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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作により演出を行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、
　駆動手段の駆動によって横方向に直線的に往復移動するベース体と、
　前記ベース体に設けられた複数の係合部と、
　前記横方向に並んで配置され、前記ベース体の往復移動方向と交差する方向に昇降移動
可能な複数の可動体と、
　前記駆動手段が配設された設置部に対して前記ベース体および可動体の移動方向と交差
する回転軸に回転自在に支持され、前記各可動体および該可動体と対応する係合部を連繋
して該係合部との連繋作用により該回転軸を支点として揺動すると共に、該回転軸から径
方向に延在するように設けられたアームの延出端が対応する可動体に連繋されて、前記ベ
ース体の往復移動に伴って対応する可動体を初期位置と作動位置との間で昇降移動させる
連繋部材とを備え、
　前記係合部は、前記ベース体の往復移動方向に沿って延在して連繋部材を介して連繋す
る可動体を初期位置または作動位置に維持する非作動部と、該非作動部に連設されてベー
ス体の往復移動方向と交差する方向に延在して連繋部材を介して連繋する可動体を初期位
置および作動位置の間で昇降移動させる作動部とを備え、
　前記各係合部における作動部を、前記ベース体の往復移動方向でずらして位置させ、
　前記複数の可動体における特定位置の特定可動体を挟んで前記ベース体の往復移動方向



(2) JP 6228721 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

両側に位置する各可動体にアームが連繋する連繋部材の回転軸が、特定可動体を挟んで夫
々反対側に配置された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　動作により演出を行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、
　駆動手段の駆動によって直線的に往復移動するベース体と、
　前記ベース体に設けられた複数の係合部と、
　前記ベース体の往復移動方向と交差する方向に移動可能な複数の可動体と、
　前記各可動体および該可動体と対応する係合部とを連繋し、前記ベース体の往復移動に
伴って対応する可動体を初期位置と作動位置との間で移動させる連繋部材とを備え、
　前記係合部は、前記ベース体の往復移動方向に沿って延在して連繋部材を介して連繋す
る可動体を初期位置または作動位置に維持する非作動部と、該非作動部に連設されてベー
ス体の往復移動方向と交差する方向に延在して連繋部材を介して連繋する可動体を初期位
置および作動位置の間で移動させる作動部とを備え、
　前記各係合部における作動部を、前記ベース体の往復移動方向でずらして位置させ、
　前記各可動体は、前記ベース体の往復移動方向と交差する方向に延在する軸体に対して
一体回転可能でかつ軸方向に移動自在に支持され、
　前記軸体を回転機構によって回転させることで前記可動体が回転するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動作による演出を行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枠状装飾体(所謂センター役物)が配設されて、該枠状装飾体の
窓口を介して複数の図柄を変動表示する液晶式やドラム式等の図柄表示装置を後方から臨
ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、パチンコ球(遊技球)の入賞に
より図柄表示装置での図柄変動を開始させる始動入賞装置(始動入賞手段)や大当り時等に
開放する特別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。この種のパ
チンコ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘
等との接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で
前記始動入賞装置に入賞することにより、所定数の賞球が払い出されると共に、前記図柄
表示装置での図柄変動演出に伴うリーチ演出等の各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装
置に図柄が所定の組み合わせで停止することにより所謂大当りが発生し、前記特別入賞装
置が開放して多数の賞球を獲得し得るよう構成される。
【０００３】
　また、近年のパチンコ機では、前記枠状装飾体等に、所要の動作を行う複数の可動体を
備えた可動式の演出装置(可動演出装置)を配設して、各可動体を図柄表示装置での図柄変
動演出に合わせて動作させることにより演出効果の向上を図っている(例えば、特許文献
１参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１３７４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　前記特許文献１に開示の演出装置は、各可動体毎に専用の駆動手段を備えているため、
複数の駆動手段を制御するために制御負荷が増大する問題がある。また、複数の駆動手段
と制御手段とを接続する複数の配線の引き回し処理が煩雑となる問題もある。更には、複
数の駆動手段を備えるために製造コストが嵩むと共に、消費電力量も増加してランニング
コストも高くなる難点も指摘される。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、駆動手段に係る制御負荷を増大させることなく複
数の可動体の動作によって演出効果を向上し得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本願の請求項１に記載の発明では、
　動作により演出を行う可動演出装置(50)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(50)は、
　駆動手段(85)の駆動によって横方向に直線的に往復移動するベース体(86)と、
　前記ベース体(86)に設けられた複数の係合部(94,98A,98B,103A,103B)と、
　前記横方向に並んで配置され、前記ベース体(86)の往復移動方向と交差する方向に昇降
移動可能な複数の可動体(55,56A,56B,57A,57B)と、
　前記駆動手段(85)が配設された設置部(51)に対して前記ベース体(86)および可動体(56A
,56B)の移動方向と交差する回転軸(99A,99B)に回転自在に支持され、前記各可動体(55,56
A,56B,57A,57B)および該可動体(55,56A,56B,57A,57B)と対応する係合部(94,98A,98B,103A
,103B)を連繋して該係合部(98A,98B)との連繋作用により該回転軸(99A,99B)を支点として
揺動すると共に、該回転軸(99A,99B)から径方向に延在するように設けられたアーム(100b
,100b)の延出端が対応する可動体(56A,56B)に連繋されて、前記ベース体(86)の往復移動
に伴って対応する可動体(55,56A,56B,57A,57B)を初期位置と作動位置との間で昇降移動さ
せる連繋部材(95,100A,100B,106A,106B)とを備え、
　前記係合部(94,98A,98B,103A,103B)は、前記ベース体(86)の往復移動方向に沿って延在
して連繋部材(95,100A,100B,106A,106B)を介して連繋する可動体(55,56A,56B,57A,57B)を
初期位置または作動位置に維持する非作動部(94a,98a,98c,103b)と、該非作動部(94a,98a
,98c,103b)に連設されてベース体(86)の往復移動方向と交差する方向に延在して連繋部材
(95,100A,100B,106A,106B)を介して連繋する可動体(55,56A,56B,57A,57B)を初期位置およ
び作動位置の間で移動させる作動部(94b,98b,103a)とを備え、
　前記各係合部(94,98A,98B,103A,103B)における作動部(94b,98b,103a)を、前記ベース体
(86)の往復移動方向でずらして位置させ、
　前記複数の可動体(56A,56B)における特定位置の特定可動体(55)を挟んで前記ベース体(
86)の往復移動方向両側に位置する各可動体(56A,56B)にアーム(100b,100b)が連繋する連
繋部材(100A,100B)の回転軸(99A,99B)が、特定可動体(55)を挟んで夫々反対側に配置され
たことを要旨とする。
【０００８】
　請求項１の発明によれば、１つの駆動手段によって複数の可動体をタイミングをずらし
て動作させることができるので、駆動手段に係る制御負荷が増えることなく高い演出効果
が得られ、興趣を向上し得る。また、駆動手段に係る配線処理も簡単になる。更に、駆動
手段は１つで足りるので製造コストを低廉に抑え得ることができると共に、消費電力量を
抑えてランニングコストを抑制し得る。
　また、横方向に並ぶ複数の可動体をタイミングをずらして昇降移動することで、動作演
出による興趣を向上し得る。
　更に、特定可動体を挟む両側に位置する各可動体に連繋する連繋部材の回転軸を特定可
動体を挟んで反対側に位置させたので、連繋部材の支点(回転軸)と作用点(可動体とアー
ムとの連繋部位)との距離を長くして可動体の動作範囲を大きくしつつ、連繋部材による
装置の大型化を抑えることができる。



(4) JP 6228721 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

【０００９】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記各係合部(94,98A,98B,103A,103B)は、前記作動部(94b,98b,103a)の長さが異なるよ
う構成されたことを要旨とする。
　上記構成によれば、作動部の長さを異ならせるだけの簡単な構成で各可動体の移動量を
変えて演出の興趣を向上し得る。
【００１０】
　前記課題を解決するために、本願の請求項２に記載の発明では、
　動作により演出を行う可動演出装置(50)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(50)は、
　駆動手段(85)の駆動によって直線的に往復移動するベース体(86)と、
　前記ベース体(86)に設けられた複数の係合部(94,98A,98B,103A,103B)と、
　前記ベース体(86)の往復移動方向と交差する方向に移動可能な複数の可動体(55,56A,56
B,57A,57B)と、
　前記各可動体(55,56A,56B,57A,57B)および該可動体(55,56A,56B,57A,57B)と対応する係
合部(94,98A,98B,103A,103B)とを連繋し、前記ベース体(86)の往復移動に伴って対応する
可動体(55,56A,56B,57A,57B)を初期位置と作動位置との間で移動させる連繋部材(95,100A
,100B,106A,106B)とを備え、
　前記係合部(94,98A,98B,103A,103B)は、前記ベース体(86)の往復移動方向に沿って延在
して連繋部材(95,100A,100B,106A,106B)を介して連繋する可動体(55,56A,56B,57A,57B)を
初期位置または作動位置に維持する非作動部(94a,98a,98c,103b)と、該非作動部(94a,98a
,98c,103b)に連設されてベース体(86)の往復移動方向と交差する方向に延在して連繋部材
(95,100A,100B,106A,106B)を介して連繋する可動体(55,56A,56B,57A,57B)を初期位置およ
び作動位置の間で移動させる作動部(94b,98b,103a)とを備え、
　前記各係合部(94,98A,98B,103A,103B)における作動部(94b,98b,103a)を、前記ベース体
(86)の往復移動方向でずらして位置させ、
　前記各可動体(55,56A,56B,57A,57B)は、前記ベース体(86)の往復移動方向と交差する方
向に延在する軸体(77,80A,80B,82A,82B)に対して一体回転可能でかつ軸方向に移動自在に
支持され、
　前記軸体(77,80A,80B,82A,82B)を回転機構(107)によって回転させることで前記可動体(
55,56A,56B,57A,57B)が回転するよう構成されたことを要旨とする。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、１つの駆動手段によって複数の可動体をタイミングをずらし
て動作させることができるので、駆動手段に係る制御負荷が増えることなく高い演出効果
が得られ、興趣を向上し得る。また、駆動手段に係る配線処理も簡単になる。更に、駆動
手段は１つで足りるので製造コストを低廉に抑え得ることができると共に、消費電力量を
抑えてランニングコストを抑制し得る。
　また、可動体を回転動作することで、動作態様を一層多様化して演出効果を向上し得る
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、１つの駆動手段で複数の可動体を動作させることができ
るので、駆動手段に係る制御負荷を増やすことなく高い演出効果が得られ、興趣を向上し
得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】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に設置部材を配設した状態での要部縦断側面図である。
【図４】実施例に係る可動演出装置を配設した設置部材を示す概略斜視図である。
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【図５】実施例に係る可動演出装置を各可動体が初期位置の状態で前側から見た概略斜視
図である。
【図６】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共に各可動体が初期位置の状
態で前側から見た概略斜視図である。
【図７】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共各可動体が初期位置の状態
で後側から見た概略斜視図である。
【図８】実施例に係る可動演出装置の横断底面図である。
【図９】実施例に係る可動演出装置におけるケース体および昇降駆動機構を分解した状態
で前側から見た概略斜視図である。
【図１０】実施例に係る可動演出装置におけるケース体および昇降駆動機構を分解した状
態で後側から見た概略斜視図である。
【図１１】実施例に係る第１可動体および昇降駆動機構を分解した状態で前側から見た概
略斜視図である。
【図１２】実施例に係る第１可動体および昇降駆動機構を分解した状態で後側から見た概
略斜視図である。
【図１３】実施例に係る第１可動体の第１半体を示すものであって、(ａ)は第１姿勢での
背面図であり、(ｂ)は(ａ)の平面図である。
【図１４】実施例に係る第１可動体の第２半体を示すものであって、(ａ)は第１姿勢での
正面図であり、(ｂ)は(ａ)の右側面図である。
【図１５】実施例に係る第１可動体に配設される導光部材を示すものであって、(ａ)は第
１姿勢での正面図であり、(ｂ)は(ａ)の背面図であり、(ｃ)は(ａ)の平面図である。
【図１６】実施例に係る第２可動体、昇降駆動機構および回転駆動機構を分解した状態で
前側から見た概略斜視図である。
【図１７】実施例に係る第２可動体、昇降駆動機構および回転駆動機構を分解した状態で
後側から見た概略斜視図である。
【図１８】実施例に係る第１可動体の左側に配設される第２可動体の第１半体を示すもの
であって、(ａ)は第１姿勢での背面図であり、(ｂ)は(ａ)の平面図である。
【図１９】実施例に係る第１可動体の左側に配設される第２可動体の第２半体を示すもの
であって、(ａ)は第１姿勢での正面図であり、(ｂ)は(ａ)の右側面図である。
【図２０】実施例に係る第１可動体の左側に配設される第２可動体に配設される導光部材
を示すものであって、(ａ)は第１姿勢での正面図であり、(ｂ)は(ａ)の背面図であり、(
ｃ)は(ａ)の平面図である。
【図２１】実施例に係る第３可動体および昇降駆動機構を分解した状態で前側から見た概
略斜視図である。
【図２２】実施例に係る第３可動体および昇降駆動機構を分解した状態で後側から見た概
略斜視図である。
【図２３】実施例に係る第１可動体の左側に配設される第３可動体の第１半体を示すもの
であって、(ａ)は第１姿勢での背面図であり、(ｂ)は(ａ)の平面図である。
【図２４】実施例に係る第１可動体の左側に配設される第３可動体の第２半体を示すもの
であって、(ａ)は第１姿勢での正面図であり、(ｂ)は(ａ)の左側面図である。
【図２５】実施例に係る第１可動体の左側に配設される第３可動体に配設される第１導光
部材を示すものであって、(ａ)は第１姿勢での正面図であり、(ｂ)は(ａ)の背面図であり
、(ｃ)は(ａ)の平面図である。
【図２６】実施例に係る第１可動体の左側に配設される第３可動体に配設される第２導光
部材を示すものであって、(ａ)は第１姿勢での正面図であり、(ｂ)は(ａ)の背面図であり
、(ｃ)は(ａ)の平面図である。
【図２７】実施例に係る第１可動体の左右両側に位置する第２可動体を作動する連繋部材
の配置関係を示す説明平面図である。
【図２８】実施例に係る遊技盤を示す正面図であって、可動演出装置の各可動体が作動位
置の状態で示している。
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【図２９】実施例に係る可動演出装置を各可動体が作動位置の状態で前側から見た概略斜
視図である。
【図３０】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共に各可動体が初期位置の
状態で示す正面図である。
【図３１】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共に各可動体が初期位置の
状態で示す背面図である。
【図３２】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共に第３可動体のみが作動
位置に移動した状態で示す正面図である。
【図３３】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共に第３可動体のみが作動
位置に移動した状態で示す背面図である。
【図３４】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共に第２および第３可動体
が作動位置に移動した状態で示す正面図である。
【図３５】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共に第２および第３可動体
が作動位置に移動した状態で示す背面図である。
【図３６】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共に全ての可動体が作動位
置に移動した状態で示す正面図である。
【図３７】実施例に係る可動演出装置をケース体を省略すると共に全ての可動体が作動位
置に移動した状態で示す背面図である。
【図３８】図３６の状態から全ての可動体が反転した状態を示す正面図である。
【図３９】実施例に係る可動演出装置の各可動体と発光体との関係を示す説明図であって
、(ａ)は可動体が第１姿勢の状態を示し、(ｂ)は可動体が第２姿勢の状態を示している。
【図４０】実施例に係る可動演出装置の第３可動体と発光体との関係を示す説明図であっ
て、(ａ)は第３可動体が第１姿勢の状態を示し、(ｂ)は第３可動体が第２姿勢の状態を示
している。
【図４１】別実施例に係る可動演出装置の可動体と発光体との関係を示す説明図であって
、(ａ)は可動体が第１姿勢の状態を示し、(ｂ)は可動体が第２姿勢の状態を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチ
ンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「
右」、「上」、「下」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】
【００１６】
(パチンコ機１０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
２０(図２参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に組
み付けられると共に、遊技盤２０の後側に、図柄を変動表示可能な表示装置１７(図３参
照)が着脱し得るよう配設されている。また、中枠１２の前面側には、遊技盤２０を透視
可能に保護する透明部材１３ａを窓部に備えた装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組み
付けられると共に、該前枠１３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
に組み付けられる。なお、実施例では、前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上
球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４
も一体的に開閉するよう構成される。
【００１７】
　前記表示装置１７は、後述する始動入賞口へのパチンコ球の入賞を契機として演出用の
図柄(飾図という場合もある)を表示部１７ａに変動表示させる図柄変動演出を行うよう構
成される。また表示装置１７では、図柄変動に関連して実行される各種の表示演出(リー
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チ演出、予告演出、報知演出等)を表示部１７ａに表示し得るようになっている。実施例
では、前記表示装置１７として、各種図柄や表示演出に係る画像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、有
機ＥＬ(Electro-Luminescence)を用いた表示装置、あるいは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等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の表
示装置を用いることができる。
【００１８】
　前記前枠１３には、図１に示す如く、前記下球受け皿１５の右側方に、前記中枠１２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１６が設けられる。この操作
ハンドル１６は、左回転方向に付勢された操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー
１６ａを右回転するよう遊技者が回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上
球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０に向けて発射されるようになって
いる。ここで、前記操作レバー１６ａの回動量に応じて前記打球発射装置によるパチンコ
球の打球力が強弱変化するよう構成されており、遊技者が操作レバー１６ａを操作して回
動量を調節することで、前記遊技盤２０に配設された後述する枠状装飾体４２の左側の遊
技領域２８をパチンコ球が流下する所謂「左打ち」と、該枠状装飾体４２の右側の遊技領
域２８をパチンコ球が流下する所謂「右打ち」とを打ち分け得るようになっている。また
、前枠１３の前部には、ＬＥＤ等の発光体による発光演出が可能なランプ装置１８や、音
声や効果音を出力可能なスピーカ１９が配設されており、前記表示装置１７での図柄変動
演出に合わせてランプ装置１８で発光演出を行ったりスピーカ１９で音声演出を行い得る
よう構成されている。
【００１９】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂材等からなる透明な平板
状の板部材であって、該遊技盤２０の裏側に、合成樹脂材により前方へ開口した箱状に形
成されて遊技盤２０との間に収容空間２７を画成する設置部材２２が配設されている(図
３参照)。前記遊技盤２０と設置部材２２との間の収容空間２７には、動作により演出を
行う可動演出装置５０(後述)や発光により演出を行う発光演出装置(図示せず)等が設置さ
れており、透明な遊技盤２０を介して該遊技盤２０の前面側から当該収容空間２７内の可
動演出装置５０を遊技者が目視し得るよう構成されている。なお、前記表示装置１７は、
設置部材２２の裏側に取り付けられて、後述するように設置部材２２に設けた開口部(可
視部)２２ａおよび枠状装飾体４２(後述)の開口部４２ａを介して遊技盤２０の前側に視
認可能に臨むよう構成される。遊技盤２０は、木材板の表面に各種絵柄等が描かれた合成
樹脂シート等を貼付けて装飾したものであってもよい。
【００２０】
　前記遊技盤２０の前面側には、前面(盤面)に配設された略円形状の案内レール２３によ
りパチンコ球が流下可能な遊技領域２８が画成されている。案内レール２３は、図２に示
すように、遊技盤２０の左下部から右上部に至るよう左方向に膨出する円弧状に形成され
た外レール２４と、遊技盤２０の右上部、右下部および左上部に至るよう右方向に膨出す
る円弧状に形成された内レール２５とから構成されている。前記内レール２５は、外レー
ル２４の右上端部に連接して遊技盤２０の右上部から下部に亘って配設され、左端縁が右
方に凹む円弧状に形成された盤面飾り部材２５ａと、遊技盤２０の下部から左上部に亘っ
て配設されて盤面飾り部材２５ａの下端部に連接し、前記外レール２４の右方(内側)に離
間して位置するレール部材２５ｂとから構成され、該外レール２４およびレール部材２５
ｂにより１個のパチンコ球が通過可能な発射通路２６が画成されている。ここで、前記内
レール２５を構成するレール部材２５ｂは、前記遊技盤２０の左上部に開放端が臨むよう
配置されて、外レール２４との間に遊技領域２８に開口する発射口を画成するよう構成さ
れ、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が発射通路２６の下方開口から飛翔して
、当該発射口から遊技領域２８内に打ち出されるようになっている。
【００２１】
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　前記遊技盤２０には、前後に貫通する装着口が前記遊技領域２８内の適宜位置に開設さ
れて、各装着口に対して各種の遊技盤設置部品が配設されている。なお、実施例の遊技盤
２０には、遊技盤設置部品として枠状装飾体４２、始動入賞装置３１、特別入賞装置３３
、普通入賞部３４、ゲート部３５等を設置する装着口が形成されている。なお、図３には
、枠状装飾体４２が設置される装着口２１と、始動入賞装置３１および特別入賞装置３３
が設置される装着口２１を図示してある。そして、前記遊技盤２０において遊技領域２８
の最下部位置に、該遊技領域２８の最下部位置まで流下したパチンコ球を遊技盤２０の外
部に排出するアウト口３６が開設されている。すなわち、前記打球発射装置から発射され
て遊技領域２８を流下するパチンコ球が前記遊技盤設置部品に設けられた入球部(始動入
賞装置３１、特別入賞装置３３、普通入賞部３４、ゲート部３５等)に入球することによ
り、入球した入球部に応じた賞球の払い出しや図柄変動演出の実行等の所定の遊技が行わ
れ、遊技領域２８の最下部まで流下したパチンコ球がアウト口３６を介して機外に排出さ
れるよう構成される。なお、前記装着口の形成数は、遊技盤２０に対して取り付けられる
遊技盤設置部品の配設位置や配設数等に応じて適宜に決定される。
【００２２】
　また、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２８内に多数の遊技釘３７が設けられると共
に、後述する枠状装飾体４２の左側方に、遊技領域２８を流下するパチンコ球の接触に伴
って回転する回転案内部材３８が回転自在に支持されており、遊技釘３７や回転案内部材
３８との接触によりパチンコ球の流下方向が不規則に変化するよう構成されている。前記
回転案内部材３８は、所謂「風車」とも称される部材であって、該回転案内部材３８の回
転に伴ってパチンコ球を弾くように左右方向へ放出する部材である。
【００２３】
　実施例の前記遊技盤２０には、図２,図３に示すように、前記案内レール２３で囲まれ
た遊技領域２８の略中央の大部分が開口する装着口２１に、前後に開口する枠状に形成さ
れた枠状装飾体４２が取り付けられ、該枠状装飾体４２の開口部４２ａの後方に、前記設
置部材２２の開口部２２ａが位置するようになっている。すなわち、前記枠状装飾体４２
の開口部４２ａの後方に前記表示装置１７の表示部１７ａが位置するよう構成されている
。
【００２４】
　また、前記遊技盤２０には、前記枠状装飾体４２の下方位置(アウト口３６の直上位置)
に形成された装着口２１に、遊技領域２８を流下するパチンコ球が入賞可能な第１始動入
賞口２９および第２始動入賞口３０が設けられた始動入賞装置３１および特別入賞口３２
が設けられた特別入賞装置３３が配設されている。第１始動入賞口２９は、パチンコ球が
入賞可能に遊技領域２８内で常に上方開口した常時開放型の入賞口とされており、遊技盤
２０の遊技領域２８を流下するパチンコ球の流下態様に応じて任意のタイミングで第１始
動入賞口２９にパチンコ球が入球(入賞)し得るよう構成されている。また、第２始動入賞
口３０は、該第２始動入賞口３０を図示しない駆動手段の駆動に伴って開放可能に開閉部
材３１ａで閉鎖する開閉型の入賞口とされており、遊技盤２０の遊技領域２８を流下する
パチンコ球の流下態様および駆動手段の駆動による開閉部材３１ａの開放動作タイミング
に応じて第２始動入賞口３０にパチンコ球が入賞し得るよう構成されている。
【００２５】
　前記特別入賞装置３３の特別入賞口３２は、該特別入賞口３２を図示しない駆動手段の
駆動に伴って開放可能に開閉部材３３ａで閉鎖する開閉型の入賞口とされており、遊技盤
２０の遊技領域２８を流下するパチンコ球の流下態様および駆動手段の駆動による開閉部
材３３ａの開放動作タイミングに応じて特別入賞口３２にパチンコ球が入賞し得るよう構
成されている。
【００２６】
　前記遊技盤２０には、前記枠状装飾体４２の左側をパチンコ球が流下する遊技領域２８
に、複数の装着口が上下に離間して開設されており、最上部の装着口にゲート部３５が配
設されると共に、該ゲート部３５が配設される装着口より下側の複数の装着口には普通入
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賞口３４ａが夫々設けられた普通入賞部３４が配設されている。ゲート部３５は、パチン
コ球が通過可能なゲート入口およびゲート出口が遊技領域２８内で常に上下に開口する常
時開放型の入球部とされ、遊技盤２０の遊技領域２８を流下するパチンコ球の流下態様に
応じて任意のタイミングでゲート入口をパチンコ球が入球(通過)して、ゲート出口を介し
て遊技領域２８に排出されるようになっている。また、普通入賞部３４は、パチンコ球が
入賞可能な普通入賞口３４ａが遊技領域２８内で常に上方開口する常時開放型の入賞部と
され、遊技盤２０の遊技領域２８を流下するパチンコ球の流下態様に応じて任意のタイミ
ングで普通入賞口にパチンコ球が入球(入賞)し得るようになっている。
【００２７】
　前記始動入賞装置３１、特別入賞装置３３および普通入賞部３４の夫々は、各対応の入
賞口２９,３０,３２,３４ａに入賞したパチンコ球を検出する入賞検出センサ(図示せず)
を備えており、各入賞検出センサがパチンコ機１０の裏側に配設された制御手段に配線接
続されている。そして、始動入賞装置３１が備える入賞検出センサの何れかによるパチン
コ球の検出(パチンコ球を検出した検出信号の入力)に伴い特図当り判定条件(当り判定条
件)が成立するようになっている。そして、特図当り判定条件が成立することで、特図当
り(大当りや小当り)を生起させるか否かに関する特図当り判定が行われ、該判定結果が当
りであった場合に、前記表示装置１７で行われる図柄変動演出の結果として所定の当り表
示(例えば同一図柄の３つ揃い等)で飾図が確定停止表示されて、前記特別入賞装置３３の
開閉部材３３ａを開放する遊技者に有利な当り遊技が付与されるよう構成されている。ま
た、実施例のパチンコ機１０では、前記入賞検出センサがパチンコ球を検出することで賞
球払出条件が成立するよう構成されており、当該賞球払出条件の成立に伴って制御手段が
図示しない払出制御装置に制御信号を出力して、所定数の賞球が前記上球受け皿１４また
は下球受け皿１５に払い出されるようになっている。
【００２８】
　前記ゲート部３５には、ゲート入口に入球して当該ゲート部３５を通過するパチンコ球
を検出するゲートセンサ(図示せず)が設けられている。このゲートセンサは、パチンコ機
１０の裏側に配設された制御手段に配線接続されており、該ゲートセンサから制御手段へ
の球検出信号の入力(すなわちパチンコ球の検出)に伴って普図当り判定条件が成立するよ
うになっている。そして、普図当り判定条件の成立に伴って普図当りを生起させるか否か
に関する普図当り判定が行われ、該判定結果が当りの判定であった場合に、前記始動入賞
装置３１の開閉部材３１ａが開放作動されて、第２始動入賞口３０が開放するよう構成さ
れている。なお、実施例では、前記ゲートセンサがパチンコ球を検出することによっては
賞球払出条件が成立しないよう設定されており、パチンコ球のゲート部３５の通過に伴っ
て賞球が払い出されないようになっている。
【００２９】
(枠状装飾体４２について)
　次に、前記枠状装飾体４２について説明する。前記枠状装飾体４２は、図２,図３に示
す如く、前記遊技盤２０に開設された枠状装飾体４２が配設される装着口２１の内側に沿
って延在する環状に形成された枠状基部４３と、該枠状基部４３に設けられて前記遊技盤
２０の前面より前方に突出し、前記遊技領域２８と表示装置１７の表示部１７ａを区切る
庇状部４４と、該庇状部４４の後縁から外方に延出する薄板状の台板部４５とを備える。
そして、前記枠状基部４３を装着口２１に挿入すると共に台板部４５を遊技盤２０の前面
に当接した状態で、該台板部４５をネジ等の固定手段で遊技盤２０に固定することで、枠
状装飾体４２が遊技盤２０に取り付けられて、該枠状装飾体４２の外側、具体的には庇状
部４４と案内レール２３との間にパチンコ球が流下する遊技領域２８が画成されるように
なっている。なお、枠状装飾体４２を遊技盤２０に取り付けた状態で、庇状部４４の後端
縁から外方に延出する台板部４５が遊技盤２０の前面に沿って延在して、該台板部４５の
前側をパチンコ球が通り得るよう構成される。また、枠状装飾体４２は、全体が透明な合
成樹脂製とされており、透明な遊技盤２０の前側に台板部４５を重ねた状態で、該台板部
４５および遊技盤２０を介して裏側を透視可能に構成されている。
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【００３０】
　前記枠状装飾体４２の庇状部４４は、前記枠状基部４３の全周に亘って連続して延在す
るよう設けられており、前記遊技領域２８から開口部４２ａ内にパチンコ球が飛び込むの
を規制して、前記表示装置１７における表示部１７ａの前側をパチンコ球が移動しないよ
うに構成してある。また庇状部４４は、最上部位置から左右方向に下方傾斜するよう形成
されて、遊技領域２８に打ち出されたパチンコ球が庇状部４４上で滞ることなく枠状装飾
体４２の左側方または右側方へ誘導案内されるよう形成されている。
【００３１】
　前記枠状装飾体４２には、図２に示す如く、開口部４２ａの下側(枠状装飾体４２の内
周下縁部)に、ステージ４６が配設されると共に、開口部４２ａの左側に、遊技領域２８
に開口して該遊技領域２８を流下するパチンコ球を枠状装飾体４２の内側(ステージ４６)
に取り込む球導入部４７が設けられ、該球導入部４７がステージ４６に連通するよう構成
される。そして、球導入部４７からステージ４６に通出されたパチンコ球は、ステージ４
６上を左右に転動した後に、前記始動入賞口２９,３０が設けられている遊技領域２８に
排出される。また、前記ステージ４６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４８(図３参照)が設けられ、ステージ４６上を転動するパチ
ンコ球が表示装置１７の表示部１７ａ側に移動するのを該透明壁４８で防止している。ま
た、透明壁４８の上端縁に、前記前枠１３における透明部材１３ａの裏面に近接する位置
(透明部材１３ａとの間をパチンコ球が通過できない隙間となる位置)まで張り出す張出部
４８ａが設けられており、遊技釘３７に接触して跳ねてステージ４６に飛び込むパチンコ
球が表示部１７ａ側に移動するのを該張出部４８ａで防止している。
【００３２】
　前記枠状装飾体４２には、図２に示す如く、パチンコ機１０のモチーフとなる意匠が施
された複数の装飾部品４９が、前記庇状部４４の内周縁部に設けられている。そして、本
実施例では、装飾部品４９、庇状部４４および前記透明壁４８の張出部４８ａによって、
前記表示装置１７の表示部１７ａを前側に臨ませる開口部４２ａが画成される。
【００３３】
(設置部材２２について)
　前記設置部材(設置部)２２は、図３,図４に示す如く、前記遊技盤２０の外郭形状より
小さい略矩形状に形成された背面板４０と、該背面板４０の外周縁部から前方に突出する
画壁部４１とから前方に開口した箱状に形成されて、該画壁部４１の開口前端部を遊技盤
２０の裏面に当接させた状態で、当該遊技盤２０と設置部材２２とがネジ止め固定される
。そして、前記設置部材２２において前記遊技盤２０との間に画成される収容空間２７に
、動作により演出を行う可動演出装置５０が設置されて、設置部材２２を基材とする１つ
のユニットとして扱い得るようになっている。前記設置部材２２の背面板４０には、前記
枠状装飾体４２の開口部４２ａと前後に整列する位置に、略矩形状の開口部２２ａが前後
に開口するよう開設される。そして、背面板４０の裏面に配設した前記表示装置１７の表
示部１７ａが、前記開口部２２ａおよび開口部４２ａを介して遊技盤２０の前側に臨むよ
うになっている。なお、以下の説明では、設置部材２２の背面板４０について、開口部２
２ａに対する上下左右の各部位を、上板部,下板部,左板部,右板部と指称して区別する場
合もある。
【００３４】
(可動演出装置５０について)
　図３および図４に示す如く、前記設置部材２２における背面板４０の下板部に前記可動
演出装置５０が配設されている。可動演出装置５０は、複数(実施例では５つ)の可動体５
５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを備え、該可動演出装置５０は、複数の可動体５５,５
６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを、後述するケース体５１に収容された初期位置(図５)と該
ケース体５１から突出された作動位置(図２８,図２９)との間で昇降移動させる動作によ
って演出を行い得るよう構成されている。また、可動演出装置５０は、複数の可動体５５
,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを回転させる動作によっても演出を行い得るようになって
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いる。すなわち、実施例の可動演出装置５０は、可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７
Ｂの昇降動作および回転動作によってバリエーションのある動作演出を行い得るよう構成
されている。
【００３５】
(ケース体５１について)
　前記可動演出装置５０は、該可動演出装置５０を構成する部材の設置基体となるケース
体(設置部)５１と、所定の演出動作を行う前記可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂ
と、この可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを昇降動作させる昇降駆動機構(昇降
機構)８４と、該可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを回転動作させる回転駆動機
構(回転機構)１０７とを備えている。前記ケース体５１は、図８,図９,図１０に示す如く
、後側に向けて開放する略箱状の前ケース５２と、前側に向けて開放する略箱状の後ケー
ス５３と、両ケース５２,５３を前後に組み付けることで画成される上部開口を塞ぐ蓋部
材５４とを備え、ケース体５１に内部画成された収容空間Ｓに、前記可動体５５,５６Ａ,
５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂおよび昇降駆動機構８４、回転駆動機構１０７の各機構部分が収容
されるようになっている。そして、ケース体５１を前記下板部にネジ止め固定することで
、設置部材２２に対して可動演出装置５０が位置決め固定されるようになっている(図３,
図４参照)。すなわち、可動演出装置５０は、設置部材２２に対してケース体５１を単位
として着脱可能なユニット構造になっている。
【００３６】
　前記蓋部材５４には、図５に示す如く、各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂに
対応する位置に上下方向に貫通する孔部５４ａが夫々形成されており、各可動体５５,５
６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは、略全体が前記収容空間Ｓに収容された初期位置(図５参照
)と、対応する孔部５４ａから上側に所定長さだけ突出した作動位置(図２９参照)との間
を昇降動作するよう構成される。そして、ケース体５１から上方に突出した各可動体５５
,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが、図２８に示す如く、前記枠状装飾体４２の開口部４２
ａに現われるインパントのある演出が行われるようになっている。実施例では、前記枠状
装飾体４２に配設した透明壁４８における張出部４８ａの上側で各可動体５５,５６Ａ,５
６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが上下動するよう構成される。
【００３７】
(可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂについて)
　前記可動演出装置５０には、図６,図３０,図３１等に示す如く、５つの可動体５５,５
６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが左右方向(横方向)に所定間隔で並ぶように配置されている
。この５つの可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは、前記昇降駆動機構８４によっ
てタイミングを異ならせて昇降動作するよう構成されている(図３２～図３７参照)。具体
的には、中央に配置される可動体５５と、該中央の可動体５５を挟んで左右に隣り合う位
置に配置される２つの可動体５６Ａ,５６Ｂと、最も外側に配置される左右両側の２つの
可動体５７Ａ,５７Ｂとの昇降動作のタイミングが夫々異なるよう設定されている。そこ
で、５つの可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂについて、以後、中央に配置される
可動体５５を第１可動体５５と指称し、該第１可動体５５を挟んで左右に隣り合う位置に
配置される２つの可動体５６Ａ,５６Ｂを第２可動体５６Ａ,５６Ｂと指称し、最も外側に
配置される左右両側の２つの可動体５７Ａ,５７Ｂを第３可動体５７Ａ,５７Ｂと指称して
区別する場合がある。また、各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは、前記回転駆
動機構１０７によって回転動作するよう構成されており、後述するように実施例では、各
可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは１８０度の角度で正転方向および逆転方向に
回転することで、表裏が反転するよう構成されている(図３６,図３８参照)。
【００３８】
(第１可動体５５について)
　前記第１可動体５５は、図１１～図１４に示す如く、２つに分割可能な第１半体５８お
よび第２半体５９と、両半体５８,５９の間に収容された導光部材６３とを備える。第１
半体５８および第２半体５９は、上下方向に延在する意匠面部(意匠部)と、該意匠面部の
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外周縁から板面と直交するように突出する側壁とから一方向に開放するように形成された
部材であって、両半体５８,５９の側壁の突出端同士を当接した状態でネジ止め固定する
ことで、両半体５８,５９の間に導光部材６３が収容される空間が画成されるようになっ
ている。なお、第１半体５８の意匠面部を第１意匠面部５８ａと指称すると共に、第２半
体５９の意匠面部を第２意匠面部５９ａと指称するものとする。
【００３９】
　前記第１可動体５５の底部に、上下方向に貫通する支持孔６０が設けられており、該支
持孔６０に、前記回転駆動機構１０７を構成する後述する第１回転支持体７８の軸部７９
ｂが挿通されるようになっている。第１回転支持体７８の軸部７９ｂは、後述するが周面
の一部に軸方向に延在する平坦面７９ｃが形成されている。そして、前記支持孔６０の内
周は、該軸部７９ｂの外形形状に一致するように形成されており、軸部７９ｂが支持孔６
０に挿通可能な向きが平坦面７９ｃによって規定されるようになっている。これにより、
第１回転支持体７８に軸部７９ｂおよび支持孔６０を介して取り付けられる第１可動体５
５の第１意匠面部５８ａおよび第２意匠面部５９ａの向きが規定されるよう構成されてい
る。
【００４０】
　前記第１可動体５５における第１半体５８の第１意匠面部５８ａおよび第２半体５９の
第２意匠面部５９ａには夫々異なる意匠が施されており、各意匠面部５８ａ,５９ａに施
されている意匠を見た際に遊技者に与える印象が変わるように構成されている。各意匠面
部５８ａ,５９ａに施される意匠を具体的に説明すると、実施例では、両意匠面部５８ａ,
５９ａには、パチンコ機１０のモチーフに関連する人(具体的には女中)を模した意匠が施
されており、第１意匠面部５８ａには顔が平常の表情で表わされた人の意匠が施され、第
２意匠面部５９ａには顔が般若となっている人の意匠が施されている。第１可動体５５は
、前記回転駆動機構１０７によって上下方向に延在する軸回りに正転および逆転されるこ
とで、第１意匠面部５８ａが前側を向く第１姿勢(図３６参照)と、第２意匠面部５９ａが
前側を向く第２姿勢(図３８参照)とに変化可能に構成されている。すなわち、第１可動体
５５の外面には、回転方向に複数(実施例では２つ)の意匠面部(意匠部)５８ａ,５９ａが
設けられており、該第１可動体５５を回転することによって前側を向く意匠面部５８ａ,
５９ａを切り替え得るよう構成される。
【００４１】
　前記第１可動体５５は全体が非光透過性に構成されているが、前記第２半体５９の一部
に光透過性の明輝部６１が設けられている。具体的に、第１可動体５５では、前記第２意
匠面部５９ａに施されている意匠の顔における目に対応する位置に明輝部６１が夫々設け
られている(図１４参照)。すなわち、第１可動体５５では、同じ高さ位置で該第１可動体
５５の移動方向と交差する方向で離間する２箇所に明輝部６１が設けられている。そして
、後述する第１発光体１１６ａから照射された光を導光部材６３で分岐して２つの明輝部
６１,６１を明輝させるようになっている(図３９(ｂ)参照)。また、第１可動体５５には
、一方の側面(半体５８,５９の側壁)に、内外方向に貫通する光導入口６２が形成されて
いる。
【００４２】
(導光部材６３について)
　前記第１可動体５５の内部に配設された導光部材６３は、図１１,図１２,図１５に示す
如く、横方向に延在する第１導光部６４ａと、該第１導光部６４ａの一端に連設されて上
下方向に延在する第２導光部６４ｂと、該第２導光部６４ｂの上端に連設された第３導光
部６４ｃとを備え、第１導光部６４ａの他端が前記光導入口６２を介して外側に臨むよう
に第１可動体５５内に配置されている。第１導光部６４ａにおける光導入口６２に臨む端
部は、後述する第１発光体１１６ａから照射された光の導入端部となることから、該端部
を光導入端６４ｄと指称する。また、第１導光部６４ａと第２導光部６４ｂとの連設部に
は、光導入端６４ｄから入射して第１導光部６４ａを直進する光を第２導光部６４ｂの延
在方向に沿って上方(発光手段の光照射方向と交差する方向)に向けて反射する第１反射面
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６４ｅが形成されている。また、第２導光部６４ｂと第３導光部６４ｃとの連設部には、
第１反射面６４ｅで反射して第２導光部６４ｂを上方に向けて直進する光を前記一対の明
輝部６１,６１の離間方向(２方向)に分岐するように反射する第２反射面６４ｆ,６４ｆが
形成されている。
【００４３】
　前記第３導光部６４ｃは、図１５に示す如く、前記第２反射面６４ｆ,６４ｆを挟んで
離間する２つの導光部６４ｃ,６４ｃからなり、各第３導光部６４ｃにおける第２半体５
９の裏面を向く光射出端６４ｈが、対応する前記明輝部６１に近接して対向している。ま
た、各第３導光部６４ｃには、第２反射面６４ｆで反射された光を光射出端６４ｈに向け
て反射する第３反射面６４ｇが形成されており、該光射出端６４ｈから射出された光が対
応する明輝部６１に照射されて該明輝部６１が明輝するよう構成されている。具体的に、
第１可動体５５を第２意匠面部５９ａが前側を向く第２姿勢とした状態において、該第１
可動体５５に対して側方から照射された光を、導光部材６３によって前側に向けて照射す
るように光の向きを変えるよう構成されて、該第３導光部６４ｃ(光射出端６４ｈ)から射
出された光によって前記明輝部６１が明輝するよう構成されている。
【００４４】
　前記第１可動体５５では、前記昇降駆動機構８４による昇降動作および回転駆動機構１
０７による回転動作によって、前記導光部材６３の光導入端６４ｄが、後述する第１発光
体１１６ａの光照射方向と対向する位置と、対向しない位置とに変化することで(図３９
参照)、前記明輝部６１の態様が切り替わるよう構成されている。すなわち、導光部材６
３の光導入端６４ｄが、第１発光体１１６ａの光照射方向と対向する位置(第１可動体５
５の第２姿勢)では(図３９(ｂ))、該第１発光体１１６ａから照射された光が導光部材６
３によって明輝部６１に導びかれて該明輝部６１が明輝する態様となり、導光部材６３の
光導入端６４ｄが、第１発光体１１６ａの光照射方向と対向しない位置(第１可動体５５
の第１姿勢)に変化すると(図３９(ａ))、該第１発光体１１６ａから照射された光は導光
部材６３で明輝部６１に導びかれなくなって該明輝部６１は明輝しない態様となる。
【００４５】
　前記第２半体５９の内面(第１半体５８と対向する面)には、図１１,図１４(ａ)に示す
如く、第１半体５８側に突出する収容壁６５によって前記導光部材６３に対応する形状の
収容溝６５ａが形成されており、該収容溝６５ａに導光部材６３を収容することで、該導
光部材６３の光導入端６４ｄが光導入口６２に位置すると共に、光射出端６４ｈが対応す
る明輝部６１に近接して対向位置するよう構成される。また、前記第１半体５８の内面(
第２半体５９と対向する面)には、図１２,図１３に示す如く、前記第２半体５９の収容溝
６５ａに収容された導光部材６３における第３導入部６４ｃに対応する位置に、該第１半
体５８の開放端から突出する支持突部６６が設けられている。そして、両半体５８,５９
を組み付けた状態で該支持突部６６が第３導入部６４ｃに当接して、明輝部６１に対する
光射出端６４ｈの位置を一定に保持すると共に、収容溝６５ａからの導光部材６３の脱落
を阻止するようになっている。なお、支持突部６６は二股状に形成されており、前記回転
駆動機構１０７の後述する第１軸体７７と干渉しないよう構成してある。また、第２半体
５９の内面下端部に、該第２半体５９の開口側に開放して後述する第１回転支持体７８の
係合片７９ｄが係合する凹状の係合部６７が設けられている。
【００４６】
(第２可動体５６Ａ,５６Ｂについて)
　前記２つの第２可動体５６Ａ,５６Ｂの基本的な構造は同じである。また、各第２可動
体５６Ａ,５６Ｂは、上下方向の寸法が前記第１可動体５５と異なるのみで、その他の基
本構成は同じであるので、既出の部材と同じ部材や部位には同じ付号を付して詳細説明は
省略する。すなわち、第２可動体５６Ａ,５６Ｂは、図１６～図２０に示す如く、第１意
匠面部５８ａを有する第１半体５８と、第２意匠面部５９ａを有する第２半体５９とを組
み付けることで画成される空間に、導光部材６３が収容されている。また、第２意匠面部
５９ａに施されている意匠の目に対応する位置に明輝部６１が設けられており、前記導光
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部材６３によって外部から導入された光を明輝部６１に導びいて該明輝部６１を明輝させ
得るよう構成されている。なお、第２可動体５６Ａ,５６Ｂでは、第２意匠面部５９ａに
施される意匠が第１可動体５５とは異なるようにしてある。具体的には、第２可動体５６
Ａ,５６Ｂの第２意匠面部５９ａには顔が怨嗟の表情をした人の意匠が施されている。図
１８および図１９は、第１可動体５５の左側に配設される第２可動体５６Ａを構成する第
１半体５８および第２半体５９を示している。また図２０は、第１可動体５５の左側に配
設される第２可動体５６Ａを構成する導光部材６３を示している。
【００４７】
　ここで、２つの第２可動体５６Ａ,５６Ｂは、光導入口６２,６２の向きが左右反対とな
っており、導光部材６３,６３における光導入口６２,６２に臨む光導入端６４ｄも左右反
対となっている。すなわち、第１可動体５５の左側に位置する第２可動体５６Ａは、図３
９(ａ)に示す如く、第１姿勢(第１意匠面部５８ａが前側を向く姿勢)では、光導入口６２
および光導入端６４ｄが右側を向くのに対し、第１可動体５５の右側に位置する第２可動
体５６Ｂは、第１姿勢(第１意匠面部５８ａが前側を向く姿勢)では、光導入口６２および
光導入端６４ｄが左側を向くよう構成される。そして、第２可動体５６Ａ,５６Ｂの夫々
が第２姿勢(第２意匠面部５９ａが前側を向く姿勢)に変化することで、図３９(ｂ)に示す
如く、第１可動体５５の左側に位置する第２可動体５６Ａでは光導入口６２および光導入
端６４ｄが左側を向くのに対し、第１可動体５５の右側に位置する第２可動体５６Ｂでは
光導入口６２および光導入端６４ｄが右側を向くよう構成される。
【００４８】
(第３可動体５７Ａ,５７Ｂについて)
　前記２つの第３可動体５７Ａ,５７Ｂの構造は同じである。また、各第３可動体５７Ａ,
５７Ｂの基本的な構成は、前記第１可動体５５と同じであるので、第１可動体５５と異な
る部分について詳細に説明する。なお、第３可動体５７Ａ,５７Ｂの構成に関し、第１可
動体５５の構成に関して説明した既出の部材と同じ部材や部位には同じ付号を付して詳細
説明は省略する。
【００４９】
　前記第３可動体５７Ａ,５７Ｂは、図２１～図２６に示す如く、第１意匠面部５８ａを
有する第１半体５８と、第２意匠面部５９ａを有する第２半体５９とを組み付けることで
画成される空間に、複数(実施例では２つ)の導光部材６８,６９が収容されている。第３
可動体５７Ａ,５７Ｂでは、該第３可動体５７Ａ,５７Ｂに配設された導光部材６８,６９
と対応する複数の明輝部７０,７１が設けられている。具体的には、第３可動体５７Ａ,５
７Ｂでは、第２意匠面部５９ａに施されている意匠の胸に対応する位置に第１明輝部７０
が設けられると共に、第２意匠面部５９ａに施されている意匠の目に対応する位置に第２
明輝部７１,７１が設けられている。すなわち、第３可動体５７Ａ,５７Ｂでは、前記第１
可動体５５と同様に同じ高さ位置で該第３可動体５７Ａ,５７Ｂの移動方向と交差する方
向で離間する２箇所に第２明輝部７１が設けられる他に、該第２明輝部７１とは高さ方向
(第３可動体５７Ａ,５７Ｂの移動方向)で異なる位置に第１明輝部７０が設けられている
。そして、第３可動体５７Ａ,５７Ｂの内部に配設された第１導光部材６８によって外部
から導入された光を第１明輝部７０に導びくと共に、該第３可動体５７Ａ,５７Ｂの内部
に配設された第２導光部材６９によって外部から導入された光を第２明輝部７１に導びく
よう構成される。実施例では、第１導光部材６８が第１半体５８の裏側にネジ止め固定さ
れると共に、第２導光部材６９が第２半体５９の裏側にネジ止め固定されている。なお、
第３可動体５７Ａ,５７Ｂでは、第２意匠面部５９ａに施される意匠が第１可動体５５と
は異なるようにしてある。具体的には、第３可動体５７Ａ,５７Ｂの第２意匠面部５９ａ
には顔が怨嗟の表情をした人の意匠が施されている。図２３および図２４は、第１可動体
５５の左側に配設される第３可動体５７Ａを構成する第１半体５８および第２半体５９を
示している。また図２５,図２６は、第１可動体５５の左側に配設される第３可動体５７
Ａを構成する導光部材６８,６９を示している。
【００５０】
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　ここで、２つの第３可動体５７Ａ,５７Ｂは、前記第２可動体５６Ａ,５６Ｂと同様に、
前記光導入口６２,６２の向きが左右反対となっており、後述する導光部材６８,６９にお
ける光導入口６２,６２に臨む光導入端６８ｄ,６９ｄも左右反対となっている。すなわち
、第１可動体５５の左側に位置する第３可動体５７Ａは、図３９(ａ)に示す如く、第１姿
勢(第１意匠面部５８ａが前側を向く姿勢)では、光導入口６２,６２および光導入端６８
ｄ,６９ｄが左側を向くのに対し、第１可動体５５の右側に位置する第３可動体５７Ｂは
、第１姿勢(第１意匠面部５８ａが前側を向く姿勢)では、光導入口６２,６２および光導
入端６８ｄ,６９ｄが右側を向くよう構成される。そして、第３可動体５７Ａ,５７Ｂの夫
々が第２姿勢(第２意匠面部５９ａが前側を向く姿勢)に変化することで、図３９(ｂ)に示
す如く、第１可動体５５の左側に位置する第３可動体５７Ａでは光導入口６２,６２およ
び光導入端６８ｄ,６９ｄが右側を向くのに対し、第１可動体５５の右側に位置する第３
可動体５７Ｂでは光導入口６２,６２および光導入端６８ｄ,６９ｄが左側を向くよう構成
される。
【００５１】
(第１導光部材６８について)
　前記左右の第３可動体５７Ａ,５７Ｂに配設される第１導光部材６８,６８は左右対称で
あるので、第１可動体５５の左側に位置する第３可動体５７Ａに配設される第１導光部材
６８について説明する。該第１導光部材６８は、図２５に示す如く、横方向に延在する第
１導光部６８ａと、該第１導光部６８ａの一端に連設されて上下方向に延在する第２導光
部６８ｂと、該第２導光部６８ｂの上端に連設された第３導光部６８ｃとを備え、第１導
光部６８ａの他端が第３可動体５７Ａの一方の側面に設けられた光導入口６２を介して外
側に臨むように配置されている。第１導光部６８ａにおける光導入口６２に臨む端部は、
後述する第３発光体１１８ｂから照射された光の導入部となることから、該端部を光導入
端６８ｄと指称する。
【００５２】
　前記第１導光部材６８の第１導光部６８ａと第２導光部６８ｂとの連設部には、図２５
に示す如く、光導入端６８ｄから入射して第１導光部６８ａを直進する光を第２導光部６
８ｂの延在方向に沿って上方(発光手段の光照射方向と交差する方向)に向けて反射する第
１反射面６８ｅが形成されている。また、第１導光部材６８の第２導光部６８ｂと第３導
光部６８ｃとの連設部には、第１反射面６８ｅで反射して第２導光部６８ｂを上方に向け
て直進する光を２方向に分岐するように反射する第２反射面６８ｆ,６８ｆが形成されて
いる。
【００５３】
　前記第１導光部材６８の第３導光部６８ｃは、図２５に示す如く、前記第２反射面６８
ｆ,６８ｆを挟んで離間する２つの導光部６８ｃ,６８ｃからなり、各第３導光部６８ｃに
は第２半体５９の裏面に向けて延出する延出導光部６８ｉが設けられており、該延出導光
部６８ｉの延出端である光射出端６８ｈが、前記第１明輝部７０に近接して対向している
。また、各第３導光部６８ｃには、第２反射面６８ｆで反射された光を延出導光部６８ｉ
の光射出端６８ｈに向けて反射する第３反射面６８ｇが形成されており、該光射出端６８
ｈから射出された光が第１明輝部７０に照射されて該第１明輝部７０が明輝するよう構成
されている。具体的に、第３可動体５７Ａ,５７Ｂを第２意匠面部５９ａが前側を向く第
２姿勢とした状態において、該第３可動体５７Ａ,５７Ｂに対して側方から照射された光
を、第１導光部材６８によって前側に向けて照射するように光の向きを変えるよう構成さ
れて、該第３導光部６８ｃ(光射出端６８ｈ)から射出された光によって前記第１明輝部７
０が明輝するよう構成されている。
【００５４】
(第２導光部材６９について)
　前記第３可動体５７Ａ,５７Ｂに配設される第２導光部材６９の構成は、前記第１可動
体５５に配設された導光部材６３と同じであるので、同一部位には同じ符号を付して詳細
説明は省略する。また、左右の第３可動体５７Ａ,５７Ｂに配設される第２導光部材６９,
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６９は左右対称であって、図２６には第１可動体５５の左側に位置する第３可動体５７Ａ
に配設される第２導光部材６９を図示してある。第２導光部材６９は、第１導光部６４ａ
、第２導光部６４ｂ、第３導光部６４ｃ、第１反射面６４ｅ，第２反射面６４ｆおよび第
３反射面６４ｇを備え、第１導光部６４ａにおける光導入口６２に臨む光導入端６４ｄか
ら入射した光を各第３導光部６４ｃの光射出端６４ｈから対応する第２明輝部７１に向け
て射出して該第２明輝部７１を明輝させ得るよう構成されている。また、第２導光部材６
９の第２導光部６４ｂは、図３９に示す如く、前記第１導光部材６８における一対の延出
導光部６８ｉ,６８ｉの間を上下方向に非接触で延在するよう配置されて、第１導光部材
６８で導びかれる光が第２導光部材６９に入射されないようになっている。すなわち、第
１明輝部７０と第２明輝部７１とを明確に分けて明輝し得るよう構成してある。
【００５５】
　ここで、前記第３可動体５７Ａ,５７Ｂにおいて、光導入口６２に臨む第１導光部材６
８の光導入端６８ｄと第２導光部材６９の光導入端６４ｄとは、半体５８,５９の対向方
向(前後方向)に離間すると共に上下方向でずれて位置するよう設定される(図４０参照)。
そして、後述する第２発光基板１１８に配設された対応する第３発光体１１８ｂ,１１８
ｂが各光導入端６８ｄ,６４ｄに個々に対向するよう構成されている。すなわち、一方の
第３発光体１１８ｂのみを発光することで、第１明輝部７０および第２明輝部７１の何れ
かを選択して明輝させることができるよう構成されている。また、２つの第３発光体１１
８ｂ,１１８ｂを発光することで、第１明輝部７０および第２明輝部７１を同時に明輝さ
せることができるようになっている。
【００５６】
　前記第３可動体５７Ａ,５７Ｂにおける第１半体５８の内面には、図２３に示す如く、
第２半体５９側に突出する第１収容壁７２によって前記第１導光部材６８に対応する形状
の第１収容溝７２ａが形成されており、該第１収容溝７２ａに第１導光部材６８を収容す
ることで、該第１導光部材６８の光導入端６８ｄが光導入口６２に位置すると共に、延出
導光部６８ｉの光射出端６８ｈが第１明輝部７０に近接して対向位置するよう構成される
。また第１半体５８には、図２２,図２３に示す如く、第１収容壁７２における第１収容
溝７２ａの外側に、ネジ孔が形成された第１ネジ止め部７３が設けられ、該第１ネジ止め
部７３のネジ孔に鍔付きネジ７４を螺挿することで、該鍔付きネジ７４の鍔によって第１
収容溝７２ａからの第１導光部材６８の脱落が阻止されるようになっている。また、第３
可動体５７Ａ,５７Ｂにおける第２半体５９の内面には、図２１,図２４に示す如く、第１
半体５８側に突出する第２収容壁７５によって前記第２導光部材６９に対応する形状の第
２収容溝７５ａが形成されており、該第２収容溝７５ａに第２導光部材６９を収容するこ
とで、該第２導光部材６９の光導入端６４ｄが光導入口６２に位置すると共に、第３導光
部６４ｃの光射出端６４ｈが前記第２明輝部７１に近接して対向位置するよう構成される
。また第２半体５９には、第２収容壁７５における第２収容溝７５ａの外側に、ネジ孔が
形成された第２ネジ止め部７６が設けられ、該第２ネジ止め部７６のネジ孔に鍔付きネジ
７４を螺挿することで、該鍔付きネジ７４の鍔によって第２収容溝７５ａからの第２導光
部材６９の脱落が阻止されるようになっている。
【００５７】
　ここで、前記第１収容溝７２ａに収容された第１導光部材６８と、第２収容溝７５ａに
収容された第２導光部材６９とは対向方向で離間しており、前記回転駆動機構１０７の後
述する第３軸体８２Ａ,８２Ｂが両導光部材６８,６９の間に挿通されて該第３軸体８２Ａ
,８２Ｂと両導光部材６８,６９とが干渉しないよう構成してある(図４０参照)。また、第
３可動体５７Ａ,５７Ｂの第１半体５８および第２半体５９には、前記第１可動体５５の
構成の説明で述ベたと同様に、第３導入部６８ｃに当接して延出導光部６８ｉの光射出端
６８ｈを第２明輝部７１に対して位置決めする二股状の支持突部６６および後述する第３
回転支持体８３Ａ,８３Ｂの係合片７９ｄが係合する凹状の係合部６７が設けられている
。
【００５８】
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(第１可動体５５の支持構造について)
　前記ケース体５１に対する第１～第３可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの支持
構造について説明する。ケース体５１には、図８に示す如く、左右方向の中央に、上下方
向(後述するベース体８６の往復移動方向と交差する方向)に延在する第１軸体(軸体)７７
が、下端部において該ケース体５１に回動自在に支持されて、該第１軸体７７の上端部は
ケース体５１の上端近傍まで延在している。この第１軸体７７に、後述する駆動歯車１１
０が噛合する第１回転歯車７７ａが一体的に回転するように配設される。また、第１軸体
７７には、図６に示す如く、第１回転歯車７７ａより上側に第１回転支持体７８が一体的
に回転可能でかつ軸方向への移動が自在に支持されている。この第１回転支持体７８は、
図１１,図１２に示す如く、円盤状の連繋板７９ａと、該連繋板７９ａの上面に突設され
た軸部７９ｂとを備え、該軸部７９ｂが前記第１可動体５５の支持孔６０に挿通された状
態で第１回転支持体７８に第１可動体５５が取り付けられている。軸部７９ｂには周方向
の所定箇所(実施例では第１半体５８に対応する箇所)に平坦部７９ｃが形成されており、
該軸部７９ｂを対応する形状に形成されている支持孔６０に挿通することで、第１回転支
持体７８に対する第１可動体５５の取り付け向きは規定される。
【００５９】
　前記第１回転支持体７８の軸部７９ｂには、平坦部７９ｃとは軸中心を挟んで反対側に
、径方向に突出する板状の係合片７９ｄが設けられており、該係合片７９ｄが第１可動体
５５の前記係合部６７に係合するように挿入されている。すなわち、係合片７９ｄと係合
部６７との係合状態で、第１可動体５５は第１回転支持体７８と一体的に回転すると共に
一体的に第１軸体７７に沿って軸方向(ベース体８６の往復移動方向と交差する方向)に移
動するよう構成される。
【００６０】
(第２可動体５６Ａ,５６Ｂの支持構造について)
　前記ケース体５１には、図８に示す如く、前記第１軸体７７を挟んで左右両側に離間す
る位置に、該第１軸体７７と平行な第２軸体(軸体)８０Ａ,８０Ｂが、下端部において該
ケース体５１に回動自在に支持されて、該第２軸体８０Ａ,８０Ｂの上端部はケース体５
１の上端近傍まで延在している。各第２軸体８０Ａ,８０Ｂは、図８に示す如く、第１軸
体７７に対して前側に偏倚すると共に、該第２軸体８０Ａ,８０Ｂの下端部は、ケース体
５１に対する第１軸体７７の支持位置より上方でケース体５１に回動自在に支持されてい
る。各第２軸体８０Ａ,８０Ｂに、図６に示す如く、後述する回転駆動機構１０７の上作
動歯車１１３ａが噛合する第２回転歯車８０ａが一体的に回転するように配設される(図
６参照)。また、第２軸体８０Ａ,８０Ｂには、第２回転歯車８０ａより上側に、第２回転
支持体８１Ａ,８１Ｂが一体的に回転可能でかつ軸方向への移動が自在に支持されている
。この第２回転支持体８１Ａ,８１Ｂの構成は、図１６,図１７に示す如く、前記第１回転
支持体７８の構成と同じであって、円盤状の連繋板７９ａと、該連繋板７９ａの上面に突
設された軸部７９ｂと、該軸部７９ｂに形成された平坦部７９ｃと、該軸部７９ｂに形成
された係合片７９ｄとを備える。そして、前記第２可動体５６Ａ,５６Ｂの支持孔６０に
軸部７９ｂを挿通すると共に、係合片７９ｄを係合部６７に係合することで、第２回転支
持体８１Ａ,８１Ｂに対する第２可動体５６Ａ,５６Ｂの取り付け向きが規定され、かつ第
２可動体５６Ａ,５６Ｂが第２回転支持体８１Ａ,８１Ｂと一体的に回転すると共に一体的
に第２軸体８０Ａ,８０Ｂに沿って軸方向に移動するよう構成される。
【００６１】
(第３可動体５７Ａ,５７Ｂの支持構造について)
　前記ケース体５１には、図８に示す如く、前記各第２軸体８０Ａ,８０Ｂを挟んで第１
軸体７７とは反対側に離間する位置の夫々に、該第１軸体７７および第２軸体８０Ａ,８
０Ｂと平行な第３軸体(軸体)８２Ａ,８２Ｂが、下端部において該ケース体５１に回動自
在に支持されて、該第３軸体８２Ａ,８２Ｂの上端部はケース体５１の上端近傍まで延在
している。各第３軸体８２Ａ,８２Ｂは、図８に示す如く、第２軸体８０Ａ,８０Ｂに対し
て前側に偏倚すると共に、該第３軸体８２Ａ,８２Ｂの下端部は、ケース体５１に対する
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第１軸体７７の支持位置と略同じ位置でケース体５１に回動自在に支持されている。各第
３軸体８２Ａ,８２Ｂに、図６に示す如く、後述する回転駆動機構１０７の下作動歯車１
１３ｂが噛合する第３回転歯車８２ａが一体的に回転するように配設される。また、第３
軸体８２Ａ,８２Ｂには、第３回転歯車８２ａより上側に、第３回転支持体８３Ａ,８３Ｂ
が一体的に回転可能でかつ軸方向への移動が自在に支持されている。この第３回転支持体
８３Ａ,８３Ｂの構成は、前記第１回転支持体７８の構成と同じであって、図２１,図２２
に示す如く、円盤状の連繋板７９ａと、該連繋板７９ａの上面に突設された軸部７９ｂと
、該軸部７９ｂに形成された平坦部７９ｃと、該軸部７９ｂに形成された係合片７９ｄと
を備える。そして、第３可動体５７Ａ,５７Ｂの支持孔６０に軸部７９ｂを挿通すると共
に、係合片７９ｄを係合部６７に係合することで、第３回転支持体８３Ａ,８３Ｂに対す
る第３可動体５７Ａ,５７Ｂの取り付け向きが規定され、かつ第３可動体５７Ａ,５７Ｂが
第３回転支持体８３Ａ,８３Ｂと一体的に回転すると共に一体的に第３軸体８２Ａ,８２Ｂ
に沿って軸方向に移動するよう構成される。
【００６２】
(昇降駆動機構８４について)
　前記昇降駆動機構８４は、前記ケース体５１に配設された昇降用モータ(駆動手段)８５
と、ケース体５１に配設されて昇降用モータ８５の駆動によって左右方向(横方向)に直線
的に往復移動するベース体８６と、ベース体８６と前記各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５
７Ａ,５７Ｂとを連繋して該ベース体８６の往復移動に伴って各可動体５５,５６Ａ,５６
Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを昇降動作させる連繋機構９３,９７Ａ,９７Ｂ,１０２Ａ,１０２Ｂとを
備える(図７,図９,図１０参照)。
【００６３】
(ベース体８６について)
　前記ベース体８６は、図７,図９,図１０に示す如く、平板状の部材であって、前記ケー
ス体５１における後ケース５３に設けられたベース用ガイド部５３ａ,５３ｂに板面を前
後に向けた姿勢で支持されて、該ベース用ガイド部５３ａ,５３ｂに沿って左右方向に平
行移動自在に構成されている。ベース用ガイド部５３ａ,５３ｂは、後ケース５３の後壁
内面において左右方向に所定長さで延在するように形成された上ベース用ガイド部５３ａ
(図３参照)と、該上ベース用ガイド部５３ｂから下方に離間して後壁内面に突設された下
ベース用ガイド部５３ｂ(図９参照)とからなり、両ベース用ガイド部５３ａ,５３ｂの間
にベース体８６が支持されて後ケース５３の後壁内面に沿って左右方向に移動可能に構成
されている。なお、下ベース用ガイド部５３ｂは、後述する右第３連繋機構１０２Ｂの右
第３連繋部材１０６Ｂを回動自在に支持する右第３回転軸１０５Ｂの設置部として利用さ
れる。
【００６４】
　前記ベース体８６は、前記昇降用モータ８５に伝達機構８７を介して連繋されている。
伝達機構８７は、図１１,図３１に示す如く、昇降用モータ８５の出力軸に連結された駆
動歯車８８と、該駆動歯車８８に噛合する複数の従動歯車８９と、駆動歯車８８から最も
離れている従動歯車８９に噛合する作動歯車９０と、ベース体８６に形成されて左右方向
に所定長さで延在するラック８６ａとを備える。すなわち、昇降用モータ８５を正転方向
および逆転方向に回転駆動することで、作動歯車９０とラック８６ａとの噛合作用下にベ
ース体８６が左右方向に往復移動するよう構成されている(図３１,図３３,図３５,図３７
参照)。また、ラック８６ａは、ベース体８６の下端に形成されると共に、前記作動歯車
９０および複数の従動歯車８９は、駆動歯車８８に対して横方向に並ぶようにして後ケー
ス５３の最下部に回動自在に支持されて、該作動歯車９０の上側にラック８６ａが噛合す
るようになっている。
【００６５】
　ここで、前記ベース体８６は、前記可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを初期位
置とする初期位置(図３１)において前記駆動歯車８８から最も離間して位置し、該初期位
置から駆動歯車８８に近接する方向に移動することで可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,
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５７Ｂを作動位置に向けて上昇させるよう構成されて、該ベース体８６が駆動歯車８８に
最も近接する位置が可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを作動位置まで上昇させた
作動位置(図３７)として設定される。なお、ベース体８６および該ベース体８６に設けら
れる後述する連繋機構９３,９７Ａ,９７Ｂ,１０２Ａ,１０２Ｂの係合部９４,９８Ａ,９８
Ｂ,１０３Ａ,１０３Ｂにおけるベース体８６の往復移動方向の各端部に関し、ベース体８
６が初期位置から作動位置に移動する際の前側(実施例では左側)を「初期側」または「初
期端」と指称し、ベース体８６が初期位置から作動位置に移動する際の後側(実施例では
右側)を「作動側」または「作動端」と指称する場合がある。また、前記昇降用モータ８
５の回転方向について、ベース体８６(可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂ)を初期
位置から作動位置へ移動させる方向を正転方向、ベース体８６(可動体５５,５６Ａ,５６
Ｂ,５７Ａ,５７Ｂ)を作動位置から初期位置へ移動させる方向を逆転方向と指称する場合
もある。
【００６６】
　前記ベース体８６に、バネ係止部８６ｂが設けられると共に、前記後ケース５３におけ
る該バネ係止部８６ｂと左右方向で離間して対向する位置にバネ固定部(図示せず)が設け
られており、一端がバネ固定部に係止された移動補助手段としてのコイルバネ９１の他端
がバネ係止部８６ｂに係止されている。そして、ベース体８６は、コイルバネ９１によっ
て可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを初期位置から作動位置に向けて移動する方
向へ付勢力が常に付与されるよう構成される。すなわち、複数の可動体５５,５６Ａ,５６
Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを作動位置に向けて上昇させる際には、ベース体８６に初期位置から作
動位置に向けて移動させる方向に常にコイルバネ９１の付勢力が付与されて、前記昇降用
モータ８５の駆動負荷を軽減し得るようになっている。
【００６７】
　また、前記ベース体８６に検出片８６ｃが設けられており、該検出片８６ｃは、前記後
ケース５３に配設された昇降用検出手段９２によって検出可能に構成されている。昇降用
検出手段９２は、前記制御手段に配線接続されており、該昇降用検出手段９２からの検出
信号の入力に基づいて制御手段が前記昇降用モータ８５を駆動制御し得るよう構成される
。前記検出片８６ｃは、前記ベース体８６(可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂ)の
初期位置において昇降用検出手段９２で検出されて(図７,図３１参照)、該昇降用検出手
段９２の検出信号の入力に基づいて昇降用モータ８５を制御手段が停止制御することで、
ベース体８６(可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂ)を初期位置に停止保持し得るよ
う構成される。昇降用モータ８５としてステッピングモータが採用され、該昇降用モータ
８５の駆動によって初期位置から移動を開始したベース体８６(可動体５５,５６Ａ,５６
Ｂ,５７Ａ,５７Ｂ)を、移動パルス信号の制御によって作動位置で停止するように昇降用
モータ８５を制御手段で駆動制御し得るよう構成されている。
【００６８】
(連繋機構９３,９７Ａ,９７Ｂ,１０２Ａ,１０２Ｂについて)
　前記連繋機構９３,９７Ａ,９７Ｂ,１０２Ａ,１０２Ｂは、前記各可動体５５,５６Ａ,５
６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂに対応してベース体８６に形成された係合部９４,９８Ａ,９８Ｂ,１
０３Ａ,１０３Ｂと、係合部９４,９８Ａ,９８Ｂ,１０３Ａ,１０３Ｂを対応する可動体５
５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂに連繋する連繋部材９５,９７Ａ,９７Ｂ,１０２Ａ,１０
２Ｂとを備える。各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂに対応する連繋機構９３,
９７Ａ,９７Ｂ,１０２Ａ,１０２Ｂに関し、対応する可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,
５７Ｂに合わせて第１連繋機構９３、第２連繋機構９７Ａ,９７Ｂおよび第３連繋機構１
０２Ａ,１０２Ｂと指称すると共に、各連繋機構９３,９７Ａ,９７Ｂ,１０２Ａ,１０２Ｂ
を構成する部材や部位についても名称に「第１」、「第２」、「第３」を付して区別する
。また、第２可動体５６Ａ,５６Ｂおよび第３可動体５７Ａ,５７Ｂについては、２つの可
動体５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂがあるので、正面視において第１可動体５５の左側に
位置する第２可動体５６Ａおよび第３可動体５７Ａを左第２可動体５６Ａおよび左第３可
動体５７Ａと指称すると共に、正面視において第１可動体５５の右側に位置する第２可動
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体５６Ｂおよび第３可動体５７Ｂを右第２可動体５６Ｂおよび右第３可動体５７Ｂと指称
して区別する場合もある。そして、連繋機構９７Ａ,９７Ｂ,１０２Ａ,１０２Ｂについて
も、左右の第２可動体５６Ａ,５６Ｂおよび第３可動体５７Ａ,５７Ｂに対応して、左第２
連繋機構９７Ａ、右第２連繋機構９７Ｂ、左第３連繋機構１０２Ａ、左第３連繋機構１０
２Ｂと指称して区別する場合もある。
【００６９】
(第１連繋機構９３について)
　前記第１可動体５５をベース体８６の移動に伴って動作させる第１連繋機構９３は、図
１１,図１２に示す如く、ベース体８６に形成された第１係合部９４と、該第１係合部９
４と前記第１可動体５５とを連繋する第１連繋部材(連繋部材)９５とを備える。第１係合
部９４は、前記ベース体８６に前後方向に貫通して形成された長孔で構成されている。ま
た、第１係合部９４は、ベース体８６の往復移動方向に沿って延在する非作動部９４ａと
、該非作動部９４ａにおける作動端に接続して前記往復移動方向と交差する方向(上下方
向)に延在する作動部９４ｂとを備える。第１係合部９４の作動部９４ｂは、上下方向の
下端部で非作動部９４ａに接続すると共に、上側に向かうにつれて非作動部９４ａの初期
端から離間するように傾斜して形成されている。
【００７０】
　前記ケース体５１における前ケース５２の前壁には、前記右第２可動体５６Ｂおよび右
第３可動体５７Ｂの配設位置の間に軸支持部５２ａが収容空間Ｓ内に突出するように設け
られており、該軸支持部５２ａに、前記ベース体８６の往復移動方向と交差する方向(実
施例では前後方向)に延在する第１回転軸(回転軸)９６が支持されている(図１１,図１２
参照)。そして、この第１回転軸９６における軸支持部５２ａから後方に突出する端部に
、前記第１係合部９４と第１可動体５５とを連繋する第１連繋部材９５が回動自在に支持
されている。第１連繋部材９５には、第１回転軸９６に支持される軸支部９５ｄ(揺動中
心)から該第１回転軸９６の径方向に離間する位置に第１被係合部９５ａが設けられ、該
第１被係合部９５ａが第１係合部９４に移動自在に係合するよう構成される。実施例の第
１被係合部９５ａは、具体的には後方に突出する円柱状の突部からなり、該突部が第１係
合部９４としての長孔に挿通されて、該長孔に沿って移動し得るようになっている。また
、第１連繋部材９５の第１被係合部９５ａは、ベース体８６の初期位置において第１係合
部９４の非作動部９４ａにおける初期端に位置している(図３１参照)。実施例では、第１
回転軸９６(軸支部９５ｄ)は、ベース体８６の初期位置において第１係合部９４の非作動
部９４ａの上方に位置しており(図３０参照)、該第１回転軸９６より下側に位置する第１
被係合部９５ａが第１係合部９４の非作動部９４ａにおける初期端に位置するように設定
される。
【００７１】
　前記第１連繋部材９５には、第１回転軸９６で支持される軸支部９５ｄから該第１回転
軸９６の径方向に所定長さで延在する第１アーム９５ｂが設けられており、該第１アーム
９５ｂの延出端が対応する前記第１回転支持体７８に連繋されている。具体的には、第１
アーム９５ｂの延出端に、図１１に示す如く、上下に離間する一対の連繋部９５ｃ,９５
ｃが設けられており、両連繋部９５ｃ,９５ｃの間に第１回転支持体７８の連繋板７９ａ
が回転を許容された状態で介挿されている。すなわち、第１連繋部材９５に対して第１回
転支持体７８は、第１連繋部材９５の揺動に伴って連繋板７９ａと連繋部９５ｃ,９５ｃ
との連繋作用によって第１軸体７７に沿って軸方向に移動されると共に回転は許容される
状態で連繋されている(図３４,図３６参照)。
【００７２】
　前記第１連繋部材９５は、第１被係合部９５ａが第１係合部９４の非作動部９４ａに係
合している状態では、前記第１アーム９５ｂが第１回転支持体７８を介して連繋されてい
る第１可動体５５を初期位置に維持する(図３１,図３３,図３５参照)。また、第１連繋部
材９５は、前記ベース体８６の往復移動に伴い第１被係合部９５ａが第１係合部９４の作
動部９４ｂに係合して該作動部９４ｂに沿って第１被係合部９５ａが移動することで(図
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３７参照)、第１回転軸９６を支点として第１アーム９５ｂが上下動するように揺動され
て、前記第１可動体５５を初期位置と作動位置との間で移動(昇降動作)させるように構成
される。具体的には、ベース体８６の作動位置に向けた移動に伴い第１連繋部材９５の第
１被係合部９５ａが第１係合部９４の非作動部９４ａから作動部９４ｂに移行することで
、該第１連繋部材９５は第１回転軸９６を支点として第１アーム９５ｂが上方移動するよ
うに傾動して、第１回転支持体７８と共に第１可動体５５を作動位置に向けて押し上げる
(上昇させる)。そして、第１被係合部９５ａが作動部９４ｂにおける作動端に至ることで
、第１可動体５５が作動位置(図３７)に至るように設定される。
【００７３】
　これに対し、前記ベース体８６の作動位置から初期位置に向けた移動に伴い第１連繋部
材９５の第１被係合部９５ａが第１係合部９４の作動部９４ｂにおける作動端から初期端
に向けて移動する際には、該第１連繋部材９５は第１回転軸９６を支点として第１アーム
９５ｂが下方移動するように傾動して、第１回転支持体７８と共に第１可動体５５を作動
位置から下降させ、該第１被係合部９５ａが第１係合部９４の非作動部９４ａに移行する
ことで第１連繋部材９５の傾動は停止して第１可動体５５が初期位置に維持されるように
構成されている。すなわち、第１連繋機構９３によって昇降移動される第１可動体５５は
、前記ベース体８６の初期位置から作動位置に向けて移動を開始した所定期間は初期位置
に維持され、その後に初期位置から作動位置に向けて移動を開始し、ベース体８６が作動
位置に至るのに合わせて該第１可動体５５も作動位置に到来する。また、第１連繋機構９
３によって昇降移動される第１可動体５５は、ベース体８６の作動位置から初期位置に向
けて移動を開始すると同時に作動位置から初期位置に向けての移動を開始し、該ベース体
８６が初期位置に至る前に初期位置まで移動し、その後はベース体８６が初期位置に至る
まで第１可動体５５は初期位置に維持されるように設定されている。
【００７４】
(第２連繋機構９７Ａ,９７Ｂについて)
　前記左右の第２可動体５６Ａ,５６Ｂをベース体８６の移動に伴って動作させる左右の
第２連繋機構９７Ａ,９７Ｂの基本的な構成は同じであるので、左第２連繋機構９７Ａの
構成について説明することとする。但し、右第２連繋機構９７Ｂで特有な構成については
、個別に説明する。なお、左右の第２連繋機構９７Ａ,９７Ｂにおいて同一機能の部材や
部位には同じ付号を付すものとする。
【００７５】
　前記左第２可動体５６Ａをベース体８６の移動に伴って動作させる左第２連繋機構９７
Ａは、図１６,図１７に示す如く、ベース体８６に形成された左第２係合部９８Ａと、該
左第２係合部９８Ａと左第２可動体５６Ａとを連繋する左第２連繋部材(連繋部材)１００
Ａとを備える。左第２係合部９８Ａは、前記ベース体８６に前後方向に貫通して形成され
た長孔で構成されている。左第２係合部９８Ａは、ベース体８６の往復移動方向に沿って
延在する第１非作動部(非作動部)９８ａと、該第１非作動部９８ａにおける作動端に接続
して前記往復移動方向と交差する方向(上下方向)に延在する作動部９８ｂと、該作動部９
８ｂにおける作動端に接続して前記往復移動方向に沿って延在する第２非作動部(非作動
部)９８ｃとを備える。左第２係合部９８Ａの作動部９８ｂは、上下方向の下端部で第１
非作動部９８ａに接続すると共に、上側に向かうにつれて第１非作動部９８ａの初期端か
ら離間するように傾斜して上端部で第２非作動部９８ｃの初期端に接続されている。すな
わち、左第２係合部９８Ａは、作動部９８ｂを挟んで第１非作動部９８ａと第２非作動部
９８ｃとが反対方向に延在している。
【００７６】
　前記ケース体５１における後ケース５３の後壁には、前記第１可動体５５の配設位置よ
り右側に、前記ベース体８６の往復移動方向と交差する方向(実施例では前後方向)に延在
する左第２回転軸(回転軸)９９Ａ(図９参照)が収容空間Ｓ内に突出するように設けられて
いる。そして、この左第２回転軸９９Ａに、前記左第２係合部９８Ａと左第２可動体５６
Ａとを連繋する左第２連繋部材１００Ａが回動自在に支持されている。なお、前記ベース
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体８６の左第２回転軸９９Ａと対応する位置に、前後方向に貫通する干渉防止孔８６ｄが
形成されており、後ケース５３の後壁に突設された左第２回転軸９９Ａは該干渉防止孔８
６ｄに挿通されてベース体８６の前側に突出しており、該左第２回転軸９９Ａの突出端部
に軸支部１００ｆを介して回動自在に支持された左第２連繋部材１００Ａはベース体８６
の前側に位置するよう構成される。また、干渉防止孔８６ｄはベース体８６の往復移動方
向に沿って所定長さで延在し、該ベース体８６が初期位置と作動位置との間を移動する間
において左第２回転軸９９Ａによってベース体８６の移動が規制されないよう構成してあ
る。
【００７７】
　前記左第２連繋部材１００Ａには、図１７に示す如く、左第２回転軸９９Ａで支持され
る軸支部１００ｆ(揺動中心)から該左第２回転軸９９Ａの径方向に離間する位置に左第２
被係合部１００ａが設けられ、該左第２被係合部１００ａが左第２係合部９８Ａに移動自
在に係合するよう構成される。実施例の左第２被係合部１００ａは、具体的には後方に突
出する円柱状の突部からなり、該突部が左第２係合部９８Ａとしての長孔に挿通されて、
該長孔に沿って移動し得るようになっている。また、左第２連繋部材１００Ａの左第２被
係合部１００ａは、ベース体８６の初期位置において左第２係合部９８Ａの第１非作動部
９８ａにおける初期端に位置している(図３１参照)。実施例では、左第２回転軸９９Ａは
、ベース体８６の初期位置において左第２係合部９８Ａにおける第１非作動部９８ａの上
方に位置しており、該左第２回転軸９９Ａより下側に位置する左第２被係合部１００ａが
左第２係合部９８Ａの第１非作動部９８ａにおける初期端に位置するよう設定される。
【００７８】
　前記左第２連繋部材１００Ａには、図１６,図１７に示す如く、左第２回転軸９９Ａで
支持される軸支部１００ｆから該左第２回転軸９９Ａの径方向に所定長さで延在する左第
２アーム(アーム)１００ｂが設けられており、該左第２アーム１００ｂの延出端が対応す
る前記左第２回転支持体８１Ａに連繋されている。具体的には、左第２アーム１００ｂの
延出端に、上下に離間する一対の連繋部１００ｃ,１００ｃが設けられており、両連繋部
１００ｃ,１００ｃの間に左第２回転支持体８１Ａの連繋板７９ａが回転を許容された状
態で介挿されている。すなわち、左第２連繋部材１００Ａに対して左第２回転支持体８１
Ａは、左第２連繋部材１００Ａの揺動に伴って連繋板７９ａと連繋部１００ｃ,１００ｃ
との連繋作用によって左第２軸体８０Ａに沿って軸方向に移動されると共に回転は許容さ
れるよう構成されている(図３２,図３４参照)。また、前記左第２連繋部材１００Ａの左
第２アーム１００ｂは、図２７に示す如く、前記第１可動体５５の配設位置の後側を右か
ら左に延在して、該左第２アーム１００ｂにおける第１可動体５５の配設位置より左側に
位置する延出端に前記連繋部１００ｃ,１００ｃが設けられている。
【００７９】
　前記左第２連繋部材１００Ａは、左第２被係合部１００ａが左第２係合部９８Ａの第１
非作動部９８ａに係合している状態では、図３１,図３３に示す如く、前記左第２アーム
１００ｂが左第２回転支持体８１Ａを介して連繋されている左第２可動体５６Ａを初期位
置に維持する。また、左第２連繋部材１００Ａは、前記ベース体８６の往復移動に伴い左
第２被係合部１００ａが左第２係合部９８Ａの作動部９８ｂに係合して該作動部９８ｂに
沿って左第２被係合部１００ａが移動することで、左第２回転軸９９Ａを支点として左第
２アーム１００ｂが上下動するように揺動されて、前記左第２可動体５６Ａを初期位置と
作動位置との間で移動(昇降動作)させるように構成される。具体的には、ベース体８６の
作動位置に向けた移動に伴い左第２連繋部材１００Ａの左第２被係合部１００ａが左第２
係合部９８Ａの第１非作動部９８ａから作動部９８ｂに移行することで(図３５参照)、該
左第２連繋部材１００Ａは左第２回転軸９９Ａを支点として左第２アーム１００ｂが上方
移動するように傾動して、左第２回転支持体８１Ａと共に左第２可動体５６Ａを作動位置
に向けて押し上げる(上昇させる)。そして、左第２被係合部１００ａが作動部９８ｂにお
ける作動端に至ることで、左第２可動体５６Ａが作動位置に至るように設定される。また
、左第２連繋部材１００Ａは、ベース体８６の作動位置に向けた移動に伴い左第２被係合
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部１００ａが左第２係合部９８Ａの作動部９８ｂから第２非作動部９８ｃに移行して該第
２非作動部９８ｃに沿って移動している状態では傾動することはなく、前記左第２アーム
１００ｂによって左第２回転支持体８１Ａを介して左第２可動体５６Ａを作動位置に維持
するよう構成されている(図３５,図３７参照)。
【００８０】
　これに対し、前記ベース体８６の作動位置から初期位置に向けた移動に伴い左第２連繋
部材１００Ａの左第２被係合部１００ａが左第２係合部９８Ａにおける第２非作動部９８
ｃに沿って移動している状態では、該左第２連繋部材１００Ａによって左第２可動体５６
Ａは作動位置に維持され、該左第２被係合部１００ａが第２非作動部９８ｃから作動部９
８ｂに移行することで、左第２連繋部材１００Ａは左第２回転軸９９Ａを支点として左第
２アーム１００ｂが下方移動するように傾動して、左第２回転支持体８１Ａと共に左第２
可動体５６Ａを作動位置から下降させる。そして、該左第２被係合部１００ａが左第２係
合部９８Ａの第１非作動部９８ａに移行することで、左第２連繋部材１００Ａの傾動は停
止して左第２可動体５６Ａはベース体８６が作動位置に至るまで初期位置に維持されるよ
うに構成されている。すなわち、左第２連繋機構９７Ａによって昇降移動される左第２可
動体５６Ａは、前記ベース体８６の初期位置から作動位置に向けて移動を開始した所定期
間は初期位置に維持され、その後に左第２可動体５６Ａは初期位置から作動位置に向けて
移動を開始し、ベース体８６が作動位置に至る前に該左第２可動体５６Ａが作動位置に到
来し、その後はベース体８６が作動位置に至るまで左第２可動体５６Ａは作動位置に維持
されるように設定される。また、左第２連繋機構９７Ａによって昇降移動される左第２可
動体５６Ａは、ベース体８６の作動位置から初期位置に向けて移動を開始した所定期間は
作動位置に維持され、その後に左第２可動体５６Ａは作動位置から初期位置に向けて移動
を開始し、ベース体８６が初期位置に至る前に該左第２可動体５６Ａが初期位置に到来し
、その後はベース体８６が初期位置に至るまで左第２可動体５６Ａは初期位置に維持され
るように設定される。
【００８１】
(右第２連繋機構９７について)
　前記右第２可動体５６Ｂを昇降動作させる右第２連繋機構９７Ｂについて、左第２連繋
機構９７Ａと異なる部分について説明する。
【００８２】
　前記ケース体５１における前ケース５２の前壁に、前記第１可動体５５および左第２可
動体５６Ａの配設位置の間に臨むように収容空間Ｓ内に突出する右第２回転軸９９Ｂが設
けられ、該右第２回転軸９９Ｂに、右第２連繋機構９７Ｂを構成する右第２連繋部材(連
繋部材)１００Ｂが回動自在に支持されている。右第２連繋部材１００Ｂは、図２７に示
す如く、右第２回転軸９９Ｂに支持されて前後方向に延在する支持部１００ｄの後端側に
、第１可動体５５の後側を右方に向けて右第２回転軸９９Ｂの径方向に所定長さで延在す
るレバー部１００ｅが設けられており、該レバー部１００ｅの延出端に、前記ベース体８
６に設けられた右第２係合部９８Ｂに移動自在に係合する右第２被係合部１００ａが設け
られている。右第２連繋部材１００Ｂの右第２被係合部１００ａは、図３１に示す如く、
ベース体８６の初期位置において右第２係合部９８Ｂの第１非作動部９８ａにおける初期
端に位置している。実施例では、右第２回転軸９９Ｂは、ベース体８６の初期位置におい
て右第２係合部９８Ｂの第１非作動部９８ａの左下方に位置しており、該右第２回転軸９
９Ｂより上側に位置する右第２被係合部１００ａが右第２係合部９８Ｂの第１非作動部９
８ａにおける初期端に位置するよう設定される。
【００８３】
　前記右第２連繋部材１００Ｂにおける前記支持部１００ｄの前端側に、図２７に示す如
く、右第２回転軸９９Ｂの径方向に所定長さで延在する右第２アーム(アーム)１００ｂが
設けられており、該右第２アーム１００ｂが前記第１可動体５５の前側を左側から右側に
延在している。そして、右第２アーム１００ｂの延出端に設けられた連繋部１００ｃ,１
００ｃが、前記右第２回転支持体８１Ｂの連繋板７９ａに、該右第２回転支持体８１Ｂ(
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右第２可動体５６Ｂ)を軸方向に移動可能でかつ回転は許容し得るように連繋されている(
図３４参照)。なお、図２７において符号１０１は、前記前ケース５２の前壁内面に配設
されて右第２アーム１００ｂの後側を上下方向に延在する規制部材であって、該規制部材
１０１によって右第２アーム１００ｂの後方への変位を規制するよう構成されている。
【００８４】
　実施例の昇降駆動機構８４では、図２７に示す如く、前記ケース体５１の中央に位置す
る第１可動体(特定位置の特定可動体)５５の左側に位置する左第２可動体５６Ａを動作さ
せる左第２連繋部材１００Ａが回動自在に支持される左第２回転軸９９Ａを第１可動体５
５の右側に配置すると共に、第１可動体５５の右側に位置する右第２可動体５６Ｂを動作
させる右第２連繋部材１００Ｂが回動自在に支持される右第２回転軸９９Ｂを第１可動体
５５の左側に配置することで、各第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂにおける揺動支点(第２
回転軸９９Ａ,９９Ｂ)から対応する第２回転支持体８１Ａ,８１Ｂ(第２可動体５６Ａ,５
６Ｂ)との連繋部位(作用点)までの距離を長く確保するよう構成されている。すなわち、
第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂにおける揺動支点から作用点までの距離を長くすること
で、第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂの小さな揺動角度で第２可動体５６Ａ,５６Ｂを大き
く昇降動作させることができるようになっている。
【００８５】
(第３連繋機構１０２Ａ,１０２Ｂについて)
　前記左右の第３可動体５７Ａ,５７Ｂをベース体８６の移動に伴って動作させる左右の
第３連繋機構１０２Ａ,１０２Ｂの基本的な構成は同じであるので、左第３連繋機構１０
２Ａの構成について説明することとする。但し、右第３連繋機構１０２Ｂで特有な構成に
ついては、個別に説明する。なお、左右の第３連繋機構１０２Ａ,１０２Ｂにおいて同一
機能の部材や部位には同じ付号を付すものとする。
【００８６】
　前記左第３可動体５７Ａをベース体８６の移動に伴って動作させる左第３連繋機構１０
２Ａは、図２１,図２２に示す如く、ベース体８６に形成された左第３係合部１０３Ａと
、該左第３係合部１０３Ａと左第３可動体５７Ａとを連繋する左第３連繋部材(連繋部材)
１０６Ａとを備える。左第３係合部１０３Ａは、前記ベース体８６に前後方向に貫通して
形成された長孔で構成されている。左第３係合部１０３Ａは、ベース体８６の往復移動方
向と交差する方向(上下方向)に延在する作動部１０３ａと、該作動部１０３ａにおける作
動端に接続して前記往復移動方向に沿って延在する非作動部１０３ｂとを備える。左第３
係合部１０３Ａの作動部１０３ａは、上下方向の下端部を初期端として上側に向かうにつ
れて該初期端から側方(実施例では右方)に変位するように傾斜して上端部で非作動部１０
３ｂの初期端に接続されている。
【００８７】
　前記ケース体５１における後ケース５３の後壁には、前記ベース体８６と干渉しな位置
に、該ベース体８６の往復移動方向と交差する方向(実施例では前後方向)に延在する左第
３回転軸１０５Ａが収容空間Ｓ内に突出するように設けられている(図９参照)。そして、
この左第３回転軸１０５Ａに、前記左第３係合部１０３Ａと左第３可動体５７Ａとを連繋
する左第３連繋部材１０６Ａが回動自在に支持されている。左第３連繋部材１０６Ａには
、図２１,図２２に示す如く、左第３回転軸１０５Ａで支持される軸支部１０６ｄ(揺動中
心)から該左第３回転軸１０５Ａの径方向に離間する位置に左第３被係合部１０６ａが設
けられ、該左第３被係合部１０６ａが左第３係合部１０３Ａに移動自在に係合するよう構
成される。実施例の左第３被係合部１０６ａは、具体的には後方に突出する円柱状の突部
からなり、該突部が左第３係合部１０３Ａとしての長孔に挿通されて、該長孔に沿って移
動し得るようになっている。また、左第３連繋部材１０６Ａの左第３被係合部１０６ａは
、ベース体８６の初期位置において左第３係合部１０３Ａの作動部１０３ａにおける初期
端に位置している(図３１参照)。実施例では、左第３回転軸１０５Ａは、ベース体８６の
初期位置において左第３係合部１０３Ａの作動部１０３ａの上方に位置しており、該左第
３回転軸１０５Ａより下側に位置する左第３被係合部１０６ａが左第３係合部１０３Ａの
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作動部１０３ａにおける初期端に位置するよう設定される。
【００８８】
　前記左第３連繋部材１０６Ａには、左第３回転軸１０５Ａで支持される軸支部１０６ｄ
から該左第３回転軸１０５Ａの径方向に所定長さで延在する左第３アーム１０６ｂが設け
られており、該左第３アーム１０６ｂの延出端が対応する前記左第３回転支持体８３Ａに
連繋されている。具体的には、左第３アーム１０６ｂの延出端に、上下に離間する一対の
連繋部１０６ｃ,１０６ｃが設けられており、両連繋部１０６ｃ,１０６ｃの間に左第３回
転支持体８３Ａの連繋板７９ａが回転を許容された状態で介挿されている。すなわち、左
第３連繋部材１０６Ａに対して左第３回転支持体８３Ａは、左第３連繋部材１０６Ａの揺
動に伴って連繋板７９ａと連繋部１０６ｃ,１０６ｃとの連繋作用によって左第３軸体８
２Ａに沿って軸方向に移動されると共に回転は許容されるよう構成されている(図３０,図
３２参照)。
【００８９】
　前記左第３連繋部材１０６Ａは、前記ベース体８６の往復移動に伴い左第３被係合部１
０６ａが左第３係合部１０３Ａの作動部１０３ａに係合して該作動部１０３ａに沿って左
第３被係合部１０６ａが移動することで、左第３回転軸１０５Ａを支点として左第３アー
ム１０６ｂが上下動するように揺動されて、該左第３アーム１０６ｂが左第３回転支持体
８３Ａを介して連繋されている前記左第３可動体５７Ａを初期位置と作動位置との間で移
動(昇降動作)させるように構成される。また、左第３連繋部材１０６Ａは、左第３被係合
部１０６ａが左第３係合部１０３Ａの非作動部１０３ｂに係合している状態では、前記左
第３可動体５７Ａを作動位置に維持する。具体的には、ベース体８６が初期位置から作動
位置に向けて移動すると同時に左第３係合部１０３Ａの作動部１０３ａに沿って左第３被
係合部１０６ａが移動する左第３連繋部材１０６Ａは左第３回転軸１０５Ａを支点として
左第３アーム１０６ｂが上方移動するように傾動して、左第３回転支持体８３Ａと共に左
第３可動体５７Ａを作動位置に向けて押し上げる(上昇させる)。そして、左第３被係合部
１０６ａが作動部１０３ａにおける作動端に至ることで、左第３可動体５７Ａが作動位置
に至るように設定される(図３３参照)。また、左第３連繋部材１０６Ａは、ベース体８６
の作動位置に向けた移動に伴い左第３被係合部１０６ａが左第３係合部１０３Ａの作動部
１０３ａから非作動部１０３ｂに移行して該非作動部１０３ｂに沿って移動している状態
では傾動することはなく、前記左第３アーム１０６ｂによって左第３回転支持体８３Ａを
介して左第３可動体５７Ａを作動位置に維持するよう構成されている(図３５,図３７参照
)。
【００９０】
　これに対し、前記ベース体８６の作動位置から初期位置に向けた移動に伴い左第３連繋
部材１０６Ａの左第３被係合部１０６ａが左第３係合部１０３Ａにおける非作動部１０３
ｂに沿って移動している状態では、該左第３連繋部材１０６Ａによって左第３可動体５７
Ａは作動位置に維持され、該左第３被係合部１０６ａが非作動部１０３ｂから作動部１０
３ａに移行することで、左第３連繋部材１０６Ａは左第３回転軸１０５Ａを支点として左
第３アーム１０６ｂが下方移動するように傾動して、左第３回転支持体８３Ａと共に左第
３可動体５７Ａを作動位置から下降させる。そして、ベース体８６が作動位置に至ること
で、該左第３被係合部１０６ａも作動部１０３ａの初期端に至り、左第３連繋部材１０６
Ａの傾動は停止して左第３可動体５７Ａは初期位置に維持される。すなわち、左第３連繋
部材１０６Ａによって昇降移動される左第３可動体５７Ａは、ベース体８６の初期位置か
ら作動位置に向けて移動を開始すると同時に初期位置から作動位置に向けての移動を開始
し、該ベース体８６が作動位置に至る前に作動位置まで移動し、その後はベース体８６が
作動位置に至るまで該左第３可動体５７Ａは作動位置に維持される。また、左第３連繋部
材１０６Ａによって昇降移動される左第３可動体５７Ａは、ベース体８６の作動位置から
初期位置に向けて移動を開始した所定期間は作動位置に維持され、その後に作動位置から
初期位置に向けて移動を開始し、ベース体８６が初期位置に至るのに合わせて該左第３可
動体５７Ａも初期位置に到来するように設定されている。
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【００９１】
(右第３連繋機構１０２Ｂについて)
　前記右第３可動体５７Ｂを昇降動作させる右第３連繋機構１０２Ｂについて、左第３連
繋機構１０２Ａと異なる部分について説明する。
【００９２】
　前記右第３連繋機構１０２Ｂを構成する右第３係合部１０３Ｂは、図２１,図２２に示
す如く、ベース体８６の往復移動方向と交差する方向(上下方向)に延在する作動部１０３
ａと、該作動部１０３ａにおける作動端に接続して前記往復移動方向に沿って延在する非
作動部１０３ｂとを備える。右第３係合部１０３Ｂの作動部１０３ａは、上下方向の上端
部を初期端として下側に延在して下端部で非作動部１０３ｂの初期端に接続されている。
【００９３】
　前記ケース体８６における後ケース５３の後壁に突設された前記下ベース用ガイド部５
３ｂに、右第３連繋部材１０６Ｂが軸支部１０６ｄを介して回動自在に支持される右第３
回転軸１０５Ｂが前側に突出するように設けられている(図９参照)。この右第３回転軸１
０５Ｂは、ベース体８６の初期位置において該ベース体８６に設けられる右第３係合部１
０３Ｂの作動部１０３ａの下方に位置している。そして、右第３連繋部材１０６Ｂにおけ
る右第３回転軸１０５Ｂより上側に位置する右第３被係合部１０６ａが、右第３係合部１
０３Ｂの作動部１０３ａにおける初期端に位置するよう設定される。すなわち、実施例で
は、左右の第３連繋部材１０６Ａ,１０６Ｂにおける第３回転軸１０５Ａ,１０５Ｂと第３
係合部１０３Ａ,１０３Ｂの位置関係が上下逆に設定されている。また、左右の第３連繋
部材１０６Ａ,１０６Ｂでは、第３アーム１０６ｂ,１０６ｂは、揺動支点から相反する方
向に延在している。
【００９４】
(各係合部９４,９８Ａ,９８Ｂ,１０３Ａ,１０３Ｂの関係について)
　実施例の昇降駆動機構８４では、前記第１可動体５５、第２可動体５６Ａ,５６Ｂおよ
び第３可動体５７Ａ,５７Ｂの昇降動作のタイミングを変えるように、図７,図３１に示す
如く、前記第１係合部９４の作動部９４ｂ、第２係合部９８Ａ,９８Ｂの作動部９８ｂお
よび第３係合部１０３Ａ,１０３Ｂの作動部１０３ａを、前記ベース体８６の往復移動方
向でずらして位置させている。言い替えれば、ベース体８６が初期位置と作動位置との間
を往復移動する際に、各連繋部材９５,１００Ａ,１００Ｂ,１０６Ａ,１０６Ｂの被係合部
９５ａ,１００ａ１００ａ,１０６ａ,１０６ａが対応する係合部９４,９８Ａ,９８Ｂ,１０
３Ａ,１０３Ｂにおける作動部９４ｂ,９８ｂ,９８ｂ,１０３ａ,１０３ａに係合するタイ
ミングが異なるよう設定されている。具体的には、第１係合部９４では、該第１係合部９
４における前記往復移動方向の作動端側に作動部９４ｂが位置し、第２係合部９８Ａ,９
８Ｂでは、該第２係合部９８Ａ,９８Ｂにおける前記往復移動方向の中間に作動部９８ｂ,
９８ｂが位置し、第３係合部１０３Ａ,１０３Ｂでは、該第３係合部１０３Ａ,１０３Ｂに
おける前記往復移動方向の初期端側に作動部１０３ａ,１０３ａが位置するように設定さ
れる。すなわち、ベース体８６が初期位置から作動位置に移動すると、先ず第３係合部１
０３Ａ,１０３Ｂの作動部１０３ａ,１０３ａに第３被係合部１０６ａ,１０６ａが係合(連
繋)する第３連繋部材１０６Ａ,１０６Ｂが傾動して第３可動体５７Ａ,５７Ｂが初期位置
から作動位置に向けて移動し(図３２,図３３)、該第３可動体５７Ａ,５７Ｂが作動位置に
至った後に第２係合部９８Ａ,９８Ｂの作動部９８ｂ,９８ｂに第２被係合部１００ａ,１
００ａが係合(連繋)する第２連繋部材９７Ａ,９７Ｂが傾動して第２可動体５６Ａ,５６Ｂ
が初期位置から作動位置に向けて移動し(図３４,図３５)、該第２可動体５６Ａ,５６Ｂが
作動位置に至った後に第１係合部９４の作動部９４ｂに第１被係合部９５ａが係合(連繋)
する第１連繋部材９５が傾動して第１可動体５５が初期位置から作動位置に向けて移動す
るよう設定される。そして、ベース体８６が作動位置まで移動することで、第１可動体５
５も作動位置に至り(図３６,図３７)、全ての可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂ
が作動位置に維持されるようになっている。
【００９５】
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　また、前記ベース体８６が作動位置から初期位置に移動する場合は、前記初期位置から
作動位置に移動する場合と逆であって、先ず第１係合部９４の作動部９４ｂに第１被係合
部９５ａが係合(連繋)する第１連繋部材９５が傾動して第１可動体５５が作動位置から初
期位置に向けて移動し、該第１可動体５５が初期位置に至った後に第２係合部９８Ａ,９
８Ｂの作動部９８ｂ,９８ｂに第２被係合部１００ａ,１００ａが係合(連繋)する第２連繋
部材１００Ａ,１００Ｂが傾動して第２可動体５６Ａ,５６Ｂが作動位置から初期位置に向
けて移動し、該第２可動体５６Ａ,５６Ｂが初期位置に至った後に第３係合部１０３Ａ,１
０３Ｂの作動部１０３ａ,１０３ａに第３被係合部１０６ａ,１０６ａが係合(連繋)する第
３連繋部材１０６Ａ,１０６Ｂが傾動して第３可動体５７Ａ,５７Ｂが作動位置から初期位
置に向けて移動する。そして、ベース体８６が初期位置まで移動することで、第３可動体
５７Ａ,５７Ｂも初期位置に至り、全ての可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが初
期位置に維持されるように設定される。
【００９６】
　実施例では、図７,図３１に示す如く、前記ベース体８６における初期端側の領域(ラッ
ク８６ａの形成領域の上側)に、前記左第３係合部１０３Ａが形成され、ベース体８６に
おける作動端側の領域に、右第２係合部９８Ｂ、右第３係合部１０３Ｂ、左第２係合部９
８Ａ、第１係合部９４が上側から順に形成されている。右第２係合部９８Ｂ、右第３係合
部１０３Ｂ、左第２係合部９８Ａ、第１係合部９４は、各係合部９８Ｂ,１０３Ｂ,９８Ａ
,９４の一部が上下方向で重なるように配置されて、ベース体８６における往復移動方向
の長さを短かくするよう構成されている。また、左第２係合部９８Ａの第１非作動部９８
ａと第１係合部９４の非作動部９４ａとが上下方向(ベース体８６の往復移動方向と交差
する方向)で略同じ高さに位置すると共に、左第２係合部９８Ａの第２非作動部９８ｃと
第１係合部９４の非作動部９４ａとが上下方向で重なるように設けられている。すなわち
、左第２係合部９８Ａにおける第１非作動部９８ａと第２非作動部９８ｃとを接続する上
下方向に延在する作動部９８ｂによって上下に変位している第１非作動部９８ａと第２非
作動部９８ｃとの間に生ずる高さ方向の領域に第１係合部９４の非作動部９４ａを形成す
ることで、ベース体８６の往復移動方向と交差する方向の長さを小さく抑えている。言い
替えると、作動部を挟んで２つの非作動部が接続される係合部における２つの非作動部の
間に生ずる前記往復移動方向と交差する方向の領域に他の係合部の非作動部を形成するこ
とで、ベース体８６の往復移動方向と交差する方向の長さを小さく抑えるよう構成されて
いる。
【００９７】
　前記第１係合部９４における作動部９４ｂの長さと、前記第２係合部９８Ａ,９８Ｂに
おける作動部９８ｂ,９８ｂの長さおよび第３係合部１０３Ａ,１０３Ｂにおける作動部１
０３ａ,１０３ａの長さとが異なるよう設定されている。すなわち、各作動部９４ｂ,９８
ｂ,９８ｂ,１０３ａ,１０３ａの長さを異ならせることで、各連繋部材９５,１００Ａ,１
００Ｂ,１０６Ａ,１０６Ｂの傾動によって初期位置と作動位置との間を移動する各可動体
５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの移動量が異なるよう構成される。実施例では、第２
係合部９８Ａ,９８Ｂの作動部９８ｂ,９８ｂと第３係合部１０３Ａ,１０３Ｂの作動部１
０３ａ,１０３ａとの長さが略同じで、両作動部９８ｂ,９８ｂ,１０３ａ,１０３ａの長さ
より第１係合部９４の作動部９４ｂの長さが長く設定されている(第１係合部９４の作動
部９４ｂ＞第２係合部９８Ａ,９８Ｂの作動部９８ｂ,９８ｂの長さ＝第３係合部１０３Ａ
,１０３Ｂの作動部１０３ａ,１０３ａ)。
【００９８】
　ここで、実施例では、各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの初期位置(ベース
体８６の初期位置)において、該可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの上端の高低
差は少なく、略同じ高さで位置するよう設定される(図７,図３０,図３１)のに対し、各可
動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの作動位置(ベース体８６の作動位置)において、
該可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの上端の高低差が大きく、異なる高さで位置
する(図２９,図３６,図３７)よう設定されている。具体的には、各可動体５５,５６Ａ,５
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６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの作動位置において、第１可動体５５が最も高く、次に第３可動体５
７Ａ,５７Ｂが高く、第２可動体５６Ａ,５６Ｂが最も低くなるよう設定される。
【００９９】
(回転駆動機構１０７について)
　前記ケース体５１に配設される前記回転駆動機構１０７は、該ケース体５１に配設され
た駆動手段としての回転用モータ１０８と、該回転用モータ１０８の回転力を各可動体５
５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂに伝達する回転伝達機構１０９とを備え、回転用モータ
１０８を正転方向および逆転方向に回転駆動することで、全ての可動体５５,５６Ａ,５６
Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが同時に回転するよう構成される。
【０１００】
　前記回転伝達機構１０９は、図６,図８,図３０に示す如く、前記回転用モータ１０８の
出力軸に連結される駆動歯車１１０と、前記ケース体５１に配設されて前記ベース体８６
の往復移動方向に往復移動自在な駆動ラック１１１とを備え、該駆動ラック１１１に駆動
歯車１１０が噛合している。すなわち、回転用モータ１０８を正転方向および逆転方向に
回転駆動することで、駆動歯車１１０に噛合する駆動ラック１１１が、ベース体８６の往
復移動方向に往復移動するよう構成されている。また、駆動歯車１１０は、前記第１軸体
７７に配設された第１回転歯車７７ａに噛合しており、第１軸体７７に一体的に回転する
よう配設された前記第１可動体５５は、駆動歯車１１０によって直接回転されるようにな
っている(図３７,図３８参照)。前記駆動ラック１１１は、前記ベース体８６の配設位置
より下側において前記後ケース５３の後壁内面に設けられて左右方向に延在するラック用
ガイド部５３ｄ(図９参照)に支持されて、該ベース体８６の下側を左右方向に往復移動す
るよう構成される。なお、駆動ラック１１１は、歯部を前側に向けた姿勢で配設されると
共に、前記昇降駆動機構８４を構成する歯車８８,８９,９０と干渉しない形状に形成され
ている。
【０１０１】
　前記ケース体５１には、前記左第２軸体８０Ａと左第３軸体８２Ａとの間および右第２
軸体８０Ｂと右第３軸体８２Ｂとの間の夫々に、該軸体８０Ａ,８２Ａ,８０Ｂ,８２Ｂと
平行に延在する支持軸１１２が支持されている(図６参照)。各支持軸１１２には、図６，
図１６,図１７,図３０に示す如く、上下に離間して上作動歯車１１３ａおよび下作動歯車
１１３ｂを一体回転可能に設けた連動歯車体１１３が回動自在に支持されている。そして
、各連動歯車体１１３において上側に位置する上作動歯車１１３ａが前記第２軸体８０Ａ
(８０Ｂ)に配設された第２回転歯車８０ａに噛合すると共に、連動歯車体１１３において
下側に位置する下作動歯車１１３ｂが前記駆動ラック１１１および前記第３軸体８２Ａ(
８２Ｂ)に配設された第３回転歯車８２ａに噛合している。すなわち、駆動ラック１１１
の往復移動に伴い連動歯車体１１３が正転方向および逆転方向に回転し、該連動歯車体１
１３の各作動歯車１１３ａ,１１３ｂに噛合する回転歯車８０ａ,８２ａが回転することで
、第２軸体８０Ａ(８０Ｂ)に一体的に回転するよう配設された前記第２可動体５６Ａ(５
６Ｂ)および第３軸体８２Ａ(８２Ｂ)に一体的に回転するよう配設された前記第３可動体
５７Ａ(５７Ｂ)が一体的に回転するよう構成される(図３７,図３８参照)。実施例では、
前記駆動歯車１１０，駆動ラック１１１、連動歯車体１１３,１１３および各回転歯車８
０ａ,８０ａ,８２ａ,８２ａによって回転伝達機構１０９が構成されている。
【０１０２】
　ここで、前記回転伝達機構１０９を構成する各歯車１１０,１１３ａ,１１３ｂ,８０ａ,
８２ａおよび駆動ラック１１１との噛合関係によって、回転用モータ１０８の正転方向の
回転駆動時および逆転方向の回転駆動時の夫々において、全ての可動体５５,５６Ａ,５６
Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが同一方向に回転するよう構成される。実施例では、回転駆動機構１０
７によって各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは、前記第１意匠面部５８ａが前
側を向く第１姿勢(図３７)と第２意匠面部５９ａが前側を向く第２姿勢(図３８)との間を
１８０度で反転するよう構成されている。すなわち、回転用モータ１０８に連結する駆動
歯車１１０が、回転用モータ１０８の正転方向および逆転方向の回転駆動により第１可動
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体５５を第１意匠面部５８ａが前側を向く第１姿勢と第２意匠面部５９ａが前側を向く第
２姿勢となるように正逆方向に回転すると共に、該駆動歯車１１０に噛合する前記駆動ラ
ック１１１は、回転用モータ１０８の正転方向および逆転方向の回転駆動により第２およ
び第３可動体５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの第１意匠面部５８ａが前側を向く第１姿勢
となっている第１位置と、該第２および第３可動体５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを第２
意匠面部５９ａが前側を向く第２姿勢となるまで回転させる第２位置との間を往復移動す
るようになっている。なお、回転用モータ１０８の回転方向について、可動体５５,５６
Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを第１姿勢から第２姿勢へ回転変化させる方向(駆動ラック１１
１を第１位置から第２位置へ移動させる方向)を正転方向、可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５
７Ａ,５７Ｂを第２姿勢から第１姿勢へ回転変化させる方向(駆動ラック１１１を第２位置
から第１位置へ移動させる方向)を逆転方向と指称する場合もある。
【０１０３】
　前記駆動ラック１１１に検出片１１１ａが設けられ、該検出片１１１ａは、前記後ケー
ス５１に配設された回転用検出手段１１４によって検出可能に構成されている。回転用検
出手段１１４は、前記制御手段に配線接続されており、該回転用検出手段１１４からの検
出信号の入力に基づいて制御手段が前記回転用モータ１０８を駆動制御し得るよう構成さ
れる。前記検出片１１１ａは、図６,図３６に示す如く、前記駆動ラック１１１の第１位
置(可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの第１姿勢)において回転用検出手段１１４
で検出されて、該回転用検出手段１１４の検出信号の入力に基づいて回転用モータ１０８
を制御手段が停止制御することで、駆動ラック１１１を第１位置(可動体５５,５６Ａ,５
６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを第１姿勢)に停止保持し得るよう構成される。回転用モータ１０８
としてステッピングモータが採用され、該回転用モータ１０８の駆動によって第１位置か
ら移動を開始した駆動ラック１１１を、移動パルス信号の制御によって第２位置(可動体
５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを第２姿勢)で停止するように回転用モータ１０８を
制御手段で駆動制御し得るよう構成されている。なお、可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７
Ａ,５７Ｂを第２姿勢で停止した状態で、各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂに
配設されている各導光部材６３,６８,６９の光導入端６４ｄ,６８ｄが、後述する対応の
発光体１１６ａ,１１８ａ,１１８ｂに対向するようになっている。すなわち、回転用モー
タ１０８は、各導光部材６３,６８,６９の光導入端６４ｄ,６８ｄが対応する発光体１１
６ａ,１１８ａ,１１８ｂに対向する位置で可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを回
転停止するように制御手段によって制御される。
【０１０４】
(発光基板１１６,１１８について)
　前記ケース体５１における第１可動体５５および左第２可動体５６Ａの配設位置の間に
、前記前ケース５２の前壁から収容空間Ｓ内に延出する第１基板保持部１１５が設けられ
ており(図１０参照)、該第１基板保持部１１５に、板面を左右に向けた姿勢で第１発光基
板１１６が配設固定されている。第１発光基板１１６における第１可動体５５の配設側を
向く側面(右側面)に、図６,図３０に示す如く、発光手段としてのＬＥＤ等からなる第１
発光体１１６ａが、第１可動体５５の配設側に向けて光を照射する姿勢で実装されている
。この第１発光体１１６ａは、第１可動体５５が作動位置において第２姿勢(図３８)とな
った状態で、図３９(ｂ)に示す如く、該第１可動体５５に配設されている前記導光部材６
３の光導入端６４ｄと対向するように位置決めされている。すなわち、第１可動体５５が
作動位置において第２姿勢となった状態で第１発光体１１６ａから照射された光は、前記
導光部材６３を介して前側を向いている第２意匠面部５９ａの明輝部６１に導びかれて、
該明輝部６１が明輝するよう構成されている。
【０１０５】
　前記ケース体５１における左第２可動体５６Ａおよび左第３可動体５７Ａの配設位置の
間と、右第２可動体５６Ｂおよび右第３可動体５７Ｂの配設位置の間に、前記前ケース５
２の前壁から収容空間Ｓ内に延出する第２基板保持部１１７が夫々設けられており(図１
０参照)、各第２基板保持部１１７に、板面を左右に向けた姿勢で第２発光基板１１８が
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配設されている。各第２発光基板１１８における第２可動体５６Ａ,５６Ｂの配設側を向
く一方の側面に、図６,図７,図３０に示す如く、発光手段としてのＬＥＤ等からなる第２
発光体１１８ａが、第２可動体５６Ａ,５６Ｂの配設側に向けて光を照射する姿勢で実装
されている。また、各第２発光基板１１８における第３可動体５７Ａ,５７Ｂの配設側を
向く他方の側面に、発光手段としてのＬＥＤ等からなる第３発光体１１８ｂが、第３可動
体５７Ａ,５７Ｂの配設側に向けて光を照射する姿勢で実装されている。すなわち、第２
可動体５６Ａ,５６Ｂと第３可動体５７Ａ,５７Ｂとの間に配置された第２発光基板１１８
には、左右の両面に発光体１１８ａ,１１８ｂが夫々実装されて、対応する側(光照射方向
前側)で昇降動作および回転動作する対応する可動体５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂに向け
て光を照射可能に構成されている。
【０１０６】
　前記第２発光体１１８ａは、前記第２可動体５６Ａ,５６Ｂが作動位置において第２姿
勢となった状態で、図３９(ｂ)に示す如く、該第２可動体５６Ａ,５６Ｂに配設されてい
る前記導光部材６３の光導入端６４ｄと対向するように位置決めされている。すなわち、
第２可動体５６Ａ,５６Ｂが作動位置において第２姿勢となった状態で第２発光体１１８
ａから照射された光は、前記導光部材６３を介して前側を向いている第２意匠面部５９ａ
の明輝部６１に導びかれて、該明輝部６１が明輝するよう構成されている。また、前記第
３発光体１１８ｂは、前記第２発光基板１１８の他方の側面に、前後方向に離間すると共
に上下にずれた位置の夫々に配設されており、図４０(ｂ)に示す如く、一方の第３発光体
１１８ｂは、第３可動体５７Ａ,５７Ｂが作動位置において第２姿勢となった状態で、該
第３可動体５７Ａ,５７Ｂに配設されている前記第１導光部材６８の光導入端６８ｄと対
向すると共に、他方の第３発光体１１８ｂは、第３可動体５７Ａ,５７Ｂが作動位置にお
いて第２姿勢となった状態で、該第３可動体５７Ａ,５７Ｂに配設されている前記第２導
光部材６９の光導入端６４ｄと対向するように位置決めされている。すなわち、第３可動
体５７Ａ,５７Ｂが作動位置において第２姿勢となった状態で両第３発光体１１８ｂ,１１
８ｂから照射された光は、対応する導光部材６８,６９を介して前側を向いている第２意
匠面部５９ａの対応する明輝部７０,７１に導びかれて、該明輝部７０,７１が明輝するよ
う構成されている。
【０１０７】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【０１０８】
　前記前枠１３に設けられた前記操作ハンドル１６の操作レバー１６ａを遊技者が回転操
作すると、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が前記遊技盤２０の遊技領域２８
内に打ち出される。この遊技領域２８に打ち出されたパチンコ球は、前記枠状装飾体４２
の外周囲を流下し、該パチンコ球が前記始動入賞口２９,３０に入賞すると、前記制御手
段の制御に基づいて前記表示装置１７の表示部１７ａにおいて図柄が変動開始され、所要
の図柄変動演出が展開される。表示部１７ａで展開される図柄変動演出の結果、該表示部
１７ａ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、表示装置１７の表示部１７ａに表示された図柄組み合わせ(大当り
の種類)に応じて、前記特別入賞装置３３の特別入賞口３２が異なるパターンで開放され
、遊技者は多くの賞球が獲得可能となる。
【０１０９】
　前記表示装置１７の表示部１７ａで展開される図柄変動演出に応じて、前記制御手段の
制御に基づいて前記可動演出装置５０の可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが動作
されて動的な演出により遊技の興趣が高められる。また、可動演出装置５０に設けられて
いる発光体１１６ａ,１１８ａ,１１８ｂが、制御手段の制御に基づいて発光したり点滅す
ることで、各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが備える明輝部６１,７０,７１の
態様が変化することで、遊技の興趣がより高められる。
【０１１０】



(31) JP 6228721 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

(可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの昇降動作による作用について)
　前記可動演出装置５０は、前記ベース体８６の初期位置では、図５に示す如く、各可動
体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの略全体がケース体５１の収容空間Ｓに収容された
初期位置に位置し、遊技盤２０の前側から視認されない状態となっている(図２参照)。可
動演出装置５０は、前記昇降用モータ８５が正転方向に回転駆動されて、前記作動歯車９
０とラック８６ａとの噛合作用下に前記ベース体８６が作動位置に向けて移動されると、
該ベース体８６に設けられている各第３係合部１０３Ａ,１０３Ｂにおける作動部１０３
ａに第３被係合部１０６ａが係合している前記第３連繋部材１０６Ａ,１０６Ｂが傾動を
開始し、該第３連繋部材１０６Ａ,１０６Ｂの傾動に伴って前記第３軸体８２Ａ,８２Ｂに
沿って第３可動体５７Ａ,５７Ｂが初期位置から作動位置に向けて押し上げられる。すわ
なち、可動演出装置５０において、左右に最も離間している２つの第３可動体５７Ａ,５
７Ｂが前記蓋部材５４の孔部５４ａ,５４ａから上側に延出して遊技盤２０の前側から視
認可能になる。なお、第３可動体５７Ａ,５７Ｂが作動位置に至るまでの間は、前記第１
連繋部材９５の第１被係合部９５ａが第１係合部９４の非作動部９４ａに係合すると共に
、前記第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂの第２被係合部１００ａが第２係合部９８Ａ,９８
Ｂの第１非作動部９８ａに係合しているので、ベース体８６の作動位置への移動に伴って
第１および２連繋部材９５,１００Ａ,１００Ｂが傾動することはなく、第１および第２可
動体５５,５６Ａ,５６Ｂは初期位置に維持される。
【０１１１】
　前記ベース体８６の作動位置への移動に伴い、前記第３連繋部材１０６Ａ,１０６Ｂの
第３被係合部１０６ａが第３係合部１０３Ａ,１０３Ｂの作動部１０３ａから非作動部１
０３ｂに移行すると(図３３参照)、該第３連繋部材１０６Ａ,１０６Ｂの傾動は停止し、
第３可動体５７Ａ,５７Ｂは作動位置に維持される。これに対し、前記第２連繋部材１０
０Ａ,１００Ｂの第２被係合部１００ａが第２係合部９８Ａ,９８Ｂの第１非作動部９８ａ
から作動部９８ｂに移行することで、該第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂが傾動し始め、
前記第２可動体５６Ａ,５６Ｂが初期位置から作動位置に向けて移動することで、既に作
動位置に位置している左右両側の第３可動体５７Ａ,５７Ｂの内側において２つの第２可
動体５６Ａ,５６Ｂが前記蓋部材５４の対応する孔部５４ａから上側に延出する。このと
き、前記第１連繋部材９５の第１被係合部９５ａは引き続き第１係合部９４の非作動部９
４ａに係合しているので、該第１連繋部材９５は傾動することなく第１可動体５５は初期
位置に維持される(図３３参照)。また、第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂの第２被係合部
１００ａが第２係合部９８Ａ,９８Ｂの作動部９８ｂに係合している間、前記第３連繋部
材１０６Ａ,１０６Ｂの第３被係合部１０６ａは第３係合部１０３Ａ,１０３Ｂの非作動部
１０３ｂに係合しているので、該第３連繋部材１０６Ａ,１０６Ｂは傾動することなく第
３可動体５７Ａ,５７Ｂは作動位置に維持される。
【０１１２】
　前記ベース体８６が作動位置へ向けて更に移動すると、前記第２連繋部材１００Ａ,１
００Ｂの第２被係合部１００ａが第２係合部９８Ａ,９８Ｂの作動部９８ｂから第２非作
動部９８ｃに移行し、該第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂの傾動は停止し、第２可動体５
６Ａ,５６Ｂは作動位置に維持される(図３５参照)。これに対し、前記第１連繋部材９５
の第１被係合部９５ａが第１係合部９４の非作動部９４ａから作動部９４ｂに移行するこ
とで、該第１連繋部材９５が傾動し始め、前記第１可動体５５が初期位置から作動位置に
向けて移動することで、既に作動位置に位置している左右両側の第２可動体５６Ａ,５６
Ｂの内側において第１可動体５５が前記蓋部材５４の孔部５４ａから上側に延出する。こ
のとき、前記第３連繋部材１０６Ａ,１０６Ｂの第３被係合部１０６ａは引き続き第３係
合部１０３Ａ,１０３Ｂの非作動部１０３ｂに係合していると共に、第２連繋部材１００
Ａ,１００Ｂの第２被係合部１００ａが第２係合部９８Ａ,９８Ｂの第２非作動部９８ｃに
係合しているので、第２および第３連繋部材１００Ａ,１００Ｂ,１０６Ａ,１０６Ｂは傾
動することなく第２および第３可動体５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは作動位置に維持さ
れる。
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【０１１３】
　前記昇降用モータ８５が予め設定された回転数(パルス数)だけ回転すると、前記制御手
段により昇降用モータ８５が停止制御され、前記ベース体８６が作動位置で停止する。す
なわち、図２８,図２９,図３６に示す如く、可動演出装置５０に配設されている全ての可
動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが作動位置で停止されて、横方向に並ぶ状態で維
持される。
【０１１４】
　前記昇降用モータ８５が逆転方向に回転駆動されると、前記ベース体８６が作動位置か
ら初期位置に向けて移動されるのに伴って、前述した場合とは逆に、先ず第１可動体５５
が作動位置から初期位置に向けて下降し、該第１可動体５５が初期位置に至った後に、第
２可動体５６Ａ,５６Ｂが作動位置から初期位置に向けて下降する。また、第２可動体５
６Ａ,５６Ｂが初期位置に至った後に、第３可動体５７Ａ,５７Ｂが作動位置から初期位置
に向けて下降する。そして、前記昇降用検出手段９２が検出片８６ｃを検出することで、
前記制御手段が昇降用モータ８５を停止制御し、全ての可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７
Ａ,５７Ｂは前記ケース体５１に収容された初期位置に維持される。
【０１１５】
　実施例の可動演出装置５０では、１つの昇降用モータ８５の駆動によってベース体８６
を往復移動させるだけで、複数の可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂをタイミング
をずらして昇降動作させることができるので、昇降用モータ８５に係る制御負荷が増える
ことなく高い演出効果が得られ、興趣を向上し得る。また、複数の可動体５５,５６Ａ,５
６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを初期位置から作動位置に上昇させる際には、前記ベース体８６がコ
イルバネ９１により作動位置に向けて付勢されているので、昇降用モータ８５に加わる負
荷を軽減することができ、該昇降用モータ８５の耐久性を向上し得る。そして、各可動体
５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂ毎に専用のモータを備える必要はないから配線処理も
簡単になると共に、製造コストを低廉に抑えることができ、かつ消費電力量を抑えてラン
ニングコストを抑制することもできる。
【０１１６】
　前記可動演出装置５０では、複数の可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを横方向
に並ぶように配置し、該可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂがタイミングをずらし
て昇降動作するので、動作演出による興趣を向上することができる。また可動演出装置５
０では、各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂに連繋する各連繋部材９５,１００
Ａ,１００Ｂ,１０６Ａ,１０６Ｂが係合する係合部９４,９８Ａ,９８Ｂ,１０３Ａ,１０３
における各作動部９４ｂ,９８ｂ,１０３ａの位置をベース体８６の往復移動方向にずらし
ているので、１枚のベース体８６を往復移動するだけの簡単な構成で各可動体５５,５６
Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが昇降動作するタイミングをずらすことができる。
【０１１７】
　前記可動演出装置５０の昇降駆動機構８４では、図７,図３１に示す如く、前記ベース
体８６に形成された係合部９４,９８Ａ,９８Ｂ,１０３Ａ,１０３Ｂに設けられる作動部９
４ｂ,９８ｂ,１０３ａの長さを異ならせて、作動位置での可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５
７Ａ,５７Ｂの高さ位置が異なるように構成されている。すなわち、横並びに配置されて
いる複数の可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの高さ位置を異ならせることで、最
も高い位置まで移動させた可動体５５を強調することができ、該可動体５５の意匠面部５
８ａ,５９ａに施されている意匠による演出効果を向上し得る。しかも、可動体５５,５６
Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの高さ位置(昇降動作の移動量)は、作動部９４ｂ,９８ｂ,１０
３ａの長さを異ならせるだけの簡単な構成で達成し得るので、構成を複雑化することなく
複数の可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂによる動作演出の興趣を向上し得る。
【０１１８】
　ここで、図２７に示す如く、前記第１可動体５５を挟む左右両側に位置する第２可動体
５６Ａ,５６Ｂに連繋する第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂの第２回転軸９９Ａ,９９Ｂを
、第１可動体５５を挟んで他方の第２可動体５６Ａ,５６Ｂとは反対側に位置させたので
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、各第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂの支点(第２回転軸９９Ａ,９９Ｂ)と作用点(第２可
動体５６Ａ,５６Ｂと第２アーム１００ｂとの連繋部位)との距離を長くすることができる
。すなわち、第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂの揺動角度を小さく抑えたもとで、第２可
動体５６Ａ,５６Ｂの動作範囲を大きくしつつ、第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂによる装
置の大型化を抑えることができる。言い替えれば、２つの第２連繋部材１００Ａ,１００
Ｂを、該第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂの延在領域が前後で重なるように配置している
ので、両第２連繋部材１００Ａ,１００Ｂの延在領域が前後で重ならないよう配置する場
合に比べて、装置における左右方向の寸法を短縮することができ、装置の小型化に寄与し
得る。
【０１１９】
(可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの回転動作による作用について)
　前記可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの作動位置において、前記駆動ラック１
１１が第１位置に位置する状態では、図３６,図３９(ａ)に示す如く、各可動体５５,５６
Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは第１意匠面部５８ａが前側を向く第１姿勢となっている。可
動演出装置５０は、前記回転用モータ１０８が正転方向に回転駆動されて、前記駆動歯車
１１０が回転すると、該駆動歯車１１０に噛合する第１回転歯車７７ａの回転に伴って前
記第１可動体５５が回転する。また、駆動歯車１１０に噛合する前記駆動ラック１１１が
第１位置から第２位置に向けて移動するのに伴って、前記各連動歯車体１１３が回転し、
該連動歯車体１１３の上下の作動歯車１１３ａ,１１３ｂが一体で回転することで、該作
動歯車１１３ａ,１１３ｂに噛合する第２および第３回転歯車８０ａ,８２ａの回転に伴っ
て前記第２および第３可動体５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが回転する。すなわち、回転
用モータ１０８の回転駆動に伴って全ての可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂが同
一方向に回転し、第１意匠面部５８ａが裏側に隠れると共に第２意匠面部５９ａが前側に
表われる。
【０１２０】
　前記回転用モータ１０８が予め設定された回転数(パルス数)だけ回転すると、前記制御
手段により回転用モータ１０８が停止制御され、前記駆動歯車１１０が停止すると共に駆
動ラック１１１が第２位置で停止する。すなわち、可動演出装置５０に配設されている全
ての可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは、第２意匠面部５９ａが前側を向く第２
姿勢に切り替わって停止する(図３８,図３９(ｂ)参照)。第１意匠面部５８ａおよび第２
意匠面部５９ａに施されている意匠は異なっているので、可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５
７Ａ,５７Ｂが反転する姿勢変化によって興趣を向上することができる。
【０１２１】
　前記可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの第２姿勢では、図３９(ｂ)に示す如く
、対応する発光基板１１６,１１８に実装されている発光体１１６ａ,１１８ａ,１１８ｂ
が対応する導光部材６３,６８,６９の光導入端６４ｄ,６８ｄ,６４ｄに対向する。従って
、各発光体１１６ａ,１１８ａ,１１８ｂを点灯すると、該発光体１１６ａ,１１８ａ,１１
８ｂから照射された光が光導入端６４ｄ,６８ｄ,６４ｄから入射し、該光が導光部材６３
,６８,６９によって前側を向いている第２意匠面部５９ａの明輝部６１,７０,７１に導び
かれて、該明輝部６１,７０,７１が明輝する。すなわち、第１可動体５５および第２可動
体,５６Ａ,５６Ｂでは、導光部材６３の光導入端６４ｄから入射した光は、第１反射面６
４ｅによって上方に向けて反射されて第２導光部６４ｂ内を直進した後、第２反射面６４
ｆ,６４ｆによって２方向に分岐するように反射される。更に、第２反射面６４ｆ,６４ｆ
で２方向に反射された光は、前記第３反射面６４ｇ,６４ｇで前側に向けて反射されて前
記第３導光部６４ｃ,６４ｃにおける光射出端６４ｈ,６４ｈから射出される。そして、こ
の光が前記明輝部６１に照射されることで、該明輝部６１が明輝して発光演出の興趣を向
上し得る。
【０１２２】
　また、前記第３可動体５７Ａ,５７Ｂは、第２姿勢では図４０(ｂ)に示す如く、前記第
１導光部材６８の光導入端６８ｄが第２発光基板１１８に実装されている一方の第３発光
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体１１８ｂに対向すると共に、前記第２導光部材６９の光導入端６４ｄが第２発光基板１
１８に実装されている他方の第３発光体１１８ｂに対向する。従って、第２発光基板１１
８に実装されている２つの第３発光体１１８ｂ,１１８ｂが点灯されると、各発光体１１
８ｂ,１１８ｂから照射された光が第１および第２導光部材６８,６９の対応する光導入端
６８ｄ,６４ｄから入射し、該光が対応する導光部材６８,６９によって前側を向いている
第２意匠面部５９ａにおける高さ位置が異なる第１明輝部７０および第２明輝部７１に導
びかれて、該明輝部７０,７１が明輝する。すなわち、第１および第２可動体５５,５６Ａ
,５６Ｂにおいて明輝部６１,６１が明輝する態様と、第３可動体５７Ａ,５７Ｂにおいて
明輝部７０,７１が明輝する態様との違いによって、発光演出の興趣を向上することがで
きる。また、第２発光基板１１８に実装されている２つの第３発光体１１８ｂ,１１８ｂ
の夫々は、第３可動体５７Ａ,５７Ｂに配設されている第１および第２導光部材６８,６９
の対応する光導入端６８ｄ,６４ｄの夫々に単独で対向しているので、一方の第３発光体
１１８ｂを点灯することで、一方の明輝部７０,７１のみを明輝させることができるので
、発光演出の幅を広げることができる。
【０１２３】
　前記回転用モータ１０８が逆転方向に回転駆動されると、前記駆動歯車１１０が回転さ
れると共に駆動ラック１１１が第２位置から第１位置に向けて移動されるのに伴って、前
述した場合とは逆に、全ての可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは、第２意匠面部
５９ａが裏側に隠れると共に第１意匠面部５８ａが前側に表われるように回転する。そし
て、前記回転用検出手段１１４が検出片１１１ａを検出することで、前記制御手段が回転
用モータ１０８を停止制御し、全ての可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂは第１意
匠面部５８ａが前側を向く第１姿勢で停止される。
【０１２４】
　実施例の可動演出装置５０では、各可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂに発光体
１１６ａ,１１８ｂを設けていないので、発光体１１６ａ,１１８ａに接続する配線による
動作制限を受けることはなく、可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂによる動作の自
由度を高めて演出効果を向上し得る。しかも、発光基板１１６,１１８はケース体５１内
に固定配置されているので、発光体１１６ａ,１１８ａに接続する配線の引き回し処理が
簡単で、配線による見栄えの低下も防止し得る。また、導光部材６１,６８,６９の第２反
射面６４ｆ,６８ｆによって光を２方向に反射するよう構成してあるので、１つの発光体
１１６ａ,１１８ａ,１１８ｂによって明輝部６１,７０,７１の２箇所を明輝させることが
でき、少ない発光体１１６ａ,１１８ａ,１１８ｂで発光演出効果を向上し得る。
【０１２５】
　前記第３可動体５７Ａ,５７Ｂでは、第１明輝部７０および第２明輝部７１に対応して
第１導光部材６８および第２導光部材６９を配設しているので、第１および第２明輝部７
０,７１を個別に明輝させることができ、第３可動体５７Ａ,５７Ｂによる発光態様のバリ
エーションを増やして演出の興趣を向上し得る。また、前記第２可動体５６Ａ,５６Ｂと
第３可動体５７Ａ,５７Ｂとの間に配置した第２発光基板１１８の両面の夫々に発光体１
１８ａ,１１８ｂを実装したので、各可動体５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂの明輝部６１,
７０,７１を明輝させ得る発光体１１８ａ,１１８ｂを実装する発光基板を個別に設ける必
要はなく、部品点数を低減することができる。
【０１２６】
　実施例の可動演出装置５０は、可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７Ｂを昇降動作さ
せると共に回転動作も可能に構成してあるので、可動体５５,５６Ａ,５６Ｂ,５７Ａ,５７
Ｂの動作態様を一層多様化して演出効果を向上することができる。
【０１２７】
〔別実施例〕
　図４１は、別実施例に係る可動演出装置１１９の要部を示すものであって、実施例と共
通の構成部分については、説明を省略する。また、実施例と同じ部材や部分には同一の符
号を付すものとする。なお、別実施例では可動体の発光演出構造が実施例と異っているが
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、該発光演出構造は実施例における第１～第３可動体に採用し得るものである。
【０１２８】
　別実施例の可動演出装置１１９における可動体１２０は、第１意匠面部５８ａに第１明
輝部１２１が設けられると共に、第２意匠面部５９ａに第２明輝部１２２が設けられてい
る。また、可動体１２０には、第１意匠面部５８ａと第２意匠面部５９ａとの対向方向と
交差する両側面の一方の側面に第１光導入口１２３が形成されると共に他方の側面に第２
光導入口１２４が形成されている。可動体１２０の内部に、第１光導入口１２３に光導入
端６４ｄを臨ませると共に、第３導光部６４ｃの光射出端６４ｈを第１明輝部１２１に対
向させた第１導光部材１２５が収容されると共に、第２光導入口１２４に光導入端６４ｄ
を臨ませると共に、第３導光部６４ｃの光射出端６４ｈを第２明輝部１２２に対向させた
第２導光部材１２６が収容されている。なお、第１および第２導光部材１２５,１２６の
構成は、実施例の導光部材６４と同じであって、可動体１２０に収容した状態で光導入端
６４ｄ,６４ｄおよび光射出端６４ｈ,６４ｈが夫々相反する方向を向くように配置されて
いる。また、可動体１２０の側方においてケース体５１に固定配置した発光基板１２７に
は、該可動体１２０を第１意匠面部５８ａが前側を向く第１姿勢(図４１(ａ))とした状態
で、第１導光部材１２５の光導入端６４ｄに対向可能な位置に発光体(発光手段)１２８が
実装されている。この発光体１２８は、可動体１２０を第１意匠面部５８ａが前側を向く
第１姿勢(図４１(ａ))とした状態で、第１導光部材１２５の光導入端６４ｄに対向可能に
位置するよう設定されている。
【０１２９】
　別実施例の可動体１２０では、図４１(ａ)に示す如く、該可動体１２０を第１意匠面部
５８ａが前側を向く第１姿勢とした状態で、第１導光部材１２５の光導入端６４ｄに対向
する発光体１２８を発光することで、第１導光部材１２５によって導びかれた光によって
第１意匠面部５８ａに設けた第１明輝部１２１を明輝させることができる。また、図４１
(ｂ)に示す如く、可動体１２０を第２意匠面部５９ａが前側を向く第２姿勢に反転した状
態で、第２導光部材１２６の光導入端６４ｄに対向する発光体１２８を発光することで、
第２導光部材１２６によって導びかれた光によって第２意匠面部５９ａに設けた第２明輝
部１２２を明輝させることができる。すなわち、別実施例に係る可動演出装置１１９では
、可動体１２０に設けた第１および第２意匠面部５８ａ,５９ａの夫々に明輝部１２１,１
２２を設けているので、該可動体１２０の回転動作によって意匠面部５８ａ,５９ａを切
り替えることで、１つの発光体１２８によって異なる意匠面部５８ａ,５９ａの明輝部１
２１,１２２を明輝させる演出を行うことができる。
【０１３０】
〔変更例〕
　本願発明は、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、動作タイミングが異なる３種類の可動体を配設したが、動作タイミング
が異なる可動体の種類は２つであっても４つ以上であってもよい。
(2) 実施例では、同じ動作タイミングで動作する複数の可動体(第２可動体および第３可
動体)を設けたが、全ての可動体の動作タイミングを異なる構成を採用し得る。
(3) 複数の可動体の動作順は、実施例の順に限られるものでなく、任意に設定可能である
。すなわち、各係合部における非作動部と作動部との位置関係と、ベース体における各作
動部の位置の設定によって、複数の可動体の動作順を任意に設定し得る。
(4) 可動体の意匠面部(意匠部)における高さ方向で異なる位置に設けられる明輝部の数は
、２つに限らず３つ以上であってもよく、各明輝部に対応して外部からの光を照射可能な
導光部材を備えるようにすればよい。
(5) 実施例では、可動体に、回転方向(周方向)に２つの意匠面部(意匠部)を設けたが、３
つ以上の意匠面部(意匠部)を設け、各意匠面部(意匠部)が前側を向く姿勢で可動体を停止
するようにしてもよい。そして、特定の意匠面部(意匠部)に明輝部を設け、可動体を特定
の意匠面部(意匠部)が前側を向く姿勢で停止した状態で、該可動体に設けた導光部材の光
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導入端が対向する位置に発光体(発光手段)を配置する構成とすればよい。
【０１３１】
(6) 別実施例のように各意匠面部(意匠部)の夫々に明輝部を設ける構成において、３つ以
上の意匠面部(意匠部)を回転方向(周方向)に設ける場合は、各意匠面部(意匠部)が前側を
向く姿勢で可動体が停止した状態で、対応する導光部材の光導入端が対向する位置の夫々
に発光体(発光手段)を配置する構成とすれば、各意匠面部(意匠部)の明輝部を明輝させる
演出を行い得る。
(7) 実施例では、設置部材の下板部に可動演出装置を配置したが、上板部や左右の板部に
可動演出装置を配置するものであってもよい。上板部に可動演出装置を配置した場合は、
該可動演出装置は実施例とは上下が反転した状態となる。また、可動演出装置を右板部や
左板部に配置する構成では、可動演出装置が実施例とは９０度回転した状態となり、複数
の可動体は上下方向に並ぶ状態となる。
(8) 実施例では、可動体をベース体の往復移動によって昇降移動させるよう構成したが、
該可動体を前後移動させるようにしてもよい。
(9) 実施例では、昇降駆動機構を、モータの回転を歯車およびラックを介してベース体に
伝えて直線的に往復移動するよう構成したが、駆動モータの回転をベース体に伝える機構
は、歯車とラックとを用いた機構に限定されるものでなく、リンク手段やベルト、その他
各種公知の機構を採用し得る。
(10) 実施例では、回転駆動機構を、モータの回転を歯車およびラックを介して各可動体
に伝えて回転させるよう構成したが、モータの回転を各可動体に伝える機構は、歯車とラ
ックとを用いた機構に限定されるものでなく、リンク手段やベルト、その他各種公知の機
構を採用し得る。
【０１３２】
(11) 実施例では、ベース体に形成される係合部を長孔としたが、対応する連繋部材を揺
動させる得るものであれば、例えば突条であってもよく、連繋部材に設けた被係合部が突
条に沿って移動することで連繋部材が傾動するよう構成されていればよい。
(12) 実施例では、係合部に１つの作動部を設けた場合で説明したが、係合部に設ける作
動部の数は複数であってもよい。すなわち、ベース体が初期位置と作動位置との間を移動
する間に、可動体が複数回の昇降動作を行う構成を採用し得る。また、可動体が複数の昇
降動作を行う構成において、ベース体が初期位置と作動位置との間を移動する際に、可動
体が段階的に上昇したり下降するように作動部の形態を設定することができる。また、可
動体が複数の昇降動作を行う構成において、ベース体が初期位置と作動位置との間を移動
する際に、可動体が上昇動作と下降動作とを繰り返すように作動部の形態を設定すること
ができる。
(13) 実施例では、ベース体を初期位置と作動位置との間で移動することで全ての可動体
を初期位置と作動位置との間で移動させるよう構成したが、ベース体を初期位置と作動位
置との間で停止させたり、逆方向に移動させるように昇降用モータを制御するようにして
もよい。すなわち、第３可動体が作動位置に至る位置を第１停止位置、第２可動体が作動
位置に至る位置を第２停止位置とし、ベース体を第１停止位置や第２停止位置で停止する
ことで、第３可動体のみが作動位置に位置する状態での演出、第２および第３可動体のみ
が作動位置に位置する状態での演出を行うことができる。例えば、第３可動体のみが作動
位置に位置する状態で回転駆動機構によって第３可動体を反転して明輝部を明輝させる演
出や、第２および第３可動体のみが作動位置に位置する状態で回転駆動機構によって第２
および第３可動体を反転して明輝部を明輝させる演出を行うことができ、演出のバリエー
ションを増やして興趣を向上し得る。
【０１３３】
(14) 実施例では、動作タイミングを同じとする２つの可動体(第２可動体や第３可動体)
について、作動位置での高さを同じとしたが、動作タイミングが同じ可動体の高さ位置を
異ならせるようにしてもよい。
(15) 実施例では、可動体が取り付けられた回転支持体に連繋部材を連繋するよう構成し
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たが、該連繋部材を可動体に対して回転を許容した状態で直接連繋する構成を採用し得る
。
(16) 別実施例では、１つの発光体によって第１明輝部および第２明輝部を明輝させ得る
よう構成したが、別々の発光体によって対応する明輝部を明輝させる構成を採用し得る。
例えば、可動体の側方に固定配置した発光基板に、該可動体を第１意匠面部が前側を向く
第１姿勢とした状態で、第１導光部材の光導入端に対向可能な位置に第１発光体を実装す
ると共に、該可動体を第２意匠面部が前側を向く第２姿勢とした状態で、第２導光部材の
光導入端に対向可能な位置に第２発光体を実装するようにしてもよい。
(17) 実施例では、可動体が作動位置において明輝部を明輝させるよう構成したが、可動
体の初期位置において、可動体に配設した導光部材の光導入端に対向可能な位置に発光体
(発光手段)を配置して、初期位置においても明輝部を明輝させる構成を採用し得る。
(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遊技媒
体としたパチンコ球やメダル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。
【符号の説明】
【０１３４】
　５０ 可動演出装置
　５１ ケース体(設置部)
　５５ 第１可動体(可動体,特定可動体)
　５６Ａ 左第２可動体(可動体)
　５６Ｂ 右第２可動体(可動体)
　５７Ａ 左第３可動体(可動体)
　５７Ｂ 右第３可動体(可動体)
　７７ 第１軸体(軸体)
　８０Ａ 左第２軸体(軸体)
　８０Ｂ 右第２軸体(軸体)
　８２Ａ 左第３軸体(軸体)
　８２Ｂ 右第３軸体(軸体)
　８５ 昇降用モータ(駆動手段)
　８６ ベース体
　９４ 第１係合部(係合部)
　９４ａ 非作動部
　９４ｂ 作動部
　９５ 第１連繋部材(連繋部材)
　９８Ａ 左第２係合部(係合部)
　９８Ｂ 右第２係合部(係合部)
　９８ａ 第１非作動部(非作動部)
　９８ｂ 作動部
　９８ｃ 第２非作動部(非作動部)
　９９Ａ 左第２回転軸(回転軸)
　９９Ｂ 右第２回転軸(回転軸)
　１００Ａ 左第２連繋部材(連繋部材)
　１００Ｂ 右第２連繋部材(連繋部材)
　１００ｂ 左第２アーム(アーム)
　１００ｂ 右第２アーム(アーム)
　１０３Ａ 左第３係合部(係合部)
　１０３Ｂ 右第３係合部(係合部)
　１０３ａ 作動部
　１０３ｂ 非作動部
　１０６Ａ 左第３連繋部材(連繋部材)
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　１０６Ｂ 右第３連繋部材(連繋部材)
　１０７ 回転駆動機構(回転機構)
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