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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄表示演出が行われる前側から視認可能な表示部を遊技領域に備えた遊技盤に設けら
れ、可動体の動作により演出を行う遊技機の可動演出装置において、
　前記可動体は、
　前記表示部の外側に支持され、該表示部の周辺部に先端が位置する第１姿勢とこの第１
姿勢より該先端が表示部の中央側へ位置する第２姿勢とに駆動手段により回転変位する第
１部材と、
　前記第１部材に設けられ、前記第１姿勢で第１部材に重なる第１位置と前記第２姿勢で
第１部材の先端から突出する第２位置との間で、前記駆動手段の駆動に連動して第１部材
に沿って進退移動する第２部材と、
　前記第２部材に該第２部材と共に進退移動するよう設けられ、該第２部材の前面をなす
光透過部材を介して発光演出を行う発光手段とを備え、
　前記第１部材は、
　該第１部材における前記先端と反対の支持部位側に設けられ、前記第２部材よりも前側
に位置する補助カバーと、
　前記補助カバーに後方へ延出するように形成され、前記第２部材の進退移動方向に延在
すると共に前記第１部材の姿勢変位方向に対向する一対の通路片と、
　前記補助カバーと前記一対の通路片とにより画成され、前記第２部材より前記第１部材
の支持部位側の端部に向けて延在すると共に該第２部材の進退移動方向に沿って連通する
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通路と、
　前記補助カバーの後側において前記通路と前後方向に重ねて設けられた中継基板と、
　前記中継基板の前側に取り付けられる基板カバーに前記通路に対応して設けられ、前記
第１部材の支持部位側の端部に向かうにつれて前方へ傾斜する誘導片とを備え、
　前記通路は、前記中継基板より前記第１部材の支持部位側の端部に向けて延在すると共
に、該中継基板から前記支持部位側の端部にかけて後側に開放するよう形成され、
　前記発光手段に接続する配線は、前記通路において前記中継基板の前側を通るように前
記第１部材の支持部位側の端部に向けて挿通され、該第１部材の支持部位側の端部で第１
部材の先端側に湾曲させて該中継基板に接続され、前記第２部材の進退移動につれて該通
路を進退移動すると共に、該通路の前記開放部分を介して該配線の湾曲部分が伸縮するよ
う構成された
ことを特徴とする遊技機の可動演出装置。
【請求項２】
　前記補助カバーの前面が両通路片の突出部分の途中まで両通路片の間に延在するように
形成され、
　前記通路は、前記補助カバーにおける前記支持部位側の端縁から突出する両通路片間が
前後に開放するよう形成される請求項１記載の遊技機の可動演出装置。
【請求項３】
　前記第１部材は、前記表示部の外側に設けられた装飾部材の後側に前記第１姿勢で隠れ
るよう構成される請求項１または２記載の遊技機の可動演出装置。
【請求項４】
　前記第２部材は、少なくとも前記第２位置側の端部を前記第１部材の前面を構成するカ
バー部に合わせた形状で形成し、
　前記第２部材は、前記第１位置において前記第２位置側の端部を前記カバー部に揃えて
該カバー部の後側に収容される請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機の可動演出装置
。
【請求項５】
　前記可動体を動作する駆動機構は、前記駆動手段により回転される回転部材と、この回
転部材の回転中心より離れた位置に一端が回転可能に接続されると共に、他端が第２部材
に回転可能に接続されたリンク部材とを備える請求項１～４の何れか一項に記載の遊技機
の可動演出装置。
【請求項６】
　前記駆動機構は、前記回転部材および前記駆動手段から該回転部材に回転を伝達する歯
車が、前記可動体の後側に設けられたケースの内部に収容される請求項５記載の遊技機の
可動演出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、可動体の動作により演出を行う遊技機の可動演出装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域の略中央位置に装飾部材が配設されて、該装飾部材の開口から液晶式やドラム式等の
図柄表示装置を臨ませ、この図柄表示装置で図柄組み合わせゲームやリーチ演出等の遊技
演出を行うよう構成されている。また、パチンコ機では、所要の動作を行う可動体を備え
た可動演出装置を装飾部材に配設し、該可動体を図柄表示装置で行われる遊技演出に合わ
せて動作させることにより、視覚的な演出効果を向上させて遊技の興趣を高めている(例
えば、特許文献１参照)。
【０００３】



(3) JP 5406121 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

　特許文献１に開示の可動演出装置は、第１の可動部材の回転軸を液晶画面の上辺近傍に
配置すると共に、第２の可動部材の回転軸を液晶画面の左辺近傍に配置してある。そして
、特許文献１の可動演出装置は、モータによって各可動部材が回転軸を中心として液晶画
面の前側を夫々揺動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２００７－５４１４０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に開示の可動演出装置では、前述の如く各可動部材が液晶画面の前側を揺動
するだけであって、個々の可動部材の動きが乏しいので、演出効果を得るために複数の可
動部材を配設している。しかしながら、近年の液晶画面の大型化に伴って、複数の可動部
材を設けることが難しくなっており、個々の可動部材の演出効果を向上することが求めら
れている。そこで、大型の可動部材を設けることで、液晶画面の前側で動作した際の演出
効果を高めることが考えられる。前述の如く液晶画面の大型化に伴って、液晶画面の前側
で演出動作を行っていない待機状態にある可動部材の設置スペースが限られることから、
可動部材の単純な大型化が難しい問題が指摘される。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機の可動演出装置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、動作時に目を惹く大きさである
ものの、表示部の周辺部に退避した時にコンパクトになる可動体を有する遊技機の可動演
出装置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の
可動演出装置は、
　図柄表示演出が行われる前側から視認可能な表示部(26)を遊技領域(30a)に備えた遊技
盤(30)に設けられ、可動体(220)の動作により演出を行う遊技機の可動演出装置において
、
　前記可動体(220)は、
　前記表示部(26)の外側に支持され、該表示部(26)の周辺部に先端が位置する第１姿勢と
この第１姿勢より該先端が表示部(26)の中央側へ位置する第２姿勢とに駆動手段(254)に
より回転変位する第１部材(222)と、
　前記第１部材(222)に設けられ、前記第１姿勢で第１部材(222)に重なる第１位置と前記
第２姿勢で第１部材(222)の先端から突出する第２位置との間で、前記駆動手段(254)の駆
動に連動して第１部材(222)に沿って進退移動する第２部材(236)と、
　前記第２部材(236)に該第２部材(236)と共に進退移動するよう設けられ、該第２部材(2
36)の前面をなす光透過部材(240)を介して発光演出を行う発光手段(248)とを備え、
　前記第１部材(222)は、
　該第１部材(222)における前記先端と反対の支持部位側に設けられ、前記第２部材(236)
よりも前側に位置する補助カバー(230)と、
　前記補助カバー(230)に後方へ延出するように形成され、前記第２部材(236)の進退移動
方向に延在すると共に前記第１部材(222)の姿勢変位方向に対向する一対の通路片(232,23
2)と、
　前記補助カバー(230)と前記一対の通路片(230,230)とにより画成され、前記第２部材(2
36)より前記第１部材(222)の支持部位側の端部に向けて延在すると共に該第２部材(236)
の進退移動方向に沿って連通する通路(223)と、
　前記補助カバー(230)の後側において前記通路(223)と前後方向に重ねて設けられた中継
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基板(278)と、
　前記中継基板(278)の前側に取り付けられる基板カバー(280)に前記通路(223)に対応し
て設けられ、前記第１部材(222)の支持部位側の端部に向かうにつれて前方へ傾斜する誘
導片(280a)とを備え、
　前記通路(223)は、前記中継基板(278)より前記第１部材(222)の支持部位側の端部に向
けて延在すると共に、該中継基板(278)から前記支持部位側の端部にかけて後側に開放す
るよう形成され、
　前記発光手段(248)に接続する配線(H)は、前記通路(223)において前記中継基板(278)の
前側を通るように前記第１部材(222)の支持部位側の端部に向けて挿通され、該第１部材(
222)の支持部位側の端部で第１部材(222)の先端側に湾曲させて該中継基板(278)に接続さ
れ、前記第２部材(236)の進退移動につれて該通路(223)を進退移動すると共に、該通路(2
23)の前記開放部分を介して該配線(H)の湾曲部分が伸縮するよう構成されたことを特徴と
する。
　請求項１に係る発明によれば、可動体は、第１部材が表示部の周辺部に位置する第１姿
勢で第２部材が第１部材に重なる第１位置になるので、表示部の周辺部にある際にコンパ
クトになる。また、可動体は、第１部材が表示部の中央側に位置する第２姿勢で第２部材
が第１部材から突出する第２位置になるので、表示部の中央側で大きくなり、遊技者の目
を惹く動作演出を行うことができる。また、第２部材には、発光手段が設けられているの
で、第２部材の進退移動または可動体の動作に連動して、または独立して、発光演出を行
うことができる。第１部材および第２部材は、同じ駆動手段を駆動源としているので、両
部材を動作させる機構もコンパクトである。
　第１部材に画成された通路に沿って、第２部材と共に進退移動する発光手段の配線が進
退移動するので、駆動機構に対する配線の干渉を回避できる。
　通路の開放部分を介して配線の湾曲部分が伸縮するよう構成したので、配線に負荷がか
かり難く、また第２部材の円滑な進退移動を許容し得る。
【０００８】
　請求項２に係る発明では、前記補助カバー(230)の前面が両通路片(232,232)の突出部分
の途中まで両通路片(232,232)の間に延在するように形成され、
　前記通路(223)は、前記補助カバー(230)における前記支持側の端縁から突出する両通路
片(232,232)間が前後に開放するよう形成される要旨とする。
　請求項３に係る発明では、前記第１部材(222)は、前記表示部(26)の外側に設けられた
装飾部材(210)の後側に前記第１姿勢で隠れるよう構成されることを要旨とする。
　請求項３に係る発明によれば、可動体は、表示部の外側に設けた装飾部材に隠れた状態
から表示部の前側に現れるので、動作による演出の意外性を向上できる。
【０００９】
　請求項４に係る発明では、前記第２部材(236)は、少なくとも前記第２位置側の端部を
前記第１部材(222)の前面を構成するカバー部(228)に合わせた形状で形成し、
　前記第２部材(236)は、前記第１位置において前記第２位置側の端部を前記カバー部(22
8)に揃えて該カバー部(228)の後側に収容されることを要旨とする。
　請求項４に係る発明によれば、第２部材は、第１部材の前側を構成するカバー部に合わ
せた形状で形成されているので、カバー部の後側のスペースを最大限に活用して、第２部
材を大きく設定することができる。
【００１０】
　請求項５に係る発明では、前記可動体(220)を動作する駆動機構は、前記駆動手段(254)
により回転される回転部材(266)と、この回転部材(266)の回転中心より離れた位置に一端
が回転可能に接続されると共に、他端が第２部材(236)に回転可能に接続されたリンク部
材(270)とを備えることを要旨とする。
　請求項５に係る発明によれば、コンパクトな駆動機構で第１部材の回転変位に連動して
第２部材を進退移動することができる。
　請求項６に係る発明では、前記駆動機構は、前記回転部材(266)および前記駆動手段(25
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4)から該回転部材(266)に回転を伝達する歯車(258,260,264)が、前記可動体(220)の後側
に設けられたケース(204)の内部に収容されることを要旨とする。
　請求項６に係る発明によれば、回転部材および駆動手段から回転部材に回転を伝達する
歯車がケースの内部に収容されているので、発光手段の配線との干渉を回避することがで
きる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機の可動演出装置によれば、可動体が動作時に目を惹く大きさである
ものの、表示部の周辺部に退避した時に可動体がコンパクトになるので、動作時の優れた
演出効果と待機時の省スペース化を両立し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【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】実施例の遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例の遊技盤を示す正面図であって、装飾カバー部を取り外した状態を示す。
【図４】図３のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】図４のＢ部拡大図である。
【図６】実施例の遊技盤を示す正面図であって、装飾可動体を動作した状態を示す。
【図７】図６のＣ－Ｃ線断面図である。
【図８】実施例の遊技盤を示す正面図であって、装飾可動体を図６の状態より更に動作し
た状態を示す。
【図９】図８のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１０】実施例の遊技盤を示す正面図であって、主可動体および従可動体を動作した状
態を示す。
【図１１】実施例の遊技盤の分解斜視図である。
【図１２】実施例の裏ユニットを示す正面図である。
【図１３】実施例の裏ユニットを示す正面図であって、可動演出装置を取り外した状態を
示す。
【図１４】実施例の裏ユニットを示す斜視図である。
【図１５】実施例の第１可動演出装置を示す正面図であって、装飾可動体が待機位置にあ
る。
【図１６】実施例の第１可動演出装置を示す背面図であって、装飾可動体が待機位置にあ
る。
【図１７】実施例の第１可動演出装置を示す平面図であって、装飾可動体が待機位置にあ
る。
【図１８】実施例の第１可動演出装置を示す底面図であって、装飾可動体が待機位置にあ
る。
【図１９】実施例の第１可動演出装置を示す右側面図であって、装飾可動体が待機位置に
ある。
【図２０】実施例の第１可動演出装置を示す左側面図であって、装飾可動体が待機位置に
ある。
【図２１】図１５のＥ－Ｅ線断面図である。
【図２２】実施例の第１可動演出装置を前側から示す斜視図であって、装飾可動体が待機
位置にある。
【図２３】実施例の第１可動演出装置を後側から示す斜視図であって、装飾可動体が待機
位置にある。
【図２４】実施例の第１可動演出装置を示す正面図であって、装飾可動体が揺動姿勢にあ
る。
【図２５】実施例の第１可動演出装置を示す背面図であって、装飾可動体が揺動姿勢にあ
る。
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【図２６】図２４のＦ－Ｆ線断面図である。
【図２７】実施例の第１可動演出装置を前側から示す斜視図であって、装飾可動体が揺動
姿勢にある。
【図２８】実施例の第１可動演出装置を後側から示す斜視図であって、装飾可動体が揺動
姿勢にある。
【図２９】実施例の第１可動演出装置の装置本体部を示す正面図である。
【図３０】実施例の第１可動演出装置を示す右側面図であって、第３右覆部を取り外した
状態を示す。
【図３１】実施例の第１可動演出装置を示す右側面図であって、第２右覆部を取り外した
状態を示す。
【図３２】実施例の第１可動演出装置を示す右側面図であって、第２右覆部およびスライ
ド部材を取り外した状態を示す。
【図３３】実施例の第１可動演出装置を示す左側面図であって、第２左覆部を取り外した
状態を示す。
【図３４】実施例の第１可動演出装置を前側から示す分解斜視図である。
【図３５】実施例の第１可動演出装置を後側から示す分解斜視図である。
【図３６】実施例の第１可動演出装置の第１駆動機構を示す説明図である。
【図３７】実施例の第１可動演出装置の第２作動歯車と連動軸との関係を示す説明図であ
って、(ａ)は装飾可動体の第１位置の状態を示し、(ｂ)は装飾可動体の揺動姿勢の状態を
示す。
【図３８】実施例の第１可動演出装置の作動手段を示す説明図であって、(ａ)は装飾可動
体の第１位置の状態を示し、(ｂ)は装飾可動体の揺動姿勢の状態を示す。
【図３９】実施例の第１可動演出装置の付勢手段を示す説明図であって、(ａ)は装飾可動
体の第１位置の状態を示し、(ｂ)は装飾可動体の揺動姿勢の状態を示す。
【図４０】実施例の第１可動演出装置の位置センサ部と検出片を示す説明図である。
【図４１】実施例の第２可動演出装置を示す正面図であって、主可動体が第１姿勢にある
。
【図４２】実施例の第２可動演出装置を示す背面図であって、主可動体が第１姿勢にある
。
【図４３】実施例の第２可動演出装置を示す平面図であって、主可動体が第１姿勢にある
。
【図４４】実施例の第２可動演出装置を示す底面図であって、主可動体が第１姿勢にある
。
【図４５】実施例の第２可動演出装置を示す右側面図であって、主可動体が第１姿勢にあ
る。
【図４６】実施例の第２可動演出装置を示す左側面図であって、主可動体が第１姿勢にあ
る。
【図４７】図４１のＧ－Ｇ線断面図である。
【図４８】実施例の第２可動演出装置を前側から示す斜視図であって、主可動体が第１姿
勢にある。
【図４９】実施例の第２可動演出装置を後側から示す斜視図であって、主可動体が第１姿
勢にある。
【図５０】実施例の第２可動演出装置を示す正面図であって、主可動体が第２姿勢にある
。
【図５１】実施例の第２可動演出装置を示す背面図であって、主可動体が第２姿勢にある
。
【図５２】実施例の第２可動演出装置を前側から示す斜視図であって、主可動体が第２姿
勢にある。
【図５３】実施例の第２可動演出装置を後側から示す斜視図であって、主可動体が第２姿
勢にある。
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【図５４】実施例の第２可動演出装置を前側から示す分解斜視図である。
【図５５】実施例の第２可動演出装置を後側から示す分解斜視図である。
【図５６】実施例の第２可動演出装置を示す正面図であって、装飾カバー部を取り外した
状態を示す。
【図５７】実施例の第２可動演出装置の主可動体の動作説明図である。
【図５８】実施例の第２可動演出装置の第１連係手段を示す説明図であって、(ａ)は主可
動体の第１姿勢を示し、(ｂ)は主可動体の第２姿勢を示す。
【図５９】実施例の第２可動演出装置の第２連係手段を示す説明図であって、(ａ)は主可
動体の第１姿勢を示し、(ｂ)は主可動体の第２姿勢を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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なうパ
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】
【００１４】
(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１２を備えている。また、パチンコ
機１０には、後述する遊技盤３０(図２参照)が着脱可能に保持される本体枠としての中枠
１４が、外枠１２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では、遊技盤３０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２
４が着脱し得るよう配設されている(図１１参照)。中枠１４の前面側には、遊技盤３０を
透視保護するガラス板１６ａを備えた装飾枠としての前枠１６が開閉可能に組付けられる
と共に、前枠１６の下方にパチンコ球(遊技球)を貯留する下球受け皿１８が開閉可能に組
付けられる(図１参照)。なお、実施例では、前枠１６の下部位置に、パチンコ球を貯留す
る上球受け皿２０が一体的に組付けられており、前枠１６の開閉に合わせて上球受け皿２
０も一体的に開閉するよう構成される。
【００１５】
　前記中枠１４の右下方位置には、該中枠１４に配設された打球発射装置(図示せず)を作
動する操作ハンドル２２が設けられている(図１参照)。パチンコ機１０は、操作ハンドル
２２の操作により打球発射装置が作動することで、上球受け皿２０に貯留されたパチンコ
球が遊技盤３０に向けて発射されるようになっている。実施例では、図柄表示装置２４と
して、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用され
るが、これに限られるものではなく、ドラム式の表示装置やドットマトリックス式の表示
装置、７セグメントディスプレイ、その他の各種図柄を停止および変動表示可能な表示装
置を採用し得る。また、上球受け皿２０は、前枠１６と別体に形成して中枠１４に対して
開閉可能に組み付けるようにしてもよく、また上下の球受け皿１８,２０の一方を省略し
て１つの球受け皿のみ設ける構成であってもよい。
【００１６】
(遊技盤について)
　図１１に示すように、遊技盤３０は、前面(遊技盤面)にパチンコ球が流下可能な遊技領
域３０ａが画成される盤本体３２と、この盤本体３２の後面に組付けられる裏ユニット４
２とから基本的に構成される。図柄表示装置２４は、裏ユニット４２の後側に着脱可能に
配設される。
【００１７】
　図２または図３に示すように、前記盤本体３２は、所定板厚の略矩形状に形成された合
板の表面にセルを貼付けた板状の部材である。盤本体３２の前面には、略円形状に湾曲形
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成したレール３４が配設されて、このレール３４によりパチンコ球が流下可能な遊技領域
３０ａが画成され、打球発射装置から発射されたパチンコ球が遊技領域３０ａで流下する
ようになっている。また、盤本体３２には、前後に貫通する装着口３２ａ(図４または図
１１参照)が遊技領域３０ａに複数開設されて、各装着口３２ａに対して各種部品が前側
から取付けられる。盤本体３２には、遊技領域３０ａの最下部位置に、該遊技領域３０ａ
に打ち出されたパチンコ球を排出するアウト口３２ｂが開設されている。盤本体３２には
、遊技領域３０ａに対応して多数の遊技釘が植設されており、遊技領域３０ａを流下する
パチンコ球が遊技釘に接触することでパチンコ球の流下方向を不規則に変化させたり、パ
チンコ球を一定方向に誘導するようになっている。なお、装着口３２ａの形成数や大きさ
は、盤本体３２に対して取付けられる各種部品の個数や配設位置等に応じて適宜決定され
る。
【００１８】
　前記盤本体３２には、遊技領域３０ａの略中央に設けられた装着口(図示せず)に、前後
に開口する窓口３６ａが形成された枠状装飾体３６(図２参照)が取付けられ、窓口３６ａ
を介して図柄表示装置２４の表示面が遊技盤３０の前側に臨むよう構成されている。また
、枠状装飾体３６の下方には、遊技領域３０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入
賞装置３８や特別入賞装置４０が取付けられている(図２参照)。パチンコ機１０は、始動
入賞装置３８の入賞口３８ａにパチンコ球が入賞することで、図柄表示装置２４に図柄を
変動表示する図柄変動演出が展開され、図柄変動演出の結果、図柄表示装置２４に所定の
図柄組み合わせ(例えば同一図柄の３つ揃い等)で図柄が停止表示されると、特別入賞装置
４０が開放して所謂大当りが発生し、特別入賞装置４０の入賞口４０ａが開放されて遊技
者が多数の賞球を獲得可能な機会が与えられるようになっている。
【００１９】
　図１１～図１４に示すように、裏ユニット４２は、前方へ開口する略矩形箱状に形成さ
れて、前端部が盤本体３２の後面に固定されている。遊技盤３０では、盤本体３２と裏ユ
ニット４２における該盤本体３２に対向する設置板４４との間に、部材を設置するための
空間が画成される。裏ユニット４２には、設置板４４の後側に、図柄表示装置２４が着脱
可能に取付けられると共に、設置板４４における図柄表示装置２４の表示面に対応する位
置に、前後に開口する表示開口部４４ａ(図１３参照)が開設されている。遊技盤３０では
、裏ユニット４２の表示開口部４４ａに臨ませた図柄表示装置２４の表示面が枠状装飾体
３６の窓口３６ａを介して前側から視認し得るようになっている。また、裏ユニット４２
における設置板４４の前面には、各種の演出装置１００,２００や飾り部材が配設されて(
図１２参照)、枠状装飾体３６の窓口３６ａを介して遊技盤３０の前面に露出するように
なっている(図２参照)。すなわち、裏ユニット４２は、パチンコ機１０の遊技演出に関わ
る図柄表示装置２４や演出装置１００,２００の設置部材として機能している。このよう
に、遊技盤３０には、裏ユニット４２の表示開口部４４ａ、枠状装飾体３６の窓口３６ａ
、裏ユニット４２の設置板４４に設置された飾り部材等に囲まれて、図柄表示装置２４に
よる図柄変動ゲームが行われる表示部２６が設けられる(図２参照)。なお、表示部２６は
、遊技盤３０において前側から図柄表示装置２４による図柄変動ゲームを視認可能な領域
である。
【００２０】
(第１可動演出装置)
　次に、第１可動演出装置１００について、図１５～図４０を主に参照して詳細に説明す
る。第１可動演出装置１００は、裏ユニット４２における表示開口部４４ａの上側に延在
する設置板４４の上辺部４４ｂに設置され(図１２参照)、枠状装飾体３６の窓口３６ａを
介して後述する装飾部材４６,４８に隠されていない部分が前側に露出するようになって
いる(図２参照)。第１可動演出装置１００は、裏ユニット４４の上辺部４４ｂに取り付け
られた上部発光手段(発光手段)１０２と(図１３参照)、この上部発光手段１０２を覆うよ
うに裏ユニット４２の上辺部４４ｂに設けられた装置本体部１０６と、この装置本体部１
０６に設けられた回転可動体(第１の可動体)１３０と、この装置本体部１０６の前側に設
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けられた装飾可動体(第２の可動体)１５０とから基本的に構成される(図５、図７、図９
、図２１または図２６参照)。第１可動演出装置１００は、単数または複数の回転可動体
１３０を備えており、実施例では２基の回転可動体１３０,１３０を備えている。装置本
体部１０６は、回転可動体１３０を動作する駆動モータ(第１の駆動手段)１３２を有する
第１駆動機構と(図３６参照)、装飾可動体１５０を動作する作動モータ(第２の駆動手段)
１６８を有する第２駆動機構(図３４,図３５,図３７～図３９参照)とを備えている。第１
可動演出装置１００は、回転可動体１３０および装飾可動体１５０を連動または独立して
動作演出可能で、回転可動体１３０および装飾可動体１５０の動作と連動または独立して
上部発光手段１０２によって発光演出可能に構成される。
【００２１】
　図１２に示すように、前記第１可動演出装置１００は、装置本体部１０６が表示部２６
の上側に設けられており、装置本体部１０６の前側に設けられた装飾可動体１５０が、表
示部２６の外側(上側)に位置する待機位置(第１の位置：図２～図５参照)から表示部２６
に向けて動作するようになっている(図６～図９参照)。また、第１可動演出装置１００は
、装飾可動体１５０が待機位置から表示部２６側に変位した動作位置を越えると、待機位
置と動作位置との間での変位姿勢(以下、進退姿勢という)から表示部２６に向けて揺動す
るように姿勢変位するよう構成される(図６～図９参照)。ここで、裏ユニット４２の上縁
部には、設置板４４における上辺部４４ｂの前側に離間して装飾部材４６が取り付けられ
ており(図１３または図１４参照)、この装飾部材４６が枠状装飾体３６の窓口３６ａを介
して前側に臨むようになっている(図２または図３参照)。なお、装飾部材４６は、光を透
過可能に構成され、実施例では磨りガラス状の部材が用いられている。
【００２２】
　前記第１可動演出装置１００の上部は、裏ユニット４２の上辺部４４ｂと装飾部材４６
との間に挟まれて配設され(図４参照)、待機位置にある装飾可動体１５０の上部が装飾部
材４６の後側に位置して隠されている(図２または図３参照)。実施例の第１可動演出装置
１００では、装飾可動体１５０が遊技盤面に沿って表示部２６に対して進退移動するよう
に構成されるので、装飾可動体１５０が待機位置と動作位置との間で進退移動する方向が
上下方向となり、表示部２６の上辺に沿う軸線を支点として装飾可動体１５０が進退姿勢
と表示部２６側に傾いた揺動姿勢との間で揺動される。
【００２３】
　前記上部発光手段１０２は、左右幅が表示部２６の左右の幅と略同一で、上下幅が裏ユ
ニット４２の上辺部４４ｂの上下の幅と略同一に設定された基板の前側に、複数のＬＥＤ
(発光体)１０４を備えている(図１３参照)。上部発光手段１０２では、ＬＥＤ１０４が基
板の前側に規則的に並べて配置されており、左右方向に一定間隔で並べたＬＥＤ１０４の
行が、上下に離間して複数行(実施例では３行)配置されている(図５参照)。ここで、実施
例の上部発光手段１０２では、上下に隣り合うＬＥＤ１０４が鉛直方向に並び、複数のＬ
ＥＤ１０４が方形(碁盤目状)に配置されている。また、上部発光手段１０２は、ＬＥＤ１
０４の各行が回転可動体１３０および後述する段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｄに対応
するように配置されている。なお、以下の説明において各行のＬＥＤ群を区別する場合は
、最も上に位置するＬＥＤ１０４の行を上段発光群１０４Ａといい、最も下に位置するＬ
ＥＤ１０４の行を下段発光群１０４Ｃといい、上段発光群１０４Ａと下段発光群１０４Ｃ
との間に位置するＬＥＤ１０４の行を中段発光群１０４Ｂという。
【００２４】
　前記装置本体部１０６は、上部発光手段１０２を被覆可能で、かつ回転可動体１３０を
収容可能な大きさで形成されたケース状の部材であって、駆動モータ１３２およびこの駆
動モータ１３２から回転可動体１３０に動力を伝える伝達手段１３４と、作動モータ１６
８およびこの作動モータ１６８から装飾可動体１５０に動力を伝える作動手段１７０との
設置基盤となっている(図３４または図３５参照)。第１可動演出装置１００は、裏ユニッ
ト４２の上辺部４４ｂに取り付けられる上部発光手段１０２を除いて、装置本体部１０６
、回転可動体１３０、装飾可動体１５０および駆動機構を装置本体部１０６を介してユニ
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ットとして取り扱い可能であって、これらを裏ユニット４２に対して一体的に着脱するこ
とができる。
【００２５】
　前記装置本体部１０６は、遊技盤３０の前側に露出する部位が少なくとも光を透過可能
に構成され、実施例では、全体が光が透過する合成樹脂で形成されている。なお、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。
【００２６】
　前記装置本体部１０６は、ベース部材１０８と、このベース部材１０８の前側を覆うカ
バー部材１１２と、ベース部材１０８の右側部に取り付けられた右サイドカバー１１６と
、ベース部材１０８の左側部に取り付けられた左サイドカバー１２４とから基本的に構成
される(図２９、図３４または図３５参照)。装置本体部１０６には、ベース部材１０８と
カバー部材１１２との間に回転可動体１３０を収容可能な回転空間１０６ａが画成される
(図２１または図２６参照)。また、装置本体部１０６には、ベース部材１０８の右側部に
取り付けられた右サイドカバー１１６とカバー部材１１２の右側部との間に前方に開口す
るアーム挿通溝１０６ｂが形成されると共に、ベース部材１０８の左側部に取り付けられ
た左サイドカバー１２４とカバー部材１１２の左側部との間に前方に開口するアーム挿通
溝１０６ｂが形成されている(図２９参照)。なお、アーム挿通溝１０６ｂ,１０６ｂは、
装置本体部１０６の上下幅おおよそ全体に亘って開口し、アーム挿通溝１０６ｂ,１０６
ｂに挿入された装飾可動体１５０の後述するアーム１５６の変位を許容するようになって
いる。装置本体部１０６は、カバー部材１１２、右サイドカバー１１６および左サイドカ
バー１２４がベース部材１０８に対してネジ止め固定される。
【００２７】
　前記装置本体部１０６では、ベース部材１０８およびこのベース部材１０８の前側を覆
うカバー部材１１２の左右(装飾可動体１５０の進退移動方向と交差する側部)の夫々にサ
イドカバー１１６,１２４が設けられている(図１５～図１８参照)。装置本体部１０６は
、装飾可動体１５０の動作によりカバー部材１１２が見えたり隠れたりする(図１５また
は図２４参照)。サイドカバー１１６,１２４の前側には、裏ユニット４２に設けられた別
の装飾部材４８が延在し、この別の装飾部材４８の後側に隠されて、サイドカバー１１６
,１２４が前側から視認不能になっている(図１２参照)。
【００２８】
　前記ベース部材１０８は、略矩形状の板状部１１０の周端縁に後方へ向けて壁状部が延
出するよう形成された後方に開口するトレイ形状を基本とし、左右の壁状部後端に外側方
へ延出する鍔状部が夫々設けられている(図３４または図３５参照)。なお、ベース部材１
０８は、無色透明の合成樹脂素材で形成されている。ベース部材１０８は、壁状部で上部
発光手段１０２を囲うと共に該壁状部の後端および鍔状部を裏ユニット４２の前面に突き
当てて裏ユニット４２に取り付けられ、板状部１１０が壁状部の内側に収容された上部発
光手段１０２の前側に位置するようになっている(図５、図７および図９参照)。ベース部
材１０８は、裏ユニット４２の上辺部４４ｂに突設された位置決め突起４５(図１４参照)
が左右の鍔状部の夫々に貫通形成された位置決め孔１０８ａ(図１６、図２３、図２５ま
たは図２８参照)に嵌合するようになっている。左右の位置決め孔１０８ａ,１０８ａは、
上下に互い違いに配置され、実施例では右側の位置決め孔１０８ａが鍔状部の上側に偏倚
して設けられるのに対し、左側の位置決め孔１０８ａが鍔状部の下側に偏倚して設けられ
る(図１６参照)。
【００２９】
　前記ベース部材１０８は、上部発光手段１０２のＬＥＤ１０４に対応してＬＥＤ開口１
１０ａが板状部１１０に貫通形成され(図１６、図２３、図２５または図２８参照)、ＬＥ
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Ｄ１０４がＬＥＤ開口１１０ａに前後方向で整合するようになっている(図５、図７およ
び図９参照)。実施例のベース部材１０８は、ＬＥＤ１０４の夫々に対応してＬＥＤ開口
１１０ａが設けられ、複数のＬＥＤ１０４が上下に三段で並べて設けられているのに対応
して、左右方向に一定間隔で並べたＬＥＤ開口１１０ａの行が、上下に離間して３行形成
されている(図１６参照)。上段発光群１０４Ａに対応するＬＥＤ開口１１０ａは、中段発
光群１０４Ｂおよび下段発光群１０４Ｃに対応するＬＥＤ開口１１０ａと比べて、装飾可
動体１５０の待機位置と動作位置との進退移動方向(上下方向)の幅が大きく設定され、こ
の進退移動方向と交差する方向(左右方向)の幅が、各段同じに設定されている。このよう
に、ＬＥＤ開口１１０ａを設けて、このＬＥＤ開口１１０ａにＬＥＤ１０４を臨ませて配
置することでで、板状部１１０がＬＥＤ１０４の熱影響を受け難くなり、ＬＥＤ１０４の
発光により生じた熱をＬＥＤ開口１１０ａを介して放散できる。また、板状体１１０は、
ＬＥＤ１０４に対応する部位にＬＥＤ開口１１０ａを設けてあるので、剛性の低下を最小
限に抑えることができる。なお、装置本体部１０６は、基板から前方に突出するＬＥＤ１
０４をＬＥＤ開口１１０ａに収容すれば、板状部１１０の厚みを有効利用して前後スペー
スのコンパクト化を図ることもできる。
【００３０】
　前記カバー部材１１２は、ベース部材１０８の板状部１１０の前側を少なくとも覆う大
きさに形成された板状の部材であって(図３４または図３５参照)、装置本体部１０６にお
いて装飾可動体１５０の変位によって前側に露出する意匠部分を構成している(図７また
は図９参照)。カバー部材１１２は、装飾可動体１５０の変位方向(実施例では上下方向)
に階段状に段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｃ,１１２ｄが設けられている(図２１または
図２６参照)。カバー部材１１２は、表示部２６から離間する側(上)から表示部２６側(下
)に向かうにつれて前方へ突出し、最も前方に位置する段差部１１２ｃから表示部２６側
に向かうにつれて後方へ凹むように側面視略山形に形成されている。
【００３１】
　前記カバー部材１１２は、ベース部材１０８の板状部１１０の上部を覆う第１段差部１
１２ａと、この第１段差部１１２ａの表示部２６側(下側)に連設され、第１段差部１１２
ａより板状部１１０から前方へ離間する第２段差部１１２ｂと、この第２段差部１１２ｂ
の表示部２６側(下側)に連設され、第２段差部１１２ｂより板状部１１０から前方へ離間
する第３段差部１１２ｃと、この第３段差部１１２ｃの表示部２６側(下側)に連設され、
第２段差部１１２ｂと板状部１１０に対する前後位置が略同一である第４段差部１１２ｄ
とを備えている(図２１または図２６参照)。カバー部材１１２では、第２段差部１１２ｂ
(第４段差部１１２ｄ)と第３段差部１１２ｃとの間の前後差よりも、第１段差部１１２ａ
と第２段差部１１２ｂとの間の前後差が大きく設定されている。カバー部材１１２では、
最も前方に位置する第３段差部１１２ｃが装飾可動体１５０の進退移動方向(実施例では
上下方向)において表示部２６側(下側)に偏倚して配置されている。
【００３２】
　前記カバー部材１１２は、ベース部材１０８の板状部１１０の中間部位から下部にかけ
て第２段差部１１２ｂ、第３段差部１１２ｃおよび第４段差部１１２ｄで覆い、装置本体
部１０６では、板状部１１０と第２段差部１１２ｂ、第３段差部１１２ｃおよび第４段差
部１１２ｄとの間に回転可動体１３０が収容される(図２１または図２６参照)。また、カ
バー部材１１２は、第４段差部１１２ｄの表示部２６側(下側)に連設されて後方へ向けて
延出する部分で、ベース部材１０８の下面を構成する壁状部の下側を覆うようになってい
る。なお、カバー部材１１２は、上下方向の形状が湾曲または屈曲して階段状に形成され
るものの、左右方向の形状が後述する光拡散構造に由来する細かい凹凸を除いて基本的に
水平になっている。
【００３３】
　ここで、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
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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。
【００３４】
　前記カバー部材１１２は、光を透過可能な合成樹脂素材から形成されて、装飾可動体１
５０の変位によって前側に露出する部位に少なくとも光拡散構造が設けられている。なお
、実施例では、カバー部材１１２のおおよそ全体に光拡散構造が設けられている。ここで
、光拡散構造の態様としては、カバー部材１１２の段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｃ,
１１２ｄ毎に異なるように設定しても、複数の段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｃ,１１
２ｄまたは段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｃ,１１２ｄ全体で共通に設定してもよい。
実施例のカバー部材１１２では、装飾可動体１５０が遊技盤面に沿って表示部２６に対し
て進退移動する際の移動領域に対応する第１段差部１１２ａと、装飾可動体１５０が遊技
盤面に沿う軸線を支点として揺動する際の移動領域に対応する第２～第４段差部１１２ｂ
,１１２ｃ,１１２ｄとが、光拡散構造の態様が相違するよう構成されている(図２９参照)
。より具体的には、カバー部材１１２では、第１段差部１１２ａに磨りガラス状の光拡散
構造が採用され、第２～第４段差部１１２ｂ,１１２ｃ,１１２ｄが細かい凹凸形状による
光拡散構造となっている。なお、第２～第４段差部１１２ｂ,１１２ｃ,１１２ｄは、凹凸
形状からなる光拡散構造が、凹溝の延在方向および凸条の延在方向を回転可動体１３０の
回転方向と関連付けてある。
【００３５】
　前記カバー部材１１２は、第１段差部１１２ａが上段発光群１０４Ａの前側を覆い、第
２段差部１１２ｂが中段発光群１０４Ｂの前側を覆い、第４段差部１１２ｄが下段発光群
１０４Ｃの前側を覆うよう構成される(図２１または図２６参照)。すなわち、カバー部材
１１２は、第１段差部１１２ａが上段発光群１０４Ａとの距離が第２段差部１１２ｂと中
段発光群１０４Ｂとの距離より近く、第２段差部１１２ｂと中段発光群１０４Ｂとの距離
が第４段差部１１２ｄと下段発光群１０４Ｃとの距離と同一になっている。なお、実施例
のカバー部材１１２では、第２段差部１１２ｂにおける第３段差部１１２ｃとの接続部位
に中段発光群１０４Ｂが相対し、第４段差部１１２ｄにおける第３段差部１１２ｃとの接
続部位に下段発光群１０４Ｃが相対するよう配置される。
【００３６】
　前記右サイドカバー１１６は、右側に開口する略トレイ形状の第１右覆部(第１の板部)
１１８と、この第１右覆部１１８の開口端縁に突き当てて取り付けられる板状の第２右覆
部(第２の板部)１２０と、この第２右覆部１２０に開口端縁を突き当てて取り付けられる
左側に開口する略トレイ形状の第３右覆部１２２とから構成される(図１５～図１８,図３
４または図３５参照)。右サイドカバー１１６は、ベース部材１０８の右側部に複数突設
された取付ボス部１０９に対し、第１右覆部１１８に貫通形成した取付ボス孔１１８ａを
嵌合すると共に、隣り合う取付ボス部１０９,１０９の間に第１右覆部１１８を挟んで、
該第１右覆部１１８が取り付けられる(図３２参照)。また、右サイドカバー１１６は、第
１右覆部１１８の右側に突き出した取付ボス部１０９に対して第２右覆部１２０を突き当
ててネジ止めすることで、第２右覆部１２０が固定されると共に(図３０参照)、ベース部
材の右側部と第２右覆部１２０との間に挟まれて第１右覆部１１８が固定される。更に、
右サイドカバー１１６は、第２右覆部１２０に対して第３右覆部１２２がネジ止め固定さ
れる。ここで、第２右覆部１２０を固定するネジ固定部位は、第３右覆部１２２から外れ
た位置に設けられ(図１９参照)、第３右覆部１２２を取り外すことなく、第１右覆部１１
８および第２右覆部１２０をベース部材１０８から取り外し可能になっている。そして、
右サイドカバー１１６には、第１右覆部１１８および第２右覆部１２０の間と、第２右覆
部１２０および第３右覆部１２２の間との夫々に、後述する第２駆動機構の構成部材が設
置される収容空間１１６ａ,１１６ｂが画成される(図３０～図３２参照)。なお、右サイ
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ドカバー１１６の構成部材は、何れも無色透明の合成樹脂素材で形成されている。
【００３７】
　前記左サイドカバー１２４は、左側に開口する略トレイ形状の第１左覆部１２６と、右
側に開口する略トレイ形状の第２左覆部１２８とを、互いの開放端縁を突き合わせて構成
されるケース状の部材である(図１５～図１８,図３４または図３５参照)。左サイドカバ
ー１２４は、ベース部材１０８の左側部に突き出した取付ボス部１０９に対して第１左覆
部１２６を突き当ててネジ止めすることで、第１左覆部１２６がベース部材１０８に固定
される(図３４または図３５参照)。また、左サイドカバー１２４は、第１左覆部１２６に
対して第２左覆部１２８がネジ止め固定される。ここで、第１左覆部１２６を固定するネ
ジ固定部位は、第２左覆部１２８から外れた位置に設けられ、第２左覆部１２８を取り外
すことなく、第１左覆部１２６をベース部材１０８から取り外し可能になっている(図２
０参照)。そして、左サイドカバー１２４には、第１左覆部１２６と第２左覆部１２８と
の間に、後述する第１駆動機構の構成部材が設置される配設空間１２４ａが画成される(
図３３参照)。なお、左サイドカバー１２４の構成部材は、何れも無色透明の合成樹脂素
材で形成されている。
【００３８】
　前記回転可動体１３０は、ベース部材１０８とカバー部材１１２との間の回転空間１０
６ａに回転可能に収容され、前側をカバー部材１１２で覆われている(図２１または図２
６参照)。回転可動体１３０は、遊技盤面に沿う方向に延在する軸線回りに回転可能に支
持され、実施例では回転可動体１３が表示部２６の上辺に沿って軸線が延在するように設
置されている。回転可動体１３０は、軸線に沿って長手が延在する棒状の部材であって(
図３６参照)、実施例では中空の円筒状に形成されている。そして、回転可動体１３０は
、円筒部分の中心を通る軸線を中心として回転するようになっている。第１可動演出装置
１００は、複数(実施例では２基)の回転可動体１３０,１３０を備えており、これらの回
転可動体１３０,１３０が軸線を互いに平行にして設けられている。実施例では、同一形
状で同一の径の２基の回転可動体１３０,１３０が、上下に離間して平行に配置され、前
後方向の位置関係が揃えられている(図２１参照)。なお、２基の回転可動体１３０,１３
０を区別する場合は、上側に位置する回転可動体に「上段」を付して符号に「Ａ」を付加
し、下側に位置する回転可動体に「下段」を付して符号に「Ｂ」を付加する。
【００３９】
　前記回転可動体１３０は、上部発光手段１０２のＬＥＤ１０４の前側に重なるように配
置されている(図２１または図２６参照)。ここで、第１可動演出装置１００では、回転可
動体１３０の軸線と各段のＬＥＤ１０４からなる発光群との並びとが同一方向に延在する
と共に平行であって、回転可動体１３０に重なる発光群のＬＥＤ１０４と回転可動体１３
０においてＬＥＤ１０４に臨む周面との前後の位置関係が同一になっている。より具体的
には、上段回転可動体１３０Ａは、中段発光群１０４Ｂの前側に重なるように配置される
。 一方、下段回転可動体１３０Ｂは、下段発光群１０４Ｃの前側に重なるように配置さ
れる。すなわち、第１可動演出装置１００は、回転可動体１３０の軸線に沿って並べて配
置したＬＥＤ１０４(中段発光群１０４Ｂおよび下段発光群１０４Ｃ)と、回転可動体１３
０の後側から外れた位置に配置したＬＥＤ１０４(上段発光群１０４Ａ)とを有している。
【００４０】
　前記回転可動体１３０は、カバー部材１１２の段差部１１２ｂ,１１２ｃ,１１２ｄに対
応して配置され、対応の段差部１１２ｂ,１１２ｃ,１１２ｄの後側に重なっている(図２
１または図２６参照)。ここで、第１可動演出装置１００では、回転可動体１３０の軸線
がカバー部材１１２のに対して左右方向に平行であって、回転可動体１３０に重なるカバ
ー部材１１２の段差部１１２ｂ,１１２ｃ,１１２ｄと回転可動体１３０の前後の位置関係
が左右方向で同一になっている。具体的には、上段回転可動体１３０Ａは、第２段差部１
１２ｂにおける第３段差部１１２ｃとの接続部位の後側に軸線が延在し、第２段差部１１
２ｂおよび第３段差部１１２ｃの後側に重なるように配置される(図２１または図２６参
照)。一方、下段回転可動体１３０Ｂは、第４段差部１１２ｄにおける第３段差部１１２
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ｃとの接続部位の後側に軸線が延在し、第３段差部１１２ｃおよび第４段差部１１２ｃの
後側に重なるように配置される(図２１または図２６参照)。
【００４１】
　前記第１可動演出装置１００では、上段回転可動体１３０Ａが中段発光群１０４Ｂと第
２段差部１１２ｂおよび第３段差部１１２ｃとの間に挟まれ、中段発光群１０４Ｂから直
進した光が、上段回転可動体１３０Ａ、第２段差部１１２ｂおよび第３段差部１１２ｃの
上側領域を主に介して装置本体部１０６の前側に照射されるようになっている(図２１ま
たは図２６参照)。また、第１可動演出装置１００では、下段回転可動体１３０Ｂが下段
発光群１０４Ｃと第３段差部１１２ｃおよび第４段差部１１２ｄとの間に挟まれ、下段発
光群１０４Ｃから直進した光が、下段回転可動体１３０Ｂ、第３段差部１１２ｃの下側領
域および第４段差部１１２ｄを主に介して装置本体部１０６の前側に照射されるようにな
っている。更に、第１可動演出装置１００では、上段発光群１０４Ａの前側に第１段差部
１１２ａが位置して、上段発光群１０４Ａから直進した光が、第１段差部１１２ａを介し
て装置本体部１０６の前側に照射されるようになっている。
【００４２】
　前記回転可動体１３０は、無色透明の合成樹脂素材で形成されている。回転可動体１３
０は、周面に光拡散構造が設けられ、上部発光手段１０２のＬＥＤ１０４から入射した光
を乱反射し得るようになっている。実施例の回転可動体１３０には、光拡散構造として、
シボ加工のような不規則な凹凸形状が周面に設けられている。すなわち、回転可動体１３
０は、軸線回りに回転することで、周面に設けた光拡散構造の凹凸形状と上部発光手段１
０２のＬＥＤ１０４との関係が変動し、回転可動体１３０の静止状態での光拡散態様と異
なる光拡散態様になる。
【００４３】
　実施例の回転可動体１３０は、裏ユニット４２の上辺部４４ｂに第１可動演出装置１０
０が設置されるので、軸線が表示部２６の上辺に合わせて左右方向に水平に延在するよう
に遊技盤面に沿わせて支持される。回転可動体１３０は、筒状本体の両端に軸部材１３１
が夫々嵌め込まれ、この軸部材１３１の筒状本体から突出する部分が装置本体部１０６に
対して回転可能に支持されている(図３４または図３５参照)。回転可動体１３０は、該回
転可動体１３０の左端部に突出する軸部材１３１をベース部材１０８の左側部に貫通形成
された支持軸孔１０８ｂに挿入すると共に、回転可動体１３０の右端部に突出する軸部材
１３１を、ベース部材１０８の右側部に前側に開放するように凹設された支持凹部１０８
ｃとカバー部材１１２の右側部に後側に開放するように凹設された支持凹部１１２ｅとの
間で挟持して、回転可能に支持されている。
【００４４】
　前記回転可動体１３０を回転する第１駆動機構について説明する。第１駆動機構は、１
つの駆動モータ１３２と、この駆動モータ１３２の動力を複数の回転可動体１３０,１３
０の夫々に伝達する伝達手段１３４とから構成され(図３６参照)、単一の駆動モータ１３
２によって複数の回転可動体１３０が同期して回転するようになっている。また、第１駆
動機構は、複数の回転可動体１３０,１３０を同一の回転方向へ回転するよう構成される
。第１駆動機構の伝達手段１３４は、駆動モータ１３２の出力軸１３２ａに固定されたソ
ケット１３６と、ベース部材１０８の左側部に回転可能に支持され、ソケット１３６に接
続する伝達軸１３８と、この伝達軸１３８のソケット１３６に接続する端部と反対側の端
部に固定された第１伝達歯車１４０と、ベース部材１０８の左側部に回転可能に支持され
、第１伝達歯車１４０に噛み合う第２伝達歯車１４２と、上段回転可動体１３０Ａにおけ
る左側の軸部材１３１の外周に設けられ、第２伝達歯車１４２に噛み合う上段ギア部１４
４とを備えている(図３４または図３５参照)。また、伝達手段１３４は、ベース部材１０
８の左側部に回転可能に支持され、上段ギア部１４４に噛み合う第３伝達歯車１４６と、
下段回転可動体１３０Ｂにおける左側の軸部材１３１の外周に設けられ、第３伝達歯車１
４６に噛み合う下段ギア部１４８とを備えている。なお、伝達歯車１４０,１４２,１４６
およびギア部１４４,１４８は、何れも平歯車である。
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【００４５】
　前記駆動モータ１３２は、左サイドカバー１２４の第２左覆部１２８の外側に取り付け
られ(図１５～図１８または図２０参照)、第２左覆部１２８を貫通して左サイドカバー１
２４の配設空間１２４ａに臨む出力軸１３２ａの先端にソケット１３６が固定されている
(図３６参照)。伝達軸１３８は、第１左覆部１２６を貫通して左サイドカバー１２４の配
設空間１２４ａに臨む端部が、ソケット１３６に対して挿脱可能に接続するようになって
いる。伝達手段１３４では、ソケット１３６の受け口が多角形(実施例では六角形)に形成
されると共に、これに対応して伝達軸１３８の挿入端が多角形(実施例では六角形)に形成
され、ソケット１３６に対し出力軸１３２ａの回転方向に伝達軸１３８が連動するよう構
成される。すなわち、第１駆動機構は、第２左覆部１２８を第１左覆部１２６から取り外
せば、ソケット１３６が伝達軸１３８から外れ、第２左覆部１２８を第１左覆部１２６に
取り付ければ、ソケット１３６と伝達軸１３８とが接続される。また、第１駆動機構は、
左サイドカバー１２４全体をベース部材１０８の左側部から取り外せば、ソケット１３６
が伝達軸１３８から外れ、左サイドカバー１２４をベース部材１０８の左側部に取り付け
れば、ソケット１３６と伝達軸１３８とが接続される。更に、第１駆動機構は、駆動モー
タ１３２を第２左覆部１２８から取り外せば、ソケット１３６が伝達軸１３８から外れ、
駆動モータ１３２を第２左覆部１２８に取り付ければ、ソケット１３６と伝達軸１３８と
が接続される(図３３参照)。このように、第１駆動機構は、駆動モータ１３２と、ベース
部材１０８側に設けた伝達軸１３８とを簡単に切り離しまたは接続することができ、例え
ば駆動モータ１３２の取り替え時等に便利である。
【００４６】
　前記第１駆動機構は、駆動モータ１３２の出力軸１３２ａが、上段回転可動体１３０Ａ
より上側で後側に偏倚した位置に突出し、この出力軸１３２ａの右側に相対して伝達軸１
３８が配置されている(図３３参照)。第１伝達歯車１４０は、ベース部材１０８の左側部
の内側(回転空間１０６ａ)に設置され、伝達軸１３８より前側でかつ上側に偏倚した位置
に軸支されて第２伝達歯車１４２が設置されている(図３６参照)。ここで、カバー部材１
１２には、第２伝達歯車１４２に対応する第１段差部１１２ａの一部に切欠口１１２ｆが
貫通形成され、ベース部材１０８との間が狭い第１段差部１１２ａにおいて第２伝達歯車
１４２との干渉を回避している(図２９参照)。そして、第２伝達歯車１４２は、上段回転
可動体１３０Ａの上側から上段ギア部１４４に噛み合っている。第３伝達歯車１４６は、
上下方向の位置が上段回転可動体１３０Ａおよび下段回転可動体１３０Ｂの間であって、
上段回転可動体１３０Ａおよび下段回転可動体１３０Ｂの軸線より前側に設置されている
。第３回転歯車１４６は、上下方向の位置がカバー部材１１２において第３段差部１１２
ｃに対応して配置されており、最も前方に位置する第３段差部１１２ｃの後側のスペース
を用いて第３伝達歯車１４６が収容されている。このように、伝達手段１３４の第１～第
３伝達歯車１４０,１４２,１４６は、ベース部材１０８とカバー部材１１２との間の回転
空間１０６ａを有効利用して設置されている。なお、第３伝達歯車１４６は、ベース部材
１０８の左側部に取り付けられる支持片１１４(図３４または図３５参照)に回転可能に支
持されている。
【００４７】
　前記装飾可動体１５０は、遊技盤面に沿う方向へ進退移動する態様と(図３８(ａ)参照)
、遊技盤面に沿う方向に延在する軸線を支点として揺動する態様(図３８(ｂ)参照)との夫
々で動作するよう構成される。具体的には、装飾可動体１５０は、カバー部材１１２の前
面全体を覆う待機位置と(図２～図５または図１５参照)、この待機位置から表示部２６側
に向けてスライド変位して、カバー部材１１２の少なくとも一部を前側に臨ませる動作位
置(図３８(ａ)の点線参照)との間で、進退姿勢を保ったまま表示部２６に対して進退移動
するようになっている。また、装飾可動体１５０は、表示部２６の上辺に沿う軸線を支点
として動作位置から表示部２６側に向けて揺動し(図６～図９、図２４または図３８(ｂ)
参照)、カバー部材１１２の前側に臨ませる領域を動作位置より拡大する揺動姿勢(第２の
位置)に動作するようになっている。すなわち、装飾可動体１５０は、動作位置を越えた
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表示部２６側において進退姿勢と揺動姿勢との間で揺動するよう構成される。
【００４８】
　前記装飾可動体１５０は、第１装飾面１５２と、この第１装飾面１５２と交差する方向
に延在する第２装飾面１５４と、第１装飾面１５２の左右の側縁に夫々設けられ、後方へ
向けて延出するアーム１５６とを備えている(図３４または図３５参照)。装飾可動体１５
０は、第１装飾面１５２と第２装飾面１５４とが断面略逆「Ｌ」字状になるように形成さ
れた板状の部材であって(図１９または図２０参照)、左右のアーム１５６,１５６が装置
本体部１０６に対して進退移動および揺動可能に支持されている。装飾可動体１５０では
、第１装飾面１５２における表示部２６と反対側の縁部(実施例では上縁部)に第２装飾面
１５４が設けられ、第２装飾面１５４が第１装飾面１５２に対して斜めに延在するように
形成されている。装飾可動体１５０は、進退姿勢において第１装飾面１５２が前側に臨む
と共に第２装飾面１５４が第１装飾面１５２の上縁部から後方へ向けて延出するように構
成され、この進退姿勢において第２装飾面１５４が前から後に向かうにつれて第１装飾面
１５２より離れる方向へ傾斜している。
【００４９】
　前記装飾可動体１５０は、揺動姿勢において第２装飾面１５４が前側に臨むと共に、第
１装飾面１５２が第２装飾面１５４の下縁部から後方へ向けて延出するように構成される
(図２６参照)。すなわち、装飾可動体１５０は、進退移動に際して前側に臨む装飾面１５
２が変わらないものの、揺動することで前側に臨ませる装飾面を第１装飾面１５２または
第２装飾面１５４に切り替えることができるようになっている。なお、実施例の装飾可動
体１５０は、進退姿勢で第１装飾面１５２が遊技盤面に略平行な関係で延在し、揺動姿勢
で第２装飾面１５４がカバー部材１１２の第１～第３段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｃ
のなす山形状に沿う遊技盤面に対して傾いた関係で延在している(図９または図２６参照)
。
【００５０】
　前記装飾可動体１５０は、第１装飾面１５２がカバー部材１１２の前面に略整合する大
きさに設定され、進退姿勢での第２装飾面１５４の前後方向の幅が第１装飾面１５２と比
べて小さく設定されている(図１９または図２０参照)。また、装飾可動体１５０は、第１
装飾面１５２および第２装飾面１５４とで左右方向の幅が略同一となっている。装飾可動
体１５０は、進退姿勢にある待機位置で、第１装飾面１５２がカバー部材の第３段差部１
１２ｃより前側に延在し、第１装飾面１５２および第２装飾面１５４によってカバー部材
１１２の前面全体を覆うようになっている(図２１参照)。また、装飾可動体１５０は、進
退姿勢にある待機位置で、第２装飾面１５４がカバー部材１１２の第１段差部１１２ａの
上部前側に位置し、第１装飾面１５２より後方へ延出する第２装飾面１５４が第１段差部
１１２ａと第３段差部１１２ｃとの前後差に収容される(図５または図２１参照)。
【００５１】
　前記装飾可動体１５０は、進退姿勢にある動作位置で、カバー部材１１２に対して下側
にずれて第１段差部１１２ａの上部領域を開放するものの、第２装飾面１５４がカバー部
材１１２の第１段差部１１２ａの下部前側に位置し、第１装飾面１５２より後方へ延出す
る第２装飾面１５４が第１段差部１１２ａと第３段差部１１２ｃとの前後差に収容される
。装飾可動体１５０は、揺動姿勢で第１段差部１１２ａ、第２段差部１１２ｂおよび第３
段差部１１２ｃを開放する一方、第２装飾面１５４でカバー部材１１２の第４段差部１１
２ｄを覆うようになっている(図９または図２６参照)。装飾可動体１５０は、揺動姿勢で
第１装飾面１５２がカバー部材１１２の下側に位置し、第２装飾面１５４より後方へ延出
する第１装飾面１５２が第４段差部１１２ｄと裏ユニット４２の上辺部４４ｂとの前後差
に収容される(図９参照)。このように、第１可動演出装置１００では、装飾可動体１５０
が進退移動または揺動しても、カバー部材１１２の第４段差部１１２ｄの前側が第１装飾
面１５２または第２装飾面１５４によって常に覆われており(図９参照)、第１段差部１１
２ａ、第２段差部１１２ｂおよび第３段差部１１２ｃを、装飾可動体１５０の動作に応じ
て被覆または開放し得るよう構成される(図５、図７または図９参照)。
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【００５２】
　前記装飾可動体１５０は、全体が無色透明な合成樹脂素材を基本として構成され、第１
装飾面１５２および第２装飾面１５４に光拡散構造が設けられている(図２２参照)。また
、装飾可動体１５０は、第１装飾面１５２および第２装飾面１５４の夫々に、パチンコ機
のモチーフに合わせた飾り部１５２ａ,１５４ａが設けられている(図２２または図２４参
照)。第１装飾面１５２および第２装飾面１５４の基本的な光拡散構造は、凹凸形状であ
って、これとは別に第１装飾面１５２に設けた飾り部１５２ａが磨りガラス状の光拡散構
造とされている。また、第２装飾面１５４の飾り部１５４ａには、有色透明に構成した部
位が設けられている。すなわち、装飾可動体１５０は、第１装飾面１５２と第２装飾面１
５４との間で、飾り部１５２ａ,１５４ａの形状(意匠形状)および光拡散構造が相違する
よう構成され、揺動によって第１装飾面１５２と第２装飾面１５４とを切り替えることで
、意匠形状および光の拡散態様を切り替えることができる。
【００５３】
　前記装飾可動体１５０のアーム１５６は、第１装飾面１５２の各側縁から後方へ延出す
る板状の部分であって、延出端(後端)が表示部２６側(下方)に更に延出し、側面視で略逆
「Ｌ」字形状に形成されている(図３４、図３５または図３８参照)。なお、アーム１５６
は、第１装飾面１５２と一体的に形成されている。各アーム１５６は、対応する側にある
装置本体部１０６のアーム挿通溝１０６ｂに前側から挿入され、対応する側のサイドカバ
ー１１６,１２４に対して進退移動および揺動可能に支持されている(図３１参照)。アー
ム１５６は、装飾可動体１５０を揺動した際に、該アーム１５６の第１装飾面１５２から
後方へ延出する部位とこの延出端から下方へ延出する部位とがなす下方に開放した凹部分
に、ベース部材１０８の下端より突出する取付ボス部１０９およびこの取付ボス部１０９
の下側を覆いサイドカバー１１６,１２４の内側面に当接するカバー部材１１２の下面が
収まるようになっている(図２６参照)。このように、装飾可動体１５０は、揺動に際して
アーム１５６と装置本体部１０６との干渉を回避できるので、揺動可能範囲を広く設定す
ることができる。
【００５４】
　前記装飾可動体１５０を動作する第２駆動機構について説明する。第２駆動機構は、装
飾可動体１５０を揺動可能に支持する支軸(第１の軸)１５８と、この支軸１５８を案内す
る第１ガイド部(第１のガイド部)１６０と、支軸１５８と離間して設けられた作動軸(第
２の軸)１６２と、この作動軸１６２を案内する第２ガイド部(第２のガイド部)１６４と
、作動軸１６２および第２ガイド部１６４を第１ガイド部１６０に沿って相対的に進退移
動する作動モータ(駆動手段)１６８とを備えている(図３４、図３５、図３８または図３
９参照)。また、第２駆動機構は、作動モータ１６８の動力を伝達する作動手段１７０を
有している(図３０、図３１、図３４または図３５参照)。第２駆動機構は、第１ガイド部
１６０に案内される支軸１５８と第２ガイド部１６４に案内される作動軸１６２との相対
的な位置関係の変化に応じて、装飾可動体１５０を複数の態様で動作するよう構成される
(図３８参照)。すなわち、第２駆動機構は、支軸１５８と作動軸１６２との相対的な位置
関係を保ったまま案内することで、装飾可動体１５０をスライド変位し(図３８(ａ)参照)
、作動軸１６２と支軸１６４との相対的な位置関係が変わるように設定することで(図３
８(ｂ)参照)、支軸１５８を支点として装飾可動体１５０を回転変位するよう構成される
。
【００５５】
　前記支軸１５８は、軸線が遊技盤面に沿う方向に延在するように設けられ、実施例では
表示部２６の上辺に対して軸線が平行に延在するよう形成されている。支軸１５８は、円
柱形状であって、左右のアーム１５６,１５６の夫々に左右対称な位置関係で設けられて
いる(図３５参照)。左右で対をなす支軸１５８,１５８は、アーム１５６の外側面に互い
に離間する方向へ突設され、右側のアーム１５６に設けられた支軸１５８が右サイドカバ
ー１１６の第１右覆部１１８に向けて突出し、左側のアーム１５６に設けられた支軸１５
８が左サイドカバー１２４の第１左覆部１２６に向けて突出するようになっている。また
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、各支軸１５８は、アーム１５６の延出端における表示部２６側(下部)に設けられている
(図３８または図３９参照)。
【００５６】
　前記作動軸１６２は、その軸線が支軸１５８の軸線と同一方向に延在するように形成さ
れ、支軸１５８と平行な関係で設けられている。すなわち、作動軸１６２は、軸線が遊技
盤面に沿う方向に延在するように設けられ、実施例では表示部２６の上辺に対して軸線が
平行に延在するよう形成されている。また、作動軸１６２は、円柱形状であって、左右の
アーム１５６,１５６の夫々に左右対称な位置関係で設けられている(図３５参照)。左右
で対をなす作動軸１６２,１６２は、アーム１５６の外側面に互いに離間する方向へ突設
され、右側のアーム１５６に設けられた作動軸１６２が右サイドカバー１１６の第１右覆
部１１８に向けて突出し、左側のアーム１５６に設けられた作動軸１６２が左サイドカバ
ー１２４の第１左覆部１２６に向けて突出するようになっている。また、各作動軸１６２
は、アーム１５６の延出端における表示部２６から離間する側(上部)に設けられ、装飾可
動体１５０の進退姿勢において支軸１５８より僅かに前側に配置されている(図３８(ａ)
参照)。
【００５７】
　前記第１ガイド部１６０は、支軸１５８の軸線と交差する方向に延在するように設けら
れ、支軸１５８と係合したもとで該第１ガイド部１６０の延在方向に沿って支軸１５８を
案内するよう構成されている(図３８または図３９参照)。ここで、第１ガイド部１６０は
、直線状に延在するように設けられている。実施例の第１ガイド部１６０は、裏ユニット
４２の上辺部４４ｂにおいて表示部２６に対して進退する方向(上下方向)に沿って長手辺
が延在するように形成されている。また、第１ガイド部１６０は、短手辺の幅が支軸１５
８の外形寸法(外径)と略同一に設定した長孔形状であって(図３１または図３２参照)、支
軸１５８を収容して短手辺に沿う方向への移動を規制する一方、長手辺に沿う方向の移動
を許容するようになっている。
【００５８】
　前記第１ガイド部１６０は、アーム１５６の外側面に相対するサイドカバー１１６,１
２４に夫々設けられ、左右の対をなす第１ガイド部１６０,１６０は、装飾可動体１５０
を挟んで左右対称な位置関係で配置されている。すなわち、右側の支軸１５８を支持する
第１ガイド部１６０は、右サイドカバー１１６の第１右覆部１１８において右側のアーム
１５６に相対する板部分に貫通形成され、左側の支軸１５８を支持する第１ガイド部１６
０は、左サイドカバー１２４の第１左覆部１２６において左側のアーム１５６に相対する
板部分に貫通形成されている。第１ガイド部１６０は、第１右覆部１１８および第１左覆
部１２６の上下方向の中間部位から下部にかけて長手辺が延在するように形成され、前後
方向において後側へ偏倚した位置に配置されている(図３１または図３２参照)。第２駆動
機構は、装飾可動体１５０の待機位置において、支軸１５８が第１ガイド部１６０の上端
に位置し(図３８(ａ)参照)、装飾可動体１５０の動作位置並びに進退姿勢と揺動姿勢との
間の姿勢変位において、支軸１５８が第１ガイド部１６０の下端に位置するよう構成され
る(図３８(ｂ)参照)。
【００５９】
　前記第２ガイド部１６４は、作動軸１６２の軸線と交差する方向に延在するように設け
られ、作動軸１６２と係合したもとで該第２ガイド部１６４の延在方向に沿って作動軸１
６２を案内するよう構成されている(図３８または図３９参照)。第２ガイド部１６４は、
第１ガイド部１６０に並行に延在する第１ガイドライン(第１のガイドライン：直線部分)
１６５と、この第１ガイドライン１６５に連なるように設けられて、弧状に延在する第２
ガイドライン(第２のガイドライン：直線部分)１６６とを有している(図３２または図３
３参照)。第１ガイドライン１６５は、直線状の第１ガイド部１６０に対して平行な関係
で直線状に延在するように設けられている。すなわち、実施例の第２ガイド部１６４は、
裏ユニット４２の上辺部４４ｂにおいて表示部２６に対して進退する方向(上下方向)に沿
って第１ガイドライン１６５の長手辺が延在するように形成される。第２ガイド部１６４
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は、第２ガイドライン１６６の長手辺が弧状に延在するよう形成され、該長手辺によって
第２ガイドライン１６６の弧形状が規定される。また、第２ガイド部１６４は、短手辺の
幅が作動軸１６２の外形寸法(外径)と略同一に設定した長孔形状であって(図３１参照)、
作動軸１６２を収容して短手辺に沿う方向への移動を規制する一方、長手辺に沿う方向の
移動を許容するようになっている。
【００６０】
　実施例の第２ガイドライン１６６は、支軸１５８を中心とする円弧状に形成されている
(図３８(ｂ)または図３９(ｂ)参照)。より具体的には、第２ガイドライン１６６は、支軸
１５８が第１ガイド部１６０の下端に位置した場合を基準として、支軸１５８を中心とし
て作動軸１６２を回転した際に描く軌跡に沿って形成されている。また、第２ガイドライ
ン１６６は、第１ガイドライン１６５に対して第１ガイド部１６０から離れる方向に湾曲
するように設けられる(図３２または図３３参照)。第２ガイドライン１６６は、第１ガイ
ドライン１６５から離れるにつれて前側に偏倚する弧状であり、すなわち前側に凸になる
湾曲形状になっている。なお、第２ガイド部１６４は、第１ガイドライン１６５と第２ガ
イドライン１６６との接続部位が滑らかに接続されている。
【００６１】
　前記第２ガイド部１６４は、アーム１５６の外側面に相対するサイドカバー１１６,１
２４に夫々設けられ、左右の対をなす第２ガイド部１６４,１６４は、装飾可動体１５０
を挟んで左右対称な位置関係で配置されている。すなわち、右側の作動軸１６２を支持す
る第２ガイド部１６４は、右サイドカバー１１６の第１右覆部１１８において右側のアー
ム１５６に相対する板部分に貫通形成されている。一方、左側の作動軸１６２を支持する
第２ガイド部１６４は、左サイドカバー１２４の第１左覆部１２６において左側のアーム
１５６に相対する板部分に貫通形成されている。第２ガイド部１６４は、第１右覆部１１
８および第１左覆部１２６の上下方向の上部から中間部位にかけて第１ガイドライン１６
５の長手辺が延在するように形成され、前後方向において第１ガイド部１６０より前側へ
偏倚した位置に第１ガイドライン１６５が配置されている(図３２または図３３参照)。ま
た、第２ガイド部１６４は、第１右覆部１１８および第１左覆部１２６の上下方向の中間
部位から下部にかけて第２ガイドライン１６６の長手辺が延在するよう形成され、第１ガ
イド部１６０の前側に第２ガイドライン１６６が配置されている。また、第２ガイド部１
６４は、第１ガイド部１６０の上方に位置する第１ガイドライン１６５が、前後方向で該
第１ガイド部１６０の一部に重なり、第１ガイド部１６０の上側のスペースを有効利用し
ている。
【００６２】
　前記支軸１５８および作動軸１６２は、軸棒と、この軸棒に回転可能に嵌められる軸キ
ャップとから構成される(図３４または図３５参照)。軸棒は、金属製の丸棒材であって、
右端がアーム１５６に固定されている。軸キャップは、合成樹脂の成形品であって、軸棒
の外径に合わせて形成された貫通孔を有する円筒状本体と、この円筒状本体の一端に半径
方向外方へ延出するよう形成されたフランジとから構成されている。支軸１５８および作
動軸１６２は、対応のガイド部１６０,１６４に挿入した軸棒に対して貫通孔を嵌め合わ
せて軸キャップが取り付けられる。なお、軸キャップは、フランジの外径が軸溝の短手辺
より大きく設定され、対応のガイド部１６０,１６４の開口縁内側面から装飾可動体１５
０側へ突出するよう設けられた開口突起１６０ａ,１６４ａ(図３４または図３５参照)に
対し、フランジが当接するようになっている。
【００６３】
　前記第２駆動機構では、装飾可動体１５０の待機位置で作動軸１６２が第１ガイドライ
ン１６５の上端に位置し(図３８(ａ)または図３９(ａ)参照)、装飾可動体１５０の動作位
置で作動軸１６２がガイドライン１６５と第２ガイドライン１６６との接続部位に位置す
るようになっている。また、作動軸１６２は、装飾可動体１５０の揺動姿勢で作動軸１６
２が第２ガイドライン１６６の下端に位置するようになっている(図３８(ａ)または図３
９(ａ)参照)。また、第２駆動機構は、作動軸１６２および第２ガイド部１６４の相対的
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な進退移動に伴って作動軸１６２が第２ガイドライン１６６に移行した際に、第１ガイド
部１６０の下端部で支軸１５８を移動規制するよう構成される。すなわち、第２駆動機構
では、揺動変位の途中で支軸１５８が第１ガイドライン１６５の下端部で移動規制された
もとで作動軸１６２が第２ガイドライン１６６に案内されるようになっている。
【００６４】
　前記第２駆動機構は、支軸１５８および作動軸１６２の少なくとも一方を、作動モータ
１６８によって第１ガイド部１６０の長手辺に沿う方向へ進退移動するよう構成される。
なお、実施例の第２駆動機構では、作動モータ１６８に接続する作動手段１７０が右側の
作動軸１６２に連係し(図３１参照)、この作動軸１６２を第１ガイド部１６０の長手辺に
沿う方向(実施例では上下方向)へ進退移動して、第２ガイド部１６４に対して作動軸１６
２が相対的に変位される。第１可動演出装置１００は、アーム１５６に設けられた支軸１
５８および作動軸１６２が連動して変位し、作動軸１６２が第１ガイドライン１６５に案
内されたもとで装飾可動体１５０を姿勢保持したまま進退移動し、作動軸１６２が第２ガ
イドライン１６６に案内されたもとで装飾可動体１５０を揺動するようになっている。
【００６５】
　前記作動モータ１６８は、右サイドカバー１１６の第３右覆部１２２の外側面に取り付
けられ(図１５～図１９参照)、出力軸１６８ａが第３右覆部１２２を介して第２右覆部１
２０と第３右覆部１２２との間に画成される第２収容空間１１６ｂに突出するよう設けら
れる。作動モータ１６８は、装置本体部１０６の右側面において中央部に配置される(図
１９参照)。なお、作動モータ１６８としては、正逆回転駆動可能なものが用いられ、例
えばステッピングモータが好適である。
【００６６】
　前記第２駆動機構において、作動モータ１６８から作動軸１６２に動力を伝達する作動
手段１７０について説明する。作動手段１７０は、作動モータ１６８の出力軸１６８ａに
固定される第１作動歯車１７２と、この第１作動歯車１７２に噛み合う第２作動歯車(回
転具)１７４と、この第２作動歯車１７４の回転中心より偏倚した部位に設けられ、第２
作動歯車１７４と共に回転する連動軸１７６とを備えている(図３４、図３５または図３
７参照)。また、作動手段１７０は、連動軸１７６に連係し、該連動軸１７６の上下方向(
第１ガイド部１６０の長手辺に沿う方向)の変位に連動して上下方向へスライド変位する
スライド部材１７８を備え、このスライド部材１７８に作動軸１６２が連係されている(
図３８参照)。すなわち、作動手段１７０は、作動モータ１６８の回転駆動が連動軸１７
６およびスライド部材１７８の連係によって該スライド部材１７８の直線的なスライド変
位に変換される。
【００６７】
　前記第１作動歯車１７２および第２作動歯車１７４は、右サイドカバー１１６における
第２右覆部１２０および第３右覆部１２２の間の第２収容空間１１６ｂに収容されている
(図３７参照)。第２作動歯車１７４は、回転軸が第２右覆部１２０と第３右覆部１２２と
の対向面間に挟まれて左右両側から支持され、スライド部材１７８との係合下に回転変位
をスライド変位に変換する連動軸１７６を安定して回転変位できるようになっている。第
２作動歯車１７４は、右サイドカバー１１６において後側に偏倚した部位に突出する出力
軸１６８ａより前側に回転軸が配置され(図３７参照)、第１作動歯車１７２の前側で互い
に噛み合っている。なお、実施例の第１作動歯車１７２および第２作動歯車１７４は、何
れも平歯車である。
【００６８】
　前記連動軸１７６は、第２作動歯車１７４の外周縁から半径方向外側に延出する腕部１
７５に設けられている(図３０または図３７参照)。連動軸１７６は、円柱形状であって、
腕部１７５の後面に後方へ向けて突出するように形成されている(図３４または図３５参
照)。連動軸１７６は、第２右覆部１２０に該連動軸１７６の回転軌跡に合わせて貫通形
成された軸溝１２１を介して第１右覆部１１８と第２右覆部１２０との間の第１収容空間
１１６ａに突出するようになっている(図３０参照)。軸溝１２１は、第２作動歯車１７４
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の回転軸を中心とする円弧状であって、第２作動歯車１７４の回転中心を通る鉛直線上ま
たは該鉛直線上から僅かにずれて上端部が位置すると共に、該鉛直線上に下端部が位置し
ている。すなわち、軸溝１２１は、第２作動歯車１７４の回転軸を中心とする１８０°ま
たは１８０°を僅かに越えた範囲で設けられ、連動軸１７６は、１８０°の範囲で回転変
位が可能になっている。また、連動軸１７６は、第２作動歯車１７４の回転軸より後側の
領域を主に回転変位するように設定され、これに対応して軸溝１２１が、第２作動歯車１
７４の回転軸より後側に主に形成されている。
【００６９】
　前記連動軸１７６は、軸棒と、この軸棒に回転可能に嵌められる軸キャップとから構成
される(図３４または図３５参照)。軸棒は、金属製の丸棒材であって、右端が腕部１７５
に固定されている。軸キャップは、合成樹脂の成形品であって、軸棒の外径に合わせて形
成された貫通孔を有する円筒状本体と、この円筒状本体の一端に半径方向外方へ延出する
よう形成されたフランジとから構成されている。連動軸１７６は、軸溝１２１を介して第
２右覆部１２０の左方に突出した軸棒に対して貫通孔を嵌め合わせて軸キャップが取り付
けられる。なお、軸キャップは、フランジの外径が軸溝１２１の短手辺より大きく設定さ
れ、第２右覆部１２０の左面に軸溝１２１の開口縁から左方へ突出するよう設けられた支
持突起(図示せず)に対し、フランジが当接するようになっている。
【００７０】
　前記スライド部材１７８は、合成樹脂素材からなる略矩形の板状部材であって、第１右
覆部１１８と第２右覆部１２０との間の第１収容空間１１６ａに収容されている(図３１
参照)。ここで、スライド部材１７８は、第１ガイド部１６０の長手辺に沿う方向(実施例
では上下方向)の移動が許容される一方、この上下方向以外の前後方向および左右方向の
移動が第１右覆部１１８および第２右覆部１２０によって規制される。スライド部材１７
８には、該スライド部材１７８の移動許容方向と交差する方向(実施例では前後方向)に長
手辺が延在する長孔形状の連動口１８０が貫通形成されると共に、この連動口１８０と平
行して作動口１８２が貫通形成されている(図３１参照)。すなわち、作動口１８２は、連
動口１８０と同様の長孔形状であって、スライド部材１７８の移動許容方向と交差する方
向(実施例では前後方向)に長手辺が延在するよう形成されている。スライド部材１７８で
は、連動口１８０と作動口１８２とが上下の関係で配置され、作動口１８２が連動口１８
０の下側に設けられる。
【００７１】
　前記スライド部材１７８では、連動口１８０の長手方向の幅が第２作動歯車１７４の回
転に伴う連動軸１７６の前後方向の変位幅と同じかまたは長く設定されている。また、ス
ライド部材１７８は、該スライド部材１７８を上下方向に移動すれば、連動口１８０が第
２作動歯車１７４の回転に伴う連動軸１７６の前後方向の変位範囲に重なるように構成さ
れる。一方、連動口１８０は、短手方向の幅が連動軸１７６の外径に合わせて設定されて
いる。そして、スライド部材１７８の連動口１８０には、軸溝１２１を介して第１収容空
間１１６ａに突出する連動軸１７６が挿入される(図３１参照)。スライド部材１７８は、
連動口１８０の前後幅で連動軸１７６の前後方向の変位を許容しつつ、該連動軸１７６の
上下方向の変位に連動して、上下方向へスライド変位するようになっている。
【００７２】
　前記スライド部材１７８では、作動口１８２の長手方向の幅が、第２ガイド部１６４に
よる案内に伴う作動軸１６２の前後方向の変位幅と同じかまたは長く設定されている。一
方、作動口１８２の短手方向の幅は、作動軸１６２の外径に合わせて設定されている(図
３１参照)。スライド部材１７８は、該スライド部材１７８を上下方向に移動した際に、
作動口１８２が支軸１５８を支点とする作動軸１６２の揺動に伴う該作動軸１６２の前後
方向の変位範囲に重なるように構成される。そして、スライド部材１７８の作動口１８２
には、第２ガイド部１６４を介して第１収容空間１１６ａに突出する作動軸１６２が挿入
される(図３１参照)。スライド部材１７８は、連動軸１７６に連動して上下方向へスライ
ド変位することで、第２ガイド部１６４に案内される作動軸１６２の前後方向の変位を許
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容しつつ、作動軸１６２を上下方向へ移動するようになっている。第２駆動機構では、ス
ライド部材１７８による作動軸１６２の上下方向の移動に連動して、支軸１５８も第１ガ
イド部１６０で移動規制されない範囲で該第１ガイド部１６０に沿って上下方向に移動す
るようになっている。
【００７３】
　前記第１可動演出装置１００では、装飾可動体１５０のアーム１５６に臨む第１右覆部
(第１の板部)１１８に第１ガイド部１６０および第２ガイド部１６４が貫通形成されると
共に(図３２参照)、第１右覆部１１８とこの第１右覆部１１８に対向する第２右覆部(第
２の板部)１２０に挟んでスライド部材１７８が進退移動可能に設けられる。そして、第
１可動演出装置１００では、装飾可動体１５０に設けられた作動軸１６２が第２ガイド部
１６４を介してスライド部材１７８の作動口１８２に挿入され、スライド部材１７８に対
して作動軸１６２が連係される(図３１参照)。このように、スライド部材１７８を第１右
覆部１１８と第２右覆部１２０との間の対向する板部分の間に挟むことで、作動モータ１
６８から装飾可動体１５０に対して駆動力を伝達するスライド部材１７８を安定して支持
でき、装飾可動体１５０をがたつきなく円滑に動作することができる。
【００７４】
　前記右サイドカバー１１６の第１右覆部１１８には、スライド部材１７８に臨む右面に
規制片１１８ｂが突出形成されている(図３１または図３４参照)。規制片１１８ｂは、第
１右覆部１１８の前側に延在する前壁からスライド部材１７８の前後寸法だけ離間した位
置に、第１右覆部１１８の上下に亘って形成される。スライド部材１７８は、第１右覆部
１１８の前壁と規制片１１８ｂとの間に配置され、前壁と規制片１１８ｂとに挟まれて前
後方向の移動が規制される(図３１参照)。スライド部材１７８には、前縁に前方に突出し
て当接突起１７８ａが上下に離間して複数設けられ、後縁に後方へ突出して当接突起１７
８ａが上下に離間して複数設けられている。実施例のスライド部材１７８では、当接突起
１７８ａが前縁および後縁の上端と下端とに夫々設けられ、前縁の当接突起１７８ａが第
１右覆部１１８の前壁に当接すると共に、後縁の当接突起１７８ａが第１右覆部１１８の
規制片１１８ｂに当接するようになっている。このように、スライド部材１７８は、当接
突起１７８ａで前壁または規制片１１８ｂに当接するよう構成して、前壁または規制片１
１８ｂとの接触面積を小さくすることで、前後方向のがたつきを抑えつつスライド部材１
７８のスライド変位に伴う摺動負荷を軽減している。
【００７５】
　前記第１右覆部１１８の右面には、右方へ突出する支持突起１１８ｃが設けられている
(図３２参照)。支持突起１１８ｃは、第１右覆部１１８の右面からの突出寸法が規制片１
１８ｂより低く設定されている。第１右覆部１１８には、第２ガイド部１６４の開口縁と
、第２ガイド部１６４の前側の上下に亘る部位と、第１ガイド部１６０の前側の開口縁に
沿う部位とに支持突起１１８ｃが設けられている。一方、第２右覆部１２０の左面には、
前述した軸溝１２１の開口縁に設けられた支持突起に加えて、第１右覆部１１８において
第２ガイド部１６０の前側に上下に亘って設けられた支持突起１１８ｃより僅かに後側に
偏倚する位置に、上下に延在する支持突が設けられると共に、第１右覆部１１８の規制片
１１８ｂより僅かに前側に偏倚する位置に、上下に延在する支持突起(何れも図示せず)が
設けられている。スライド部材１７８は、左面が第１右覆部１１８の支持突起１１８ｃに
当接すると共に、右面が第２右覆部１２０の支持突起に当接し、左右に対向する支持突起
に挟まれて左右方向の移動が規制される。このように、スライド部材１７８は、対向する
右覆部１１８,１２０の支持突起で支持するよう構成して、右覆部１１８,１２０との接触
面積を小さくすることで、左右方向のがたつきを抑えつつスライド部材１７８のスライド
変位に伴う摺動負荷を軽減している。
【００７６】
　前記第１右覆部１１８には、装飾可動体１５０の右側のアームに対向する左面に、第１
ガイド部１６０および第２ガイド部１６４の開口縁を囲むように突出形成された開口突起
１６０ａ,１６４ａが設けられている(図２４参照)。支軸１５８および作動軸１６２は、



(23) JP 5406121 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

前述した軸キャップの円筒状本体が対応のガイド部１６０,１６４に挿入される一方、軸
キャップのフランジが開口突起１６０ａ,１６４ａに当接するよう構成されている。すな
わち、装置本体部１０６は、第１右覆部１１８に開口突起１６０ａ,１６４ａを設けるこ
とで、アーム１５６(装飾可動体１５０)との間の摺動負荷を軽減している。
【００７７】
　前記装置本体部１０６では、第１右覆部１１８と第２右覆部１２０との間の第１収容空
間１１６ａにスライド部材１７８を収容し(図３１参照)、第２右覆部１２０と第３右覆部
１２２との間の第２収容空間１１６ｂに第１作動歯車１７２および第２作動歯車１７４を
収容している(図３０参照)。このように、第１可動演出装置１００は、スライド変位する
スライド部材１７８と回転する作動歯車１７２,１７４とを別々の収容空間１１６ａ,１１
６ｂに収容することで、両者の干渉を回避することができる。
【００７８】
　前述のように装飾可動体１５０は、表示部２６の上辺に沿う方向に離間して対向する一
対のアーム１５６,１５６でカバー部材１１２を左右から挟み、左右のアーム１５６,１５
６に設けられた一対の支軸１５８,１５８および一対の作動軸１６２,１６２で装置本体部
１０６に対して支持されている(図２４参照)。そして、装飾可動体１５０は、右側の支軸
１５８側に作動モータ１６８およびこの作動モータ１６８に連係する作動手段１７０が設
けられ、作動モータ１６８および作動手段１７０によって右側の作動軸１６２を介して駆
動される。すなわち、装飾可動体１５０は、動力で動かされるのは右側のアーム１５６だ
けである。
【００７９】
　前記装飾可動体１５０は、左側の支軸１５８が付勢手段１８４で付勢されるようになっ
ている(図３３参照)。付勢手段１８４としては、ばねまたはゴム等の弾性体等の原動機を
用いない手段が採用され、実施例ではコイルばねが用いられている。付勢手段１８４は、
左サイドカバー１２４における第１左覆部１２６の左面に突出形成されて、第１ガイド部
１６０の上側に位置する固定片１２６ａと、第１左覆部１２６に開設された第１ガイド部
１６０を介して左方へ突出する左側の支軸１５８との間に架設されている(図３３または
図３９参照)。固定片１２６ａは、第１ガイド部１６０の表示部２６から離間する側の端
部(上端)より上側に設けられ、第１ガイド部１６０の延在ライン上に配置されている。付
勢手段１８４は、左サイドカバー１２４において第１左覆部１２６と第２左覆部１２８と
の間に画成される配設空間１２４ａに収容され、支軸１５８を固定片１２６ａ側に近づけ
る方向へ付勢力が働くよう構成されている。すなわち、左側の支軸１５８には、装飾可動
体１５０が表示部２６に対して進退移動する方向のうち、表示部２６から離れる方向(動
作位置から待機位置へ向かう方向)へ付勢力が働くように構成される(図３９参照)。また
、付勢手段１８４は、第２駆動機構により右側のアーム１５６を介して動作される装飾可
動体１５０の表示部２６側へ向かう方向(待機位置から動作位置へ向かう方向)の動作に際
し、左側の支軸１５８の変位によって引っ張られて伸張するようになっている。第１可動
演出装置１００のように装飾可動体１５０が上下方向に進退移動する構成において、付勢
手段１８４の付勢力が左側の支軸１５８を介してかかる装飾可動体１５０の荷重と同じま
たは小さく設定されている。
【００８０】
　前記第１左覆部１２６には、装飾可動体１５０の左側のアーム１５６に対向する右面に
、第１ガイド部１６０および第２ガイド部１６４の開口縁を囲むように突出形成された開
口突起１６０ａ,１６４ａが設けられている(図２４、図３４または図３５参照)。支軸１
５８および作動軸１６２は、前述した軸キャップの円筒状本体が対応のガイド部１６０,
１６４に挿入される一方、軸キャップのフランジが開口突起１６０ａ,１６４ａに当接す
るよう構成されている。すなわち、装置本体部１０６は、第１左覆部１２６に開口突起１
６０ａ,１６０ｂを設けることで、アーム１５６(装飾可動体１５０)との間の摺動負荷を
軽減している。
【００８１】
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　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の位置検出を行う位置検出手段を備
えている(図３０参照)。位置検出手段は、装置本体部１０６等の固定側に設けられる位置
センサ部１８６と、装飾可動体１５０や作動手段１７０等の動作側に設けられ、位置セン
サ部１８６の検出対象となる検出片１８８とから構成され、位置センサ部１８６による検
出片１８８の有無の検出によって、装飾可動体１５０の位置が判定される。位置センサ部
１８６としては、光や磁気等を用いる近接センサ、検出片１８８との接触による機械的変
動に基づく機械式センサ等その他のものを採用でき、実施例ではフォトセンサが採用され
ている。位置センサ部１８６は、基板と、この基板の一面に対向配置した発光部および受
光部とから構成され、右サイドカバー１１６における第２右覆部１２０と第３右覆部１２
２との間の第２収容空間１１６ｂに設置されている(図３０参照)。より具体的には、位置
センサ部１８６は、第２作動歯車１７４の前側に位置して第２右覆部１２０と第３右覆部
１２２との間に基板が挟持され(図１５または図２２参照)、発光部および受光部が後方へ
突出するように設置されている(図４０参照)。ここで、位置センサ部１８６は、第２作動
歯車１７４の前側に位置し、発光部と受光部とが左右に対向する関係で並んでいる。
【００８２】
　前記検出片１８８は、第２作動歯車１７４の外周縁から半径方向外側に延出するように
設けられている(図３０参照)。検出片１８８は、一箇所だけ形成された切り欠き部分を除
いて第２作動歯車１７４の歯部分の左側周縁から延出するよう形成されている。第１可動
演出装置１００では、装飾可動体１５０の待機位置に対応する第２作動歯車１７４の回転
角度において、切り欠き部分が位置センサ部１８６の発光部と受光部との間に臨むように
構成され、この際に連動軸１７６が第２作動歯車１７４の回転軸の上側に位置するように
なっている。すなわち、第１可動演出装置１００は、位置センサ部１８６によって検出片
１８８を検出しないときに装飾可動体１５０の待機位置にあり、位置センサ部１８６が検
出片１８８を検出したときに装飾可動体１５０が待機位置から外れた動作状態にある。な
お、検出片１８８の切り欠き部分は、位置センサ部１８６の発光部および受光部の上下幅
程度に設定されている。
【００８３】
　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０を待機位置で保持するロック機構を
備えている。ロック機構は、待機位置での連動軸１７６の位置設定と、待機位置において
連動軸１７６の特定方向の回転だけを許容し、特定方向と反対の回転を規制する規制部１
２１ａとで構成される(図４０参照)。第２駆動機構は、第２作動歯車１７４の正回転によ
り装飾可動体１５０を待機位置から動作位置へ変位する一方、第２作動歯車１７４の逆回
転により装飾可動体１５０を動作位置へ変位するよう構成される(図３７参照)。連動軸１
７６は、装飾可動体１５０が進退する方向に沿う(実施例では上下方向)に沿う第２作動歯
車１７４の回転中心を通るライン上(図４０参照)またはこのライン上から第２作動歯車１
７４の逆回転方向にずれて、待機位置で位置するよう設定される。また、連動軸１７６は
、待機位置で第２作動歯車１７４の回転中心を挟んで表示部２６から離間する側(実施例
では上側)に位置している。そして、連動軸１７６は、装飾可動体１５０の待機位置にお
いて第２作動歯車１７４を正回転すると、第２作動歯車１７４の回転中心を通るラインよ
り後側の領域に向けて回転変位するようになっている。連動軸１７６が挿入される軸溝１
２１は、前述の如く、第２作動歯車１７４の回転中心を通るラインに対して第２作動歯車
１７４の上側で重なる部位と、第２作動歯車１７４の回転中心を通るラインに対して第２
作動歯車１７４の下側で重なる部位との間に亘って、第２作動歯車１７４の回転中心を通
るラインの後側の領域に設けられている。すなわち、連動軸１７６は、第２作動歯車１７
４の正回転に伴う変位が軸溝１２１に沿って許容されるものの、第２作動歯車１７４の逆
回転方向への変位が軸溝１２１の上端で規制される。このように、実施例では、軸溝１２
１の上端が待機位置にある連動軸１７６の逆回転方向の回転を規制する規制部１２１ａと
して機能する。
【００８４】
　前記第１可動演出装置１００では、第１駆動機構の駆動モータ１３２が左サイドカバー
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１２４に設けられ、ベース部材１０８とカバー部材１１２との間の回転空間１０６ａにお
ける左側および左サイドカバー１２４に伝達手段１３４が設けられている。すなわち、第
１駆動機構の駆動モータ１３２および伝達手段１３４が装置本体部１０６の左側にまとめ
て設置されている。これに対して、第１可動演出装置１００では、第２駆動機構の作動モ
ータ１６８および作動手段１７０が右サイドカバー１１６に設けられ、第２駆動機構の作
動モータ１６８および作動手段１７０が装置本体部１０６の右側にまとめられている。こ
のように、第１可動演出装置１００は、２つの可動体１３０,１５０を備えると共に、夫
々の可動体１３０,１５０に対応してモータ１３２,１６８およびこのモータ１３２,１６
８の動力を伝える手段１３４,１７０を備えており、これらの可動体１３０,１５０を挟ん
でモータ１３２,１６８およびこのモータ１３２,１６８の動力を伝える手段１３４,１７
０の組が左右に振り分けられている。第１可動演出装置１００は、回転可動体１３０を動
作する第１駆動機構と装飾可動体１５０を動作する第２駆動機構を左右にバランスよく振
り分けることで、可動部分の干渉を回避でき、装置全体をコンパクトにできる。また、第
１可動演出装置１００は、裏ユニット４２の上辺部４４ｂの左右方向に長いスペースを有
効利用でき、前後または上下方向の寸法を抑えることができる。
【００８５】
　前記第１可動演出装置１００は、第１駆動機構の伝達手段１３４を構成する伝達歯車１
４０,１４２,１４６をベース部材１０８とカバー部材１１２との間の回転空間１０６ａに
設置し、装置本体部１０６の左側に設けられる第２駆動機構の付勢手段１８４を左サイド
カバー１２４の配設空間１２４ａに設置している。また、第１駆動機構は、左サイドカバ
ー１２４の配設空間１２４ａにおいてソケット１３６により駆動モータ１３２の出力軸１
３２ａと伝達軸１３８とを接続しているだけであり、駆動モータ１３２の出力軸１３２ａ
、ソケット１３６および伝達軸１３８が配設空間１２４ａで最短距離となる左右方向に通
るようになっている。なお、実施例では、駆動モータ１３２の出力軸１３２ａ、ソケット
１３６および伝達軸１３８が、左サイドカバー１２４の配設空間１２４ａにおいて第１ガ
イド部１６０の上側で、第１ガイドライン１６５の後側のスペースを通っている。しかも
、駆動モータ１３２の出力軸１３２ａ、ソケット１３６および伝達軸１３８は、左右方向
に沿う自身の軸線回りでその場で回転するので、回転しても上下左右前後方向に変位しな
い。
【００８６】
　このように、第１可動演出装置１００では、左側の支軸１５８および作動軸１６２を支
持および案内するガイド部１６０,１６４が左サイドカバー１２４の第１左覆部１２６に
形成されると共に、左側の支軸１５８を付勢する付勢手段１８４が左サイドカバー１２４
の配設空間１２４ａに延在しているが、第１駆動機構の伝達手段１３４(ソケット１３６
および伝達軸１３８)が左サイドカバー１２４において前述の如くコンパクトに構成され
ている。これにより、第１駆動機構の構成要素と第２駆動機構の構成要素との干渉を回避
でき、左側の支軸１５８および作動軸１６２を支持および案内するガイド部１６０,１６
４を大きく設定することができる。すなわち、装置本体部１０６の限られたスペースを有
効利用して、装飾可動体１５０を大きく動作させることができる。
【００８７】
　前記回転可動体１３０の動作について説明する。駆動モータ１３２を駆動すると、該駆
動モータ１３２の出力軸１３２ａに固定したソケット１３６を介して接続する伝達軸１３
８が回転され、これにより第１伝達歯車１４０が回転する(図３６参照)。第１伝達歯車１
４０に噛み合う第２伝達歯車１４２が回転し、第２伝達歯車１４２に噛み合う上段ギア部
１４４を介して上段回転可動体１３０Ａが軸線回りに回転される。また、上段回転可動体
１３０Ａの軸線を挟んで第２伝達歯車１４２と反対側で上段ギア部１４４に噛み合う第３
伝達歯車１４６が回転し、この第３伝達歯車１４６に噛み合う下段ギア部１４８を介して
下段回転可動体１３０Ｂが軸線回りに回転される。ここで、下段回転可動体１３０Ｂは、
上段回転可動体１３０Ａの上段ギア部１４４に噛み合う第３伝達歯車１４６によって回転
されるので、上段回転可動体１３０Ａおよび下段回転可動体１３０Ｂが同期して回転され



(26) JP 5406121 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

る。また、伝達手段１３４では、上段ギア部１４４と下段ギア部１４８とを直接ではなく
第３伝達歯車１４６を介在させて連係することで、上段回転可動体１３０Ａと下段回転可
動体１３０Ｂとの回転方向を一致させている。
【００８８】
　前記第１可動演出装置１００は、中段発光群１０４Ｂおよび下段発光群１０４Ｃを発光
すると、前側に位置する回転可動体１３０を介して光が前側に照射される(図２１または
図２６参照)。回転可動体１３０には、周面に光拡散構造を有しているので、回転可動体
１３０が静止状態であっても光拡散構造により中段発光群１０４Ｂおよび下段発光群１０
４Ｃの光が拡散される。第１可動演出装置１００は、回転可動体１３０を回転することで
、回転可動体１３０の周面に設けられた不規則な凹凸形状からなる光拡散構造も回転する
。回転可動体１３０は、軸線回りの回転によって、ＬＥＤ１０４側(後側)に位置する光拡
散構造の凹凸形状および該回転可動体１３０の軸線を挟んで前側に位置する光拡散構造の
凹凸形状が入れ替わるように、光拡散構造の凹凸形状の位置が移り変わる。また、回転可
動体１３０は、軸線回りの回転によって、光拡散構造の凹凸形状の位置が移り変わること
で、前後方向に重なる光拡散構造の凹凸形状の関係も移り変わる。すなわち、回転可動体
１３０は、回転により該回転可動体に形成された光拡散構造とＬＥＤ１０４との関係を変
動させることができる。
【００８９】
　このように、回転可動体１３０のＬＥＤ１０４に臨む光拡散構造の凹凸形状が変われば
、ＬＥＤ１０４から照射された光の反射する方向が変わり、透明な回転可動体１３０の周
面を透過する際に光が屈折する方向も変わるので、回転可動体１３０の回転に伴って光拡
散構造による光の拡散態様を複雑に変化させることができる。しかも、回転可動体１３０
は、円筒形であるので、ＬＥＤ１０４の光が一面だけを通るのではなく、光が対向する２
面を通るので、光の反射や屈折が複合的に生じ、光の拡散態様が更に複雑に変化する。こ
のように、第１可動演出装置１００は、ＬＥＤ１０４の前側に設けた回転可動体１３０の
回転により該回転可動体１３０に形成された光拡散構造とＬＥＤ１０４との関係が変動す
ることで、ＬＥＤ１０４の点滅や発光色の変化等による発光パターンの変化に加えて、光
の拡散態様が複雑に変化することで、遊技者から視認可能な発光態様を変えることができ
る。従って、第１可動演出装置１００によれば、より効果的な発光演出を行うことができ
る。
【００９０】
　前記第１可動演出装置１００は、回転可動体１３０が、該回転可動体１３０の軸線に沿
って並べて配置した複数のＬＥＤ１０４の前側に重なるように設置されるので(図２１ま
たは図２６参照)、回転可動体１３０に対してＬＥＤ１０４から光を適切に入射させるこ
とができ、回転可動体１３０の回転に伴う発光態様の変化をより強調し得る。また、第１
可動演出装置１００は、軸線を平行な関係で配置した２基の回転可動体１３０,１３０を
備えているので、２基の回転可動体１３０,１３０の間で光を反射させて、回転可動体１
３０,１３０の回転に伴う発光態様の変化をより複雑にできる。しかも、上下の回転可動
体１３０,１３０は、同一方向に回転されるので、２基の回転可動体１３０,１３０の回転
による発光態様の変化に関連性が生じ、回転可動体１３０,１３０の回転に伴う発光態様
の変化をより強調し得る。
【００９１】
　前記第１可動演出装置１００は、回転可動体１３０を複数設置することで、１つ１つの
回転可動体１３０の外径を大きくすることなく、上部発光手段１０２の前側の広い範囲を
回転可動体１３０で覆うことができる。第１可動演出装置１００は、１つ１つの回転可動
体１３０の外径を比較的小さく設定できるので、装置本体部１０６の前後方向の寸法をコ
ンパクトにでき、装置本体部１０６の前側に装飾可動体１５０を設けて該装飾可動体１５
０を動作させるスペースを確保し得る。
【００９２】
　前記装飾可動体１５０の動作について説明する。第１可動演出装置１００は、装飾可動
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体１５０が待機位置において表示部２６の外側に位置し、装置本体部１０６のカバー部材
１１２の前面全体を覆っている(図２～図５参照)。また、装飾可動体１５０は、待機位置
で第２装飾面１５４全体が装飾部材４６の後側に位置し、第２装飾面１５４が装飾部材４
６によって隠されている(図２参照)。第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０が待
機位置から表示部２６側(下方)へ遊技盤面に沿ってスライド変位することで動作位置にな
るが、ロック機構によって作動モータ１６８の駆動によらない連動軸１７６の変位が規制
されているので、待機位置で確実に保持できる。
【００９３】
　前記第１可動演出装置１００は、作動モータ１６８を正駆動することで、第１作動歯車
１７２を介して第２作動歯車１７４が正回転方向に回転される(図３７参照)。この際、ロ
ック機構は働かず、第２作動歯車１７４の正回転に伴って連動軸１７６が軸溝１２１に沿
って変位する。連動軸１７６は、スライド部材１７８の連動口１８０に挿入されているの
で、第２作動歯車１７４の回転中心を中心として正回転方向へ回転変位する連動軸１７６
によって連動口１８０の下縁が押されて、スライド部材１７８は表示部２６側(下方)へス
ライド変位する(図３７参照)。ここで、連動口１８０は、前後方向に長手辺が延在してい
るので、連動軸１７６の回転に伴う前後方向の変位が連動口１８０の長手辺に沿って許容
されるので、スライド部材１７８が連動軸１７６の上下方向の変位だけに連動してスライ
ド変位する。スライド部材１７８の作動口１８２には、装飾可動体１５０の右側の作動軸
１６２が挿入されているので、スライド部材１７８の下方変位につれて作動口１８２の上
縁に押されて作動軸１６２が下方へ移動する(図３８参照)。このように、作動手段１７０
によれば、第２作動歯車１７４の回転に伴って回転変位する連動軸１７６とこの連動軸１
７６が挿入されるスライド部材１７８の連動口１８０との連係によって、作動モータ１６
８の回転をスライド部材１７８の進退移動に円滑に変換し得る。
【００９４】
　前記第２ガイド部１６４の第１ガイドライン１６５の上端に位置していた作動軸１６２
は、スライド部材１７８に連動して、直線状に形成された第１ガイドライン１６５に案内
されたもとで直線的に下方変位する(図３８参照)。また、作動軸１６２の下方変位に伴っ
て装飾可動体１５０およびこの装飾可動体１５０に設けられた支軸１５８が下方変位する
。装飾可動体１５０は、作動軸１６２が遊技盤面に沿って直線状に延在する第１ガイドラ
イン１６５で案内されると共に、支軸１５８が遊技盤面に沿って直線状に延在する第１ガ
イド部１６０で案内されて、作動軸１６２と支軸１５８との相対的な位置関係が変化しな
いから、第１装飾面１５２が前側に臨んで遊技盤面に沿う進退姿勢を保ったまま表示部２
６側に向けてスライド変位する(図３８(ａ)参照)。装飾可動体１５０は、一方(実施例で
は右側)の作動軸１６２を作動モータ１６８で動かすことで、左右の作動軸１６２,１６２
および左右の支軸１５８,１５８の夫々が、装飾可動体１５０を挟んで左右対称な関係で
形成された対応のガイド部１６０,１６４で案内されたもとで、装飾可動体１５０全体が
動作する。左側の支軸１５８は、装飾可動体１５０の表示部２６に向けたスライド変位に
際して、付勢手段１８４の付勢力に抗して変位する(図３９参照)。
【００９５】
　前記第１可動演出装置１００は、待機位置より動作位置側にずれた位置と動作位置との
間で、作動モータ１６８を逆駆動することで、第１作動歯車１７２を介して第２作動歯車
１７４が逆回転方向に回転される。スライド部材１７８は、第２作動歯車１７４の回転中
心を中心として逆回転方向へ回転変位する連動軸１７６によって、連動口１８０の上縁が
押されて表示部２６から離れる側(上方)へスライド変位する。また、作動軸１６２は、ス
ライド部材１７８の上方変位につれて作動口１８２の下縁に押されて上方へ移動する。こ
の際、作動軸１６２は、スライド部材１７８に連動して、直線状に形成された第１ガイド
ライン１６５に案内されたもとで直線的に上方変位する。また、作動軸１６２の上方変位
に伴って装飾可動体１５０およびこの装飾可動体１５０に設けられた支軸１５８が上方変
位する。装飾可動体１５０は、作動軸１６２が遊技盤面に沿って直線状に延在する第１ガ
イドライン１６５で案内されると共に、支軸１５８が遊技盤面に沿って直線状に延在する
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第１ガイド部１６０で案内されて、作動軸１６２と支軸１５８との相対的な位置関係が変
化しないから、第１装飾面１５２が前側に臨んで遊技盤面に沿う進退姿勢を保ったまま表
示部２６から離間する側に向けてスライド変位する。
【００９６】
　このように、第１可動演出装置１００は、作動軸１６２が第１ガイドライン１６５に案
内されたもとで、作動モータ１６８を正逆駆動することで、装飾可動体１５０を進退姿勢
を保ったまま遊技盤面に沿って表示部２６に対して進退移動させることができる。なお、
第１可動演出装置１００は、作動モータ１６８のステップ数制御等によって、待機位置と
動作位置との間における任意の幅で、装飾可動体１５０を進退移動させることができる。
また、第１可動演出装置１００は、作動モータ１６８の正逆駆動の繰り返し制御によって
、任意の周期で進退姿勢を保ったまま装飾可動体１５０を進退移動することができる。
【００９７】
　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の動作位置においてスライド部材１
７８を作動モータ１６８の正駆動によって更に下方変位すると、スライド部材１７８に連
動して作動軸１６２が更に下方変位して(図３７参照)、第１ガイドライン１６５から第２
ガイドライン１６６に移行し、第２ガイドライン１６６の湾曲形状に沿って案内される(
図３８参照)。作動軸１６２は、湾曲形状の第２ガイドライン１６６に案内されることで
、支軸１５８から前側に離れるように変位するように相対的な位置関係が変わるから、装
飾可動体１５０の第１装飾面１５２が支軸１５８を支点として前側へ傾くように姿勢変位
する。支軸１５８は、進退姿勢から揺動姿勢への姿勢変位途中で第１ガイド部１６０の下
端部に移動規制され(図３８(ｂ)点線参照)、支軸１５８が停止した状態で作動軸１６２が
支点を中心とする円弧状に第２ガイドライン１６６に沿って案内される。ここで、作動軸
１６２は、湾曲形状の第２ガイドライン１６６に案内されることで、スライド部材１７８
に押される上下方向の変位と共に前後方向に変位するが、作動口１８２が前後方向に長手
辺が延在する長孔形状であるので、スライド部材１７８に対する作動軸１６２の前後方向
の変位が許容される。このように、装飾可動体１５０は、作動軸１６２が湾曲形状の第２
ガイドライン１６６で案内されると、下方変位につれて支軸１５８に対する作動軸１６２
の前後の位置関係が変わるので、第１装飾面１５２が前側に臨んで遊技盤面に沿う進退姿
勢から支軸１５８を支点として前側に傾くように揺動する。そして、装飾可動体１５０は
、作動軸１６２が第２ガイドライン１６６の下端部に位置した際に(図３８(ｂ)一点鎖線
参照)、第２装飾面１５４が前側に臨む揺動姿勢となり、前側に臨む装飾面が進退姿勢と
切り替わる。
【００９８】
　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の揺動姿勢でスライド部材１７８が
作動モータ１６８の逆駆動によって上方変位すると、スライド部材１７８に連動して作動
軸１６２が第２ガイドライン１６６に沿って案内されたもとで上方へ変位する。この際、
作動軸１６２は、支軸１５８に近づく後側にも変位するから、装飾可動体１５０の第１装
飾面１５２が支軸１５８を支点として後側へ傾くように姿勢変位する。ここで、作動軸１
６２が支軸１５８を中心とする湾曲形状の第２ガイドライン１６６に案内されていると、
中心となる支軸１５８の位置が変わらないので、初期段階では支軸１５８が停止した状態
で作動軸１６２だけが第２ガイドライン１６６に沿って変位し、途中から作動軸１６２と
支軸１５８とが対応のガイド部１６０,１６６に沿って変位する。このように、装飾可動
体１５０は、作動軸１６２が湾曲形状の第２ガイドライン１６６で案内されると、上方変
位につれて支軸１５８に対する前後の位置関係が変わるので、装飾可動体１５０が第２装
飾面１５４が前側に臨んで遊技盤面に沿う揺動姿勢から支軸１５８を支点として後側に傾
くように揺動する。そして、装飾可動体１５０は、作動軸１６２が第１ガイドライン１６
５と第２ガイドライン１６６との接続部位に位置した際に、第１装飾面１５２が遊技盤面
に沿って前側に臨む進退姿勢となり、前側に臨む装飾面が揺動姿勢と切り替わる。また、
第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の進退姿勢と揺動姿勢との変位に際して、
第１ガイド部１６０の下端部で支軸１５８の下方移動を規制するので、装飾可動体１５０
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を安定して揺動させることができる。
【００９９】
　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の待機位置において、表示部２６の
上外側に位置して第１装飾面１５２を前側に臨ませると共に、少なくとも第２装飾面１５
４が表示部２６の上外側に固定された装飾部材４６の後側に隠れるように構成される(図
２～図５参照)。また、第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０が待機位置と装飾
部材４６の下方から外れた動作位置との間で進退姿勢を保ったまま表示部２６に対して直
線的に往復移動するようになっている。そして、装飾可動体１５０は、動作位置を越えた
表示部２６側で該表示部２６の上辺に沿う軸線を支点として揺動し(図６または図７参照)
、前側に臨ませる第１装飾面１５２または第２装飾面１５４に切り替えるよう揺動される
。装飾可動体１５０は、進退姿勢において、表示部２６の表示面より前側に突出する装置
本体部１０６の前側に第１装飾面１５２および第２装飾面１５４が延在するように取り付
けられ、この際、第２装飾面１５４が装置本体部１０６の第３段差部１１２ｃと第１段差
部１１２ａとがなす段差部分の前側に収容される(図５参照)。一方、装飾可動体１５０は
、揺動姿勢で第２装飾面１５４を前側に臨ませた際に、第１装飾面１５２が装置本体部１
０６の表示部２６側(下側)で該装置本体部１０６の前面と表示部２６の表示面との段差部
分に収容される(図９参照)。このように、第１可動演出装置１００は、表示部２６の表示
面と装置本体部１０６との間にできる段差部分を有効利用して、揺動した装飾可動体１５
０の第１装飾面１５２を収容することで、装飾可動体１５０を大きく揺動させることがで
き、また装飾可動体１５０を大きく設定することも可能となる。
【０１００】
　このように、第１可動演出装置１００は、作動軸１６２が第１ガイドライン１６５に沿
って案内されている間は、第１ガイド部１６０に沿って案内される支軸１５８と作動軸１
６２との相対的な位置関係が変わらないので、装飾可動体１５０を第１ガイド部１６０に
沿って進退移動することができる。また、作動軸１６２が第２ガイドライン１６６に沿っ
て案内されている間は、第１ガイド部１６０に支持される支軸１５８と作動軸１６２との
相対的な位置関係が変わり、作動軸１６２が弧状の第２ガイドライン１６６に沿って案内
されたもとで、装飾可動体１５０が揺動される。このように、第１可動演出装置１００は
、軸１５８,１６２とガイド部１６０，１６２との関係による簡単な第２駆動機構によっ
て、１つの作動モータ１６８で装飾可動体１５０を進退移動または揺動に切り替えること
ができる。そして、第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０を異なる態様で動作す
ることによって、動作演出の幅を広げることができ、より遊技者を惹き付ける動作演出を
行うことができる。また、第１可動演出装置１００は、軸１５８,１６２とガイド部１６
０，１６２との関係を変えることで、進退移動する範囲や揺動する範囲、揺動する方向、
進退移動と揺動との順序を簡単に変えることができ、設計の自由度が高い。しかも、第１
可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の進退移動または揺動の切り替えを、１つの作
動モータ１６８の駆動による軸１５８,１６２とガイド部１６０，１６２との関係によっ
て行うことができるから、第２駆動機構をコンパクトにできる。従って、第１可動演出装
置１００によれば、進退移動と揺動との２つの態様で変位する装飾可動体１５０の動作を
、１つの作動モータ１６８による簡単、コンパクトな第２駆動機構で達成し得る。
【０１０１】
　前記第１可動演出装置１００は、第１ガイド部１６０を遊技盤面に沿って表示部２６に
向けて延在する直線状に形成すると共に、第２ガイド部１６４の第１ガイドライン１６５
を第１ガイド部１６０と並行する直線状に形成することで、装飾可動体１５０の第１装飾
面１５２の遊技盤面に沿う姿勢を保ったまま表示部２６に対して進退移動することができ
る。装飾可動体１５０は、待機位置から動作位置に向けて下方にずれると、表示部２６の
外側から表示部２６の前側に突き出て、揺動姿勢で表示部２６の前側に重なる範囲が最大
となる(図８参照)。このように、装飾可動体１５０を、遊技者が注視している表示部２６
に向けて動かすことで、遊技者の注意をより集め易い。しかも、進退移動に際し、装飾可
動体１５０を直線的にスライド変位することで、装飾可動体１５０の揺動変位との間で動
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作の差が大きくなり、進退移動と揺動との切り替わりによる意外性が増す。
【０１０２】
　前記第２ガイド部１６４の第２ガイドライン１６６は、第１ガイドライン１６５に対し
て第１ガイド部１６０から離れるように湾曲形成されているので(図３２または図３３参
照)、第１ガイド部１６０と第２ガイドライン１６６とを例えば前後方向の関係で並設し
た際に、第２ガイドライン１６６の延在ラインが第１ガイド部１６０に交わらず、第２ガ
イドライン１６６の延在長さや曲線半径を大きく設定することができる。そして、第２ガ
イドライン１６６の延在長さや曲線半径を大きく設定することで、装飾可動体１５０を大
きく揺動させることができる。
【０１０３】
　例えば、装飾可動体１５０のように、揺動によって装飾面１５２,１５４が切り替わる
動作を行う際に、進退姿勢で前側に臨む第１装飾面１５２だけでなく、切り替え後に前側
に臨む第２装飾面１５４までも前側から見えてしまうと、装飾面１５２,１５４の切り替
えによる演出効果を減じてしまう。特に、装飾可動体１５０は、第１装飾面１５２に対し
て第２装飾面１５４を斜めに延在するよう形成することで、第２装飾面１５４が前側から
見え易くなるが、待機位置で装飾部材４６の後側に第２装飾面１５４を隠すことができる
(図２または図３参照)。第１可動演出装置１００によれば、装飾可動体１５０の進退姿勢
において第２装飾面１５４が装飾部材４６の後側に隠されて、第１装飾面１５２だけを前
側から視認できるから、装飾部材４６から外れた位置で第１装飾面１５２から第２装飾面
１５４に切り替わった際の意外性が増して、装飾面１５２,１５４の切り替えによる演出
効果を向上することができる。
【０１０４】
　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０が装飾部材４６の後側に重なる待機
位置から動作位置までの間において、後面が遊技盤面に沿って延在する装飾部材４６に並
行するように進退移動する。すなわち、装飾可動体１５０は、装飾部材４６の後側に重な
っている領域で装飾部材４６に沿ってスライド変位するから、装飾部材４６との干渉を回
避でき、装飾部材４６の下側にずれた位置で揺動するから、前側に傾いても装飾部材４６
と干渉することはない。このように、第１可動演出装置１００は、装飾部材４６との干渉
を回避しつつ、１つの装飾可動体１５０で多彩な動作演出を行うことができる。
【０１０５】
　前記装飾可動体１５０は、左右２つの支軸１５８,１５８および作動軸１６２,１６２を
介して対応のガイド部１６０,１６４によって左右両側から支持されているので、安定性
を向上することができる。第１可動演出装置１００は、作動モータ１６８で駆動されない
右側の支軸１５８に付勢手段１８４を設け(図３９参照)、右側の支軸１５８を付勢手段１
８４の付勢力によって該支軸１５８の移動を補助している。付勢手段１８４は、装飾可動
体１５０の待機位置において、右側の支軸１５８が動作位置側へ変位しないように付勢し
て、装飾可動体１５０が左右方向に傾かないように適正な姿勢を維持するのを助け、装飾
可動体１５０が待機位置から動作位置に移動する際に、右側の支軸１５８に対して適度な
抵抗となることで、装飾可動体１５０が左右方向で適正な姿勢を維持したまま移動するよ
うに補助している。そして、付勢手段１８４は、装飾可動体１５０が動作位置から待機位
置への移動する際に、右側の支軸１５８に待機位置に向けた付勢力が加えるので、装飾可
動体１５０は、左右方向で適正な姿勢を維持したまま移動するように補助される。このよ
うに、装飾可動体１５０は、作動モータ１６８で駆動されない右側の支軸１５８を付勢手
段１８４の付勢力で補助することで、動作の安定性を向上できる。特に、実施例の第１可
動演出装置１００のように、装飾可動体１５０が待機位置から動作位置へ向けて下降して
、動作位置から待機位置へ向けて上昇する構成では、付勢手段１８４で装飾可動体１５０
の右側の支軸１５８にかかる荷重を受けることで、動作の安定に高いレベルで寄与できる
。
【０１０６】
　前記第１可動演出装置１００では、待機位置において装飾可動体１５０の荷重が動作位
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置へ向けてかかったり、またパチンコ球の衝撃等によって装飾可動体１５０に荷重に加え
て動作位置へ向けて力が装飾可動体１５０に加わる場合がある。この際、装飾可動体１５
０の荷重等は、装飾可動体１５０から作動軸１６２およびスライド部材１７８を介して連
動軸１７６に対して動作位置へ向かう側(下向き)に加わる(図４０矢印参照)。実施例の連
動軸１７６は、装飾可動体１５０の待機位置において、第２作動歯車１７４の上側で、か
つ該第２作動歯車１７４の回転中心を通る上下ライン上に位置しているから、回転中心を
通る上下ラインに沿って下方に変位することはできない。また、待機位置に対応する位置
での連動軸１７６は、規制部１２１ａとしての軸溝１２１の上端にも阻まれるので下方へ
変位できない。仮に、待機位置に対応する位置での連動軸１７６が、第２作動歯車１７４
の上側で、かつ該第２作動歯車１７４の回転中心を通る上下ラインから第２作動歯車１７
４の逆回転方向にずれた位置に設定される場合は、連動軸１７６に下方へ向けてかかる力
が第２作動歯車１７４を逆回転方向に始動するよう作用する。この場合であっても、連動
軸１７６が規制部１２１ａとしての軸溝１２１の上端によって第２作動歯車１７４の逆回
転方向の変位が規制されているので、連動軸１７６が作動モータ１６８の駆動による第２
作動歯車１７４の回転に伴う以外に変位することはない。このように、第１可動演出装置
１００は、装飾可動体１５０の待機位置で連動軸１７６に待機位置から動作位置へ向かう
方向へ力が加わっても、連動軸１７６が回転変位しない。
【０１０７】
　前記第１可動演出装置１００は、第２作動歯車１７４を作動モータ１６８で正回転駆動
しなければ、装飾可動体１５０に対して衝撃や荷重等により力が加わっても装飾可動体１
５０を待機位置から動作位置に動作させることができない。ロック機構は、待機位置での
連動軸１７６の位置設定と、待機位置において連動軸１７６の特定方向の回転だけを許容
し、特定方向と反対の回転を規制する規制部１２１ａとで構成されるので、特に部材を付
加する必要がなく、非常に簡易である。また、ロック機構は、装飾可動体１５０の待機位
置においてだけ連動軸１７６の逆回転を規制する構成であり、装飾可動体１５０の待機位
置と動作位置との間の動作に際して、第２作動歯車１７４および連動軸１７６の変位に邪
魔にならないので、規制部１２１ａを動作させる必要がなく、規制部１２１ａの構成を簡
単にできる。
【０１０８】
　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０が動作することで、装飾可動体１５
０で覆われるカバー部材１１２の範囲が変化するようになっている。第１可動演出装置１
００は、装飾可動体１５０の待機位置でカバー部材１１２の前面全体が装飾可動体１５０
で覆われて第１装飾面１５２が前側に臨み、上部発光手段１０２によってカバー部材１１
２を介して第１装飾面１５２が発光演出される(図２～図５、図２１参照)。この際、上部
発光手段１０２は、各ＬＥＤ１０４、単位数のＬＥＤ１０４群または各段の発光群１０４
Ａ,１０４Ｂ,１０４Ｃを独立したパターンで発光したり、ＬＥＤ全体を発光させることで
、例えば第１装飾面１５２の飾り部１５２ａを強調するように発光する等の任意の領域を
発光させたり、第１装飾面１５２全体を発光させることができる。
【０１０９】
　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の動作位置で、カバー部材１１２の
第１段差部１１２ａの前側から装飾可動体１５０がずれて第１段差部１１２ａが露出し、
第２～第４段差部１１２ｂ～１１２ｄが装飾可動体１５０の第１装飾面１５２で覆われて
いる。これにより、第１可動演出装置１００では、上部発光手段１０２によって、第１段
差部１１２ａが発光演出されると共に、第２～第４段差部１１２ｂ～１１２ｄを介して第
１装飾面１５２が発光演出される。この際、上部発光手段１０２は、各ＬＥＤ１０４、単
位数のＬＥＤ１０４群または各段の発光群１０４Ａ,１０４Ｂ,１０４Ｃを独立したパター
ンで発光したり、ＬＥＤ全体を発光させることで、例えば上段発光群１０４Ａだけを発光
して第１段差部１１２ａを強調するように発光する等の任意の領域を発光させたり、中段
発光体１０４Ｂおよび／または下段発光体１０４Ｃを発光して第２～第４段差部１１２ｂ
,１１２ｃ,１１２ｄを介して第１装飾面１５２を発光させることができる。
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【０１１０】
　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の揺動姿勢で、カバー部材１１２の
第１～第３段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｃの前側から装飾可動体１５０がずれて第１
～第３段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｃが露出し、第４段差部１１２ｄが装飾可動体１
５０の第２装飾面１５４で覆われている(図８、図９または図２６)。これにより、第１可
動演出装置１００では、上部発光手段１０２によって、第１～第３段差部１１２ａ,１１
２ｂ,１１２ｃが発光演出されると共に、第４段差部１１２ｄを介して第２装飾面１５４
が発光演出される。この際、上部発光手段１０２は、各ＬＥＤ１０４、単位数のＬＥＤ１
０４群または各段の発光群１０４Ａ,１０４Ｂ,１０４Ｃを独立したパターンで発光したり
、ＬＥＤ全体を発光させることで、例えば上段発光群１０４Ａおよび／または中段発光群
１０４Ｂを発光して第１段差部１１２ａおよび／または第３段差部１１２ｃを強調するよ
うに発光する等の任意の領域を発光させたり、下段発光体１０４Ｃを発光して第４段差部
１１２ｄを介して第２装飾面１５４を発光させることができる。
【０１１１】
　このように、第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０がカバー部材１１２に重な
る領域に対応するＬＥＤ１０４によってカバー部材１１２を介して装飾可動体１５０の重
なり部位が発光演出される一方、装飾可動体１５０の動作によりカバー部材１１２が露出
する領域に対応するＬＥＤ１０４によって該カバー部材１１２の露出した領域が発光演出
されるようになっている。第１可動演出装置１００では、カバー部材１１２が露出する領
域と比べてカバー部材１１２に装飾可動体１５０が重なる領域が、装飾可動体１５０の存
在分だけ発光態様を変化させることができる。すなわち、第１可動演出装置１００は、装
飾可動体１５０の動作によってカバー部材１１２に対して重なる領域を変化させることで
、前面の発光態様を変化させることができ、効果的な発光演出を行うことができる。また
、上部発光手段１０２は、ＬＥＤ１０４をカバー部材１１２の段差部１１２ａ,１１２ｂ,
１１２ｄおよび装飾可動体１５０の重なり領域に合わせて配置することで、発光態様の変
化をより強調し得る。しかも、カバー部材１１２は、装飾可動体１５０の動作により露出
する第１段差部１１２ａと第２および第３段差部１１２ｂ,１１２ｃとが、異なる光拡散
構造とされているので、段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｃの光拡散構造の違いによって
も発光態様を変化させることができる。更に、装飾可動体１５０は、第１装飾面１５２が
カバー部材１１２に重なる進退姿勢だけでなく、この第１装飾面１５２と異なる光拡散構
造とされた第２装飾面１５４がカバー部材１１２に重なる揺動姿勢に切り替わるので、装
飾面１５２,１５４の光拡散構造の違いによっても発光態様を変化させることができる。
更にまた、第１可動演出装置１００は、第２段差部１１２ｂ、第３段差部１１２ｃおよび
第４段差部１１２ｄと上部発光手段１０２との間に回転可動体１３０,１３０が配設され
ているので、回転可動体１３０,１３０によって発光態様を変化させることができる。
【０１１２】
　前記第１可動演出装置１００は、待機位置にある装飾可動体１５０の第１装飾面１５２
によって前面が平面的な意匠形状が構成され、装飾可動体１５０が動作位置に移動するこ
とで、カバー部材１１２の第１段差部１１２ａと第１装飾面１５２との間に段差ができ、
前面の立体的な意匠形状が変わる。第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０が揺動
することで、装飾面１５２,１５４の傾斜も変化するので、前面の立体的な意匠形状が更
に変わる。第１可動演出装置１００は、動作位置から揺動姿勢に揺動することで、カバー
部材１１２の第１段差部１１２ａ、第２段差部１１２ｂおよび第３段差部１１２ｃによる
階段状の意匠形状が露出すると共に、装飾可動体１５０の第２装飾面１５４と第３段差部
１１２ｃとの間の段差ができ、カバー部材１１２の段差とカバー部材１１２と装飾可動体
１５０とがなす段差とによって、前面の立体的な意匠形状が更に変わる。このように、第
１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の動作によって前面の立体形状を変えること
で、形状的な演出態様を変化させることができる。
【０１１３】
　より具体的には、装飾可動体１５０は、待機位置から揺動姿勢へ動作することで、カバ
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ー部材１１２の第１段差部１１２ａ、第２段差部１１２ｂおよび第３段差部１１２ｃを順
に露出し、第１装飾面１５２だけの平面形状、第１段差部１１２ａと第１装飾面１５２と
の２段、第１段差部１１２ａと第２段差部１１２ｂと第２装飾面１５４との３段、第１段
差部１１２ａと第２段差部１１２ｂと第３段差部１１２ｃと第２装飾面１５４との４段に
変化する。装飾可動体１５０は、揺動姿勢から待機位置へ動作することで、第３段差部１
１２ｃ、第２段差部１１２ｂおよび第１段差部１１２ａを順に隠すようになっている。す
なわち、第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０を待機位置から揺動姿勢へ動作す
れば段差の数が順に増える一方、装飾可動体１５０を揺動姿勢から待機位置へ動作すれば
、段差の数が順に減る。そして、第１可動演出装置１００の前面に形成される段差は、待
機位置側から表示部２６側に向かうにつれて階段状になる。このように、第１可動演出装
置１００は、カバー部材１１２と装飾可動体１５０とがなす段差と、カバー部材１１２に
形成された段差部１１２ａ,１１２ｂ,１１２ｃとが階段状の一体的な意匠形状を構成する
から、形状的な演出態様の変化をより強調することができる。しかも、装飾可動体１５０
は、装飾面１５２,１５４を切り替えることができるので、形状的な演出態様を更に変化
させることができる。
【０１１４】
　前記第１可動演出装置１００は、装飾可動体１５０の第１装飾面１５２が待機位置から
動作位置に亘って上下の回転可動体１３０,１３０の前側に重なるようになっている。こ
の際、第１可動演出装置１００は、上段発光群１０４Ａから照射した光によりカバー部材
１１２の第１段差部１１２ａを主に介して装飾可動体１５０の第１装飾面１５２の上部が
発光演出され、中段発光群１０４Ｂから照射した光により上段回転可動体１３０Ａおよび
第２段差部１１２ｂを主に介して第１装飾面１５２の中間部位が発光演出され、下段発光
群１０４Ｃから照射した光により下段回転可動体１３０Ｂおよび第４段差部１１２ｄを主
に介して第１装飾面１５２の下部が発光演出される(図５または図２１参照)。ここで、第
１可動演出装置１００は、回転可動体１３０を回転することで、部材の重なりの相違によ
る発光態様の変化だけでなく、発光態様を更に複雑に変化させることができる。
【０１１５】
　前記第１可動演出装置１００は、揺動姿勢で上段回転可動体１３０Ａの前側から装飾可
動体１５０がずれて、下段回転可動体１３０Ｂの前側に装飾可動体１５０の第２装飾面１
５４が重なるようになっている(図９または図２６参照)。この際、第１可動演出装置１０
０は、上段発光群１０４Ａから照射した光によりカバー部材１１２の第１段差部１１２ａ
が主に発光演出され、中段発光群１０４Ｂから照射した光により上段回転可動体１３０Ａ
を主に介して第２段差部１１２ｂが主に発光演出され、下段発光群１０４Ｃから照射した
光により下段回転可動体１３０Ｂおよび第４段差部１１２ｄを主に介して第２装飾面１５
２が発光演出される。ここで、第１可動演出装置１００は、回転可動体１３０を回転する
ことで、部材の重なりの相違による発光態様の変化だけでなく、発光態様を更に複雑に変
化させることができる。
【０１１６】
　このように、第１可動演出装置１００は、回転可動体１３０および装飾可動体１５０の
夫々または連動した動作によって、回転可動体１３０と装飾可動体１５０との位置関係が
変わり、上部発光手段１０２のＬＥＤ１０４の発光パターンの変化に加えて発光演出態様
を変えることができ、効果的な発光演出を行うことができる。また、第１可動演出装置１
００は、回転可動体１３０の回転によってＬＥＤ１０４の光の拡散態様を変えることがで
き、これに加えて装飾可動体１５０の動作によって回転可動体１３０との位置関係を変え
ることで、複雑に発光態様を変化させることができる。第１可動演出装置１００は、回転
可動体１３０と装飾可動体１５０との間にカバー部材１１２が設けられているので、この
カバー部材１１２を透過する光の屈折や拡散等によって、更に発光態様を変えることがで
きる。
【０１１７】
　前記第１可動演出装置１００によれば、進退移動および揺動とを行う装飾可動体１５０
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の動作による動作演出と、装飾可動体１５０の動作による前面の意匠形状の変化による演
出とが行われる。また、第１可動演出装置１００によれば、回転可動体１３０の回転によ
る発光態様の変化と、装飾可動体１５０の動作によりカバー部材１１２の重なりが変化す
ることによる発光態様の変化と、装飾可動体１５０の動作により回転可動体１３０との位
置関係が変化することによる発光態様の変化とが複合的に生じ、バラエティに富んだ発光
演出を行い得る。
【０１１８】
(第２可動演出装置)
　次に、第２可動演出装置２００について、主に図４１～図５９を参照して詳細に説明す
る。第２可動演出装置２００は、裏ユニット４２における表示開口部４４ａの右側に延在
する設置板４４の右辺部４４ｃに設置され(図１２参照)、枠状装飾体３６の窓口３６ａを
介して前側に部分的(後述する装飾カバー部２１０の装飾部分２１２)に露出するようにな
っている(図２参照)。第２可動演出装置２００は、主可動体(第１の可動体)２２０と、従
可動体(第２の可動体)２５０と、主可動体２２０および従可動体２５０を動作する動作機
構とを備えている(図４１～図５９参照)。第２可動演出装置２００では、主可動体２２０
、従可動体２５０および動作機構が設置基体２０２に設置されてユニット化され、設置基
体２０２を介して一体的に取り扱い可能で、裏ユニット４２の右辺部４４ｃ前面に一体的
に着脱可能になっている。第２可動演出装置２００では、表示部２６の外側に設置基体２
０２が取り付けられ、この設置基体２０２に設けられた主可動体２２０が、表示部２６の
右周辺部に位置する第１姿勢と(図３または図４１参照)、この第１姿勢より表示部２６の
中央側に位置する第２姿勢(図１０または図５０参照)とに回転変位するよう構成される。
また、第２可動演出装置２００には、従可動体２５０が設置基体２０２の前側に設けられ
、表示部２６の外側に位置する従可動体２５０が、主可動体２２０に連動して回転変位す
るよう構成されている(図２または図１０参照)。なお、第１姿勢にある主可動体２２０は
、表示部２６の周辺部において表示部２６の前側に一部重なっても、全体が表示部２６の
外側に位置してもよい。
【０１１９】
　前記設置体２０２は、裏ユニット４２における右辺部４４ｃの前面に当接する基盤部(
ケース)２０４と、この基盤部２０４の前方に離間して、基盤部２０４の前側を覆うよう
に設けられる装飾カバー部(装飾部材)２１０とから基本的に構成される(図４１～図４６
、図５４または図５５参照)。基盤部２０４は、後半体２０６と前半体２０８とを組み合
わせて構成されるケース状の部材である。基盤部２０４は、後半体２０６で後側が構成さ
れると共に前半体２０８で前側が構成され、後半体２０６と前半体２０８とが前後に分割
可能になっている。後半体２０６および前半体２０８は、板材の周縁に壁が立設された略
トレイ形状に夫々形成され(図５４または図５５参照)、壁の開放端を互いに突き合わせて
組み付けられている。基盤部２０４には、後面を構成する板材と前面を構成する板材との
間に、動作機構の構成部材が収容される設置空間２０４ａが画成される(図４７参照)。
【０１２０】
　前記基盤部２０４は、表示部２６側となる左側面の中間部位が所要の上下幅で開口し(
図４６参照)、この開口部２０４ｂを介して動作機構の構成部材(後述のリンク部材２７０
)が設置空間２０４ａに出入りするようになっている。基盤部２０４は、後半体２０６お
よび前半体２０８の何れもが無色透明の合成樹脂素材で形成されて、設置空間２０４ａに
設置される動作機構の構成部材を外側から視認可能になっている。設置基体２０２は、基
盤部２０４の長手辺を表示部２６の右側辺に沿わせて裏ユニット４２の右辺部４４ｃ前面
に設置され、基盤部２０４の後半体２０６後面に突設された複数の当接リブ２０７(図４
２参照)が裏ユニット４２の前面に線または点で当接し、基盤部２０４の後面と裏ユニッ
ト４２の前面との間に隙間があくようになっている。
【０１２１】
　前記装飾カバー部２１０は、基盤部２０４の前側に位置して、窓口３６ａを介して前側
に臨む装飾部分２１２と、この装飾部分２１２の下側に位置して、基盤部２０４の下側に
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突き出た突出部分２１４とを有し(図４８または図４９参照)、この突出部分２１４の前面
にＬＥＤ基板５０および特別図柄表示装置５２が設置されている(図４１参照)。装飾カバ
ー部２１０は、前面を構成する板部分の端縁部から後方へ延出する脚片２１６が複数設け
られ、この脚片２１６の後端を基盤部２０４の前半体２０８前面に突き合わせて基盤部２
０４に対して例えばネジ等で固定されている(図４９参照)。設置基体２０２は、基盤部２
０４の前面から装飾カバー部２１０が離間するように設けられて、基盤部２０４と装飾カ
バー部２１０との間に、主可動体２２０用の収容スペース２０２ａが画成される(図４３
～図４６参照)。装飾カバー部２１０は、装飾部分２１２が基盤部２０４の外形形状にお
およそ合わせて形成されると共に、基盤部２０４の外形より僅かに大きく設定され、後側
に位置する基盤部２０４を隠している。また、装飾カバー部２１０は、外面が光を反射す
るように、例えばメッキ加工や塗装等の処理または素材で構成されている。装飾カバー部
２１０は、表示部２６から離れる側の側部(右側部)に通孔２１０ａが上下に離間して複数
設けられ、装飾カバー部２１０の後面に取り付けられた別のＬＥＤ基板５４のＬＥＤ５６
が通孔２１０ａを介して前側に臨むようになっている。
【０１２２】
　前記主可動体２２０は、パチンコ機のモチーフに合わせた所要の意匠形状(実施例では
槍形状)に形成されている(図５０または図５６参照)。主可動体２２０は、設置基体２０
２に回転変位可能に設けられた第１可動部材(第１部材)２２２と、この第１可動部材２２
２にスライド変位可能に設けられた第２可動部材(第２部材)２３６と、第２可動部材２３
６に設けられ、第２可動部材２３６と共にスライド変位する可動体発光手段(発光手段)２
４８とを備えている(図５４または図５５参照)。主可動体２２０は、第１可動部材２２２
および第２可動部材２３６の夫々が動作機構に連係し、動作機構によって第１可動部材２
２２および第２可動部材２３６が連動するようになっている。
【０１２３】
　前記主可動体２２０は、第１可動部材２２２の一方の端部が設置基体２０２の基盤部２
０４に回転可能に支持されて、全体として揺動すると共に、第２可動部材２３６が第１可
動部材２２２に対して進退移動するようになっている。主可動体２２０は、第１可動部材
２２２が、表示部２６の右周辺部に位置する第１姿勢と(図３、図５６または図５８(ａ)
参照)、この第１姿勢より表示部２６の中央側に突出する第２姿勢(図１０、図５０または
図５８(ｂ)参照)との間で前記支持部位を支点として回転変位するようになっている。ま
た、主可動体２２０は、第２可動部材２３６が、第１可動部材２２２に重なる第１位置と
(図５６または図５８(ａ)参照)、第１可動部材２２２から突出する第２位置(図５０また
は図５８(ｂ)参照)との間で第１可動部材２２２に沿って進退移動するよう構成される。
そして、主可動体２２０は、第１可動部材２２２と第２可動部材２３６とが、１つの動作
モータ(駆動手段)２５４の駆動に連動して動作するよう構成され、第１可動部材２２２の
第１姿勢で第２可動部材２３６が第１位置となり(図３、図５６または図５８(ａ)参照)、
第１可動部材２２２の第２姿勢で第２可動部材２３６が第２位置になるよう設定される(
図１０、図５０または図５８(ｂ)参照)。なお、主可動体２２０は、第２可動部材２３６
の第１可動部材２２２に対する進退移動方向の一端部が設置基体２０２に支持され、この
一端部から該進退移動方向に離れる他端部が先端となる。
【０１２４】
　前記第１可動部材２２２は、概略筒状に形成された部材であって、主可動体２２０にお
いて支持部位側を構成している(図５０または図５６参照)。第１可動部材２２２は、後面
を構成するスライドベース２２４と、このスライドベース２２４の前側に取り付けられる
意匠カバー(カバー部)２２８と、この意匠カバー２２８と並べてスライドベース２２４の
前側に取り付けられる補助カバー２３０とを備えている(図５４または図５５参照)。なお
、符号２３４は、第１可動部材２２２において表示部２６側に突出する後述する歯列部２
６２の前側を覆う補助意匠カバーである(図５６参照)。ここで、第１可動部材２２２では
、意匠カバー２２８が該第１可動部材２２２の先端側に配置され、補助カバー２３０が第
１可動部材２２２の支持部位側に配置されている(図５６参照)。
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【０１２５】
　前記第１可動部材２２２は、スライドベース２２４の一端部に前後方向に貫通するよう
に形成された軸通孔２２４ａに対して、基盤部２０４における前半体２０８に前方に向け
て突出するよう設けられた揺動軸２０９を挿入することで、揺動軸２０９を中心に回転可
能に支持される(図５４または図５５参照)。第１可動部材２２２では、軸通孔２２４ａが
スライドベース２２４の一端部において表示部２６側の縁に偏倚して設けられている。第
１可動部材２２２は、表示部２６の外側に位置する揺動軸２０９に支持され、表示部２６
の右周辺部に位置する第１姿勢と(図３、図５６または図５８(ａ)参照)、この第１姿勢よ
り表示部２６の中央側へ位置する第２姿勢(図１０、図５０または図５８(ｂ)参照)とに回
転変位するよう構成される。
【０１２６】
　前記第１可動部材２２２は、支持部位側から第２姿勢で表示部２６の中央側に突出する
先端側へ向けて長手辺が延在するよう形成されている(図５６参照)。第１可動部材２２２
は、正面視においてこの長手辺と交差する短手辺に沿う方向で表示部２６側の縁に偏倚し
た部位を支持することで、例えば表示部２６と離れる側を支持した場合と比べて同じ回転
角度であれば、第２姿勢で表示部２６の中央側へより突出させることができる。
【０１２７】
　前記第１可動部材２２２は、第１姿勢で揺動軸２０９の上方に先端が位置し、表示部２
６から右外側に退避した位置になっている(図３参照)。ここで、第１可動部材２２２は、
第１姿勢で長手辺が表示部２６の右辺におおよそ沿って延在し、表示部２６の右側の上下
スペース(裏ユニット４２の右辺部４４ｃの前側)を用いて長手辺が収容される。第１可動
部材２２２は、第１姿勢で設置基体２０２における基盤部２０４と装飾カバー部２１０と
の間の収容スペース２０２ａに収容され(図４６参照)、装飾カバー部２１０の後側にほぼ
全体が隠れるよう構成される(図４１参照)。第１可動部材２２２は、揺動軸２０９の上方
に位置する先端が表示部２６側に傾くように回転変位されて第１姿勢から第２姿勢へ移行
し、第１姿勢から表示部２６側へ傾けることで、設置基体２０２の収容スペース２０２ａ
から突き出て表示部２６の前側に臨むようになっている(図１０参照)。実施例の第１可動
部材２２２は、揺動軸２０９を中心に反時計回りに回転変位することで、第１姿勢から第
２姿勢へ向けて回転変位し、揺動軸２０９を中心に時計回りに回転変位することで、第２
姿勢から第１姿勢へ向けて回転変位するようになっている。また、第１可動部材２２２は
、第２姿勢で意匠カバー２２８が設置基体２０２の収容スペース２０２ａの外側に露出す
るものの、意匠カバー２２８より支持部位側に配置した補助カバー２３０は第１姿勢から
第２姿勢に亘って収容スペース２０２ａに収容されたままである。なお、第１可動部材２
２２は、第１姿勢と第２姿勢との間において約９０°の角度で回転変位するよう設定され
る(図５７参照)。
【０１２８】
　前記第１可動部材２２２の構成部材について説明する。スライドベース２２４は、板状
の部材であって、意匠カバー２２８および補助カバー２３０の設置基盤としてだけでなく
、第２可動部材２３６の設置基盤としても機能している(図５４または図５５参照)。スラ
イドベース２２４には、第２可動部材２３６の第１可動部材２２２に対する進退移動方向
に沿ってスライドガイド２２６が設けられている。すなわち、実施例のスライドガイド２
２６は、スライドベース２２４の支持部位側と先端側との間に延在する長手辺に沿って形
成されている。また、スライドガイド２２６は、前後方向に貫通形成された長孔であって
、長手辺がスライドベース２２４の長手辺に沿って延在するよう形成されている。スライ
ドベース２２４には、該スライドベース２２４の短手方向(第２可動部材２３６の第１可
動部材２２２に対する進退移動方向と交差する方向)に離間してスライドガイド２２６が
複数設けられ、複数のスライドガイド２２６は互いに平行な関係で形成される。
【０１２９】
　実施例のスライドベース２２４は、短手方向の中央部に設けられたセンターガイド(溝)
２２６Ａと、このセンターガイド２２６Ａを挟んで両側に設けられた一対のサイドガイド
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２２６Ｂ,２２６Ｂとを備えている(図５４または図５５参照)。ここで、センターガイド
２２６Ａは、サイドガイド２２６Ｂにおける第１可動部材２２２の先端側の端部より先端
側に延びるように形成され、スライドベース２２４の先端まで延在している。サイドガイ
ド２２６Ｂは、スライドベース２２４の中間部位に位置するセンターガイド２２６Ａの支
持部位側の端部より支持部位側に延びるように形成されている。スライドベース２２４に
は、スライドガイド２２６の開口縁を囲んで当接突部２２４ｂが前後の両面に設けられて
いる。なお、スライドベース２２４の後面に形成される当接突部２２４ｂは、センターガ
イド２２６Ａを囲うものに比べてサイドガイド２２６Ｂを囲うものが低く設定されている
。
【０１３０】
　前記意匠カバー２２８は、平たい軒樋状の部材であって(図５４または図５５参照)、前
面を構成する部分における支持部位側の側縁の夫々に後方へ延出する部分を、スライドベ
ース２２４の対応する側縁に突き当ててスライドベース２２４に対して取り付けられてい
る。第１可動部材２２２には、前面をスライドベース２２４から離間して設けた意匠カバ
ー２２８によって、スライドベース２２４との間に先端側から支持部位側に亘って連通す
るトンネル状の第２可動部材２３６用の設置スペース２２２ａが画成される(図４７参照)
。意匠カバー２２８は、第１可動部材２２２の長手辺に沿う側縁に支持部位側の端から中
間部位にかけて後方へ延出する部位が設けられ、後方へ突出する部分より先端側に突出す
る前面部分が先端側に向かうにつれて細くなるように形成されている(図５６参照)。なお
、実施例の意匠カバー２２８は、光を反射するよう構成されている。
【０１３１】
　前記補助カバー２３０は、スライドベース２２４の支持部位側において表示部２６から
離間する側(右側部)に設けられている(図５６参照)。補助カバー２３０は、前面がスライ
ドベース２２４より離間し、スライドベース２２４との間に空間が画成されている。補助
カバー２３０の後面には、第１可動部材２２２の短手方向に離間して一対の通路片２３２
,２３２が後方へ延出するように形成されている(図５５参照)。第１可動部材２２２には
、該第１可動部材２２２の長手方向(第２可動部材２３６の進退移動方向)に延在する一対
の通路片２３２,２３２と該補助カバー２３０の前面とによって、第２可動部材２３６に
設けた可動体発光手段２４８に接続する配線Ｈが収容される配線通路(通路)２２３が画成
される(図４４または図４７参照)。一対の通路片２３２,２３２は、スライドベース２２
４の支持部位側の端縁を越えて突出形成されると共に、補助カバーの２３０の前面が両通
路片２３２,２３２の突出部分の途中まで両通路片２３２,２３２の間に延在するように形
成されている。すなわち、配線通路２２３は、スライドベース２２４の支持部位側の端縁
を越えて突出して設けられ、突出端部の前面より両側面が突出している。補助カバー２３
０は、第１可動部材２２２が第１姿勢と第２姿勢との間で回転変位しても、設置基体２０
２の装飾カバー部２１０の後側に位置し、装飾カバー部２１０によって常に隠されるよう
になっている(図４１または図５０参照)。補助カバー２３０は、無色透明の合成樹脂素材
で構成され、外方から配線通路２２３に収容された配線Ｈを視認できるようになっている
。
【０１３２】
　前記第２可動部材２３６は、第１可動部材２２２に対して該第１可動部材２２２の支持
部位との先端部との間に延在する長手辺に沿って進退移動可能に設けられる。第２可動部
材２３６は、第１可動部材２２２に重なる第１位置と(図５６参照)、第１可動部材２２２
の先端側から突出する第２位置(図５０参照)との間で進退移動するようになっている。第
２可動部材２３６は、第１可動部材２２２の第１姿勢で第１位置となり、第１可動部材２
２２の第２姿勢で第２位置となるように、動作機構によって第１可動部材２２２の回転変
位に連動するよう構成される。第２可動部材２３６は、第１可動部材２２２におけるスラ
イドベース２２４と意匠カバー２２８との間の設置スペース２２２ａに設けられ、第１位
置で設置スペース２２２ａに全体的に収容されて意匠カバー２２８の後側に隠れるように
なっている(図４６または図５６参照)。第２可動部材２３６は、第２位置で設置スペース
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２２２ａの先端側から突き出て、支持部位側に位置する意匠カバー２２８と共に一体的な
意匠形状を形成するようになっている(図５０参照)。主可動体２２０は、支持部位側から
表示部２６への突出端に向けて長手辺が延在する長尺な形状に、第２位置で第１可動部材
２２２より突き出た第２可動部材２３６によって全体としてなるよう構成されている。
【０１３３】
　実施例の第２可動部材２３６は、第１可動部材２２２に対する進退移動方向に沿って長
手辺が延在するように形成された長尺な部材である。第２可動部材２３６は、少なくとも
先端部(第２位置側の端部)が、第１可動部材２２２の前面を構成する意匠カバー(カバー
部)２２８の先端部に合わせた形状で形成されている(図５４または図５５参照)。第２可
動部材２３６は、正面視での先端部の外形形状が支持部位側から先端側に向かうにつれて
細くなるよう形成され、第１位置において先端部を意匠カバー２２８の先端部に揃えて意
匠カバー２２８の後側に収容される。
【０１３４】
　前記第２可動部材２３６は、該第２可動部材２３６の後面を構成する保持板２３８と、
この保持板２３８の前側に取り付けられた光を透過可能な透光カバー(光透過部材)２４０
と、この透光カバー２４０の後側に配置された光拡散シート２４２とを備えている(図５
４または図５５参照)。また、第２可動部材２３６には、保持板２３８と透光カバー２４
０の間に可動体発光手段２４８が設けられ、この可動体発光手段２４８の前側に光拡散シ
ート２４２が配置されている。第２可動部材２３６は、略トレイ形状の透光カバー２４０
の内側に保持板２３８を嵌め合わせて(図５３参照)、保持板２３８と透光カバー２４０と
の間に画成されるスペースに可動体発光手段２４８が収容保持されている。保持板２３８
と透光カバー２４０との間のスペースは、支持部位側に開口しており、この開口を介して
可動体発光手段２４８に接続する配線Ｈが通るようになっている。
【０１３５】
　前記第２可動部材２３６は、保持板２３８の後面に後方へ向けて突出する取付軸２４４
が、第１可動部材２２２のスライドベース２２４のスライドガイド２２６で保持されて、
第１可動部材２２２に対して取り付けられる(図５１、図５３または図５８参照)。保持板
２３８には、支持部位側に第２可動部材２３６の進退移動方向と交差する方向(短手方向)
に離間して一対の取付軸２４４,２４４が設けられ(図５５参照)、一対の取付軸２４４,２
４４が対応する側にあるサイドガイド２２６Ｂ,２２６Ｂに夫々挿入保持される。ここで
、取付軸２４４は、サイドガイド２２６Ｂの長手辺に沿う移動が許容されて、第２可動部
材２３６がサイドガイド２２６Ｂの長手辺に沿って進退移動可能になっている。一方、取
付軸２４４は、外形寸法がサイドガイド２２６Ｂの短手辺方向の幅と略同一に設定してあ
るので、第２可動部材２３６の進退移動方向と交差する方向の移動がサイドガイド２２６
Ｂで規制される。また、第２可動部材２３６は、保持板２３８より透光カバー２４０が後
方に突出しており、透光カバー２４０の側縁部がサイドガイド２２６Ｂの開口縁に突出し
た前側の当接突部２２４ｂの外側方に位置するようになっている。すなわち、第２可動部
材２３６は、透光カバー２４０の対向する側縁部の間に一対のサイドガイド２２６Ｂ,２
２６Ｂの当接突部２２４ｂ,２２４ｂの外側縁を挟んで、進退移動方向と交差する方向の
移動が規制される。また、第２可動部材２３６は、保持板２３８の後面がスライドガイド
２２６の開口縁に突出する前側の当接突部２２４ｂで支持されて、両者の接触面積を最小
限に抑えて第１可動部材２２２に対する円滑な進退移動を達成している。
【０１３６】
　前記第２可動部材２３６には、保持板２３８の後面に後方へ向けて突出する連結軸２４
６が、一対の取付軸２４４,２４４と別に設けられている(図５３参照)。連結軸２４６は
、保持板２３８の中央部に設けられて(図５５参照)、第２可動部材２３６の短手方向にお
いて一対の取付軸２４４,２４４の間に位置し、第１可動部材２２２におけるスライドベ
ース２２４のセンタガイド２２６Ａに挿入されて、後端をスライドベース２２４の後側に
臨ませている。
【０１３７】
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　前記取付軸２４４および連結軸２４６は、軸棒と、この軸棒に回転可能に嵌められる軸
キャップとから構成される(図５４または図５５参照)。軸棒は、金属製の丸棒材であって
、前端が保持板２３８に固定されている。軸キャップは、合成樹脂の成形品であって、軸
棒の外径に合わせて形成された貫通孔を有する円筒状本体と、この円筒状本体の一端に半
径方向外方へ延出するよう形成されたフランジとから構成されている。取付軸２４４およ
び連結軸２４６は、スライドガイド２２６に挿入した軸棒に対して貫通孔を嵌め合わせて
軸キャップが取り付けられる。なお、軸キャップは、フランジの外径がスライドガイド２
２６の短手辺より大きく設定され、スライドベース２２４の後面にスライドガイド２２６
の開口縁から後方へ突出するよう設けられた当接突部２２４ａに対し、フランジが当接す
るようになっている(図５３参照)。
【０１３８】
　前記透光カバー２４２は、第２可動部材２３６の第２位置で意匠カバー２２８から突き
出て露出する部材であって(図５２参照)、実施例では、前面が無色透明に形成されると共
に、側面に光拡散構造が設けられている。光拡散シート２４２は、可動部発光手段２４８
の前側を覆うように設置され、可動部発光手段２４８から照射された光を拡散している。
また、光拡散シート２４２は、前面が無色透明に形成された透光カバー２４０を介して可
動部発光手段２４８が前側から見えないように隠す、目隠しとしても機能している。
【０１３９】
　前記第２可動部材２３６は、進退移動方向の寸法が意匠カバー２２８の前面と略同一に
設定され(図４６参照)、進退移動方向と交差する方向の寸法が設置スペース２２２ａの幅
より僅かに小さく設定されている。すなわち、第２可動部材２３６は、第１位置で意匠カ
バー２２８の後側の設置スペース２２２ａを最大限に利用して収容される。そして、第２
可動部材２３６は、第２位置にスライド変位した際に、意匠カバー２２８の先細りの先端
部に隠される部位を除いて透光カバー２４０が露出するようになっている(図５２参照)。
【０１４０】
　前記可動体発光手段２４８は、基板の前面に複数のＬＥＤ２４８ａが設置されたＬＥＤ
基板が用いられている(図５４参照)。実施例の可動体発光手段２４８は、複数のＬＥＤ２
４８ａが基板の短手方向中央部に長手方向(進退移動方向)に並べて配置されている。可動
部発光手段２４８は、第２可動部材２３６と共に進退移動し、光拡散シート２４２および
透光カバー２４０を介して前側へ光を照射し得るようになっている。可動体発光手段２４
８は、基板の支持部位側において表示部２６から離間する側(右側部)に、配線Ｈが接続さ
れるソケット２４８ｂが設けられている。ソケット２４８ｂは、第１可動部材２２２の配
線通路２２３の先端側に対向する位置に配置され、支持部位側に接続開口が臨んでいる。
【０１４１】
　前記従可動体２５０は、設置基体２０２の装飾カバー部２１０の前側に設けられている
(図４５または図４６参照)。従可動体２５０は、装飾カバー部２１０を前後方向に貫通す
ると共に回転可能に支持された接続軸２５２の上端に固定され(図５５参照)、装飾カバー
部２１０に対して回転変位可能に構成される。従可動体２５０は、主可動体２２０の支持
部位から外れた位置に支持され、表示部２６側に偏倚した部位に支持された主可動体２２
０に対して表示部２６から離れる側(右側)で、主可動体２２０の先端側(上方)にずれた位
置にずらして設置されている(図５６参照)。従可動体２５０は、装飾カバー部２１０の装
飾部分２１２の前側に設置されて露出しており、前側から視認可能になっている(図２参
照)。
【０１４２】
　前記従可動体２５０は、略十字形状に形成されている(図４１参照)。従可動体２５０は
、主可動体２２０における第２可動部材２３６の進退移動方向(長手辺)に沿うライン(以
下、連係ラインという。)上に支持部位が配置されている。より具体的には、従可動体２
５０は、主可動体２２０の略中央を通る連係ライン上に配置され、略十字形状の一方の長
尺な部位が該連係ラインに沿って延在し、略十字形状の他方の長尺な部位が該連係ライン
と交差する方向に延在するようになっている(図５０または図５６参照)。このように、従
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可動体２５０は、主可動体２２０の連係ラインに沿って長手辺が延在する長尺な形状を有
している。また、従可動体２５０は、動作機構の第２連係手段２７２によって、主可動体
２２０の回転変位方向と同じ方向に回転変位するように連動される。実施例の従可動体２
５０は、主可動体２２０における第１姿勢から第２姿勢への反時計回りの回転変位に同期
して反時計回りに回転変位すると共に、主可動体２２０における第２姿勢から第１姿勢へ
の時計回りの回転変位に同期して時計回りに回転変位するようになっている。なお、主可
動体２２０の支持部位は、連係ラインより表示部２６側にずれた位置に設定されている(
図５６参照)。
【０１４３】
　前記動作機構は、動作モータ(駆動手段)２５４と、この動作モータ２５４の動力を伝達
し、第１可動部材２２２と第２可動部材２３６とを連動する第１連係手段２５６と、主可
動体２２０の動作に従可動体２５０を連動する第２連係手段２７２とを備えている(図５
８または図５９参照)。動作モータ２５４は、出力軸２５４ａを基盤部２０４の設置空間
２０４ａに臨ませて基盤部２０４における前半体２０８の前面に設置されている(図４４
または図４６参照)。動作モータ２５４は、主可動体２２０の支持部位の下方に配置され
、前側を設置基体２０２の装飾カバー部２１０の突出部分２１４で覆われている(図４６
参照)。動作モータ２５４としては、正逆回転駆動が可能なステッピングモータ等が採用
される。
【０１４４】
　前記第１連係手段２５６は、動作モータ２５４の出力軸２５４ａに固定された第１連係
歯車(歯車)２５８と、この第１連係歯車２５８に噛み合うと共に、主可動体２２０の第１
可動部材２２２の支持部位側の端部(下端部)に設けられた歯列部(歯部)２６２に噛み合う
第２連係歯車(歯車)２６０とを備えている(図５８参照)。すなわち、第１連係手段２５６
は、動作モータ２５４を駆動すると第１連係歯車２５８、第２連係歯車２６０および歯列
部２６２を介して動力を第１可動部材２２２に伝達して、主可動体２２０を揺動するよう
になっている。また、第１連係手段２５６は、第２連係歯車２６０に噛み合う第３連係歯
車(歯車)２６４と、この第３連係歯車２６４に噛み合う第４連係歯車(回転部材)２６６と
、この第４連係歯車の回転中心より離れた位置に一端が回転可能に接続されると共に、他
端が主可動体２２０の第２可動部材２３６に回転可能に接続されたリンク部材２７０とを
備えている(図５８参照)。このように、第１連係手段２５６は、第１連係歯車２５８、第
２連係歯車２６０および第３連係歯車２６４を介して回転される第４連係歯車２６６の回
転変位がリンク部材２７０によって、第２可動部材２３６の第１可動部材２２２に対する
スライド変位に変換している。
【０１４５】
　前記第１連係手段は、第１～第４連係歯車２５８,２６０,２６４,２６６およびリンク
部材２７０が基盤部２０４の設置空間２０４ａに基本的に収容され(図４６参照)、主可動
体２２０の後側に位置する基盤部２０４に収容されることで、基盤部２０４と装飾カバー
部２１０との間に配設される可動体発光手段２４８用の配線Ｈと仕切られている。第２～
第４連係歯車２６０,２６４,２６６は、基盤部２０４における前半体２０８の後面に回転
可能に軸支されている。第２連係歯車２６０は、基盤部２０４の前半体に前方に突き出る
ように形成された突覆部２０８ａ(図５４または図５５参照)に前側が収容され、突覆部２
０８ａの上側に設けられた開口部分を介して上側に位置する歯列部２６２に噛み合ってい
る(図４６参照)。なお、歯列部２６２は、第１可動部材２２２の支持部位を中心とする円
弧状に歯が並ぶように形成され、第１可動部材２２２のスライドベース２２４の支持部位
側の端縁に設けられている。
【０１４６】
　前記第３連係歯車２６４は、前半体２０８を挟んで第１可動部材２２２の後側に位置す
るように設置され(図５８参照)、第２連係歯車２６０の後側部分に噛み合っている。すな
わち、第２連係歯車２６０には、前後にずれて歯列部２６２と第３連係歯車２６４とが噛
み合っており、第２連係歯車２６０によって両者２６２,２６４が同時に回転される。こ
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こで、動作機構では、基盤部２０４の左側(表示部２６側)の下部に設置された動作モータ
２５４の左上側に第２連係歯車２６０が配置されると共に、この第２連係歯車２６０の左
上側に第３連係歯車２６４が配置され、動作モータ２５４の出力軸２５４ａ、第２連係歯
車２６０および第３連係歯車２６４の回転支点が一直線状に並んでいる(図５８参照)。
【０１４７】
　前記第４連係歯車２６６は、前半体２０８を挟んで第１可動部材２２２の後側に位置す
るように設置されている(図５８参照)。ここで、第４連係歯車２６６は、第１可動部材２
２２の後側に重なるように配置されている。第４連係歯車２６６は、第３連係歯車２６４
の右上側に配置され、該第４連係歯車２６６の回転支点が第２連係歯車２６０の回転支点
の上方に位置している。第４連係歯車２６６の後面には、丸棒状の補助ガイド片２６７が
後方に突出するように設けられている(図５５参照)。補助ガイド片２６７は、第４連係歯
車２６６の回転に伴う該補助ガイド片２６７の回転軌跡に沿って基盤部２０４の後半体２
０６に貫通形成された円弧長孔形状の補助ガイド溝２０６ａに挿入されている(図４２ま
たは図５３参照。すなわち、第４連係歯車２６６は、補助ガイド片２６７が補助ガイド溝
２０６ａに案内されるので、リンク部材２７０による第２可動部材２３６の進退移動に伴
い第４連係歯車２６６に力が加わっても、補助ガイド片２６７と補助ガイド溝２０６ａと
の係合下にがたつきなく安定して回転できる。
【０１４８】
　前記第４連係歯車２６６は、周面から半径方向外側に向けて延出するジブ(腕部)２６８
を備えており、このジブ２６８の延出端にリンク部材２７０の一端が接続されている(図
５８参照)。リンク部材２７０は、棒状の部材であって、ジブ２６８の後面に一端が接続
され、前側に突出する他端が、保持板２３８の後面に突出形成されてセンタガイド２２６
Ａを介して後側に臨む連結軸２４６に接続されている。基盤部２０４の前半体２０８には
、リンク部材２７０の他端の変位軌跡に対応して表示部２６側に開放する切り欠き２０８
ｂが形成され(図５４参照)、この切り欠き２０８ｂを介して第１姿勢で前半体２０８の前
側に位置する連結軸２４６に対してリンク部材２７０の他端が接続されている。なお、基
盤部２０４の後半体２０６には、前半体２０８の切り欠き２０８ｂに対向して切り欠き２
０６ｂが形成され(図４２、図４９、図５１および図５３参照)、リンク部材２７０の他端
後面に突出する軸が後半体２０６に干渉しないようになっている。
【０１４９】
　前記第２可動演出装置２００には、動作モータ２５４よって回転される第４連係歯車２
６６と、センタガイド２２６Ａに沿って案内される連結軸２４６と、第４連係歯車２６６
と連結軸２４６とを接続するリンク部材２７０とによって、第４連係歯車２６６の回転を
連結軸２４６のセンタガイド２２６Ａに沿う往復移動に変換するクランク機構が構成され
る(図５８参照)。第１連係手段２５６は、第４連係歯車２６６の回転によってリンク部材
２７０の一端が第１可動部材２２２の先端に対して接離するように変位し、これによりリ
ンク部材２７０の他端で連結軸２４６を押したり引いたりするようになっている。すなわ
ち、第１連係手段２５６は、リンク部材２７０の一端が第１可動部材２２２の先端側に近
づくように変位する際に、第１可動部材２２２の先端側から第２可動部材２３６が押し出
され、リンク部材２７０の一端が第１可動部材２２２の支持部位側に近づくように変位す
る際に、第１可動部材２２２の支持部位側へ第２可動部材２３６が引っ張られる。ここで
、第１連係手段２５６は、リンク部材２７０の一端が第１可動部材２２２の先端から遠く
なる支持部位側に位置する際に、第２可動部材２３６が第１可動部材２２２に重なる第１
位置となり、リンク部材２７０の一端が第１可動部材２２２の先端に最も近づいた際に、
第２可動部材２３６が第１可動部材２２２の先端から突出する第２位置となるように設定
される。
【０１５０】
　より具体的には、第４連係歯車２６６の上方に第１可動部材２２２の先端が位置してい
るので、第１連係手段２５６は、第２可動部材２３６の第１位置において、リンク部材２
７０の一端が第４連係歯車２６６の下方に位置すると共にリンク部材２７０の他端が第４
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連係歯車２６６の上方に位置するように、リンク部材２７０の一端と他端とが第４連係歯
車２６６の回転中心を挟んで対向するように構成される(図５８(ａ)参照)。リンク部材２
７０は、第２可動部材２３６の第１位置において、第４連係歯車２６６を跨ぐように延在
し、実施例では第４連係歯車２６６の後側に重なり、基盤部２０４の設置空間２０４ａに
収容される。ここで、リンク部材２７０には、中途部位に第４連係歯車２６６の半径方向
に曲げて形成された湾曲部２７０ａが設けられ(図５８参照)、第２可動部材２３６の第１
位置において第４連係歯車２６６の後側に重なった際に、第４連係歯車２６６の後面に突
出する回転軸が湾曲部２７０ａの間に収まるようになっている。すなわち、リンク部材２
７０は、第２可動部材２３６の第１位置において、一端と他端とが第４連係歯車２６６の
回転中心を挟んで一直線上に並ぶが、該リンク部材２７０の中途部位に形成された湾曲部
２７０ａにより回転軸との干渉を回避できる。従って、第１連係手段２５６は、第４連係
歯車２６６の後側の狭いスペースを有効利用してリンク部材２７０を収容することができ
、前後寸法をコンパクトにできる。
【０１５１】
　前記第１連係手段２５６は、第２可動部材２３６の第２位置において、リンク部材２７
０の一端が第１可動部材２２２の先端側に位置すると共にリンク部材２７０の他端が第１
可動部材２２２の先端側に位置し、リンク部材２７０の一端および他端が第４連係歯車２
６６の回転中心と一直線上に並ぶように構成される(図５８参照)。ここで、主可動体２２
０は、第２可動部材２３６の第２位置で第１可動部材２２２が第２姿勢となって傾いてい
るので、第４連係歯車２６６の表示部２６側に位置したリンク部材２７０が第４連係歯車
２６６から表示部２６側に向かうにつれて斜め上方に傾斜するように延在している。この
際、リンク部材２７０は、設置空間２０４ａから基盤部２０４の表示部２６側に開設され
た開口２０４ｂから延出し、第１可動部材２２２および第２可動部材２３６の後側に進退
移動方向に沿って延在している。
【０１５２】
　前記第１連係手段２５６は、第２連係歯車２６０、第３連係歯車２６４および第４連係
歯車２６６の組み合わせによって、第１可動部材２２２の回転変位方向と第４連係歯車２
６６(リンク部材２７０の一端)の回転変位方向とが反対になるように設定される。すなわ
ち、リンク部材２７０の一端は、第１可動部材２２２が第１姿勢から第２姿勢へ反時計回
りに回転変位するのに対して時計回りで回転変位し、第１可動部材２２２が第２姿勢から
第１姿勢へ反時計回りに回転変位するのに対して反時計回りで回転変位するようになって
いる。また、第１連係手段２５６は、第１可動部材２２２の第１姿勢と第２姿勢との間の
回転角度と同一または略同一の回転角度だけ第４連係歯車２６６を回転するよう構成され
る。すなわち、第２可動部材２３６を第１位置と第２位置との間で変位する第４連係歯車
２６６の回転角度(第４連係歯車２６６の回転中心を中心とするリンク部材２７０の一端
の回転角度)は、第２連係歯車２６０、第３連係歯車２６４および第４連係歯車２６６の
組み合わせによって、第１可動部材２２２の第１姿勢と第２姿勢との間の回転角度に合わ
せられている。
【０１５３】
　次に、主可動体２２０の動作に連動して従可動体２５０を動作する第２連係手段２７２
について説明する。第２連係手段２７２は、主可動体２２０に設けられた案内部２３１と
、一端が従可動体２５０を支持する接続軸２５２に接続されると共に他端が案内部２３１
に係合する連結リンク(連結部)２７４を備えている(図５６または図５９参照)。第２連係
手段２７２は、主可動体２２０の回転変位に伴って案内部２３１に連結リンク２７４の他
端が案内されることで、該連結リンク２７４の一端を回転変位するよう構成される。案内
部２３１は、主可動体２２０における第１姿勢および第２姿勢に亘って装飾カバー部２１
０の後側に位置する第１可動部材２２２の補助カバー２３０に設けられている(図５６参
照)。実施例の案内部２３１は、補助カバー２３０に前後方向に貫通形成された長孔であ
って、主可動体２２０の支持部位と従可動体２５０の支持部位との間に延在するように設
けられている。また、案内部２３１は、従可動体２５０の支持部位側が凸(主可動体２２
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０の支持部位側が凹)となる弧状に延在するように形成されている。案内部２３１は、第
１姿勢と第２姿勢との間の回転変位に亘って、連結リンク２７４の他端が一端を中心に描
く回転軌跡に重なるように設けられている。案内部２３１は、連結リンク２７４の他端に
重なる位置の開口縁が当該位置での連結リンク２７４の他端が一端を中心に描く回転軌跡
との接線に対して交差するように形成されている。
【０１５４】
　前記連結リンク２７４は、装飾カバー部２１０の後側に突出する従可動体２５０の接続
軸２５２に一端が固定され、第１可動部材２２２と装飾カバー部２１０との間に該装飾カ
バー部２１０の後面に沿って延在している(図４６または図４７参照)。連結リンク２７４
の他端には、後方へ突出する円柱状の係合軸２７５が設けられ、この係合軸２７５を案内
部２３１に前側から挿入して、連結リンク２７４の他端が案内部２３１に係合される(図
５８参照)。そして、連結リンク２７４は、主可動体２２０の回転変位につれて変位する
案内部２３１に係合軸２７５が押されて、一端に固定された接続軸２５２を回転変位する
ようになっている。このように、第２連係手段２７２は、案内部２３１と連結リンク２７
４との連係によって、主可動体２２０の回転変位に連動して従可動体２５０を回転変位す
るようになっている。
【０１５５】
　前記第２可動演出装置２００は、主可動体２２０の位置検出を行う原点検出手段を備え
ている(図５４または図５５参照)。原点検出手段は、設置基体２０２等の固定側に設けら
れる原点センサ部２７６と(図５２参照)、主可動体２２０や第１連係手段２５６等の動作
側に設けられ、原点センサ部２７６の検出対象となる検出板２２５(図５８参照)とから構
成され、原点センサ部２７６による検出板２２５の有無の検出によって、主可動体２２０
の位置が判定される。原点センサ部２７６としては、光や磁気等を用いる近接センサ、検
出板２２５との接触による機械的変動に基づく機械式センサ等その他のものを採用でき、
実施例ではフォトセンサが採用されている。原点センサ部２７６は、基盤部２０４前面に
おける表示部２６と離れる側(右側)に設置され、発光部と受光部とが前後に対向する関係
で並んでいる。検出板２２５は、第１可動部材２２２のスライドベース２２４の右方に延
出するように設けられている。第２可動演出装置２００では、主可動体２２０の第１姿勢
で検出板２２５が原点センサ部２７６の発光部と受光部との間に臨むように構成される。
すなわち、第２可動演出装置２００は、原点センサ部２７６によって検出板２２５を検出
しないときに主可動体２２０が第１姿勢以外の動作状態にあり、原点センサ部２７６によ
って検出板２２５を検出したときに主可動体２２０が第１姿勢になっている。
【０１５６】
　前記主可動体２２０には、第２可動部材２３６に設けた可動体発光手段２４８のソケッ
ト２４８ｂが、補助カバー２３０に画成された配線通路２２３に対して第２可動部材２３
６の進退移動方向に並ぶように配置されている。主可動体２２０には、スライドベース２
２４と補助カバー２３０との間に中継基板２７８が設置されている(図４４または図４７
参照)。中継基板２７８は、長方形であって、スライドベース２２４の支持部位側の前面
に長辺を短手方向に沿わせて取り付けられ、少なくとも一部を配線通路２２３に対して前
後方向(実施例では後側)に重なるように配置されている。中継基板２７８には、配線通路
２２３の後側に重なる部位前面に、可動体発光手段２４８に接続する配線Ｈが接続する第
１ソケット２７８ａが設けられ、配線通路２２３から外れる表示部２６側の部位前面に、
制御手段側に繋がる配線Ｈが接続される第２ソケット２７８ｂが設けられている(図５４
参照)。また、中継基板２７８の前側には、基板カバー２８０が取り付けられ、第２ソケ
ット２７８ｂの前側を除く部分を覆っている。第１ソケット２７８ａの前側は、基板カバ
ー２８０で覆われ、この基板カバー２８０によって配線通路２２３と第１ソケット２７８
ａとが仕切られている。基板カバー２８０には、配線通路２２３に対応する部位における
先端から進退移動方向に沿って遠ざかる方向の端縁に、前方へ傾斜する誘導片２８０ａが
設けられている(図４４または図４７参照)。配線通路２２３は、基板カバー２８０(中継
基板２７８)より進退移動方向において延出するように形成され、該配線通路２２３にお
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いて基板カバー２８０で塞がれる中継基板２７８に対応する部位より延出する部位の中継
基板２７８側(後側)が開放されている。すなわち、配線通路２２３は、中継基板２７８に
対応する部位が基板カバー２８０で塞がれ、この部位より下方(先端から進退移動方向に
沿って遠ざかる方向)に延出する部位に中継基板２７８側(後側)に開放する開放部分が設
けられる。
【０１５７】
　前記配線Ｈは、可動体発光手段２４８のソケット２４８ｂに一端を接続して、配線通路
２２３を通って進退移動方向に延在し、配線通路２２３の延出端部から先端側に向けて湾
曲させて、基板カバー２８０の後側で第１ソケット２７８ａに他端が接続される。すなわ
ち、配線Ｈは、第１可動部材２２２の支持部位側において前後の関係で重なるように湾曲
し、配線通路２２３の開放部分によって第２可動部材２３６の進退移動に伴う配線Ｈの湾
曲部分の進退移動方向の変位および径の大小変化が許容される。そして、主可動体２２０
では、第１可動部材２２２の支持部位側の端部から先端部に向けて配線通路２２３に挿通
して可動体発光手段２４８に接続した配線Ｈが、第２可動部材２３６の進退移動につれて
配線通路２２３を進退移動するよう構成される。配線通路２２３は、該配線通路２２３の
前記開放部分を介して配線Ｈの湾曲部分が伸縮するように構成される。なお、配線Ｈとし
ては、フラットハーネスが採用されている。フラットハーネスは、丸線状の配線と比べて
、ある軸を中心に曲がるように設定し易い利点がある。
【０１５８】
　前記主可動体２２０は、第２可動部材２３６の第１位置で発光体ソケット２４８ｂが第
１ソケット２７８ａに近づいているので、配線Ｈの湾曲部分が配線通路２２３の開放部分
を介して突出すると共に径が大きくなっている。ここで、主可動体２２０の下方部位には
、歯車等の動作する部材が設けられておらず、装飾カバー部２１０に隠されている。主可
動体２２０は、第２可動部材２３６が第１位置から第２位置に向けて変位すると、第１ソ
ケット２７８ａから発光体ソケット２４８ｂが離れるので、進退移動方向に沿って延在す
る配線通路２２３に案内されたもとで配線Ｈが引っ張られ、湾曲部分の径が小さくなりつ
つ先端側に変位する。この際、進退移動方向に幅を持って開口する配線通路２２３の開放
部分で、配線Ｈの湾曲部分の変位が許容される。主可動体２２０は、第２可動部材２３６
が第２位置から第１位置に向けて変位すると、第１ソケット２７８ａに発光体ソケット２
４８ｂが近づくので、進退移動方向に沿って延在する配線通路２２３に案内されたもとで
配線Ｈが押され、湾曲部分の径が大きくなりつつ先端側から離間する方向へ変位する。こ
の際、進退移動方向に幅を持って開口する配線通路２２３の開放部分で、配線Ｈの湾曲部
分の変位および拡径が許容される。
【０１５９】
　このように、第１可動部材２２２に画成された配線通路２２３に沿って、第２可動部材
２３６と共に進退移動する可動体発光手段２４８の配線Ｈが進退移動するので、主可動体
２２０自身や動作機構に対する配線Ｈの干渉を回避できる。また、配線通路２２３の開放
部分を介して配線Ｈの湾曲部分の伸縮が許容されるので、配線Ｈに負荷がかかり難く、第
２可動部材２３６の円滑な進退移動を許容し得る。第２可動演出装置２００は、第１連係
手段２５６が基盤部２０４の設置空間２０４ａに収容されているので、基盤部２０４と装
飾カバー部２１０との間の収容スペース２０２ａに延在する可動体発光手段２４８の配線
Ｈと第１連係手段２５６との干渉を回避することができる。
【０１６０】
　前記第２可動演出装置２００の動作について説明する。主可動体２２０は、表示部２６
の周辺部にある演出動作前の待機状態において、第１可動部材２２２が表示部２６の周辺
部に位置する第１姿勢にあり、この際、第２可動部材２３６が第１可動部材２２２に重な
る第１位置にあるので、進退移動方向の寸法が第１可動部材２２２分となるコンパクトな
状態になっている(図３、図４６または図５６参照)。主可動体２２０は、上下方向に連係
ラインが延在する姿勢にあり、従可動体２５０が一方の長尺な部位を連係ラインに沿って
延在させた姿勢になっている。ここで、主可動体２２０は、収容スペース２０２ａに収容
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されて装飾カバー部２１０に隠されており、前側からほぼ見えない状態になっている(図
４６または図５６参照)。このように、主可動体２２０は、待機状態で第１可動部材２２
２分のスペースがあれば配置することができ、比較的小さな収容スペース２０２ａで適切
に目隠しすることができる。また、主可動体２２０は、表示部２６の周辺部で場所を比較
的とらないので、当該周辺部に設置する部材や装置の配置や大きさの自由度が高くなる。
第２可動演出装置２００は、主可動体２２０の第１可動部材２２２および第２可動部材２
３６が、同じ動作モータ２５４を駆動源としているので、第１可動部材２２２および第２
可動部材２３６を動作させる動作機構もコンパクトである。
【０１６１】
　前記第２可動演出装置２００は、動作モータ２５４を正駆動することで、第１連係歯車
２５８を介して第２連係歯車２６０が回転し、これにより歯列部２６２を介して第２連係
歯車２６０に接続する第１可動部材２２２が、支持部位を中心に表示部２６側に傾くよう
に反時計回りに回転変位する(図５８参照)。これに同期して、第２連係歯車２６０に噛み
合う第３連係歯車２６４を介して第４連係歯車２６６も回転し、リンク部材２７０の一端
が第４連係歯車２６６の下方から時計回りに変位される。そして、リンク部材２７０の一
端が第１可動部材２２２の先端に近づくように変位するので、リンク部材２７０の他端に
連結軸２４６が押されて、第１可動部材２２２に対し第２可動部材２３６が第１位置から
第２位置へ向けてスライド変位する。このように、第２可動演出装置２００は、１つの動
作モータ２５４の駆動により、第１可動部材２２２の第１姿勢から第２姿勢への回転変位
に連動して、第２可動部材２３６を第１位置から第２位置へスライド変位させることがで
きる。すなわち、主可動体２２０は、第２可動部材２３６が第１可動部材２２２から次第
に突き出ることで全体として伸張しつつ、支持部位を中心に回転変位して、装飾カバー部
２１０の後側から表示部２６の前側に現れる。主可動体２２０は、第１可動部材２２２の
第２姿勢で表示部２６の中央部側に向けて最大限傾くと共に、第２可動部材２３６が第１
可動部材２２２に対して最も突出した第２位置となる(図５８(ｂ)参照)。従って、主可動
体２２０は、第１可動部材２２２に該第１可動部材２２２から突出する第２可動部材２３
６を足し合わせた大きさに、第１姿勢と比べて大型化し、遊技者の興味を惹き付けること
ができる。
【０１６２】
　前記第２可動演出装置２００は、動作モータ２５４を逆駆動することで、第１連係歯車
２５８を介して第２連係歯車２６０が回転し、これにより歯列部２６２を介して第２連係
歯車２６０に接続する第１可動部材２２２が、支持部位を中心に右周辺部に向けて時計回
りに回転変位する(図５８参照)。これに同期して、第２連係歯車２６０に噛み合う第３連
係歯車２６４を介して第４連係歯車２６６も回転し、リンク部材２７０の一端が第４連係
歯車２６６の左方から反時計回りに変位される。そして、リンク部材２７０の一端が第１
可動部材２２２の先端から遠ざかるように変位するので、リンク部材２７０の他端に連結
軸２４６が引っ張られて、第１可動部材２２２に対し第２可動部材２３６が第２位置から
第１位置へ向けてスライド変位する。このように、第２可動演出装置２００は、１つの動
作モータ２５４の駆動により、第１可動部材２２２の第２姿勢から第１姿勢への回転変位
に連動して、第２可動部材２３６を第２位置から第１位置へスライド変位させることがで
きる。すなわち、主可動体２２０は、第２可動部材２３６が第１可動部材２２２に次第に
重なることで全体として縮小しつつ、支持部位を中心に回転変位して、表示部２６の前側
から装飾カバー部２１０の後側に隠れる。主可動体２２０は、第１可動部材２２２の第１
姿勢で表示部２６の右外側に退避すると共に、第２可動部材２３６が第１可動部材２２２
に重なり、第１可動部材２２２分の大きさまで小さくなる。
【０１６３】
　より具体的には、前記第１連係手段２５６は、主可動体２２０が第１姿勢から第２姿勢
に変位するにつれて、第１可動部材２２２が反時計回りに回転変位するのでリンク部材の
他端も反時計回りに回転変位するのに対し、第１姿勢で他端に対して第４連係歯車を挟ん
で支持部位側(下方)に位置していたリンク部材２７０の一端が、第４連係歯車２６６の回
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転に伴って時計回りに回転する(図５８参照)。すなわち、リンク部材２７０は、一端と他
端とが互いに迎えに行く関係で回転変位するので、第４連係歯車２６６の最小限の回転に
よって第２可動部材２３６が第１位置から第２位置に移行する。そして、主可動体２２０
の第１姿勢から第２姿勢までの回転角度と、第４連係歯車２６６の第１姿勢から第２姿勢
までの回転角度とが合わせてあるから、第２姿勢でリンク部材２７０の一端および他端と
第４連係歯車２６６の回転中心とが一直線上に並ぶ。
【０１６４】
　前記第１連係手段２５６は、主可動体２２０が第２姿勢から第１姿勢に変位するにつれ
て、第１可動部材２２２が時計回りに回転変位するのでリンク部材２７０の他端も時計回
りに回転変位するのに対し、第２姿勢で他端と第４連係歯車２６６の回転中心と並んでい
たリンク部材２７０の一端が、第４連係歯車２６６の回転に伴って反時計回りに回転する
(図５８参照)。すなわち、リンク部材２７０は、一端と他端とが互いに離れる関係で回転
変位するので、第４連係歯車２６６の最小限の回転によって第２可動部材２３６が第２位
置から第１位置に移行する。そして、主可動体２２０の第２姿勢から第１姿勢までの回転
角度と、第４連係歯車２６６の第２姿勢から第１姿勢までの回転角度とを合わせてあるか
ら、第１姿勢でリンク部材２７０の一端および他端が第４連係歯車２６６の回転中心を挟
んで対向する。
【０１６５】
　前記第２可動演出装置２００は、主可動体２２０が表示部２６の周辺部に退避した第１
姿勢でコンパクトであるものの、主可動体２２０が表示部２６の前側を動作する際に第１
姿勢より大きくなるので、遊技者の興味を惹き付けることが十分にできる。このように、
第２可動演出装置２００によれば、主可動体２２０が動作時に目を惹く大きさであるもの
の、表示部２６の周辺部に退避した時に主可動体２２０がコンパクトになるので、動作時
の優れた演出効果と待機時の省スペース化を両立し得る。第２可動演出装置２００は、主
可動体２２０が回転変位に合わせて伸縮する複合的な動作をするので、動作による演出効
果が高く、遊技者の興趣を向上できる。第２可動部材２３６は、第１可動部材２２２の前
側を構成する意匠カバー２２８に合わせた形状で形成されているので、意匠カバー２２８
の後側の設置スペース２２２ａを最大限に活用して、第２可動部材２３６を大きく設定す
ることができる。これにより、主可動体２２０は、第２可動部材２３６を第１可動部材２
２２に沿ってスライド変位した際に、第１可動部材２２２からの突出寸法を大きく設定す
ることができ、動作時に全体として大型化することができる。しかも、主可動体２２０は
、表示部２６の外側に設けた装飾カバー部２１０に隠れた状態から表示部２６の前側に現
れるので、動作による演出の意外性を向上できる。また、第２可動部材２３６には、可動
体発光手段２４８が設けられているので、第２可動部材２３６の進退移動または主可動体
２２０の動作に連動して、または独立して、発光演出を行うことができる。　
【０１６６】
　前記第１連係手段２５６では、第４連係歯車２６６とリンク部材２７０とによるクラン
ク機構によって、動作モータ２５４の回転駆動を第２可動部材２３６のスライド変位に変
換している。第２可動演出装置２００は、コンパクトなクランク機構によって、第１可動
部材２２２の回転変位に連動して第２可動部材２３６を進退移動させることができる。第
１連係手段２５６は、第２可動部材２３６の第１位置で、リンク部材２７０の一端と他端
とが第４連係歯車２６６の回転中心を挟んで対向するように構成することで、リンク部材
２７０が第４連係歯車２６６に重なるように配置されるから、第４連係歯車２６６の前後
スペースを有効利用してリンク部材２７０を最もコンパクトに収納することができる。第
１連係手段２５６は、第２位置でリンク部材２７０の一端および他端と第４連係歯車２６
６の回転中心とが一直線上に並ぶように構成することで、第２位置で第２可動部材２３６
を第１可動部材２２２から最も突出させることができる。
【０１６７】
　前記第１連係手段２５６は、第１可動部材２２２の第１姿勢で、リンク部材２７０の一
端が第４連係歯車２６６より第１可動部材２２２の支持部位側に位置し、第１可動部材２
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２２の第２姿勢で、リンク部材２７０の一端が第４連係歯車２６６より第２可動部材２３
６が突出する側に位置する(図５８参照)。これにより、第１可動部材２２２の第１姿勢と
第２姿勢との間の回転変位に対応する第４連係歯車２６６の回転に伴うリンク部材２７０
の一端の進退移動方向に沿う変動幅を最も大きくすることができる。しかも、リンク部材
２７０は、第４連係歯車２６６の半径方向外側に延出するジブ２６８にを接続してあるの
で、第４連係歯車２６６の回転角度当たりの進退移動方向への変動幅が更に大きくなる。
すなわち、リンク部材２７０の一端の進退移動方向の変動幅を大きくすれば、リンク部材
２７０の他端に接続する第２可動部材２３６における第１位置と第２位置との間の進退移
動幅を大きくすることができる。
【０１６８】
　前記第１連係手段２５６は、第１可動部材２２２の歯列部２６２に噛み合う第２連係歯
車２６０から分岐して、第２可動部材２３６を動作するクランク機構を構成する第４連係
歯車２６６が回転される。すなわち、第１連係手段２５６は、第１可動部材２２２と第２
可動部材２３６の動きの同期がとり易く、第１可動部材２２２の回転変位に連動して、第
２可動部材２３６を合理的に進退移動し得る。しかも、第２連係歯車２６０と第４連係歯
車２６６との間には、第３連係歯車２６４が介在しているので、これらの連係歯車２６０
,２６４,２６６のギヤ比を変えることで、第２連係歯車２６０と第４連係歯車２６６とを
直接接続する場合と比べて、第１可動部材２２２の回転変位と第２可動部材２３６の進退
移動の関係を簡単に調節することができる。
【０１６９】
　前記第２可動演出装置２００では、第１姿勢にある主可動体２２０の案内部２３１に対
して連結リンク２７４の係合軸２７５が係合され、案内部２３１によって係合軸２７５の
回転方向の変位が規制されたもとで、従可動体２５０が保持されている。この際、連結リ
ンク２７４は、接続軸２５２の下方に位置している(図５９参照)。第２可動演出装置２０
０では、第１姿勢にある主可動体２２０が第２姿勢に向けて回転変位すると、主可動体２
２０の案内部２３１に係合した連結リンク２７４の係合軸２７５が該案内部２３１の開口
縁に押されて上方へ回転変位する。これにより、従可動体２５０は、主可動体２２０の連
係ラインの傾きに合わせて一方の長尺な部位を傾けるように反時計回りに回転変位する。
第２可動演出装置２００では、第２姿勢にある主可動体２２０が第１姿勢に向けて回転変
位すると、主可動体２２０の案内部２３１に係合した連結リンク２７４の係合軸２７５が
該案内部２３１の開口縁に押されて下方へ回転変位する。これにより、従可動体２５０は
、主可動体２２０の連係ラインの傾きに合わせて一方の長尺な部位を傾けるように時計回
りに回転変位する。このように、第２可動演出装置２００は、主可動体２２０と従可動体
２５０の回転変位方向を揃えることで、両可動体２２０,２５０の動きの相関によって演
出効果を向上することができる。しかも、主可動体２２０と従可動体２５０とを、長手辺
に沿って延在する連係ラインで揃えて形成することで、、両可動体２２０,２５０の動き
の相関性を増すことができ、演出効果を向上することができる。
【０１７０】
　前記第２可動演出装置２００によれば、１つの動作モータ２５４によって主可動体２２
０とこの主可動体２２０に連動して従可動体２５０を回転変位することができるので、動
作機構をコンパクトにできる。また、従可動体２５０は、主可動体２２０に設けた案内部
２３１と連結リンク２７４との連係だけで主可動体２２０に連動されるので、動作機構に
要する部品点数が少なく、よりコンパクトにできる。そして、主可動体２２０の支持部位
と従可動体２５０の支持部位とをずらして配置したとしても、第２連係手段２７２によっ
て主可動体２２０に連動して従可動体２５０を動作させることができる。第２連係手段２
７２は、連結リンク２７４の他端に重なる位置の案内部２３１の開口縁が、当該位置での
連結リンク２７４の他端が一端を中心に描く回転軌跡との接線に対して交差するように、
弧状に形成されているので、案内部２３１によって主可動体２２０の回転変位につれて連
結リンク２７４の係合軸２７５の回転変位を許容しつつ押すことができる。すなわち、第
２可動演出装置２００は、案内部２３１と連係リンク２７４との係合下に従可動体２５０
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を円滑に回転変位することができ、主可動体２２０に第２連係手段２７２によって従可動
体２５０を連動することにより主可動体２２０の動作を阻害しない。
【０１７１】
(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)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。
(２)第１可動演出装置の装飾可動体は、表示部に対し並行または斜行するように動作して
もよく、待機位置から揺動した後にスライド変位する構成であってもよい。
(３)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。
(４)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。
(５)実施例では、複数の回転可動体が同一形状で同一径であるが、形状を変えてもよく(
例えば、断面円形の回転可動体と断面多角形の回転可動体との組み合わせ)、外形寸法に
ついても変えてもよい。
(６)回転可動体の軸線を表示部と交差するように設定してもよい。
(７)実施例では、作動軸を駆動するように構成したが、支軸を駆動しても、支軸と作動軸
を同時に駆動してもよい。また、第２ガイド部を動かすことで、作動軸を変位してもよい
。
(８)装置本体側に支軸および作動軸を設け、装飾可動体側にガイド部を設けてもよい。
(９)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。
(１０)装飾可動体は、直線的な進退移動に限られず、第１ガイド部と第２ガイド部の第１
ガイドラインとを並行する波線とすることで、例えば前後方向等の進退移動方向と交差す
る方向へ揺れながら進退移動させることができる。
(１１)実施例では、裏ユニットに可動演出装置を配設したが、これに限らず、盤本体に可
動演出装置を取付けるようにしても、また遊技盤に配設される部材(例えば枠状装飾体)に
設けるようにしてもよい。
(１２)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。
(１３)光の演出態様の変化とは、部材に設けられた光拡散構造と発光体との位置変化や光
拡散構造の重なりによる変化だけでなく、部材に施された色と発光体との位置変化や色の
重なり等による変化など、これらの組み合わせを含む。
【符号の説明】
【０１７２】
　２６ 表示部
　３０ａ 遊技領域
　３０ 遊技盤
　２０４ 基盤部(ケース)
　２１０ 装飾カバー部(装飾部材)
　２２０ 主可動体
　２２２ 第１可動部材(第１部材)
　２２３ 配線通路(通路)
　２２８ 意匠カバー(カバー部)
　２３０ 補助カバー
　２３２ 通路片
　２３６ 第２可動部材(第２部材)
　２４０ 透光カバー(光透過部材)
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　２４８ 可動体発光手段(発光手段)
　２５４ 動作モータ(駆動手段)
　２５８ 第１連係歯車(歯車)
　２６０ 第２連係歯車(歯車)
　２６４ 第３連係歯車(歯車)
　２６６ 第４連係歯車(回転部材)
　２７０ リンク部材
　２７８ 中継基板
　２８０ 基板カバー
　２８０ａ 誘導片
　Ｈ 配線
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