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(57)【要約】
【課題】可動演出装置における可動部材の演出動作を円
滑に行ない得るようにする。
【解決手段】裏ユニットに第１装置本体部４７が配設さ
れる。第１装置本体部４７に、可動部材４１が転がり軸
受５１を介して上下方向に往復動可能に支持される。第
１装置本体部４７に、可動部材４１を上下方向に往復動
する第１駆動部４２が設けられる。可動部材４１は、転
がり軸受５１で支持される可動基部５２から側方に延在
して第１装置本体部４７の外側方に延出する腕部５３を
備える。腕部５３には、左右方向に移動可能に第１可動
体４３が配設される。第１可動体４３と可動部材４１と
は第１連繋機構４４で連繋され、第１可動体４３は、可
動部材４１の上下動に伴って第１連繋機構４４によって
左右方向に移動するよう構成される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動部材の動作により演出を行なう可動演出装置を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　装置本体部と、
　前記装置本体部に設けられ、前記可動部材を該装置本体部に対して上下方向に往復動可
能に支持する転がり軸受と、
　前記可動部材に連繋され、該可動部材を上下方向に往復動する駆動部と、
　前記可動部材に設けられて側方に延在する腕部に左右方向に移動可能に配設された可動
体と、
　前記可動体と前記可動部材とに連繋され、該可動部材の上下動に伴って可動体を左右方
向に変位させる連繋機構とを備えた
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記転がり軸受は、前記装置本体部に対して固定された外受部と、前記可動部材に対し
て固定された内受部と、外受部と内受部との間に位置し、該外受部および内受部に接触す
る複数の転動体を上下方向に離間して転動可能に保持する中受部とを有し、前記外受部に
対して中受部が前記転動体によって上下方向に往復動可能に支持されると共に、前記中受
部に対して内受部が前記転動体によって上下方向に往復動可能に支持される請求項１記載
の遊技機。
【請求項３】
　前記可動部材は、上下方向に延在する可動基部と、該可動基部の上端部から側方に延出
する前記腕部とを有し、前記可動基部に前記内受部が固定されると共に、前記中受部には
、内受部の左右両側に、前記外受部および内受部に接触する複数の前記転動体が上下方向
に離間して転動可能に保持される請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記可動部材の上端部と、前記装置本体部における可動部材の上端部に上側で対向する
部位との何れか一方に磁力吸着部材が設けられると共に他方に被磁力吸着部材が設けられ
、前記可動部材の上側の待機位置において磁力吸着部材が被磁力吸着部材を磁力吸着する
よう構成した請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記駆動部は、前記装置本体部における前記転がり軸受を挟んで前記可動部材における
前記腕部の延在側とは反対側に設けられたモータと、前記可動部材におけるモータ側の側
部に設けられたラックと、該ラックと噛合して前記モータにより回転駆動されるピニオン
とを有する請求項１～４の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、可動部材の動作により演出を行なう可動演出装置を備えた遊技機に関する
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枠状の装飾部材(所謂センター役物)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なうよう構成されている。また、パチンコ機では、所
要の動作を行なう可動部材を備えた可動演出装置を装飾部材に配設し、該可動部材を図柄
表示装置で行な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】
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　特許文献１に開示の可動演出装置では、固定部に上下方向に延在するよう溝が開設され
、該溝に軸を摺動自在に挿入することでベース部材が固定部に対して上下方向に往復動自
在に配設されると共に、このベース部材に上下方向に延在するよう溝が開設され、該溝に
軸を摺動自在に挿入することで可動部がベース部材に対して上下方向に往復動自在に配設
されている。また、可動部には装飾性を有する可動演出部材が一体的に配設される。そし
て、可動演出装置は、モータによりベース部材を上下動するのに伴って可動部が上下動す
ることで、可動部に設けた可動演出部材が上下方向に変位して動作による演出を行なうよ
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２００７－３１９３７４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は、固定部と、この固定部に対して上下動するベース
部材とが摺接する関係にあり、更にベース部材と、このベース部材に対して上下動する可
動部とが摺接する関係にあるので、ベース部材および可動部を動作する際には摺接負荷が
かかる。このため、可動演出部材(可動部)を下降する際には、可動演出部材の自重をうま
く活かせず、下降に際してもモータの駆動力が大きく必要とされる。特に、可動演出部材
を上昇する際には、前述した摺接負荷に加えて可動演出部材の自重もかかるため、モータ
に必要とされる駆動力が大きくなってモータの大型化に繋がったり、可動演出部材の動作
スピードが遅いために興醒めする不都合を招来する。
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを好適
に解決するべく提案されたものであって、可動部材の演出動作を円滑に行ない得る可動演
出装置を備えた遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　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に係る発明は、
　可動部材(41)の動作により演出を行なう可動演出装置(37)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(37)は、
　装置本体部(47)と、
　前記装置本体部(47)に設けられ、前記可動部材(41)を該装置本体部(47)に対して上下方
向に往復動可能に支持する転がり軸受(51)と、
　前記可動部材(41)に連繋され、該可動部材(41)を上下方向に往復動する駆動部(42)と、
　前記可動部材(41)に設けられて側方に延在する腕部(53)に左右方向に移動可能に配設さ
れた可動体(43)と、
　前記可動体(43)と前記可動部材(41)とに連繋され、該可動部材(41)の上下動に伴って可
動体(43)を左右方向に変位させる連繋機構(44)とを備えたことを特徴とする。
　請求項１に係る発明によれば、固定側のベース部材に対して可動部材が、摺接する構造
と比べて抵抗の小さい転がり軸受を介して支持されているので、可動部材を円滑に動作さ
せることができると共に、駆動部に対する負荷を軽減できる。また、横方向に延びる腕部
に可動体が左右方向に移動自在に配設されるので、可動部材における転がり軸受での支持
部分に対して斜め下方向に可動体の重量がかかるが、該転がり軸受によって可動部材の上
下動を円滑に行ない得る。
【０００７】
　請求項２に係る発明では、前記転がり軸受(51)は、前記装置本体部(47)に対して固定さ
れた外受部(58)と、前記可動部材(41)に対して固定された内受部(59)と、外受部(58)と内
受部(59)との間に位置し、該外受部(58)および内受部(59)に接触する複数の転動体(60)を
上下方向に離間して転動可能に保持する中受部(61)とを有し、前記外受部(58)に対して中
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受部(61)が前記転動体(60)によって上下方向に往復動可能に支持されると共に、前記中受
部(61)に対して内受部(59)が前記転動体(60)によって上下方向に往復動可能に支持される
ことを要旨とする。
　請求項２に係る発明によれば、可動部材を円滑に動作させることができると共に、駆動
部に対する負荷を軽減できる。
【０００８】
　請求項３に係る発明では、前記可動部材(41)は、上下方向に延在する可動基部(52)と、
該可動基部(52)の上端部から側方に延出する前記腕部(53)とを有し、前記可動基部(52)に
前記内受部(59)が固定されると共に、前記中受部(61)には、内受部(59)の左右両側に、前
記外受部(58)および内受部(59)に接触する複数の前記転動体(60)が上下方向に離間して転
動可能に保持されることを要旨とする。
　請求項３に係る発明によれば、可動部材をより円滑に動作させることができる。
【０００９】
　請求項４に係る発明では、前記可動部材(41)の上端部と、前記装置本体部(47)における
可動部材(41)の上端部に上側で対向する部位との何れか一方に磁力吸着部材(49)が設けら
れると共に他方に被磁力吸着部材(54)が設けられ、前記可動部材(41)の上側の待機位置に
おいて磁力吸着部材(49)が被磁力吸着部材(54)を磁力吸着するよう構成したことを要旨と
する。
　請求項４に係る発明によれば、磁力吸着部材で被磁力吸着部材を磁力吸着して可動部材
を待機位置で保持できるので、遊技盤が振動等しても可動部材の誤動作を防止できる。
【００１０】
　請求項５に係る発明では、前記駆動部(42)は、前記装置本体部(47)における前記転がり
軸受(51)を挟んで前記可動部材(41)における前記腕部(53)の延在側とは反対側に設けられ
たモータ(64)と、前記可動部材(41)におけるモータ(64)側の側部に設けられたラック(68)
と、該ラック(68)と噛合して前記モータ(64)により回転駆動されるピニオン(67)とを有す
ることを要旨とする。
　請求項５に係る発明によれば、駆動部が腕部の動作の邪魔にならず、可動部材を安定し
て動作できる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機によれば、可動演出装置に設けた可動部材の演出動作を円滑に行な
い得る。
【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】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤と裏部材とを分解した状態で示す縦断側面図である。
【図４】実施例に係る遊技盤と裏部材とを分解した状態で示す横断平面図である。
【図５】実施例に係る裏部材を、各可動演出装置の各可動体が待機位置にある状態で示す
正面図である。
【図６】実施例に係る裏部材を、各可動演出装置の各可動体が作動位置にある状態で示す
正面図である。
【図７】実施例に係る第１可動演出装置を前側から視た分解斜視図である。
【図８】実施例に係る第１可動演出装置を後側から視た分解斜視図である。
【図９】実施例に係る第１可動演出装置の可動部材および第１連繋機構を前側から視た拡
大分解斜視図である。
【図１０】実施例に係る第１可動演出装置の可動部材および第１連繋機構を後側から視た
拡大分解斜視図である。
【図１１】実施例に係る第１可動演出装置の転がり軸受を前側から視た拡大分解斜視図で
ある。
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【図１２】実施例に係る第１可動演出装置を第１可動体が待機位置の状態で示す背面図で
ある。
【図１３】図１２のＡ－Ａ線断面図であって、転がり軸受の一部を省略して示す。
【図１４】図１２のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１５】図１２のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１６】図１２のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１７】図１６における転がり軸受の配設部位を示す要部拡大図である。
【図１８】実施例に係る第１可動演出装置を、第１カバー部材を取外し、第１可動体が待
機位置の状態で示す概略正面図である。
【図１９】実施例に係る第１可動演出装置を、第１ベース部材を取外し、第１可動体が待
機位置の状態で示す概略背面図である。
【図２０】実施例に係る第１可動演出装置を第１可動体が作動位置の状態で示す背面図で
ある。
【図２１】実施例に係る第１可動演出装置を、第１カバー部材を取外し、第１可動体が作
動位置の状態で示す概略正面図である。
【図２２】実施例に係る第１可動演出装置を、第１ベース部材を取外し、第１可動体が作
動位置の状態で示す概略背面図である。
【図２３】実施例に係る第２可動演出装置を前側から視た分解斜視図である。
【図２４】実施例に係る第２可動演出装置を後側から視た分解斜視図である。
【図２５】実施例に係る第２可動演出装置の第２駆動部および第２連繋機構を前側から視
た拡大分解斜視図である。
【図２６】実施例に係る第２可動演出装置の第３駆動部および第３連繋機構を前側から視
た拡大分解斜視図である。
【図２７】実施例に係る斜動第２可動体を後側から視た拡大分解斜視図である。
【図２８】実施例に係る直動第２可動体を後側から視た拡大分解斜視図である。
【図２９】実施例に係る第２可動演出装置の第２駆動部および第２連繋機構を後側から視
た拡大分解斜視図である。
【図３０】実施例に係る第２可動演出装置を、第２可動体が待機位置の状態で示す概略正
面図である。
【図３１】図３０のＥ－Ｅ線断面図である。
【図３２】実施例に係る第２可動演出装置を、第１および第２カバー部品を取外すと共に
両第２可動体を想像線で示し、両第２可動体が待機位置の状態で示す概略正面図である。
【図３３】実施例に係る第２可動演出装置を、第２カバー部材を取外すと共に両第２可動
体を想像線で示し、両第２可動体が待機位置の状態で示す概略正面図である。
【図３４】実施例に係る第２可動演出装置を、第２カバー部材を取外すと共に両第２可動
体を想像線で示し、ラック部材が第１部材に当接した状態で示す概略正面図である。
【図３５】実施例に係る第２可動演出装置を、第２連繋機構および第３連繋機構の関係を
、ラック部材が第１部材に当接した状態で示す概略背面図である。
【図３６】実施例に係る第２可動演出装置を、第１および第２カバー部品を取外すと共に
両第２可動体を想像線で示し、両第２可動体が作動位置の状態で示す概略正面図である。
【図３７】実施例に係る第２可動演出装置を、第２カバー部材を取外すと共に両第２可動
体を想像線で示し、両第２可動体が作動位置の状態で示す概略正面図である。
【図３８】実施例に係る第２可動演出装置を、第２連繋機構および第３連繋機構の関係を
、両第２可動体が作動位置の状態で示す概略背面図である。
【図３９】実施例に係る第２可動演出装置を、第１および第２カバー部品を取外した状態
で、第３駆動部で直動第２可動体のみを動作させた状態を示す概略正面図である。
【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
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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)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
示しない設置枠台に固定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、後述する遊技盤
１８(図２参照)が着脱可能に保持された本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に
組付けられて、該遊技盤１８の裏側に対して、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置１
３が着脱し得るよう配設されている(図３,図４参照)。また、中枠１２の前面側には、遊
技盤１８を透視保護するガラス板を備えた装飾枠としての前枠１４が開閉可能に組付けら
れると共に、該前枠１４の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組付
けられる。なお、実施例では、前枠１４の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿
１６が一体的に組付けられており、前枠１４の開閉に合わせて上球受け皿１６も一体的に
開閉するよう構成される。また、中枠１２の裏側には、遊技に供されたパチンコ球を遊技
店側に設けた球回収設備に排出する球回収部(図示せず)が設けられる。
【００１５】
(遊技盤について)
　前記中枠１２に配設される前記遊技盤１８は、図２に示すように、前面(盤面)にパチン
コ球が流下可能な遊技領域１８ａが画成され、合板等の木製からなる平板状の板部材で構
成される。遊技盤１８の前面には、円弧状に形成した案内レール２０が配設されると共に
、該案内レール２０の右方位置に、左端縁が右方に凹む円弧状に形成した第１盤面飾り部
材２１が配設される。そして、案内レール２０および第１盤面飾り部材２１により遊技領
域１８ａが略円形状に画成され、該遊技領域１８ａに、中枠１２に配設された図示しない
打球発射装置から発射されたパチンコ球が遊技領域１８ａ内に打ち出され、該遊技領域１
８ａ内をパチンコ球が流下して遊技が行なわれる。なお、打球発射装置から発射されたパ
チンコ球は、遊技盤１８の下側から左側に案内レール２０で案内されて、遊技領域１８ａ
の左上部に打ち出される。また、遊技盤１８の遊技領域１８ａ内には、多数の遊技釘が植
設されており、該遊技釘との接触により遊技領域１８ａを流下するパチンコ球の流下方向
が不規則に変化するよう構成してある。なお、遊技盤１８の盤面には、案内レール２０の
左方(遊技領域１８ａの外側)の上下位置に第２盤面飾り部材２２が夫々が配設される。
【００１６】
　前記遊技盤１８には、図１または図２に示す如く、後述する装飾部材２８の下縁より下
方位置に、前記遊技領域１８ａを流下するパチンコ球が入賞可能な第１始動入賞装置２３
、第２始動入賞装置２４および特別入賞装置２５やパチンコ球が通過可能なゲート２６等
が配設される。第１および第２始動入賞装置２３,２４は、遊技領域１８ａを流下するパ
チンコ球が入賞可能な始動入賞口が設けられる。そして、始動入賞装置２３,２４の始動
入賞口へ入賞したパチンコ球が始動入賞センサ(図示せず)で検出されることで、図柄表示
装置１３の表示部１３ａで図柄変動が開始されると共に、所定数(例えば５個)のパチンコ
球が賞球として前記上下の球受け皿１５,１６に払い出される。
【００１７】
　前記特別入賞装置２５は、入賞口が開閉扉で常には閉鎖されており、前記図柄表示装置
１３での図柄変動の結果、図柄表示装置１３の表示部１３ａに所定の図柄組み合わせ(例
えば同一図柄の三つ揃い等)で図柄が停止表示されることで所謂「大当り」が発生し、こ
れにより開閉扉が開放するよう作動制御されて、入賞口への入賞により多数の賞球を獲得
し得るようになっている。なお、前記第２始動入賞装置２４は始動入賞口を閉成する開閉
部材を備え、前記ゲート２６に設けたゲートセンサがパチンコ球の通過を検知したことを
契機として、制御装置(図示せず)により開閉部材を開放するか否かの抽選が行なわれる。
なお、図２の符号２７は、遊技盤１８に配設されて、常に入賞口を開放している普通入賞
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装置を示す。
【００１８】
(装飾部材について)
　前記遊技盤１８の中央には、図３または図４に示す如く、前後に貫通する大型の貫通孔
１８ｂが形成されており、該貫通孔１８ｂに対して前後に開口する枠状の装飾部材(所謂
センター役物)２８が嵌め込まれるように着脱可能に配設される。そして、後述する裏部
材３２の開口部３２ａから臨む前記図柄表示装置１３の表示部１３ａは、装飾部材２８に
おける前後に開口する窓口(可視部)２８ａを介して遊技盤１８の前側に露出して、該図柄
表示装置１３の表示部１３ａで展開される図柄変動演出を前側から視認し得るようになっ
ている。
【００１９】
　前記装飾部材２８には、図２～図４に示す如く、上縁部から左右両縁部に亘り、遊技盤
１８の前面より前方に突出する円弧状の庇状部２８ｂが設けられており、前記遊技領域１
８ａに打ち出されたパチンコ球を外周部の庇状部２８ｂで案内し得ると共に、該パチンコ
球が装飾部材２８の窓口２８ａを横切って流下するのを該庇状部２８ｂで規制している。
また装飾部材２８には、窓口２８ａの下側に、ステージ２９が配設されると共に、窓口２
８ａの左側に、遊技領域１８ａに開口して該遊技領域１８ａを流下するパチンコ球を取込
んでステージ２９に案内する球導入部３０が設けられ、該球導入部３０からステージ２９
に通出されたパチンコ球は、ステージ２９上を左右に転動した後に、前記各入賞装置２３
,２４,２５,２７が配設されている遊技領域１８ａに排出される。
【００２０】
　前記ステージ２９の後端縁には、左右方向の全長に亘って上側に向けて所定高さで立上
がる透明壁３１が設けられ、ステージ２９上を転動するパチンコ球が図柄表示装置１３の
表示部１３ａ側に移動するのを該透明壁３１で防止している。なお、透明壁３１の上端縁
には前方に向けて張出す張出部３１ａが形成されており、該張出部３１ａによって表示部
１３ａ側へのパチンコ球の移動を確実に防止し得るようになっている。
【００２１】
(裏部材について)
　前記遊技盤１８の裏面には、図３～図６に示す如く、前記図柄表示装置１３が着脱可能
に配設されると共に、後述する可動演出装置３７,３８,３９や複数の発光基板等の遊技部
品が配設される合成樹脂材で形成された裏部材３２が配設され、該裏部材３２に形成され
た前後に開口する開口部３２ａを介して図柄表示装置１３の表示部１３ａを遊技盤１８の
前側から視認し得るよう構成されている。実施例では、裏部材３２の開口部３２ａは、上
辺、下辺、左辺および右辺で画成される略４角形状に開口しており、図柄表示装置１３の
表示部１３ａは開口部３２ａから視認可能な領域となることから、該開口部３２ａの縁部
が表示部１３ａの外縁となっている。
【００２２】
　前記裏部材３２は、図３～図６に示すように、前方に開口する矩形箱状に形成された箱
状本体３３と、該箱状本体３３の開口前端部に形成されて当該箱状本体３３の開口外側へ
延出し、前記遊技盤１８の裏面に当接する取付部３４とから構成される。箱状本体３３は
、遊技盤１８に対向する矩形板状に形成された対向面部３５と、該対向面部３５における
上下左右の各縁部から前方に延出する画壁部３６とから前方に開口するよう形成されて、
各画壁部３６の前端部から箱状本体３３の開口外側へ向けて延出するよう取付部３４が形
成される。そして、取付部３４の前面を遊技盤１８の裏面に当接した状態で、取付部３４
を遊技盤１８にネジ止めすることによって遊技盤１８に裏部材３２が固定される。
【００２３】
　前記対向面部３５には、図３および図４に示す如く、上下および左右幅の大部分が開口
する大型の前記開口部３２ａが形成されている。以下の説明において、対向面部３５にお
ける開口部３２ａに対する上下左右に位置する部分について、上対向面部３５ａ、下対向
面部３５ｂ、左対向面部３５ｃ、右対向面部３５ｄと夫々指称するものとする。
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【００２４】
　前記遊技盤１８の裏側に裏部材３２を取付けた状態で、該裏部材３２の対向面部３５と
遊技盤１８との間に所要の空間が画成される。裏部材３２の対向面部３５には、図５およ
び図６に示す如く、左対向面部３５ｃに第１可動演出装置３７が配設され、右対向面部３
５ｄに第２可動演出装置３８が配設され、下対向面部３５ｂに第３可動演出装置３９が配
設される。そして、これら３つの可動演出装置３７,３８,３９が、裏部材３２と遊技盤１
８との間に画成される空間に夫々収容される。
【００２５】
(第１可動演出装置について)
　前記第１可動演出装置(可動演出装置)３７は、図５および図６に示すように、前記裏部
材３２における左対向面部３５ｃに設置されている。図７,図８,図１３,図１４に示すよ
うに、第１可動演出装置３７は、該第１可動演出装置３７を構成する部材の設置基盤とな
る第１ベース部材４０と、所定の演出動作を行なう可動部材４１と、この可動部材４１を
往復動する第１駆動部(駆動部)４２と、所定の演出動作を行なう第１可動体(可動体)４３
と、可動部材４１の往復動に連動して第１可動体４３を往復動する第１連繋機構(連繋機
構)４４と、第１ベース部材４０の前側を覆う第１カバー部材４５とから基本的に構成さ
れる。第１可動演出装置３７は、第１ベース部材４０と第１カバー部材４５とから第１駆
動部４２の第１伝達部４６および可動部材４１の支持機構を収容するケース状の第１装置
本体部４７が構成され、この第１装置本体部４７単位で、可動部材４１、第１可動体４３
、第１連繋機構４４および第１駆動部４２を含めて裏部材３２に対して一体的に着脱可能
なユニット構造になっている。また第１可動演出装置３７は、図５に示す如く、第１装置
本体部４７が前記図柄表示装置１３の表示部１３ａの左辺(第３の辺)の外側に配置される
と共に、第１装置本体部４７の右側から可動部材４１における第１可動体４３が配設され
た腕部５３(後述)が該第１装置本体部４７の外方に臨んでいる。そして、第１可動演出装
置３７では、腕部５３が裏部材３２の上対向面部３５ａの前側に位置して表示部１３ａに
おける上辺(第１の辺)の外側に退避した待機位置(図５参照)と、この待機位置から下方変
位して表示部１３ａの前側(表示部１３ａの上下方向の略中間)に臨む作動位置(図６参照)
との間で可動部材４１が往復動するようになっている。
【００２６】
　前記第１ベース部材４０は、図７,図８,図９および図１０に示す如く、裏部材３２の左
対向面部３５ｃに当接する板状部分の周縁部から前方へ壁が立ち上がる前方に開口する箱
状体であって、透明な合成樹脂素材から形成されている。また第１カバー部材４５は、図
７,図８に示す如く、第１ベース部材４０の前部開口を被覆可能な板状部分の周縁部から
後方へ壁が立ち上がる後方に開口する箱状体であって、透明な合成樹脂素材から形成され
ている。そして、第１ベース部材４０の壁に第１カバー部材４５の壁を当接して両部材４
０,４５をねじ止め固定することで、前記第１伝達部４６や支持機構等を収容する空間を
画成した前記第１装置本体部４７が構成される(図１３参照)。
【００２７】
　前記第１装置本体部４７の右側部(表示部１３ａ側の側部)には、図１４に示す如く、第
１ベース部材４０および第１カバー部材４５との間に、可動部材４１の腕部５３が挿通さ
れる可動体挿通口４７ａが画成される。可動体挿通口４７ａは、前後寸法が腕部５３の前
後寸法より若干大きく設定されると共に、上下寸法が腕部５３の上下変位を許容し得る幅
に設定され、可動体挿通口４７ａに挿通した腕部５３の上下方向の変位を許容しつつ前後
方向のぶれを抑制し得るようになっている。また、第１装置本体部４７の左側部には、第
１ベース部材４０および第１カバー部材４５との間に、可動基部５２における腕部５３の
延出側とは反対の左端部に配設したガイド部材５２ａを挿通案内する案内口４７ｂが上下
方向に所定長さで画成され(図１６,図１７参照)、可動部材４１の前後方向のぶれを第１
装置本体部４７の左右両側で抑制するよう構成される。更に、第１ベース部材４０には、
図１４または図１８に示す如く、第１カバー部材４５の右端縁より右側に延出する延出部
４０ａの上端部前側に、待機位置に臨む可動部材４１の腕部５３の前側に、該腕部５３の
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前方への移動を規制する規制部材４８が配設される。この規制部材４８は、延出部４０ａ
の前方に腕部５３の前後寸法と略同一寸法で平行に臨む平行部４８ａと、該平行部４８ａ
から下方に向かうにつれて延出部４０ａから離間するよう傾斜する傾斜部４８ｂとを備え
、可動部材４１が作動位置から待機位置に移動する際に、傾斜部４８ｂによって腕部５３
を平行部４８ａと延出部４０ａとの間に円滑に案内し得るよう構成される。
【００２８】
　前記第１装置本体部４７は、可動部材４１を待機位置で停止するのを補助する磁力吸着
部材としての磁石４９を備えている(図１３参照)。なお、実施例では、磁石４９として永
久磁石が採用される。磁石４９は、第１装置本体部４７において上辺部に設置され、可動
部材４１の後述する可動基部５２の上側に位置している。すなわち、第１ベース部材４０
の上側の壁に、図１３に示す如く、前方に開口する磁石収容部４０ｂが形成され、該磁石
収容部４０ｂに収容された磁石４９は、磁石収容部４０ｂの前方開口を閉じる蓋部材５０
で磁石収容部４０ｂ内に保持される。また、磁石収容部４０ｂの下部には開口部が設けら
れ、該磁石収容部４０ｂに収容された磁石４９の下面は、下部開口を介して第１装置本体
部４７内に露出するよう構成される。
【００２９】
　前記可動部材４１は、支持機構としての転がり軸受５１に対する取付部位となる可動基
部５２と、この可動基部５２に転がり軸受５１による移動許容方向と交差する横方向に向
けて該可動基部５２から延出するよう形成された腕部５３とを備える(図１８,図１９参照
)。可動部材４１は、第１装置本体部４７の内部に可動基部５２が配設されて、前記図柄
表示装置１３の表示部１３ａの左横側に位置する第１装置本体部４７から腕部５３が、前
記可動体挿通口４７ａを介して表示部１３ａの中央側に向けて延出し、該腕部５３に前記
第１可動体４３が左右方向(表示部１３ａの上辺に沿う方向)に往復動可能に配設されてい
る。可動部材４１は、可動基部５２の上端左側から腕部５３が横方向に延出して、全体と
して正面視で表示部１３ａの上辺と左辺とに沿った鉤形を呈している(図５参照)。なお、
実施例の可動部材４１は、可動基部５２と腕部５３の後述する前支持部５５とが一体で形
成されたものであって(図９,図１０参照)、実施例では可動基部５２の上下方向に延在す
る右側縁から右方に延出する部分を腕部と指称している。
【００３０】
　前記可動基部５２の上端部には、被磁力吸着部材としての金属片５４が取付けられてい
る(図１３,図１９参照)。金属片５４は、前記第１装置本体部４７に設けた磁石４９に対
して上下の関係で対向して設置され、可動部材４１の待機位置において磁石４９に金属片
５４が相対し、磁石４９が金属片５４を磁力吸着することで可動部材４１を待機位置で保
持する補助を行なうよう構成される。金属片５４は、板状の取付部が可動基部５２にネジ
止めされると共に、該取付部から上方に突出する片部が、図１３に示すように、前記磁石
４９における前記磁石収容部４０ｂの下部開口から露出する下面に対向するよう構成され
、該片部が磁石４９に磁力吸着されるようになっている。
【００３１】
(腕部について)
　前記腕部５３は、前記可動基部５２に一体形成された前支持部５５と、該前支持部５５
の裏側にネジ止め固定された後支持部５６とから構成され、前後の支持部５５,５６間に
、左右方向に延在する収容空間Ｓが画成される(図１５,図１６参照)。なお、前支持部５
５および後支持部５６の左端部は、可動基部５２の上部を構成しており、収容空間Ｓも腕
部５３と可動基部５２とに亘って形成されている。また収容空間Ｓは、腕部５３の右端部
および可動基部５２の左端部で開口すると共に、該収容空間Ｓの下部は、可動基部５２か
ら腕部５３の間に亘って開口し、該下部開口を介して後述する第１作動杆７９の収容空間
Ｓ内への挿通が許容されるようになっている(図１３参照)。
【００３２】
　前記収容空間Ｓには、前記第１連繋機構４４を構成する後述の可動連結部材７８が左右
方向に移動可能に配設される。また、前後の支持部５５,５６の間(収容空間Ｓ内)には、
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可動連結部材７８を挟む上下位置に、該可動連結部材７８の上面または下面に当接して転
動可能な案内ローラ５７,５７が、左右方向に離間する２箇所に配設され、可動連結部材
７８は、複数の案内ローラ５７によって腕部５３に対して左右方向に沿って待機位置と作
動位置との間をスムーズに移動し得るよう構成される(図７,図９,図１０参照)。
【００３３】
　前記前支持部５５には、図９,図１０に示す如く、前後方向に貫通する長孔５５ａが左
右方向に延在するよう形成され、該長孔５５ａに、前記第１可動体４３と可動連結部材７
８とを連結する突部７５(後述)が挿通されている。また後支持部５６には、長孔５５ａの
後方に臨む位置に、左右方向に離間して複数の孔５６ａが前後に貫通して形成される。後
支持部５６における各孔５６ａの形成位置は、第１可動体４３(可動連結部材７８)が左右
方向の所定位置(以後、着脱位置という)に位置した際に、対応する突部７５の後側に整列
するよう設定される(図１２参照)。なお、実施例では、着脱位置と第１可動体４３の待機
位置とが同一に設定しているが、異なる位置に設定してもよい。
【００３４】
(転がり軸受について)
　前記転がり軸受５１は、図１７に示す如く、前記第１カバー部材４５に対して固定され
た外受部５８と、前記可動部材４１の可動基部５２に対して固定された内受部５９と、外
受部５８と内受部５９との間に位置し、該外受部５８および内受部５９に接触する複数の
転動体６０を上下方向に離間して転動可能に保持する中受部６１とから構成される。そし
て、外受部５８に対して中受部６１が転動体６０によって上下方向に往復動可能に支持さ
れると共に、中受部６１に対して内受部５９が転動体６０によって上下方向に往復動可能
に支持され、これによって外受部５８に対して内受部５９に固定される可動部材４１が上
下方向に往復移動可能に支持される。実施例では、外受部５８、内受部５９および中受部
６１が何れも金属素材から形成されると共に、転動体６０として金属球が用いられており
、転がり軸受として所謂ボール軸受構造が採用されている。
【００３５】
　前記外受部５８は、図１９に示す如く、第１カバー部材４５における表示部１３ａ側と
なる右端縁側に偏倚して上下方向に延在して配置される。外受部５８は、図１１に示す如
く、中受部６１を案内するレールとして機能し、外受部５８は、第１カバー部材４５への
当接部位となる外板状体５８ａの左右両側縁に後側に向けて外保持片５８ｂが夫々延出し
た平断面において後方に開放する略コ字形状に形成されている(図１７参照)。各外保持片
５８ｂは、外側が凸になる湾曲形状に形成されて、他方の外保持片５８ｂに対向する面が
転動体６０の外形に合わせた凹状になっている。
【００３６】
　また、前記外受部５８の外板状体５８ａには、図１１に示す如く、上下方向に離間して
前後方向に貫通する位置決め孔５８ｃが複数穿設されると共に、該外板状体５８ａの上下
の端部には、後方に向けて折曲された規制片５８ｄが夫々形成される。そして、外受部５
８は、第１カバー部材４５に設けた各位置決めピン４５ａを対応する位置決め孔５８ｃに
挿入することで、第１カバー部材４５に対して上下および左右方向の位置規制がされた状
態で取付けられる(図１３参照)。また、第１カバー部材４５に取付けられた外受部５８に
おける上側(一端部)の規制片５８ｄの突出端(後端)に、図１３に示す如く、第１カバー部
材４５に設けた上係合部(係合部)４５ｂが係合し、該外受部５８における上端部の後方へ
の移動規制がなされている。更に、外受部５８における下側(他端部)の規制片５８ｄに対
し、第１カバー部材４５に着脱可能にネジ止めされる固定部材６２が後側から係合して保
持されている。なお、第１カバー部材４５に突設した位置決めピン４５ａは、外受部５８
の位置決め孔５８ｃに挿通された状態で、該外受部５８の後方への突出寸法は、外受部５
８に移動可能に支持される中受部６１と干渉しないよう設定してある。また上下の規制片
５８ｄ,５８ｄは、両外保持片５８ｂ,５８ｂの間に配設される中受部６１および内受部５
９の上側の規制片５８ｄを越えた上方の移動を規制し得る一方、中受部６１および内受部
５９の下側の規制片５８ｄを越えた下方の移動を規制する機能も有する。
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【００３７】
　前記中受部６１は、図１１に示す如く、内受部５９を案内するレールとして機能し、外
受部５８の外板状体５８ａと対向する中板状体６１ａの対向する側縁に後側に延出形成さ
れた中保持片６１ｂを複数備え、複数の中保持片６１ｂは、該側縁の延在方向に互いに離
間して配置される。中受部６１は、各中保持片６１ｂが板状体の長手辺に沿って設けられ
、外受部５８における左右の外保持片５８ｂ,５８ｂ間に、その長手辺を上下に延在させ
ると共に各中保持片６１ｂを対応する側の外保持片５８ｂに対向させた状態で配設されて
いる。また、中受部６１は、左右方向の中央部が後側に凸状に隆起しており、この隆起部
分６１ｃが上下方向に亘って形成されている。
【００３８】
　前記各中保持片６１ｂには、図１１に示す如く、転動体６０の直径より小径に設定され
た円形の中保持孔６１ｄが開設されており、中保持片６１ｂとこれに対向する外保持片５
８ｂとの間に配設した転動体６０を中保持孔６１ｄに回転可能に一部収容するようになっ
ている(図１７参照)。すなわち、転動体６０は、外保持片５８ｂおよび中保持片６１ｂと
によって左右方向の移動が規制されると共に、中保持孔６１ｄによって中保持片６１ｂか
らの上下方向の移動を規制されつつ回転可能になっている。なお、中保持片６１ｂに対し
て中保持孔６１ｄに回転可能に収容された転動体６０は、一部が中保持片６１ｂの内側に
突出している。中受部６１は、その上下寸法が外受部５８の上下寸法より短く設定されて
、左右の転動体６０を介して左右の外保持片５８ｂ,５８ｂの間に支持されたもとで、外
受部５８における上下の規制片５８ｄ,５８ｄ間で上下方向に往復移動可能に構成される
。なお、中受部６１は、隆起部分６１ｃの上端部および下端部の夫々に、後側に突設され
た停止突起６１ｅを有し、両中保持片６１ｂ,６１ｂの間に配設される内受部５９の所定
幅を越えた上下方向の移動を停止突起６１ｅ,６１ｅにより規制するよう構成される。
【００３９】
　前記内受部５９は、前記中受部６１の中板状体６１ａと対向する内板状体５９ａの両側
縁に前側に向けて内保持片５９ｂが夫々延出形成されされて、平断面において前方に開放
する略コ字形状に形成される(図１７参照)。内受部５９は、図１１に示す如く、各内保持
片５９ｂが内板状体５９ａの長手辺に亘って設けられ、中受部６１における左右の中保持
片６１ｂ,６１ｂ間に、その長手辺を上下に延在させると共に各内保持片５９ｂを対応す
る側の中保持片６１ｂに対向させた状態で配設されている。なお、内受部５９は、その上
下寸法が中受部６１の上下寸法より短く設定される。内受部５９は、各内保持片５９ｂが
他方の内保持片５９ｂに対向する内側が凸になる湾曲形状に形成されて、中保持片５９ｂ
に対向する外面が転動体６０の外形に合わせた凹状になっている。内受部５９は、前記転
動体６０の中保持孔６１ｄを介して中保持片６１ｂの内側に臨む部分が内保持片５９ｂの
外面に収まり、転動体６０と中受部６１の隆起部分６１ｃとの間に内保持片５９ｂが挟ま
れている。すなわち、内受部５９は、転動体６０と中受部６１の隆起部分６１ｃとによっ
て左右方向の移動が規制されつつ上下方向に移動可能に支持されており、外受部５８に対
して上下移動可能な中受部６１と独立して該中受部６１に対して内受部５９が上下移動可
能に構成される。なお、内受部５９を前記可動基部５２に固定するネジにおけるネジ部の
端部が、内板状体５９ａの上端部および下端部において前側に突出し、このネジ部が中受
部６１の前記停止突起６１ｅ,６１ｅに当接することで上方または下方への移動が規制さ
れる。
【００４０】
　前記第１装置本体部４７の第１ベース部材４０には、図９,図１０に示す如く、前後方
向に貫通する配線通口４０ｃが上下方向に延在して形成され、前記腕部５３に配設した第
１可動体４３が備える第１発光基板７３(後述)に接続する配線が、該配線通口４０ｃを介
して後側に引き出されるよう構成される。配線通口４０ｃは、上部側が幅広に設定される
と共に下部側が幅狭に設定される。また第１ベース部材４０の裏面には、配線通口４０ｃ
の幅狭部に対応する位置に、配線を保持する配線保持具６３が回転可能に配設されている
(図１２参照)。
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【００４１】
(第１駆動部について)
　前記第１駆動部４２は、駆動手段としての第１モータ(モータ)６４と、この第１モータ
６４および可動部材４１の可動基部５２を連繋して、第１モータ６４の回転を可動部材４
１の動作に変換する第１伝達部４６とから構成される。実施例では、第１モータ６４とし
て、制御装置の制御下に駆動または駆動停止されるステッピングモータが用いられている
。第１モータ６４は、第１ベース部材４０の後面に取付けられ(図１２参照)、裏部材３２
の左対向面部３５ｃに凹設された左側凹部(図示せず)に臨んでいる。第１モータ６４は、
第１ベース部材４０における前記表示部１３ａから離間する左端縁側に偏倚して配置され
ており、第１装置本体部４７の右端縁側に偏倚して配置された転がり軸受５１(外受部５
８)を挟んで表示部１３ａとは反対側に位置している。第１ベース部材４０の後面には、
後側に開放するモータ取付け凹部４０ｄが形成され、このモータ取付け凹部４０ｄに第１
モータ６４の前側部分を収容した状態で、該第１モータ６４が第１ベース部材４０に取付
けられて、該第１モータ６４の出力軸を第１ベース部材４０に穿設した通孔を通して第１
装置本体部４７内に突出している。
【００４２】
　前記第１伝達部４６は、第１モータ６４の出力軸に固定された駆動歯車６５と、該駆動
歯車６５に噛合する従動歯車６６と、該従動歯車６６に噛合するピニオン６７と、可動基
部５２の左側縁(第１モータ側の側縁)に設けられ、ピニオン６７に噛合するラック６８と
から構成され、ピニオン６７の正逆回転を可動基部５２の直線運動に変換する所謂ラック
アンドピニオン構造になっている(図１１参照)。駆動歯車６５、従動歯車６６およびピニ
オン６７は、図１６～図１９,図２１等に示す如く、第１装置本体部４７の内部において
、前記転がり軸受５１の配設位置を挟んで腕部５３の延出側とは反対側に設けられる。す
なわち、第１駆動部４２は、第１モータ６４および第１伝達部４６が、可動部材４１にお
ける腕部５３の延出側と転がり軸受５１を挟んで反対側に設けられているので、第１駆動
部４２が腕部５３の動作に邪魔にならず、可動部材４１を安定して動作できる。
【００４３】
　前記第１可動演出装置３７は、第１モータ６４の停止時(非通電時)に、該第１モータ６
４自体の機械的な保持トルクによって、可動部材４１(第１可動体４３の重量を含む)の重
量を第１伝達部４６を介して支持して、可動部材４１を待機位置で停止し得るよう構成さ
れている。すなわち、第１可動演出装置３７において、第１モータ６４の停止時の保持ト
ルクだけで可動部材４１を待機位置で保持することが可能であり、前記磁石４９と金属片
５４との磁力吸着によって可動部材４１を待機位置で保持する構成は補助的な手段となっ
ている。このように、第１可動演出装置３７は、遊技盤１８の振動やその他の予定しない
力が可動部材４１に加わった際であっても、磁石４９と金属片５４とによる補助保持手段
を設けてあるので、可動部材４１が待機位置から下降することを防止できる。
【００４４】
　前記第１可動演出装置３７は、前記第１カバー部材４５の上端部に設置されて可動部材
４１の位置を判定するフォトセンサ等からなる第１検知手段６９を備え、該第１検知手段
６９は、制御装置に電気的に接続されて検知信号が制御装置に入力されるようになってい
る。第１検知手段６９は、該第１検知手段６９における対向する検知部間を通過するよう
に配置された可動部材４１の第１検知片７０の有無によって、可動部材４１(可動基部５
２)の位置を判定するようになっている。第１検知片７０は、可動部材４１における可動
基部５２の上端部に設けられ、可動部材４１の待機位置において第１検知片７０が第１検
知手段６９の検知部間に位置するよう設定され(図１８参照)、第１検知手段６９による第
１検知片７０の検知によって待機位置にある可動部材４１を確認し得るよう構成される。
【００４５】
(第１可動体について)
　前記可動部材４１の腕部５３に移動可能に配設された前記第１可動体４３は、可動部材
４１の待機位置において腕部５３の右端部で、前記表示部１３ａの上辺における左右方向
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の略中央において該上辺の外側の待機位置に保持され、該上辺に沿って左右方向に延在し
ている(図５参照)。第１可動体４３は、後述するように可動部材４１が待機位置から作動
位置(図６,図２１参照)に移動するのに連動して、腕部５３の左端部に向けて平行移動し
て、表示部１３ａの上下方向の略中央において左辺側に偏倚した作動位置に至るよう構成
される。なお、第１可動体４３は、待機位置および作動位置において前記装飾部材２８の
窓口２８ａ内に位置して、前側から視認可能に構成される(図２,図３参照)。
【００４６】
　前記第１可動体４３は、図７,図８に示す如く、最前面に位置する装飾カバー体７１と
、該装飾カバー体７１の裏側に配設された光透過性を有していない合成樹脂素材から形成
された反射板７２と、該反射板７２の裏側に配設された第１発光基板７３とから基本的に
構成される。装飾カバー体７１には、パチンコ機１０のモチーフに合わせた文字や図形等
の第１図柄４３ａが形成されている。実施例では、装飾カバー体７１を光透過性を有する
合成樹脂素材で形成したもとで、第１図柄４３ａを除く部分の表面にメッキ塗装等を施す
ことで、第１図柄４３ａの部分のみが光透過性を有するよう構成してある。第１発光基板
７３の前面には、発光体としての複数のＬＥＤ７３ａが、第１図柄４３ａに対応して配設
されると共に、反射板７２には各ＬＥＤ７３ａと対応して前後方向に貫通する通孔７２ａ
が穿設される。そして、反射板７２の裏面に第１発光基板７３をネジ止めした状態で、各
通孔７２ａに対応するＬＥＤ７３ａが臨んで、該ＬＥＤ７３ａの発光により第１図柄４３
ａが明輝されるよう構成される。また実施例の第１図柄４３ａは、後述する第２可動体８
８,８９に形成された図柄８８ａ,８９ａとによって意味のある一連の図柄を形成すると共
に、更に第３可動体１５４に形成された図柄１５４ａを合わせて意味のある一連の図柄を
形成するよう構成される。なお、装飾カバー体７１と反射板７２との間には、第１図柄４
３ａと対応する位置に、ＬＥＤ７３ａからの光を拡散する光拡散シート７４が介挿されて
いる。
【００４７】
　前記反射板７２の裏面には、図８に示す如く、左右方向(第１可動体４３の移動方向)に
離間して複数の突部７５が、第１発光基板７３に設けた通孔や切欠等を介して該第１発光
基板７３の後方に突出するように設けられると共に、各突部７５には後方に開口するネジ
孔７５ａが形成されている。実施例では左右方向に離間して３つの突部７５が設けられ、
その内の第１装置本体部４７側に位置する２つの突部７５,７５が、前記腕部５３におけ
る前支持部５５の長孔５５ａに移動可能に挿通されている。また、反射板７２の裏面下部
には、左右方向に離間して複数の摺動部材７６が配設され、各摺動部材７６が腕部５３の
前面に摺動可能に接触するよう構成される。摺動部材７６は、腕部５３に接触する端部が
第１発光基板７３より後方に突出すると共に円弧状に形成されて、腕部５３が第１発光基
板７３に接触するのを防止すると共に、接触面積を極力小さくするよう構成される。摺動
部材７６は、摩擦係数の小さな樹脂材料で形成されて、腕部５３との摺動抵抗をより小さ
くするようにしてある。なお、反射板７２の裏面上部には、腕部５３に配設した後述する
配線カバー８６と協働して配線が第１可動体４３の上方へ延出するのを防止する移動規制
部材(図示せず)が左右方向に延在して配設される。
【００４８】
(第１連繋機構について)
　前記第１連繋機構４４は、前記第１可動体４３に固定された可動連結部材７８と、該可
動連結部材７８と可動部材４１とを連繋する第１作動杆７９と、該第１作動杆７９を可動
部材４１の動作に連動して揺動するカム溝８４とから基本的に構成される。可動連結部材
７８は、図１５,図１９,図２２に示す如く、前記腕部５３の収容空間Ｓ内で、前記複数の
案内ローラ５７を介して左右方向に移動可能に支持される。可動連結部材７８には、第１
可動体４３の反射板７２に設けた３つの突部７５に対応する位置の夫々に、前後方向に貫
通する通孔７８ａが穿設され、各通孔７８ａに後側から挿通したネジ８０を、対応する突
部７５のネジ孔７５ａに螺挿することで、可動連結部材７８と第１可動体４３とが着脱可
能に固定されて一体に移動可能に構成される。実施例では、図１９および図２２に示す如
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く、可動連結部材７８における第１可動体４３の待機位置および作動位置の何れにおいて
も収容空間Ｓから右方に延出する右端部に１つの通孔７８ａが穿設されると共に、第１可
動体４３の待機位置および作動位置の何れにおいても収容空間Ｓ内に臨む部位に２つの通
孔７８ａ,７８ａが穿設されている。そして、第１可動体４３を着脱位置に位置させた際
に、収容空間Ｓ内に臨む２つの通孔７８ａ,７８ａの夫々が、腕部５３における後支持部
５６の対応する孔５６ａの前側に臨んで、該孔５６ａを介して後側からネジ８０を着脱し
得るよう構成される(図１２参照)。
【００４９】
　前記可動連結部材７８の左端部には、図１０に示す如く、後方に向けて突出するボス部
７８ｂが設けられ、該ボス部７８ｂに第１ローラ体８１が回転可能に配設される。第１ロ
ーラ体８１は、ボス部７８ｂが回転可能に挿通される軸受部８１ａと、該軸受部８１ａの
後端に形成されて径方向に延出するフランジ８１ｂとを備える。前記第１作動杆７９は、
下端(長手方向一端)が可動部材４１の可動基部５２に保持部材８２を介して回転可能に枢
支されると共に、該第１作動杆７９の上端部側(長手方向他端部側)には、前後方向に貫通
する係合孔７９ａが、長手方向に所定長さで延在している。そして、第１作動杆７９は、
係合孔７９ａに前記第１ローラ体８１の軸受部８１ａが回転可能に挿通された状態で可動
連結部材７８に連繋されている。なお、第１作動杆７９の上端部は、可動連結部材７８と
第１ローラ体８１のフランジ８１ｂとの間に位置して、前後方向の変位が規制される。ま
た第１作動杆７９の長手方向の中間位置に、後方に向けて突出するボス部７９ｂが設けら
れ、該ボス部７９ｂに第２ローラ体８３が回転可能に配設される。第２ローラ体８３は、
ボス部７９ｂが回転可能に挿通される軸受部８３ａと、該軸受部８３ａの前端に形成され
て径方向に延出するフランジ８３ｂとを備える。
【００５０】
　前記第１装置本体部４７における第１ベース部材４０の前面(第１カバー部材４５と対
向する面)には、図９に示す如く、上下方向に延在する前記カム溝８４が形成され、該カ
ム溝８４内に、前記第１作動杆７９に配設した第２ローラ体８３の軸受部８３ａが移動可
能に挿入される。カム溝８４は、可動部材４１の移動方向に平行に延在する直線部８４ａ
、該直線部８４ａの下端に連設されて下方に向かうにつれて左側(表示部１３ａから離間
する側)に凸となるよう湾曲する湾曲部８４ｂとからなる。そして、可動部材４１の往復
動に伴って第１作動杆７９の第２ローラ体８３がカム溝８４の湾曲部８４ｂに沿って案内
されることで、第１作動杆７９が下端を支点として揺動し、前記可動連結部材７８が左右
方向に往復移動するよう構成される。すなわち、可動連結部材７８に固定されている前記
第１可動体４３が、可動部材４１の往復動に伴って腕部５３に沿って左右方向に平行移動
するよう構成される。ここで、可動部材４１の動作に連動して移動する第１可動体４３は
、上下方向の動きと左右方向の動きとが合成されて、前記表示部１３ａの上辺における左
右方向中央の待機位置と、表示部１３ａの左辺側に偏倚した上下方向中央の作動位置との
間を、斜めに平行移動する。なお、実施例のカム溝８４の湾曲部８４ｂにおける下部側の
曲率は、該湾曲部８４ｂの上部側の曲率より小さく設定され、第２ローラ体８３が曲率の
小さな湾曲部８４ｂを案内される際には第１可動体４３は左右方向へ殆ど変位することな
く可動部材４１と共に上下方向に略直線的に移動するよう構成される。
【００５１】
(配線保持構造について)
　前記第１可動演出装置３７の配線保持構造について説明する。第１可動演出装置３７で
は、第１可動体４３に設けた第１発光基板７３に接続される配線は、前記第１ベース部材
４０に設けた前記配線通口４０ｃを介して裏部材３２の裏側に取り回される。第１可動体
４３が配設される腕部５３の前支持部５５には、前記収容空間Ｓの上側において後側に開
口して左右方向に所定長さで延在する配線収容部５５ｂが形成されている。配線収容部５
５ｂは、図１６に示す如く、前支持部５５の左端部(可動基部５２を構成する部分)から右
方に所定長さで形成されており、該配線収容部５５ｂの後部開口は、前支持部５５の後面
に着脱可能にネジ止めされた配線蓋体８５で閉じられて、配線収容部５５ｂに収容した配
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線の上下および前後への抜け出しが防止されている。なお、配線蓋体８５は、配線収容部
５５ｂの左右方向の長さ寸法より短かく設定され(図１９参照)、前記第１装置本体部４７
の内部において配線通口４０ｃの前側に臨む位置で配線収容部５５ｂの後部開口は開放し
たままとされ、該後部開口から引き出された配線が配線通口４０ｃを介して裏側に引き出
されるよう構成される。
【００５２】
　前記配線蓋体８５の裏面には、第１装置本体部４７の内部から腕部５３に亘って延在す
る突条部８５ａが突設される。この突条部８５ａは、突出端部が後支持部５６より後方に
突出すると共に円弧状に形成されて、前記第１ベース部材４０と後支持部５６とが接触す
るのを防止すると共に、第１ベース部材４０と突条部８５ａとが接触した際に接触面積を
極力小さくして接触抵抗を抑え得るよう構成される(図１４参照)。また、突条部８５ａは
、摩擦係数の小さな樹脂材料で形成されて、第１ベース部材４０との接触時の摺動抵抗を
より小さくするようにしてある。なお、配線蓋体８５を腕部５３に固定する２つのネジは
、第１装置本体部４７に対して可動部材４１を待機位置に位置させた状態で、一方は第１
装置本体部４７の外側に位置すると共に、他方は前記配線通口４０ｃに臨んで、後方から
のアクセスが可能に構成される(図１２参照)。
【００５３】
　前記後支持部５６の上端部には、前記配線蓋体８５の配設位置より右側に配線カバー８
６が配設される。配線カバー８６は、図１５に示す如く、第１可動体４３の第１発光基板
７３の裏面に対向する後壁部８６ａと、該後壁部８６ａの上端縁から前方に延出する上壁
部８６ｂおよび後壁部８６ａの右端縁から前方に延出する右壁部８６ｃとから構成されて
、前方および左側方に開口している。配線カバー８６における右壁部８６ｃの突出寸法は
、第１発光基板７３と接触することなく、かつ第１発光基板７３との間に配線が通過可能
な隙間が形成されない寸法に設定される。また配線カバー８６の上壁部８６ｂにおける延
出端は、前記反射板７２に配設した前記移動規制部材に対して上側でオーバーラップし、
配線が上壁部８６ｂを越えて上方に延出しないよう構成される。なお、後支持部５６にお
ける配線カバー８６の配設位置に対応して、前記配線収容部５５ｂの右端部から導出する
配線を結束具(図示せず)で結束する結束部５６ｂが設けられ、該結束部５６ｂに配線を結
束することで、該結束部５６ｂより左側での配線の移動を規制している。そして、配線に
おける結束部５６ｂに結束された部位から第１発光基板７３の裏面における後壁部８６ａ
と対向する位置に配設されたソケット７３ｂに接続される部位が、横向きＵ字状に湾曲さ
れた状態で配線カバー８６と第１発光基板７３との間に支持される。これにより配線は、
第１可動体４３の待機位置と作動位置との間を移動するに際して配線カバー８６で覆われ
た領域でのみ曲がり、第１可動体４３の外方に配線が露出して遊技者から見えるようにな
ってしまうのは防止される。なお、配線カバー８６を腕部５３に固定するネジは、後側に
露出して後方からのアクセスが可能に構成されている(図１２参照)。
【００５４】
(第２可動演出装置について)
　前記第２可動演出装置(可動演出装置)３８は、図５に示すように、裏部材３２における
右対向面部３５ｄに設置されている。図２３,図２４に示すように、第２可動演出装置３
８は、該第２可動演出装置３８を構成する部材の設置基盤となる第２ベース部材８７と、
所定の演出動作を行なう複数の第２可動体８８,８９と、複数の第２可動体８８,８９を往
復動する第２駆動部９０および第２連繋機構(第１作動機構)９１と、１つの第２可動体８
９のみを往復動する第３駆動部９２および第３連繋機構(第２作動機構)９３と、第２ベー
ス部材８７の前側を覆う第２カバー部材９４とから基本的に構成される。第２可動演出装
置３８は、図３１に示す如く、第２ベース部材８７と第２カバー部材９４とから第２駆動
部９０の第２伝達部９５および第２連繋機構９１を収容するケース状の第２装置本体部(
装置本体部)９６が構成されると共に、第２カバー部材９４に配設されたカバー部品９７,
９８を介して第３駆動部９２および第３連繋機構９３が配設され、第２装置本体部９６単
位で、第２可動体８８,８９、第２駆動部９０、第２連繋機構９１、第３駆動部９２およ
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び第３連繋機構９３を含めて裏部材３２に対して一体的に着脱可能なユニット構造になっ
ている。また第２可動演出装置３８は、第２装置本体部９６が前記図柄表示装置１３の表
示部１３ａの右辺(第２の辺)の外側に配置されると共に(図４参照)、前記第２可動体８８
,８９が前記装飾部材２８の窓口２８ａ内に臨んで、前側から第２可動体８８,８９が視認
可能に構成される(図２参照)。
【００５５】
　実施例では、第２可動演出装置３８は、２つの第２可動体８８,８９を備えており、以
後の説明において一方の第２可動体(第２の可動体)８９を、直動第２可動体８９と指称す
ると共に、他方の第２可動体(第１の可動体)８８を斜動第２可動体８８と指称するものと
する。第２可動演出装置３８では、２つの第２可動体８８,８９が、前記図柄表示装置１
３の表示部１３ａにおける右辺の前側に重なった位置において、作動位置に至った前記第
１可動体４３を通って表示部１３ａの上辺(第１可動体４３が待機位置で臨む第１辺)と平
行な直線Ｌを挟んで上下方向(右辺の延在方向)に並んだ待機位置で待機する(図５参照)。
そして、待機位置において下側に位置する直動第２可動体８９については、待機位置と、
該待機位置から右辺に沿って上方に変位した作動位置との間を表示部１３ａの前面に対し
て平行な姿勢を保ったまま往復動すると共に、待機位置において上側に位置する斜動第２
可動体８８については、待機位置と、該待機位置から表示部１３ａの中央側に向けた左斜
め下方の表示部１３ａ前側に変位した作動位置との間を表示部１３ａの前面に対して平行
な姿勢を保ったまま往復動するよう構成されている(図３２～図３８参照)。また、２つの
第２可動体８８,８９が作動位置に至った状態で、図６に示す如く、作動位置の前記第１
可動体４３と、上辺に平行な直線状に並ぶよう構成される。
【００５６】
　前記第２ベース部材８７は、図２５,図２９等に示す如く、裏部材３２の右対向面部３
５ｄに当接する板状部分の周縁部から前方へ壁が立ち上がる前方に開口する箱状体であっ
て、透明な合成樹脂素材から形成されている。また第２カバー部材９４は、図２５,図２
９等に示す如く、第２ベース部材８７の前部開口を被覆可能な板状部分の周縁部から後方
へ壁が立ち上がる後方に開口する箱状体であって、透明な合成樹脂素材から形成されてい
る。そして、第２ベース部材８７の壁に第２カバー部材９４の壁を当接した状態で、両部
材８７,９４がねじ止め固定されることで、前記第２伝達部９５、第２連繋機構９１等を
収容する空間を画成した前記第２装置本体部９６が構成される(図３４参照)。
【００５７】
　前記第２装置本体部９６の左側部(表示部１３ａ側の側部)には、第２ベース部材８７お
よび第２カバー部材９４との間に、第２連繋機構９１のリンク杆１０９,１１０(後述)が
挿通されるリンク挿通口９６ａが画成される。リンク挿通口９６ａは、前後寸法がリンク
杆１０９,１１０の前後寸法より若干大きく設定されると共に、上下寸法がリンク杆１０
９,１１０の上下変位を許容し得る幅に設定され、リンク挿通口９６ａに挿通したリンク
杆１０９,１１０の上下方向の変位を許容しつつ前後方向のぶれを抑制し得るようになっ
ている。
【００５８】
(斜動第２可動体について)
　待機位置において前記直動第２可動体８９の上方に保持される前記斜動第２可動体８８
は、図２３,図２７に示す如く、最前面に位置する斜動用装飾カバー体９９と、該斜動用
装飾カバー体９９の裏側に配設された光透過性を有していない合成樹脂素材から形成され
た斜動用反射板１００と、該斜動用反射板１００の裏側に配設された斜動用第２発光基板
１０１とから基本的に構成される。斜動用装飾カバー体９９には、パチンコ機１０のモチ
ーフに合わせた文字や図形等の斜動用第２図柄８８ａが形成されている。実施例では、斜
動用装飾カバー体９９を光透過性を有する合成樹脂素材で形成したもとで、斜動用第２図
柄８８ａを除く部分の表面にメッキ塗装等を施すことで、斜動用第２図柄８８ａの部分の
みが光透過性を有するよう構成してある。斜動用第２発光基板１０１の前面には、発光体
としての複数のＬＥＤ１０１ａが、斜動用第２図柄８８ａに対応して配設されると共に、
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斜動用反射板１００には各ＬＥＤ１０１ａと対応して前後方向に貫通する通孔１００ａが
穿設される。そして、斜動用反射板１００の裏面に斜動用第２発光基板１０１をネジ止め
した状態で、各通孔１００ａに対応するＬＥＤ１０１ａが臨んで、該ＬＥＤ１０１ａの発
光により斜動用第２図柄８８ａが明輝されるよう構成される。また実施例の斜動用第２図
柄８８ａは、直動第２可動体８９に形成された後述する直動用第２図柄８９ａおよび前記
第１可動体４３に形成された第１図柄４３ａとによって意味のある一連の図柄を形成する
と共に、更に第３可動体１５４に形成された第３図柄１５４ａを合わせて意味のある一連
の図柄を形成するよう構成される。なお、斜動用装飾カバー体９９と斜動用反射板１００
との間には、斜動用第２図柄８８ａと対応する位置に、ＬＥＤ１０１ａからの光を拡散す
る斜動用光拡散シート１０２が介挿されている。
【００５９】
　前記斜動用反射板１００の裏面には、図２７に示す如く、上下方向(右辺に沿う方向)に
離間して複数の支持突部１０３が、斜動用第２発光基板１０１に設けた通孔や切欠等を介
して該斜動用第２発光基板１０１の後方に突出するように設けられると共に、各支持突部
１０３には後方に開口する嵌合孔１０３ａが形成されている。実施例では上下方向に離間
して３つの支持突部１０３が設けられ、これら３つの支持突部１０３には、各嵌合孔１０
３ａに前端部が嵌挿された軸部品１０４が後方に突出して設けられ、各軸部品１０４に、
第２連繋機構９１を構成する後述の第２作動杆１０７およびリンク杆１０９,１１０が夫
々回転可能に連結される。なお、斜動用第２発光基板１０１の裏面には、最下部と中間部
の２つの支持突部１０３,１０３の間において右側に偏倚してソケット１０１ｂが配設さ
れ、該ソケット１０１ｂに配線が接続される。
【００６０】
(第２連繋機構について)
　前記第２連繋機構９１は、図２３,図２４,図２５,図２９等に示す如く、前記第２装置
本体部９６に上下動可能に配設された作動部材１０５と、該作動部材１０５に配設された
ラック部材(押圧部材)１０６と、作動部材１０５および斜動第２可動体８８を連繋する第
２作動杆(作動杆)１０７と、第２装置本体部９６および斜動第２可動体８８に連繋された
平行リンク機構１０８と、第２作動杆１０７を作動部材１０５の動作に連動して移動する
ためのカム孔９４ｃ,１０５ｃとから基本的に構成される。そして、第２連繋機構９１は
、第２駆動部９０の後述する第２モータ１２０の駆動によって、斜動第２可動体８８を待
機位置に移動した第１位置(図３２,図３３)および該斜動第２可動体８８を作動位置に移
動した第２位置(図３６,図３７,図３８)との間で移動するよう構成される。
【００６１】
(平行リンク機構について)
　前記平行リンク機構１０８は、一対のリンク杆１０９,１１０から構成され、両リンク
杆１０９,１１０は、長手方向の一端部(下端部)が、第２装置本体部９６の内部に回転可
能に連繋されると共に、前記リンク挿通口９６ａを介して第２装置本体部９６の外方に延
出する両リンク杆１０９,１１０の長手方向の他端部(上端部)が、前記斜動第２可動体８
８に回転可能に連繋されている(図３３～図３８参照)。すなわち、平行リンク機構１０８
を構成する一方の第１リンク杆１０９の下端部は、前記直線Ｌより下方において第２ベー
ス部材８７と第２カバー部材９４との間に配設された第１回動軸１１１に通孔が挿通され
て回転可能に軸支される。また第１リンク杆１０９の上端部は、斜動第２可動体８８に設
けた中間部の支持突部１０３に嵌挿した軸部品１０４に回転可能に軸支される。
【００６２】
　前記第１リンク杆１０９とにより平行リンク機構１０８を構成する他方の第２リンク杆
１１０の長手方向の一端部(下端部)は、前記第２ベース部材８７と第２カバー部材９４と
の間において前記第１回動軸１１１の配設位置より下方に配設された第２回動軸１１２を
通孔に通挿することで回転可能に軸支される。また第２リンク杆１１０の長手方向の他端
部(上端部)は、前記斜動第２可動体８８に設けた最下部の支持突部１０３に嵌挿した軸部
品１０４に回転可能に軸支される。すなわち、第２装置本体部９６に対して一対のリンク
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杆１０９,１１０からなる平行リンク機構１０８で連繋された斜動第２可動体８８は、姿
勢を変えることなく平行移動し得るよう構成される。なお、第２カバー部材９４には、両
リンク杆１０９,１１０の移動経路に前後で重なる位置に、図２５,図２９に示す如く、２
つの上向き凸状の弧状ガイド孔９４ａ,９４ａが上下に離間して形成されている。そして
、第１リンク杆１０９の長手方向の中間位置に回転可能に枢支した第１ローラ部材１１３
が上側の弧状ガイド孔９４ａに回転可能でかつガイド孔９４ａに沿って移動可能に臨むと
共に、第２リンク杆１１０の長手方向の中間位置に回転可能に枢支した第２ローラ部材１
１４が他方の弧状ガイド孔９４ａに回転可能でかつガイド孔９４ａに沿って移動可能に臨
んでいる(図３２,図３６参照)。これにより、一対のリンク杆１０９,１１０は、対応する
回動軸１１１,１１２を中心として安定して揺動するよう構成される。また両ローラ部材
１１３,１１４は、軸部から径方向に延出するフランジを備えた一対の半体を、弧状ガイ
ド孔９４ａの両側にフランジが臨むように連結して構成されることで、該ローラ部材１１
３,１１４は、対応する弧状ガイド孔９４ａ,９４ａに対して前後方向への移動が規制され
ており、リンク杆１０９,１１０は、長手方向の中間部において前後方向へのぶれが抑制
されるようになっている。
【００６３】
　ここで、前記斜動第２可動体８８の軸部品１０４には、前記支持突部１０３から後方へ
の突出部分にスペーサ１１５が配設され、該スペーサ１１５から後方へ突出する軸部品１
０４の後端部に前記各リンク杆１０９,１１０が枢支されて、該リンク杆１０９,１１０と
斜動第２可動体８８(斜動用第２発光基板１０１)の裏面との間に、前記第２カバー部材９
４における後述する上部延出部９４ｄの挿通を許容する隙間を確保するよう構成される。
また上側(上部延出部９４ｄ側)に臨む第１リンク杆１０９の上縁部には、上部延出部９４
ｄと対応する位置に、外方に突出する案内突部１０９ａが設けられ、該案内突部１０９ａ
の前面には、突出端に向かうにつれて後側に退避する傾斜が形成されている。すなわち、
第１リンク杆１０９が第１位置から第２位置(斜動第２可動体８８の作動位置から待機位
置)へ移動する際に前記上部延出部９４ｄの後側に重なる位置に移動するときに、案内突
部１０９ａによって該第１リンク杆１０９を上部延出部９４ｄの後側に確実に案内し得る
よう構成される。
【００６４】
　前記第１回動軸１１１には、復帰補助手段としてのねじりコイルバネ１１６が配設され
、該ねじりコイルバネ１１６によって第１リンク杆１０９には、斜動第２可動体８８を待
機位置に向けて移動する方向へ回転する付勢力が常に付与されるよう構成される。ねじり
コイルバネ１１６は、コイル部１１６ａと、２つの弾性腕部１１６ｂ,１１６ｃとを備え
、コイル部１１６ａに第１回動軸１１１が挿通された状態で、一方の弾性腕部１１６ｂが
第１リンク杆１０９の上縁部に設けたバネ係止部１０９ｂに係止されると共に、他方の弾
性腕部１１６ｃが第２カバー部材９４に設けたバネ係止部９４ｂに係止され、実施例では
ねじりコイルバネ１１６により第１リンク杆１０９が上向きに回転するように付勢されて
いる。
【００６５】
　前記第２リンク杆１１０の裏面には、図２９,図３５,図３８に示す如く、配線フック１
１０ａが長手方向に離間して複数設けられ、前記斜動用第２発光基板１０１のソケット１
０１ｂに接続された配線は、該第２リンク杆１１０の裏側を配線フック１１０ａに係止し
た状態で引き回された後、第２装置本体部９６の内部に、前記リンク挿通口９６ａから引
き込まれるよう構成される。また第２リンク杆１１０の裏面には、複数の配線フック１１
０ａを挟む長手方向の両側に、図示しない結束具によって配線を結束する結束部１１０ｂ
が夫々設けられ、第２リンク杆１１０の裏側を引き回される配線が後方に大きく延出する
のを防止するよう構成してある。なお、両リンク杆１０９,１１０の前面には、該リンク
杆１０９,１１０における前側から視認可能な部位に装飾板１１７が夫々配設されて、見
栄えが低下するのを防止している(図３０参照)。
【００６６】
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(作動部材について)
　前記作動部材１０５は、図２５,図２９,図３０に示す如く、前記第２カバー部材９４の
前側に位置する板状の部材であって、左右方向(第２辺と直交する方向)に延在する横部１
０５ａと、該横部１０５ａの右端部から下方に延在する縦部１０５ｂとを備え、該縦部１
０５ｂが、第２装置本体部９６の内部に配設された前記ラック部材１０６にネジ止め固定
されて、該ラック部材１０６と一体で移動するよう構成される。また作動部材１０５の横
部１０５ａには、前後に貫通する第１カム孔１０５ｃが左右方向に延在して形成され、該
第１カム孔１０５ｃに、前記第２作動杆１０７の長手方向の一端部(上端部)が回転可能で
、かつ左右方向に移動可能に連繋されている。
【００６７】
　前記第２作動杆１０７の上端部は、第２カバー部材９４と作動部材１０５との間に臨む
と共に、該上端部には、通孔に嵌挿した軸ピン１１８が前後に突出した状態で配設される
。該軸ピン１１８における前側に突出する部分にローラ部材１１９が回転可能に枢支され
、該ローラ部材１１９が前記作動部材１０５の第１カム孔１０５ｃに回転可能でかつ左右
方向に移動可能に臨んでいる。そして、第２作動杆１０７の下端部が、斜動第２可動体８
８に設けた最上部の支持突部１０３に嵌挿した軸部品１０４のスペーサ１１５から後方に
突出する端部に回転可能に連繋されている。また第２カバー部材９４には、上下方向に延
在する第２カム孔９４ｃが形成され、該第２カム孔９４ｃ内に、第２作動杆１０７に配設
した軸ピン１１８の後側に突出する部分が移動可能に挿入されている。第２カム孔９４ｃ
は、上側から下側に向かうにつれて左側に偏倚するよう下側に凸の湾曲形状に形成されて
いる。そして、作動部材１０５の上下方向の往復動に伴って軸ピン１１８が第２カム孔９
４ｃに沿って案内されることで、第２作動杆１０７が上下方向に移動しつつ第１カム孔１
０５ｃに沿って左右方向に移動するよう構成される(図３２,図３６参照)。これにより、
前記平行リンク機構１０８で支持されている斜動第２可動体８８が、待機位置と作動位置
との間を表示部１３ａの前面に沿って平行移動する。ここで、斜動第２可動体８８は、第
２作動杆１０７の上下方向の動きと左右方向の動きとが合成されて、表示部１３ａの右辺
側の待機位置と、表示部１３ａの前中央側であって上下方向中央の作動位置との間を、斜
めに平行移動する。
【００６８】
　前記第２カバー部材９４には、前記直線Ｌより上方位置において、前記第２ベース部材
８７の左端縁(表示部１３ａ側の端縁)より外方に延出する上部延出部９４ｄが設けられ、
前記第２カム孔９４ｃは、第２カバー部材９４の上端部において右側に偏った位置から上
部延出部９４ｄの延出端まで形成される(図２９参照)。そして、第２作動杆１０７の軸ピ
ン１１８が第２カム孔９４ｃにおける上部延出部９４ｄの延出端側の端部に至ったときに
、図３６に示すように斜動第２可動体８８は、前記直動第２可動体８９と干渉しない左側
の作動位置に至るよう構成される。
【００６９】
(第２駆動部について)
　前記第２駆動部９０は、図２３,図２４,図２５および図２９に示す如く、第２モータ(
駆動手段,第１駆動手段)１２０と、この第２モータ１２０および作動部材１０５を連繋し
て、第２モータ１２０の回転を作動部材１０５の動作に変換する第２伝達部９５とから構
成される。実施例では、第２モータ１２０として、前記制御装置の制御下に駆動または駆
動停止されるステッピングモータが用いられている。第２モータ１２０は、第２ベース部
材８７の上端部後面に取付けられ(図３１参照)、裏部材３２の右対向面部３５ｄに凹設さ
れた右側凹部(図示せず)に臨むと共に、該第２モータ１２０の出力軸を第２ベース部材８
７に穿設した通孔を通して第２装置本体部９６内に突出している。
【００７０】
　前記第２伝達部９５は、第２モータ１２０の出力軸に固定された駆動歯車１２１と、該
駆動歯車１２１に噛合する複数の従動歯車１２２と、最終段の従動歯車１２２に噛合する
ピニオン１２３と、前記作動部材１０５の縦部１０５ｂにネジ止めされ、ピニオン１２３
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に噛合するラック部材１０６とから構成され、ピニオン１２３の正逆回転を作動部材１０
５の直線運動に変換する所謂ラックアンドピニオン構造になっている(図３３,図３４,図
３５,図３７,図３８参照)。駆動歯車１２１、複数の従動歯車１２２およびピニオン１２
３は、第２装置本体部９６の内部に配設されると共に、ラック部材１０６は、第２装置本
体部９６の内部における右端部(表示部１３ａから離間する端部)で上下方向に移動可能に
配設される。なお、ラック部材１０６は、前述したように第２連繋機構９１を構成する部
材を兼用している。
【００７１】
　前記ラック部材１０６の前面上端部に、図２９に示す如く、上下方向に延在する前突部
１０６ａが突設されると共に、該ラック部材１０６の後面上端部に、上下方向に延在する
後突部１０６ｂが突設されている。第２装置本体部９６に収容されるラック部材１０６は
、図３１に示す如く、第２カバー部材９４に前後に貫通して上下方向に延在するよう形成
された前長孔９４ｅに前突部１０６ａが摺動可能に挿通されると共に、第２ベース部材８
７に前後に貫通して上下方向に延在するよう形成された後長孔８７ａに後突部１０６ｂが
摺動可能に挿通されており、該ラック部材１０６は、前後両長孔９４ｅ,８７ａに沿って
上下方向に直線的に往復動し得るよう構成される。そして、前記作動部材１０５の縦部１
０５ｂが、前突部１０６ａにネジ止めされることで、作動部材１０５はラック部材１０６
と一体で上下方向に往復動するようになっている。
【００７２】
　前記第２可動演出装置３８は、前記第２ベース部材８７の上端部に設置されて斜動第２
可動体８８の位置を判定するフォトセンサ等からなる第２検知手段１３４を備え(図３４
または図３７参照)、第２検知手段１３４は、制御装置に電気的に接続されて検知信号が
制御装置に入力されるようになっている。第２検知手段１３４は、該第２検知手段１３４
における対向する検知部間を通過するように配置されたラック部材１０６の第２検知片１
３５の有無によって、斜動第２可動体８８(作動部材１０５)の位置を判定するよう構成さ
れる。第２検知片１３５は、ラック部材１０６の後突部１０６ｂに、第２ベース部材８７
の後側でネジ止めされ、斜動第２可動体８８の待機位置において第２検知片１３５が第２
検知手段１３４の検知部間に位置するよう設定され、第２検知手段１３４による第２検知
片１３５の検知によって待機位置にある斜動第２可動体８８を確認し得るよう構成される
。
【００７３】
(直動第２可動体について)
　前記直動第２可動体８９は、図２３,図２４,図２８に示す如く、最前面に位置する直動
用装飾カバー体１３６と、該直動用装飾カバー体１３６の裏側に配設された光透過性を有
していない合成樹脂素材から形成された直動用反射板１３７と、該直動用反射板１３７の
裏側に配設された直動用第２発光基板１３８とから基本的に構成される。直動用装飾カバ
ー体１３６には、パチンコ機のモチーフに合わせた文字等の直動用第２図柄８９ａが形成
される。実施例では、直動用装飾カバー体１３６を光透過性を有する合成樹脂素材で形成
したもとで、直動用第２図柄８９ａを除く部分の表面にメッキ塗装等を施すことで、直動
用第２図柄８９ａの部分のみが光透過性を有するよう構成してある。直動用第２発光基板
１３８の前面には、発光体としての複数のＬＥＤ１３８ａが、直動用第２図柄８９ａに対
応して配設されると共に、直動用反射板１３７には各ＬＥＤ１３８ａと対応して前後方向
に貫通する通孔１３７ａが穿設される。そして、直動用反射板１３７の裏面に直動用第２
発光基板１３８をネジ止めした状態で、各通孔１３７ａに対応するＬＥＤ１３８ａが臨ん
で、該ＬＥＤ１３８ａの発光により直動用第２図柄８９ａが明輝されるよう構成される。
また、実施例の直動用第２図柄８９ａは、前記斜動第２可動体８８に形成された斜動用第
２図柄８８ａおよび前記第１可動体４３に形成された第１図柄４３ａとによって意味のあ
る一連の図柄を形成すると共に、更に第３可動体１５４に形成された第３図柄１５４ａを
合わせて意味のある一連の図柄を形成するよう構成される。なお、直動用装飾カバー体１
３６と直動用反射板１３７との間には、直動用第２図柄８９ａと対応する位置に、ＬＥＤ
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１３８ａからの光を拡散する直動用光拡散シート１３９が介挿されている。
【００７４】
　ここで、実施例では前記第１可動体４３および２つの第２可動体８８,８９は、図６に
示す如く、前記図柄表示装置１３の表示部１３ａの前側である作動位置において、左側か
ら右側へ第１可動体４３、斜動第２可動体８８および直動第２可動体８９の順で直線状に
並び、この状態で第１図柄４３ａ、斜動用第２図柄８８ａおよび直動用第２図柄８９ａに
より一連の意味のある図柄が形成されるよう構成される。また、図５に示すように、待機
位置において第１可動体４３が表示部１３ａの上辺に沿って位置すると共に、待機位置に
おいて表示部１３ａの右辺に沿って上側から下側へ斜動第２可動体８８および直動第２可
動体８９の順で並んでいる状態で、第１図柄４３ａ、斜動用第２図柄８８ａおよび直動用
第２図柄８９ａにより、作動位置で直線状に並んだときと共通する一連の意味のある図柄
が形成されるようになっている。
【００７５】
　前記直動用反射板１３７には、図２３に示す如く、直動用第２発光基板１３８から右方
に延出する取付部１３７ｂが設けられ、該取付部１３７ｂが、前記第３連繋機構９３に連
繋されている。なお、取付部１３７ｂの左端部側には前後方向に貫通する貫通口１３７ｃ
が形成され、直動用第２発光基板１３８の前面に設けられたソケット１３８ｂが貫通口１
３７ｃに臨むよう構成される。そして、ソケット１３８ｂに接続された配線は、直動用装
飾カバー体１３６の右端部に、取付部１３７ｂとの間に設けた隙間を介して右方に引き出
される。なお、直動用装飾カバー体１３６の左端部(取付部１３７ｂが設けられる側とは
反対側の端部)に、後方に突出する規制突部１４０ａを備える規制体１４０が配設される(
図２８参照)。規制突部１４０ａは、第２カバー部材９４の前面に配設した装飾部品１４
１の前面に摺動当接可能に構成され、直動第２可動体８９が上下動する際に第３連繋機構
９３との連繋部から離間する左端部が後方に変位するのを抑制するベく機能する。
【００７６】
　前記装飾部品１４１は、図２３,図３０に示す如く、実施例では第２カバー部材９４の
前面の３箇所に配設され、最下部の装飾部品１４１に前記規制突部１４０ａが摺動当接可
能になっている。そして、該最下部の装飾部品１４１には、前記弧状ガイド孔９４ａ,９
４ａの夫々に対応して逃部１４１ａが形成されて、該弧状ガイド孔９４ａ,９４ａで案内
される前記ローラ部材１１３,１１４との干渉を防止している。
【００７７】
(第３駆動部について)
　前記第３駆動部９２は、図２３,図２４,図２６に示す如く、ソレノイド(第２駆動手段)
１４２と、このソレノイド１４２により作動される第３伝達部１４３とから構成される。
前記第２カバー部材９４の前面下端部にソレノイド用設置凹部９４ｆが形成され(図２５,
図３１参照)、該ソレノイド用設置凹部９４ｆにソノレイド１４２がプランジャ１４２ａ
を上向きとした姿勢で設置される。また第２カバー部材９４には、ソレノイド用設置凹部
９４ｆの上側に、第３伝達部設置部１４４が設けられ、該第３伝達部設置部１４４に第３
伝達部１４３が設置される(図３２,図３６参照)。第３伝達部１４３は、プランジャ１４
２ａに連結された第１作動体１４５と、第３伝達部設置部１４４に長手方向の中間が回転
可能に枢支されると共に長手方向の一端が第１作動体１４５に回転可能に枢支されたシー
ソー部材１４６と、該シーソー部材１４６の長手方向の他端が回転可能に枢支された第２
作動体１４７とを備える。第１作動体１４５および第２作動体１４７は、図３２および図
３６に示す如く、左右方向に離間して第３伝達部設置部１４４に上下動可能に配設され、
両作動体１４５,１４７の間の第３伝達部設置部１４４に設けた軸にシーソー部材１４６
の長手方向の中間が回転可能に軸支されている。そして、シーソー部材１４６における軸
支部を挟んで右方に延在する端部が第１作動体１４５に軸を介して回転可能に軸支される
と共に、軸支部を挟んで左方に延在する端部が第２作動体１４７に軸を介して回転可能に
軸支されている。すなわち、ソレノイド１４２の励磁・消磁によって、第１作動体１４５
が上下動するのに伴って、シーソー部材１４６を介して第２作動体１４７が逆向きに上下
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動するよう構成される。なお、ソレノイド１４２および第３伝達部１４３は、第２カバー
部材９４の前面にネジ止めされる第１カバー部品９７によって第３伝達部設置部１４４に
対して脱落不能に位置決めされる。
【００７８】
　前記第３伝達部設置部１４４における第２作動体１４７を上下動可能に支持する設置部
は、図２５に示す如く、左右に離間する一対の規制壁１４４ａ,１４４ａと、各規制壁１
４４ａの上端から他方の規制壁１４４ａに向けて延在する上壁１４４ｂとを備える。第２
作動体１４７は、正面視において凸状に形成されて、図３２,図３６および図３９に示す
如く、両規制壁１４４ａ,１４４ａで案内されつつ上下動すると共に、上動時に上側の突
出部分が上壁１４４ｂ,１４４ｂ間の隙間から上方に突出することで、第３連繋機構９３
の後述する第２部材１５０を押上げ得るよう構成される。
【００７９】
(第３連繋機構について)
　前記第３連繋機構９３は、図２３,図２４,図２６に示す如く、前記第２カバー部材９４
の前面に回転可能に配設した作動ピニオン(連繋体)１４８と、該作動ピニオン１４８の右
側に位置して前記第２連繋機構９１のラック部材１０６と接離可能な第１部材１４９およ
び作動ピニオン１４８の左側に位置して前記直動第２可動体８９に配設されると共に前記
第３伝達部１４３の第２作動体１４７と接離可能な第２部材１５０とを備える。第１部材
１４９は、作動ピニオン１４８側の側縁にラック歯１４９ａが形成されて、該ラック歯１
４９ａが作動ピニオン１４８に噛合し、また第２部材１５０は、作動ピニオン１４８側の
側縁にラック歯１５０ａが形成されて、該ラック歯１５０ａが作動ピニオン１４８に噛合
しており、作動ピニオン１４８の正転および逆転によって、第１部材１４９と第２部材１
５０とは相互に反対方向に上下動するよう構成される。なお、第２カバー部材９４の前面
には、第３連繋機構９３を覆うと共に、第３連繋機構９３の位置決めおよび案内機能を有
する第２カバー部品９８がネジ止めされている。
【００８０】
　前記作動ピニオン１４８は、第２カバー部材９４と第２カバー部品９８との間に配設し
た軸に回転可能に軸支される。第２カバー部材９４における作動ピニオン１４８の配設位
置より右側には、前後方向に貫通して上下方向に延在する案内用スリット９４ｇが形成さ
れると共に(図２５参照)、第２カバー部品９８における案内用スリット９４ｇの前側に対
向する位置には、前側に凹む案内溝９８ａ(図２６参照)が、案内用スリット９４ｇと略同
じ長さで上下方向に平行に延在して形成されている。前記第１部材１４９の裏面には、後
方に突出するガイド板１４９ｂが上下方向の全長に亘って形成されると共に、該第１部材
１４９の前面には、上下方向に離間して一対のガイド突起１４９ｃ,１４９ｃが前方に向
けて突設される。そして、第１部材１４９は、ガイド板１４９ｂを案内用スリット９４ｇ
に摺動可能に挿通すると共に、ガイド突起１４９ｃ,１４９ｃを案内溝９８ａに摺動可能
に挿入することで、該第１部材１４９は案内用スリット９４ｇおよび案内溝９８ａに沿っ
て上下方向に直線的に移動し得るよう支持される(図３１参照)。また、ガイド板１４９ｂ
は、案内用スリット９４ｇから第２装置本体部９６内に突出し、該突出部分の上端が、前
記第２連繋機構９１におけるラック部材１０６の下側に対向するよう位置し、ラック部材
１０６の下端がガイド板１４９ｂの上端に当接可能に構成される(図３５,図３８参照)。
【００８１】
　前記第２カバー部品９８における作動ピニオン１４８の配設位置より左側には、図２６
に示す如く、前後方向に貫通して上下方向に延在する案内孔９８ｂが、前記案内溝９８ａ
と平行に形成される。これに対して前記第２部材１５０の前面には、上下方向に離間して
一対の取着用突起１５０ｂ,１５０ｂが前方に向けて突設されており、該取着用突起１５
０ｂ,１５０ｂを案内孔９８ｂに摺動可能に挿入することで、該第２部材１５０は案内孔
９８ｂに沿って上下方向に直線的に移動し得るよう支持される。また、各取着用突起１５
０ｂには前側に開口するネジ孔が形成されており、該取着用突起１５０ｂにおける第２カ
バー部品９８の前側に突出する前端に、前記直動第２可動体８９の取付部１３７ｂをネジ
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止めすることで、直動第２可動体８９が第２部材１５０と一体で移動するよう構成される
。
【００８２】
　なお、前記第２部材１５０の前面には、両取着用突起１５０ｂ,１５０ｂの間に、該取
着用突起１５０ｂ,１５０ｂより突出寸法が小さく、かつ案内孔９８ｂを介して第２カバ
ー部品９８の前面に突出する規制リブ１５０ｃが形成されている。また案内孔９８ｂから
前側に突出する取着用突起１５０ｂ,１５０ｂには、上下端部に通孔を形成した板体１５
１が、通孔に取着用突起１５０ｂ,１５０ｂを挿通すると共に規制リブ１５０ｃの前端に
後面を当接した状態で取付けられ、該板体１５１を挟んで前記直動第２可動体８９の取付
部１３７ｂが取着用突起１５０ｂ,１５０ｂにネジ止めされている。すなわち、板体１５
１を規制リブ１５０ｃの前端に当接することで、板体１５１と第２カバー部品９８との間
には隙間が生じ、第２部材１５０と直動第２可動体８９の取付部１３７ｂとで第２カバー
部品９８を挟持してしまうのを防いで、直動第２可動体８９(第２部材１５０)のスムーズ
な移動が確保されるようになっている。
【００８３】
　前記第２カバー部材９４の前面には、図２５に示す如く、前記案内用スリット９４ｇの
下端に対応してストッパ９４ｈが設けられ、該ストッパ９４ｈに、前記第１部材１４９の
下端が当接することで該第１部材１４９の下降を規制するよう構成される。また前記第２
カバー部材９４の後面には、前記ソレノイド用設置凹部９４ｆを凹設することで後方に突
出する段部が形成され、該段部に下端が係止された復帰手段としての圧縮コイルバネ１５
２の上端部(第１部材１４９におけるガイド板１４９ｂの端部と対向する端部)に、押し部
品１５３が取付けられている。そして、押し部品１５３は、圧縮コイルバネ１５２の弾力
によって常に第１部材１４９におけるガイド板１４９ｂの下端に当接する方向へ付勢され
ている。すなわち、第１部材１４９は、常に圧縮コイルバネ１５２の弾力によって上方位
置に向けて付勢されると共に、作動ピニオン１４８に噛合している第２部材１５０は下方
位置に向けて付勢される。従って、第１部材１４９および第２部材１５０に圧縮コイルバ
ネ１５２以外の外力が加わっていない状態で、第２部材１５０は、下端が前記第２作動体
１４７の設置部を構成する上壁１４４ｂ,１４４ｂに当接する原位置に位置(図３２参照)
し、このとき該第２部材１５０に配設されている直動第２可動体８９が前記待機位置に保
持されるよう構成される。
【００８４】
　前記第２連繋機構９１が第１位置(斜動第２可動体８８が待機位置)に位置し、第３連繋
機構９３が原位置に位置する状態で、図３３に示す如く、第２連繋機構９１のラック部材
１０６と第３連繋機構９３の第１部材１４９とは上下方向に離間している。そして、第２
連繋機構９１が第１位置から第２位置に移動する途中の接触位置で、図３４に示す如く、
ラック部材１０６が第１部材１４９に接触し、この接触状態で第２連繋機構９１が第２位
置に向けて移動することで、第１部材１４９がラック部材１０６で押されて下方に移動し
、これによって前記作動ピニオン１４８を介して第２部材１５０が上方へ移動するよう構
成される(図３７参照)。第２連繋機構９１が第２位置に到来することで、図３７に示す如
く、第２部材１５０が最上方の可動位置に至り、このときに直動第２可動体８９が作動位
置に到来するようになっている。また、第２連繋機構９１が第２位置から接触位置まで移
動する間は、前記圧縮コイルバネ１５２の弾力によって第１部材１４９はラック部材１０
６に当接するように付勢され、よってラック部材１０６と第１部材１４９とが一体で上方
に移動することで、作動ピニオン１４８を介して第２部材１５０が下方に移動するように
なっている。すなわち、ラック部材１０６が接触位置と第２位置との間を移動する間は、
該ラック部材１０６と第１部材１４９との接触状態が維持され、第２連繋機構９１の移動
に伴って第３連繋機構９３が原位置と可動位置との間を一体的に移動する。
【００８５】
　前記第２連繋機構９１により待機位置と作動位置との間を往復動する斜動第２可動体８
８の軌道は、前記第３連繋機構９３により待機位置と作動位置との間を往復動する直動第
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２可動体８９の軌道と一部が重なるように設定されている。すなわち、実施例では待機位
置において斜動第２可動体８８の下方に離間して位置する直動第２可動体８９は、待機位
置および作動位置の間の干渉位置と作動位置との間を移動する領域において、待機位置お
よび作動位置の間の干渉位置と待機位置との間を移動する斜動第２可動体８８と接触干渉
する関係に設定されている。但し、実施例では第２連繋機構９１のラック部材１０６が、
第３連繋機構９３の第１部材１４９と接触する接触位置まで移動する間に、該第２連繋機
構９１によって斜動第２可動体８８が干渉位置より作動位置側に移動し、ラック部材１０
６が第１部材１４９と接触した状態で第２連繋機構９１と連動する第３連繋機構９３によ
り移動する直動第２可動体８９が斜動第２可動体８８と接触しないよう構成される。すな
わち、斜動第２可動体８８は、第２連繋機構９１が接触位置と第２位置との間で移動する
際には、直動第２可動体８９の軌道から外れた位置を移動するようになっている。
【００８６】
　ここで、前記第３駆動部９２(ソレノイド１４２)による第３連繋機構９３の移動範囲は
、第３駆動部９２の第２作動体１４７が第３連繋機構９３の第２部材１５０と接触した状
態で上下動した際に、前記作動ピニオン１４８を介して第２部材１５０とは逆方向に上下
動する第１部材１４９が、待機位置の第２連繋機構９１のラック部材１０６と接触しない
ように設定される。また、第３駆動部９２を作動したときの直動第２可動体８９の移動範
囲は、前記干渉位置より待機位置側に設定され、ソレノイド１４２の駆動時に直動第２可
動体８９と斜動第２可動体８８とが接触しないよう構成される(図３９参照)。
【００８７】
(第３可動演出装置について)
　前記裏部材３２の下対向面部３５ｂには、図５に示す如く、第３可動体１５４を備えた
第３可動演出装置３９が配設されている。第３可動演出装置３９は、第３可動体１５４を
、前記表示部１３ａの下辺(第１の辺と平行な辺)の外側の待機位置(図５)と、表示部１３
ａの前側に臨んで作動位置に至って左右方向に直線状に並んだ前記第１可動体４３および
第２可動体８８,８９の下側に並ぶ作動位置(図６)との間を、表示部１３ａの前面と平行
な姿勢を保持して上下方向に往復動するよう構成される。また第３可動体１５４には、第
１可動体４３や第２可動体８８,８９と同様に、パチンコ機のモチーフに合わせた文字や
図形等の第３図柄１５４ａが形成されており、該第３図柄１５４ａは、第３可動演出装置
３９に内蔵の第３発光基板(図示せず)のＬＥＤを発光することで明輝し得るよう構成され
る。更に、第３図柄１５４ａは、表示部１３ａの前側で直線状に並んだ第１可動体４３の
第１図柄４３ａおよび第２可動体８８,８９の第２図柄８８ａ,８９ａの図柄列の下側に並
んで、一連の図柄を形成し得るよう構成されている。
【００８８】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機の作用につき説明する。
【００８９】
　前記遊技領域１８ａに打ち出されたパチンコ球は、前記装飾部材２８の外周囲を流下し
、該パチンコ球が前記球導入部３０に通入すると、該パチンコ球は前記ステージ２９に通
出され、該ステージ２９を左右に転動した後に遊技領域１８ａに排出され、このパチンコ
球は第１始動入賞装置２３や普通入賞装置２７等に入賞可能となる。そして、第１始動入
賞装置２３にパチンコ球が入賞すると、前記図柄表示装置１３の図柄が変動開始され、所
要の図柄組合わせゲームが展開される。図柄表示装置１３で展開される図柄変動ゲームの
結果、図柄表示装置１３に所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されたときに大当りが発
生する。そして、大当りが発生すると、図柄表示装置１３に表示された図柄組み合わせに
応じて、前記遊技盤１８の下方に設けられた特別入賞装置２５の入賞口が開放され、多数
の賞球の獲得が可能となる。
【００９０】
　また、前記遊技領域１８ａを流下するパチンコ球が前記ゲート２６を通過すると、前記
制御装置は、ゲートセンサから入球検知信号が入力されたことを条件として、前記第２始
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動入賞装置２４の開閉部材を開放するか否かの抽選を行なう。そして、抽選の結果、当り
となった場合は、第２始動入賞装置２４の開閉部材が作動されて始動入賞口が開放され、
該始動入賞口への入賞確率が高まる。また、第２始動入賞装置２４の始動入賞口にパチン
コ球が入賞した際には、第１始動入賞装置２３にパチンコ球が入賞した場合と同様に、前
記図柄表示装置１３の図柄が変動開始され、所要の図柄組合わせゲームが展開された後、
大当り、外れ等の何れかの結果が表示部１３ａに表示される。
【００９１】
　前記図柄表示装置１３で展開される図柄変動ゲームの演出に応じて、前記可動演出装置
３７,３８,３９が作動制御されて、各可動体４３,８８,８９,１５４が作動されて動的な
演出により遊技の興趣が高められる。また、各可動体４３,８８,８９,１５４に配設され
ている発光基板７３,１０１,１３８のＬＥＤ７３ａ,１０１ａ,１３８ａが、図柄変動ゲー
ムの演出に応じて発光制御されて、各可動体４３,８８,８９,１５４に形成されている図
柄４３ａ,８８ａ,８９ａ,１５４ａが明輝する演出により遊技の興趣が向上される。
【００９２】
(第１可動演出装置の単独の作用について)
　前記第１可動演出装置３７は、第１モータ６４の停止時(非通電時)に、該第１モータ６
４自体の機械的な保持トルクによって、前記可動部材４１および第１可動体４３の重量を
第１伝達部４６を介して支持して、可動部材４１を待機位置で停止している(図５,図１２
,図２０,図１９参照)。また可動部材４１の待機位置において、前記磁石４９と金属片５
４との磁力吸着によっても可動部材４１は補助的に待機位置に保持される。従って、第１
可動演出装置３７は、遊技盤１８の振動やその他の予定しない力が可動部材４１や第１可
動体４３に加わった際であっても、可動部材４１および第１可動体４３が待機位置から下
降することを好適に防止できる。
【００９３】
　前記第１可動演出装置３７は、通常状態において第１可動体４３が待機位置にあり、前
記図柄表示装置１３の表示部１３ａで行なわれる図柄変動ゲームに連動して、または独立
して、第１可動体４３が待機位置と作動位置との間で往復動される。具体的には、第１可
動演出装置３７は、第１モータ６４が駆動されて第１伝達部４６を介して可動部材４１が
下方へ変位される。これにより、可動部材４１は、前記転がり軸受５１に支持されたもと
で下降し、該可動部材４１の下降に伴って第１連繋機構４４によって第１可動体４３が腕
部５３に沿って左方に移動する(図２１,図２２参照)。すなわち、図５に示すように表示
部１３ａの上辺中央の待機位置に位置していた第１可動体４３は、可動部材４１の下降に
伴って左方へ移動することで、表示部１３ａの前方を左斜め下方に向けて平行移動して該
表示部１３ａの上下方向の中央において左辺側に偏倚した図６に示す作動位置に到来する
。第１モータ６４は、可動部材４１および第１可動体４３が作動位置に到来すると停止し
、該可動部材４１および第１可動体４３は作動位置に保持される。
【００９４】
　また、前記第１モータ６４が逆転駆動されると、第１伝達部４６を介して可動部材４１
が上方へ変位される。これにより、可動部材４１は、前記転がり軸受５１に支持されたも
とで上昇し、該可動部材４１の上昇に伴って第１連繋機構４４によって第１可動体４３が
腕部５３に沿って右方に移動する。すなわち、表示部１３ａの上下方向の中央において左
辺側に偏倚した作動位置に位置していた第１可動体４３は、可動部材４１の上昇に伴って
右方へ移動することで、表示部１３ａの前方を右斜め上方に向けて平行移動して該表示部
１３ａの上辺中央の待機位置に戻る。そして、前記第１検知手段６９が第１検知片７０を
検知してから所定のタイミングで第１モータ６４を停止することで、第１可動体４３が表
示部１３ａの上側に退避した待機位置で停止保持される。前記第１装置本体部４７に対し
て上下方向に移動する可動部材４１は、前記可動基部５２における右方に延在する腕部５
３が該第１装置本体部４７の可動挿通口４７ａで前後が案内されると共に(図１７参照)、
可動基部５２の左側に配設されたガイド部材５２ａが該第１装置本体部４７の案内口４７
ｂで前後が案内される。すなわち、可動部材４１は、可動基部５２の左右両側で前後が夫
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々案内されることで、該可動部材４１の前後方向のぶれは好適に抑制される。
【００９５】
　ここで、前記可動部材４１が待機位置に到来したときには、図１４および図１８に示す
如く、前記規制部材４８が腕部５３の前側に臨んで、該腕部５３の前方への移動が規制さ
れる。すなわち、腕部５３の前側には第１可動体４３が配設されるため、該腕部５３には
第１可動体４３の重量によって前方に傾く力が加わるが、前記規制部材４８によって前方
への移動は確実に防止される。従って、腕部５３に配設される第１可動体４３の前側への
変位も防止され、該第１可動体４３が装飾部材２８等の前側に位置する部材と干渉するの
を防止し得る。また、規制部材４８は、上側から下側に向かうにつれて第１ベース部材４
０の延出部４０ａとの間隔が広くなる傾斜部４８ｂを下端部に備えているから、作動位置
から待機位置に移動する可動部材４１の腕部５３を、第１ベース部材４０の延出部４０ａ
と当該規制部材４８の平行部４８ａとの間に確実に導びくことができる。
【００９６】
　前記第１可動演出装置３７では、図１６,図１８,図１９,図２１および図２２等に示す
如く、第１装置本体部４７に対し、可動部材４１を移動自在に支持する転がり軸受５１を
挟んで腕部５３の延出側とは反対側に第１伝達部４６および第１モータ６４からなる第１
駆動部４２を配置してある。従って、第１駆動部４２が腕部５３の動作の邪魔とならず、
可動部材４１を安定して移動することができる。また、可動部材４１と第１可動体４３と
を連繋する第１連繋機構４４は、可動部材４１における腕部５３の延出側に概ね配置され
るため(図１９,図２２参照)、該第１連繋機構４４の設計の自由度が第１駆動部４２のた
めに低くなるのを抑えることができる。
【００９７】
　前記第１可動演出装置３７は、固定側の第１カバー部材４５に対して可動部材４１の可
動基部５２が、滑り軸受構造と比べて摺動負荷が低い転がり軸受５１を介して支持されて
いるので、可動部材４１を円滑に動作させることができると共に、第１駆動部４２(第１
モータ６４)に対する負荷を軽減できる。第１可動演出装置３７では、可動基部５２から
横方向に延びる腕部５３に第１発光基板７３を備えて比較的重量のある第１可動体４３が
設けられるので、可動基部５２に対して斜め下方向に第１可動体４３および腕部５３の重
量がかかる。しかしながら、転がり軸受５１は、図１７に示す如く、内受部５９および中
受部６１が、転動体６０によって左右から挟まれて支持されており、変位方向と交差する
方向へ荷重がかかっても傾き難いので、第１可動体４３の重量が斜めにかかっても転がり
軸受５１によって可動部材４１の上下動を円滑に行ない得る。また転がり軸受５１は、可
動基部５２に配設される内受部５９の左右両側において、上下方向に離間する複数の転動
体６０により移動自在に支持されているから、可動部材４１を安定して支持してより円滑
に動作させることができる。
【００９８】
　前記転がり軸受５１を構成する外受部５８は、上端部を第１カバー部材４５に設けた上
係合部４５ｂに係合したもとで、該外受部５８の下端部が、第１カバー部材４５に対して
着脱可能に固定される固定部材６２により保持されている(図１９参照)。すなわち、転が
り軸受５１の中受部６１および内受部５９を移動自在に支持する外受部５８は、上端部と
下端部とで第１カバー部材４５に対して保持されて、中受部６１および内受部５９が移動
する中間領域においては、当該外受部５８を第１カバー部材４５に固定するネジ等の手段
が存在しない。従って、外受部５８にネジ等の固定手段に対する固定部分を設けたり、中
受部６１や内受部５９に固定手段と干渉しない構成を採用する必要がなく、各部品の構成
を簡略化して製造コストを低廉にすることができる。また外受部５８は、固定部材６２を
取外すだけで第１カバー部材４５から簡単に取外すことができ、メンテナンス性が向上す
る。
【００９９】
　前記腕部５３に対して第１可動体４３を移動自在に配設する前記可動連結部材７８は、
図１９および図２２に示す如く、腕部５３に対して複数の案内ローラ５７,５７で支持さ
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れており、第１可動体４３の移動時における抵抗は小さく、第１可動体４３のスムーズな
動作を達成し得る。また、可動連結部材７８と共に第１連繋機構４４を構成する第１作動
杆７９は、可動連結部材７８および第１ベース部材４０のカム溝８４に対してローラ体８
１,８３を介して回転および移動可能に連繋されており、第１連繋機構４４の作動時にお
ける各連繋部で発生する抵抗を小さく抑えている。すなわち、前記第１モータ６４により
往復動される可動部材４１の動作に連動して第１可動体４３を動作させる第１連繋機構４
４の各支持部分や連繋部での抵抗が小さくなるよう構成しているから、第１モータ６４に
加わる負荷をより小さくすることができ、駆動力の小さなモータを用いることを可能とし
て小型化を図り、コストの上昇を抑制し得る。
【０１００】
　前記第１可動体４３における第１発光基板７３のソケット７３ｂに接続された配線は、
前記腕部５３に配設された配線カバー８６と第１発光基板７３との間に画成される空間内
でＵ字状に折曲された後に、該腕部５３に画成された配線収容部５５ｂに収容された状態
で第１装置本体部４７内に引き込まれ、前記第１ベース部材４０の配線通口４０ｃを介し
て裏側に引き出されている。すなわち、第１可動体４３の裏側に臨む配線が、第１可動体
４３の移動に際して後方や上方に突出するように曲がるのは防止され、配線が他の部材に
引掛かることで第１可動体４３および可動部材４１の移動を阻害するのは防止される。ま
た、配線収容部５５ｂの後方開口を閉じる配線蓋体８５は、図１２に示す如く、第１装置
本体部４７の外側と内側とに亘って延在し、該配線蓋体８５が腕部５３の後方への変位を
規制するべく機能している。しかも、配線蓋体８５の後方に突出する突条部８５ａは円弧
状に形成されて(図１４参照)、第１装置本体部４７における第１ベース部材４０との接触
面積を小さく抑えるようになっているので、可動部材４１の往復動時における第１ベース
部材４０との接触抵抗は小さく、可動部材４１のスムーズな動作および第１モータ６４に
加わる負荷を低減するのに寄与している。
【０１０１】
　前記第１可動演出装置３７は、前記裏部材３２に対して第１装置本体部４７を単位とす
るユニット単位で着脱することができ、故障や部品交換等のメンテナンスは容易である。
また、前記腕部５３に対して第１可動体４３を着脱位置に位置することで、図１２および
図１６に示す如く、該第１可動体４３と可動連結部材７８とを固定する右端のネジ８０は
、腕部５３の収容空間Ｓ外で後側に露出すると共に、左端および中間の２つのネジ８０の
夫々は、前記後支持部５６に形成した対応する孔５６ａと前後で整列する。すなわち、収
容空間Ｓに臨む２つのネジ８０は、後支持部５６の孔５６ａを介して挿入した工具で弛み
外したり締付けることができるから、腕部５３を分解することなく第１可動体４３の着脱
を行なうことが可能で、メンテナンスが容易となる。
【０１０２】
　更に、前記配線蓋体８５を腕部５３に固定する２つのネジは、第１装置本体部４７に対
して可動部材４１を待機位置に位置させた状態で、一方は第１装置本体部４７の外側で後
側に露出して位置すると共に、他方は前記配線通口４０ｃに臨んで後側に露出しているか
ら(図１２参照)、該配線蓋体８５については、第１装置本体部４７を分解することなく取
外したり取付けたりすることができる。また、前記配線カバー８６を腕部５３に固定する
ネジは後側に露出しているから、該配線カバー８６についても腕部５３を分解することな
く着脱し得る。すなわち、前記第１発光基板７３に接続する配線を後側から覆っている配
線カバー８６および配線蓋体８５は、何れも他の部品を取外すことなく第１装置本体部４
７の後側からの操作で取外したり取付けることができるので、該配線の交換等のメンテナ
ンスを容易に行ない得る。
【０１０３】
(第２可動演出装置のみの作用について)
　前記第２可動演出装置３８は、第２モータ１２０を停止(非通電時)した待機位置では、
図５に示す如く、前記斜動第２可動体８８および直動第２可動体８９が、前記図柄表示装
置１３の表示部１３ａの右辺側において、前記直線Ｌを挟んで上下の関係で並んでいる。
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第２可動演出装置３８は、第２モータ１２０が駆動されて第２伝達部９５を介して第２連
繋機構９１の作動部材１０５が下方へ変位されると、該作動部材１０５の第１カム孔１０
５ｃおよび第２カバー部材９４の第２カム孔９４ｃにローラ部材１１９を介して一端が連
繋されると共に他端が斜動第２可動体８８に連繋されている第２作動杆１０７が押下げら
れ、図３４に示す如く、前記平行リンク機構１０８で支持されている斜動第２可動体８８
が待機位置から左斜め下方に向けて平行移動する。また、前記第２連繋機構９１のラック
部材１０６が接触位置まで下降すると、該ラック部材１０６が、前記第３連繋機構９３に
おいて原位置に位置する第１部材１４９の上端に接触し、該ラック部材１０６の下降に伴
って第１部材１４９が前記圧縮コイルバネ１５２の弾力に抗して押下げられる。
【０１０４】
　前記第１部材１４９の下降に伴って該第１部材１４９が噛合する前記作動ピニオン１４
８が回転し、該作動ピニオン１４８に第１部材１４９とは反対側で噛合する第２部材１５
０は、下端が前記第３伝達部設置部１４４の上壁１４４ｂ,１４４ｂに当接した原位置か
ら上昇する。これにより、該第２部材１５０に配設される前記直動第２可動体８９が待機
位置から作動位置に向けて上昇する。前記ラック部材１０６が第１部材１４９に当接した
状態で第２連繋機構９１が第２位置に向けて移動することで、斜動第２可動体８８が左斜
め下方に移動しつつ直動第２可動体８９が垂直上方に移動する。このとき、直動第２可動
体８９が干渉位置に至る前に、斜動第２可動体８８が干渉位置より作動位置側に移動する
ので、両可動体８８,８９が接触して動作が阻害されることはない。
【０１０５】
　そして、前記第２連繋機構９１が第２位置に到来することで、図６に示す如く、前記斜
動第２可動体８８が、前記図柄表示装置１３の表示部１３ａの前側であって、略中央の作
動位置に到来する。また、前記ラック部材１０６と第１部材１４９とが接触した状態で第
３連繋機構９３が可動位置に至り、これによって直動第２可動体８９が、斜動第２可動体
８８の右側に並ぶ作動位置に到来する(図３６～図３８参照)。前記第２モータ１２０は、
前記斜動第２可動体８８が作動位置(第２連繋機構９１が第２位置)に到来すると停止し、
該斜動第２可動体８８および直動第２可動体８９は作動位置に保持される。
【０１０６】
　前記第２モータ１２０が逆転駆動されると、作動部材１０５は第１位置に向けて上昇す
ると共に、第２連繋機構９１を介して作動位置の斜動第２可動体８８は右斜め上方に向け
て平行移動する。また、第２連繋機構９１のラック部材１０６が第１位置に向けて上昇す
るのに伴い、前記圧縮コイルバネ１５２で付勢されている第３連繋機構９３の第１部材１
４９はラック部材１０６に接触した状態で、該ラック部材１０６の上昇に伴って上昇する
。これにより、第１部材１４９に作動ピニオン１４８を介して噛合する第２部材１５０が
可動位置から原位置に向けて下降することで、作動位置の直動第２可動体８９は下方に向
けて平行移動する。このとき、斜動第２可動体８８が干渉位置に至る前に、直動第２可動
体８９が干渉位置より待機位置側に移動するので、両可動体８８,８９が接触して動作が
阻害されることはない。
【０１０７】
　そして、前記第２部材１５０の下端が第３伝達部設置部１４４の上壁１４４ｂ,１４４
ｂに当接して下降が規制されて第２部材１５０および第１部材１４９が原位置に保持され
ることで、引続き上昇する前記ラック部材１０６が第１部材１４９から離間し、直動第２
可動体８９は待機位置に保持される(図３２参照)。また、前記第２検知手段１３４が第２
検知片１３５を検知してから所定のタイミングで第２モータ１２０を停止することで、斜
動第２可動体８８が表示部１３ａの右辺側に退避した待機位置に保持される。前記第２装
置本体部９６に対して上下方向に移動するラック部材１０６は、図３１に示す如く、前記
前突部１０６ａおよび後突部１０６ｂが対応する前長孔９４ｅおよび後長孔８７ａに夫々
案内されることで、左右方向にぶれることなく上下動する。また、第２装置本体部９６の
前側および後側で前突部１０６ａおよび後突部１０６ｂに配設される作動部材１０５およ
び第２検知片１３５によってラック部材１０６の前後方向のぶれも抑制される。
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【０１０８】
　ここで、前記第２連繋機構９１が第２位置から第１位置に移動する際には、前記平行リ
ンク機構１０８を構成する第１リンク杆１０９と第２装置本体部９６との間に張設したね
じりコイルバネ１１６により、該第１リンク杆１０９が第２位置に向けて回転するよう付
勢される。従って、前記斜動第２可動体８８の動きに追従して平行リンク機構１０８がス
ムーズに移動し、該斜動第２可動体８８は姿勢を保持したまた待機位置まで確実に移動す
る。また、第１リンク杆１０９に設けた案内突部１０９ａによって、該第１リンク杆１０
９は前記第２カバー部材９４の上部延出部９４ｄの裏側に案内され、第１リンク杆１０９
が上部延出部９４ｄに引掛かって第２位置への移動が妨げられるのは防止される。
【０１０９】
　すなわち、前記第２可動演出装置３８では、１つの第２モータ１２０により、２つの第
２可動体８８,８９を動作させることができる。また、斜動第２可動体８８に連繋される
第２連繋機構９１と機械的に接触する第３連繋機構９３により直動第２可動体８９を移動
するよう構成してあるから、斜動第２可動体８８の軌道の一部を、直動第２可動体８９の
軌道の一部と重なるように構成して２つの第２可動体８８,８９を限られたスペースに配
設した場合であっても、両第２可動体８８,８９が移動途中で干渉することはなく、両第
２可動体８８,８９で意図した動作演出を行ない得る。しかも、２つの第２可動体８８,８
９を独立したモータで夫々動作するものではないから、モータを２つ設けた場合に比ベて
部品点数を低減し得ると共に設置スペースを小さくでき、かつ制御装置にかかる負担を軽
減し得る。
【０１１０】
　また、前記第２可動演出装置３８においては、図３０に示す如く、両第２可動体８８,
８９の待機位置では両第２可動体８８,８９が上下方向に直線的に並んでおり、この状態
から両第２可動体８８,８９が図６に示す左右方向に並ぶ作動位置に変化するので、動作
に面白みがあり、興趣のある演出を行ない得る。
【０１１１】
　前記第２可動演出装置３８では、２つの第２可動体８８,８９を待機位置と作動位置の
間で大きく往復動する動作とは別に、斜動第２可動体８８のみを待機位置と接触位置との
間の一部範囲で往復動する動作を行なうことができる。すなわち、前記第２検知手段１３
４が第２検知片１３５を検知している状態から斜動第２可動体８８を下降する際の第２モ
ータ１２０の駆動ステップ数が、前記第２連繋機構９１のラック部材１０６が、第３連繋
機構９３の第１部材１４９に接触しない値までの間で第２モータ１２０を正逆駆動するこ
とで、斜動第２可動体８８が待機位置と接触位置に至る前の範囲で、該斜動第２可動体８
８のみが往復動する。
【０１１２】
　また前記第２可動演出装置３８では、２つの第２可動体８８,８９を待機位置と作動位
置の間で大きく往復動する動作および斜動第２可動体８８のみを往復動する動作とは更に
別に、直動第２可動体８９のみを待機位置と作動位置との間の一部範囲で上下方向に往復
動する動作を行なうことができる。すなわち、斜動第２可動体８８を待機位置に保持した
状態で第２モータ１２０を駆動停止したもとで、前記ソレノイド１４２の励磁・消磁(通
電・非通電)を反復することで、第３伝達部１４３により直動第２可動体８９のみが上下
動する。すなわち、ソレノイド１４２を励磁してプランジャ１４２ａを本体内に引き込む
ことで、図３９に示す如く、前記第１作動体１４５およびシーソー部材１４６を介して第
２作動体１４７が上昇し、前記上壁１４４ｂ,１４４ｂに下端を当接している原位置の第
３連繋機構９３の第２部材１５０を押上げ、直動第２可動体８９を上昇する。そして、ソ
レノイド１４２を消磁することで、前記圧縮コイルバネ１５２の弾力および直動第２可動
体８９自身の重量によって該直動第２可動体８９が下降して、第２部材１５０が上壁１４
４ｂ,１４４ｂに当接することで直動第２可動体８９は待機位置に保持される。このよう
に、ソレノイド１４２の励磁・消磁を反復するだけで、直動第２可動体８９は上下動する
。
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【０１１３】
　すなわち、前記第２可動演出装置３８では、第２連繋機構９１を移動させる範囲により
、第２モータ１２０の駆動により斜動第２可動体８８のみを動作する演出と、斜動第２可
動体８８および直動第２可動体８９の２つの可動体８８,８９を連動して動作する演出と
を行なうことができ、興趣のある演出を少ない部品で実施し得る。また、第２連繋機構９
１と第３連繋機構９３とを機械的に接離可能な構成としたので、連繋機構の機械的な構成
によって１つの可動体のみを動作させる状態と２つの可動体を同期して動作させる状態と
に変化する構成に比べ、機構の簡略化を図ることができ、コストを低廉に抑え得る。
【０１１４】
　更にまた、前記第２可動演出装置３８では、直動第２可動体８９をソレノイド１４２に
より動作し得るから、直動第２可動体８９を単独で動作して演出を行なうことができ、多
様な動作パターンでの演出を行なうことで、興趣をより向上し得る。また、ソレノイド１
４２により直動第２可動体８９が動作する範囲は、該直動第２可動体８９が斜動第２可動
体８８と干渉することのない干渉位置より待機位置側で、かつ第３連繋機構９３の第１部
材１４９が、第１位置の第２連繋機構９１におけるラック部材１０６に接触しない範囲で
第３連繋機構９３を移動するよう構成してあるから(図３９参照)、直動第２可動体８９を
単独で動作させる際に、直動第２可動体８９が斜動第２可動体８８と干渉してしまったり
、第３連繋機構９３が第２連繋機構９１と接触して斜動第２可動体８８が意図しない動作
を行なってしまうのを防止し得る。なお、ソレノイド１４２の制御は、モータを制御する
のに比べて制御負担は軽く、第２モータ１２０とソレノイド１４２の両方を駆動する場合
の制御装置にかかる負担は、２つのモータを用いる場合に比べて小さく抑えることができ
る。
【０１１５】
　前記第２可動演出装置３８では、第２連繋機構９１の第１位置および第３連繋機構９３
の原位置で、両機構９１,９３のラック部材１０６と第１部材１４９とが離間し(図３３参
照)、第２連繋機構９１の接触位置から第２位置までの間でラック部材１０６が第１部材
１４９に接触するよう構成されている(図３４,図３５,図３７,図３８参照)。また、第３
連繋機構９３の原位置で、第３伝達部１４３の第２作動体１４７と第２部材１５０とが接
触可能な状態となっている。そして、図３４に示すようにラック部材１０６が第１部材１
４９と接触して第３連繋機構９３が原位置から可動位置に移動する際には、該第３連繋機
構９３の第２部材１５０が、第３伝達部１４３の第２作動体１４７から離間する方向に移
動するよう構成されている。すなわち、第２モータ１２０の駆動によって直動第２可動体
８９を待機位置から作動位置に移動する際には、第３伝達部１４３から第２部材１５０を
機械的に切離すから、このときに第３伝達部１４３やソレノイド１４２に負荷が加わるこ
とはない。
【０１１６】
　また、前記第１部材１４９とラック部材１０６とが接触した状態で、図３４に示すよう
に第２部材１５０が第３伝達部１４３の第２作動体１４７と接触可能な位置に臨んでいる
際に、前記ソレノイド１４２が励磁されて第２作動体１４７が第２部材１５０に接触して
これを押上げた際には、第１部材１４９がラック部材１０６から離間する方向に移動する
から、この場合であっても第２連繋機構９１を介して第２モータ１２０に負荷が加わるこ
とはない。すなわち、第２連繋機構９１と第３連繋機構９３、および第３連繋機構９３と
第３伝達部１４３との何れもが機械的に切離し可能な構成で、かつ第２連繋機構９１と第
３連繋機構９３とが連繋されて第２モータ１２０の駆動力が第３連繋機構９３に加わって
いるときには、該第３連繋機構９３が第３伝達部１４３から離間する方向に移動し、また
第３伝達部１４３と第３連繋機構９３とが連繋されてソレノイド１４２の駆動力が第３伝
達部１４３に加わっているときには、第３連繋機構９３が第２連繋機構９１から離間する
方向に移動するよう構成されているから、第２モータ１２０およびソレノイド１４２が意
図していないときに駆動された場合であっても、該第２モータ１２０、ソレノイド１４２
、第２連繋機構９１、第３連繋機構９３および第３伝達部１４３等に無用な負荷が加わら
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ず、これら部材の故障等の発生を防止し得る。
【０１１７】
(第１、第２および第３可動演出装置の相互の作用について)
　前記第１可動体４３は、待機位置と作動位置とで同じ姿勢を保持しており、該第１可動
体４３に形成されている第１図柄４３ａは、待機位置と作動位置とで同じ図柄として認識
できる。また、前記斜動第２可動体８８および直動第２可動体８９も、待機位置と作動位
置とで同じ姿勢を保持しており、該両第２可動体８８,８９に形成されている第２図柄８
８ａ,８９ａは、待機位置と作動位置とで同じ図柄として認識できる。なお、前記第３可
動体１５４も、待機位置と作動位置とで同じ姿勢を保持しており、該第３可動体１５４に
形成されている第３図柄１５４ａは、待機位置と作動位置とで同じ図柄として認識できる
。但し、第３可動体１５４は、待機位置では前記装飾部材２８におけるステージ２９およ
び透明壁３１の裏側に一部が前側から視認可能に臨んでいるだけであり、該第３可動体１
５４に形成されている第３図柄１５４ａの全体を遊技者が明確に認識することはできない
。
【０１１８】
　前記第１可動演出装置３７において、前記第１可動体４３を待機位置から作動位置に向
けて移動すると、該第１可動体４３は、前記図柄表示装置１３の表示部１３ａの上辺略中
央から表示部１３ａの前側を左斜め下方に向けて平行移動し、表示部１３ａの上下方向の
中央において左辺側に偏倚した作動位置に到来する(図６参照)。また、前記第２可動演出
装置３８において、両第２可動体８８,８９を待機位置から作動位置に向けて夫々移動す
ると、直動第２可動体８９は、図柄表示装置１３の表示部１３ａの右辺下部から直上に向
けて平行移動すると共に、斜動第２可動体８８は、表示部１３ａの右辺上部から表示部１
３ａの前側を左斜め下方に向けて平行移動する。そして、直動第２可動体８９が、表示部
１３ａの上下方向の中央において作動位置の前記第１可動体４３に対して上辺に沿って直
線状に並ぶ作動位置に到来すると共に、斜動第２可動体８８が、表示部１３ａの上下方向
の中央において作動位置の第１可動体４３および直動第２可動体８９との間において上辺
に沿って直線状に並ぶ作動位置に到来する(図６参照)。第１可動体４３および２つの第２
可動体８８,８９が表示部１３ａの前側で直線状に並んだ状態で、各可動体４３,８８,８
９に形成されている第１図柄４３ａ、斜動用第２図柄８８ａおよび直動用第２図柄８９ａ
が一連の意味のある図柄を形成する。更に、前記第３可動演出装置３９において、前記第
３可動体１５４を待機位置から作動位置に向けて移動すると、該第３可動体１５４は、前
記図柄表示装置１３の表示部１３ａの前側で直線状に並んでいる第１可動体４３および第
２可動体８８,８９の下側に並ぶ作動位置に到来する(図６参照)。この第３可動体１５４
に形成されている第３図柄１５４ａは、直線状に並ぶ第１図柄４３ａ、斜動用第２図柄８
８ａおよび直動用第２図柄８９ａと共に意味のある一連の図柄を形成する。
【０１１９】
　すなわち、前記図柄表示装置１３の表示部１３ａの前側で一連の図柄を形成する際に、
該表示部１３ａの複数の辺から可動体４３,８８,１５４が表示部１３ａの前側に出てくる
ので、面白みがあり、遊技の興趣を向上し得る。特に、第１可動体４３と斜動第２可動体
８８とは、単に対応する辺と直交する方向に移動するのではなく、斜めに移動するから一
連の図柄を形成する際に該可動体４３,８９の動きが単調でなく複雑で面白みがあり、興
趣を高めることができる。しかも、斜動第２可動体８８は、作動位置の第１可動体４３お
よび直動第２可動体８９の間に斜め上方から入り込むように移動するから、可動体の動き
に面白みがあり、より興趣を高めることができる。更に、直線状に並ぶ第１可動体４３と
２つの第２可動体８８,８９は、図６に示すように、表示部１３ａの上下方向の中央にお
いて横方向の全体に一連で位置するから、遊技者に大きなインパクトを与えることができ
、他の機種に対する差別化を図り得る。
【０１２０】
　また実施例では、左右方向に直線的に並ぶ３つの可動体４３,８８,８９に形成されてい
る図柄４３ａ,８８ａ,８９ａのみによって意味のある一連の図柄を形成しているが、更に
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前記第３可動体１５４が下側に並ぶことで、該第３可動体１５４に形成されている第３図
柄１５４ａと合わせて意味のある一連の図柄が形成される。この場合に、第３可動体１５
４の第３図柄１５４ａは、前述したように待機位置では全体が前側から明確に認識するこ
とができないので、第３可動体１５４が待機位置から作動位置に移動して前側から全体が
認識し得るようになった第３図柄１５４ａが、上側で直線的に並ぶ一連の図柄に合体して
一連の図柄を形成することでの興趣を高めることができる。
【０１２１】
　ここで、前記第１可動体４３を移動する第１連繋機構４４において、前記カム溝８４に
おける曲率の小さな湾曲部８４ｂを第１作動杆７９の第２ローラ体８３が案内される際に
は、第１可動体４３は左右方向へ殆ど変位することなく上下方向に略直線的に移動する。
すなわち、前記表示部１３ａの右辺側から作動位置に斜めに移動してくる前記斜動第２可
動体８８に対し、第１可動体４３を干渉することなく作動位置に移動することができると
共に、作動位置において斜動第２可動体８８と第１可動体４３とを近接して位置させるこ
とができる。これにより、左右方向に直線的に並んだ第１可動体４３と斜動第２可動体８
８との間が大きく離間して一連で形成される図柄に違和感を与えるのを抑制し得る。
【０１２２】
　前記作動位置から待機位置に移動した第１可動体４３は、図５に示す如く、図柄表示装
置１３の表示部１３ａの上辺中央に位置すると共に、作動位置から待機位置に移動した２
つの第２可動体８８,８９は、表示部１３ａの右辺側において上下方向に並んで位置する
。このとき、表示部１３ａの上辺に位置する第１可動体４３の第１図柄４３ａと、表示部
１３ａの右辺側に位置する２つの第２可動体８８,８９の第２図柄８８ａ,８９ａは、鉤形
に並んで、作動位置において形成した一連の図柄と共通する図柄を形成する。すなわち、
第１可動体４３および第２可動体８８,８９の待機状態においても、各図柄４３ａ,８８ａ
,８９ａで意味のある図柄を表示することができ、装飾効果を向上し得る。
【０１２３】
　ここで、前記各可動体４３,８８,８９,１５４の図柄４３ａ,８８ａ,８９ａ,１５４ａで
形成される一連の図柄の構成をより具体的に説明する。例えば、第１図柄４３ａとして「
パチ」、斜動用第２図柄８８ａとして「ン」、直動用第２図柄８９ａとして「コ」、第３
図柄１５４ａとして「ゲーム」の文字が夫々形成されているとする。この場合は、第１可
動体４３、斜動第２可動体８８および直動第２可動体８９の３つの可動体が作動位置に移
動することで、前記表示部１３ａの前側において、左右方向に並んだ「パチンコ」の図柄
が一連で形成され、遊技者の興趣を向上することができる。また、左右方向に並んだ３つ
の可動体４３,８８,８９の下側の作動位置に第３可動体１５４が移動することで、表示部
１３ａの前側において、上下２段で「パチンコゲーム」の図柄が一連で形成され、遊技者
の興趣をより向上し得る。更に、待機位置において第１可動体４３が表示部１３ａの上辺
側に位置し、第２可動体８８,８９が表示部１３ａの右辺側において上下に並んで位置す
ることで、この待機状態においても、上辺から右辺に亘って「パチンコ」の図柄が一連で
形成されて、各可動体４３,８８,８９は個々が意味のない図柄を表示するのみでなく、一
連で意味のある図柄を表示しており、第１可動体４３、斜動第２可動体８８および直動第
２可動体８９の待機状態での装飾性を高めることができる。
【０１２４】
(変更例)
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1) 実施例では、遊技盤を木製の板部材から構成したが、アクリル等の透明な材料で形成
した透明板から構成したものであってもよい。
(2) 実施例では、第１可動演出装置の可動部材を往復動する機構としてラックアンドピニ
オン機構を採用したが、リンク機構等、その他の機構を用いることができる。
(3) 実施例では、第１可動演出装置において可動部材に配設した第１可動体を、待機位置
では表示部の上辺側において左右方向の中央に位置して作動位置では表示部の左辺側に偏
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倚して位置するよう構成したが、作動位置で表示部の右辺側に偏倚して位置するよう構成
したものであってもよい。また、第１可動体は、待機位置で表示部の上辺側において左右
何れかの辺側に偏倚して位置し、作動位置では表示部の左右方向の中央に位置するよう構
成してもよい。
(4) 実施例では、第１可動演出装置において可動部材に配設した第１可動体に関し、表示
部の上辺側を待機位置としたが、表示部の下辺側を待機位置としてもよく、この場合にお
ける表示部に対する待機位置および作動位置の左右方向の関係は、上記(3)の変更例のよ
うにすることが可能である。
(5) 実施例では、第１可動演出装置の第１装置本体部を表示部の左辺側に配置したが、表
示部の右辺側に配置する構成を採用し得る。
(6) 実施例では、第１可動演出装置の第１装置本体部に磁石を配設すると共に可動部材に
金属板を配設したが、磁石および金属板の配設対象は実施例と逆であってもよく、また両
方に磁石を設けたものであってもよい。
(7) 実施例では、第２可動演出装置に配設した２つの第２可動体に関し、一方を上下方向
に直線的(垂直)に往復動すると共に、他方を一方の移動方向と交差する斜めに往復動する
よう構成したが、２つの第２可動体の移動方向は、平行であってもよい。
(8) 実施例では、第２可動演出装置の第３連繋機構を原位置に向けて付勢する復帰手段と
して圧縮コイルバネを用いたが、引張りコイルバネやその他各種形式のバネあるいはゴム
等の弾性を有する弾性手段を採用し得る。また、実施例のように直動第２可動体の重量が
、第３連繋機構を原位置に向けて付勢するよう作用する構成であれば、バネやゴム等の弾
性手段を省略して直動第２可動体の重量のみを復帰手段として利用することができる。
(9) 実施例では、第２可動演出装置を、表示部の右辺側に配置したが、表示部の左辺側、
上辺側あるいは下辺側に配置する構成を採用し得る。
(10) 実施例では、第２可動演出装置における２つの第２可動体の軌動が一部重なるよう
構成したが、２つの第２可動体の軌動が全く重ならない構成を採用することができる。な
お、２つの第２可動体の軌動が一部重なる構成では、各第２可動体が待機位置と作動位置
との間を移動する際に、両第２可動体が干渉しないように動作すればよく、他方の第２可
動体が一方の第２可動体の軌道から離間する位置まで移動した後に、一方の第２可動体が
移動を開始するものでなくてもよい。
(11) 実施例では、第２可動演出装置のソレノイドの駆動力を第３伝達部を介して第３連
繋機構に間接的に伝えるよう構成したが、ソレノイドのプランジャで第３連繋機構を直接
作動するよう構成してもよい。
(12) 実施例では、第２可動演出装置の直動第２可動体を単独で移動する駆動手段として
ソレノイドを用いたが、モータを用いることができる。例えば、モータを用いる場合は、
該モータで回転されるカムによって第３伝達部を作動したり、あるいは第３連繋機構を直
接移動する構成等、第３連繋機構と接離可能な構成であれば、その他の構成を採用し得る
。
(13) 実施例では、第１可動体が表示部の上辺の外側で待機し、第２可動体が表示部の右
辺の前側に重なった状態で上下に並んで待機するよう構成したが、第１可動体を表示部の
上辺の前側に重なった状態で待機したり、第２可動体を表示部の右辺の外側で待機するよ
うにしてもよい。
(14) 実施例では、表示部の右辺側で上下に並ぶ２つの第２可動体の内の下側の第２可動
体を右辺に沿って上下方向に直線的に移動したが、上側の第２可動体を右辺に沿って上下
方向に直線的に移動し、下側の第２可動体を左斜め上方に移動する構成を採用し得る。
(15) 実施例では、待機位置において表示部の上辺側に第１可動体を位置させると共に、
２つの第２可動体を表示部の右辺側に並んで位置させたが、待機位置において第１可動体
および第２可動体が位置する辺は交差する２辺であればよく、例えば以下の(a)～(c)の構
成が採用可能である。
　(a) 第１可動体を表示部の上辺中央から右辺に偏った作動位置に移動する構成では、第
２可動体を表示部の左辺側で上下に並んで配置する。この場合において、左辺に沿って上
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下方向に直線的に移動する第２可動体は上側のものでも下側のものでもよい。
　(b) 第１可動体を表示部の下辺中央から左辺または右辺に偏った作動位置に移動する構
成では、第２可動体を表示部の右辺側または左辺側で上下に並んで配置する。この場合に
おける右辺または左辺に沿って上下方向に直線的に移動する一方の第２可動体は上側のも
のでも下側のものでもよく、他方の第２可動体が、作動位置に至った第１可動体および一
方の第２可動体との間に入って左右方向に直線状に並ぶ位置に移動するよう構成すればよ
い。
　(c) 第１可動体を表示部の右辺中央または左辺中央から上辺または下辺に偏った作動位
置に移動する構成では、第２可動体を表示部の上辺側または下辺側で左右方向に並んで配
置する。この場合における上辺または下辺に沿って左右方向に直線的に移動する一方の第
２可動体は右側のものでも左側のものでもよく、他方の第２可動体が、作動位置に至った
第１可動体および一方の第２可動体との間に入って上下方向に直線状に並ぶ位置に移動す
るよう構成すればよい。
(16) 実施例の第２可動演出装置において第２可動体を２つ備えた場合で説明したが、第
２可動体は３つ以上であってもよく、待機位置で対応する辺に沿って並んでいた複数の第
２可動体の夫々が作動位置に移動することで、第１可動体が待機していた辺に沿って直線
状に並ぶように変化するものであればよい。
(17) 実施例では、第１可動体および第２可動体に形成される各図柄として文字を挙げて
説明したが、例えばパチンコ機のモチーフとなるキャラクタの図形、その他のものであっ
て、複数の図柄が並ぶことで意味のある一連の図柄を形成するものであればよい。
(18) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチン
コ球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
【０１２５】
　本願発明は、以下に示す構成に限定することができる。
(付記１)
　請求項２または３記載の遊技機において、
　前記外受部(58)は、上下方向の一端部が、装置本体部(47)に設けた係合部(45b)に係合
して位置決めされると共に、上下方向の他端部が、装置本体部(47)に対して着脱可能に固
定された固定部材(62)で保持されている。
　付記１に係る発明によれば、中受部が移動する領域においてネジ等の固定手段による固
定部分を設けたり、該固定手段と干渉しない構成を採用する必要がない。
【０１２６】
(付記２)
　請求項１～５または付記１の何れか一項に記載の遊技機において、
　前記腕部(53)は、前支持部(55)と後支持部(56)とを備え、両支持部(55,56)の間に、可
動連結部材(78)が左右方向に移動可能に支持されると共に、前支持部(55)には前後方向に
貫通する長孔(55a)が左右方向に延在するよう形成され、
　前記前支持部(55)の前側に位置する前記可動体(43)は、該可動体(43)に設けた突部(75)
が該前支持部(55)の長孔(55a)に左右方向に移動可能に挿通されると共に、前記可動連結
部材(78)に形成した前後方向に貫通する通孔(78a)に後側から挿通したネジ(80)を、前記
突部(75)に設けたネジ孔(75a)に螺挿することで、可動連結部材(78)と可動体(43)とが着
脱可能に固定され、
　前記後支持部(56)には、前記可動体(43)が左右方向の所定位置に位置した際に前記通孔
(78a)の後側に整列する孔(56a)が設けられている。
　付記２に係る発明によれば、後支持部の孔を介して可動連結部材と可動体とを固定する
ネジを着脱し得るから、腕部を分解することなく可動体の着脱を行ない得る。
【０１２７】
(付記３)
　請求項１～５または付記１,２の何れか一項に記載の遊技機において、
　前記装置本体部(47)には、上側の待機位置に臨む前記可動部材(41)の腕部(53)の前側に
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、該腕部(53)の前方への移動を規制する規制部材(48)が設けられている。
　付記３に係る発明によれば、可動部材の待機位置において可動体が前側に変位して前側
に位置する部材と干渉するのを防止し得る。
【符号の説明】
【０１２８】
　３７　第１可動演出装置(可動演出装置)
　４１　可動部材
　４２　第１駆動部(駆動部)
　４３　第１可動体(可動体)
　４４　第１連繋機構(連繋機構)
　４７　第１装置本体部(装置本体部)
　４９　磁石(磁力吸着部材)
　５１　転がり軸受
　５２　可動基部
　５３　腕部
　５４　金属片(被磁力吸着部材)
　５８　外受部
　５９　内受部
　６０　転動体
　６１　中受部
　６４　第１モータ(モータ)
　６７　ピニオン
　６８　ラック
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