケーブルコネクタ用開口部６１５に
臨む中基板ケーブル用コネクタ部６０１には、可動体装置５０２から導出するフラットケ
ーブル５６６が接続されるようになっており、中央の中可動部材発光基板５９５は、該フ
ラットケーブル５６６を介して可動体用中継基板５０９に接続されている。すなわち、可
動部材装置５０５の可動部材発光装置５８１は、フラットケーブル５６６を介して可動体
装置５０２に中継接続されている。
【０２５９】
　このように、実施例に係る可動部材５０３は、ベース側部６０２の後面(重なり部５８
２の後面)より前方に突出するベース突出部６０３の後面(露出部５８３の後面)にベース
コネクタ用開口部６１４やケーブルコネクタ用開口部６１５を設けることで、中基板コネ
クタ部６００や中基板ケーブル用コネクタ部６０１がベース側部６０２の後面より後方に
突出し難くなっている。これにより、これらコネクタ部６００,６０１や、フラットケー
ブル５６６(配線)が邪魔になるのを防止し、可動部材５０３の可動演出時に断線等を生じ
難くしている。なお、ベース突出部６０３の後面には、左右両側の下部側にベース配線フ
ック６１６,６１６が２つ形成されている。
【０２６０】
　前記ベース突出部６０３の後面には、ケーブルコネクタ用開口部６１５の上側に近接す
る位置に、取付突部６１７が後方に突出して設けられている。この取付突部６１７は、左
右方向に延在すると共に、その両端部に押圧部用ネジ孔６１７ａ,６１７ａが後方に開放
して形成されている。この取付突部６１７には、フラットケーブル５６６を挟んだ状態で
、後方からケーブル押圧部材６１８が取付けられる。ケーブル押圧部材６１８は、左右方
向に延在する押圧板部６１９と、該押圧板部６１９の両端部に夫々設けられ、前方に突出
する突壁部６２０とから構成されている。押圧板部６１９の両端部には、押圧部用ネジ孔
６１７ａに対応する押圧板部通孔６１９ａ,６１９ａが形成され、各押圧部用ネジ孔６１
７ａに整合させた押圧板部通孔６１９ａを介してネジを押圧部用ネジ孔６１７ａに螺挿す
ることで、ケーブル押圧部材６１８が取付突部６１７にネジ止めされる。
【０２６１】
　前記ケーブル押圧部材６１８には、左右の突壁部６２０の間に上下方向に開放するケー
ブル挿通空間６２１が形成され(図１０９参照)、このケーブル挿通空間６２１にフラット
ケーブル５６６を挿通させるようになっている。ここで、ケーブル押圧部材６１８を取付
突部６１７に取付けた状態では、押圧板部６１９の前面と取付突部６１７の後面とが近接
し、ケーブル挿通空間６２１に挿通されたフラットケーブル５６６が押圧板部６１９およ
び取付突部６１７により所要圧で挟持されるようになっている。これにより、フラットケ
ーブル５６６がしっかりと押さえられ、可動部材５０３の移動時にフラットケーブル５６
６が干渉しないようになっている。なお、ベース突出部６０３の後面には、後述するサブ
ベース基板６２６を取付けるための複数のサブベース用ボス部６０３ａが後方に突出して
形成されている。
【０２６２】
　前記ベース基板連結壁６０４には、左右方向(可動部材５０３の長手方向)に開放する連
結壁コネクタ用開口部(第２のコネクタ用開口部)６２２が夫々形成されている。そして、
前記ベース基板５８０を可動部材本体５７９に取付けた際に、左側の連結壁コネクタ用開
口部６２２に左基板コネクタ部５９８ａが臨むと共に、右側の連結壁コネクタ用開口部６
２２に右基板コネクタ部５９９ａが臨むようになっている(図１０７参照)。
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【０２６３】
　図１０７に示すように、左側の連結壁コネクタ用開口部６２２に臨む左基板コネクタ部
５９８ａに接続された配線５９８ｂは、左側(図１０７では、右側)のベース配線フック６
１６に係止された後、ベース突出部６０３のベースコネクタ用開口部６１４に臨む中基板
コネクタ部６００に接続される。すなわち、左可動部材発光基板５９５は、中可動部材発
光基板５９５に電気的に接続される。また、右側(図１０７では、左側)の連結壁コネクタ
用開口部６２２に臨む右基板コネクタ部５９９ａに接続された配線５９９ｂは、右側のベ
ース配線フック６１６に係止された後、ベース突出部６０３のベースコネクタ用開口部６
１４に臨む中基板コネクタ部６００に接続され、右可動部材発光基板５９５が中可動部材
発光基板５９５に電気的に接続される。このように、実施例では、ベース側部６０２の後
面(重なり部５８２の後面)およびベース突出部６０３の後面(露出部５８３の後面)を連結
するベース基板連結壁６０４に連結壁コネクタ用開口部６２２を設けたので、左基板コネ
クタ部５９８ａ(右基板コネクタ部５９９ａ)や該コネクタ部に接続される配線がベース側
部６０２の後面より後方に突出し難くなる。従って、これらコネクタ部５９８ａ,５９９
ａや配線５９８ｂ,５９９ｂが邪魔になるのを防止して、断線等が発生するのを抑制する
ことが可能となる。しかも、左基板コネクタ部５９８ａ(右基板コネクタ部５９９ａ)に接
続された配線５９８ｂ(配線５９９ｂ)を、邪魔になることなく、ベース突出部６０３の後
面(露出部５８３の後面)で引き回すことができる。
【０２６４】
　前記ベース突出部６０３の後面には、サブベース基板６２６が配設される。サブベース
基板６２６は、矩形板状のサブベース本体６２３と、該サブベース本体６２３の周縁部か
ら前方に突出するサブベース壁部６２４とから基本的に構成されている。サブベース本体
６２３の各四隅には、ベース突出部６０３のサブベース用ボス部６０３ａに対応してサブ
ベース本体ボス受け部６２３ａが夫々形成されている。そして、各サブベース本体ボス受
け部６２３ａを対応のサブベース用ボス部６０３ａに嵌合させ、該サブベース本体ボス受
け部６２３ａの通孔を介してサブベース用ボス部６０３ａにネジを螺挿することで、サブ
ベース基板６２６がベース突出部６０３にネジ止めされる。
【０２６５】
　前記サブベース本体６２３には、前後方向に開放する矩形状のケーブル用サブベース開
口６２５が形成されており、サブベース基板６２６をベース突出部６０３に取付けた状態
では、ケーブル押圧部材６１８およびケーブルコネクタ用開口部６１５がケーブル用サブ
ベース開口６２５に臨むようになっている(図１０７参照)。また、サブベース本体６２３
には、ケーブル用サブベース開口６２５の上方に、上方から下方にかけて前方へ傾斜する
ケーブル案内傾斜部６２７が形成されており、該ケーブル案内傾斜部６２７の下端縁は、
ケーブル用サブベース開口６２５の上縁に臨んでいる。このケーブル案内傾斜部６２７は
、ケーブル押圧部材６１８で押圧保持されたフラットケーブル５６６を上方かつ後方へ案
内するものである。このように、フラットケーブル５６６をケーブル押圧部材６１８で押
さえると共に、ケーブル案内傾斜部６２７でフラットケーブル５６６を上方へ案内するこ
とで、フラットケーブル５６６がベース突出部６０３の後面から後方に突出して邪魔にな
るのを防止し得る。
【０２６６】
　前記サブベース基板６２６の左側部には、ベースコネクタ用開口部６１４に対応して前
後方向に開放するサブベース逃げ部６２８が凹設されている。図１０７に示すように、サ
ブベース基板６２６をベース突出部６０３に取付けた状態では、サブベース逃げ部６２８
にベースコネクタ用開口部６１４が臨み、ベースコネクタ用開口部６１４から後方に突出
する中基板コネクタ部６００にサブベース基板６２６が干渉しないよう構成される。左側
のサブベース壁部６２４には、サブベース逃げ部６２８の上方に位置してサブベース配線
フック６２９が左方に突出して形成されている。
【０２６７】
　前記サブベース本体６２３の後面における左右方向の略中央位置には、上下方向に延在
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すると共に後方に開放するサブベース規制溝(規制溝)６３０が凹設されており、該サブベ
ース規制溝６３０に後述する連結ガイド部(ガイド部)６３１が臨むようになっている。ま
た、サブベース本体６２３には、サブベース規制溝６３０の上方に一対のシャフト用位置
決め突起６２３ｂ,６２３ｂが後方に突出して形成されると共に、両シャフト用位置決め
突起６２３ｂ,６２３ｂの間に一対のシャフト用ネジ孔６２３ｃ,６２３ｃが形成されてい
る。
【０２６８】
　更に、両シャフト用ネジ孔６２３ｃ,６２３ｃの間に、後方および下方に開放するシャ
フト保持凹部６３２が凹設されている。このシャフト保持凹部６３２には、後方からシャ
フト押さえ部６３３が配設される。このシャフト押さえ部６３３は、左右方向に長い矩形
状の板部材であって、サブベース本体６２３のシャフト用位置決め突起６２３ｂに対応す
る押さえ部位置決め孔６３３ａ,６３３ａがシャフト押さえ部６３３の左右の両端部に前
後方向に開放して形成されている。また、シャフト押さえ部６３３には、サブベース本体
６２３のシャフト用ネジ孔６２３ｃに対応する押さえ部通孔６３３ｂ,６３３ｂが前後方
向に開放して一対形成されている。そして、押さえ部位置決め孔６３３ａにシャフト用位
置決め突起６２３ｂを挿通させると共に、シャフト用ネジ孔６２３ｃに整合した押さえ部
通孔６３３ｂを介してネジをシャフト用ネジ孔６２３ｃに螺挿することで、シャフト押さ
え部６３３がシャフト保持凹部６３２を後方から覆った状態でサブベース基板５８０にネ
ジ止めされる。更に、サブベース本体６２３には、サブベース規制溝６３０内の下部にお
いて上方に開放するシャフト受け孔部６３４が形成されている。このシャフト受け孔部６
３４は、シャフト保持凹部６３２の真下に位置している。
【０２６９】
(作動体について)
　前記作動体５０４は、可動部材５０３の後側に設けられて、該可動部材５０３に同期的
かつ相対的に上下移動可能に構成されている。図１１１,図１１２,図１２７に示すように
、作動体５０４は、左右方向に延在する作動体本体６３５と、該作動体本体６３５の後側
に配設される作動体発光装置６３６とから基本的に構成されている。作動体本体６３５は
、左右方向の延在長さが可動部材５０３より短く設定されており、左右の両端部から中央
部へ向かうにつれて緩やかに前方へ突出する形状をなしている。そして、可動部材５０３
が第１位置にある場合において、作動体５０４は、作動体本体６３５の突出した部分が作
動体収容凹部６０５に臨むよう構成されている。このように、実施例では、作動体５０４
を作動体収容凹部６０５に収容する構成としたので、作動体５０４が可動部材５０３の後
方で嵩張るのを抑制して、可動部材装置５０５全体の前後方向の厚みをコンパクトにし得
る。作動体本体６３５の下部には、複数の小型作動体飾り部６３７と、小型作動体飾り部
６３７を挟むように左右に設けた一対の大型作動体飾り部６３８,６３８とが下方へ突出
して設けられている。なお、小型作動体飾り部６３７および大型作動体飾り部６３８は、
牙に模した形状をなしている。
【０２７０】
　前記作動体本体６３５の上縁部には、左右に離間して一対の作動体接続片部６３９,６
３９が上方に突出して形成され、各作動体接続片部６３９に前後方向に開放する第３ガイ
ド溝(ガイド溝)６４０,６４０が形成されている。この第３ガイド溝６４０は、左右方向(
一対のアーム部材６０７,６０７の離間方向)に直線的に延在すると共に、左右の両端部は
中心角が略１８０°(半円)の円弧形状をなしている。また、左側の作動体接続片部６３９
の右側部には、右方へ突出する作動体配線フック６４１が形成されている。更に、作動体
本体６３５の上部には、両作動体接続片部６３９,６３９の間に位置して、一対のガイド
部用ボス部６３５ａ,６３５ａが前方に突出して形成されている。作動体本体６３５の後
面には、複数の作動体基板用位置決め突起６３５ｂが後方に突出して形成されると共に、
後方に開放する作動体基板用ネジ孔６３５ｃが形成されている。
【０２７１】
　前記作動体発光装置６３６は、大型作動体飾り部６３８,６３８に対応する２つの大型
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用発光装置６４２,６４２と、小型作動体飾り部６３７に対応する１つの小型用発光装置
６４３とから構成されている。大型用発光装置６４２および小型用発光装置６４３は、何
れも、作動体発光基板６４４と、該作動体発光基板６４４の前面に配設された複数の作動
体発光素子６４５とから構成され、該作動体発光素子６４５が点灯することで、大型作動
体飾り部６３８および小型作動体飾り部６３７を発光させるものである。各作動体発光基
板６４４には、作動体基板用ネジ孔６３５ｃに対応して前後方向に開放する作動体基板通
孔６４４ａが形成されると共に、作動体基板用位置決め突起６３５ｂに対応して前後方向
に開放する作動体基板位置決め孔６４４ｂが形成されている。そして、作動体基板位置決
め孔６４４ｂに作動体基板用位置決め突起６３５ｂを嵌入すると共に、作動体基板用ネジ
孔６３５ｃに整合した作動体基板通孔６４４ａにネジを螺挿することで、作動体発光基板
６４４が作動体本体６３５にネジ止めされる。各大型用発光装置６４２の作動体発光基板
６４４には、夫々、作動体発光素子６４５が上下に離間して２つ配設されている。また、
小型用発光装置６４３の作動体発光基板６４４には、各小型作動体飾り部６３７に対して
作動体発光素子６４５が１つずつ配設されている。
【０２７２】
　各大型用発光装置６４２の作動体発光基板６４４には、前面に大型用基板コネクタ部６
４４ｃが設けられると共に、小型用発光装置６４３の作動体発光基板６４４には、後面に
２つの小型用基板コネクタ部６４４ｄおよび小型用外部コネクタ部６４４ｅが設けられて
いる。そして、各大型用基板コネクタ部６４４ｃに接続された配線６４６は、図１２８に
示すように、夫々、小型用基板コネクタ部６４４ｄに接続され、大型用発光装置６４２の
作動体発光基板６４４が小型用発光装置６４３の作動体発光基板６４４に電気的に接続さ
れる。また、小型用外部コネクタ部６４４ｅに接続された配線６４７は、図９９,図１１
０に示すように、作動体配線フック６４１に係止された後、可動部材５０３側へ引き出さ
れる。そして、サブベース配線フック６２９に係止されて、サブベース逃げ部６２８およ
びベースコネクタ用開口部６１４を介して後方に臨む中基板コネクタ部６００に接続され
る。すなわち、作動体発光装置６３６は、可動部材発光装置５８１に電気的に接続されて
いる。
【０２７３】
(ガイド機構について)
　前記ガイド機構５７７は、可動部材５０３および作動体５０４を前後の関係で相対移動
可能に連結するものであって、可動部材５０３の後側に設けた連結ガイドシャフト(ガイ
ドシャフト)６４８と、作動体５０４の前側に設けた連結ガイド部(ガイド部)６３１とか
ら構成される。図１０８,図１０９に示すように、連結ガイドシャフト６４８は、金属材
料からなる丸棒体であって、サブベース基板６２６のサブベース規制溝６３０に上下方向
(作動体５０４の移動方向)に延在するよう配設される。連結ガイドシャフト６４８の延在
長さは、シャフト保持凹部６３２の上面と前記シャフト受け孔部６３４の下面との離間距
離より僅かに短く設定されている。そして、連結ガイドシャフト６４８の下端部をシャフ
ト受け孔部６３４に挿入させると共に、連結ガイドシャフト６４８の上端部をシャフト保
持凹部６３２に臨ませることで、連結ガイドシャフト６４８がシャフト受け孔部６３４お
よびシャフト保持凹部６３２間にセットされる。連結ガイドシャフト６４８がシャフト受
け孔部６３４およびシャフト保持凹部６３２にセットされた状態で、シャフト押さえ部６
３３をサブベース基板６２６に取付けることで、連結ガイドシャフト６４８の上端部がシ
ャフト押さえ部６３３の前面およびシャフト保持凹部６３２で挟持されて、該連結ガイド
シャフト６４８がサブベース基板６２６から脱落不能となる。
【０２７４】
　前記連結ガイド部６３１は、図１１１,図１１２に示すように、連結ガイドシャフト６
４８にスライド自在に連結されるガイド部本体６４９と、該ガイド部本体６４９の後側に
設けられ、作動体５０４に取付けられる嵌合設置部６５０とから基本的に構成される。嵌
合設置部６５０は、後方に開放する筒状体であって、作動体５０４のガイド部用ボス部６
３５ａに対応する一対のガイドボス受け部６５０ａ,６５０ａが嵌合設置部６５０の内部
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に形成されている。そして、各ガイドボス受け部６５０ａに対応のガイド部用ボス部６３
５ａを嵌合させ、ガイド部用ボス部６３５ａにネジを螺挿することで、連結ガイド部６３
１が作動体本体６３５(作動体５０４)にネジ止めされる。
【０２７５】
　前記ガイド部本体６４９は、前後方向に離間する一対の本体板部６５１,６５１と、両
本体板部６５１,６５１を連結する左右の本体壁部６５２,６５２とから構成され、これら
本体板部６５１および本体壁部６５２により上下方向(作動体５０４の移動方向)に貫通形
成されて連結ガイドシャフト６４８が挿通されるガイド挿通孔(挿通孔)６５３が画成され
る(図１２５参照)。すなわち、ガイド挿通孔６５３に連結ガイドシャフト６４８を挿通す
ることで、作動体５０４が可動部材５０３に対し相対移動可能に連結される。ここで、図
１２５に示すように、左右の本体壁部６５２,６５２は、上下方向の中央位置に向かうに
つれて互いに近接する「く」の字状に形成されており、ガイド部本体６４９は、略中央部
が細くくびれた断面形状をなしている。これにより、ガイド挿通孔６５３は、上下方向の
略中央に位置する細径部６５４と、該細径部６５４に連接された上下の拡開部６５５とか
ら構成される。
【０２７６】
　前記細径部６５４の開口断面は、連結ガイドシャフト６４８の外径に合わせて設定され
ている。ここで、連結ガイドシャフト６４８の外径に合わせて細径部６５４の開口断面を
設定するとは、連結ガイド部６３１が連結ガイドシャフト６４８に沿って上下方向にスラ
イドするのを許容すると共に、連結ガイド部６３１が連結ガイドシャフト６４８に対し前
後および左右方向へ移動するのは殆ど不能とするように、細径部６５４の開口寸法および
開口形状を設定することをいう。一方、拡開部６５５の開口断面は、細径部６５４から離
間するにつれて左右方向(一対のアーム部材６０７,６０７の離間方向)に拡開するよう構
成されている。このように、ガイド挿通孔６５３を細径部６５４および拡開部６５５で構
成することで、連結ガイド部６３１が前後および左右方向にブレることなく連結ガイドシ
ャフト６４８に沿って上下方向にスライドし得ると共に、細径部６５４を回動中心とした
回動が可能となる(図１２６,図１３１参照)。
【０２７７】
　前記ガイド挿通孔６５３に連結ガイドシャフト６４８が挿通された状態では、ガイド部
本体６４９がサブベース規制溝６３０に臨んで、サブベース規制溝６３０内をスライド移
動するよう構成される。ここで、本体板部６５１の左右方向の幅寸法は、サブベース規制
溝６３０より小さく設定されており、連結ガイド部６３１が所定の回動角度の範囲内で回
動するのは許容される。一方、連結ガイド部６３１が所定の回動角度まで回動した場合に
は、図１２６に示すように、本体板部６５１がサブベース規制溝６３０の側壁部に当接し
て、連結ガイド部６３１の回動が規制されるようになっている。
【０２７８】
(支持駆動機構について)
　次に、支持駆動機構５７８,５７８について、以下説明する。支持駆動機構５７８,５７
８は、可動部材５０３および作動体５０４を左右から挟むように一対設けられ、可動部材
５０３および作動体５０４を保持すると共に両部材５０３,５０４を上下方向に移動させ
るものである。なお、両支持駆動機構５７８,５７８の構成は、基本的に左右対称である
ので、以下の説明では、主として左側の支持駆動機構５７８について説明し、右側の支持
駆動機構５７８についての詳細な説明は、左側の支持駆動機構５７８と相違する箇所につ
いてのみ行う。図１０７,図１１６に示すように、支持駆動機構５７８は、支持ケース部
材５６９と、ベース板金５１０に揺動自在に軸支されると共に、可動部材５０３および作
動体５０４に回動自在に接続されたアーム部材６０７と、ベース板金５１０に姿勢変化可
能に軸支されると共に、アーム部材６０７に回動自在に接続された駆動アーム６５６と、
該駆動アーム６５６を姿勢変化させる可動部材用モータ(駆動手段,,第１の駆動手段,モー
タ)６５７とから基本的に構成される。
【０２７９】
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(支持ケース部材について)
　前記支持ケース部材５６９は、図１２９,図１３０に示すように、後支持ケース体６５
８と、該後支持ケース体６５８の前側に配設される前支持ケース体６５９とから構成され
ている。後支持ケース体６５８は、ベース板金支持面部７４０の前面に当接する後設置面
部６６０と、該後設置面部６６０の縁部から前方に延出する後支持ケース壁部６６１とか
ら構成され、前方に開放する箱状に形成されている。後設置面部６６０には、上下の縁部
の付近に前後方向に開放する板金用ケース通孔６６０ａが形成されると共に、第１回動軸
５７１および第２回動軸５７２に夫々対応する第１回動軸用通孔６６０ｂおよび第２回動
軸用通孔６６０ｃが前後方向に開放して形成されている。また、後設置面部６６０の後面
には、後方に突出する板金用ケース位置決め突起６６０ｄが複数形成されている。更に、
後設置面部６６０には、後面から後方へ突出して前方に開放する筒状の駆動ギヤ収容部６
６２が形成されている。更にまた、後設置面部６６０の左側の縁部に近接して、左アース
用ネジ孔５７３に対応する左アース用ケース通孔６６０ｅが前後方向に開放して形成され
ている。なお、図１２４に示すように、右側の支持駆動機構５７８については、後設置面
部６６０の左上側の隅部に、右アース用ネジ孔５７４に対応する右アース用ケース通孔６
６０ｆが前後方向に開放して形成されている。
【０２８０】
　そして、第１回動軸５７１および第２回動軸５７２を、夫々、第１回動軸用通孔６６０
ｂおよび第２回動軸用通孔６６０ｃに挿通させると共に、板金用ケース位置決め突起６６
０ｄを対応するベース板金位置決め孔５１０ｅに嵌入させ、ベース板金ネジ孔５１０ｆに
整合した板金用ケース通孔６６０ａを介して該ベース板金ネジ孔５１０ｆにネジを螺挿す
ることで、後支持ケース体６５８(支持ケース部材５６９)がベース板金支持面部７４０(
ベース板金５１０)にネジ止めされる。このとき、図８５に示すように、駆動ギヤ収容部
６６２がベース板金貫通孔５１０ｄを介してベース板金支持面部７４０の後方に突出する
よう構成される。また、左アース用ケース通孔６６０ｅ(右アース用ケース通孔６６０ｆ)
が、ベース板金５１０の左アース用ネジ孔５７３(右アース用ネジ孔５７４)に整合するよ
う構成される。
【０２８１】
　前記後支持ケース体６５８の下部には、後ケース取付片６６３が下方に延出するよう形
成されており、該後ケース取付片６６３に前後方向に開放する支持ケース取付用通孔６６
３ａが形成されている。この支持ケース取付用通孔６６３ａは、裏ユニット５０の左辺部
５２ｃに形成されたネジ孔に対応している。また、右側の支持駆動機構５７８における支
持ケース取付用通孔６６３ａについては、裏ユニット５０の右辺部５２ｂに形成されたネ
ジ孔に対応している。上側の後支持ケース壁部６６１には、前端部から上方に延出する後
ケース突出壁６６４が形成されており、該後ケース突出壁６６４に、前方へ突出すると共
に後方に開放した支持ケースボス部６６４ａが形成されている。そして、支持ケース取付
用通孔６６３ａおよび支持ケースボス部６６４ａを介して、後支持ケース体６５８(支持
ケース部材５６９)は、裏ユニット５０の設置板部５２にネジ止めされる。後支持ケース
体６５８を設置板部５２に取付けた状態では、左アース用ケース通孔６６０ｅがベース板
金５１０の左アース用ネジ孔５７３と共に左部アース開口８７に整合する。また、右側の
支持駆動機構５７８については、右アース用ケース通孔６６０ｆがベース板金５１０の右
アース用ネジ孔５７４と共に右部アース開口８８に整合する。そして、左アース用ネジ孔
５７３に整合した左アース用ケース通孔６６０ｆには、左部アース開口８７を介して第３
アース中継線ＥＲ３がアース接続される。同様に、右アース用ネジ孔５７４に整合した右
アース用ケース通孔６６０ｆには、右部アース開口８８を介して第４アース中継線ＥＲ４
がアース接続される。
【０２８２】
　前記後ケース突出壁６６４および下側の後支持ケース壁部６６１の内側面には、前方へ
開放した後支持ケースネジ孔６６０ｇが形成されている。また、後設置面部６６０の前面
下部には、前方に突出する柱状の弾性体係止部６６５,６６５が左右方向に僅かに離間し
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て一対形成されている。更に、後設置面部６６０の左側縁部に近接して、前方に突出する
モータ用ケースボス部６６０ｈ,６６０ｈが駆動ギヤ収容部６６２を挟むように上下に離
間して一対形成されると共に、上側のモータ用ケースボス部６６０ｈに近接して、原位置
センサ用ケース設置部６６６が形成されている。この原位置センサ用ケース設置部６６６
は、図１１６,図１１７に示すように、後設置面部６６０の前面から突出すると共に互い
に離間する一対のセンサ保持片６６６ａ,６６６ａで構成され、両センサ保持片６６６ａ,
６６６ａの間に後述する可動部材用原位置検知装置６６７が設置されるようになっている
。また、後設置面部６６０の前面には、第２回動軸用通孔６６０ｃに近接して、該第２回
動軸用通孔６６０ｃの中央部(すなわち、第２回動軸５７２)を中心とした円弧状の規制リ
ブ(ロック手段)６６８が前方に突出して形成されている。この規制リブ６６８は、第２回
動軸用通孔６６０ｃより内側(可動部材５０３側)かつ下側に位置している。
【０２８３】
　前記前支持ケース体６５９は、後支持ケース体６５８の前側を覆う前ケース装飾板６６
９と、該前ケース装飾板６６９の外側(可動部材５０３から遠い側)の縁部から前方へ延出
する前支持ケース壁部６７０とから構成されている。前ケース装飾板６６９には、後支持
ケース体６５８の後支持ケースネジ孔６６０ｇに対応する前支持ケース通孔６６９ａが前
後方向に開放して形成されている。そして、各後支持ケースネジ孔６６０ｇに整合した前
支持ケース通孔６６９ａを介してネジを後支持ケースネジ孔６６０ｇに螺挿することで、
前支持ケース体６５９が後支持ケース体６５８にネジ止めされる。
【０２８４】
　前記前ケース装飾板６６９の後面には、第１回動軸５７１に対応した筒状の第１軸受け
６６９ｂおよび第２回動軸５７２に対応した筒状の第２軸受け６６９ｃが、夫々、後方に
突出して形成されている。前支持ケース体６５９を後支持ケース体６５８に取付けた状態
で、第１回動軸５７１の前端部が第１軸受け６６９ｂに嵌合すると共に、第２回動軸５７
２の前端部が第２軸受け６６９ｃに嵌合して、前支持ケース体６５９が位置決めされるよ
うになっている。また、前支持ケース壁部６７０には、原位置センサ保護部６７１が外側
(可動部材５０３から離間する側)へ突出して形成されており、該原位置センサ保護部６７
１の後部に、後方へ開放するセンサ収容部６７１ａが形成されている。
【０２８５】
　前記原位置センサ用ケース設置部６６６には、可動部材５０３の原位置を検知する可動
部材用原位置検知装置６６７が設置される。この可動部材用原位置検知装置６６７は、可
動部材用原位置基板６６７ａと、該可動部材用原位置基板６６７ａに配設された可動部材
用原位置センサ６６７ｂとから構成されている。可動部材用原位置基板６６７ａは、矩形
板状に形成されており、その後端部を両センサ保持片６６６ａ,６６６ａの間に挿入する
ことで、可動部材用原位置基板６６７ａの後側が後支持ケース体６５８に保持される。ま
た、可動部材用原位置基板６６７ａは、前支持ケース体６５９を後支持ケース体６５８に
取付けた状態で、前端部がセンサ収容部６７１ａ内に収容されて、可動部材用原位置基板
６６７ａの前側が保持される。可動部材用原位置センサ６６７ｂは、前記可動体原位置セ
ンサ５６５と同様に凹状検知部６６７ｃが形成されてコ字状をなしており、可動部材用原
位置検知装置６６７を後支持ケース体６５８に設置した状態で、凹状検知部６６７ｃが第
２回動軸用通孔６６０ｃ側に臨むようになっている。
【０２８６】
　前記可動部材用モータ６５７は、統括制御装置３７に駆動制御されて、可動部材５０３
および作動体５０４を作動させるものである。左右の可動部材用モータ６５７,６５７は
、夫々、独立に制御されるようになっており、両可動部材用モータ６５７,６５７は、同
期して駆動される場合や、非同期的に駆動される場合がある。なお、可動部材用モータ６
５７,６５７が非同期的に駆動するとは、夫々の可動部材用モータ６５７の回転速度を異
ならせたり、一方の可動部材用モータ６５７のみを駆動させたりして、左右のアーム部材
６０７,６０７をバラバラに揺動させることをいう。また、可動部材用モータ６５７は、
第１用可動体モータ５０８に対しても独立して駆動されるようになっている。
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【０２８７】
　前記可動部材用モータ６５７は、モータ用ケースボス部６６０ｈに対応する可動部材用
モータ取付片６５７ａ,６５７ａを一対備え、各可動部材用モータ取付片６５７ａの後面
を対応のモータ用ケースボス部６６０ｈの前面に当接させたもとで、可動部材用モータ取
付片６５７ａに設けた通孔を介してモータ用ケースボス部６６０ｈにネジを螺挿すること
で、可動部材用モータ６５７が後支持ケース体６５８にネジ止めされる。図１２３に示す
ように、可動部材用モータ６５７は、後支持ケース体６５８に取付けた状態で、後面が後
設置面部６６０からモータ用ケースボス部６６０ｈの突出高さだけ離間するようになって
いる。また、可動部材用モータ６５７の駆動軸には、可動部材用モータ駆動ギヤ(駆動ギ
ヤ)６７２が接続される。可動部材用モータ６５７を後支持ケース体６５８に取付けた状
態では、可動部材用モータ駆動ギヤ６７２が可動部材用モータ６５７の後面と後設置面部
６６０との間に位置すると共に、可動部材用モータ駆動ギヤ６７２の後端部側が駆動ギヤ
収容部６６２に臨むようになっている。
【０２８８】
(アーム部材について)
　次に、アーム部材６０７について説明をする。左右一対のアーム部材６０７,６０７は
、可動部材５０３の左右の側部(第１,第２ガイド溝６１０,６１１)および作動体５０４の
左右の側部(第３ガイド溝６４０)に接続して、両部材５０３,５０４を回動自在に支持す
るすると共に、遊技盤４０に対してアーム部材６０７が揺動することで、可動部材５０３
および作動体５０４を上下方向に往復移動させるものである。アーム部材６０７は、一方
向(図１１６では、時計回り方向)に回動することで、可動部材５０３を第１位置から第２
位置に下方へ移動させ、また、他方向(図１１７では、反時計回り方向)に回動することで
、可動部材５０３を第２位置から第１位置に上方へ移動させるよう構成される。各アーム
部材６０７は、図１１３に示すように、第１回動軸５７１に回動自在に軸支された支軸部
６７３と、可動部材５０３の接続台部６０６に接続された第１接続部(接続部)６７４およ
び第２接続部(第２の接続部)６７５からなる接続手段６７６と、作動体５０４の第３ガイ
ド溝６４０に接続された第３接続部(連結部)６７７とを備え、前記ベース板金５１０に支
持されている。また、アーム部材６０７は、支軸部６７３から第１接続部６７４に至る主
アーム部６７８と、第１接続部６７４から第２接続部６７５に至る補助アーム部６７９と
、第１接続部６７４から第３接続部６７７に至る延出アーム部６８０とを有している。
【０２８９】
　図１１３に示すように、前記主アーム部６７８は、主アーム本体６８１と、該主アーム
本体６８１の前側に配設される主アームカバー６８２とから構成される。主アーム本体６
８１は、長尺な主アーム本体板部６８３と、該主アーム本体板部６８３の周縁部から前方
に延出する主アーム壁部６８４とから基本的に構成される。主アーム本体６８１は、前方
に開放する主アームネジ孔６８１ａが主アーム本体６８１の長手方向に離間して一対設け
られている。主アーム本体板部６８３の開放端側の縁部には、主アーム壁部６８４が設け
られておらず、当該部位に延出用開口６８５が形成されている。また、主アーム本体板部
６８３には、駆動アーム６５６が連結する回動連結部６８６が形成されている。この回動
連結部６８６は、主アーム部６７８において、支軸部６７３および第１接続部６７４を結
ぶ線分の中点(図１１４の符号Ｍ参照)より第１接続部６７４側に偏倚した位置に設けられ
る。回動連結部６８６は、上側の主アーム壁部６８４が下方へ円弧状に凹んで形成された
連結用凹部(連結溝)６８７と、該連結用凹部６８７内に前後方向に設けられる回動連結軸
(第１連結軸,連結軸)６８８とから構成される(右側のアーム部材６０７を示す図１１５参
照)。主アーム本体板部６８３には、連結用凹部６８７内に臨む前面に前方に開放する主
アーム後軸凹部６８９が凹設されており、該主アーム後軸凹部６８９に回動連結軸６８８
の後端部が挿入されるようになっている。
【０２９０】
　前記主アーム本体板部６８３の開放端側(可動部材５０３から離間する端部側)には、前
面から前方に突出して支軸部６７３が設けられている。この支軸部６７３は、前後方向に
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貫通する支軸孔６７３ａが形成された筒状体であって、該支軸孔６７３ａに第１回動軸５
７１が挿通されるようになっている。支軸孔６７３ａの開口寸法は、第１回動軸５７１の
外径より僅かに大きく設定されており、該第１回動軸５７１が支軸孔６７３ａに嵌挿され
ることで、第１回動軸５７１に支軸部６７３がガタつくことなく軸支される。なお、支軸
部６７３の前端部は、主アーム壁部６８４より前方に突出するよう形成されている。
【０２９１】
　前記主アーム本体６８１には、該主アーム本体６８１の短手方向に離間する主アーム壁
部６８４を連結する主アーム連結壁６９０が設けられており、該主アーム連結壁６９０に
主アーム本体６８１の長手方向に開放する係止孔６９０ａが形成されている。支軸部６７
３には、互いに反対方向へ延出する２つの弾性付勢片６９１ａ,６９１ａを備えた付勢部
材６９１が設けられる。一方の弾性付勢片６９１ａは、主アーム連結壁６９０の係止孔６
９０ａに挿通されるようになっている。また、図１１６に示すように、他方の弾性付勢片
６９１ａは、延出用開口６８５を介して主アーム本体６８１の外方へ延出し、弾性体係止
部６６５,６６５の間に係止される。両弾性付勢片６９１ａ,６９１ａが係止された状態で
、係止孔６９０ａに係止された弾性付勢片６９１ａは、主アーム部６７８(アーム部材６
０７)を他方向へ揺動させる方向に弾性力を付与するようになっている。すなわち、アー
ム部材６０７は、付勢部材６９１により常に他方向(可動部材５０３を上方へ移動させる
方向)へ回動する方向へ付勢されている。
【０２９２】
　前記主アームカバー６８２には、主アームネジ孔６８１ａに対応する一対の主アーム通
孔６８２ａ,６８２ａが前後方向に開放して形成されている。そして、前記主アームネジ
孔６８１ａに整合した主アーム通孔６８２ａを介してネジを主アームネジ孔６８１ａに螺
挿することで、主アームカバー６８２が主アーム本体板部６８３の前側にネジ止めされる
。主アームカバー６８２の外側(可動部材５０３から離間する側)の端部には、前後方向に
開放する支軸用貫通孔６８２ｂが形成されている。そして、主アームカバー６８２を主ア
ーム本体板部６８３に取付けた状態で、支軸用貫通孔６８２ｂに支軸部６７３の前端部が
臨むようになっている。また、主アームカバー６８２の後面には、主アーム後軸凹部６８
９に対応して主アーム前軸嵌合孔６９２が前後方向に開放するよう形成されており、主ア
ームカバー６８２を主アーム本体板部６８３に取付けた状態で、回動連結軸６８８の前端
部が主アーム前軸嵌合孔６９２に嵌合するになっている。なお、主アーム前軸嵌合孔６９
２に嵌合した回動連結軸６８８の前端部には、抜け止めが施されるようになっている。
【０２９３】
　前記第１接続部６７４は、第１ガイド溝６１０に摺動自在に接続されて、アーム部材６
０７と可動部材５０３とを連結するものである。第１接続部６７４は、主アーム部６７８
および延出アーム部６８０に一体的に形成された接続部本体６９３と、該接続部本体６９
３の前側に配設される係止盤６９４とから構成されている。接続部本体６９３は、主アー
ム部６７８および延出アーム部６８０を連結する円形状の部材であって、接続部本体６９
３の直径は、第１ガイド溝６１０の延在方向に直交する方向(上下方向)の開口寸法より大
きく設定されている。接続部本体６９３には、その中心部から前方に突出して接続突起６
９５が設けられている。係止盤６９４は、接続部本体６９３と略同面積の円盤状部材であ
って、係止盤６９４の直径は、第１ガイド溝６１０の上下方向の開口寸法より大きく設定
されている。係止盤６９４の後面には、後方に突出する係止ボス部６９６(図１１８参照)
が形成されている。この係止ボス部６９６は、係止盤６９４の後面からの突出量が、接続
台部６０６の接続台部基体６０８の厚みより僅かに大きく設定されている。また、係止ボ
ス部６９６の外径は、第１ガイド溝６１０の上下方向の開口寸法より僅かに小さく設定さ
れ、第１ガイド溝６１０を挿通し得るようになっている。更に、係止ボス部６９６は、第
１ガイド溝６１０の端部の円弧形状に略整合する断面形状とされ、係止ボス部６９６の側
面の略半分が第１ガイド溝６１０の端部に嵌合し得るよう構成される。
【０２９４】
　前記係止盤６９４および係止ボス部６９６には、両部材の中心部を貫通する接続部用嵌
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合孔６９７が前後方向に開放して形成されている。この接続部用嵌合孔６９７の開口寸法
は、接続突起６９５の外径より僅かに大きく設定されており、該接続部用嵌合孔６９７に
接続突起６９５が前側から嵌挿されることで、係止盤６９４が接続部本体６９３に対し回
転自在に取付けられる。すなわち、第１接続部摺動空間６１２に臨ませた係止盤６９４の
接続部用嵌合孔６９７に対し、第１ガイド溝６１０を介して接続突起６９５を後方から嵌
挿させ、該接続部用嵌合孔６９７を介して係止盤６９４の前面側に臨んだ接続突起６９５
に対し抜け止めを施すことで、係止盤６９４が接続部本体６９３に取付けられる(図１１
９参照)。係止盤６９４を接続部本体６９３に取付けた状態では、係止ボス部６９６の後
端部が接続部本体６９３の前面に当接し、該係止盤６９４は接続部本体６９３に対し係止
ボス部６９６の突出分だけ前方に離間する。そして、係止盤６９４および接続部本体６９
３の間に第１ガイド溝６１０の縁部が挟まれることで、第１接続部６７４が第１ガイド溝
６１０に摺動自在に接続される。
【０２９５】
　ここで、第１接続部６７４は、可動部材５０３が第１位置にあっては、図１２０に示す
ように、第１ガイド溝６１０の外側(支軸部６７３側)の端部(一端部)に当接し、可動部材
５０３が第２位置にあっては、図１２２に示すように、第１ガイド溝６１０の内側(作動
体５０４側)の端部(他端部)に当接するよう構成されている。すなわち、第１ガイド溝６
１０は、両端部に第１接続部６７４に当接することで、可動部材５０３の移動量を規定し
ている。また、可動部材５０３が第１位置から第２位置に移動する際には、係止ボス部６
９６が第１ガイド溝６１０に沿って外側から内側に移動するようになっている(図１２１
参照)。すなわち、第１接続部６７４は、可動部材５０３が第１位置から第２位置に移動
する際に、第１ガイド溝６１０を右方(右側の第１接続部６７４では、左方)に摺動する。
一方、可動部材５０３が第２位置から第１位置に移動する際には、係止ボス部６９６が第
１ガイド溝６１０に沿って内側から外側に移動するようになっている。すなわち、第１接
続部６７４は、可動部材５０３が第２位置から第１位置に移動する際に、第１ガイド溝６
１０を左方(右側の第１接続部６７４では、右方)に摺動する。
【０２９６】
　前記補助アーム部６７９は、主アーム部６７８における第１接続部６７４に近接する部
位から下方に延出するよう形成されており、支軸部６７３を中心とする円弧状に延在して
いる。補助アーム部６７９の開放端側の端部には、第２接続部６７５が設けられている。
この第２接続部６７５は、第２ガイド溝６１１に摺動自在に接続されて、アーム部材６０
７と回動部材とを連結するものである。すなわち、第２接続部６７５は、可動部材５０３
に対し第１接続部６７４より下方(第１接続部６７４とは異なる箇所)で接続されており、
各アーム部材６０７の第１,第２接続部６７４,６７５が可動部材５０３に２箇所で接続す
ることで、実施例の如く、左右方向に長尺で重量のある可動部材５０３を安定的に保持し
ている。なお、第２接続部６７５は、第１接続部６７４と基本的に同じ構成であるので、
各部材に第１接続部６７４と同じ符号を付して、詳細な説明は省略する。図１１９に示す
ように、第２接続部６７５は、第２ガイド溝６１１に前方から挿入させた接続突起６９５
を第２接続部摺動空間６１３に位置する係止盤６９４の接続部用嵌合孔６９７に嵌挿させ
、該接続部用嵌合孔６９７を介して係止盤６９４の前面側に臨んだ接続突起６９５に対し
抜け止めを取付けることで、第２接続部６７５が第２ガイド溝６１１に摺動自在に接続さ
れる。
【０２９７】
　ここで、第２接続部６７５は、可動部材５０３が第１位置にあっては、図１２０に示す
ように、第２ガイド溝６１１の内側(作動体５０４側)の端部(一端部)に当接し、可動部材
５０３が第２位置にあっては、図１２２に示すように、第２ガイド溝６１１の外側(支軸
部６７３側)の端部(他端部)に当接するよう構成されている。すなわち、第２ガイド溝６
１１は、両端部が第２接続部６７５に当接することで、第１ガイド溝６１０と同様に、可
動部材５０３の移動量を規定している。また、可動部材５０３が第１位置から第２位置に
移動する際には、係止ボス部６９６が第２ガイド溝６１１に沿って内側から外側に移動す
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るようになっている。すなわち、第２接続部６７５は、可動部材５０３が第１位置から第
２位置に移動する際に、第２ガイド溝６１１に沿って斜め左上方(右側の第２接続部６７
５では、斜め右上方)に摺動する。一方、可動部材５０３が第２位置から第１位置に移動
する際には、係止ボス部６９６が第２ガイド溝６１１に沿って外側から内側に移動するよ
うになっている。すなわち、第２接続部６７５は、可動部材５０３が第２位置から第１位
置に移動する際に、第２ガイド溝６１１を斜め右下方(右側の第２接続部６７５では、斜
め左下方)に摺動する。従って、可動部材５０３の移動時における第２接続部６７５の摺
動方向は、第１接続部６７４と左右反対となる。
【０２９８】
　ここで、前述のように、第２ガイド溝６１１の内側の端部は、中心角が１８０°以上の
円弧形状をなしており、第２接続部６７５の係止ボス部６９６と内側の端部との接触面積
は、第２ガイド溝６１１の外側の端部よりも大きくなる。すなわち、係止ボス部６９６は
、側面の半分以上が第２ガイド溝６１１の内側の端部に当接して、第２接続部６７５が第
２ガイド溝６１１の内側の端部に僅かに係合して保持される。但し、第２接続部６７５と
第２ガイド溝６１１の内側の端部との係合は、第２接続部６７５と第２ガイド溝６１１の
外側の端部との係合や第１接続部６７４と第１ガイド溝６１０の両端部との係合に較べて
僅かに強いものであり、可動部材５０３が第１位置から第２位置に移動する際に障害とな
るものではない。
【０２９９】
　前記延出アーム部６８０は、第１接続部６７４から作動体５０４側(支軸部６７３とは
離間する側)へ直線的に延出するよう形成されている。延出アーム部６８０は、主アーム
部６７８に対し第２接続部６７５側へ傾斜しており、主アーム部６７８および延出アーム
部６８０は「く」の字状をなしている。延出アーム部６８０の開放端部側(アーム部材６
０７における第１接続部６７４を挟んで支軸部６７３と反対側)には、第３接続部６７７
が設けられている。この第３接続部６７７は、第３ガイド溝６４０に摺動自在に接続され
て、アーム部材６０７と作動体５０４とを連結するものである。すなわち、作動体５０４
は、第１接続部６７４および第２接続部６７５よりも支軸部６７３から離間した箇所でア
ーム部材６０７に接続されている。従って、アーム部材６０７の揺動時における作動体５
０４の変位量が可動部材５０３より大きくなり、作動体５０４は、可動部材５０３に対し
て相対的に移動するようになっている。なお、第３接続部６７７は、第１,第２接続部６
７４,６７５と基本的に同一の構成なので、各部材に第１接続部６７４と同じ符号を付し
て説明は省略する。第３接続部６７７は、第３ガイド溝６４０に前側から係止ボス部６９
６を挿通した係止盤６９４の接続部用嵌合孔６９７に接続部本体６９３の接続突起６９５
を嵌入し、該接続部用嵌合孔６９７の前方開口に臨む接続突起６９５に抜け止めを施すこ
とで、第３ガイド溝６４０に接続されるようになっている。そして、アーム部材６０７が
揺動することで、第３接続部６７７は、第３ガイド溝６４０の延在方向に沿って左右方向
に摺動するよう構成される。
【０３００】
(駆動アームについて)
　前記駆動アーム６５６,６５６は、支持ケース部材５６９に姿勢変化可能に配設される
と共に、アーム部材６０７,６０７を吊り下げ保持し、自ら姿勢変化することでアーム部
材６０７,６０７を揺動させるものである。各駆動アーム６５６は、図１１６に示す如く
、可動部材５０３の第１位置に対応する第１姿勢と、図１１７に示す如く、可動部材５０
３の第２位置に対応する第２姿勢とに姿勢変化するよう構成されている。すなわち、駆動
アーム６５６は、第１姿勢から第２姿勢に姿勢変化することで、アーム部材６０７を一方
向へ回動させ、第２姿勢から第１姿勢に姿勢変化することで、アーム部材６０７を他方向
へ回動させるようになっている。
【０３０１】
　前記駆動アーム６５６は、アーム部材６０７(主アーム部６７８)に連結された第１リン
ク部６９８と、第１リンク部６９８に連結されると共に、第２回動軸５７２に軸支された
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第２リンク部６９９とから基本的に構成されている。図１１３に示すように、第１リンク
部６９８は、所要長さを有する板状体であって、前後方向に開放する第１リンク連結孔６
９８ａ,６９８ａが長手方向の両端部に形成されている。第１リンク部６９８は、一方の
第１リンク連結孔６９８ａに回動連結軸６８８を挿通した状態で、主アームカバー６８２
を主アーム本体板部６８３に取付けることで、主アーム部６７８(アーム部材６０７)に回
動自在に連結される。また、他方の第１リンク連結孔６９８ａには、リンク部連結軸(第
２連結軸)７００が挿通されるようになっている。
【０３０２】
　前記第２リンク部６９９は、所要長さを有する第２リンク本体７０１と、可動部材用モ
ータ６５７の可動部材用モータ駆動ギヤ６７２に噛合する駆動アーム従動ギヤ(従動ギヤ)
７０２と、該駆動アーム従動ギヤ７０２に形成された駆動アーム当接部(当接部)７０３と
を備えている。第２リンク本体７０１には、一端に前後方向に開放する第２リンク連結孔
７０１ａが形成され、第１リンク連結孔６９８ａを挿通したリンク部連結軸７００を第２
リンク連結孔７０１ａに挿通し、リンク部連結軸７００に対し抜け止めを施すことで、第
２リンク部６９９が第１リンク部６９８に後側から回動自在に連結される。第２リンク本
体７０１の他端側には、該第２リンク本体７０１の前面から突出して回動軸支部７０４が
形成され、該回動軸支部７０４に前後方向に開放する第２アーム軸支孔７０４ａが形成さ
れている。この第２アーム軸支孔７０４ａの開口寸法は、ベース板金５１０の第２回動軸
５７２の外径より僅かに大きく設定されており、第２アーム軸支孔７０４ａに第２回動軸
５７２が嵌挿されることで、第２リンク部６９９が第２回動軸５７２に回動自在に軸支さ
れる。ここで、第２リンク部６９９が一方向(図１１６では、時計回り方向)へ回動するこ
とで、駆動アーム６５６が第１姿勢から第２姿勢に姿勢変化し、第２リンク部６９９が他
方向(図１１７では、反時計回り方向)へ回動することで、駆動アーム６５６が第２姿勢か
ら第１姿勢に姿勢変化するようになっている。また、第２リンク本体７０１には、該第２
リンク本体７０１の短手方向に突出する扇状の駆動アーム原位置被検知片７０１ｂが形成
されている。
【０３０３】
　前記駆動アーム従動ギヤ７０２は、回動軸支部７０４を回転中心とする半円形状のギヤ
であって、第２リンク本体７０１に一体的に形成されている。駆動アーム従動ギヤ７０２
の歯部は、円弧部分の周縁部に形成されている。また、駆動アーム従動ギヤ７０２は、第
２リンク本体７０１の後面から該第２リンク本体７０１の短手方向へ突出するよう形成さ
れている。そして、駆動アーム従動ギヤ７０２は、図１１６に示すように、歯部が規制リ
ブ６６８と反対側(可動部材用モータ６５７側)を臨むように支持ケース部材５６９に設置
される。第２リンク部６９９が第２回動軸５７２に軸支された状態では、駆動アーム従動
ギヤ７０２の歯部の一部が可動部材用モータ６５７の後面と後設置面部６６０との間に臨
んで、可動部材用モータ駆動ギヤ６７２に噛合するようになっている。駆動アーム従動ギ
ヤ７０２には、歯部の両端部を結ぶ直線状の端縁部から前方へ突出するように駆動アーム
当接部７０３が一体的に形成されている。この駆動アーム当接部７０３は、回動軸支部７
０４を挟んでリンク部連結軸７００側に位置する下限位置当接部７０３ａと、リンク部連
結軸７００とは反対側に位置する上限位置当接部７０３ｂとから構成される。
【０３０４】
(駆動アームが第１姿勢にある場合について)
　次に、駆動アーム６５６が第１姿勢にある場合について説明する。図１１６に示すよう
に、駆動アーム６５６が第１姿勢では、リンク部連結軸７００が回動軸支部７０４の上方
に位置すると共に、該回動軸支部７０４を挟んで回動連結軸６８８とは反対側に位置する
よう構成されている。すなわち、駆動アーム６５６が第１姿勢では、リンク部連結軸７０
０が回動軸支部７０４の左方(右側の駆動アーム６５６では、右方)に位置すると共に、回
動連結軸６８８が回動軸支部７０４の右方(右側の駆動アーム６５６では、左方)に位置し
ている。また、回動連結軸６８８は、規制リブ６６８と略同一の高さに位置し、第１リン
ク部６９８および第２リンク部６９９がリンク部連結軸７００側で一部重なった状態とな
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る。更に、上限位置当接部７０３ｂが規制リブ６６８の外側(可動部材５０３から離間す
る側)の端面に当接し、第２リンク部６９９の他方向への回動が阻止されるよう構成され
ている。すなわち、規制リブ６６８は、駆動アーム６５６が第１姿勢にあって、上限位置
当接部７０３ｂに当接することで、アーム部材６０７が他方向へ回動する方向への駆動ア
ーム６５６の姿勢変化を阻止している。また、駆動アーム原位置被検知片７０１ｂが可動
部材用原位置センサ６６７ｂの凹状検知部６６７ｃに臨み、可動部材用原位置検知装置６
６７が可動部材５０３の原位置(第１位置)を検知する。
【０３０５】
　更に、前記駆動アーム６５６が第１姿勢では、アーム部材６０７は、主アーム部６７８
が支軸部６７３から第１接続部６７４に向かうにつれて上方へ傾斜すると共に、延出アー
ム部６８０が略水平な姿勢となっている。この状態では、第１接続部６７４および第３接
続部６７７が支軸部６７３より上方に位置すると共に、第２接続部６７５が支軸部６７３
と略同一高さに位置している。そして、前記駆動アーム６５６が第１姿勢では、前述のよ
うに、第１接続部６７４が第１ガイド溝６１０の外側の端部に当接すると共に、第２接続
部６７５が第２ガイド溝６１１の内側の端部に当接している。すなわち、第１接続部６７
４および第２接続部６７５が、夫々、対応するガイド溝６１０,６１１において左右反対
側の端部に当接することで、可動部材５０３は、上方(第２位置から第１位置へ移動する
方向)への移動が規制された状態で第１位置に保持される。更に、駆動アーム６５６が第
１姿勢にあっては、リンク部連結軸７００が回動軸支部７０４より外側に位置するため、
アーム部材６０７を介して第２リンク部６９９に付与される可動部材５０３の自重による
負荷は、第２リンク部６９９を他方向へ回動させる方向に付与されるよう構成される。そ
して、駆動アーム６５６が第１姿勢では、第２リンク部６９９の他方向への回動は、規制
リブ６６８によって規制されるため、可動部材５０３の負荷により第２リンク部６９９が
回動するのは阻止されるようになっている。
【０３０６】
(駆動アームが第２姿勢にある場合について)
　次に、駆動アーム６５６が第２姿勢にある場合について説明する。図１１７に示すよう
に、駆動アーム６５６が第２姿勢では、リンク部連結軸７００が回動軸支部７０４より内
側(作動体５０４側)に位置するよう構成されている。また、回動連結軸６８８は、支軸部
６７３と略同一の高さに位置し、第１リンク部６９８および第２リンク部６９９は略９０
°屈曲した状態となる。更に、下限位置当接部７０３ａが規制リブ６６８の内側(作動体
５０４側)の端面に当接し、第２リンク部６９９の一方向への回動が阻止されるよう構成
されている。すなわち、駆動アーム６５６が第２姿勢にあっては、規制リブ６６８は、ア
ーム部材６０７が一方向へ回動する方向への駆動アーム６５６の姿勢変化を阻止している
。なお、駆動アーム６５６が第２姿勢では、駆動アーム原位置被検知片７０１ｂが可動部
材用原位置センサ６６７ｂの凹状検知部６６７ｃから離脱するようになっている。
【０３０７】
　また、前記駆動アーム６５６が第２姿勢にあっては、アーム部材６０７は、主アーム部
６７８が略水平姿勢になると共に、延出アーム部６８０が第１接続部６７４から第３接続
部６７７に向かうにつれて下方傾斜した姿勢となる。この状態では、第１接続部６７４が
支軸部６７３と略同一高さに位置すると共に、第２接続部６７５および第３接続部６７７
が支軸部６７３より下方に位置している。また、駆動アーム６５６が第２姿勢では、前述
のように、第１接続部６７４が第１ガイド溝６１０の内側の端部に当接すると共に、第２
接続部６７５が第２ガイド溝６１１の外側の端部に当接する。すなわち、第１接続部６７
４および第２接続部６７５が、夫々、対応するガイド溝６１０,６１１において左右反対
側の端部に当接することで、可動部材５０３は、下方(第１位置から第２位置へ移動する
方向)への移動が規制された状態で第２位置に保持される。更に、駆動アーム６５６が第
２姿勢にあっては、図１１７に示すように、リンク部連結軸７００が回動軸支部７０４よ
り内側に位置するため、アーム部材６０７を介して第２リンク部６９９に付与される可動
部材５０３の自重による負荷は、第２リンク部６９９を一方向へ回動させる方向に付与さ
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れるよう構成される。そして、前述のように、駆動アーム６５６が第２姿勢では、第２リ
ンク部６９９の一方向への回動は、規制リブ６６８によって規制されるため、可動部材５
０３の負荷により第２リンク部６９９が回動するのは阻止されるよう構成される。
【０３０８】
(第１可動演出装置の可動演出について)
　次に、第１可動演出装置５００の可動演出について、以下説明を行う。第１可動演出装
置５００では、所定条件が成立すると、可動体５０１、可動部材５０３および作動体５０
４の３つの部材による複合的な可動演出が行われるようになっている。
【０３０９】
(可動部材装置の可動演出について)
　先ず始めに、可動部材装置５０５の可動演出について説明を行う。なお、可動部材装置
５０５が可動演出を行う前の状態では、駆動アーム６５６,６５６が第１姿勢にあって可
動部材５０３が第１位置に位置し、作動体５０４が可動部材５０３の後方に重なって作動
体収容凹部６０５に収容されている。
【０３１０】
　先ず始めに、左右の可動部材用モータ６５７,６５７を同期して駆動して、可動部材５
０３および作動体５０４を上下に平行移動させる場合について説明する。所定条件が成立
すると、統括制御装置３７が左右の可動部材用モータ６５７,６５７に制御信号を送出し
、両可動部材用モータ６５７,６５７が同期して駆動する。すると、可動部材用モータ駆
動ギヤ６７２が回転して、該可動部材用モータ駆動ギヤ６７２に噛合した駆動アーム従動
ギヤ７０２が回動される。すると、第２リンク部６９９が一方向(図１２４において、左
側の第２リンク部６９９は時計回り方向、右側の第２リンク部６９９は反時計回り方向)
に回動して、駆動アーム６５６が姿勢変化を開始する。すなわち、駆動アーム６５６とア
ーム部材６０７との連結部である回動連結軸６８８が下降し、アーム部材６０７が付勢部
材６９１の弾性力に抗して一方向へ回動する。
【０３１１】
　すると、図１２１に示すように、アーム部材６０７の第１接続部６７４が第１ガイド溝
６１０を外側の端部から内側の端部へ向けて内側へ水平方向に摺動すると共に、アーム部
材６０７の第２接続部６７５が、第２ガイド溝６１１を内側の端部から外側の端部へ向け
て斜め上方に摺動する。これにより、可動部材５０３が水平姿勢のまま下方へ移動する。
このように、実施例では、アーム部材６０７の第１,第２接続部６７４,６７５が可動部材
５０３に接続されて、可動部材５０３は、両アーム部材６０７に４箇所で支持されている
。従って、実施例の如く、長尺で重量のある可動部材５０３であっても安定的に支持する
ことができ、可動部材５０３をグラつくことなく確実に移動させることが可能となる。
【０３１２】
　ここで、実施例では、アーム部材６０７と駆動アーム６５６との連結部である回動連結
部６８６は、アーム部材６０７の支軸部６７３および第１接続部６７４を結ぶ線分の中点
より第１接続部６７４側に偏倚している(図１１４参照)。従って、支軸部６７３および第
１接続部６７４を結ぶ線分の中点より支軸部６７３側に回動連結部６８６を設けた場合に
較べ、アーム部材６０７を揺動させるのに必要な力を小さくし得る。これにより、比較的
出力の小さい可動部材用モータ６５７を用いることができ、製造コストやランニングコス
トを抑制することが可能となる。なお、駆動アーム６５６は、第１リンク部６９８がアー
ム部材６０７の連結用凹部６８７の内部で連結する構成としたので、駆動アーム６５６を
アーム部材６０７の前面や後面側で連結した場合に較べ、アーム部材６０７および駆動ア
ーム６５６をバランスよく連結することができる。従って、駆動アーム６５６によりアー
ム部材６０７を安定的に揺動させることができ、スムーズな可動部材５０３の移動を実現
し得る。
【０３１３】
　各アーム部材６０７が一方向へ回動することで、第３接続部６７７が第３ガイド溝６４
０を水平方向に移動する。更に、作動体５０４に設けられた連結ガイド部６３１が連結ガ
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イドシャフト６４８に沿って下方へスライドすることで、作動体５０４が水平姿勢のまま
下方へ移動する。すなわち、可動部材装置５０５では、可動部材５０３と同期して作動体
５０４が下方へ移動するので、両部材によって一体感のある可動演出を行うことができ、
遊技の興趣が高められる。
【０３１４】
　ここで、アーム部材６０７と作動体５０４とを接続する第３接続部６７７は、第１,第
２接続部６７４,６７５より支軸部６７３から離間して、アーム部材６０７の揺動時にお
ける第３接続部６７７の変位量は大きくなっている。従って、作動体５０４の移動量は、
可動部材５０３よりも大きくなるので、図１２１に示すように、作動体５０４は、可動部
材５０３が下方に移動するにつれて、可動部材５０３の下端部から突出し、作動体５０４
は可動部材５０３に対し相対的に下方へ移動することとなる。すなわち、作動体５０４は
、可動部材５０３に隠れた状態から徐々に露出して、遊技者側から視認し得るようなるの
で、演出効果の高い可動演出を行い得る。しかも、連結ガイド部６３１が連結ガイドシャ
フト６４８に沿って案内されることで、作動体５０４を確実に移動させることが可能とな
る。また、連結ガイド部６３１の細径部６５４は、連結ガイドシャフト６４８の外径より
僅かに大きな断面形状であるので、作動体５０４の前後方向および左右方向への移動は規
制される。従って、作動体５０４が前後左右にぶれて、ガタつきながら移動するのを防止
して、作動体５０４を安定的に移動させることが可能となる。なお、作動体５０４に左右
方向に延在する第３ガイド溝６４０を設け、該第３ガイド溝６４０を第３接続部６７７が
摺動することで、作動体５０４の移動を許容しつつ安定的に作動体５０４を移動させるこ
とが可能となる。
【０３１５】
　ここで、実施例に係る可動部材５０３は、ベース突出部６０３の後面にベースコネクタ
用開口部６１４やケーブルコネクタ用開口部６１５を設け、中基板コネクタ部６００や中
基板ケーブル用コネクタ部６０１、更にフラットケーブル５６６や配線６４７,５９９ｂ,
５９８ｂが邪魔にならないようになっている。従って、作動体５０４が可動部材５０３に
対し移動する際に、コネクタ部６００,６０１やフラットケーブル５６６等が作動体５０
４に干渉し難くして、断線や作動体５０４の移動に支障が生じるのを抑制している。
【０３１６】
　実施例に係る可動部材５０３は、図７に示すように、第１位置にあって、左右の重なり
部５８２,５８２が盤本体４２と裏ユニット５０の上辺部５２ａとの間に位置しており、
左右方向に長尺な構成となっている。このように長尺な可動部材５０３が下方へ移動する
ことで、遊技者に迫力のある可動演出を提供することが可能となる。しかも、可動部材５
０３は、表示枠体１００の窓口１００ａを介して前側に臨む露出部５８３が前方に突出し
た立体的形状としたので、より迫力ある可動演出を行うことが可能となる。また、可動部
材５０３が下方に移動する際に、左右の重なり部５８２,５８２が左側スペース７８１お
よび右側スペース７５１を夫々移動する。この場合も、透明な盤本体４２を介して左右の
重なり部５８２,５８２を視認し得るので、遊技者は可動部材５０３の全体を確認するこ
とができ、迫力ある可動演出を楽しむことができる。しかも、表示枠体１００を透明に構
成したので、左右の重なり部５８２,５８２はより視認し易くなる。また、左右の重なり
部５８２,５８２は、可動部材５０３が下方に移動するにつれて、徐々に表示枠体１００
の窓口１００ａに臨むので、遊技者は、重なり部５８２,５８２を含む可動部材５０３全
体を直接視認することができる。
【０３１７】
　ところで、可動部材５０３および作動体５０４の可動演出時に、統括制御装置３７は、
夫々に設けられた可動部材発光装置５８１および作動体発光装置６３６に制御信号を送出
して、両発光装置５８１,６３６を発光させるようになっている。すなわち、可動部材５
０３については、可動部材発光装置５８１の可動部材発光素子５９６が発光して、発光板
５９４の側端面に光を照射する。そして、可動部材発光素子５９６から照射された光によ
り発光板５９４全体が明輝して、前板装飾部材５８９が発光される。これにより、可動部
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材５０３の前板貫通口５８７を介して視認される英文字が発光した状態となって、移動時
の可動部材５０３をより目立たせることが可能となる。同様に、作動体発光装置６３６の
作動体発光素子６４５が点灯することで、大型作動体飾り部６３８および小型作動体飾り
部６３７が発光して、下方へ移動する作動体５０４の演出効果が高められる。
【０３１８】
　第２リンク部６９９が更に回動して、駆動アーム６５６が第２姿勢に姿勢変化すると、
統括制御装置３７は、左右の可動部材用モータ６５７,６５７に対し同時に停止信号を送
出し、両可動部材用モータ６５７,６５７の駆動を停止させる。すると、各可動部材用モ
ータ駆動ギヤ６７２の回転が停止され、駆動アーム従動ギヤ７０２の回動が停止される。
これにより、図１２２に示すように、アーム部材６０７は、主アーム部６７８が略水平と
なった姿勢で回動が停止し、可動部材５０３を第２位置で停止させる。このとき、各アー
ム部材６０７の第１接続部６７４は、第１ガイド溝６１０の内側の端部(左側の第１接続
部６７４は第１ガイド溝６１０の右端部、右側の第１接続部６７４は第１ガイド溝６１０
の左端部)に当接すると共に、第２接続部６７５は、第２ガイド溝６１１の外側の端部(左
側の第２接続部６７５は第２ガイド溝６１１の左端部、右側の第２接続部６７５は第２ガ
イド溝６１１の右端部)に当接するようになっている。すなわち、第１,第２接続部６７４
,６７５が、夫々、第１,第２ガイド溝６１０,６１１の端部に当接することで、可動部材
５０３を第２位置で確実に停止させることが可能となる。
【０３１９】
　ここで、実施例では、駆動アーム６５６が第２姿勢に姿勢変化した際に、駆動アーム従
動ギヤ７０２の下限位置当接部７０３ａが規制リブ６６８に当接する。従って、駆動モー
タの姿勢変化が阻止されて、実施例の如く重量のある可動部材５０３であっても、第２位
置で確実に停止させることができる。すなわち、実施例では、第１,第２接続部６７４,６
７５が第１,第２ガイド溝６１０,６１１の端部に当接する構成に加えて、規制リブ６６８
が駆動アーム６５６の姿勢変化を阻止する構成を採用することで、可動部材５０３を確実
に第２位置に停止させ得るようになっている。しかも、可動部材５０３の自重による負荷
は、アーム部材６０７を介して第２リンク部６９９を一方向へ回動させる向きに付与され
るが、規制リブ６６８が下限位置当接部７０３ａに当接することで、可動部材５０３から
の負荷を規制リブ６６８で支持することができる。従って、可動部材５０３が第２位置に
到来した後も、該可動部材５０３を第２位置に安定的に保持することができる。更に、規
制リブ６６８は、支軸部６７３および第１接続部６７４の間でアーム部材６０７に接続さ
れた駆動アーム６５６の姿勢変化を阻止する構成であるので、規制リブ６６８がアーム部
材６０７の回動を直接阻止する構成に較べ、規制リブ６６８や駆動アーム６５６に加わる
負荷を小さくし得る。従って、規制リブ６６８や駆動アーム６５６が損傷等するのを抑制
し得ると共に、極めて強固な規制リブ６６８を設ける必要がないので、製品コストが嵩む
のを防止し得る。
【０３２０】
　実施例では、可動部材用モータ６５７に直接駆動される第２リンク部６９９の駆動アー
ム従動ギヤ７０２に駆動アーム当接部７０３を設け、規制リブ６６８が駆動アーム従動ギ
ヤ７０２に当接する構成とした。従って、可動部材５０３が第１位置に到来したにも拘ら
ず可動部材用モータ６５７が停止しなかったとしても、可動部材用モータ６５７による負
荷を規制リブ６６８で受けることができる。すなわち、規制リブ６６８が駆動アーム従動
ギヤ７０２に当接することで、可動部材用モータ６５７による負荷が第１リンク部６９８
やアーム部材６０７に伝わることがなく、これらの部材が変形したり破損したりするのを
防止し得る。
【０３２１】
　ここで、可動部材５０３が第２位置に到来すると、図６に示すように、作動体５０４は
、可動部材５０３より下方に位置して、可動部材５０３の下端部から大型作動体飾り部６
３８および小型作動体飾り部６３７が突出した状態となる。しかも、可動部材５０３が下
方に位置することで、左右の可動体５０１が表示枠体１００を介して前方から視認可能と
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なる。すなわち、可動部材５０３が第１位置から第２位置に移動することで、可動体５０
１および作動体５０４が露出する構成となって、遊技者に対し意外性のある遊技演出を行
うことができる。
【０３２２】
　次に、可動部材５０３が第２位置から第１位置へ移動する場合について説明する。統括
制御装置３７は、左右の可動部材用モータ６５７に対し制御信号を送出し、両可動部材用
モータ６５７を反対方向に同期して駆動させる。すると、各駆動アーム従動ギヤ７０２が
回動して、第２リンク部６９９が他方向(図１１４において、左側の第２リンク部６９９
は反時計回り方向、右側の第２リンク部６９９は時計回り方向)へ回動し、駆動アーム６
５６が第２姿勢から第１姿勢へ姿勢変化する。これにより、アーム部材６０７が他方向へ
回動して、可動部材５０３が平行姿勢のまま上方へ移動する。このとき、第１接続部６７
４は、第１ガイド溝６１０を内側の端部から外側へ摺動する。一方、第２接続部６７５は
、第２ガイド溝６１１を外側の端部から内側へ摺動する。このように、可動部材５０３が
上方へ移動する際においても、各アーム部材６０７が可動部材５０３を２箇所で支持する
ので、実施例の如く、可動部材５０３を安定して移動させることができる。
【０３２３】
　また、作動体５０４は、可動部材５０３に対し相対的に上方へ移動して、徐々に可動部
材５０３の後方に隠れていく。この場合においても、第３接続部６７７が第３ガイド溝６
４０を摺動すると共に、連結ガイド部６３１が連結ガイドシャフト６４８に沿って上方へ
案内されることで、作動体５０４は、前後および左右方向にブレることなく安定して上方
へ移動することが可能となる。
【０３２４】
　そして、駆動アーム６５６が第１姿勢に復帰すると、駆動アーム従動ギヤ７０２に設け
た駆動アーム原位置被検知片７０１ｂが可動部材用原位置センサ６６７ｂの凹状検知部６
６７ｃに臨み、可動部材用原位置検知装置６６７が可動部材５０３の原位置を検知する。
この検知信号を統括制御装置３７が受信すると、該統括制御装置３７は、左右の可動部材
用モータ６５７の駆動を同時に停止させる。これにより、アーム部材６０７は、図１２０
に示すように、主アーム部６７８が支軸部６７３から離間するにつれて上方へ傾斜した姿
勢で回動が停止し、可動部材５０３が第１位置に停止する。このとき、各アーム部材６０
７の第１接続部６７４は、第１ガイド溝６１０の外側の端部(左側の第１接続部６７４は
第１ガイド溝６１０の左端部、右側の第１接続部６７４は第１ガイド溝６１０の右端部)
に当接すると共に、第２接続部６７５は、第２ガイド溝６１１の内側の端部(左側の第２
接続部６７５は第２ガイド溝６１１の右端部、右側の第２接続部６７５は第２ガイド溝６
１１の左端部)に当接する。
【０３２５】
　このように、可動部材５０３が第１位置に到来した場合においても、第１,第２接続部
６７４,６７５が、夫々、第１,第２ガイド溝６１０,６１１の端部に当接し、可動部材５
０３が第１位置に確実に停止される。しかも、第２ガイド溝６１１の内側の端部は、中心
角が１８０°以上の円弧形状をなしており、係止ボス部６９６は、側面の半分以上が第２
ガイド溝６１１の内側の端部に当接する。すなわち、係止ボス部６９６が第２ガイド溝６
１１の内側の端部に嵌合した状態となって、第２接続部６７５が第２ガイド溝６１１の内
側の端部に僅かな力で係合した状態となる。これにより、第２接続部６７５が第２ガイド
溝６１１の内側の端部から離間する際の抵抗となり、可動部材５０３を第１位置に確実に
維持することが可能となる。
【０３２６】
　更に、駆動アーム６５６が第１姿勢に復帰した際に、規制リブ６６８が駆動アーム従動
ギヤ７０２の上限位置当接部７０３ｂに当接し、第２リンク部６９９が他方向へ回動する
のが阻止される。すなわち、可動部材５０３が第１位置に到来したときに、規制リブ６６
８が第１姿勢の駆動アーム６５６に当接して該駆動アーム６５６の姿勢変化を阻止するの
で、可動部材５０３は、第１位置で更に確実に停止される。ここで、第１姿勢の駆動アー
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ム６５６は、リンク部連結軸７００が回動軸支部７０４を挟んで回動連結軸６８８の反対
側(左側の駆動アーム６５６については、リンク部連結軸７００が回動軸支部７０４の左
方、右側の駆動アーム６５６については、リンク部連結軸７００が回動軸支部７０４の右
方)であって、リンク部連結軸７００が回動軸支部７０４の上方に位置する。従って、可
動部材５０３の自重による負荷は、第２リンク部６９９を他方向へ回動させる方向に付与
される。そして、第１姿勢にある駆動アーム６５６は、第２リンク部６９９の他方向への
回動は規制リブ６６８によって阻止されているので、可動部材５０３が自重により下方へ
移動するのは防止される。
【０３２７】
　次に、左右の可動部材用モータ６５７を非同期的に駆動させて、作動体５０４を回動さ
せる場合について説明する。例えば、左右の可動部材用モータ６５７を非同期的に駆動さ
せて、左右のアーム部材６０７の回動量を異ならせた場合には、図１３１に示すように、
左右の第３接続部６７７,６７７が上下方向にズレて、作動体５０４は、連結ガイド部６
３１を軸として回動する(図１２６参照)。すなわち、ガイド挿通孔６５３を細径部６５４
および拡開部６５５,６５５から構成することで、連結ガイド部６３１が細径部６５４を
中心として連結ガイドシャフト６４８に対し回動することが可能となる。従って、作動体
５０４を単に平行移動させるだけでなく、回動させると云った動きを加えることができ、
斬新な可動演出を行い得る。しかも、細径部６５４の開口断面は、連結ガイドシャフト６
４８の外形に合わせて設定されているので、連結ガイド部６３１の前後および左右方向へ
の移動は規制され、安定的に作動体５０４を回動させることが可能となる。
【０３２８】
　ここで、図１２６に示すように、連結ガイド部６３１は、可動部材５０３のサブベース
規制溝６３０に臨み、作動体５０４が所定角度で回動した場合には、連結ガイド部６３１
がサブベース規制溝６３０の側壁部に当接するようになっている。すなわち、サブベース
規制溝６３０の側壁部が連結ガイド部６３１に当接することで、作動体５０４が回動し過
ぎるのは防止され、作動体５０４やアーム部材６０７に大きな負荷が加わるのを回避し得
る。なお、可動部材用モータ６５７を非同期的に駆動させた場合には、左右の第１,第２
接続部６７４,６７５も上下にズレるため、可動部材５０３は、左右の第１,第２接続部６
７４,６７５の上下の変位量に応じて傾斜するようになっている。
【０３２９】
(可動装置の可動演出について)
　次に、可動体装置５０２の可動演出について説明を行う。なお、可動装置の可動演出は
、可動部材装置５０５の可動部材５０３が第１位置から下方へ移動して、可動体５０１が
表示枠体１００を介して前方から視認し得るようになった状態で行われる。また、非演出
時では、図８６に示すように、両可動体５０１,５０１が第１用可動体駆動ギヤ５６２と
の離間距離が等しくなるよう位置している。所定条件が成立すると、統括制御装置３７が
第１用可動体モータ５０８に制御信号を送出する。すると、第１用可動体モータ５０８が
駆動して、第１用可動体モータ駆動軸５０８ａを所定の回転速度で回転させる。例えば、
図８９に示すように、第１用可動体駆動ギヤ５６２が時計回り方向に回転すると、ラック
部５３０がラック部収容部５２９を左方へスライドする。このとき、ラック本体５５２の
下部がラック摺動面を摺動し、ラック部５３０がラック部収容部５２９をスムーズに左方
へスライドする。また、第１用可動体駆動ギヤ５６２の駆動ギヤ連結用ボス部５６２ａは
、ラック部５３０のギヤ逃げ凹部５５６に臨んでいるので、駆動ギヤ連結用ボス部５６２
ａがラック部５３０に干渉することはない。
【０３３０】
　ラック部５３０がスライドすると、可動体原位置検知凹部５６５ａに臨むラック部被検
知片５５５がモータ取付基板５５７の被検知片用長溝５６０を左方へスライドし、ラック
部被検知片５５５が可動体原位置検知凹部５６５ａから離脱する。また、ラック部５３０
がスライドすることで、可動体連結片５４６を介してラック部５３０に連結する左右の可
動体５０１,５０１が、同期して左方へ移動を開始する。このように、両可動体５０１,５
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０１が同期して左方へ移動することで、可動体５０１の意匠面部５５０に施された目玉の
模様が左方へ移動する様子が第１用可動体装飾部材７３０の可動体用窓部５７５を介して
視認され、遊技者にインパクトのある演出を提供し得る。なお、第１用ケース体５０７の
嵌合凹部５１７に嵌合した摺動部材５４５が該嵌合凹部５１７に沿って左方へ摺動して可
動体５０１を案内するので、可動体５０１は左方へ安定して移動することが可能となる。
【０３３１】
　このように、実施例の第１可動演出装置５００では、可動部材５０３および作動体５０
４による可動演出に加え、更に可動体５０１,５０１による可動演出がされるので、３種
の部材による多彩な可動演出を提供でき高い演出効果を発揮し得る。しかも、可動体５０
１,５０１は、左右方向へ移動する可動演出を行うのに対し、可動部材５０３および作動
体５０４は、該可動体５０１,５０１の移動方向に直交する上下方向に移動するので、複
数の部材により変化のある可動演出を行うことができ、遊技の興趣を高め得る。
【０３３２】
　ここで、図８６,図８５に示すように、可動体５０１内部の可動体発光装置５４３に接
続された配線５０１ａは、第１用ケース体５０７の前方壁部通孔部５１９を介して第１用
可動体案内部５２８に引き出され、該第１用可動体案内部５２８を案内されている。そし
て、第１用可動体案内部５２８を案内された配線５０１ａは、後方壁部通孔部５２２を介
して基板対向面部５２０の後側に引き出され、可動体用中継基板５０９の対応する可動体
配線用コネクタ部５０９ｃに接続されている。すなわち、第１用ケース体５０７の前面に
凹設した可動体５０１案内部を介して可動体５０１の配線５０１ａを可動体用中継基板５
０９に案内し得るので、可動体５０１の移動に伴って配線５０１ａが第１用ケース体５０
７から前方へはみ出るのを抑制し得る。従って、可動体５０１の配線５０１ａが他の部材
に引っ掛かり難くして、配線５０１ａが断線するのを抑制し得る。しかも、可動体５０１
の配線５０１ａを、第１用ケース体５０７における可動体５０１とは反対側の面に設けた
可動体用中継基板５０９に接続する構成としたので、配線５０１ａが可動体５０１に干渉
し難くなる。更に、第１用可動体モータ５０８および可動体原位置検知装置５６３の配線
５０８ｅ,５６４ｄは、第１用ケース体５０７の後方壁部５２１に設けた後方壁部挿通孔
を介して第１用ケース体５０７の基板対向面部５２０の後側に引き出される。従って、第
１用可動体モータ５０８や可動体原位置検知装置５６３の配線５０８ｅ,５６４ｄが、可
動体５０１に干渉するのは防止され、可動体５０１の移動に不具合が生じたり、配線５０
８ｅ、５６４ｄが断線したりするのを抑制し得る。
【０３３３】
　摺動部材５４５が嵌合凹部５１７の左端部に到来すると、統括制御装置３７は、第１用
可動体モータ５０８を反転させる。すると、図９０に示すように、第１用可動体駆動ギヤ
５６２が反時計回り方向に回転し、ラック部５３０が右方へスライドして、左右の可動体
５０１,５０１が右方へ移動し始める。すなわち、左右の可動体５０１,５０１が一斉に移
動方向を変更することで、２つの可動体５０１,５０１に一体感のある動きをさせること
ができる。しかも、第１用可動体装飾部材７３０の可動体用窓部５７５,５７５を介して
左右の目玉が辺りを見回しているかの如き演出をすることができ、迫力ある演出を提供し
得る。可動体５０１が右方へ移動して、ラック部被検知片５５５が可動体原位置検知凹部
５６５ａに到達すると、可動体原位置検知装置５６３が可動体５０１の原位置を検知する
。この原位置検知信号は、統括制御装置３７に送られ、該統括制御装置３７は、第１用可
動体モータ５０８に停止信号を送出し、第１用可動体モータ５０８が駆動停止する。これ
により、可動体装置５０２による可動演出が終了する。なお、統括制御装置３７は、最初
の原位置検知信号が受けた後も第１用可動体モータ５０８を停止させることなく、可動体
５０１の移動を継続するようにしてもよい。この場合には、可動体５０１が左右に複数回
往復移動した後に、第１用可動体モータ５０８が停止されるようになっている。
【０３３４】
(第２可動演出装置について)
　次に、第２可動演出装置(可動演出装置)７５０について説明を行う。第２可動演出装置
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７５０は、所定条件が成立すると、可動演出および発光演出を行うものであって、図５,
図１６に示すように、裏ユニット５０の右辺部５２ｂと盤本体４２の後面との間に画成さ
れる右側スペース７５１に配設される。図１３２,図１３３に示すように、第２可動演出
装置７５０は、裏ユニット５０の右辺部５２ｂ(遊技盤４０)に配設される右部設置部材(
設置部材)７５２と、該右部設置部材７５２に回動自在に配設された右部回動体(発光可動
体)７５３と、該右部回動体７５３を回動させる右部回動体用モータ(駆動手段)７５４と
から基本的に構成されている。
【０３３５】
(右部設置部材について)
　前記右部設置部材７５２は、図１３４,図１３５に示すように、裏ユニット５０の右辺
部５２ｂに取付けられる後側設置ケース体７５５と、該後側設置ケース体７５５の前側に
配設される前側設置ケース体７５６とから構成されている。後側設置ケース体７５５の後
面には、後方へ突出する後側設置ケースボス部７５５ａが複数形成され、該右部設置部用
ボス受け部７５５ａを介して後側設置ケース体７５５が裏ユニット５０の右辺部５２ｂに
ネジ止めされる。また、後側設置ケース体７５５の前面には、後側ケース体ボス受け部７
５５ｂが複数凹設されている。
【０３３６】
　前記後側設置ケース体７５５の後面には、右部回動体用モータ７５４が設置される右部
モータ設置部７５７が前方に突出して形成されており、該右部モータ設置部７５７の前面
に前後方向に開放する右部駆動軸貫通孔７５７ａが形成されている。更に、右部モータ設
置部７５７の前面には、右部駆動軸貫通孔７５７ａを挟むように一対の右部設置部ネジ孔
７５７ｂ,７５７ｂが前後方向に開放して形成されている。また、後側設置ケース体７５
５の後面には、後側設置ケース体配線フック７５８が複数形成されると共に、後側設置ケ
ース体７５５の後面下部に、上下方向に開放した下部配線挿通部７５９が形成されている
。後側設置ケース体７５５には、前後方向に開放した筒状の右部軸受け部７６０が前後方
向に突出して形成されている。右部軸受け部７６０の前後の開口部には、右部支軸棒７６
１(後述)を受けるための一対の右筒状軸受け体７６２,７６２が嵌合される。また、後側
設置ケース体７５５の前面には、右部軸受け部７６０の右側に位置して回動規制突起７６
３が前方に突出して形成されている。更に、後側設置ケース体７５５には、前後方向に開
放する円弧状案内部(案内部)７６４が後側設置ケース体７５５の前面から前方(右部回動
体７５３へ向けて)へ突出して形成されている。この円弧状案内部７６４は、右部軸受け
部７６０の下部と一部が連なって形成されており、該右部軸受け部７６０を中心とする円
弧状に延在している。
【０３３７】
　前記前側設置ケース体７５６は、前面に所要の装飾が施されて右部設置部材７５２の意
匠面を構成している。前側設置ケース体７５６の後面には、後側設置ケース体ボス受け部
７５５ｂに対応する前側ケース体ボス部７５６ａが後方に突出して複数形成されている。
そして、前側ケース体ボス部７５６ａの後端部を後側ケース体ボス受け部７５５ｂに嵌合
させて、該後側ケース体ボス受け部７５５ｂの通孔を介して前側ケース体ボス部７５６ａ
にネジを螺挿することで、前側設置ケース体７５６が後側設置ケース体７５５の前側にネ
ジ止めされる。前側設置ケース体７５６には、前後方向に開放する第１前側ケース体開口
７６５および第２前側ケース体開口７６６が上下の関係で形成されている。そして、前側
設置ケース体７５６を後側設置ケース体７５５に取付けた状態で、第１前側ケース体開口
７６５を介して円弧状案内部７６４、右部軸受け部７６０および回動規制突起７６３が前
方に臨むよう構成されている。また、前側設置ケース体７５６を後側設置ケース体７５５
に取付けた状態では、図１３６に示すように、第１前側ケース体開口７６５を介して円弧
状案内部７６４が前方に突出するようになっている。また、第２前側ケース体開口７６６
には、右部設置部ネジ孔７５７ｂおよび右部駆動軸貫通孔７５７ａが臨むようになってい
る。
【０３３８】



(87) JP 5450290 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

　前記右部回動体用モータ７５４は、統括制御装置３７により駆動制御されて、その右部
駆動軸７５４ａを正逆方向に回転されるようになっている。右部回動体用モータ７５４に
は、モータ本体部から外方に突出する一対の右部回動体用モータ取付片７５４ｂ,７５４
ｂを備え、各右部回動体用モータ取付片７５４ｂに前後方向に開放する右部回動体用モー
タ通孔７５４ｃが形成されている。そして、右部駆動軸７５４ａを右部駆動軸貫通孔７５
７ａに後方から挿通させて、右部モータ設置部７５７に右部回動体用モータ７５４を設置
し、右部回動体用モータ通孔７５４ｃを介して右部設置部ネジ孔７５７ｂにネジを螺挿す
ることで、右部回動体用モータ７５４が右部モータ設置部７５７にネジ止めされる。右部
回動体用モータ７５４が右部モータ設置部７５７に取付けられた状態では、右部駆動軸７
５４ａが第２前側ケース体開口７６６を介して前方に突出するようになっている。右部回
動体用モータ７５４の右部駆動軸７５４ａには、右部駆動ギヤ(駆動ギヤ)７６７が接続さ
れ、該右部駆動ギヤ７６７は、第２前側ケース体開口７６６を介して前側設置ケース体７
５６の前側に臨むようになっている。
【０３３９】
(右部回動体について)
　図１３７,図１３８に示すように、前記右部回動体７５３は、右部設置部材７５２に回
動自在に配設される右部回動体本体部７６８と、該右部回動体本体部７６８の前側に配設
される右部飾り体７６９と、該右部飾り体７６９に配設される複数の右部発光装置(発光
装置)７７０とから基本的に構成されている。右部回動体本体部７６８は、前方に開放す
る右部本体部ボス受け部７６８ａが前面に複数凹設されている。また、右部回動体本体部
７６８の上部側には、前後方向に開放する右部本体部貫通孔７６８ｂが形成されると共に
、該右部本体部貫通孔７６８ｂを挟むように一対の右部本体部ボス部７６８ｃ,７６８ｃ
が右部回動体本体部７６８の後面から後方に突出して形成されている。右部回動体本体部
７６８の左側部には、前後方向および左方に開放する右部回動体本体部切り欠き部７７１
が形成されている。右部回動体本体部７６８の後面には、右部回動体本体部切り欠き部７
７１に連通する右部本体部配線通路７７２が設けられている。この右部本体部配線通路７
７２は、右部回動体本体部７６８の左側部を構成する壁部と、該壁部から内側(右側)に離
間して設けた通路壁部７７２ａとの間に画成されて、右部回動体本体部７６８の左側部に
沿って上下方向に延在している。また、右部回動体本体部７６８の後面には、通路壁部７
７２ａから右部本体部配線通路７７２側(左方)へ延出する右部本体部配線フック７７３が
形成されている。
【０３４０】
　前記右部回動体本体部７６８の後面には、右部駆動ギヤ７６７に噛合する右部従動ギヤ
(従動ギヤ)７７４が設けられる。この右部従動ギヤ７７４は、扇状に形成された右部従動
ギヤ本体７７４ａと、該右部従動ギヤ本体７７４ａの円弧状の縁部に形成された歯部とか
ら構成される。右部従動ギヤ本体７７４ａには、右部本体部ボス部７６８ｃに対応する一
対の右部従動ギヤボス受け部７７４ｂ,７７４ｂが形成されている。そして、各右部従動
ギヤボス受け部７７４ｂに右部本体部ボス部７６８ｃの後端部を嵌合させて、該右部従動
ギヤボス受け部７７４ｂにネジを螺挿することで、右部従動ギヤ７７４が右部回動体本体
部７６８の後面にネジ止めされる。
【０３４１】
　右部従動ギヤ７７４を右部回動体本体部７６８に取付けた状態では、図１３９に示すよ
うに、右部従動ギヤ本体７７４ａが右部回動体本体部７６８の後面から離間し、右部従動
ギヤ本体７７４ａと右部回動体本体部７６８の後面との間に配線用スペース７７５が画成
される。この配線用スペース７７５は、右部本体部配線通路７７２の上部と連通している
。また、右部従動ギヤ７７４の前面には、筒状の右部従動ギヤ嵌合突部７７４ｃが形成さ
れ、該右部従動ギヤ嵌合突部７７４ｃおよび右部従動ギヤ７７４を貫通する右部従動ギヤ
軸孔７７４ｄが前後方向に開放して形成されている。この右部従動ギヤ嵌合突部７７４ｃ
は、右部従動ギヤ７７４を右部回動体本体部７６８に取付けた状態で、右部本体部貫通孔
７６８ｂに嵌合し、右部従動ギヤ７７４が位置決めされるようになっている。
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【０３４２】
　前記右部従動ギヤ７７４には、右部従動ギヤ軸孔７７４ｄに近接した位置(支軸側に偏
倚した位置)に、前後方向に開放する長孔状の案内通孔部(案内保持部)７７６が形成され
ている。この案内通孔部７７６は、右部従動ギヤ７７４を右部回動体本体部７６８に取付
けた際に、前方開口が配線用スペース７７５に連通するようになっている。右部従動ギヤ
軸孔７７４ｄには、右部回動体７５３の回動軸をなす右部支軸棒(支軸)７６１の前端部が
嵌入され、右部支軸棒７６１は、右部従動ギヤ７７４に後方へ突出した状態で固定される
(図１３３参照)。そして、後側設置ケース体７５５の右部軸受け部７６０の前後の開口部
に設けた右筒状軸受け体７６２,７６２を介して右部軸受け部７６０に右部支軸棒７６１
を前側から挿通し、該右部支軸棒７６１の後端部に抜け止めを施すことで、右部回動体本
体部７６８(右部回動体７５３)が後側設置ケース体７５５(右部設置部材７５２)に回動自
在に取付けられる。
【０３４３】
　前記右部回動体本体部７６８を右部設置部材７５２に取付けた状態では、図１４０,図
１４１に示すように、右部従動ギヤ７７４の歯部が右部駆動ギヤ７６７に噛合するよう構
成される。また、右部回動体本体部７６８を右部設置部材７５２に取付けた状態で、回動
規制突起７６３が右部従動ギヤ７７４の右側に近接して位置するよう構成されている。そ
して、回動規制突起７６３が右部従動ギヤ７７４に当接することで、右部回動体本体部７
６８の回動範囲を規定するようになっている。更に、図１４２に示すように、右部回動体
本体部７６８を右部設置部材７５２に取付けた状態では、右部従動ギヤ７７４の案内通孔
部７７６が、円弧状案内部７６４に前方に僅かに離間して対向するようになっている。換
言すれば、円弧状案内部７６４は、右部設置部材７５２から前方へ向けて突出することで
、案内通孔部７７６の後方開口に臨むよう構成されている。
【０３４４】
　前記右部発光装置７７０は、右部飾り体７６９に上下２つ設けられており、統括制御装
置３７により発光制御されて、右部回動体７５３の可動演出時に発光するものである。各
右部発光装置７７０は、右部発光基板７７７と、該右部発光基板７７７の前面に配設され
た複数の右部発光素子７７８とから構成され、右部発光素子７７８が発光することで、右
部飾り体７６９を照らすようになっている。各右部発光基板７７７は、前後方向に開放す
る右部基板位置決め孔７７７ａおよび右部基板通孔７７７ｂが形成されている。また、各
右部発光基板７７７の前面には、右部基板連結用コネクタ部７７７ｃが前方に突出して設
けられ、両右部基板連結用コネクタ部７７７ｃ,７７７ｃに配線７７７ｄが接続されて２
つの右部発光装置７７０,７７０は電気的に接続されている。更に、下側の右部発光装置
７７０の右部発光基板７７７には、右部回動体本体部７６８の右部回動体本体部切り欠き
部７７１に対応して、右部外部用コネクタ部７７９が後方に突出して設けられ、該右部外
部用コネクタ部７７９に配線７７９ａが接続されている。
【０３４５】
　前記右部飾り体７６９は、前側に所要の装飾が施された飾り部材であって、右部飾り体
７６９の後面には、右部発光基板７７７の右部基板通孔７７７ｂに対応する右部飾り体ネ
ジ孔７６９ａが後方に開放して形成されている。また、右部飾り体７６９の後面には、右
部発光基板７７７の右部基板位置決め孔７７７ａに対応する右部飾り体位置決め突起７６
９ｂが、後方に突出して形成されている。そして、各右部発光基板７７７の右部基板位置
決め孔７７７ａに右部飾り体位置決め突起７６９ｂを嵌入すると共に、右部飾り体ネジ孔
７６９ａに整合した右部基板通孔７７７ｂを介してネジを右部飾り体ネジ孔７６９ａに螺
挿することで、右部発光基板７７７が右部飾り体７６９の後側にネジ止めされる。更に、
右部飾り体７６９の後面には、右部回動体本体部７６８の右部本体部ボス受け部７６８ａ
に対応する右部飾り体ボス部７６９ｃが後方に突出して形成されている。そして、右部飾
り体ボス部７６９ｃの後端部を右部本体部ボス受け部７６８ａに嵌合し、該右部本体部ボ
ス受け部７６８ａの通孔を介してネジを螺挿することで、右部飾り体７６９が右部回動体
本体部７６８の前側にネジ止めされる。右部飾り体７６９を右部回動体本体部７６８に取
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付けた状態では、図１３９に示すように、右部外部用コネクタ部７７９が右部回動体本体
部切り欠き部７７１に臨むようになっている。
【０３４６】
　図１３９に示すように、前記右部外部用コネクタ部７７９に接続された配線７７９ａは
、右部回動体本体部切り欠き部７７１を介して右部回動体本体部７６８の後面に引き出さ
れ、前記右部本体部配線通路７７２に沿って上方へ案内される。そして、右部本体部配線
フック７７３に配線７７９ａを係止させた後、配線用スペース７７５を介して右部従動ギ
ヤ７７４の案内通孔部７７６に前側から配線を挿通させる。すなわち、案内通孔部７７６
は、右部発光装置７７０の配線７７９ａが挿通されて該配線７７９ａを保持すると共に、
配線７７９ａを後側(設置部材側)へ引き出すようになっている。案内通孔部７７６を介し
て右部設置部材７５２側に引き出された配線７７９ａは、円弧状案内部７６４に前側から
挿通され、後側設置ケース体７５５(右部設置部材７５２)の後側(裏側)へ引き出される。
そして、後側設置ケース体７５５の後面に引き出された配線７７９ａは、前記後側設置ケ
ース体配線フック７５８に係止されて該後側設置ケース体７５５の後面に沿って下方へ案
内され、下部配線挿通部７５９から右部設置部材７５２の下方に引き出される。すなわち
、右部回動体７５３に接続された配線７７９ａは、案内通孔部７７６および円弧状案内部
７６４を介して右部設置部材７５２の後側へ引き出されるので、右部回動体７５３および
右部設置部材７５２の間を外部に殆ど露出することなく引き回される(図１４２参照)。従
って、配線７７９ａが他の部材に引っ掛かるのを防止して、配線７７９ａが断線したり、
右部回動体７５３の回動に不具合が生じるのを防止し得る。
【０３４７】
　ここで、前記右部回動体用モータ７５４が駆動して、右部駆動ギヤ７６７が回転すると
、右部駆動ギヤ７６７に噛合する右部従動ギヤ７７４が回動され、右部回動体本体部７６
８(右部回動体７５３)が回動するようになっている。そして、右部回動体７５３は、図５
に示すように、右部飾り体７６９の左側部を上下方向に延在させた右部通常姿勢から、図
６に示すように、右部飾り体７６９の下部側を図柄表示装置１３の表示部１３ａの中央部
側に変位させた右部回動姿勢まで回動するようになっている。案内通孔部７７６は、右部
回動体７５３の回動時に、該案内通孔部７７６に保持された配線７７９ａと共に円弧状に
移動することとなる。ここで、図１４０に示すように、右部回動体７５３が右部通常姿勢
にあって、案内通孔部７７６は、右側の縁部が円弧状案内部７６４の右側の縁部の前方に
位置する。また、図１４１に示すように、右部回動体７５３が右部回動姿勢にあって、案
内通孔部７７６は、左側の縁部が円弧状案内部７６４の左側の縁部の前方に位置している
。すなわち、円弧状案内部７６４は、案内通孔部７７６の移動範囲をカバーするように延
在しており、案内通孔部７７６に保持された配線７７９ａの移動を許容している。従って
、案内通孔部７７６に保持された配線７７９ａは、右部回動体７５３の回動時に円弧状案
内部７６４に収容された状態で移動し得るようになっている。
【０３４８】
(第２可動演出装置の可動演出について)
　次に、第２可動演出装置７５０の可動演出について、以下説明を行う。第２可動演出装
置７５０は、所定条件が成立すると、可動演出および発光演出を行うものである。なお、
図５に示すように、第２可動演出装置７５０の非演出時には、第２可動演出装置７５０の
右部飾り体７６９は、左側部を上下方向に延在させた右部通常姿勢にある。また、図１４
０に示すように、右部回動体７５３が右部通常姿勢にあって、右部従動ギヤ７７４の案内
通孔部７７６は、右側の縁部が円弧状案内部７６４の右側の縁部の前方に位置している。
統括制御装置３７が右部回動体用モータ７５４に制御信号を送出し、右部回動体用モータ
７５４が駆動すると、右部駆動ギヤ７６７が回転し始める。すると、右部駆動ギヤ７６７
に噛合する右部従動ギヤ７７４が、図１４０の反時計回り方向に回動され、右部回動体７
５３が時計回り方向に回動する。また、統括制御装置３７は、右部発光装置７７０に制御
信号を送出して、右部発光装置７７０の右部発光素子７７８を点灯させ、右部回動体７５
３を発光させる。すなわち、右部回動体７５３は、発光しつつ回動することで、インパク
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トのある可動演出を行い得る。
【０３４９】
　ここで、右部従動ギヤ７７４の回動と共に、案内通孔部７７６が円弧状に移動し、該案
内通孔部７７６に挿通保持された右部発光装置７７０の配線７７９ａが移動する。しかる
に、右部設置部材７５２の円弧状案内部７６４は、図１４１に示すように、案内通孔部７
７６の移動範囲に亘って円弧状に延在しているので、案内通孔部７７６で保持された配線
７７９ａは、円弧状案内部７６４内を負荷なく移動することができる。すなわち、右部回
動体７５３が回動する間、配線７７９ａの移動を許容しつつ円弧状案内部７６４で配線を
保護し得るので、配線７７９ａに負荷を与えることがなく、配線７７９ａが劣化したり断
線したりするのを抑制し得る。しかも、円弧状案内部７６４は、図１４２に示すように、
案内通孔部７７６に臨むよう前方に突出して設けたので、右部回動体７５３と右部設置部
材７５２との間の配線７７９ａが外部に露出するのを抑制し得る。従って、右部回動体７
５３と共に移動する配線７７９ａが他の部材に引っ掛かって、断線等するのを好適に防止
することが可能となる。
【０３５０】
　ここで、案内通孔部７７６は、右部従動ギヤ７７４における右部支軸部６７３側に偏倚
した位置に設けたので、右部回動体７５３の回動時における案内通孔部７７６の移動量を
小さくできる。従って、案内通孔部７７６に保持された配線７７９ａの変位量が小さくな
って、右部回動体７５３の回動時における配線７７９ａへの負荷を少なくし、該配線７７
９ａが劣化したり断線したりするのを抑制することができる。また、配線７７９ａの変位
量が小さくなるので、円弧状案内部７６４の延在長さも小さくでき、円弧状案内部７６４
をコンパクトなものとし得る。
【０３５１】
　右部回動体７５３が更に回動して、図６に示すように、右部飾り体７６９の下部側を図
柄表示装置１３の表示部１３ａの中央部側に変位させた右部回動姿勢となると、右部従動
ギヤ７７４が回動規制突起７６３に当接して該右部従動ギヤ７７４の回動が規制される。
また、統括制御装置３７は、右部回動体用モータ７５４の駆動を停止させ、右部回動体７
５３の回動が停止される。ここで、図１４１に示すように、右部回動体７５３が右部回動
姿勢となったときに、案内通孔部７７６は、左側の縁部が円弧状案内部７６４の左側の縁
部の前方に位置している。すなわち、円弧状案内部７６４は、右部回動体７５３が右部回
動姿勢となった場合においても、案内通孔部７７６の後方に位置するので、配線７７９ａ
が移動する全範囲に亘って負荷なく配線を保護し得る。
【０３５２】
(第３可動演出装置について)
　次に、第３可動演出装置７８０について説明を行う。第３可動演出装置７８０は、第２
可動演出装置７５０と同様に、所定条件が成立すると、可動演出および発光演出を行うも
のであって、図６,図１６に示すように、裏ユニット５０の左辺部５２ｃと盤本体４２の
後面との間に画成された左側スペース(スペース)７８１に配設される。図１４３,図１４
４に示すように、第３可動演出装置７８０は、左辺部５２ｃ(遊技盤４０)に配設される左
部設置部材(支持基体)７８２と、該左部設置部材７８２に回動自在に配設された左部回動
体(構成部材)７８３と、該左部回動体７８３を回動させる左部回動体用モータ７８４とか
ら基本的に構成される。
【０３５３】
(左部設置部材について)
　図１４５,図１４６に示すように、前記左部設置部材７８２は、裏ユニット５０の左辺
部５２ｃに取付けられる後側取付基体７８５と、該後側取付基体７８５の前側に配設され
る前側取付基体７８６と、前後方向に開放する左部案内路(案内路)７８７を画成する左部
配線案内部(案内部)７８８とから構成されている。後側取付基体７８５は、後面に後方へ
突出する後側取付基体ボス部７８５ａが複数形成され、該後側取付基体ボス部７８５ａを
介して、後側取付基体７８５が左辺部５２ｃにネジ止めされる。また、後側取付基体７８
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５の前面には、後側取付基体ボス受け部７８５ｂが複数凹設されている。
【０３５４】
　前記後側取付基体７８５には、左部回動体用モータ７８４が設置される左部モータ設置
部７８９が前方に突出して形成されており、該左部モータ設置部７８９の前面に前後方向
に開放する左部駆動軸貫通孔７８９ａが形成されている。更に、左部モータ設置部７８９
の前面には、左部駆動軸貫通孔７８９ａを挟むように一対の左部設置部ネジ孔７８９ｂ,
７８９ｂが前後方向に開放して形成されている。後側取付基体７８５には、左下隅部に、
前後方向に開放した筒状の左部軸受け部７９０が前後方向に突出して形成されている。こ
の左部軸受け部７９０には、後述する左部支軸棒７９１を受けるための一対の左筒状軸受
け体７９２,７９２が前後の開口部に嵌合されるようになっている。後側取付基体７８５
には、左側縁部の後面から後方に突出する複数のアース用位置決め突起７８５ｃと、後側
取付基体７８５の後面から所定高さまで突出するアース用後方ボス部７８５ｄが形成され
ている。更に、後側取付基体７８５には、前後方向に開放する一対のアース用通孔７８５
ｅ,７８５ｅが上下に離間して形成されている。
【０３５５】
　前記後側取付基体７８５には、一対のアース用通孔７８５ｅ,７８５ｅの間に位置して
、左部配線案内部７８８の後側部分を構成する後側案内半体７９３が後側取付基体７８５
の後面から突出するよう形成されている。後側案内半体７９３は、前側は後側取付基体７
８５の前面で矩形状に開口すると共に、後側は前後方向および左方が開放したコ字状に形
成されており、該後側案内半体７９３により左部案内路７８７の後側を構成する後側案内
路７９４が画成されている。また、後側案内半体７９３の後端部は、後側取付基体７８５
を裏ユニット５０の左辺部５２ｃに取付けた状態で、該左辺部５２ｃに開設した前後方向
に開放する左辺部位置決め孔(位置決め孔)８１５に嵌合するようになっている(図８,図１
１参照)。すなわち、後側案内半体７９３(左部配線案内部７８８)は、左辺部位置決め孔
８１５を介して裏ユニット５０の後面(左辺部５２ｃの後面)で開放しており、後側案内路
７９４は裏ユニット５０の後側に連通している。
【０３５６】
　前記前側取付基体７８６は、前面に所要の装飾が施されて左部設置部材７８２の意匠面
を構成している。前側取付基体７８６の後面には、後側取付基体７８５の後側取付基体ボ
ス受け部７８５ｂに対応する前側取付基体ボス部７８６ａが後方に突出して複数形成され
ている。そして、前側取付基体ボス部７８６ａの後端部を後側取付基体ボス受け部７８５
ｂに嵌合させて、該後側取付基体ボス受け部７８５ｂの通孔を介して前側取付基体ボス部
７８６ａにネジを螺挿することで、前側取付基体７８６が後側取付基体７８５の前側にネ
ジ止めされる。前側取付基体７８６の下部側には、前後方向に開放する左部前側基体開口
７９５が形成されている。前側取付基体７８６を後側取付基体７８５に取付けた状態では
、後側取付基体７８５の左部設置部ネジ孔７８９ｂおよび左部駆動軸貫通孔７８９ａが左
部前側基体開口７９５に臨むようになっている。また、前側取付基体７８６には、後方に
突出するアース用前方ボス部７８６ｂ,７８６ｂが上下に離間して一対設けられている。
各アース用前方ボス部７８６ｂは、前側取付基体７８６および後側取付基体７８５を取付
けた状態で、後側取付基体７８５の対応するアース用通孔７８５ｅに嵌合して後側取付基
体７８５の後面に臨むようになっている。
【０３５７】
　前記前側取付基体７８６には、一対のアース用前方ボス部７８６ｂ,７８６ｂの間に位
置して、左部配線案内部７８８の前側を構成する前側案内半体７９６が前側取付基体７８
６の前面から前方に突出して形成されている。この前側案内半体７９６は、前後が矩形状
に開口する筒状体であって、前側案内半体７９６の内部に前後方向に延在して左部案内路
７８７の前側を構成する前側案内路７９７が画成されている。前側取付基体７８６および
後側取付基体７８５を組付けた状態で、図１４７に示す如く、前側案内半体７９６の後端
部と後側案内半体７９３の前端部とが当接して、前側案内半体７９６の後方開口と後側案
内半体７９３の前方開口とが連通するよう構成される。これにより、左部配線案内部７８
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８が形成されて、前後方向に延在する１つの左部案内路７８７が画成されるようになって
いる。
【０３５８】
　ここで、前記左部配線案内部７８８は、図１４７に示すように、左部設置部材７８２を
裏ユニット５０の左辺部５２ｃに設置した状態で、左側スペース７８１内を前後方向に延
在するようになっている。また、左部配線案内部７８８は、左部設置部材７８２を裏ユニ
ット５０の左辺部５２ｃに設置した状態で、盤本体４２のゲート貫通口(貫通部)４２ｅの
後方に位置し、左部配線案内部７８８の前方開口がゲート貫通口４２ｅの後方開口に臨む
よう構成されている。このゲート貫通口４２ｅには、球通過ゲート７９８のゲートセンサ
(球検知手段)７９９が前側から挿通された状態で配設されている。ここで、球通過ゲート
７９８は、図１４８,図１４９に示すように、ゲートセンサ７９９と、該ゲートセンサ７
９９を保持するゲート設置部８００とから構成される。ゲートセンサ７９９は、直方体状
のゲートセンサ本体７９９ａと、該ゲートセンサ本体７９９ａの前側に形成された上下方
向に開放するゲート検知部７９９ｂとから構成される。また、ゲートセンサ本体７９９ａ
の後端部には、センサコネクタ部７９９ｃが設けられ、該センサコネクタ部７９９ｃに配
線７９９ｄが接続されている。
【０３５９】
　前記ゲート設置部８００は、ゲートセンサ本体７９９ａを保持するゲート本体保持部８
０１と、ゲート検知部７９９ｂを収容する検知部保持部８０２とから構成される。ゲート
本体保持部８０１は、表示枠体１００の枠本体１１０の左側部から遊技領域４０ａ側(左
方)へ向けて突出して形成されており、ゲート本体保持部８０１の前後方向に開放する保
持挿通孔８０１ａにゲートセンサ本体７９９ａが挿通されて保持される。ゲート本体保持
部８０１に保持されたゲートセンサ７９９は、図１４９に示すように、ゲートセンサ本体
７９９ａの後端部が枠本体１１０より後方に突出した状態となる。また、ゲート本体保持
部８０１には、後方に突出するセンサ係止片８０１ｂが形成されており、保持挿通孔８０
１ａに挿通されたゲートセンサ本体７９９ａの後端部にセンサ係止片８０１ｂが係止して
後方への抜け止めが図られている。検知部保持部８０２は、表示枠体１００の第２庇状部
１２４に遊技領域４０ａ側(左方)へ突出するよう設けられている。検知部保持部８０２は
、後方および上下方向に開放した箱状に形成され、検知部保持部８０２の後方開口を介し
てゲートセンサ７９９の前側が挿通されるようになっている。検知部保持部８０２内にゲ
ートセンサ７９９が挿通された状態で、ゲート検知部７９９ｂが検知部保持部８０２の上
下の開口部の間に臨むよう構成される。検知部保持部８０２の上下の開口部は、パチンコ
球Ｗの直径より大きく開放しており、遊技領域４０ａを流下するパチンコ球Ｗは、上下の
開口部およびゲート検知部７９９ｂを介して球通過ゲート７９８を通過し得るようになっ
ている。
【０３６０】
　ここで、前記表示枠体１００を遊技盤４０の表示貫通口４２ａに配設した状態で、枠本
体が表示貫通口４２ａの内周面に沿って延在し、ゲート貫通口４２ｅにゲート本体保持部
８０１が収容されるようになっている。従って、図１４７に示すように、ゲート設置部８
００に設置されたゲートセンサ７９９は、ゲート貫通口４２ｅを前後方向に延在した状態
で保持されて、ゲートセンサ本体７９９ａの後端部が盤本体４２の後面から突出した状態
となる。すなわち、ゲートセンサ本体７９９ａの後端部は、ゲート貫通口４２ｅの後方開
口に臨む左部配線案内部７８８の前側に位置するようになっている。換言すれば、前側案
内半体７９６(左部配線案内部７８８)の前方突出量は、前側案内半体７９６の前端部がゲ
ートセンサ７９９の後端部より後方に僅かに位置するよう設定されている。ゲートセンサ
本体７９９ａのセンサコネクタ部７９９ｃに接続された配線７９９ｄは、左部配線案内部
７８８の左部案内路７８７(前側案内路７９７および後側案内路７９４)を挿通されて後方
へ案内されるようになっている。図１４７に示すように、左部配線案内部７８８を挿通さ
れた配線７９９ｄは、左辺部位置決め孔８１５を介して裏ユニット５０の後側へ引き出さ
れ、主制御装置３２に直接接続される。このように、左部配線案内部７８８が左辺部位置
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決め孔８１５に嵌合して両者が確実に連通することで、ゲートセンサ７９９の配線７９９
ｄを裏ユニット５０の後側へ的確に送ることができる。
【０３６１】
　このように、盤本体４２および裏ユニット５０の間の左側スペース７５１に延在するよ
う左部配線案内部７８８を設けたので、ゲートセンサ７９９の配線７９９ｄを左部配線案
内部７８８で保護した状態で裏ユニット５０の後側へ引き出すことができる。従って、遊
技盤４０や第３可動演出装置７８０をメンテナンスする際や、第３可動演出装置７８０を
遊技盤４０に設置する際に、工具が配線７９９ｄに引っ掛かり難くして、作業を効率よく
行うことが可能となる。また、作業時に配線７９９ｄが断線したり、ゲートセンサ７９９
のセンサコネクタ部７９９ｃが破損したりするのを抑制し得る。
【０３６２】
　また、左部配線案内部７８８の前端部をゲートセンサ７９９の後端部より後方に位置さ
せたので、設計誤差や組付け誤差によりゲートセンサ７９９の後端部と左部配線案内部７
８８との離間距離が想定より小さくなった場合でも、左部配線案内部７８８がゲートセン
サ７９９に接触し難くして、両部材７８８,７８９が破損するのを防止し得る。また、ゲ
ートセンサ７９９の配線７９９ｄを左部配線案内部７８８に挿通することで、透明な盤本
体４２を介して配線７９９ｄを遊技者側から視認し難くし得る利点もある。前述のように
、左部設置部材７８２を裏ユニット５０の左辺部５２ｃに取付ける際には、左部配線案内
部７８８の後端部が左辺部５２ｃの左辺部位置決め孔８１５に嵌合するようになっている
。従って、左部設置部材７８２が裏ユニット５０に位置決めされて、該左部設置部材７８
２を正確に取付けることが可能となる。
【０３６３】
　前記左部設置部材７８２(後側取付基体７８５)の後面には、導電性を有する左部アース
金具８０３が配設されている。この左部アース金具８０３は、上下方向に延在する薄板状
の前側設置板部８０４と、該前側設置板部８０４の後方に位置する矩形板状の後側アース
片８０５と、前後方向に延在して前側設置板部８０４および後側アース片８０５を連結す
るアース連結部８０６とから構成される。前側設置板部８０４および後側アース片８０５
には、夫々、アース金具位置決め孔８０３ａおよびアース金具通孔８０３ｂが前後方向に
開放して形成されている。後側アース片８０５は、左部アース金具８０３を後側取付基体
７８５に設置した状態で、アース金具通孔８０３ｂが後側取付基体７８５のアース用後方
ボス部７８５ｄに整合すると共に、後側アース片８０５の前面がアース用後方ボス部７８
５ｄの後端部に当接するようになっている。
【０３６４】
　そして、前側設置板部８０４については、アース金具位置決め孔８０３ａに後側取付基
体７８５のアース用位置決め突起７８５ｃを嵌入し、アース用通孔７８５ｅに嵌合した前
側取付基体７８６のアース用前方ボス部７８６ｂにアース金具通孔８０３ｂを介してネジ
を螺挿することで、前側設置板部８０４が左部設置部材７８２(後側取付基体７８５)の左
側縁部に沿ってネジ止めされる。また、後側アース片８０５については、アース金具位置
決め孔８０３ａに後側取付基体７８５のアース用位置決め突起７８５ｃを嵌入し、アース
金具通孔８０３ｂを介してアース用後方ボス部７８５ｄにネジを螺挿することで、後側ア
ース片８０５が左部設置部材７８２にネジ止めされる。ここで、後側アース片８０５は、
後側取付基体７８５に取付けられた状態で、後側案内半体７９３の後端部の真下に位置す
るようになっている。そして、後側アース片８０５は、図８に示すように、左部設置部材
７８２を裏ユニット５０の左辺部５２ｃに取付けた状態で、該左辺部５２ｃの左辺部位置
決め孔８１５に臨んで、裏ユニット５０(左辺部５２ｃ)の後面に露出するようになってい
る。
【０３６５】
　前記左部回動体用モータ７８４は、統括制御装置３７により駆動制御されて、その左部
駆動軸７８４ａを正逆方向に回転させるようになっている。左部回動体用モータ７８４は
、モータ本体部から外方に突出する一対の左部回動体用モータ取付片７８４ｂ,７８４ｂ
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を備え、各左部回動体用モータ取付片７８４ｂに前後方向に開放する左部回動体用モータ
通孔７８４ｃが形成されている。そして、左部駆動軸７８４ａを後側取付基体７８５の左
部駆動軸貫通孔７８９ａに後方から挿通させて、左部モータ設置部７８９に左部回動体用
モータ７８４を設置し、更に、左部回動体用モータ通孔７８４ｃを介して各左部設置部ネ
ジ孔７８９ｂにネジを螺挿することで、左部回動体用モータ７８４が左部モータ設置部７
８９にネジ止めされる。左部回動体用モータ７８４が左部モータ設置部７８９に取付けら
れた状態では、左部駆動軸７８４ａが左部前側基体開口７９５を介して前方に突出するよ
うになっている。左部駆動軸７８４ａには、左部駆動ギヤ８０７が接続され、該左部駆動
ギヤ８０７は、左部前側基体開口７９５を介して前側取付基体７８６の前側に臨むように
なっている。
【０３６６】
(左部回動体について)
　前記左部回動体７８３は、左部設置部材７８２に回動自在に配設される左部回動体本体
部８０８と、該左部回動体本体部８０８の前側に配設される左部飾り体８０９と、該左部
飾り体８０９に配設される複数の左部発光装置８１０とから基本的に構成されている。左
部回動体本体部８０８の前面には、左部本体部ボス受け部８０８ａが複数凹設されている
。また、左部回動体本体部８０８の下部側には、一対の左部本体部ボス部８０８ｂ,８０
８ｂが左部回動体本体部８０８の後面から後方に突出して形成されている。左部回動体本
体部８０８の後面には、左部駆動ギヤ８０７に噛合する左部従動ギヤ８１１が設けられる
。この左部従動ギヤ８１１は、扇状に形成された左部従動ギヤ本体８１１ａと、該左部従
動ギヤ本体８１１ａの円弧状の縁部に形成された歯部とから構成される。左部従動ギヤ本
体８１１ａには、左部回動体本体部８０８の左部本体部ボス部８０８ｂに対応する一対の
左部従動ギヤボス受け部８１１ｂ,８１１ｂが形成されている。そして、各左部従動ギヤ
ボス受け部８１１ｂに左部本体部ボス部８０８ｂの後端部を嵌合させて、該左部従動ギヤ
ボス受け部８１１ｂにネジを螺挿することで、左部従動ギヤ８１１が左部回動体本体部８
０８の後面下部にネジ止めされる。
【０３６７】
　前記左部従動ギヤ８１１には、前後方向に開放する左部従動ギヤ軸孔８１１ｃが形成さ
れている。左部従動ギヤ軸孔８１１ｃには、左部回動体７８３の回動軸をなす左部支軸棒
７９１の前端部が嵌入され、左部支軸棒７９１が左部従動ギヤ８１１に後方へ突出した状
態で固定されている(図１４４参照)。そして、左部軸受け部７９０の前後の開口部に設け
た一対の左筒状軸受け体７９２,７９２を介して後側取付基体７８５の左部軸受け部７９
０に左部支軸棒７９１を前側から挿通し、該左部支軸棒７９１の後端部に抜け止めを施す
ことで、左部回動体本体部８０８(左部回動体７８３)が後側取付基体７８５(左部設置部
材７８２)に回動自在に取付けられる。左部回動体本体部８０８を左部設置部材７８２に
取付けた状態で、左部従動ギヤ８１１の歯部が左部駆動ギヤ８０７に噛合するようになっ
ている。左部回動体本体部８０８には、左側縁部から右方へ凹設した左部回動体逃げ凹部
８１２を備えている。この左部回動体逃げ凹部８１２は、図１５０に示すように、左部設
置部材７８２に左部回動体７８３を配設した状態で、左部配線案内部７８８が左部回動体
逃げ凹部８１２に臨むよう構成されており、左部配線案内部７８８が左部回動体７８３に
干渉するのを防止している。
【０３６８】
　前記左部発光装置８１０は、左部飾り体８０９に上下に２つ設けられており、前記統括
制御装置３７により発光制御され、左部回動体７８３の可動演出時に発光されるものであ
る。各左部発光装置８１０は、左部発光基板８１３と、該左部発光基板８１３の前面に配
設された複数の左部発光素子８１４とから構成され、左部発光素子８１４が発光すること
で、左部飾り体８０９を照らすようになっている。各左部発光基板８１３は、前後方向に
開放する左部基板位置決め孔８１３ａおよび左部基板通孔８１３ｂが形成されている。
【０３６９】
　左部飾り体８０９は、前側に所要の装飾が施された飾り部材であって、左部飾り体８０
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９の後面には、左部発光基板８１３の左部基板通孔８１３ｂに対応する左部飾り体ネジ孔
８０９ａが後方に開放して形成されている。また、左部飾り体８０９の後面には、左部発
光基板８１３の左部基板位置決め孔８１３ａに対応する左部飾り体位置決め突起８０９ｂ
が、後方に突出して形成されている。そして、各左部発光基板８１３の左部基板位置決め
孔８１３ａに左部飾り体位置決め突起８０９ｂを嵌入すると共に、左部飾り体ネジ孔８０
９ａに整合した左部基板通孔８１３ｂを介してネジを左部飾り体ネジ孔８０９ａに螺挿す
ることで、左部発光基板８１３が左部飾り体８０９の後側にネジ止めされる。左部飾り体
８０９の後面には、左部回動体本体部８０８の左部本体部ボス受け部８０８ａに対応する
左部飾り体ボス部８０９ｃが後方に突出して形成されている。そして、左部飾り体ボス部
８０９ｃの後端部を左部本体部ボス受け部８０８ａに嵌合し、該左部本体部ボス受け部８
０８ａの通孔を介してネジを螺挿することで、左部飾り体８０９が左部回動体本体部８０
８の前側にネジ止めされる。
【０３７０】
　ここで、前記左部回動体用モータ７８４が駆動して、左部駆動ギヤ８０７が回転すると
、左部駆動ギヤ８０７に噛合する左部従動ギヤ８１１が回動され、左部回動体本体部８０
８(左部回動体７８３)が左部支軸棒７９１を中心として回動するようになっている。そし
て、左部回動体７８３は、図１５０に示すように、左部飾り体８０９の右側部を上下方向
に延在させた左部通常姿勢から、図６に示すように、左部飾り体８０９の上部側を図柄表
示装置１３の表示部１３ａの中央部側に変位させた左部回動姿勢まで回動するようになっ
ている。図５に示すように、左部通常姿勢では、左部回動体７８３は、左飾り体の右側部
の一部のみが表示枠体１００の窓口１００ａに臨んだ状態となり、大部分が左側スペース
７８１内に収容された状態にある。
【０３７１】
(第３可動演出装置の可動演出について)
　次に、第３可動演出装置７８０の可動演出について、説明を行う。第３可動演出装置７
８０は、第２可動演出装置７５０と同様に、所定条件が成立すると、可動演出および発光
演出を行って、遊技の興趣を高めるものである。なお、第３可動演出装置７８０の非演出
時には、第３可動演出装置７８０の左部飾り体８０９は、図１５０に示すように、右側部
を上下方向に延在させた左部通常姿勢にある。図５に示すように、左部通常姿勢では、左
部回動体７８３は、殆どが左側スペース７８１に収容された状態となり、表示枠体１００
の窓口１００ａを介して前方に臨む部位は僅かである。また、左部回動体７８３が左部通
常姿勢では、左部配線案内部７８８が左部回動体逃げ凹部８１２に臨み、該左部配線案内
部７８８が左部回動体逃げ凹部８１２に干渉しないようになっている。
【０３７２】
　統括制御装置３７が左部回動体用モータ７８４に制御信号を送出し、左部回動態様モー
タが駆動すると、左部駆動ギヤ８０７が回転し始める。すると、左部駆動ギヤ８０７に噛
合する左部従動ギヤ８１１が回動し、左部回動体７８３が左部支軸棒７９１を中心として
、図１５０の時計回り方向に回動する。また、統括制御装置３７は、左部発光装置８１０
に制御信号を送出して左部発光装置８１０の左部発光素子８１４を発光させ、左部回動体
７８３を明輝させる。すなわち、左部回動体７８３は、発光しつつ回動することで、イン
パクトのある可動演出を行い得る。
【０３７３】
　ここで、ゲート設置部８００に設置されたゲートセンサ７９９に接続された配線７９９
ｄは、図１４７に示すように、左部配線案内部７８８を挿通されて裏ユニット５０の後面
に引き出されている。また、左部配線案内部７８８は、左部設置部材７８２から前方に突
出するよう形成されて、ゲートセンサ７９９の後端部に臨んでいるので、ゲートセンサ７
９９の配線７９９ｄは、左側スペース７８１内に殆ど露出することなく後方へ引き回され
ている。従って、ゲートセンサ７９９の配線７９９ｄが回動する左部回動体７８３に引っ
掛かるのを防止して、配線７９９ｄが断線したり、左部回動体７８３の作動に不具合が生
じたりするのを防止し得る。
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【０３７４】
　図１５１に示すように、左部回動体７８３が更に回動して、左部回動姿勢となると、統
括制御装置３７は、左部回動体用モータ７８４の駆動を停止させて、左部回動体７８３の
回動が停止される。すると、図６に示すように、左部回動体７８３は、左側スペース７８
１に収容された状態から、表示枠体１００の窓口１００ａを介して前方に臨んだ状態とな
り、遊技者は左部回動体７８３を直接視認し得るようになる。左部回動体７８３を左部通
常姿勢に復帰させる際には、統括制御装置３７は、左部回動体用モータ７８４を逆方向に
駆動させて、左部回動体７８３を図１５１の反時計回りに回動させる。そして、左部回動
体７８３が左部通常姿勢に復帰すると、統括制御装置３７は、左部回動体用モータ７８４
の駆動を停止させて、左部回動体７８３の回動を停止させる。ここで、図１５０に示すよ
うに、左部回動体７８３が左部通常姿勢に復帰する際に、左部配線案内部７８８が左部回
動体逃げ凹部８１２に臨むので、左部回動体７８３が左部配線案内部７８８に干渉するこ
とはなく、左部回動体７８３は、支障なく左部通常姿勢に戻ることが可能となる。
【０３７５】
(遊技盤の裏側の配線配設構造)
　前記遊技盤４０には、第１～第３可動演出装置５００,７５０,７８０、発光演出装置２
００および照明装置３００等の演出側電気機器が、裏ユニット５０の前側に設置され(図
７,図１４または図１６参照)、中継基板３８、主制御装置３２および統括制御装置３７等
の制御側電気機器が、裏ユニット５０の後側に設置されている(図２参照)。遊技盤４０で
は、演出側電気機器と制御側電気機器が、裏ユニット５０の設置板部５２を挟んで前後に
振り分けて設置され、設置板部５２に貫通形成された配線開口８２,８３,８４,８５,８６
を介して両者を電気的に接続する配線がやり取りされている。すなわち、遊技盤４０では
、設置板部５２の前側で演出側電気機器に接続した配線が配線開口８２,８３,８４,８５,
８６から裏ユニット５０の後側に取り出され、裏ユニット５０の後面に沿って配設された
後に配線が中継基板３８に接続されるようになっている。そして、遊技盤４０では、中継
基板３８から各制御機器に別の配線(図示せず)で接続される。ここで、遊技盤４０は、同
一の経路を引き回される配線がナイロンタイ等の結束具によってまとめられ、裏ユニット
５０の後面に設けられた配線保持手段によって配線が位置規制されている。
【０３７６】
(配線の経路)
　前記遊技盤４０の後側における配線Ｈ２～Ｈ８の配設経路について、図９を参照して説
明する。裏ユニット５０における設置板部５２の上辺部５２ａ前側に設けられる第１可動
演出装置５００に接続する第１可動用配線(配線)Ｈ３は、図柄表示装置１３の取り付け領
域から外して設置板部５２における上辺部５２ａ左側に開設された上部配線開口８２から
後側に引き出される。第１可動用配線Ｈ３は、図柄表示装置１３の左側を保持する装置保
持部５６の左側を通って上方から下方へ配設され、図柄表示装置１３の取り付け領域の左
下角部外側で内方へ曲げて該取り付け領域の下側と基板設置部６０との間を通して、中継
基板３８に接続される。裏ユニット５０における設置板部５２の右辺部５２ｂ前側に設け
られる第２可動演出装置７５０に接続する第２可動用配線(配線)Ｈ４は、設置板部５２に
おける右辺部５２ｂ下側に下方へ臨ませて開設された右部配線開口８３から後側に引き出
される。第２可動用配線Ｈ４は、図柄表示装置１３の取り付け領域の下側と基板設置部６
０との間を通して、中継基板３８に接続される。表示枠体１００に設置される発光演出装
置２００の第１発光基板２２１に接続する発光用配線Ｈ２は、右部配線開口８３から後側
に引き出され、図柄表示装置１３の取り付け領域の下側と基板設置部６０との間を通して
、中継基板３８に接続される。
【０３７７】
　前記裏ユニット５０における設置板部５２の左辺部５２ｃ前側に設けられる第３可動演
出装置７５０に接続する第３可動用配線(配線)Ｈ５は、図柄表示装置１３の取り付け領域
から外して設置板部５２における左辺部５２ｃ下側に開設された左部配線開口８４から後
側に引き出される(図９参照)。第３可動用配線Ｈ５は、第１可動用配線Ｈ３と共に図柄表
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示装置１３の左側を保持する装置保持部５６の左側を通って上方から下方へ配設され、図
柄表示装置１３の取り付け領域の左下角部外側で内方へ曲げて該取り付け領域の下側と基
板設置部６０との間を通して、中継基板３８に接続される。
【０３７８】
　前記照明装置３００の第１照明機構３１０に接続する第１照明用配線(配線)Ｈ６は、図
柄表示装置１３の取り付け領域の下側と基板設置部６０との間の中央に開設された中央配
線開口８５から後側に引き出されて、中継基板３８に接続される(図９参照)。同様に、照
明装置３００の第２照明機構３４０に接続する第２照明用配線(配線)Ｈ７は、中央配線開
口８５から後側に引き出されて中継基板３８に接続される。表示器４６０における表示器
基板４６４に接続する表示器用配線(配線)Ｈ８は、図柄表示装置１３の取り付け領域から
外して設置板部５２における下辺部５２ｄ左側に開設された下部配線開口８６から後側に
引き出される。表示器用配線Ｈ８は、下部配線開口８６から上方へ引き出された後に、図
柄表示装置１３の取り付け領域の左下角部外側で内方へ曲げて、第１および第３可動用配
線Ｈ３,Ｈ５と共に該取り付け領域の下側と基板設置部６０との間を通して、中継基板３
８に接続される。
【０３７９】
(配線保持手段)
　前記遊技盤４０は、配線保持手段として、裏ユニット５０と別体に構成された配線保持
具６２と、裏ユニット５０と一体に構成された配線フック６８とを備えている(図９参照)
。配線フック６８は、裏ユニット５０の後面から後方へ突出する片部とこの突出する突片
部の先端に遊技盤面に沿って延在する延片部とを少なくとも有する鉤状に形成されている
(図１１参照)。配線フック６８は、開放端から裏ユニット５０の後面と延片部との間に配
線を挿脱可能で、裏ユニット５０の後面と延片部との間で配線を位置規制するよう構成さ
れる。裏ユニット５０の後面には、図柄表示装置１３を支持する装置保持部５６の左外側
に上下に離間して複数の配線フック６８が設けられ、図柄表示装置１３の取り付け領域の
下側と基板設置部６０との間に、左右に離間して複数の配線フック６８が設けられている
。 なお、裏ユニット５０の後面には、下部配線開口８６の上側にも配線フック６８が設
けられている。ここで、遊技盤４０では、近傍領域で隣り合う一群の配線フック６８の開
放端が異なる向きとなるように構成され、例えば左方に開放した開口端を有する配線フッ
ク６８の下隣に設置される配線フック６８は、開口端が右方へ開放している。
【０３８０】
(配線保持具)
　前記配線保持具６２は、裏ユニット５０の後側において配線が湾曲する部分に合わせて
設置されている(図９参照)。実施例では、図柄表示装置１３の取り付け領域の左下角部外
側で配線Ｈ３,Ｈ５が上下方向から左右方向へ曲がる部位に合わせて配線保持具６２が設
置され、この配線Ｈ３,Ｈ５の湾曲部分を配線保持具６２で保持するようになっている。
配線Ｈ３,Ｈ５の湾曲部分は、曲がり形状が整わなかったり、弛み易かったり等するが、
配線保持具６２により配線Ｈ３,Ｈ５が湾曲する部分を保持することで、配線Ｈ３,Ｈ５が
適切な経路で延在するよう案内できる。また、実施例では、遊技盤４０を中枠１２に取り
付ける際に、遊技盤４０における中枠１２への先入れ側となる左側部に、配線保持具６２
が設けられて、遊技盤４０の中枠１２への取り付け時に配線Ｈ３,Ｈ５の挟み込みを回避
している。
【０３８１】
　図１５２および図１５３に示すように、前記配線保持具６２は、裏ユニットの後面に固
定される配線保持基部(基部)６３と、この配線保持基部６３に対して係脱可能に構成され
、該配線保持基部６３に係止して配線保持基部６３との間に裏ユニット５０の後面に沿っ
て延在するように配線Ｈ３,Ｈ５を保持可能な配線保持路(保持路)６２ａを画成する一方
、配線保持基部６３から係止解除して配線保持路６２ａを開放する保持路開閉部(開閉部)
６４とを備えている。裏ユニット５０の後面には、配線保持具６２の配線保持基部６３の
外形に合わせて凹設された凹状部分６１が、図柄表示装置１３の取り付け領域の左下角部
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外側に設けられ、配線保持基部６３が凹状部分６１に嵌り込んで位置決めされている。配
線保持基部６３は、矩形状の板状部分であって、両面テープ、爪嵌合構造、ネジ等の締結
具、接着等の手段によって裏ユニット５０の後面に固定されている。
【０３８２】
　前記保持路開閉部６４は、配線保持基部６３の後面より延出形成されたヒンジ部６５を
介して配線保持基部６３に対して一端がヒンジ接続され、配線保持基部６３の後側に離間
して配置されている(図１５３参照)。また、保持路開閉部６４には、爪片６４ａがヒンジ
部６５側から離れる他端に設けられている。爪片６４ａは、配線保持基部６３側に向けて
延出する部位の後端にヒンジ部６５側から離れる方向に突出する突部を有する形状に形成
されている。配線保持基部６３には、ヒンジ部６５から離間する位置に後方へ延出形成さ
れた引掛片６６が設けられている。引掛片６６は、後端に設けられて、ヒンジ部６５側に
延出する爪部６６ａと、後端に設けられて、ヒンジ部６５から離れる側に延出する操作部
６６ｂとを備え、ヒンジ部６５に対して接離する方向へ弾性変形可能に構成されている。
ここで、ヒンジ部６５と引掛片６６とは、配線保持基部６３の長手方向に離間して配置さ
れている。配線保持基部６３には、引掛片６６のヒンジ側に対向して、後方へ延出形成さ
れた押え片６７が設けられている。
【０３８３】
　前記配線保持具６２は、保持路開閉部６４がヒンジ部６５を支点として回動可能に構成
され、該保持路開閉部６４を配線保持基部６３に対して平行にした姿勢で、爪片６４ａが
引掛片６６の爪部６６ａに引っ掛かって係止されて、配線保持基部６３と保持路開閉部６
４との間に上下に連通する配線保持路６２ａが画成される(図１５３参照)。また、配線保
持具６２は、操作片６６ｂを押してヒンジ部６５側から離れるように引掛片６６を弾性変
位することで、引掛片６６の爪部６６ａが爪片６４ａから外れて、保持路開閉部６４のヒ
ンジ部６５を支点とする姿勢変位が許容される。配線保持具６２は、引掛片６６の爪部６
６ａの先端と押え片６７との間が保持路開閉部６４の爪片６４ａより小さく設定され、引
掛片６６の爪部６６ａで係止された保持路開閉部６４の爪片６４ａを押え片６７で押えて
いる。
【０３８４】
　このように、遊技盤４０は、配線保持具６２を裏ユニット５０と別体に形成したので、
形状の自由度が高く、配線保持具６２を配線Ｈ３,Ｈ５を囲う配線保持路６２ａを開閉す
ることができるような形状に形成することができる。すなわち、配線保持具６２は、配線
保持基部６３に対して保持路開閉部６４を開閉することができるので、配線Ｈ３,Ｈ５を
取り付け易く、配線保持路６２ａに通した配線が抜け出ることを防止できる。従って、裏
ユニット５０の後面において配線Ｈ３,Ｈ５を配線保持具６２により適切にまとめること
ができる。また、配線保持具６２は、保持路開閉部６４がヒンジ部６５を支点として開閉
し、他端が配線保持基部６３の引掛片６６に対して係脱する構成とすることで、保持路開
閉部６４が配線保持基部６３から脱落せず、配線保持具６２に対する配線Ｈ３,Ｈ５の挿
脱作業を更に行い易くできる。
【０３８５】
(遊技盤のアース構造)
　前記遊技盤４０には、該遊技盤４０に溜まる静電気を除去するアース構造を有し、パチ
ンコ機１０は、遊技盤４０に設けられる表示枠体１００やステージ１５０等の遊技盤構成
部材や裏ユニット５０に設けられる照明装置３００や可動演出装置５００,７５０,７８０
等から中枠１２を介して島設備に対して接地されるようになっている(図１５４参照）。
遊技盤４０のアース構造は、裏ユニット５０の前側に設けられるステージ１５０、表示枠
体１００、発光演出装置２００、可動演出装置５００,７５０,７８０および照明装置３０
０等の静電気除去対象に接続するアース線Ｅ１,Ｅ２,Ｅ３と、このアース線Ｅ１,Ｅ２,Ｅ
３を受けるアース中継部９０,９１,８０３と、アース中継部およびアース線の一部として
機能する第１可動演出装置５００のベース板金５１０(ベース体)と、中枠１２への静電気
の受け渡し口となる遊技盤接地部９４とを備えている。アース中継部９０,９１,８０３同



(99) JP 5450290 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

士の間やアース中継部９０,９１,８０３とベース板金５１０との間は、中継アース線ＥＲ
１,ＥＲ２,ＥＲ３で接続されている。
【０３８６】
　前記表示枠体１００に設けられた発光演出装置２００には、後方に突出する反射部材ア
ース突起２１７ｂを備え(図２１参照)、この反射部材アース突起２１７ｂが、盤本体４２
と裏ユニット５０とを組み合わせた際に、第２可動演出装置７５０の前側において裏ユニ
ット５０の右内側面に沿って設けられた横飾り部７７の下部に設置された横飾り接地片７
８(図１４参照)に当接するようになっている。発光演出装置２００は、表示枠体１００と
導電性を有する部位同士で接するように構成され、反射部材アース突起２１７ｂが設けら
れる部位が金属メッキ加工等によって導電性を有し、表示枠体１００および発光演出装置
２００に滞留した静電気が反射部材アース突起２１７ｂを介して横飾り接地片７８に逃さ
れるようになっている。ここで、横飾り接地片７８は、前後方向に弾性変形可能に構成さ
れ、反射部材アース突起２１７ｂの前後の位置ずれを許容しつつ弾力的に当接し、盤本体
４２側との確実な接地が図られている。横飾り部７７は、金属メッキ加工等によって導電
性を有し、第２可動演出装置７５０とも電気的に接続されている。横飾り接地片７８には
、表示枠用アース線(アース線)Ｅ１が接続されており、表示枠用アース線Ｅ１が右部配線
開口８３から裏ユニット５０の後側に取り出される(図１０参照)。そして、表示枠用アー
ス線Ｅ１は、右部配線開口８３の左側に位置して図柄表示装置１３の取り付け領域の下側
と基板設置部６０との間に設けられた第１アース中継部９０に接続されている。なお、第
１アース中継部９０は、金属の板材である。
【０３８７】
　前記照明装置３００における第１照明機構３１０の照明カバー部材３２２には、ステー
ジ用アース線(アース線)Ｅ２が接続されている。前述のように、ステージ１５０の後ろ下
側に位置する照明カバー部材３２２は、ユニットステージ部１６６に接するように取り付
けられており、ステージ１５０および第１照明機構３１０に溜まった静電気がステージ用
アース線Ｅ２を介して逃されるようになっている。ステージ用アース線Ｅ２は、照明ベー
ス部材３０２の照明収容部３０３の中央に開設された照明配線通口３０４および中央配線
開口８５から裏ユニット５０の後側に取り出され、該中央配線開口８５の右側に位置して
いる第１アース中継部９０に接続される(図１０参照)。
【０３８８】
　前記照明装置３００は、第２照明機構３４０における表示器４６０の後側に位置する照
明周飾部３４８に照明用アース線(アース線)Ｅ３が接続され、第２照明機構３４０の周り
に溜まった静電気が照明用アース線Ｅ３を介して逃されるようになっている。照明周飾部
３４８は、金属メッキ加工等によって導電性を有している。このように、照明装置３００
は、表示器４６０の近傍で静電気を逃すように構成されているので、静電気による表示器
４６０への影響を抑えることができる。照明用アース線Ｅ３は、下部配線開口８６から裏
ユニット５０の後側に取り出され、下部配線開口８６の下側に設けられた金属製の板材か
らなる第２アース中継部９１に接続されている(図１０参照)。また、第１アース中継部９
０と第２アース中継部９１との間は、図柄表示装置１３の取り付け領域の下側と基板設置
部６０との間を通って配設された第１中継アース線(アース線)ＥＲ１で接続されている。
【０３８９】
　前記第３可動演出装置７８０は、裏ユニット５０の後側に臨む金属製の板材からなる左
部アース金具８０３が設けられ、第３可動演出装置７８０に溜まった静電気が左部アース
金具８０３を介して逃されるようになっている。また、左部アース金具８０３の後側アー
ス片８０５は、裏ユニット５０に開設された開口を介して裏ユニット５０の後側に臨み、
該後側アース片８０５に対して第２アース中継部９１に接続する第２中継アース線(アー
ス線)ＥＲ２が接続されている(図１０参照)。すなわち、左部アース金具８０３がアース
中継部として機能している。第２中継アース線ＥＲ２は、図柄表示装置１３の取り付け領
域の左側を通り、前述した配線保持具６２で保持されるようになっている。更に、左部ア
ース金具８０３の後側アース片８０５には、第３中継アース線(アース線)ＥＲ３が接続さ
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れ、この第３中継アース線ＥＲ３が裏ユニット５０の上左側に開設された左部アース開口
８７を介して後側に臨む第１可動演出装置５００のベース板金５１０に接続されている。
【０３９０】
　前記ベース板金５１０は、裏ユニット５０の設置板部５２における表示開口５３の上縁
辺に亘って少なくとも延在し、可動部材を動作可能に支持すると共に該可動部材を動作す
る駆動手段が配設される、剛性および導電性を有する金属製の板状部材である。ベース板
金５１０は、長手辺が表示開口５３より長尺に形成され、該長手辺を該表示開口５３の縁
辺に沿わせて設置板部５２の上辺部５２ａに取り付けられ、該ベース板金５１０には、第
３中継アース線ＥＲ３の接続部位だけでなく、別のアース線(後述の第４中継アース線Ｅ
Ｒ４)の接続部位が設けられる(図１０参照)。
【０３９１】
　前記遊技盤接地部９４は、裏ユニット５０の上端縁右側に設けられ、遊技盤４０を中枠
１２に取り付けた際に、中枠１２において裏ユニット５０の上端縁右側に対向する部位に
設けられた中枠側の接地部に対して当接するようになっている(図１０または図１１参照)
。遊技盤接地部９４は、金属製の板状部材であって、裏ユニット５０の上面に露出し、裏
ユニット５０の上面に前後方向に延在するように設けられている。第１可動演出装置５０
０は、遊技盤接地部９４が設けられる上端縁と表示開口５３の上縁辺との間に位置して設
置板部５２の前面に設けられており、この第１可動演出装置５００のベース板金５１０を
遊技盤構成部材等に繋がるアース線ＥＲ３と遊技盤接地部９４とを電気的に中継する部材
として用いている。ここで、遊技盤接地部９４は、ベース板金５１０の右側上部に接触す
るように設けられている。
【０３９２】
　前記遊技盤４０には、遊技盤接地部９４を設けた上端縁と異なる端縁となる右端縁上部
に、中枠１２に対して電気的に接続する遊技盤副接地部９５が設けられている(図１０ま
たは図１２参照)。裏ユニット５０には、ベース板金５１０の右側上部に設けられた遊技
盤接地部９４との接続部の後側に右部アース開口８８が開設され、この右部アース開口８
８を介して前記接続部に第４中継アース線ＥＲ４が接続されている。第４中継アース線Ｅ
Ｒ４は、遊技盤副接地部９５に接続され、ベース板金５１０が第４中継アース線ＥＲ４を
介して遊技盤副接地部９５に対して電気的に接続されている。遊技盤副接地部９５は、前
後方向に弾性変形可能に構成された金属製の板状部材であって、遊技盤４０を中枠１２に
取り付けた際に、中枠１２の対応する部位に設けられた中枠１２側の接地部に弾力的に当
接するようになっている。
【０３９３】
　前記遊技盤４０は、裏ユニット５０の上辺部５２ａにおいて表示開口５３より長尺であ
る大型の第１可動演出装置５００のベース板金５１０を中継して、該第１可動演出装置５
００が設けられる裏ユニット５０の辺(上辺)と同じ辺(上縁)に設けられた遊技盤接地部９
４に対し、裏ユニット５０の前側に設けられる構成部材に帯電した静電気を除去している
。すなわち、裏ユニット５０の上辺部５２ａにおいてアース線を配設する手間を省くこと
ができ、遊技盤４０におけるアース線の取り回しの負担を軽減することができる。また、
第１可動演出装置５００のベース板金５１０をアースを中継する部材として共用している
ので、部品点数を減らすことができる。しかも、第１可動演出装置５００は、表示部１３
ａの前側に向けて往復動する可動部材５０３を備えているが、アース線を第１可動演出装
置５００に重なる領域に配設する必要がないので、アース線と可動部材５０３との干渉を
考慮する必要もない。また、ベース板金５１０は、裏ユニット５０の上辺部５２ａの大部
分を占める大型の部材であるので、アース線ＥＲ３の接続部位や遊技盤接地部９４との接
続部位の設定の自由度が高く、遊技盤４０の構成部材に繋がるアース線ＥＲを接続し易く
、アース線ＥＲ３の取り回しの負担を更に軽減することができる。更に、遊技盤接地部９
４とベース板金５１０とを直接接触しているので、両者の間でアース線を接続する手間を
省くことができる。更にまた、ベース板金５１０に電気的に接続する遊技盤副接地部９５
によって、遊技盤接地部９４と共に中枠１２に対して２重に接地するようになっているの
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で、遊技盤４０と中枠１２との間での接地不良を防止できる。
【０３９４】
(変更例)
　前述した実施例の構成に限定されず、以下のように変更することも可能である。
(１)実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるもので
はなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用し得
る。
(２)実施例の遊技盤は、盤本体として合成樹脂製の板材を用いたが、木製合板からなる板
材であってもよい。
(３)球案内路は、横通路部が前後に延在する構成に限定されず、左右方向に延在する構成
であってもよい。
(４)球案内路に設けられる案内凹部は、縦通路部の後面に設ける構成に限定されず、側面
または前面であってもよい。
(５)実施例では、球通路を画成する通路構成部材の前後の面に緩衝リブを振り分けて設け
たが、対向する面であれば左右の面であっても、上下の面であってもよい。
(６)パチンコ球の通過を検知するセンサとしては、パチンコ球がスイッチに当接すること
で検知する接触式や、磁気や光等の電磁波を用いた近接式等その他を採用できる。
(７)「光を反射」とする構造としては、メッキ加工、光沢のある塗料の塗布、表面の磨き
等の鏡面加工によるものや、金属等の素材そのものの特性によるもの等、光を積極的に反
射する構成の何れも採用することができる。
(８)可動演出装置の配置は実施例に限定されるものではなく、第１可動演出装置を表示部
の側方や下方に配置しても、第２可動演出装置を表示部の上方や下方に配置してもよい。
(９)可動演出装置の駆動源としては、モータに限定されずソレノイドを用いてもよい。
(１０)照明体および発光体としては、ＬＥＤに限定されず、ランプや有機ＥＬ等、光を照
射し得るものであれば採用可能である。また、ＬＥＤとしては、単色で発光するものや、
多色(フルカラー)で発光し得るものであっても何れであってもよい。
(１１)実施例の「同一」、「平行」、「直線」等の用語は、数学的な意味に限定されず、
目的を達成できる範囲で多少ずれていてもよい。
【０３９５】
(１２)実施例では、カバー部材の発光部が前方に臨むように発光演出装置を設置し、第１
発光装置が前方へ光を照射する構成としたが、例えば、発光部を斜め前方に臨むように発
光演出装置を設置して、第１発光装置が斜めに光を照射するようにしてもよい。
(１３)実施例では、第２発光装置を反射部材(反射部)の下方に設置した場合を示したが、
第２発光装置の光を反射部へ向けて反射し得るならば、第２発光装置を反射部材の上方や
側方に設置してもよい。
(１４)実施例では、第１発光装置とは別体の反射部材(反射部)を設けた、第１発光装置の
第１発光基板に反射面を形成して、第１発光基板が反射部として機能するようにしてもよ
い。
(１５)実施例では、一対の可動体が同期して左右方向に移動する構成としたが、第１用ケ
ース体の前側に可動体収容部を形成し、後側に可動体中継基板を設ける構成であれば、１
つの可動体であったり、３つ以上の可動体であってもよい。また、可動体の移動する方向
は、左右方向に限定される訳でなく、上下方向や、斜め方向に移動するようにしてもよい
。
(１６)実施例では、連結ガイド部を作動体に設け、連結ガイドシャフトを可動部材に設け
る構成としたが、連結ガイド部を可動部材に設け、連結ガイドシャフトを作動体に設ける
構成であってもよい。
(１７)実施例では、支持部材としての可動部材に連結ガイド部を設け、作動体が可動部材
に対し相対移動する構成としたが、支持部材としては、必ずしも可動部材に限定される訳
でなく、盤本体や裏ユニットに設けた装飾部材等、作動体が相対移動し得るものであれば
、各種部材を支持部材として採用し得る。また、サブベース規制溝(規制溝)を可動部材に
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設けたが、連結ガイド部を支持部材に設けた場合には、規制溝は、作動体に形成される。
(１８)実施例では、ガイド挿通孔を１つの細径部と２つの拡開部から構成したが、実施例
の構成に限定される訳ではなく、例えば、１つの細径部と１つの拡開部とからガイド挿通
孔を構成してもよい。
(１９)実施例では、作動体が上下方向に移動する構成としたが、左右方向や前後方向に移
動する構成であってもよい。すなわち、連結ガイドシャフトの延在方向は、如何なる方向
であってもよい。
(２０)実施例では、駆動アームを第１リンク部および第２リンク部で構成したが、駆動ア
ームを単一の部材で構成したり、３つ以上のリンク部で構成してもよい。
(２１)実施例では、ロック手段としての規制リブを後支持ケース体に形成したが、前支持
ケース体に設けてもよい。また、ロック手段としては、実施例の如く、後支持ケース体に
一体的に形成した規制リブに限定されず、独立したロック手段をケース体等に着脱自在に
設置する構成であってもよい。また、駆動アームの回動量に合わせてロック手段の設置箇
所を適宜変更し得るようにしてもよい。
(２２)実施例では、当接部としての駆動アーム当接部を駆動アーム従動ギヤに形成した場
合を示したが、第２リンク部の他の部位に当接部を形成したり、第１リンク部に当接部を
形成してもよい。すなわち、ロック手段に当接する部位に応じて、駆動アームの適宜箇所
に当接部を形成すればよい。
(２３)実施例では、可動部材が上下方向に移動する構成としたが、可動部材が左右方向に
移動したり、斜め方向に移動するようにしてもよい。例えば、可動部材が左右方向に移動
させる場合には、一対のアーム部材は、上下方向に離間して設置される。また、実施例で
は、接続手段を第１接続部および第２接続部で構成したが、接続手段を第１接続部のみで
構成してもよい。
(２４)実施例では、可動部材が第１位置において、左右の重なり部が何れも盤本体の後方
に重なるよう構成したが、必ずしも、両重なり部が盤本体に重なる必要はなく、一方の重
なり部が盤本体の後方に重なる構成であってもよい。
(２５)実施例では、右部回動体の右部従動ギヤに案内通孔部を設けたが、必ずしも、案内
通孔部を右部従動ギヤに設ける必要はなく、右部回動体の他の部材に案内通孔部を設けて
もよい。
(２６)実施例では、案内保持部として右部従動ギヤに設けた案内通孔部を採用したが、案
内保持部としては、例えば、右部回動体に設けたフック等であってもよい。
(２７)実施例では、球検知手段としてのゲートセンサの配線を左部配線案内部で案内する
構成としたが、普通入賞装置や始動入賞装置等に設置された球検知手段の配線を案内する
ようにしてもよい。
(２８)実施例では、左部回動体を支持する左部設置部材に左部配線案内部を設けた場合を
示したが、案内部を裏ユニットに直接設けたり、他の部材(飾り部材等)に案内部を設けて
もよい。
(２９)実施例では、配線との干渉を避ける対象である構成部材として、右部回動体を例示
したが、構成部材としては、遊技盤を構成する部材であって、盤本体と裏ユニットとの間
のスペースに存在して配線と干渉する可能性のある全ての部材が含まれる。
【符号の説明】
【０３９６】
　４０　遊技盤
　４０ａ　遊技領域
　４２　盤本体
　５０　裏ユニット
　５２　設置板部
　４００　左側普通入賞装置(入賞装置)
　４０１　普通入賞センサ(検知手段)
　４０２　下部飾り部材(飾り部材)
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　４０６　普通入賞口(入賞口)
　４１０　第１球通路(球通路)
　４１１　縦通路部
　４１２　横通路部
　４１４　第２球通路(球通路)
　４１６　第３球通路(球通路)
　４１７　縦通路部
　４１８　横通路部
　４２０　通路構成部材
　４３４　第１緩衝リブ
　４３５　第２緩衝リブ
　４３６　第３緩衝リブ
　４３６ａ　流通許容面
　４３６ｂ　流通規制面
　Ｗ　パチンコ球(遊技球)
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