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(57)【要約】
【課題】１つのモータを用いて左右一対の可動体を近接
・離反方向へスムーズに動作させることができる可動役
物装置を提供する。
【解決手段】第２の可動役物装置３７は、ベース部材６
２に取り付けられたモータ６３と、第１および第２の可
動体６７，６８と、モータ６３の回転を第１の可動体６
７に伝達するリンクレバー６５等を備えており、各第２
の可動体６７，６８の上端部にそれぞれ同期アーム７０
，７１が突設されている。両同期アーム７０，７１を交
差させた状態でベース部材６２の上壁６２ｃに軸支する
と共に、同期アーム７０，７１の扇形ギア７０ａ，７１
ａどうしを噛合させているため、モータ６３を駆動源と
して第１の可動体６７が回動すると、同期アーム７０，
７１が両者の交差角度を狭めながら逆向きに回転し、そ
れに伴って一対の可動体６７，６８が近接方向へ回動し
て表示画面２７ａの前方に露出する。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技の演出に係る演出画像を表示可能な可変表示装置と、この可変表示装置の表示画面
の周囲に配設されたベース部材と、このベース部材に搭載されたモータと、前記表示画面
の左右両側に配置された第１および第２の可動体とを備え、前記モータを駆動源として前
記第１および第２の可動体が前記表示画面の前方を近接および離反方向へ移動する可動役
物装置において、
　前記第１および第２の可動体の上端部にそれぞれ扇形ギアを有する同期アームを突設し
、これら両同期アームの前記扇形ギアどうしを噛合させると共に、前記両同期アームを前
記表示画面の上方で交差させて前記ベース部材に回転可能に支持し、前記モータの回転が
前記ベース部材に軸支したリンクレバーを介して前記第１の可動体に伝達されるようにし
たことを特徴とする可動役物装置。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記第１および第２の可動体が略対称形状であると共に、前
記ベース部材に軸支した補助アームが前記第２の可動体に連結されていることを特徴とす
る可動役物装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に備えられる可動役物装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機に代表される遊技機の中には、遊技盤の遊技領域に可変表示装置や始動入賞
口やアタッカ装置等を設け、遊技領域に向けて発射された遊技球が始動入賞口に入賞した
ことを契機に電子抽選を行い、その抽選結果に基づいて可変表示装置が図柄の変動表示お
よび変動停止を行うようにした機種が数多く存在する。電子抽選の抽選結果には当たりと
ハズレがあり、抽選結果が当たりの場合には、可変表示装置の表示画面に特定の図柄が表
示され、通常モードから特別遊技モードへと移行する。この特別遊技モードでは、アタッ
カ装置の開閉扉が開放動作して大入賞口を露呈させるので、露呈した大入賞口に遊技球が
入りやすくなって遊技者は多くの賞球を獲得できるようになる。
【０００３】
　この種のパチンコ機において、可動態様を変化させることができる可動体を可変表示装
置の周囲の任意位置に配置し、電子抽選の抽選結果に基づく可変表示装置の表示内容と可
動体の可動態様とを組み合わせることにより、興趣性の高い演出を行うようにした可動役
物装置が広く採用されている。可動体はモータやギア等を有する駆動機構によって種々の
動きを行うようになっており、その一例として、可変表示装置の表示画面の左右両側に一
対の可動体を配置し、これら可動体を駆動機構によって左右方向へ往復移動して表示画面
の前方に出入させるようにした可動役物装置が従来より知られている（例えば、特許文献
１参照）。
【０００４】
　特許文献１に開示された可動役物装置では、可変表示装置を包囲するベース部材の上下
位置にそれぞれガイド機構と駆動装置が設けられており、ハート形状の左半分の輪郭を模
った第１の可動体とハート形状の右半分の輪郭を模った第２の可動体とが、それぞれガイ
ド機構を用いてスライド可能に支持されていると共に、駆動装置を用いて左右方向へ往復
移動される構成となっている。この駆動装置は、ベース部材に取り付けられた一対のモー
タと、各モータと両可動体の間に介設された一対のラック・ピニオン機構とを備えており
、各モータの回転がラック・ピニオン機構を介して対応する可動体の水平運動に変換され
るようになっている。
【０００５】
　このように概略構成された可動役物装置において、通常、第１および第２の可動体は可
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変表示装置の左右両側の格納位置で停止しており、この状態で駆動装置の各モータを正逆
いずれかの方向に回転すると、両可動体がガイド機構に案内されながら表示画面の中央部
に向かって移動する。そして、両可動体がそれぞれ表示画面の中央部まで移動したときに
各モータを停止すると、それぞれの可動体に模られた半割形状の輪郭どうしが連続してハ
ート形状となる。また、第１および第２の可動体が表示画面の中央部に露出しているとき
にモータを上記と逆向きに回転すると、両可動体はガイド機構に案内されながら互いに離
反方向へ移動して再び格納位置に戻る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－６５８２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述した従来の可動役物装置によれば、第１および第２の可動体が表示画面の前方を近
接・離反する方向へ移動するようになっているため、これら可動体の動きと可変表示装置
の表示内容とを関連付けることで遊技の演出効果を高めることができる。しかしながら、
第１および第２の可動体をそれぞれ駆動装置を用いて個別に動作するようになっているた
め、モータやラック・ピニオン機構等からなる駆動装置を２組必要としてコスト高になる
という問題があり、両駆動装置の各構成部品を配置するために広いスペースを確保しなけ
ればならないという問題もあった。
【０００８】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、１つのモ
ータを用いて左右一対の可動体を近接・離反方向へスムーズに動作させることができる可
動役物装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明は、遊技の演出に係る演出画像を表示可能な可変
表示装置と、この可変表示装置の表示画面の周囲に配設されたベース部材と、このベース
部材に搭載されたモータと、前記表示画面の左右両側に配置された第１および第２の可動
体とを備え、前記モータを駆動源として前記第１および第２の可動体が前記表示画面の前
方を近接および離反方向へ移動する可動役物装置において、前記第１および第２の可動体
の上端部にそれぞれ扇形ギアを有する同期アームを突設し、これら両同期アームの前記扇
形ギアどうしを噛合させると共に、前記両同期アームを前記表示画面の上方で交差させて
前記ベース部材に回転可能に支持し、前記モータの回転が前記ベース部材に軸支したリン
クレバーを介して前記第１の可動体に伝達されるようにした。
【００１０】
　このように構成された可動役物装置では、第１の可動体と第２の可動体の上端部にそれ
ぞれ同期アームが突設されており、これら両同期アームを交差させた状態で表示画面の上
方のベース部材に軸支すると共に、両同期アームに形成した扇形ギアどうしを噛合させて
いるため、モータの回転がリンクレバーを介して第１の可動体に伝達されると、第１およ
び第２の可動体は互いの同期アームの交差角度を狭めながら逆向きに回転して表示画面の
前方に露出する。このようにベース部材に搭載した１つのモータの回転をリンクレバーを
介して一方の可動体に伝達することにより、一対の可動体を表示画面の前方で近接・離反
方向に回動することができるため、両可動体を動作させる駆動機構の省スペース化と低コ
スト化を実現することができる。
【００１１】
　上記の構成において、第１および第２の可動体が略対称形状であると共に、ベース部材
に軸支した補助アームが第２の可動体に連結されていると、第１の可動体は同期アームと
リンクレバーの２箇所でベース部材に支持され、第２の可動体も同期アームと補助アーム



(4) JP 2014-76208 A 2014.5.1

10

20

30

40

50

の２箇所でベース部材に支持されるため、第１および第２の可動体の両方をがたつきなく
スムーズに回動させることができて好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の可動役物装置は、可変表示装置の表示画面の左右両側に配置された第１および
第２の可動体の上端部にそれぞれ同期アームが突設されており、これら両同期アームを交
差させた状態で表示画面の上方のベース部材に軸支すると共に、両同期アームに形成した
扇形ギアどうしを噛合させているため、１つのモータの回転をリンクレバーを介して第１
の可動体に伝達することにより、第１および第２の可動体の両方を表示画面の前方で近接
・離反方向に回動することができ、両可動体を動作させる駆動機構の省スペース化と低コ
スト化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】パチンコ機の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示すパチンコ機の前面扉を開放した状態の斜視図である。
【図３】図１に示すパチンコ機の背面図である。
【図４】図１に示すパチンコ機に備えられる遊技盤の正面図である。
【図５】第１の可動役物装置が動作状態にあるときの遊技盤の正面図である。
【図６】第１の可動役物装置と第２の可動役物装置が動作状態にあるときの遊技盤の正面
図である。
【図７】第１の可動役物装置の非動作状態を示す正面図である。
【図８】図７に対応する第１の可動役物装置の裏面図である。
【図９】第１の可動役物装置の要部を示す説明図である。
【図１０】第１の可動役物装置の動作途中状態を示す正面図である。
【図１１】図１０に対応する第１の可動役物装置の裏面図である。
【図１２】第１の可動役物装置の動作状態を示す正面図である。
【図１３】図１２に対応する第１の可動役物装置の裏面図ある。
【図１４】第２の可動役物装置の非動作状態を示す正面図である。
【図１５】図１４に対応する第２の可動役物装置の裏面図である。
【図１６】第２の可動役物装置の動作状態を示す正面図である。
【図１７】図１６に対応する第２の可動役物装置の裏面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１と図２に示すように、本発
明の実施形態例に係る可動役物装置が適用された遊技機（パチンコ機）は、遊技場の島設
備に設置される縦長方形状の機枠１と、機枠１に扉状に開閉自在に取り付けられた本体枠
２と、本体枠２の前面に扉状に開閉自在に取り付けられた前面扉３等を備えており、前面
扉３にはガラスやプラスチック等からなる透明板４が取り付けられている。
【００１５】
　機枠１の左下隅部には大型のスピーカ５が配設されており、このスピーカ５は前面扉３
の切り欠き内に位置して前方に露出している。本体枠２の上部内側には後述する遊技盤６
が収納されており、この遊技盤６の盤面（前面）は透明板４を透して外部から目視可能と
なっている。また、本体枠２の右側枠部にはシリンダ錠７ａを有する施錠装置７が設置さ
れており、図示省略されているが、この施錠装置７は本体枠２の裏面に配置された後部施
錠杆と本体枠２の前面に配置された前部施錠杆とを備えている。常態では、施錠装置７の
後部施錠杆によって機枠１に対して本体枠２が施錠されると共に、前部施錠杆によって本
体枠２に対して前面扉３が施錠されている。そして、シリンダ錠７ａの鍵穴に図示せぬ鍵
を差し込み、この鍵を一方向（例えば時計回り）へ回動すると、後部施錠杆が下動して本
体枠２が開錠されるようになっている。また、シリンダ錠７ａの鍵穴に差し込んだ鍵を他
方向（反時計回り）へ回動すると、前部施錠杆が上動して前面扉３が開錠されるようにな
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っている。
【００１６】
　前面扉３には遊技盤６の盤面に対向する大きな開口３ａが開設されており、この開口３
ａは透明板４によって塞がれている。前面扉３の前面上部には比較的小型のスピーカ８が
左右に１個ずつ配設されており、これらスピーカ８と前述した大型のスピーカ５とによっ
て遊技に関する様々な効果音を発するようになっている。さらに、前面扉３の前面下部に
は、遊技盤６の裏面に配設された賞球払出装置（後述する）から払い出された遊技球を収
容する上段受皿９と、上段受皿９から排出された遊技球を収容する下段受皿１０と、遊技
者による押下操作が可能なプッシュ釦１１等が設けられており、上段受皿９の右側方には
操作ハンドル１２が配設されている。
【００１７】
　機枠１の左側枠部には上側軸受け体１３と下側軸受け体１４が固着されており、これら
両軸受け体１３，１４に本体枠２の左側枠部の上下両端に設けた第１ピン（図示省略）を
軸支することによって、本体枠２を機枠１に対して開閉自在に支持する第１ヒンジ機構が
構成されている。一方、前面扉３の左側枠部の上下両端には第２ピン（図示省略）が設け
られており、これら両第２ピンを本体枠２の左側枠部に突設した上下の支持板２ａに軸支
することによって、前面扉３を本体枠２に対して開閉自在に支持する第２ヒンジ機構が構
成されている。また、本体枠２の上部内側は遊技盤６の収納スペースとなっており、この
収納スペースの下方は前面扉３によって覆い隠される設置部２ｂとなっている。設置部２
ｂ内の下部中央には遊技球を遊技領域９に向けて発射する発射装置１５が配設されており
、前述した操作ハンドル１２の回動操作量に応じて発射装置１５の発射強度が調整される
ようになっている。
【００１８】
　図３に示すように、遊技盤６の裏面側には、遊技に関する主要な処理を行う主制御処理
部１６と、主制御処理部１６からの指令を受けて前述したスピーカ５，８や後述する可変
表示装置や可動役物装置等の各種装置を制御する副制御処理部１７と、前述した賞球払出
装置１８と、主制御処理部１６からの指令を受けて賞球払出装置１８を制御する払出制御
処理部１９と、操作ハンドル１２の回動操作量に応じて前記発射装置１５の作動を制御す
る発射制御処理部２０と、賞球数や大当たり回数等の各種情報を遊技場のホールコンピュ
ータに出力する外部端子基板２１等が設けられている。主制御処理部１６は、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）と、予め定められた制御プログラムを格納するＲＯＭ（Read On
ly Memory）と、生成された処理情報の一時記憶および記憶した情報の削除を行うＲＡＭ
（Random Access Memory）等が実装された制御基板（メイン基板）とを備えており、この
ＣＰＵがＲＯＭに格納された各種プログラムやデータを読み込んで実行することにより、
遊技に関する主要な処理が行われる。
【００１９】
　図４に示すように、遊技盤６の前面はガイドレール２２等によって略円形状に区画され
た遊技領域２３となっており、遊技者が操作ハンドル１２を任意角度まで回動操作すると
、前記発射装置１５が上段受皿９に保留された遊技球を遊技領域２３に向けて連続的に打
ち出すようになっている。遊技領域２３の上部中央付近にはセンター役物２４が配置され
ており、このセンター役物２４は、中央部に矩形状の開口部２５ａを有する装飾枠２５と
、装飾枠２５の下壁部に配設された後述する第１の可動役物装置２６（図５～図１３参照
）と、装飾枠２５の左右両壁部に配設された後述する第２の可動役物装置３７（図１４～
図１７参照）と、装飾枠２５の裏面側に配置された可変表示装置２７等を具備している。
可変表示装置２７は液晶パネル（ＬＣＤ）からなり、その表示画面２７ａは装飾枠２５の
開口部２５ａから露出している。
【００２０】
　装飾枠２５の下壁部には左右方向へ略Ｖ字形状に延びるステージ２８が設けられており
、このステージ２８の中央部には誘導口２８ａが形成されている。また、装飾枠２５の左
側壁には中空構造のワープ通路２９が形成されており、このワープ通路２９の両端は遊技
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領域２３とステージ２８に向けてそれぞれ開口している。したがって、センター役物２４
の左側の遊技領域２３を流下する遊技球がワープ通路２９に入球すると、その遊技球はワ
ープ通路２９の内部を通ってステージ２８に排出された後、ステージ２８上を転動して誘
導口２８ａへと導かれる。
【００２１】
　ステージ２８の誘導口２８ａの真下位置には上面を開口した振分装置３０が配設されて
おり、ステージ２８上を転動して誘導口２８ａから落下した遊技球が高い確率で振分装置
３０の入口に流入するようになっている。振分装置３０は下方側に２つの出口を有してお
り、各出口の真下にそれぞれ第１始動入賞口３１と第２始動入賞口３２が配設されている
。図示省略されているが、振分装置３０の内部には二股球通路とシーソ状の振分機構が収
納されており、この振分機構によって振分装置３０の入口から流入した遊技球は二股球通
路を介して第１始動入賞口３１と第２始動入賞口３２とに交互に導かれるようになってい
る。第１および第２始動入賞口３１，３２は外観上同じように構成されているが、第１始
動入賞口３１は上端に入口を有する単純構造の始動入賞口であるのに対し、第２始動入賞
口３１は上部に一対の可動片を有する電動チューリップ構造の始動入賞口となっている。
そして、これら第１および第２始動入賞口３１，３２のいずれか一方に遊技球が入賞する
と、それを契機として特別図柄に係る電子抽選が行われ、その抽選結果に基づいて可変表
示装置２７の表示画面２７ａ上で演出用図柄の変動表示および停止表示が行われる。また
、装飾枠２５の右下隅部にスルーチャッカ３３が配設されており、センター役物２４の右
側の遊技領域２３に打ち出された遊技球がこのスルーチャッカ３３を通過すると、それを
契機として普通図柄に係る電子抽選が行われ、その抽選結果が当たりの場合に第２始動入
賞口３２の両可動片を一時的に開放して遊技球の入賞を許可するようになっている。
【００２２】
　さらに、ステージ２８の右斜め下方位置にはアタッカ装置３４が配設されており、この
アタッカ装置３４は内部の大入賞口を開閉可能な横長形状の開閉扉を有している。アタッ
カ装置３４は、第１および第２始動入賞口３１，３２のいずれか一方に遊技球が入賞する
ことを契機に行われる特別図柄に係る電子抽選の結果、当たりとなって大当たり遊技状態
（特別遊技モード）へ移行した場合に作動される装置である。具体的には、特別図柄の抽
選結果が当たりの場合、アタッカ装置３４の開閉扉が複数回繰り返して開放動作すること
により、大入賞口を露呈させて遊技球の入賞を許可するようになっている。開閉扉は１回
の開放動作（１ラウンド）について例えば３０秒経過するまで、あるいは遊技球が大入賞
口に例えば１０個入るまで開放状態を維持し、かかる開放動作を例えば１５回繰り返した
後に大当たり遊技が終了する。
【００２３】
　その他、遊技領域２３には、入賞に対する賞品として遊技球の払い出しのみを行う複数
の一般入賞口３５や、遊技球の流下経路を担う風車と複数本の遊技釘（図示せず）等が配
設されており、いずれの始動入賞口３１，３２や一般入賞口３５およびアタッカ装置３４
にも入賞しなかった遊技球は、遊技領域２３の最下端部に設けられたアウト口３６から遊
技盤６の裏面側に排出されるようになっている。
【００２４】
　第１の可動役物装置２６と第２の可動役物装置３７は、いずれも前述した特別図柄に係
る電子抽選の結果を可動体の可動態様や光源の照光態様によって遊技者に示唆することが
できる装置であり、これら第１および第２の可動役物装置２６，３７による演出は主制御
処理部１６が動作を決定し、決定した動作に基づいて副制御処理部１７に制御信号を送る
ことにより実行される。副制御処理部１７は、主制御処理部１６から送られた制御信号に
基づいて、可動体の駆動源であるモータと光源であるＬＥＤにそれぞれ駆動信号を送る。
これによりモータを回転させて可動体が所定の動作を行ったり、ＬＥＤを発光させて可動
体が照光するようになっている。以下、第１および第２の可動役物装置２６，３７の構造
と動作について説明する。
【００２５】
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　まず、第１の可動役物装置２６について図７～図１３を参照しながら詳細に説明すると
、第１の可動役物装置２６は、一対の逃げ孔３８ａ，３８ｂを有する横長矩形状のベース
部材３８と、ベース部材３８の前面下辺側に取り付けられた一対のモータ３９，４０と、
ベース部材３８の前面中央部に回転可能に軸支された左右一対の同期アーム４１，４２と
、各同期アーム４１，４２の先端部に連結された左右一対の可動体４３，４４と、各可動
体４３，４４の上端部に連結された昇降体４５と、ベース部材３８の裏面側に左右方向へ
所定間隔を存して回転可能に軸支された左右一対の回転体４６，４７と、各回転体４６，
４７の近傍に軸支された一対の中継ギア４８，４９等により主として構成されている。
【００２６】
　ベース部材３８は可変表示装置２７を包囲する遊技盤６の下部にネジ止め等の固定手段
を用いて取り付けられており、このベース部材３８はステージ２８の裏面側に位置して外
部から見えないようになっている。一対のモータ３９，４０の出力軸はベース部材３８の
裏面側に突出しており、これら出力軸にはそれぞれ歯車５０，５１が固着されている。
【００２７】
　一対の同期アーム４１，４２の一端側には扇形ギア４１ａ，４２ａが形成されており、
これら扇形ギア４１ａ，４２ａの中心がベース部材３８に軸支されている。両同期アーム
４１，４２の扇形ギア４１ａ，４２ａは噛合しており、ベース部材３８には両扇形ギア４
１ａ，４２ａの噛合箇所を覆うように保持体５２が取り付けられている。図７に示すよう
に、これら扇形ギア４１ａ，４２ａの軸回りには同期アーム４１，４２の交差角度を狭め
る方向へ付勢するトーションばね５３，５４が巻回されており、一方のトーションばね５
３は左側の同期アーム４１と保持体５２との間に掛止めされ、他方のトーションばね５４
は右側の同期アーム４２と保持体５２との間に掛止めされている。また、両同期アーム４
１，４２の他端側にはガイドピン４１ｂ，４２ｂが設けられ、両同期アーム４１，４２の
中央付近には長孔４１ｃ，４２ｃが設けられている。
【００２８】
　一対の可動体４３，４４は頂部にアールを付けた山形状（お椀形状）をしており、両可
動体４３，４４の一端側は結合部５５で開閉可能に連結されている。両可動体４３，４４
の表面にはハートを半割りにした意匠が施されており、後述するように、両可動体４３，
４４が可変表示装置２７の表示画面２７ａの前方に露出したとき、両可動体４３，４４の
半割り形状の意匠が合体してハートを模るようになっている（図１２参照）。両可動体４
３，４４の裏面側にはカム孔４３ａ，４４ａが設けられており、各カム孔４３ａ，４４ａ
に同期アーム４１，４２のガイドピン４１ｂ，４２ｂがそれぞれ摺動自在に挿入されてい
る。ここで、カム孔４３ａ，４４ａは結合部５５を中心とする仮想円に沿って円弧状に延
びており、図９に示すように、かかるカム孔４３ａ，４４ａの延出方向をＱ１（一点鎖線
参照）、扇形ギア４１ａ，４２ａを中心とするガイドピン４１ｂ，４２ｂの回動軌跡をＱ
２（二点鎖線参照）とすると、Ｑ１とＱ２は交差するように設定されている。これにより
、一対の同期アーム４１，４２が扇形ギア４１ａ，４２ａを中心として互いに逆向きに回
転（揺動）すると、曲線Ｑ２上を回動するガイドピン４１ｂ，４２ｂがカム孔４３ａ，４
４ａの内周面を押圧するため、この押圧力を受けて結合部５５が上下方向（図９のＹ１－
Ｙ２方向）へ移動し、それに伴って一対の可動体４３，４４が結合部５５を中心に回転し
て両者の開閉角度が変化する。
【００２９】
　可動体４３，４４と同期アーム４１，４２はＬ字状の保持アーム５６，５７を介して連
結されており、これら保持アーム５６，５７の両端部を可動体４３，４４の外縁部と同期
アーム４１，４２の中央部に回転可能に軸支することにより、可動体４３，４４のがたつ
きが抑制されている。図示省略されているが、両可動体４３，４４と昇降体４５の内部に
はＬＥＤ（光源）を実装した回路基板が収納されていると共に、ＬＥＤに電力を供給する
ためのワイヤーハーネスが裏面側に導出されており、これらワイヤーハーネスが中空構造
の保持アーム５６，５７の内部を通って保持体５２の近傍まで引き回されるようになって
いる。すなわち、これら保持アーム５６，５７は、両可動体４３，４４のがたつきを抑制
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するという機能の他に、ワイヤーハーネスの引き回しルートを確保するという機能を併せ
持っている。
【００３０】
　昇降体４５は蝶を模った意匠部品であり、その表面にロゴマーク等の意匠が施されてい
る。昇降体４５は両可動体４３，４４の結合部５５に回転可能に軸支されると共に、昇降
体４５と可動体４３，４４とは一対の補助アーム５８，５９を介して連結されている。こ
れら補助アーム５８，５９の一端側にはギア５８ａ，５９ａが形成されており、各ギア５
８ａ，５９ａの中心部分を昇降体４５の裏面側に軸支すると共に、両ギア５８ａ，５９ａ
を結合部５５の上方で噛合させている。また、両補助アーム５８，５９の他端側にはガイ
ド孔５８ｂ，５９ｂが形成されており、これらガイド孔５８ｂ，５９ｂに可動体４３，４
４の外縁部に設けた突起４３ｂ，４４ｂが摺動自在に挿入されている。したがって、結合
部５５の上下動に伴って両可動体４３，４４の開閉動作が変化すると、突起４３ｂ，４４
ｂにガイド孔５８ｂ，５９ｂを係合させた両補助アーム５８，５９が互いに逆向きに揺動
し、昇降体４５は結合部５５と一緒に上下方向へ移動する。
【００３１】
　一対の回転体４６，４７は外周面に複数の歯部を有するギアであり、これら回転体４６
，４７には径方向外側へ突出する駆動アーム４６ａ，４７ａが設けられている。両駆動ア
ーム４６ａ，４７ａは先端側に突起４６ｂ，４７ｂを有しており、これら突起４６ｂ，４
７ｂはベース部材３８の逃げ孔３８ａ，３８ｂを挿通して同期アーム４１，４２の長孔４
１ｃ，４２ｃに係合している。なお、両逃げ孔３８ａ，３８ｂは回転体４６，４７の回転
軸を中心とする仮想円に沿って円弧状に延びているため、回転体４６，４７の回転に伴っ
て突起４６ｂ，４７ｂは逃げ孔３８ａ，３８ｂ内をスムーズに移動することができる。
【００３２】
　一対の中継ギア４８，４９には径方向外側へ突出する検知アーム４８ａ，４９ａが設け
られており、ベース部材３８の裏面側には検知アーム４８ａ，４９ａの有無を検出する一
対のフォトセンサ６０，６１が配設されている。一方の中継ギア４８は回転体４６と歯車
５０との間に介設されており、一方のモータ３９の回転がこの中継ギア４８を介して回転
体４６に伝達されるようになっている。他方の中継ギア４９は回転体４７と歯車５１との
間に介設されており、他方のモータ４０の回転がこの中継ギア４９を介して回転体４７に
伝達されるようになっている。
【００３３】
　このように構成された第１の可動役物装置２６は、通常、駆動源である両モータ３９，
４０に通電されていない非動作状態で停止しており、図４に示すように、一対の可動体４
３，４４と昇降体４５はいずれもベース部材３８の前面側に収納されて外部から見えない
ようになっている。
【００３４】
　図７と図８はかかる第１の可動役物装置２６の非動作状態を示し、この非動作状態で左
右一対の可動体４３，４４は結合部５５を中心に最大角度（約１３５度）で開いており、
この場合、結合部５５は図９の矢印Ｙ２方向の最下端位置にあり、両補助アーム５８，５
９は略水平な姿勢で両可動体４３，４４と昇降体４５を連結している。また、両回転体４
６，４７の突起４６ｂ，４７ｂはそれぞれ逃げ孔３８ａ，３８ｂの下端部を挿通して長孔
４１ｃ，４２ｃに係合しており、同期アーム４１，４２は両者の開き角度を最大にした状
態で停止している。さらに、両中継ギア４８，４９の検知アーム４８ａ，４９ａはフォト
センサ６０，６１と重なる位置で停止しており、これらフォトセンサ６０，６１の出力信
号に基づいて中継ギア４８，４９の原点位置を検出できるようになっている。
【００３５】
　この状態でモータ３９，４０が正逆いずれかの方向に回転すると、その回転が歯車５０
，５１と中継ギア４８，４９を介して回転体４６，４７に伝達されるため、図１０と図１
１に示すように、逃げ孔３８ａ，３８ｂ内を上端部に向かって回動する突起４６ｂ，４７
ｂが長孔４１ｃ，４２ｃの内周縁を押圧し、それに伴って両同期アーム４１，４２が扇形
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ギア４１ａ，４２ａを中心に回転（揺動）して両者の開き角度を次第に狭めていく。そし
て、このように両同期アーム４１，４２が両者の開き角度を狭める方向に揺動すると、同
期アーム４１，４２のガイドピン４１ｂ，４２ｂが図９の曲線Ｑ２上を回動してカム孔４
３ａ，４４ａの内周面を押圧するため、この押圧力を受けて結合部５５が上方（図９の矢
印Ｙ１方向）へ移動し、それに伴って一対の可動体４３，４４が結合部５５を中心に回転
して両者の開き角度を狭めていく。
【００３６】
　また、両可動体４３，４４の回転に伴って昇降体４５は結合部５５と一緒に上方へ移動
するが、突起４３ｂ，４４ｂがガイド孔５８ｂ，５９ｂ内を移動することにより、両補助
アーム５８，５９がギア５８ａ，５９ａを中心に逆向きに回転（揺動）するため、両可動
体４３，４４の開閉角度に拘わらず昇降体４５の姿勢は維持される。その結果、図５に示
すように、昇降体４５がステージ２８の後方中央部から表示画面２７ａ前方の画像表示面
に沿う表示フレーム内に迫り出し、それに連れて両可動体４３，４４の上部もステージ２
８の後方から表示画面２７ａの画像表示面に沿った表示フレーム内に迫り出すため、昇降
体４５の全部と両可動体４３，４４の一部がベース部材３８から表示画面２７ａの画像表
示面に沿って突出して表示画面２７ａの下部領域に露出する。
【００３７】
　この状態からモータ３９，４０がさらに同一方向へ回転すると、図１２と図１３に示す
ように、回転体４６，４７の突起４６ｂ，４７ｂが逃げ孔３８ａ，３８ｂの上端部まで回
動するため、これら突起４６ｂ，４７ｂからの押圧力を受けて両同期アーム４１，４２が
対向する位置まで揺動する。これにより結合部５５が同期アーム４１，４２のガイドピン
４１ｂ，４２ｂからの押圧力を受けて図９の矢印Ｙ１方向の最上端位置まで移動し、それ
に伴って両可動体４３，４４が開き角度を最小（ゼロ）とする位置まで回転すると共に、
昇降体４５も結合部５５と一緒に最上端位置まで移動する。その結果、図６に示すように
、昇降体４５が表示画面２７ａの上部付近まで露出すると共に、左右の可動体４３，４４
が表示画面２７ａの上部から下部領域に亘って露出し、両可動体４３，４４の意匠が合体
することで表示画面２７ａの前面にハート形状が現れる。
【００３８】
　なお、このように同期アーム４１，４２が回転体４６，４７の突起４６ｂ，４７ｂから
の押圧力を受けて開き角度を狭める方向へ揺動するとき、同期アーム４１，４２の同方向
への揺動動作がトーションばね５３，５４の付勢力によってアシストされるため、総重量
が大きな両可動体４３，４４と昇降体４５を同期アーム４１，４２の揺動に伴って確実に
表示画面２７ａの前面に露出させることができる。
【００３９】
　また、両可動体４３，４４と昇降体４５が図１２と図１３に示す上昇位置まで移動した
後にモータ３９，４０を上記と逆方向に回転すると、回転体４６，４７の突起４６ｂ，４
７ｂが逃げ孔３８ａ，３８ｂの上端部から下端部に向かって回動し、これら突起４６ｂ，
４７ｂからの押圧力を受けて両同期アーム４１，４２が両者の開き角度を拡げる方向へ揺
動する。これにより結合部５５が同期アーム４１，４２のガイドピン４１ｂ，４２ｂから
の押圧力を受けて下方へ移動し、それに伴って両可動体４３，４４が結合部５５を中心に
両者の開き角度を拡げる方向へ回転すると共に、昇降体４５が結合部５５と一緒に下方へ
移動する。そして、結合部５５が図９の矢印Ｙ２方向の最下端位置まで移動すると、図７
と図８に示すように、ベース部材３８の前面側で両可動体４３，４４が開き角度を最大に
拡げた状態で停止し、両可動体４３，４４と昇降体４５は再びステージ２８の裏面側に隠
れた状態となる。
【００４０】
　したがって、大当たりの期待度や大当たりの種別（通常当たりや確変当たり）等に応じ
てモータ３９，４０を制御することにより、昇降体４５だけを表示画面２７ａの前方下部
領域近傍に出入させたり、昇降体４５と両可動体４３，４４を表示画面２７ａの前方近傍
から表示画面２７ａの上部領域に亘って出入させることが可能となる。例えば、表示画面
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２７ａ上で行われる演出用図柄の変動開始時などに、両同期アーム４１，４２を図７と図
１０に示す角度範囲内で小刻みに揺動させると、昇降体４５がステージ２８の裏面側から
表示画面２７ａの下部領域に繰り返し出入するという可動演出を行わせることができる。
また、大当たりの期待度が高いスーパーリーチ時などに、両同期アーム４１，４２を図７
から図１２に示す角度まで一気に揺動させると、左右の可動体４３，４４が昇降体４５と
一緒にステージ２８の裏面側から表示画面２７ａに現れた後、両可動体４３，４４が表示
画面２７ａの前方で合体するというインパクトの高い可動演出を行わせることができる。
【００４１】
　次に、第２の可動役物装置３７について図１４～図１７を参照しながら詳細に説明する
と、第２の可動役物装置３７は、可変表示装置２７の表示画面２７ａの左右両側部と上部
を囲むように配設されたベース部材６２と、ベース部材６２の左側壁６２ａの下部に取り
付けられたモータ６３と、ベース部材６２の左側壁６２ａに回転可能に軸支された中継ギ
ア６４およびリンクレバー６５と、ベース部材６２の右側壁６２ｂに回転可能に軸支され
た補助アーム６６と、ベース部材６２の上壁６２ｃに回転可能に軸支された第１の可動体
６７および第２の可動体６８等により主として構成されている。
【００４２】
　モータ６３の出力軸には歯車６９が固着されており、この歯車６９は中継ギア６４に噛
合している。中継ギア６４は径方向外側へ突出する駆動アーム６４ａを有しており、この
駆動アーム６４ａの先端側に突起６４ｂが設けられている。リンクレバー６５はくの字状
に屈曲しており、その屈曲部分が回動支点６５ａとしてベース部材６２の左側壁６２ａに
軸支されている。リンクレバー６５の上下両端側にはそれぞれガイド孔６５ｂ，６５ｃが
設けられており、第１の可動体６７の裏面に設けられたガイドピン６７ａが上端側のガイ
ド孔６５ｂに摺動可能に挿入され、中継ギア６４の突起６４ｂが下端側のガイド孔６５ｃ
に摺動可能に挿入されている。
【００４３】
　補助アーム６６は直線状に形成されており、その下端側が回動支点６６ａとしてベース
部材６２の右側壁６２ｂに軸支されている。補助アーム６６の回動支点６６ａにはトーシ
ョンばね７４が巻回されており、このトーションばね７４によって補助アーム６６は図１
４の時計回り方向へ付勢されている。また、補助アーム６６の上端側にはガイド孔６６ｂ
が設けられており、第２の可動体６８の裏面に設けられたガイドピン６８ａがガイド孔６
６ｂに摺動可能に挿入されている。
【００４４】
　第１の可動体６７は図１４中の正面視でＣ字状に形成された意匠部品であり、第２の可
動体６８は図１４中の正面視で逆Ｃ字状に形成された意匠部品である。これら第１および
第２の可動体６７，６８は表示画面２７ａの中心を通る垂線を対称軸とする線対称な形状
となっており、各可動体６７，６８の上端部にはそれぞれ第１および第２の同期アーム７
０，７１がネジ止め等の固定手段を用いて一体化されている。第１の同期アーム７０の先
端側には扇形ギア７０ａが形成されており、第１の同期アーム７０は扇形ギア７０ａの中
心を回動支点７０ｂとしてベース部材６２の上壁６２ｃに軸支されている。同様に、第２
の同期アーム７１の先端側には扇形ギア７１ａが形成されており、第２の同期アーム７１
は扇形ギア７１ａの中心を回動支点７１ｂとしてベース部材６２の上壁６２ｃに軸支され
ている。ただし、第１および第２の同期アーム７０，７１は交差した状態で重ね合わされ
ており、それぞれの扇形ギア７０ａ，７１ａどうしを噛合させている。これにより、第１
の可動体６７は第１の同期アーム７０の回動支点７０ｂを中心に回転すると共に、第２の
可動体６８は第２の同期アーム７１の回動支点７１ｂを中心に回転し、第１および第２の
可動体６７，６８の回転方向は逆向きになる。
【００４５】
　なお、ベース部材６２の左側壁６２ａには逃げ溝７２が形成されており、この逃げ溝７
２内を第１の可動体６７のガイドピン６７ａが移動するようになっている。同様に、ベー
ス部材６２の右側壁６２ｂには逃げ溝７３が形成されており、この逃げ溝７３内を第２の
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可動体６８のガイドピン６８ａが移動するようになっている。また、ベース部材６２の複
数箇所にはリブ状突起６２ｄが形成されており、これらリブ状突起６２ｄによってベース
部材６２の表面を摺動する第１および第２の可動体６７，６８や中継ギア６４、リンクレ
バー６５、第１の同期アーム７０等の摺動抵抗が低減されている。
【００４６】
　このように構成された第２の可動役物装置３７は、通常、駆動源であるモータ６３に通
電されていない非動作状態で停止しており、図４に示すように、第１の可動体６７と第２
の可動体６８は表示画面２７ａの左右両側に位置する装飾枠２５の裏面側に収納されて外
部から見えないようになっている。
【００４７】
　図１４と図１５はかかる第２の可動役物装置３７の非動作状態を示し、この非動作状態
で第１の同期アーム７０と第２の同期アーム７１は最大角度（約１３０度）で交差してお
り、第１の可動体６７と第２の可動体６８は最も離反した位置で停止している。この場合
、第１の可動体６７のガイドピン６７ａは逃げ溝７２の最奥位置でリンクレバー６５のガ
イド孔６５ｂと係合しており、第２の可動体６８のガイドピン６８ａは逃げ溝７３の最奥
位置で補助アーム６６のガイド孔６６ｂと係合している。
【００４８】
　この状態でモータ６３が例えば図１４中の時計方向に回転すると、その回転が歯車６９
を介して中継ギア６４に伝達され、中継ギア６４が図１４の反時計回り（図１５の時計回
り）に回転する。これにより中継ギア６４の突起６４ｂがリンクレバー６５のガイド孔６
５ｃの内周縁を押圧し、その押圧力を受けてリンクレバー６５が回動支点６５ａを中心に
図１４の時計回りに回転するため、ガイド孔６５ｂとガイドピン６７ａの係合部分を介し
てリンクレバー６５から第１の可動体６７に回転方向の押圧力が作用する。したがって、
この押圧力を受けて第１の可動体６７が第１の同期アーム７０の回動支点７０ｂを中心に
図１４の反時計回りに回転すると共に、扇形ギア７０ａ，７１ａで噛合している第２の可
動体６８が第２の同期アーム７１の回動支点７１ｂを中心に図１４の時計回りに回転する
ため、第１および第２の同期アーム７０，７１の交差角度が次第に狭められていき、それ
に伴って第１の可動体６７と第２の可動体６８が近接する方向へ移動していく。
【００４９】
　そして、図１６と図１７に示すように、第１および第２の同期アーム７０，７１の交差
角度が最小（約９０度）となった時点でモータ６３の回転を停止すると、第１の可動体６
７のガイドピン６７ａは逃げ溝７２から飛び出す位置まで移動し、第２の可動体６８のガ
イドピン６８ａも逃げ溝７３から飛び出す位置まで移動する。その結果、第１の可動体６
７と第２の可動体６８が最も近接した状態となり、図６に示すように、これら第１および
第２の可動体６７，６８が装飾枠２５の裏面側から表示画面２７ａの前方に露出する。こ
の間、第１の可動体６７についてはガイドピン６７ａに係合するリンクレバー６５からの
押圧力を受けて回動支点７１ｂを中心に回転し、第２の可動体６８については補助アーム
６６のガイド孔６６ｂとガイドピン６８ａの係合箇所を変移させながら回動支点７１ｂを
中心に回転するため、第１および第２の可動体６７，６８をがたつきのない状態でスムー
ズに回動させることができる。
【００５０】
　また、第１および第２の可動体６７，６８が表示画面２７ａの前方で停止しているとき
にモータ６３を上記と逆向きに回転すると、中継ギア６４が図１６の時計回りに回転して
リンクレバー６５を同図の反時計回りに回転するため、第１の可動体６７が回動支点７０
ｂを中心に同図の時計回りに回転すると共に、第２の可動体６８が回動支点７１ｂを中心
に同図の反時計回りに回転する。そして、第１および第２の同期アーム７０，７１の交差
角度が最大となるまで回転すると、図１４と図１５に示すように、第１の可動体６７と第
２の可動体６８は最も離反した位置で停止し、両可動体４３，４４と昇降体４５は再びス
テージ２８の裏面側に隠れた状態となる。
【００５１】
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　なお、第２の可動役物装置３７は、大当たりの期待度や大当たりの種別（通常当たりや
確変当たり）等に応じて単独で動作させたり、前述した第１の可動役物装置２６と複合的
に動作させることができる。例えば、表示画面２７ａ上で行われる演出用図柄の変動開始
時などに、第１および第２の可動体６７，６８を表示画面２７ａの左右位置に露出させる
ことにより、これら両可動体６７，６８をクレーンゲーム機のアームに見立てて表示画面
２７ａ上の演出用図柄を吊り上げるといった可動演出を行わせることができる。あるいは
、大当たりの期待度が高いスーパーリーチ時などに、第１の可動役物装置２６と第２の可
動役物装置３７を連続して動作させ、図６に示すように、一対の可動体４３，４４と昇降
体４５を下方から表示画面２７ａに露出させると共に、第１および第２の可動体６７，６
８を左右方向から表示画面２７ａに露出させるという非常にインパクトの高い可動演出を
行わせることができる。
【００５２】
　以上説明したように、本発明の実施形態例に係る第２の可動役物装置３７（可動役物装
置）は、可変表示装置２７の表示画面２７ａを包囲するように配設されたベース部材６２
と、ベース部材６２に取り付けられたモータ６３と、表示画面２７ａの前方を近接・離反
する方向へ移動可能な第１および第２の可動体６７，６８と、モータ６３の回転を第１の
可動体６７に伝達するリンクレバー６５等を備えており、第１および第２の可動体６７，
６８の上端部にそれぞれ第１および第２の同期アーム７０，７１が突設され、これら第１
および第２の同期アーム７０，７１を交差させた状態でベース部材６２の上壁６２ｃに軸
支すると共に、各同期アーム７０，７１の先端側に形成した扇形ギア７０ａ，７１ａどう
しを噛合させた構成となっている。したがって、１つのモータ６３を駆動源として第１の
可動体６７が回動すると、第１および第２の同期アーム７０，７１が両者の交差角度を狭
めながら逆向きに回転し、それに伴って第１および第２の可動体６７，６８を近接方向へ
回動させて表示画面２７ａの前方に露出させることができるため、第１および第２の可動
体６７，６８を動作させる駆動機構の省スペース化と低コスト化を実現することができる
。
【００５３】
　また、本実施形態例に係る第２の可動役物装置３７では、第１および第２の可動体６７
，６８が表示画面２７ａの中心を通る垂線を対称軸とする線対称な形状になっていると共
に、第２の可動体６８をベース部材６２に軸支した補助アーム６６に連結させている。す
なわち、第１の可動体６７は第１の同期アーム７０とリンクレバー６５の２箇所でベース
部材６２に安定的に支持され、第２の可動体６８も第２の同期アーム７２と補助アーム６
６の２箇所でベース部材６２に安定的に支持されるため、駆動側の第１の可動体６７と従
動側の第２の可動体６８の両方をがたつきなくスムーズに回動させることができる。
【００５４】
　なお、上記実施形態例では、Ｃ字状に形成された第１の可動体６７と逆Ｃ字状に形成さ
れた第２の可動体６８とを表示画面２７ａの前方で近接・離反方向へ回動させるようにし
ているが、第１および第２の可動体６７，６８を非対称な形状にしたり直線形状にしても
良い。
【００５５】
　また、上記実施形態例では、本発明による可動役物装置（第２の可動役物装置３７）を
パチンコ機に適用した場合について説明したが、スロットマシン等の他の遊技機に適用す
ることも可能である。
【符号の説明】
【００５６】
　６　遊技盤
　２３　遊技領域
　２４　センター役物
　２５　装飾枠
　２７　可変表示装置
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　２７ａ　表示画面
　３７　第２の可動役物装置（可動役物装置）
　６２　ベース部材
　６２ａ　左側壁
　６２ｂ　右側壁
　６２ｃ　上壁
　６２ｄ　リブ状突起
　６３　モータ
　６４　中継ギア
　６４ａ　駆動アーム
　６４ｂ　突起
　６５　リンクレバー
　６５ａ　回動支点
　６５ｂ，６５ｃ　ガイド孔
　６６　補助アーム
　６６ａ　回動支点
　６６ｂ　ガイド孔
　６７　第１の可動体
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