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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の遊技を行う遊技機であって、
　第１位置と第２位置との間で移動可能な第１装飾部材と、
　前記第１装飾部材に設けられ、前記第１装飾部材に対して変位可能な複数の第２装飾部
材と、を備え、
　前記複数の第２装飾部材は、前記第１装飾部材に対して変位することにより、該第１装
飾部材により視認性が抑制された第１状態と、前記第１状態よりも視認性が高い第２状態
と、の間で変化可能であり、
　前記第１装飾部材が前記第１位置にあるときに、前記複数の第２装飾部材は前記第１状
態にあり、
　前記第１装飾部材が前記第２位置にあるときに、前記複数の第２装飾部材は前記第２状
態にあり、
　前記第１装飾部材が前記第２位置から前記第１位置まで移動するときに前記複数の第２
装飾部材は、前記第１位置と前記第２位置との間にある所定位置に前記第１装飾部材が到
達するまでに前記第１装飾部材に対して変位して前記第２状態から前記第１状態に変化し
、前記所定位置から前記第１位置まで前記第１装飾部材が移動するまで前記第１装飾部材
に対して変位することなく前記第１状態を維持する、
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に係り、詳しくは、所定の遊技を行う遊技機に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一例として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊
技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞したことに基づいて、所
定の遊技価値を付与可能としたパチンコ遊技機がある。また、遊技機の他の一例として、
メダルやコイン、あるいは、パチンコ遊技機と同様の遊技球といった遊技媒体を用いて１
ゲームに対する所定数の賭数を設定した後、遊技者がスタートレバーを操作することによ
り可変表示装置による表示図柄の可変表示を開始し、導出された表示結果に基づいて所定
の遊技価値を付与可能としたスロットマシンがある。
【０００３】
　こうした遊技機では、遊技者をより楽しませるために、例えば、盤面に演出装置が設け
られるものがある。この演出装置としては、例えば、装飾体を２つのアームで両側方から
支持し、２つのアームのそれぞれをモータで回動させることによって、遊技に応じて装飾
体の昇降させたり左右に揺動させたりするものが提案されている（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２００９－３０６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に記載の遊技機は、装飾体を移動させてから装飾体を揺動させるが、演出効
果をより向上できる遊技機が望まれる。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、演出効果を向上できる遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）上記目的を達成するため、本願に係る遊技機は、所定の遊技を行う遊技機（例えば
パチンコ遊技機１）であって、第１位置と第２位置との間で移動可能な第１装飾部材と（
例えば図１９に示すように、退避位置（図１９（ａ））と進出位置（図１９（ｃ））との
間で移動する装飾体３５８）、前記第１装飾部材に設けられ、前記第１装飾部材に対して
変位可能な複数の第２装飾部材（例えば１つの装飾体３５８に対して設けられた左右可動
部材３５３、３５５）と、を備え、前記複数の第２装飾部材は、前記第１装飾部材に対し
て変位することにより、該第１装飾部材により視認性が抑制された第１状態（例えば図１
９（ｂ）に示すように、左右可動部材３５３、３５５が装飾体３５８の裏側に隠れた状態
）と、前記第１状態よりも視認性が高い第２状態（例えば図１９（ｃ）に示すように、左
右可動部材３５３、３５５が装飾体３５８の左右外側に位置し前方から視認可能な状態）
と、の間で変化可能であり、前記第１装飾部材が前記第１位置にあるときに、前記複数の
第２装飾部材は前記第１状態にあり（例えば図１９(ａ）に示す状態）、前記第１装飾部
材が前記第２位置にあるときに、前記複数の第２装飾部材は前記第２状態にあり（例えば
図１９（ｃ）に示す状態）、前記第１装飾部材が前記第２位置から前記第１位置まで移動
するときに前記複数の第２装飾部材は、前記第１位置と前記第２位置との間にある所定位
置に前記第１装飾部材が到達するまでに前記第１装飾部材に対して変位して前記第２状態
から前記第１状態に変化し（例えば図１９（ｃ）から図１９（ｂ）までの変化）、前記所
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定位置から前記第１位置まで前記第１装飾部材が移動するまで前記第１装飾部材に対して
変位することなく前記第１状態を維持する（例えば図１９（ｂ）から図１９(ａ）までの
変化）、ことを特徴とする。
　このような構成によれば、演出効果を向上できる遊技機を提供することができる。
（２）（２）の遊技機は、所定の遊技を行う遊技機（例えばパチンコ遊技機１）であって
、ベース部（例えば後ベース部３１０）に軸支され、軸支された端部と反対の端部に被案
内部が設けられる第１支持部材（例えばガイド軸３３１に被ガイド部３５０が取り付けら
れる第１アーム３３０）と、前記ベース部に軸支され、軸支された端部と反対の端部に、
前記第１支持部材の被案内部が案内される案内部が設けられる第２支持部材（例えば被ガ
イド部３５０が案内されるガイドスリット３４１が設けられる第２アーム３４０など）と
、前記第１支持部材および前記第２支持部材に支持され、該第１支持部材および該第２支
持部材の回動により退避位置と進出位置との間で移動する装飾部材（例えば装飾体３５８
と左右可動部材３５３、３５５など）と、を備え、前記第２支持部材の案内部は、前記装
飾部材が前記退避位置から前記進出位置へ移動するときに前記第１支持部材の被案内部を
第１位置から第２位置へ案内するとともに（例えば図２２（ａ）～（ｃ）参照）、前記第
２位置近傍にラックギアが形成され（例えばガイドスリット３４１の先端側にラックギア
３４１ａが形成されるなど）、前記第１支持部材の被案内部は、前記ラックギアと係合す
る係合部を有し（例えば被ガイド部３５０にギア歯３５０ａが形成されるなど）、前記装
飾部材は、前記係合部が前記ラックギアと係合することにより動作する装飾可動部を有す
る（例えば被ガイド部３５０がラックギア３４１ａと係合して回転することにより左右可
動部材３５３、３５５が装飾体３５８に対して左右方向に移動するなど）、ことを特徴と
する。
　このような構成によれば、装飾部材が退避位置から進出位置へ移動するときに第１支持
部材の被案内部が第２支持部材の案内部の第１位置から第２位置へ案内され、被案内部が
案内部の第２位置近傍に移動すると、被案内部の係合部が案内部のラックギアと係合して
装飾部材の装飾可動部が動作する。これにより、装飾部材に駆動源などを設けることなく
装飾可動部を動作させることができ、装飾部材の重量を増やすことなく装飾部材による演
出効果を向上することができる。
【０００８】
（３）上記（２）の遊技機において、前記装飾部材は、前記装飾可動部が動作することに
より、前記退避位置に位置するときよりも前記進出位置に位置するときの方が外形が大き
くてもよい（例えば図２２（ａ）、（ｃ）参照）。
　このような構成によれば、装飾部材が進出位置に位置するときには外形が大きくなるの
で演出効果を大きくすることができるとともに、装飾部材が退避位置に位置するときには
外形が小さくなるので退避位置のスペースの確保が容易となる。
【０００９】
（４）上記（２）又は（３）の遊技機において、前記装飾部材に接続され、前記装飾部材
が前記退避位置に位置するときには該装飾部材を退避姿勢（例えば臥した姿勢）で支持し
、前記装飾部材が前記進出位置に位置するときには該装飾部材を前記退避姿勢と異なる進
出姿勢（例えば起立した付勢）で支持する第３支持部材（例えば姿勢保持部材３６９）を
更に備えてもよい。
　このような構成によれば、第３支持部材により装飾部材の姿勢が変更されるので、装飾
部材による演出効果を向上できるとともに、装飾部材の退避位置のスペースの確保が容易
となる。
【００１０】
（５）上記（２）～（４）の何れかの遊技機において、前記被案内部の係合部は、外周の
一部に前記ラックギアと係合する歯が形成されてもよい（例えば被ガイド部３５０の外周
の一部にギア歯３５０ａが形成されるなど）。
　このような構成によれば、係合部により被案内部の移動が妨げられるのを抑制できる。
【００１１】
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（６）上記（２）～（５）の何れかの遊技機において、前記案内部のラックギアは、前記
被案内部の重量がかからない部位に形成されてもよい（例えばガイドスリット３４１の上
縁側にラックギア３４１ａが形成されるなど）。
　このような構成によれば、案内部による被案内部の案内を滑らかにすることができる。
【００１２】
（７）上記（２）～（６）の何れかの遊技機において、前記支持部材（例えば第１アーム
３３０、第２アーム３４０）は、電気部品を収容するために開放された収容部（例えば収
容部材３４３）と、該収容部に取り付け可能であって該収容部を覆うための金属製の被覆
部（例えば被覆部３４４））とを有し、前記収容部は、ベース部（例えばベース部３４３
ａ）と、該ベース部に立設されたベース部側壁部（例えばベース部側壁部３４３ｂ）とか
らなり、前記被覆部は、前記ベース部を覆う蓋部（例えば蓋部３４４ａ）と、該蓋部に立
設され前記収容部に取り付けられたときに前記ベース部側壁部の内側対向位置に配置され
る被覆部側壁部（例えば被覆部側壁部３４４ｂ）とからなるものでもよい。
　このような構成によれば、収容部に電気部品を収容した状態で被覆部により収容部を被
覆したときに、被覆部の一部である被覆部側壁部がベース部側壁部の内側に配置されるの
で、収容された電気部品がベース部と蓋部との間から露出するのを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】この実施の形態における装飾体が後退した状態の第１演出可動機構を示す図であ
り、（ａ）は正面図、（ｂ）は背面図である。
【図３】第１演出可動機構を構成要素ごとに分解して前方視した分解斜視図である。
【図４】装飾体を分解して前方から示す分解斜視図である。
【図５】第２光拡散板を示す図であり、（ａ）は背面図、（ｂ）は（ａ）中のｂ－ｂ断面
図、（ｃ）は背面斜視図である。
【図６】装飾体を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は底面図、（ｃ）、（ｄ）は（
ｂ）の左側、右側をそれぞれ拡大した図であり、（ｅ）は装飾板に形成されたシンボル部
（透光部）を拡大して前方下側から示す斜視図である。
【図７】第１演出可動機構の動作を説明するための正面図である。
【図８】第１演出可動機構の動作を説明するための背面図である。
【図９】第１～第４変形例に係る装飾体を示す底面図である。
【図１０】（ａ）は、装飾部材が退避状態のときの第２演出可動機構を示す正面図であり
、（ｂ）は、装飾部材が進出状態のときの第２演出可動機構を示す正面図である。
【図１１】第２演出可動機構を分解して前方視した分解斜視図である。
【図１２】第２演出可動機構を分解して後方視した分解斜視図である。
【図１３】（ａ）は、第１駆動ユニットやパンタグラフ機構を示す背面図であり、（ｂ）
は、（ａ）に示したパンタグラフ機構を分解して後方視した分解斜視図である。
【図１４】装飾部材体を分解して示す分解斜視図である。
【図１５】（ａ）～（ｃ）は装飾部材の進退動作を示す第２演出可動機構の正面図であっ
て、（ａ）は装飾部材が退避状態のとき、（ｂ）は装飾部材が進退途中の状態のとき、（
ｃ）は装飾部材が進出状態ときを示す図である。
【図１６】（ａ）～（ｃ）は装飾部材の進退動作を示す第２演出可動機構の背面図であっ
て、（ａ）は装飾部材が退避状態のとき、（ｂ）は装飾部材が進退途中の状態のとき、（
ｃ）は装飾部材が進出状態ときを示す図である。
【図１７】（ａ）～（ｃ）は装飾部材が進退動作するときのパンタグラフ機構と付勢ばね
とを模式的に示す図である。
【図１８】（ａ）は、装飾部材とパンタグラフ機構と第１駆動ユニットを示す正面図であ
り、（ｂ）はその右側面図である。
【図１９】第３演出可動機構の正面図であり、（ａ）は装飾体が後退した状態を示す図、
（ｂ）は装飾体が途中まで進出した状態を示す図、（ｃ）は装飾体が完全に進出した状態
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を示す図である。
【図２０】第３演出可動機構を構成要素毎に分解して前方から示す分解斜視図である。
【図２１】可動部と駆動用ユニットと揺動用駆動ユニットとを構成要素毎に分解して前方
から示す分解斜視図である。
【図２２】第２アームを構成要素毎に分解して前方から示す分解斜視図である。
【図２３】第３演出可動機構の動作を後方から示す図である。
【図２４】第３演出可動機構の揺動動作を前方から示す図である。
【図２５】（ａ）は、移動回転体が最右端に位置するときの第４演出可動機構を示す正面
図であり、（ｂ）は、その背面図である。
【図２６】上部支持部材と下部支持部材を構成要素ごとに分解して後方視した第４演出可
動機構の分解斜視図である。
【図２７】（ａ）は、移動回転体が最右端に位置するときの第４演出可動機構の正面図、
（ｂ）は、最右端の手前に位置するときの第４演出可動機構の正面図、（ｃ）はｃ－ｃ線
断面図、（ｄ）はｄ－ｄ線断面図である。
【図２８】は、移動回転体の上下の上部機構部及び下部機構部を構成要素ごとに分解した
分解斜視図である。
【図２９】環状装飾体と内部装飾体を構成要素ごとに分解した分解斜視図である。
【図３０】（ａ）～（ｈ）は、前側環状体を外した状態の移動回転体であって後側環状体
を固定的に見た図である。
【図３１】（ａ）～（ｊ）は、環状装飾体が右回りに半周するときに内部装飾体が縦回り
に一周半することを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図１は、本実施の形
態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ
遊技機（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤
２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には、ガイドレ
ールによって囲まれた、外縁をほぼ円形状とする遊技領域が形成されている。この遊技領
域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【００１５】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右下の縁上）には、第１特別図柄
表示装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置
４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスの
ＬＥＤ（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにお
いて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」
ともいう）が、変動可能に表示（可変表示）される。例えば、第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号
等から構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。なお、第１特別図柄表示装置４Ａ
や第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて表示される特別図柄は、「０」～「９」を示す数字
や「－」を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤに
おいて点灯させるものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターン
が、複数種類の特別図柄として予め設定されていればよい。以下では、第１特別図柄表示
装置４Ａにおいて可変表示される特別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて可変表示される特別図柄を「第２特図」ともいう。
【００１６】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には、画像表示装置５が設けられている。画像表
示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する
表示領域を形成している。画像表示装置５の表示領域では、特図ゲームにおける第１特別
図柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図
の可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数の可変表示部となる飾り図柄
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表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である飾り図柄
が可変表示される。この飾り図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。
【００１７】
　一例として、画像表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示
エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表
示装置４Ａにおける第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動
のうち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表
示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて飾り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）
が開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示
されるときに、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が
停止表示される。
【００１８】
　このように、画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１
特図を用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた
特図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表
示結果となる確定飾り図柄を導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。なお、例
えば特別図柄や飾り図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図柄等の識
別情報を停止表示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して可変表示を終了させるこ
とである。これに対して、飾り図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定飾
り図柄が導出表示されるまでの可変表示中には、飾り図柄の変動速度が「０」となって、
飾り図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となる
ことがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、可変表示における表示結果が
確定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄の変動が進
行していないことを遊技者が認識可能となる。なお、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮
なども生じさせず、所定時間（例えば１秒間）よりも短い時間だけ、飾り図柄を完全停止
表示することなどが含まれてもよい。
【００１９】
　「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される
飾り図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、
所定のモチーフに関連する８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ
画像との組合せなどであればよく、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の
物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれ
ばよい）で構成される。飾り図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例
えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付さ
れている。なお、飾り図柄は８種類に限定されず、大当り組合せやハズレとなる組合せな
ど適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（例えば７種類や９種類
など）。
【００２０】
　飾り図柄の可変表示が開始された後、可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示され
るまでには、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて
、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるような
スクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「８」）である飾り図柄が表示される
と、続いて図柄番号が最小（例えば「１」）である飾り図柄が表示される。あるいは、飾
り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の飾り
図柄表示エリア５Ｌなど）において、図柄番号が大きいものから小さいものへとスクロー
ル表示を行って、図柄番号が最小である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大
である飾り図柄が表示されるようにしてもよい。
【００２１】
　画像表示装置５の表示領域には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されている。始動



(7) JP 6346682 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

入賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図ゲームに対応した可変表示の保留数（特図保留記憶数
）を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した可変表
示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置６Ｂ
が形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて
発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実行す
るための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件に基づ
く可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態に制御されて
いることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立していないときに
、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。
【００２２】
　例えば、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）する第１始動入賞の発生により、第１
特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームの始動条件（第１始動条件）が
成立したときに、当該第１始動条件の成立に基づく第１特図を用いた特図ゲームを開始す
るための第１開始条件が成立しなければ、第１特図保留記憶数が１加算（インクリメント
）され、第１特図を用いた特図ゲームの実行が保留される。また、第２始動入賞口を遊技
球が通過（進入）する第２始動入賞の発生により、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２
特図を用いた特図ゲームの始動条件（第２始動条件）が成立したときに、当該第２始動条
件の成立に基づく第２特図を用いた特図ゲームを開始するための第２開始条件が成立しな
ければ、第２特図保留記憶数が１加算（インクリメント）され、第２特図を用いた特図ゲ
ームの実行が保留される。これに対して、第１特図を用いた特図ゲームの実行が開始され
るときには、第１特図保留記憶数が１減算（デクリメント）され、第２特図を用いた特図
ゲームの実行が開始されるときには、第２特図保留記憶数が１減算（デクリメント）され
る。
【００２３】
　第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した可変表示の保留記憶数は、特に
、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数」というときには、通常、第１特図保
留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数のいずれも含む概念を指すが、特に、
これらの一部（例えば第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数を含む一方で合計保留記
憶数は除く概念）を指すこともあるものとする。
【００２４】
　始動入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、あるいは始動入賞記憶表示５Ｈエリアに代えて
、特図保留記憶数を表示する表示器を設けるようにしてもよい。図１に示す例では、始動
入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置
４Ｂの上部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第１保留表示器２５Ａと第２
保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａは、第１特図保留記憶数を
特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留記憶数を特定可能に表示す
る。第１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂはそれぞれ、例えば第１特図保留記憶
数と第２特図保留記憶数のそれぞれにおける上限値（例えば「４」）に対応した個数（例
えば４個）のＬＥＤを含んで構成されている。
【００２５】
　遊技盤２における遊技領域の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６
Ｂとが設けられている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定
の開放状態に保たれる始動領域（第１始動領域）としての第１始動入賞口を形成する。普
通可変入賞球装置６Ｂは、図示しないソレノイドによって、垂直位置となる通常開放状態
と傾動位置となる拡大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型
役物（普通電動役物）を備え、始動領域（第２始動領域）第２始動入賞口を形成する。
【００２６】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイドがオフ状態で
あるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入
）しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役
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物用のソレノイドがオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御により、遊
技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすい拡大開放状態となる。なお、普通可変入賞
球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進入可能であ
るものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるように構成
してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態において、例えば第２
始動入賞口を閉鎖することなどにより、第２始動入賞口には遊技球が進入しないように構
成してもよい。このように、第２始動領域としての第２始動入賞口は、遊技球が通過（進
入）しやすい拡大開放状態と、遊技球が通過（進入）しにくいまたは通過（進入）できな
い通常開放状態とに変化する。
【００２７】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口や普通可変入賞球装置６Ｂに形成され
た第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図示しない第１始動口スイッチや
第２始動口スイッチによって検出される。第１始動口スイッチによって遊技球が検出され
たことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保
留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）以下であれば、第１始動条件が成立する。第２
始動口スイッチによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊
技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）以下
であれば、第２始動条件が成立する。なお、第１始動口スイッチによって遊技球が検出さ
れたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第２始動口スイッチによって遊技球が検
出されたことに基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数であってもよいし
、異なる個数であってもよい。
【００２８】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７が設
けられている。特別可変入賞球装置７は、大入賞口扉用の図示しないソレノイドによって
開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化
する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００２９】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイドがオフ状態である
ときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）できな
くする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイドがオン状態
であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）
しやすくする。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過（進入）しやす
く遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者にとって不利な
閉鎖状態とに変化する。なお、遊技球が大入賞口を通過（進入）できない閉鎖状態に代え
て、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（進入）しにくい一部開放状態を
設けてもよい。
【００３０】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図示しないカウントスイッチによって検
出される。カウントスイッチによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例え
ば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置７におい
て開放状態となった大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第１始動入賞
口や第２始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときよりも多くの
賞球が払い出される。したがって、特別可変入賞球装置７において大入賞口が開放状態と
なれば、その大入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状態となる
。その一方で、特別可変入賞球装置７において大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に
遊技球を通過（進入）させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にとって
不利な第２状態となる。
【００３１】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
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第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通
図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変表示は、
普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００３２】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００３３】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００３４】
　さらに、遊技盤２における遊技領域の中央には、可変表示装置５を囲むように内側フレ
ーム４０が取り付けられている。内側フレーム４０は、円形枠状に構成されており、遊技
盤２の盤面の一部を構成している。内側フレーム４０は、この実施の形態では、遊技領域
における遊技球が打ち込まれる遊技面から前面側（遊技者側）に突出して形成されており
、図示しない打球発射装置から発射された遊技球は、内側フレーム４０より外側を流下す
る。また、内側フレーム４０には右上部にワープ入口４１が形成されており、遊技領域に
打ち込まれた遊技球の一部は、このワープ入口４１から内側フレーム４０の内部に進入し
て、内側フレーム４０の下部に形成されているワープ出口４７から遊技領域の下側に流下
する。
【００３５】
　内側フレーム４０の内側には、遊技の際に動作する複数の演出可動機構が設けられてい
る。この実施の形態では、内側フレーム４０における上部に第１演出可動機構１００が設
けられており、内側フレーム４０における左部に第２演出可動機構２００が設けられてい
る。また、第１演出可動機構１００の裏側には、第３演出可動機構３００（図１では図示
せず）が設けられており、内側フレーム４０における右部に第４演出可動機構４００が設
けられている。なお、パチンコ遊技機１は、第１～第４演出可動機構１００～４００の全
てが設けられるものに限定されず、第１～第４演出可動機構１００～４００の幾つかだけ
が設けられてもよい。また、第１～第４演出可動機構１００～４００は、図１に示す位置
関係で設けられるものに限定されず、それぞれが任意の場所に設けられればよい。以下の
説明においては、パチンコ遊技機１の正面に対峙した状態を基準として上下左右前後方向
を説明する。
【００３６】
　まず、第１演出可動機構１００について図２などを用いて説明する。図２は、この実施
の形態における装飾体１５０が後退した状態の第１演出可動機構１００を示す図であり、
（ａ）は正面図、（ｂ）は背面図である。第１演出可動機構１００は、図１に示す画像表
示装置５の上端側において第３演出可動機構３００の前方に位置し、遊技の際に装飾体を
進退させたり発光させたりすることによって演出動作を行うものである。
【００３７】
　図３は、第１演出可動機構１００を構成要素ごとに分解して前方視した分解斜視図であ
る。第１演出可動機構１００は、図３に示すように、遊技盤２本体に支持されるベース体
１１０と、駆動源としてのモータ１２１を含む駆動ユニット１２０と、駆動ユニットによ
り駆動されてベース体１１０に対して上下方向に移動する装飾体１５０とを備える。なお
、この実施の形態では、装飾体１５０が本発明に係る「装飾部材」に相当する。
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【００３８】
　ベース体１１０は、例えば樹脂などを金型に射出して形成されたり、金属板にプレス加
工や押し曲げ加工を施して形成される。ベース体１１０は、遊技盤２本体に固定される左
ベース部１１１及び右ベース部１１２と、モータ１２１を支持するモータベース部１１３
と、左ベース部１１１及び右ベース部１１２の前方に固定される前ベース部１１４とを有
する。左ベース部１１１と右ベース部１１２とモータベース部１１３とは、それぞれに遊
技盤２本体にビス止めなどで固定され、前ベース部１１４は、左ベース部１１１と右ベー
ス部１１２とに前方からビス止めなどで固定される。前ベース部１１４には、上下方向に
沿って長いガイドスリット１１４ａ、１１４ｂが左右に１つずつ形成されており、このガ
イドスリット１１４ａ、１１４ｂに、装飾体１５０のガイド軸１５０ａが挿通される。な
お、ベース体１１０は、複数の部材から構成されるものに限定されず、例えば左ベース部
１１１、右ベース１１２、モータベース部１１３などが一体に形成されてもよい。
【００３９】
　駆動ユニット１２０は、図３に示すように、駆動信号に基づいて動力を出力するモータ
１２１と、モータ１２１の回転軸１２１ａに取り付けられるモータギア１２２と、モータ
ギア１２２と噛合する駆動ギア１２３と、装飾体１５０の背面に取り付けられて駆動ギア
１２３の回転に伴って移動する背面部材１２４と、背面部材１２４の位置を検出する位置
検出センサ１２５と、背面部材１２４と前ベース部１１４とに取り付けられる付勢ばね（
例えば、引張コイルばね）１２６とを有する。
【００４０】
　モータ１２１は、例えばステッピングモータであり、モータベース部１１３に後方から
ネジ止め装着される。なお、モータ１２１として、サーボモータ、ブラシレスモータなど
の各種のモータを用いてもよい。
【００４１】
　モータギア１２２と駆動ギア１２３とは、平歯車で構成されている。モータギア１２２
はモータ１２１の回転軸１２１ａに取り付けられ、駆動ギア１２３は前ベース部１１４の
背面に対して回転可能に軸支される。駆動ギア１２３の背面には、駆動ギア１２３の回転
中心から離心した位置に、後方に突出する駆動突起１２３ａが形成されており、この駆動
突起１２３ａが背面部材１２４の動力伝達孔１２４ａに挿通する。
【００４２】
　背面部材１２４は、前ベース部１１４のガイドスリット１１４ａ、１１４ｂを通じて装
飾体１５０の後方に装着される。装飾体１５０と背面部材１２４とは、ガイドスリット１
１４ａ、１１４ｂのそれぞれに対して上下に離間した２つのガイド軸１２４ｂ～１２４ｅ
（ガイド突起１５０ａ）が挿通し、ガイド軸１２４ｂ～１２４ｅとガイド突起１５０ａが
接続されることで計４点で固定される。これにより、背面部材１２４と装飾体１５０とは
、ガイドスリット１１４ａ、１１４ｂにガイドされて前ベース部１１４に対して上下に移
動可能に支持される。また、２つのガイドスリット１１４ａ、１１４ｂのそれぞれに対し
て、２つずつガイド軸１２４ｂ～１２４ｅ（ガイド軸１５０ａ）が挿通しているので、ね
じり方向への剛性が向上して、スムースな移動が可能になる。背面部材１２４には、左右
方向に沿って長い動力伝達孔１２４ａが形成されており、この動力伝達孔１２４ａに駆動
ギア１２３の駆動突起１２３ａが挿通される。背面部材１２４の動力伝達孔１２４ａは、
左右方向に沿って長い孔に形成されているので、背面部材１２４は、駆動ギア１２３の回
転（駆動突起１２３ａの回動）に伴って装飾部材１５０と一体に上下に移動する。また、
背面部材１２４には、モータベース１１３との間に付勢ばね１２６が取り付けられている
。付勢ばね１２６は、この実施の形態では、背面部材１２４の中央から左側に離れた位置
（図８参照）に取り付けられ、背面部材１２４を上向きに付勢する。
【００４３】
　位置検出センサ１２５は、例えばフォトセンサを用いることができる。位置検出センサ
は、前ベース部１１４に配設され、背面部材１２４の所定箇所（図３に示す例では、左端
）の検出部１２４ｆを検出する。位置検出センサ１２５は、背面部材１２４が後退位置に
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位置するときに検出部１２４ｆを検出し（図８（ａ）参照）、装飾体１５０が後退位置に
位置するか否かを検出することができる。なお、位置検出センサ１２５として、例えばフ
ォトセンサ以外の種々の非接触式センサ、接触式センサを用いてもよく、装飾体１５０に
検出部を設けるなど背面部材１２４以外の位置を検出してもよい。また、この位置検出セ
ンサ１２５に代えて又は加えてモータ１２１の回動軸１２１ａの回動位置を検出するセン
サ（例えばやレゾルバ、エンコーダなど）を配設してもよい。
【００４４】
　装飾体１５０は、駆動ユニット１２０の背面部材１２４の前方に取り付けられて、ベー
ス体１１０に対して上下に移動する。図４は、装飾体１５０を分解して前方から示す分解
斜視図である。装飾体１５０は、図４に示すように、基板支持体１５１と、枠体１５２と
、複数の発光体１５３ａを備える発光用基板１５３と、第１光拡散板１５４と、第２光拡
散板１５５と、装飾板１６０とを有する。
【００４５】
　基板支持体１５１は、例えば樹脂などを金型に射出して形成され、装飾体１５０の背面
フレームとして機能する。基板支持体１５１の背面には、前ベース部１１４のガイドスリ
ット１２４ａ、１２４ｂに挿通する４つのガイド突起１５０ａが後方に突出して形成され
ており、４つのガイド突起１５０ａは、ガイドスリット１１４ａ、１１４ｂを挿通した先
端で背面部材１２４のガイド軸１２４ｂ～１２４ｅに接続される。基板支持体１５１には
、発光用基板１５３への図示しない配線のための配線孔１５１ａが形成されている。
【００４６】
　枠体１５２は、例えば樹脂などを金型に射出して形成され、前方から見て中央に孔が空
いた枠状に形成され、装飾体１５０の側面を構成する。枠体１５２は、前後方向における
中途部に、内側に向けて突出する縁部１５２ａが形成されており（図４中、破線で囲んだ
拡大部参照）、基板支持体１５１と装飾板１６０とが枠体１５２の前後方向からビス止め
などで固定されれることにより、縁部１５２ａにおいて基板支持体１５１と装飾板１６０
とに挟み込まれて支持される。枠体１５２には、装飾体１５０の縁部の見た目が向上する
ように前面及び側面に装飾が施されている。この実施の形態では、枠体１５２が基板支持
体１５１と装飾板１６０とに挟み込まれて装飾板１６０の背面に位置しているので、装飾
板１６０との前後方向の位置関係を強調され、装飾板１６０の立体感が向上する。なお、
枠体１５２は、基板支持体１５１と装飾板１６０とに挟まれることにより固定されるもの
に限定されず、基板支持体１５１や装飾板１６０に対してビス止めなどで固定されてもよ
く、装飾板１６０を挟んで基板支持体１５１と枠体１５２とがビス止めなどで固定される
ことにより基板支持体１５１と枠体１５２と装飾板１６０とが取り付けられるものなどと
してもよい。
【００４７】
　発光用基板１５３には、複数の発光体１５３ａ（例えばＬＥＤ）が設けられている。発
光用基板１５３は、基板支持体１５１に支持され、図示しない配線を通じて送信される信
号に応じて複数の発光体１５３ａを発光させる。複数の発光体１５３ａは、装飾板１６０
に形成されたシンボルに合わせて配置がなされている。なお、複数の発光体１５３ａは、
一定の間隔毎に配設されてもよい。
【００４８】
　第１光拡散板１５４と第２光拡散板１５５とは、透光性を有する部材（例えば樹脂）で
形成され、発光用基板１５３の前面に配置されて発光体１５３ａからの光を拡散させる。
第１光拡散板１５４としては、例えば、ローレット加工などで表面に凹凸形状が形成され
た拡散プリズムシートを用いることができる。
【００４９】
　第２光拡散板１５５は、例えば透光性を有する部材（例えば樹脂）を金型に射出し、光
拡散板１５６の凹部１５８を除いて、表面全体に光を拡散させる塗料（例えば透光性を有
する白色樹脂塗料）を塗布して形成される。図５は、第２光拡散板１５５を示す図であり
、（ａ）は背面図、（ｂ）は（ａ）中のｂ－ｂ断面図、（ｃ）は背面斜視図である。図５
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に示すように、第２光拡散板１５５の背面には、発光用基板１５３の複数の発光体１５３
ａの配置に対応して複数の光拡散板１５６が形成されている。複数の光拡散板１５６は、
発光体１５３ａの周囲を覆うように後方に突出した凸部１５７と、凸部１５７の中心（発
光体１５３ａの前方に対応した位置）で前方に凹んだ凹部１５８とを有する。凸部１５７
及び凹部１５８は、発光体１５３ａを中心とした円状に形成されており、凸部１５７は、
発光体１５３ａから離れるほど高さが低くなるように（後方への突出量が小さくなるよう
に）、断面視で段差状に形成されている（図５（ｂ）、（ｃ）参照）。また、凹部１５８
は、側面部１５８ａの底面側（前方側）の端部１５８ｂが中心に向かって曲面状に形成さ
れるとともに、底面１５８ｃが後方に向かって湾曲して形成されている。そして、第２光
拡散板１５５では、光拡散板１５６の凹部１５８を除いて（発光体１５３ａの周辺を除い
て）塗料が塗布されるので、光拡散板１５６により発光体１５３ａからの光が効率よく前
方に向けられる。そして、発光体１５３ａから照射された光は、第２光拡散板１５４によ
り拡散された後に、更に第１光拡散板１５４により拡散されるので、均等に装飾板１６０
を光らせることができ、装飾板１６０の装飾効果を向上させることができる。
【００５０】
　また、第２光拡散板１５５には、後方に突出する複数の位置決め突起１５５ａが設けら
れており、この複数の位置決め突起１５５ａが発光用基板１５３に形成された複数の位置
決め凹部１５３ｂに嵌ることで、発光用基板１５３と第２光拡散基板１５５との位置決め
がなされる。このように複数の箇所で位置決めがなされることにより、複数の発光体１５
３ａと光拡散板１５６との位置合わせを正確にすることができ、装飾板１６０を均等に光
らせることができる。また、装飾体１５５が若干変形しても、複数の発光体１５３ａと光
拡散板１５６との位置がずれるのを抑制することができる。
【００５１】
　なお、第１演出可動機構１００は、第１光拡散板１５４と第２光拡散板１５５とを有す
るものに限定されず、第１光拡散板１５４と第２光拡散板１５５との一方だけを有するも
のとしたり、両方とも有しないものでもよい。また、第１光拡散板１５４と第２光拡散板
１５５に代えて、又は加えて、他の光を拡散させる部品を用いてもよい。さらに、第２光
拡散板１５５の前方に第１光拡散板１５４が配設されるものに限定されず、第１光拡散板
１５４の前方に第２光拡散板１５５が配設されてもよい。
【００５２】
　装飾板１６０は、第２光拡散板１５５の前方に配設され、装飾体１５０の前面を構成す
る。装飾板１６０は、例えば透光性を有する樹脂などを金型に射出して形成され、前面が
透光面として形成される。装飾板１６０は、アルミニウムなどによって前表面に金属薄膜
層が形成されており、外側からの光を反射させるとともに内側からの光を透過させる半透
明状に構成されている。これにより、装飾板１６０は、発光体１５３ａからの光によって
発光させることができるとともに、発光体１５３ａが発光しないときの見栄えも向上させ
ることができる。図６は、装飾体１５０を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は底面
図、（ｃ）、（ｄ）は（ｂ）の左側、右側をそれぞれ拡大した図であり、（ｅ）は装飾板
１６０に形成されたシンボル部（透光部）１６１を拡大して前方下側から示す斜視図であ
る。装飾板１６０は、図６に示すように、複数（例えば４つ）のシンボル部（透光部）１
６１～１６４と、シンボル部１６１～１６４の上方に設けられた平面シンボル部１６５と
を有する。
【００５３】
　シンボル部（透光部）１６１～１６４は、所定方向（例えば左右方向）に連設され、そ
れぞれの前面である透光面の形状によって識別情報を表す。例えば、図６に示す例では、
４つのシンボル部１６１～１６４が、「チ」、「ャ」、「ン」、「ス」の文字をそれぞれ
表している。そして、シンボル部１６１～１６４の透光面（前面）は、装飾板１６０のベ
ース面１６０ａより前方に突出して形成されるとともに、右側に向かうほど前方に突出す
るように傾斜して形成されている。つまり、例えば図６（ｅ）に示すように、シンボル部
１６１は、左端の突出量Ｌ１よりも右端の突出量Ｌ２の方が大きくなるように形成されて



(13) JP 6346682 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

いる。また、複数のシンボル部１６１～１６４は、それぞれが表す文字（識別情報）の大
きさが右に向かうほど大きく形成されている。そして、各透光面の傾斜角度は、同一に形
成されており、右側のシンボル部ほどベース面１６０ａからの突出量が大きくなるように
構成されている。
【００５４】
　このようにシンボル部１６１～１６４は、左端から右端に向けて前後方向に傾斜して形
成され、遊技盤２の盤面や装飾板１６０のベース面１６０ａから傾斜して突出するので、
装飾体１５０の立体感を向上させることができる。また、この実施の形態では、複数の発
光体１５３ａは、遊技盤２の盤面や装飾板１６０のベース面１６０ａに沿って配置されて
おり、複数の発光体１５３ａが配置される平面に対して、シンボル部１６１～１６４の透
光面が左右方向に向けて前後方向に傾斜して形成されているので、各発光体１５３ａと透
光面との距離に変化が生じ、シンボル部１６１～１６４の立体感を向上させることができ
る。
【００５５】
　また、シンボル部１６１～１６４は、左右方向に連設されるとともに、各シンボル部１
６１～１６４が左右方向の一端から他端に向けて前後方向に傾斜して形成されて、各シン
ボル部１６１～１６４の最低突出量の部位と最大突出量の部位とが隣合って配置されて段
差が形成されているので、装飾体１５０の立体感をより向上させることができる。
【００５６】
　ここで、シンボル部（透光部）１６１～１６４は、この実施の形態では、１つの文字を
表す部位ごとに１つずつのシンボル部としており、シンボル部１６３については、「ン」
を表す物理的に離間した２つの部位を１つのシンボル部として、透光面（前面）が傾斜し
て形成されている。シンボル部としては、このように、文字や図形などの記号あるいはキ
ャラクタ画像などの情報を表す部位ごとにシンボル部が構成されるものとして透光面が形
成されてもよいし、物理的に離間するものを全て異なるシンボル部として透光面が形成さ
れてもよい。また、例えば、「大当りチャンス」の文字情報を示すシンボル部（透光部）
を形成する場合などには、「大当り」を表す部位と、「チャンス」を表す部位とをそれぞ
れにシンボル部として、つまり単語などを表す複数の部位ごとを１つのシンボル部として
、透光面を形成するものとしてもよい。
【００５７】
　平面シンボル部１６５は、シンボル部１６１～１６４の上方に設けられている（図２～
図７中、ハッチングを付した部位）。平面シンボル部１６５は、シンボル部１６１～１６
４と同様に、前面が透光性を有する透光面として形成されている。平面シンボル部１６５
は、透光面（前面）が装飾板１６０のベース面１６０ａ（遊技盤２の遊技面）と同一平面
に（傾斜せずに）形成されている点でシンボル部１６１～１６４と異なる。このようにシ
ンボル部１６１～１６４の近傍に、パチンコ遊技機１前方から見て傾斜しない平面シンボ
ル部１６５が形成されることにより、平面シンボル部１６５との対比によってシンボル部
１６１～１６４の立体感をより向上させることができる。
【００５８】
　図７、図８は、第１演出可動機構１００の動作を説明するための正面図、背面図である
。第１演出可動機構１００では、装飾体１５０が退避位置に位置する状態で（図７（ａ）
、図８（ａ）参照）、モータ１２１から動力が出力されて後方から見て時計回りにモータ
ギア１２２が回転すると、駆動ギア１２３が反時計回りに回転し、駆動突起１２３ａの移
動に伴って背面部材１２４と装飾体１５０とが前ベース部１１４のガイドレール１１４ａ
、１１４ｂにガイドされて下方に進出移動する（図７（ｂ）、図８（ｂ）参照）。このと
きには、装飾体１５０が図１に示す画像表示装置５の前方に位置する。また、装飾体１５
０が進出位置に位置する状態で（図７（ｂ）、図８（ｂ）参照）、モータ１２１から動力
が出力されて後方から見て反時計回りにモータギア１２２が回転すると、駆動ギア１２３
が時計回りに回転し、駆動突起１２３ａの移動に伴って背面部材１２４と装飾体１５０と
が前ベース部１１４のガイドレール１１４ａ、１１４ｂにガイドされて上方に退避移動す
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る（図７（ａ）、図８（ａ）参照）。このときには、装飾体１５０が画像表示装置５の前
方に重ならずに上方に位置する。このように、この実施の形態の第１演出可動機構１００
では、装飾体１５０の進退に応じて、画像表示装置５の視認性が変化するので、遊技者に
画像表示装置５と第１演出可動機構１００とに注目させることができ、遊技の興趣を向上
させることができる。
【００５９】
　また、図８に示すように、この実施の形態では、背面部材１２４（装飾体１５０）を上
向きに付勢する付勢ばね１２６が設けられているので、重力に逆らって装飾体１５０を上
向きに移動させるときにも、モータ１２１の負荷を小さくすることができる。また、背面
部材１２４と装飾体１５０とは、４つのガイド軸１２４ｂ～１２４ｅで前ベース部１１４
のガイドスリット１１４ａ、１１４ｂに支持され、ねじり方向への剛性が高いので、付勢
ばね１２６を中央から左右方向に離れた位置に取り付けても、装飾体１５０をスムースに
移動させることができ、駆動ユニット１２０の設計自由度が向上する。
【００６０】
　なお、第１演出可動機構１００は、装飾体１５０が上方に後退した状態においてセルフ
ロックが可能なように構成されている。具体的には、駆動ギア１２３は、図８（ａ）にお
いて、駆動突起１２３ａを最上部よりもやや時計回りの固定位置（例えば最上部よりも５
°や１０°など）まで回動させることができるとともに、固定位置よりは時計回りに回動
不能に構成されている。これにより、駆動突起１２３ａを固定位置に位置させると、重力
によって背面部材１２４や装飾部１５０が下方に移動しようとしても駆動突起１２３ａが
後方から見て時計回りに回動しないのでセルフロックがかかる。こうしたセルフロックに
より、パチンコ遊技機１を運搬する際や遊技の際に第１演出可動機構１００が意図しない
動作をすることを抑制することができる。なお、第１演出可動機構１００は、こうしたセ
ルフロック機構を備えなくてもよい。
【００６１】
　以上説明したこの実施の形態の第１演出可動機構１００では、透光面の形状によって識
別情報を表す複数のシンボル部１６１～１６４が装飾体１５０に形成され、複数のシンボ
ル部１６１～１６４の透光面は、左端から右端に向けて前方に突出する突出量が大きくな
るように前後方向に傾斜して形成されているので、装飾体１５０により立体的な視覚効果
を生じさせて遊技の興趣を向上させることができる。
【００６２】
　また、第１演出可動機構１００では、複数のシンボル部１６１～１６４が左右方向に連
設されているので、立体感がある複数の識別情報を表すことができる。また、シンボル部
１６１～１６４は、左から右に向かうほど透光面が表す識別情報の大きさが大きくなるよ
うに形成されており、透光面が表す識別情報の大きさが大きいほどベース面１６０ａから
の最大突出量が大きくなるように形成されているので、装飾体１５０が表す識別情報の立
体感をより向上することができる。
【００６３】
　また、第１演出可動機構１００では、複数のシンボル部１６１～１６４の上方にパチン
コ遊技機１の前方から見て傾斜しない平面シンボル部１６５が配設されているので、シン
ボル部１６１～１６４と平面シンボル部１６５との対比によって、シンボル部１６１～１
６５が表す識別情報の立体感をより向上することができる。
【００６４】
　なお、上記した第１演出可動機構１００では、４つのシンボル部（透光部）１６１～１
６４が左右方向に連設されるものとしたが、２つ～３つ又は５つ以上のシンボル部（透光
部）が左右方向に連設されてもよいし、１つのシンボル部（透光部）だけが設けられても
よい。また、複数のシンボル部（透光部）１６１～１６４は、上下方向や斜め方向に沿っ
て連設されてもよいし、複数列に連設されてもよい。
【００６５】
　また、上記した第１演出可動機構１００では、左から右に向かうほどシンボル部１６１



(15) JP 6346682 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

～１６４が表す文字（識別情報）の大きさが大きくなるように構成されるものとしたが、
こうした例に限定されず、例えば、右から左に向かうほどシンボル部１６１～１６４が表
す文字（識別情報）の大きさが大きくなるように構成されてもよいし、大きい文字と小さ
い文字とが交互に表されるように構成されてもよい。
【００６６】
　また、上記した第１演出可動機構１００では、シンボル部（透光部）１６１～１６４の
透光面（前面）の傾斜角度が同一に形成されて、シンボル部１６１～１６４が表す識別情
報が大きいほどベース面１６０ａからの最大突出量が大きくなるように構成されるものと
したが、こうした例に限定されず、例えば図９（ａ）の変形例の装飾体１５０に示すよう
にシンボル部１６１～１６３が表す識別情報が大きいほど透光面の傾斜角度を大きくした
り、反対に図９（ｂ）の変形例の装飾体１５０に示すようにシンボル部１６１～１６３が
表す識別情報が小さいほどど透光面の傾斜角度を大きくするなど、シンボル部が表す識別
情報の大きさ毎に透光面の傾斜角度が異なるように形成されてもよい。このような場合に
も、装飾体１５０が表す識別情報の立体感を向上させることができる。また、図９（ｃ）
の変形例の装飾体１５０に示すように、シンボル部１６１～１６３が表す識別情報が大き
いほどベース面１６０ａから突出する最小突出量を大きくしたり、反対に図９（ｄ）の変
形例の装飾体１５０に示すように、シンボル部１６１～１６３が表す識別情報が小さいほ
どベース面１６０ａから突出する最小突出量を大きくするなど、シンボル部が表す識別情
報の大きさ毎に、突出量を変化させてもよい。このような場合にも、装飾体１５０が表す
識別情報の立体感を向上させることができる。
【００６７】
　また、上記した第１演出可動機構１００では、右に向かうほど前方に突出するように複
数のシンボル部１６１～１６４が前後方向に傾斜して形成されるものとしたが、複数のシ
ンボル部１６１～１６４は、左に向かうほど前方に突出するように前後方向に傾斜して形
成されてもよい。また、上下方向の一端から他端に向けて前後方向に傾斜して形成されて
もよく、上下左右方向の斜め方向の一端から他端に向けて前後方向に傾斜して形成されて
もよい。さらに、複数のシンボル部１６１～１６４で、それぞれに異なる方向に傾斜して
形成されてもよい。
【００６８】
　また、上記した第１演出可動機構１００では、シンボル部１６１～１６４の上方に、パ
チンコ遊技機１の前方から見て前後方向に傾斜しない平面シンボル部１６５が設けられる
ものとしたが、平面シンボル部１６５は、シンボル部１６１～１６４の上方以外の近傍に
設けられてもよく、シンボル部１６１～１６４の間に設けられてもよい。また、こうした
平面シンボル部１６５が設けられなくてもよい。
【００６９】
　また、上記した第１演出可動機構１００では、装飾体１５０が駆動ユニット１２０によ
り上下方向に移動するものとしたが、装飾体１５０が左右方向や斜め方向に移動するもの
としたり、回動するものとしてもよい。また、駆動ユニット１２０は、上記した構成に限
定されず、モータギア１２２と噛合するラックギアを設けたり、ソレノイドコイルによっ
て上下方向に移動させるなどの構成を採用してもよい。さらに、駆動ユニット１２０を設
けることなく、装飾体１５０が可動しないものでもよい。
【００７０】
　次に、第２演出可動機構２００について図１０などを用いて説明する。図１０（ａ）は
装飾部材２５０が後退した状態の第２演出可動機構２００の正面図、図１０（ｂ）は装飾
部材２５０が進出した状態の第２演出可動機構２００の正面図である。第２演出可動機構
２００は、図１に示す画像表示装置５の左端側に位置し、遊技の際に装飾部材２５０を進
退させたり発光させたりすることによって演出動作を行うものである。
【００７１】
　具体的には、第２演出可動機構２００は、装飾部材２５０を後退させてこの装飾部材２
５０の少なくとも一部が本体ケース２１０内に隠れる状態（図１０（ａ）に示す状態）と
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、装飾部材２５０を画像表示装置５の前方位置に進出させて視認できる状態（図１０（ｂ
）に示す状態）とに変位させたり、装飾部材２５０を発光させたりするなどの演出動作を
行うことができる。
【００７２】
　ここで図１１、図１２を用いて第２演出可動機構２００の構成について説明する。図１
１、図１２は、第２演出可動機構２００を構成要素ごとに分解して前方視した分解斜視図
、後方視した分解斜視図である。第２演出可動機構２００は、図１１や図１２に示すよう
に、遊技盤２に支持される本体ケース２１０と、この本体ケース２１０内に支持される駆
動源としてのパンタグラフ用モータ２２１を含む第１駆動ユニット２２０と、このパンタ
グラフ用モータ２２１からの動力を受けて伸縮動作するパンタグラフ機構２３０と、この
パンタグラフ機構２３０に装着され、パンタグラフ機構２３０の伸縮動作に連動して進出
状態と退避状態とに変化可能な装飾部材２５０と、パンタグラフ機構２３０を伸展させる
方向にこのパンタグラフ機構２３０に付勢力を作用させる付勢部材としての付勢ばね２７
０（例えば、引張コイルばね）を備える。
【００７３】
　本体ケース２１０は、例えば樹脂などを金型に射出することによって形成される。本体
ケース２１０は、遊技盤２に支持される後ケース部２１１と、この後ケース部２１１の前
側に装着される前カバー部２１２とを有する。後ケース部２１１を例えば左側壁２１４及
び奥壁２１５を形成する略Ｌ字形状とし、前カバー部２１２を板形状とすることで、前カ
バー部２１２と後ケース部２１１との間に形成される収納空間に、パンタグラフ用モータ
２２１、パンタグラフ機構２３０、装飾部材２５０などを収納している。図１１に示すよ
うに、後ケース部２１１の前面上部には、パンタグラフ用モータ２２１が取り付けられ、
前面中央にはパンタグラフ機構２３０が装飾部材２５０を介して取り付けられ、前面下部
には中継基板２８０が取り付けられ、これらが取り付けられた状態で前カバー部２１２が
取り付けられる。第２演出可動機構２００の後ケース部２１１が遊技盤２に取付けられる
ことにより、第２演出可動機構２００は遊技盤２に装着される。
【００７４】
　第１駆動ユニット２２０は、図１１、図１２などに示すように、駆動信号に基づいて動
力を出力するパンタグラフ用モータ２２１と、このパンタグラフ用モータ２２１を支持す
るモータ支持部材２２２と、パンタグラフ用モータ２２１からの動力をパンタグラフ機構
２３０に伝達する揺動アーム２２３とを備える。
【００７５】
　パンタグラフ用モータ２２１は、例えばステッピングモータであり、モータ支持部材２
２２にネジ止め装着される。なお、パンタグラフ用モータ２２１として、サーボモータ、
ブラシレスモータなどの各種のモータを用いてもよい。
【００７６】
　パンタグラフ用モータ２２１の回動軸２２１ａには、図１２に示すように、この回動軸
２２１ａを中心に回動する回動部材２２４が取り付けられている。この回動部材２２４は
、後述の図１３に示すように、回動軸２２１ａを中心に回動する切欠円盤部２２５と、こ
の切欠円盤部２２５の表面側（パンタグラフ用モータ２２１とは反対側）に配設された偏
心アーム部２２６とを備える。切欠円盤部２２５は、例えば中心角が２７０°程度の扇形
の円盤形状となっており、残り９０°程度の範囲を切欠部２２５ａとするものである。偏
心アーム部２２６は、回動軸２２１ａから、切欠部２２５ａのうち一方の径方向切欠辺に
沿って延出形成されたものであり、この偏心アーム部２２６の先端側に偏心ピン２２６ａ
が形成されている。
【００７７】
　パンタグラフ用モータ２２１は、図１１に示すように、モータ支持部材２２２を介して
後ケース部２１１の前面上部に装着されている。具体的には、モータ支持部材２２２の上
部と左部の２箇所には、貫通孔を有する取付部２２２ａが形成され、各取付部２２２ａの
貫通孔に後ケース部２１１の前面上部の各ボス２１１ａを挿入した状態で、取付部２２２
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ａの貫通孔にネジを挿入してボス２１１ａに螺入することで、モータ支持部材２２２が後
ケース部２１１にネジ止めされている。
【００７８】
　揺動アーム２２３は、例えば樹脂などを金型に射出することによって略棒状形状に形成
され、図１１、図１２に示すように、その基端側には、後ケース部２１１の前面上部左隅
箇所に突出形成された軸支部２１１ｂが挿入される軸孔部２２３ａが形成され、その先端
側には、パンタグラフ機構２３０の交差部２４１に係合する円弧状孔２２３ｂが形成され
、その長手方向の中央箇所には、パンタグラフ用モータ２２１の偏心ピン２２６ａが係合
する長円形孔２２３ｃが形成されている。
【００７９】
　揺動アーム２２３の基端側は、図１１に示すように、後ケース部２１１の軸支部２１１
ｂを回動軸心として回動可能に支持される。つまり、揺動アーム２２３の軸孔部２２３ａ
に後ケース部２１１の軸支部２１１ｂが挿入された状態で、この軸孔部２２３ａに挿入さ
れたネジが後ケース部２１１の軸支部２１１ｂの先端面のネジ穴部２１１ｃに螺入されて
、揺動アーム２２３がその基端側を回動軸心として回動可能に支持される。
【００８０】
　次に、パンタグラフ機構２３０について図１３を用いて説明する。図１３（ａ）は、第
２演出可動機構２００のうちで第１駆動ユニット２２０、パンタグラフ機構２３０及び付
勢ばね２７０のみを示す背面図、図１３（ｂ）は、その図１３（ａ）に示すパンタグラフ
機構２３０のみを分解して後方視した分解斜視図である。パンタグラフ機構２３０は、図
１３に示すように、例えば樹脂などを金型に射出することによって略棒状形状に形成され
た複数（本実施の形態では１０個）のリンク部材２３１～２４０を有し、この１０個のリ
ンク部材２３１～２４０のうち対応するものを一対ずつＸ字状に交差させて各交差部２４
１が枢着される。
【００８１】
　そして、図１３（ｂ）に示すように、対となるリンク部材２３１、２３２を、対となる
リンク部材２３３、２３４を、対となるリンク部材２３５、２３６を、対となるリンク部
材２３７、２３８を、それぞれＸ字状に交差させて交差部２４１をネジ止めすることで枢
着する。例えば、リンク部材２３１、２３３、２３５、２３７の交差部２４１に貫通孔２
４２が形成され、リンク部材２３２、２３４、２３６、２３８の交差部２４１にボス部２
４３が形成され、この貫通孔２４２にボス部２４３を挿入した状態で貫通孔２４２に挿入
したネジをボス部２４３の先端面のネジ穴に螺入することで、各リンク部材２３１～２４
０が交差部２４１に対して回動可能となっている。なお、リンク部材２３３、２３４の交
差部２４１については、揺動アーム２２３の円弧状孔２２３ｂに挿入したネジをリンク部
材２３３の交差部２４１の貫通孔２４２に挿入してリンク部材２３４の交差部２４１のボ
ス部２４３に螺入することでリンク部材２３３、２３４が交差部２４１に対して回動可能
となっている。
【００８２】
　続いて、一対のリンク部材２３１、２３２の先端側と他の対のリンク部材２３３、２３
４の基端側とをネジ止めすることで枢着し、一対のリンク部材２３３、２３４の先端側と
他の対のリンク部材２３５、２３６の基端側とをネジ止めすることで枢着し、一対のリン
ク部材２３５、２３６の先端側と他の対のリンク部材２３７、２３８の基端側とをネジ止
めすることで枢着し、一対のリンク部材２３７、２３８の先端側と他の対のリンク部材２
３９、２４０の基端側とをネジ止めすることで枢着する。また、対となるリンク部材２３
９、２４０の先端箇所の貫通孔２４２に、図１２に示す装飾部材２５０の最先端の装飾体
２５１の背面のボス部２５１ａを挿入した状態とし、リンク部材２３９の貫通孔２４２に
挿入したネジを装飾体２５１のボス部２５１ａの先端面のネジ穴に螺入することで、リン
ク部材２３９、２４０が先端側に対して回動可能となっている。
【００８３】
　なおこの実施の形態では、各リンク部材２３１～２４０の交差部２４１及び端部側箇所
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が回動可能にネジ止めしているが、各リンク部材２３１～２４０の交差部２４１及び端部
側箇所が回動可能となるように、係止ピンを係止孔に係止させる構成、嵌合ピンを嵌合孔
に遊嵌させる構成などを採用してもよい。
【００８４】
　これらのリンク部材２３１～２４０は、例えば有色（黒色など）樹脂成形品としている
が、透明樹脂成形品としてもよい。この実施の形態では、パンタグラフ機構２３０が縮ん
だ状態（図１５（ａ）参照）や伸展した状態（図１５（ｃ）参照）では、リンク部材２３
１～２４０は装飾部材２５０に隠れて正面側からは見えないようになっているが、パンタ
グラフ機構２３０の伸縮途中状態（図１５（ｂ）参照）においてリンク部材２３１～２４
０の一部が正面側から見えるため、リンク部材２３１～２４０が透明である場合には、目
立たなくすることができる。
【００８５】
　装飾部材２５０は、図１０（ｂ）、図１１に示すように、複数（例えば４個）の装飾体
２５１～２５４を有する。これらの装飾体２５１～２５４は、例えば樹脂などを金型に射
出することによって形成され、進出方向の先端側から基端側に向かうに連れてその外形が
順番に大きくなっており、先頭から順に例えばハート型、略三角形型、略台形型、略台形
型形状となっている。
【００８６】
　各装飾体２５１～２５４は、図１４に示すように、前面側に装飾が施された光透過樹脂
製の前面装飾部２５５と、複数のＬＥＤ２５６ａ（発光ダイオード）が実装されるＬＥＤ
実装面を前面装飾部２５５の背面に向けて装着されるＬＥＤ実装基板２５６と、このＬＥ
Ｄ実装基板２５６が装着された状態で前面装飾部２５５の背面に取り付けられ、長孔２５
７ａが形成された背面板２５７とをそれぞれ備える。
【００８７】
　これらの装飾体２５１～２５４は、進出方向に並ぶように摺動可能に連結されている。
具体的には、図１１、図１２、図１４に示すように、先頭の装飾体２５１の摺動部２５８
が２番目の装飾体２５２の長孔２５７ａに挿入されて摺動可能に装着され、２番目の装飾
体２５２の摺動部２５８が３番目の装飾体２５３の長孔２５７ａに挿入されて摺動可能に
装着され、３番目の装飾体２５３の摺動部２５８が４番目の装飾体２５４の長孔２５７ａ
に挿入されて摺動可能に装着される。
【００８８】
　各摺動部２５８は、図１４に示すように、背面板２５７の前側に位置する摺動前側体２
５８ａと、この摺動前側体２５８ａの背面側に突出形成されたピン部２５８ｂに回転可能
に支持され、背面板２５７の前側から長孔２５７ａに挿入される車輪部２５８ｃと、背面
板２５７の後側に位置し、長孔２５７ａに挿入された車輪部２５８ｃを回動可能に支持す
る車輪支持部２５８ｄとを備え、この車輪支持部２５８ｄに形成された貫通孔２５８ｅに
挿入されたネジ２５８ｆを摺動前側体２５８ａのピン部２５８ｂの先端面のネジ穴に螺入
することで、長孔２５７ａの長手方向に摺動可能となっている。
【００８９】
　また、図１１、図１２に示すように、４番目の装飾体２５４は、後ケース部２１１に装
着される上部取付台２６１及び下部取付台２６２に対して摺動可能となっている。具体的
には、上部取付台２６１と下部取付台２６２には上部支持部２６３と下部支持部２６４が
それぞれ摺動可能に装着され、この上部支持部２６３及び下部支持部２６４には４番目の
装飾体２５４が摺動可能に装着される。具体的には、上部支持部２６３の長孔２６３ａ及
び下部支持部２６４の長孔１６４ａには、４番目の装飾体２５４の裏面の上部及び下部に
それぞれ形成された上部摺動部２６５及び下部摺動部２６６がそれぞれ挿入されて摺動可
能に装着される。そして、上部支持部２６３の摺動部２６８が上部取付台２６１の長孔２
６１ａに挿入されて摺動可能に装着され、下部支持部２６４の摺動部２６９が下部取付台
２６２の長孔２６２ａに挿入されて摺動可能に装着される。
【００９０】
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　図１１、図１２に示すように、上部取付台２６１の裏面側には３個の筒状脚部２６１ｂ
が突出形成されており、モータ支持部材２２２の前面には３個の筒状脚部２６１ｂに対応
する３個のボス部２２２ｂがそれぞれ形成され、上部取付台２６１の筒状脚部２６１ｂの
筒内にモータ支持部材２２２のボス部２２２ｂを挿入した状態で上部取付台２６１の前側
から筒状脚部２６１ｂの筒内に挿入したネジをボス部２２２ｂの先端面のネジ穴に螺入す
ることで、上部取付台２６１をモータ支持部材２２２に装着している。また、下部取付台
２６２の裏面側には２個の筒状脚部２６２ｂが突出形成されており、後ケース部２１１の
前面中央の下側箇所には２個の筒状脚部２６２ｂに対応する２個のボス部２１１ｄがそれ
ぞれ形成され、下部取付台２６２の筒状脚部２６２ｂの筒内に後ケース部２１１のボス部
２１１ｄを挿入した状態で下部取付台２６２の前側から筒状脚部２６２ｂの筒内に挿入し
たネジをボス部２１１ｄの先端面のネジ穴に螺入することで、下部取付台２６２を後ケー
ス部２１１に装着している。
【００９１】
　また、図１１、図１２に示すように、縦長板状の支持金属板２１６の上部箇所が上部取
付台２６１の左端箇所にネジ止めされ、この支持金属板２１６の下部箇所が下部取付台２
６２の左端箇所にネジ止めされている。そして、前カバー部２１２が後ケース部２１１に
取り付けられる。
【００９２】
　また、最先端の装飾体２５１がパンタグラフ機構２３０に装着される。具体的には、最
先端の装飾体２５１の背面のボス部２５１ａを、対となるリンク部材２３９、２４０の先
端箇所の貫通孔２４２に挿入した状態とし、リンク部材２３９の貫通孔２４２に挿入した
ネジをこの装飾体２５１のボス部２５１ａの先端面のネジ穴に螺入することで、最先端の
装飾体２５１がパンタグラフ機構２３０に装着され、リンク部材２３９、２４０が先端側
に対して回動可能となっている。後続の３個の装飾体２５２～２５４は最先端の装飾体２
５１の動作に連動して退避状態と進出状態とに変化するものであり、図１６（ａ）に示す
ようにパンタグラフ機構２３０が縮んだ状態では、図１５（ａ）に示すようにパンタグラ
フ機構２３０に装着される最先端の装飾体２５１が退避状態となり、図１８に示すように
後続の３個の装飾体２５２～２５４が最先端の装飾体２５１と前後方向に重なるようにな
っている。
【００９３】
　また、装飾部材２５０は、図１０（ｂ）に示す進出状態において、その表面側に所定の
装飾表示（例えば、文字、形状、模様、色彩又はこれらを組合せた表示）を形成するよう
に各装飾体２５１～２５４が形成され、意匠効果が高くなるように構成されている。
【００９４】
　図１６（ａ）に示すようにパンタグラフ機構２３０が縮んだ状態において、パンタグラ
フ用モータ２２１の回動軸２２１ａ（切欠円盤部２２５）が図１６において時計回りに約
２１０度程度回転すると、図１６（ｃ）に示すように、パンタグラフ機構２３０が伸展状
態となる。
【００９５】
　付勢ばね２７０は、図１３（ａ）に示すように、一対のリンク部材２３１、２３２の基
端部２３１ａ、２３２ａ同士に架け渡されている。すなわち、付勢ばね２７０は、図１６
に示すように、一対のリンク部材２３１、２３２の端部同士を引き合う方向に付勢し、装
飾部材２５０が図１５（ａ）に示す退避状態から図１５（ｃ）に示す進出状態に変化する
過程でパンタグラフ機構２３０を伸展させる方向に作用する力が大きくなるように取り付
けられている。
【００９６】
　図１６（ａ）に示すように、一対のリンク部材２３１、２３２の基端部２３１ａ、２３
２ａ同士の間隔が第１距離ｄ１である場合に、パンタグラフ機構２３０が縮んだ状態であ
り、図１６（ｂ）に示すように、一対のリンク部材２３１、２３２の基端部２３１ａ、２
３２ａ同士の間隔が小さくなって、図１６（ｃ）に示すように、第１距離ｄ１より短い第
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２距離ｄ２に変化することでパンタグラフ機構２３０が伸展する。この実施の形態では、
パンタグラフ機構２３０が伸展した状態では、付勢ばね２７０自然長になるものした（第
２距離ｄ２＝自然長）。なお、パンタグラフ機構２３０が伸展した状態において付勢ばね
２７０が自然長に至っていないとしてもよい。
【００９７】
　図１６（ａ）や図１７（ａ）に示すように、装飾部材２５０の収納状態、つまり、パン
タグラフ機構２３０が縮んだ状態では、付勢ばね２７０が架け渡された一対のリンク部材
２３１、２３２の端部同士の間隔が第１距離ｄ１となって当該一対のリンク部材２３１、
２３２が略直線状態になり、当該付勢ばね２７０の弾性力方向が当該略直線状態の一対の
リンク部材２３１、２３２の長手方向と略平行となっている。つまり、図１７（ａ）に示
すようにパンタグラフ機構２３０が縮んだ状態では、付勢ばね２７０の距離が長く、付勢
ばね２７０による付勢力Ｆ１自体は大きいものの、付勢力Ｆ１がパンタグラフ機構２３０
を進展させる力（各リンク部材２３１～２４０を交差部２４１に対して回動させる力）Ｒ
としてはほとんど作用しない。一方、図１７（ｂ）に示すように、パンタグラフ機構２３
０が進展する過程で、付勢ばね２７０は縮んで付勢ばね２７０の付勢力Ｆ２自体は徐々に
小さくなるものの、付勢ばね２７０の弾性力方向と、リンク部材２３１、２３２の長手方
向との向きがずれ、付勢ばね２７０による付勢力Ｆ２がパンタグラフ機構２３０を進展さ
せる力Ｒに大きく作用するようになる。このように、リンク部材２３１、２３２の端部に
付勢ばね２７０を架け渡すことで、パンタグラフ機構２３０が進展するほど、リンク部材
２３１、２３２の長手方向と付勢ばね２７０の弾性力方向とがずれ、付勢ばね２７０の付
勢力におけるパンタグラフ機構２３０を進展させる向きに作用する割合が大きくなる。こ
こで、この実施の形態では、パンタグラフ機構２３０が完全に進展した状態では、付勢ば
ね２７０が自然長となるものとしたので（Ｆ３＝０）、装飾部材２５０が図１７（ａ）に
示す退避状態から図１７（ｃ）に示す進出状態に変化する過程で、付勢ばね２７０からパ
ンタグラフ機構２３０を進展させる方向に作用する力は、リンク部材２３１、２３２の長
手方向と付勢ばね２７０の弾性力方向とがずれていくことにより徐々に大きくなっていき
、ある地点からは、付勢ばね２７０が縮むことで付勢力が小さくなることにより徐々に小
さくなっていく。なお、上記したように、パンタグラフ機構２３０が完全に進展した状態
においても、付勢ばね２７０が自然長に至らないように構成して、パンタグラフ機構２３
０が完全に進展するまで、パンタグラフ機構２３０が進展するほど付勢ばね２７０からパ
ンタグラフ機構２３０を進展させる方向に作用する力が大きくなるようにしてもよい。こ
こで、付勢ばね２７０は、弾性力が大きいものを採用するほど、パンタグラフ機構２３０
を迅速に進展させることができるが、パンタグラフ機構２３０を縮めるときのパンタグラ
フ用モータ２２１の負荷が大きくなる。このため、付勢ばね２７０は、第２演出可動機構
２００による演出表示に都合がいいように、パンタグラフ用モータ２２１の定格や装飾部
材２５０の重量などに応じた弾性力のものを採用すればよい。
【００９８】
　付勢ばね２７０は、図１５（ａ）に示すように、リンク部材２３２の基端と、リンク部
材２３１の基端よりわずかに先端側にずれた位置とで架け渡されている。パンタグラフ機
構１３０が伸展した状態では、図１５（ａ）に示すように、リンク部材１３２はその基端
側が下向きとなった傾斜姿勢であるのに対して、リンク部材１３１はその基端側がやや上
向きの水平姿勢であることから、リンク部材１３１の基端側が重力で下がり易くなってい
るのに対して、リンク部材１３２の基端側を重力に反して持ち上げなければならない状態
となっている。そこで、付勢ばね１７０の一端をリンク部材１３２の基端に架け、この付
勢ばね１７０の他端をリンク部材１３１の基端よりも先端側に僅かにずれた位置に架ける
ことで、リンク部材１３２に大きなモーメントがかかるようにし、リンク部材１３１はそ
れよりも小さいモーメントがかかるようにして、パンタグラフ機構１３０の伸縮過程にお
けるリンク部材１３１，１３２がスムースに動作するようにしている。なお、付勢ばね２
７０は、リンク部材２３１、２３２の基端同士に架け渡されてもよいし、リンク部材２３
１、２３２の基端よりわずかに先端側にずれた位置同士に架け渡されてもよい。
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【００９９】
　また、図１１に示すように、後ケース部２１１と揺動アーム２２３とにねじりばね２７
３が架け渡されている。具体的には、ねじりばね２７３のコイル部２７３ａ内に後ケース
部２１１の軸支部２１１ｂが挿入され、ねじりばね２７３の一端が、揺動アーム２２３の
上方を向く側部の長円形孔２２３ｃに近い箇所に形成された係止孔２２３ｄに係止され、
ねじりばね２７３の他端が、後ケース部２１１の前面上部側で軸支部２１１ｂから斜め下
箇所に形成された係止ボス２１１ｅに係止されている。
【０１００】
　すなわち、図１６（ａ）に示すようにパンタグラフ機構２３０が縮んだ状態になると、
ねじりばね２７３が縮んだ状態となり、ねじりばね２７３のコイル部２７３ａを中心にし
て両端が離れる回動方向に付勢する。
【０１０１】
　また、第２演出可動機構２００は、図１６（ａ）に示すように、パンタグラフ機構２３
０が縮んだ状態であるか否かを検出する位置検出センサ２８５（例えばフォトセンサ）を
備える。具体的には、この位置検出センサ２８５は、図１２、図１３（ａ）に示すように
、パンタグラフ用モータ２２１の切欠円盤部２２５を検出するようにモータ支持部材２２
２に配設され、図１６（ａ）に示すパンタグラフ機構２３０が縮んだ状態では切欠円盤部
２２５の切欠部２２５ａが位置検出センサ２８５に位置し、図１６（ｂ）に示すパンタグ
ラフ機構２３０の伸展途中や図１６（ｃ）に示すパンタグラフ機構２３０の伸展状態では
切欠円盤部２２５が位置検出センサ２８５に位置する。つまり、位置検出センサ２８５に
より、パンタグラフ機構２３０が縮んだ状態か否かを検出することができる。
【０１０２】
　図１６（ａ）に示すように、パンタグラフ機構２３０が縮んだ状態では、切欠円盤部２
２５の切欠部２２５ａが位置検出センサ２８５に位置しており、この位置検出センサ２８
５の透光部からの光が受光部で受光され、この位置検出センサ２８５からの検出信号（ハ
イレベル）に基づいて、パンタグラフ機構２３０が縮んだ状態であることが検出される。
また、パンタグラフ用モータ２２１の回動軸２２１ａ（切欠円盤部２２５）が回動（図１
６において時計回りに回動）すると、切欠円盤部２２５が位置検出センサ２８５に位置し
、透光部からの光が遮られて受光部で受光されない。また、図１６（ｃ）に示すように、
切欠円盤部２２５が２１０度程度回転して、パンタグラフ機構２３０が伸展状態になって
も、切欠円盤部２２５が位置検出センサ２８５に位置したままであり、受光部で受光され
る。すなわち、この位置検出センサ２８５からの検出信号（ローレベル）に基づいて、パ
ンタグラフ機構２３０が非縮小状態（伸縮途中状態又は伸展状態）であることが検出され
る。
【０１０３】
　なお、位置検出センサ２８５として、例えばフォトセンサ以外の種々の非接触式センサ
、接触式センサを用いてもよい。また、この位置検出センサ２８５に代えて又は加えてパ
ンタグラフ用モータ２２１の回動軸２２１ａの回動位置を検出するセンサ（例えばやレゾ
ルバ、エンコーダなど）を配設してもよい。
【０１０４】
　なお、この実施の形態の第２演出可動機構２００は、装飾部材２５０を発光させるＬＥ
Ｄ実装基板２５６のＬＥＤ２５６ａ（図１４参照）とは別に、本体ケース２１０の前面部
を発光させるための図示しない装飾用ＬＥＤなども備える。
【０１０５】
　また、第２演出可動機構２００は、パンタグラフ機構２３０が縮んだ状態においてセル
フロックが可能なように構成されている。具体的には、図１６（ａ）において、偏心ピン
２２６ａが最左部よりもやや時計回りの固定位置（例えば最左部よりも５°や１０°など
）まで回動させることができるとともに、固定位置よりは時計回りに回動不能に構成され
ている。これにより、偏心ピン２２６ａを固定位置に位置させると、引き伸ばされた付勢
ばね２７０の弾性力と縮んだねじりばね２７３の付勢力だけでパンタグラフ機構２３０が
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伸展しようとしても、偏心ピン２２６ａには後方から見て時計回りの力がかかり、偏信ピ
ン２２６ａが回動不能なためセルフロックがかかる。こうしたセルフロックにより、パチ
ンコ遊技機１を運搬する際や遊技の際に第２演出可動機構２００が意図しない動作をする
ことを抑制することができる。なお、第２演出可動機構１００は、こうしたセルフロック
機構を備えなくてもよい。
【０１０６】
　上記した第２演出可動機構２００では、装飾部材２５０が退避状態から進出状態に変化
する過程で、付勢ばね２７０からパンタグラフ機構２３０を進展させる方向に作用させる
力が大きくなるので、装飾部材２５０の進出過程、つまり、パンタグラフ用モータ２２１
の動力によりパンタグラフ機構２３０を伸展させる過程において、付勢ばね２７０による
付勢力を伸展補助力とすることができ、進出過程におけるパンタグラフ用モータ２２１の
負荷を軽減でき、装飾部材２５０を迅速に移動させることができ、遊技者に与えるインパ
クトを大きくして遊技の興趣を向上させることができる。また、パンタグラフ機構２３０
が縮んだ状態にあるときには付勢ばね２７０からの付勢力が比較的小さくなるので、容易
にパンタグラフ機構２３０を縮んだ状態で維持することができる。さらに、出力の大きな
駆動源（モータなど）を用いる必要がなく、装置が大型化する問題も生じない。よって、
簡易な構成で装飾部材２５０による遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することができ
る。
【０１０７】
　また、付勢ばね２７０による付勢力を伸展補助力とすることができるので、装飾部材２
５０の動きが速い。つまり、短い時間で動作するので、様々な演出に組み込み易い。
【０１０８】
　また、リンク部材２３１、２３２の基端部２３１ａ、２３２ａ同士の間隔が第１距離ｄ
１から、この第１距離ｄ１より短い第２距離ｄ２に変化することでパンタグラフ機構２３
０が伸展し、付勢ばね２７０は、リンク部材２３１、２３２の基端部２３１ａ、２３２ａ
同士に架け渡されるので、パンタグラフ機構２３０をその伸展動作に対して適切に付勢を
行うことができる。
【０１０９】
　また、装飾部材２５０は複数（例えば４個）の装飾体２５１～２５４からなり、先頭の
装飾体２５１がパンタグラフ機構２３０に装着され、他の残りの装飾体２５２～２５４は
先頭の装飾体２５１の動作に連動して退避状態と進出状態とに変化するものであり、パン
タグラフ機構２３０に装着される先頭の装飾体２５１が退避状態にあるとき、残りの後続
する装飾体２５２～２５４が先頭の装飾体２５１と前後方向に重なるので、パンタグラフ
機構２３０の伸展動作に伴って、複数の装飾体２５１～２５４の視認性を変化させること
ができ、演出効果を向上できる。また、退避状態では、最も大きい装飾体２５４の裏側に
それよりも小さい装飾体２５１～２５３が隠れるので、装飾体２５１～２５３の全体を隠
すことができる。
【０１１０】
　また、パンタグラフ用モータ２２１からの動力をパンタグラフ機構２３０へ伝達する揺
動アーム２２３を備え、この揺動アーム２２３は、パンタグラフ機構２３０の一対のリン
ク部材２３３、２３４が交差する交差部２４１に係合し、パンタグラフ用モータ２２１の
駆動に伴って交差部２４１に動力を伝達するので、パンタグラフ用モータ２２１の動力が
パンタグラフ機構２３０の一対のリンク部材２３３、２３４に均等に伝わり伸縮動作が安
定する。
【０１１１】
　また、装飾部材２５０の収納状態、つまり、パンタグラフ機構２３０が縮んだ状態では
、付勢ばね２７０が架け渡された一対のリンク部材２３１、２３２の基端部２３１ａ、２
３２ａ同士の間隔が第１距離ｄ１となって当該一対のリンク部材２３１、２３２が略直線
状態になり、付勢ばね２７０の弾性力方向が当該略直線状態の一対のリンク部材２３１、
２３２の長手方向と略平行となっているので、付勢ばね２７０の弾性力方向が略直線状の
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一対のリンク部材２３１、２３２の長手方向と略平行となっているので、装飾部材２５０
の収納状態ではパンタグラフ機構２３０の進出方向に大きな力がかからないようにするこ
とができ、装飾部材２５０の収納状態を維持することができる。また、装飾部材２５０の
収納状態においてパンタグラフ用モータ２２１に不要な負荷をかけることを低減できる。
【０１１２】
　また、パンタグラフ機構２３０の各対のリンク部材は、進出側に向けて徐々に短くなっ
ており、４個の装飾体２５１～２５４も、先端に向かうに連れてその大きさが小さくなっ
ているので、先端が軽くなり、その進出動作が速くなる。
【０１１３】
　なお、上記した第２演出可動機構２００では、パンタグラフ機構２３０の一対のリンク
部材２３１、２３２同士に付勢ばね２７０が架け渡されるものとしたが、これに代えて又
は加えて、他の対となるリンク部材２３３～２３８の前端部または後端部同士に付勢ばね
が架け渡されてもよい。また、リンク部材２３１、２３２の少なくとも一方の後端部と、
ケース部２１１とに付勢ばねが架け渡されてもよい。さらに、付勢ばねに代えて又は加え
て、装飾部材２５０が退避状態から進出状態に変化する過程で、パンタグラフ機構２３０
を進展させる方向に作用させる力が大きくなるように、ゴムなどの弾性力を作用させる付
勢部材や、永久磁石または電磁石などの電磁力を作用させる付勢部材が設けられてもよい
。特に、電磁石などを用いてパンタグラフ機構２３０を進展させる方向に力を作用させる
場合には、装飾部材２５０が退避状態から進出状態に変化する過程で、パンタグラフ機構
２３０を進展させる方向に作用させる力が大きくなるように、電磁石に印可する電圧など
を制御してもよい。また、装飾部材２５０を進出状態から退避状態に変化させるときには
、電磁石による付勢力を低減したり付勢力が作用しないように制御してもよく、パンタグ
ラフ機構２３０を縮める方向に力が作用するように制御してもよい。
【０１１４】
　また、上記した第２演出可動機構２００では、パンタグラフ機構２３０に４つの装飾部
材２５０が装着されるものとしたが、装飾部材２５０は、パンタグラフ機構２３０の伸縮
動作に連動して進出状態と退避状態とに変化可能なものであればよく、例えばパンタグラ
フ機構２３０に１つ～３つの装飾部材２５０が装着されてもよいし、５つ以上の装飾部材
２５０が装着されても良い。また、各装飾部材２５０の形状は、任意の形状を採用するこ
とができる。
【０１１５】
　また、上記した第２演出可動機構２００では、パンタグラフ機構２３０が縮んだ状態に
おいて、後続の３個の装飾体２５２～２５４が最先端の装飾体２５１の後方に重なるもの
としたが、後続の３個の装飾体２５２～２５４が最先端の装飾体２５１の前方に重なるも
のとしてもよい。さらに、パンタグラフ機構２３０が縮んだ状態において、後続の３個の
装飾体２５２～２５４と最先端の装飾体２５１とが前後方向に重ならなくてもよい。
【０１１６】
　また、上記した第２演出可動機構２００では、パンタグラフ用モータ２２１からの動力
が揺動アーム２２３を介して、一対のリンク部材２３３、２３４が交差する交差部２４１
伝達されるものとしたが、例えばパンタグラフ用モータ２２１からの動力がラックギアを
介してパンタグラフ機構２３０に伝達されるなど、他の構成を採用してもよい。また、パ
ンタグラフ用モータ２２１からの動力がリンク部材２３３、２３４が交差する交差部２４
１に伝達されるものに限定されず、他のリンク部材２３１、２３２、２３５～２３８の交
差部２４１に伝達されてもよいし、リンク部材２３９、２４０の先端に伝達されてもよい
し、装飾部材２５０に伝達されてもよい。
【０１１７】
　次に、第３演出可動機構３００について図１９などを用いて説明する。図１９（ａ）は
装飾体３５８が後退した状態の第３演出可動機構３００の正面図、図１９（ｂ）は装飾体
３５８が途中まで進出した状態の第３演出可動機構３００の正面図、図１９（ｃ）は装飾
体３５８が完全に進出した状態の第３演出可動機構３００を示す正面図である。第３演出
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可動機構３００は、図１に示す画像表示装置５の上側に後退した状態において第１演出可
動機構１００の裏側に位置し、遊技の際に装飾体３５８を進出させたり発光させたりする
ことによって演出動作を行うものである。
【０１１８】
　図２０は、第３演出可動機構３００を構成要素毎に分解して前方から示す分解斜視図で
ある。第３演出可動機構３００は、図２０に示すように、内側フレーム４０の上部に取り
付けられる後ベース部３１０及び前ベース部３１１と、後ベース部３１０に対して動作可
能に支持される可動部３２０と、可動部３２０を駆動する駆動ユニット３６０と、可動部
３２０の装飾体３５８を支持するとともに装飾体３５８を揺動させる揺動用駆動ユニット
３７０とを有する。
【０１１９】
　後ベース部３１０と前ベース部３１１は、例えば樹脂を金型に射出して成形される。後
ベース部３１０は、前方に前ベース部３１１が取り付けられる。また、後ベース部３１０
は、可動部３２０を動作可能に支持するとともに、駆動ユニット３６０、揺動用駆動ユニ
ット３７０のそれぞれを支持し、後ベース部３１０が内側フレーム４０にビス止めなどで
取り付けられることにより、第３演出可動機構３００はパチンコ遊技機１に搭載される。
【０１２０】
　可動部３２０は、後ベース部３１０に支持されて、駆動用ユニット３６０及び揺動用駆
動ユニット３７０のそれぞれにより動作する。図２１は、可動部３２０と駆動用ユニット
３６０と揺動用駆動ユニット３７０とを構成要素毎に分解して前方から示す分解斜視図で
ある。可動部３２０は、図２１に示すように、一端にガイド軸３３１が形成された第１ア
ーム３３０と、一端にガイドスリット（案内部）３４１が形成された第２アーム３４０と
、ガイド軸３３１に取り付けられる被ガイド部（被案内部）３５０と、被ガイド部３５０
とスプライン結合する動作ギア３５１と、動作ギア３５１と噛合するラックギア３５２ａ
、３５２ｂがそれぞれ形成された左可動部材３５３及び右可動部材３５５と、左右可動部
材３５３、３５５の移動を案内する可動部材ガイド体３５７と、可動部材ガイド体３５７
の前面に取り付けられて上端近傍が揺動駆動ユニット３６０に支持される装飾体３５８と
を有する。なお、図２１には、被ガイド部３５０の背面図を破線で合わせて示している。
【０１２１】
　第１アーム３３０と第２アーム３４０とは、それぞれ一端（基端）が後ベース部３１０
に軸支され、第１アーム３３０のガイド軸３３１に被ガイド部３５０が取り付けられて、
被ガイド部３５０が第２アーム３４０のガイドスリット３４１に挿通する。これにより、
被ガイド部３５０（ガイド軸３３１）がガイドスリット３４１内を移動する範囲で、第１
アーム３３０と第２アーム３４０とは後ベース部３１０に対して回動することができる。
第２アーム３４０のガイドスリット３４１は、第２アーム３４０の長手方向に沿って長い
長孔に形成されており、基端の反対側となる先端にはラックギア３４１ａが形成されてい
る。ラックギア３４１ａは、この実施の形態では、ガイドスリット３４１の全体の長さの
約３分の１の長さにわたって、ガイドスリット３４１の上縁側に形成されている。被ガイ
ド部３５０は、第１アーム３３０のガイド軸３３１に対して回転可能に軸支され、第２ア
ーム３４０のガイドスリット３４１に挿通される。被ガイド部３５０は、図２１中破線で
囲んだ背面図に示すように、後方から見て全体として真円状に形成されており、上方側は
複数のギア歯３５０ａが形成され、下方側はギア歯が形成されることなく円弧状に形成さ
れている（例えば上縁約２４０°にわたってギア歯３５０ａが形成され、下縁１２０°に
わたって円弧状に形成されるなど）。被ガイド部３５０は、第１アーム３３０及び第２ア
ーム３４０が後ベース部３１０に対して回動するときに、ガイドスリット３４１にガイド
されて移動する。そして、被ガイド部３５０がガイドスリット３４１の先端側にまで移動
すると、被ガイド部３５０のギア歯３５０ａとガイドスリット３４１のラックギア３４１
ａとが噛み合って被ガイド部３５０が回転する。被ガイド部３５０は、動作ギア３５１と
スプライン結合し、被ガイド部３５０が回転することで動作ギア３５１も一体に回転する
。なお、左右可動部材３５３、３５５に取り付けられた後述する付勢ばね３５９によって
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、被ガイド部３５０は、ガイドスリット３４１の基端側を移動するときには、回転せずに
移動するように付勢される。
【０１２２】
　また、第１アーム３３０には、長手方向の中途部において前後方向に突出するアーム駆
動軸３３０ａが設けられている。さらに、第１アーム３３０と第２アーム３４０とのそれ
ぞれには、後ベース部３１０との間に付勢ばね（例えば、引張コイルばね）３３９、３４
９が架け渡されており、この付勢ばね３３９、３４９は、第１アーム３３０及び第２アー
ム３４０を上方に持ち上げる向きに付勢する。
【０１２３】
　図２２は、第２アーム３４０を構成要素毎に分解して前方から示す分解斜視図である。
第２アーム３４０は、電気部品としてのＬＥＤなどの発光体が設けられた発光用基板３４
２を有するとともに、発光用基板３４２や駆動用モータ３６１から延出される電気配線等
を収容するために背面が開放された収容部を構成する収容部材３４３と、収容部材３４３
に取り付け可能であって収容部材３４３の背面を被覆するための被覆部としての金属製の
被覆部材３４４と、発光用基板３４２と被覆部材３４４との絶縁を確保するための絶縁部
材３４５とを有する。
【０１２４】
　収容部材３４３は、例えば樹脂を金型に射出することによって、所定長さを有する細長
帯状に形成される。収容部材３４３は、細長帯状に形成された板状のベース部３４３ａと
、該ベース部３４３ａにおける背面の周縁に沿って立設されたベース部側壁部３４３ｂと
、により、背面側が開口する箱状に形成され、第２アーム３４０の長手方向に沿った断面
視において略コ字形に形成されている。なお、ベース部側壁部３４３ｂは、ベース部３４
３ａの周縁に沿って立設されていることにより断面視で略コ字形に形成されるものに限定
されず、ベース部３４３ａの周縁よりも内側に立設されていてもよい。また、これらベー
ス部３４３ａとベース部側壁部３４３ｂとは一体成型により形成されるものとしてもよい
し、それぞれ別個の部材にて構成されていてもよい。さらに、収容部材３４３は、この実
施の形態では、発光用基板３４２に設けられた例えばＬＥＤなどの発光体からの光により
装飾されるように、透光性を有する材料で形成されている。ただし、収容部材３４３は、
一部または全部が透光性を有しないように形成されていてもよい。
【０１２５】
　被覆部材３４４は、例えば金属板にプレス処理を施すことなどによって、所定長さを有
する細長帯状に形成される。被覆部材３４４は、収容部材３４３のベース部３４３ａの背
面に対し所定の隙間を隔てて配置されて、ベース部３４３ａを被覆する蓋部３４４ａと、
蓋部３４４ａにおける前面の周縁に沿って立設され収容部材３４３に取り付けられたとき
にベース部側壁部３４３ｂの内側対向位置に配置される被覆部側壁部３４４ｂと、により
、前面側が開口する箱状に形成され、第２アーム３４０の長手方向に沿った断面視で略コ
字形に形成されている。なお、ベース部側壁部３４３ｂは、蓋部３４４ａの周縁に沿って
立設されていることにより断面視で略コ字形に形成されるものに限定されず、蓋部３４４
ａの周縁よりも内側に立設されていてもよい。また、これら蓋部３４４ａとベース部側壁
部３４３ｂとは一体成型により形成されるものとしてもよいし、それぞれ別個の部材にて
構成されていてもよい。
【０１２６】
　第２アーム３４０では、収容部材３４３に対して被覆部材３４４が取り付けられたとき
に、被覆部側壁部３４４ｂがベース部側壁部３４３ｂの内側に対向して配置されることで
、内部に配設される発光用基板３４２や電気配線がベース部３４３ａと蓋部３４４ａとの
間から露出されることが抑制される。具体的には、被覆部側壁部３４４ｂが蓋部３４４ａ
の周縁に立設されていることで、ベース部側壁部３４３ｂの内面に対向する被覆部側壁部
３４４ｂの外面の前後幅寸法が、被覆部側壁部３４４ｂが周縁に立設されていない蓋部３
４４ａのみによりベース部３４３ａの背面を被覆する場合に比べて長くなることで、例え
ば、電気配線が外部に抜け出るまでにベース部側壁部３４３ｂと被覆部側壁部３４４ｂと
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に接触する距離が長くなるばかりか、被覆部側壁部３４４ｂの端面により電気配線が蓋部
３４４ａよりも前側で押えられるため、電気配線が第２アーム３４０の側方（短手方向）
から外部に抜け出しにくくなる。
【０１２７】
　また、被覆部材３４４は金属材にて構成されていることで、合成樹脂材により細長帯状
に形成された収容部材３４３の撓みや変形を防止することができるばかりか、被覆部材３
４４は、板状の蓋部３４４ａの周縁から前側に屈曲された被覆部側壁部３４４ｂにより断
面視略コ字形に形成されていることで、被覆部材３４４自体の撓みや変形が防止されてい
るため、収容部材３４３の撓みや変形が生じにくくなる。これにより、第２アーム３４０
の剛性を高くすることができ、第３演出可動機構３００の動作をスムースかつ安定したも
のとすることができる。
【０１２８】
　また、図示しないが、第１アーム３３０についても、第２アーム３４０と同様に、複数
の発光部を有し第１アーム３３０を装飾するための発光用基板と、電気部品として発光用
基板や電気配線を収容するために開放された収容部としての収容部材と、該収容部材に取
り付け可能であって該収容部材を被覆するための金属製の被覆部としての被覆部材と、を
有する。そして、収容部材は、ベース部と、該ベース部に立設されたベース部側壁部とか
らなり、被覆部材は、ベース部を被覆する蓋部と、該蓋部に立設され収容部材に取り付け
られたときにベース部側壁部の内側対向位置に配置される被覆部側壁部と、を有する。
【０１２９】
　なお、第２アーム３４０や第１アーム３３０は、こうした収容部材３４３と被覆部材３
４４とを有するものに限定されず、例えば被覆部材３４４が樹脂で形成されてもよい。ま
た、電気部品を収容するための収容空間が形成された筒状に形成するなど、如何なる構成
を採用してもよい。
【０１３０】
　動作ギア３５１は、第１アーム３３０のガイド軸３３１に取り付けられた被ガイド部３
５０とスプライン結合し、被ガイド部３５０と一体に回転する。動作ギア３５１は、外歯
歯車で構成され、左右可動部材３５３、３５５のラックギア３５４ａ、３５６ａと噛合す
る。
【０１３１】
　左右可動部材３５３、３５５は、例えば樹脂を金型に射出して形成される。左右可動部
材３５３、３５５のそれぞれは、長手方向に沿ったラック部３５４、３５６を有し、ラッ
ク部３５４、３５６の一端に装飾部３５３ａ、３５５ａが連続して形成されている。ラッ
ク部３５４、３５６は、長尺の板状であり、長手方向に沿って、一端にラックギア３５４
ａ、３５６ａが形成され、中央にラックギア３５４ａ、３５６ａに沿ったガイドスリット
３５４ｂ、３５６ｂが形成されている。また、ラック部３５４、３５６は、ラックギア３
５４ａ、３５６ａが形成された端部と反対側の端部は、ラックギア３５４ａ、３５６ａに
沿った直線状に形成されている。左右可動部材３５３、３５５は、ラックギア３５３ａ、
３５５ａが互いに１８０°離れた位置で（つまり、動作ギア３５１の回転中心に対して点
対称な位置で動作ギア３５１と噛合する。左右可動部材３５３、３５５は、可動部材ガイ
ド体３５７に支持され、動作ギア３５１に伴う移動が可動部材ガイド体３５７により案内
される。可動部材ガイド体３５７は、例えば樹脂を金型に射出して形成され、左右可動部
材３５３、３５５を後方から支持する。可動部材ガイド体３５７は、ラック部３５４、３
５６と当接するガイド部３５７ａを有する。ガイド部３５６ａは、動作ギア３５１と同心
の円の接線方向に延在して形成される。また、可動部材ガイド体３５７には、ラック部３
５４、３５６がガイド部３５７ａと当接するときに、ラック部３５４、３５６のガイドス
リット３５４ｂ、３５６ｂに挿通するガイド突起３５７ｂが設けられている。可動部材ガ
イド体３５７のガイド部３５７ａ及びガイド突起３５７ｂは、動作ギア３５１の回転中心
に対して点対称な位置に形成されている。これにより、動作ギア３５１が回転すると、左
右可動部材３５３、３５５は、互いに反対方向に移動する（図２３（ｂ）、（ｃ）参照）
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。具体的には、この実施の形態では、左右可動部材３５３、３５５は、初期状態では、付
勢ばね３５９の付勢力によって装飾部３５３ａ、３５５ａが装飾体３５８の裏側に隠れる
。一方、被ガイド部３５０のギア歯３５０ａとラックギア３３０ａとが噛み合って被ガイ
ド部３５０と一体に動作ギア３５１が回転すると、装飾部３５３ａ、３５５ａが左右外側
に移動して（開いて）前方から視認可能になる。また、左右可動部材３５３、３５５には
、付勢ばね（例えばねじりばね）３５９が取り付けられており、この付勢ばね３５９によ
って装飾部３５３ａ、３５５ａが初期状態（閉じた状態）となるように付勢される。これ
により、被ガイド部３５１が第２アーム３４０の基端側を移動し、被ガイド部３５１とラ
ックギア３３０ａとが噛み合っていないときには、左右可動部材３５３、３５５は初期状
態（閉じた状態）となる。
【０１３２】
　装飾体３５８は、例えば樹脂を金型に射出して形成される。装飾体３５８は、略中心に
おいて第１アーム３３０のガイド軸３３１に回転可能に軸支され、上端近傍が揺動用駆動
ユニット３７０に支持される。装飾体３５８は、可動部材ガイド体３５７と互いにビス止
めなどで取り付けられ、一体に第１アーム３３０のガイド軸３３１に対して回動する。な
お、図１９に示す例などでは、第１アーム３３０のガイド軸３３１が装飾体３５８を貫通
しているが、装飾体３５８が前面に位置するように構成されてもよい。また、装飾体３５
８には、装飾体３５８を発光させるためのＬＥＤなどの発光体を備える発光用の基板や、
左右可動部材３５３、３５５とは別に装飾体３５８に対して動作可能な可動体を備えても
良い。この場合、可動体を駆動するための駆動ユニットが装飾体３５８に取り付けられて
もよい。
【０１３３】
　駆動ユニット３６０は、第１アーム３３０に接続されて、第１アーム３３０及び第２ア
ーム３４０を回動させる。駆動ユニット３６０は、ベース体３６０ａと、駆動源としての
駆動用モータ３６１と、駆動用モータ３６１の回転軸に取り付けられたモータギア３６２
と、モータギア３６２と噛合する駆動ギア３６３と、一端が駆動ギア３６３に接続されて
他端が第１アーム３３０に接続されるリンク部材３６４と、駆動ギア３６３の位置を検出
する位置検出センサ３６５とを有する。ベース体３６０ａは、駆動ユニット３６０全体を
支持し、ベース体３６０ａが後ベース部３１０にビス止めなどで取り付けられることによ
り、駆動ユニット３６０は後ベース部３１０に支持される。モータギア３６２は、外歯の
平歯車で構成される。また、駆動ギア３６３は、外歯の平歯車で構成され、回転中心から
離心した位置で前後方向に突出するギア駆動軸３６３ａと、位置検出センサ３６５の検出
部３６３ｂとを有する。リンク部材３６５は、長尺の板状に構成され、一端が駆動ギア３
６３のギア駆動軸３６３ａに軸支され、他端が第１アーム３３０の長手方向の中途部に設
けられたアーム駆動軸３３０ａに軸支される。こうした構成により、駆動用モータ３６１
から動力が出力されると、モータギア３６２を介して駆動ギア３６３が回転し、駆動ギア
３６３の回転に伴ってギア駆動軸３６３ａが回動することでリンク部材３６４が移動して
、第１アーム３３０に動力が作用する。
【０１３４】
　位置検出センサ３６５は、例えばフォトセンサを用いることができる。位置検出センサ
は、ベース部３６０ａに配設され、駆動ギア３６３の検出部３６３ｂを検出する。位置検
出センサ３６５は、第１アーム３３０が後退位置に位置するときに検出部３６３ｂを検出
し（図２３（ａ）参照）、第１アーム３３０（装飾体３６８）が後退位置に位置するか否
かを検出することができる。なお、位置検出センサ３６５として、例えばフォトセンサ以
外の種々の非接触式センサ、接触式センサを用いてもよく、装飾体３６８に検出部を設け
るなど駆動ギア３６３以外の位置を検出してもよい。また、この位置検出センサ３６５に
代えて又は加えて駆動用モータ３６１の回動軸の回動位置を検出するセンサ（例えばやレ
ゾルバ、エンコーダなど）を配設してもよい。
【０１３５】
　揺動用駆動ユニット３７０は、装飾体３５８に接続されて、装飾体３５８の姿勢を制御
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する。揺動用駆動ユニット３７０は、ベース体３７０ａと、駆動源としての揺動用モータ
３７１と、揺動用モータ３７１の回転軸に取り付けられたモータギア３７２と、モータギ
アと噛合する揺動ギア３７３と、一端が揺動ギア３７３に接続されたリンク部材３７４と
、装飾体３５８に接続されるとともにリンク部材３７４に接続される姿勢保持部材（第３
支持部材）３７５と、揺動ギア３７３の回転位置を検出する位置検出センサ３７６と、姿
勢保持部材３７５を所定の初期位置に向けて付勢する付勢ばね３７７とを有する。ベース
体３７０ａは、揺動用駆動ユニット３７０全体を支持し、ベース体３７０ａが後ベース部
３１０にビス止めなどで取り付けられることにより、駆動ユニット３６０は後ベース部３
１０に支持される。モータギア３７２は、外歯の平歯車で構成される。また、駆動ギア３
７３は、外歯の平歯車で構成され、回転中心から離心した位置で前後方向に突出するギア
駆動軸３７３ａと、位置検出センサ３７６の検出部３７３ｂとを有する。リンク部材３７
４は、長尺の板状であり、一端が駆動ギア３７３のギア駆動軸３７３ａに軸支され、他端
には前後方向に突出するリンク駆動軸３７４ａが設けられている。姿勢保持部材３７５は
、長尺状の板状であり、一端が後ベース部３１０に回転可能に軸支され、他端が装飾体３
５８に対して回転可能に軸支される。また、姿勢保持部材３７５には、やや湾曲した長孔
３７５ａが形成されており、この長孔３７５ａにリンク部材３７５のリンク駆動軸３７４
ａが挿通される。こうした構成により、揺動用モータ３７１から動力が出力されると、モ
ータギア３７２を介して駆動ギア３７３が回転し、駆動ギア３７３の回転に伴ってギア駆
動軸３７３ａが回動することでリンク部材３７４が移動して、姿勢保持部材３７５に動力
が作用する。そして、姿勢保持部材３７５が回動すると、装飾体３５８が揺動する。
【０１３６】
　図２３は、第３演出可動機構３００の動作を後方から示す図である。なお、図２３では
、後ベース部３１０、前ベース部３１１を省略するとともに、第２アーム３４０を透明な
部材として破線で示している。第３演出可動機構３００では、第２アーム３４０、第１ア
ーム３３０が退避位置に位置する状態（図２３（ａ）参照）では、初期状態として装飾体
３５８が臥した姿勢となる。この状態で駆動用モータ３６１から動力が出力されて後方か
ら見て反時計回りにモータギア３６２が回転すると、駆動ギア３６３が時計回りに回転し
、ギア駆動軸３６３ａの移動に伴ってリンク部材３６５が下方に移動する。これにより、
第１アーム３３０のガイド軸３３１に取り付けられた被ガイド部３５０が第２アーム３４
０のガイドスリット３４１に案内されながら第１アーム３３０と第２アーム３４０とが下
方に回動する（図２３（ｂ）参照）。このとき、装飾体３５８は、姿勢を起立させながら
、第１アーム３３０の回動に伴って下方に移動し、装飾体３５８は画像表示装置５の前方
に移動する。なお、このときには、付勢ばね３５９の付勢力によって被ガイド部３５０は
回転しない。そして、駆動用モータ３６１が更に回転して、被ガイド部３５０がガイドス
リット３４１の先端側に移動すると、被ガイド部３５０のギア歯３５０ａがガイドスリッ
ト３４１のラックギア３４１ａと噛み合って被ガイド部３５０が回転し、動作ギア３５１
が回転することにより、左右可動部材３５３、３５５が装飾体３５８の裏側から左右両側
に移動して前方から視認可能となる（図２３（ｃ）参照）。また、装飾体３５８が進出位
置に位置する状態で（図２３（ｃ）参照）、駆動用モータ３６１から動力が出力されてモ
ータギヤ３６２が時計回りに回転すると、駆動ギア３６３が反時計回りに回転し、ギア駆
動軸３６３ａの移動に伴ってリンク部材３６５が上方に移動する。これにより、被ガイド
部３５０が回転し、左右可動部材３５３、３５５が装飾体３５８の裏側から隠れる（図２
３（ｂ）参照）。そして、駆動用モータ３６１が更に回転すると、装飾体３５８は、姿勢
を臥しながら上方に移動し、退避位置（初期状態）に戻る（図２３（ａ）参照）。このよ
うに、この実施の形態の第３演出可動機構３００では、装飾体３５８の進退に応じて、画
像表示装置５の視認性が変化するので、遊技者に画像表示装置５と第３演出可動機構３０
０とに注目させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。また、装飾体３５
８に駆動源などを設けることなく左右可動部材３５３、３５５を動作させることができ、
装飾体３５８の重量を増やすことなく演出効果を向上することができる。
【０１３７】
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　図２４は、第３演出可動機構３００の揺動動作を前方から示す図である。なお、図２４
では、装飾体３５８を透明として破線で示している。装飾体３５８は、略中央の位置にお
いて第１アーム３３０のガイド軸３３１に対して回転可能に軸支されるとともに、上端近
傍において姿勢保持部材（第３支持部材）３７５を介して後ベース部３１０に接続される
。このため、上記したように、第１アーム３３０の下方への移動に伴って装飾体３５８は
、臥した状態（図２３（ａ）参照）から起立した状態（図２３（ｂ）、図２４（ａ）参照
）へと姿勢を変更する。また、起立した状態において、揺動用駆動ユニット３７０の揺動
用モータ３７１から動力を出力すると、モータギヤ３７２、駆動ギヤ３７３、リンク部材
３７４を介して、姿勢保持部材３７５が左右に揺動し、これにより、姿勢保持部材３７５
に接続された装飾体３５８がガイド軸３３１を回転中心として揺動する（図２４（ｂ）、
（ｃ）参照）。
【０１３８】
　以上説明したこの実施の形態の第３演出可動機構３００では、装飾体３５８が退避位置
から進出位置へ移動するときに、第１アーム３３０に取り付けられた被ガイド部３５０が
第２アーム３４０のガイドスリット３４１に案内されて移動するとともに、ガイドスリッ
ト３４１の先端側にはラックギア３４１ａが形成され、ラックギア３４１ａと被ガイド部
３５０のギア歯３５０ａとが噛み合って回転することにより、左右可動部材３５３、３５
５が左右方向に移動するので、装飾体３５８に駆動源などを設けることなく左右可動部材
３５３、３５５を動作させることができ、可動部３２０の重量を増やすことなく演出効果
を向上することができる。
【０１３９】
　また、第３演出可動機構３００では、ラックギア３４１ａと被ガイド部３５０のギア歯
３５０ａとが噛み合って回転することにより、左右可動部材３５３、３５５が装飾体３５
８の裏側から左右方向に移動して出現し、前方から視認可能になるので、装飾体３５８が
退避位置に位置するときよりも進出位置に位置するときの方が装飾体３５８と左右可動部
材３５３、３５５とを合わせた外形が大きくなり、演出効果を大きくすることができると
ともに、退避位置に位置するときには外形が小さくなるので退避位置のスペースの確保が
容易となる。
【０１４０】
　また、第３演出可動機構３００では、姿勢保持部材３７５により、装飾体３５８が退避
位置に位置するときには装飾体３５８が臥した状態で支持され、装飾体３５８が進出位置
に位置するときには装飾体が起立した状態で支持されるので、装飾部体３５８による演出
効果を向上できるとともに、装飾体３５８の退避位置のスペース確保が容易となる。
【０１４１】
　また、第３演出可動機構３００では、被ガイド部３５０には、外周の一部にギア歯３５
０ａが形成されて、残りが円弧状に形成されるので、ガイドスリット３４１における被ガ
イド部３５０の移動を滑らかにすることができる。また、被ガイド部３５０の組み付けを
容易にすることができる。
【０１４２】
　また、第３演出可動機構３００では、ガイドスリット３４１のラックギア３４１ａが上
方に形成されているので、被ガイド部３５０の重量がかからない部位に形成されており、
ガイドスリット３４１における被ガイド部３５０の移動を滑らかにすることができる。
【０１４３】
　また、第３演出可動機構３００では、第２アーム３４０は、ベース部３４３ａとベース
部側壁部３４３ｂとを有する収容部材３４３と、蓋部３４４ａと被覆部側壁部３４４ｂと
を有する被覆部３４４とを備えるので、収容部材３４３に電気部品を収容した状態で被覆
部３４４により収容部を被覆したときに、被覆部３４４の一部である被覆部側壁部３４４
ｂがベース部側壁部３４３ｂの内側に配置されるので、収容された電気部品がベース部３
４３と蓋部３４４との間から露出するのを抑制できる。
【０１４４】
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　なお、上記した第３演出可動機構３００では、装飾体３５８は、ガイド軸３３１に軸支
されて第１アーム３３０に支持されるとともに間接的に第２アーム３４０に支持されるも
のとしたが、第１アーム３３０と第２アーム３４０との回動により退避位置と進出位置と
の間で移動すればよく、例えば第２アーム３４０に支持されることによって間接的に第１
アーム３３０に支持されてもよいし、第１アーム３３０と第２アーム３４０とのそれぞれ
から直接に支持されてもよい。
【０１４５】
　また、上記した第３演出可動機構３００では、第１アーム３３０と第２アーム３４０と
は、上方の基端近傍が後ベース部３１０に軸支されるものとしたが、後ベース部３１０に
軸支されていればその位置は任意に決定すればよい。
【０１４６】
　また、上記した第３演出可動機構３００では、被ガイド部３５０が回転することにより
、左右可動部材３５３、３５５が左右方向に移動して装飾体３５８の後方から出現するも
のとしたが、被ガイド部３５０が回転することにより動作する可動部が備えられていれば
よく、１つ又は３つ以上の可動部が設けられてもよい。また、左右可動部材３５３、３５
５に代えてまたは加えて、例えば装飾体３５８に対して、前後方向または上下方向に移動
したり、回転、回動、揺動などする可動部が装飾体３５８に設けられてもよい。また、被
ガイド部３５０が回転することにより装飾体３５８自体が左右方向、上下方向、前後方向
に移動したり、回転、回動、揺動などしてもよい。
【０１４７】
　また、上記した第３演出可動機構３００では、被ガイド部３５０の外周の一部にだけギ
ア歯３５０ａが形成されて残りは円弧状に形成されるものとしたが、被ガイド部３５０は
ラックギア３４１ａと係合して左右可動部材３５３、３５５などを動作させるものであれ
ばよく、如何なる形状としても構わない。
【０１４８】
　また、上記した第３演出可動機構３００では、ガイドレール３４１の上縁側にラックギ
ア３４１ａが形成されるものとしたが、ガイドレール３４１の下縁側にラックギア３４１
ａが形成されてもよい。この場合には、ラックギア３４１ａと被ガイド部３５０との係合
に被ガイド部３５０からの重量が作用するので、被ガイド部３５０をスムースに回転させ
ることができる。
【０１４９】
　上記した第３演出可動機構３００では、第１アーム３３０と第２アーム３４０とが駆動
ユニット３６０によって下方に移動するものとしたが、上方、左右方向、前後方向に移動
するものとしてもよいし、斜め方向に移動するものとしてもよい。また、駆動ユニット３
６０は、上記した構成に限定されず、ソレノイドコイルによって上下方向に移動させるな
どの構成を採用してもよい。
【０１５０】
　また、上記した第３演出可動機構３００では、揺動用駆動ユニット３７０により装飾体
３５８が揺動するものとしたが、揺動用駆動ユニット３７０を有しない構成としてもよい
。この場合、単に姿勢保持部材３７５によって装飾体３５８が退避位置に位置するときと
進出位置に位置するときとで姿勢が変更されるように装飾体３５８が支持されてもよい。
ここで、姿勢保持部材３７５は、駆動用ユニット３７０の有無にかかわらず、透明な部材
を用いることで目立たなくすることができ、第３演出可動機構３００の見栄えを向上させ
ることができる。なお、退避位置に位置するときと進出位置に位置するときとで装飾体３
５８の姿勢が変更されるように、姿勢保持部材３７５に代えて又は加えて、ばねなどの弾
性体により装飾体３５８と後ベース部３１０とが接続されてもよい。また、こうした姿勢
保持部材３７５などを備えなくてもよい。
【０１５１】
　次に、第４演出可動機構４００について図２５などを用いて説明する。図２５（ａ）は
第４演出可動機構４００の正面図、図２５（ｂ）は第４演出可動機構４００の背面図であ
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る。第４演出可動機構４００は、遊技の際に移動回転体４３０を左右方向に移動させたり
回転させたり発光させたりすることによって演出動作を行うものである。
【０１５２】
　第４演出可動機構４００は、図２５に示すように、内側フレーム４０の上部に装着され
る上部支持部材４１０と、内側フレーム４０の下部に装着される下部支持部材４２０と、
上部支持部材４１０と下部支持部材４２０との間に支持される移動回転体４３０とを備え
る。移動回転体４３０は、図１に示す画像表示装置５の前方位置で左右方向に移動可能で
あり、且つ、回転可能なものである。
【０１５３】
　移動回転体４３０は、図２５に示すように、中央に縦楕円形状の開口部４４１が形成さ
れた横回転可能な縦楕円形状の環状装飾体４４０と、この環状装飾体４４０の開口部４４
１内に位置する縦回転可能な縦楕円形状の内部装飾体４６０とを備える。また、移動回転
体４３０は、環状装飾体４４０の上部に配設された上部機構部４７０と、環状装飾体４４
０の下部の配設された下部機構部４８０とで回転可能に支持される。
【０１５４】
　第４演出可動機構４００は、移動回転体４３０を、上部支持部材４１０の右端の下方位
置にある状態（図２５（ａ）に示す状態）と、その位置から左側に移動した左側位置にあ
る状態とに変位可能な構成である。図２６を用いて、上部支持部材４１０と下部支持部材
４２０の構成について説明する。図２６は上部支持部材４１０と下部支持部材４２０を構
成要素ごとに分解して後方視した第４演出可動機構４００の分解斜視図である。
【０１５５】
　上部支持部材４１０は、図２６に示すように、内側フレーム４０の上部に装着される横
長板状の上部本体枠４１１と、この上部本体枠４１１の背面に装着される横長板状の補強
用板金４１２と、上部本体枠４１１の背面に装着され、移動回転体４３０を左右方向に移
動させる第２駆動ユニット４１３とを備える。
【０１５６】
　上部本体枠４１１は、例えば樹脂などを金型に射出することによって形成される。上部
本体枠４１１は、正面視で略矩形状の横長板状であり、その背面の左上箇所と右下箇所に
、内側フレーム４０の上部にネジ止めするための締結部が形成されている。補強用板金４
１２は、例えば金属製であり、剛性が高いものである。
【０１５７】
　第２駆動ユニット４１３は、図２６に示すように、駆動信号に基づいて動作する駆動モ
ータ４１４と、この駆動モータ４１４が回動することで回動するピニオン群４１５と、こ
のピニオン群４１５の第３歯車４１５ｃと噛合するラック部４１６とを備える。ラック部
４１６の上面には、その長手方向に沿って複数の歯が並設されている。
【０１５８】
　駆動モータ４１４は、図２６に示すように、上部本体枠４１１の背面側に突出形成され
たボス部４１１ｂにネジ止めされる。駆動モータ４１４は、例えばステッピングモータで
ある。なお、駆動モータ４１４は、として、サーボモータ、ブラシレスモータなどの各種
のモータを用いてもよい。
【０１５９】
　ピニオン群４１５は、駆動モータ４１４の回動軸にスプライン結合される第１歯車４１
５ａと、この第１歯車４１５ａと噛合する小歯車部４１５ｄとこの小歯車部４１５ｄより
も径の大きい大歯車部４１５ｅとが同軸で重なって一体形成された第２歯車４１５ｂと、
この第２歯車４１５ｂの大歯車部４１５ｅと噛合する第３歯車４１５ｃとを備える。第２
歯車４１５ｂと第３歯車４１５ｃは、図２６に示すように、上部本体枠４１１の背面側に
突出形成された軸支部４１１ｃに回動可能に軸支される。第１歯車４１５ａ、第２歯車４
１５ｂ及び第３歯車４１５ｃは、例えば樹脂などを金型に射出することによって形成され
る。
【０１６０】
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　図２６に示すように、上部本体枠４１１の下部側箇所にはこの上部本体枠４１１の左右
長さ（横幅）に近い長さとする横長状の摺動用孔４１１ａが形成される。ラック部４１６
は、図２６に示すように、上部本体枠４１１の前側から摺動用孔４１１ａに挿入される横
長状の摺動部材４１６ａにネジ止めすることで、上部本体枠４１１に装着される。具体的
には、この摺動部材４１６ａの背面側には例えば３個の摺動ピン部４１６ｂが形成され、
各摺動ピン部４１６ｂにはリング体４１６ｃが挿入され、摺動ピン部４１６ｂの先端面に
はネジ穴が形成され、ラック部４１６の貫通孔に挿入されたネジが摺動ピン部４１６ｂの
ネジ穴に螺入されることで、ラック部４１６が左右方向に移動可能に上部本体枠４１１に
装着される。ラック部４１６は、例えば樹脂などを金型に射出することによって形成され
る。
【０１６１】
　また、図２６に示すように、上部本体枠４１１の右端部の背面箇所には、ラック部４１
６の位置を検出する第２位置検出センサ４１７（例えばフォトセンサ）を備え、ラック部
４１６の右端上部箇所には検出片４１６ｄが装着される。図２５に示すように移動回転体
４３０が右端に位置する、つまり、図２６に示すラック部４１６が最右端箇所に移動する
と、このラック部４１６の検出片４１６ｄが位置検出センサ４１７に位置する。また、移
動回転体４３０が最右端箇所から離れた位置にあるとき、つまり、ラック部４１６が最右
端から離れた位置に移動すると、ラック部４１６の検出片４１６ｄが位置検出センサ４１
７から外れた位置に位置し、位置検出センサ４１７により移動回転体４３０が最右端箇所
に位置するか否かを検出することができる。
【０１６２】
　また、移動回転体４３０は、図２６に示すように上部支持部材４１０に垂下支持される
。具体的には、移動回転体４３０の上部機構部４７０には、上方に突出する縦軸部４７１
が配設され、ラック部４１６の下部右端寄り箇所には縦軸部４７１を軸支する軸受け部４
１８が形成されており、ラック部４１６の軸受け部４１８によって、移動回転体４３０が
回動可能に上部支持部材４１０に垂下支持される。
【０１６３】
　また、第４演出可動機構４００は、図２７（ａ）、図２７（ｃ）に示すように、移動回
転体４３０が最右端位置Ｐ１に位置すると上部機構部４７０を左向きに変更し、移動回転
体４３０が最右端位置Ｐ１以外の位置にするときには上部機構部４７０を前向きとする向
き変更機構４７２を備えている。
【０１６４】
　この向き変更機構４７２は、図２６、図２７（ｂ）、図２７（ｄ）に示すように、上部
機構部４７０の縦軸部４７１の先端側に固定されて前側に突出した平面視靴状の板カム部
４７３と、移動回転体４３０が最右端に到達する際に板カム部４７３の靴先状部４７３ａ
が当接する、上部本体枠４１１に形成された当接部４１１ｄと、その向きが変更された板
カム部４７３の靴先状部４７３ａが挿入される、上部本体枠４１１に形成された窪み部４
１１ｅとを備える。板カム部４７３は、例えば樹脂などを金型に射出することによって形
成される。
【０１６５】
　図２８に示すように、板カム部４７３の前端部は平面視で直線状の端面である。図２７
（ｄ）に示すように、移動回転体４３０が左側位置から最右端の手前の位置までの範囲で
は、板カム部４７３の前端部が上部本体枠４１１の背面に当接し、板カム部４７３は正面
を向いたまま維持されるため、上部機構部４７０も前向きのままである。一方、図２７（
ｃ）に示すように、移動回転体４３０が最右端位置Ｐ１に位置に到達すると、板カム部４
７３の靴先状部４７３ａが上部本体枠４１１の当接部４１１ｄに当接してその向きが左向
きに変わり、その左向き変更による回動角（例えば４５°程度）分だけ縦軸部４７１が左
回動する。板カム部４７３の靴先状部４７３ａは上部本体枠４１１の窪み部４１１ｅに挿
入された状態となり、縦軸部４７１の４５°程度の左回動に伴って上部機構部４７０が左
向きとなる。
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【０１６６】
　すなわち、図２７（ａ）、図２７（ｃ）に示すように、例えば移動回転体４３０が右方
向に移動して最右端位置Ｐ１に位置すると、上部機構部４７０が正面よりも左側に例えば
４５°程度向いた左向きとなる。そして、例えば環状装飾体４４０が前向きで回転停止し
た状態の場合には、上部機構部４７０が左向きになることに伴って環状装飾体４４０も左
向きとなる。また、図２７（ｂ）、図２７（ｄ）に示すように、例えば回転停止した移動
回転体４３０が最右端位置Ｐ１の手前位置Ｐ２から左端位置Ｐ３までにあるときには、上
部機構部４７０が正面を向いた前向き姿勢となる。そして、例えば環状装飾体４４０が前
向きで回転停止した状態の場合には、上部機構部４７０が前向きになることに伴って環状
装飾体４４０も前向きとなる。
【０１６７】
　下部支持部材４２０は、図２６に示すように、内側フレーム４０の下部に装着される横
長棒状の金属製のスライダー部材４２１と、このスライダー部材４２１による左右方向へ
のスライドに従動する下部本体枠４２２とを備える。
【０１６８】
　スライダー部材４２１は、長手方向に沿って形成された縦断面視コノ字状の受け溝部４
２３ａを有する横長棒状のレール体４２３と、このレール体４２３の受け溝部４２３ａに
装着されレール体４２３に対して長手方向（左右方向）に摺動可能なスライド体４２４と
を備える。レール体４２３とスライド体４２４は例えば金属製であり、剛性が高いもので
ある。
【０１６９】
　下部本体枠４２２は、例えば樹脂などを金型に射出することによって形成され、縦辺部
４２２ａと下辺部４２２ｂとを備えた背面視で略Ｌ字板状としており、その下辺部４２２
ｂの背面にスライド体４２４がネジ止めされ、その縦辺部４２２ａの先端側に下部機構部
４８０が装着される。
【０１７０】
　上部機構部４７０は、図２８に示すように、環状装飾体４４０を横回転するとともにこ
の環状装飾体４４０の開口部４４１内の内部装飾体４６０を縦回転させる第３駆動ユニッ
ト４９０と、この第３駆動ユニット４９０を内部に収納し、前面及び側面に装飾処理が施
された上部収納ケース４７４と備える。この上部収納ケース４７４の上部側には縦軸部４
７１が突出した状態で固定され、この縦軸部４７１の先端側に板カム部４７３が固定され
ている。上部収納ケース４７４は、例えば樹脂などを金型に射出することによって形成さ
れる。
【０１７１】
　第３駆動ユニット４９０は、図２８に示すように、駆動信号に基づいて回転するモータ
４９１と、このモータ４９１が固定されて上部収納ケース４７４の背面側から装着される
固定板４９２と、モータ４９１の回動軸にスプライン結合される二重歯車４９３とを備え
る。
【０１７２】
　モータ４９１は、例えばステッピングモータである。なお、モータ４９１は、として、
サーボモータ、ブラシレスモータなどの各種のモータを用いてもよい。この二重歯車４９
３は、下側に位置する小歯車部４９３ａと、上側に位置する、小歯車部４９３ａよりも径
の大きい大歯車部４９３ｂとが同軸で重なって一体形成された歯車である。固定板４９２
と二重歯車４９３は、例えば樹脂などを金型に射出することによって形成される。
【０１７３】
　さらに、第３駆動ユニット４９０は、二重歯車４９３の大歯車部４９３ｂと噛合する歯
車部４９４ａが固定された平歯車付軸４９４と、二重歯車４９３の小歯車部４９３ａと噛
合する歯車部４９５ａが上側に一体形成された円盤体４９５と、この円盤体４９５を回転
可能に支持する円盤支持板４９６とを備える。平歯車付軸４９４と円盤支持板４９６は、
例えば樹脂などを金型に射出することによって形成される。
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【０１７４】
　円盤体４９５の中央箇所には、その回転中心に円形形成された円形開口部４９５ｂが形
成され、この円形開口部４９５ｂに平歯車付軸４９４が回転可能に挿入される。また、環
状装飾体４４０の上部箇所には、上方に突出する円筒部４４２が形成され、この円筒部４
４２の例えば前面先端箇所にキー溝部４４２ａが形成されている。円盤体４９５の下側に
は、円形開口部４９５ｂを中心に三重の円筒突起部が形成され、そのうちの最小の第１円
筒突起部４９５ｃが環状装飾体４４０の円筒部４４２に挿入され、次に大きい第２円筒突
起部４９５ｄの内周に環状装飾体４４０の円筒部４４２の外周が当接して挿入され、最大
の第３円筒突起部４９５ｅの外周が円盤支持板４９６の半円状切欠部４９６ａに当接する
。第１円筒突起部の外周所定箇所とこの箇所と対向する第２円筒突起部４９５ｄの該当箇
所とを連結するようにキー突起部４９５ｆが形成され、このキー突起部４９５ｆがキー溝
部４４２ａに挿入される。
【０１７５】
　平歯車付軸４９４は、円盤体４９５の中央箇所の円形開口部４９５ｂに挿入されると、
その先端側が円盤体４９５の下方に突出し、環状装飾体４４０の外周上部箇所の円筒部４
４２から開口部４４１に向けて垂下方向に挿入配置される。
【０１７６】
　また、上部収納ケース４７４には、図２８に示すように、円盤体４９５の回転位置を検
出する第３位置検出センサ４９７（例えばフォトセンサ）を備える。円盤体４９５の外周
縁部４９５ｇには切欠部４９５ｈが形成されている。具体的には、この第３位置検出セン
サ４９７は、図２８に示すように、円盤体４９５の外周縁部４９５ｇを検出するように上
部収納ケース４７４に配設され、環状装飾体４４０が真正面を向いたときに円盤体４９５
の外周縁部４９５ｇの切欠部４９５ｈが第３位置検出センサ４９７に位置し、環状装飾体
４４０が真正面を向いていないときには円盤体４９５の外周縁部４９５ｇの切欠部４９５
ｈ以外の箇所が第３位置検出センサ４９７に位置する。
【０１７７】
　円盤支持板４９６は、円盤体４９５を回転可能に支持する状態で上部収納ケース４７４
の背面側からその下部箇所に装着される。
【０１７８】
　ここで、図２９を用いて、環状装飾体４４０と内部装飾体４６０について説明する。図
２９は、環状装飾体４４０と内部装飾体４６０を構成要素ごとに分解して前方視した分解
斜視図である。
【０１７９】
　環状装飾体４４０は、図２９に示すように、その中央に開口部４４１が形成された縦長
ドーナツ状体の中空形状であり、その前側半分の外形を形成する前側環状体４４３と、そ
の後側半分の外形を形成する後側環状体４４４とを備える。前側環状体４４３と後側環状
体４４４とを合わせることで形成される内部空間に後述する導光体４４５、ＬＥＤ実装基
板４４６、環状支持体４４７及びリングギア４４８が収納される。前側環状体４４３と後
側環状体４４４は、その上部左側箇所にネジを挿入して両者が締結され、さらにその下部
の突出筒部４４９に環状の止め具４５０が装着されることで一体化される。
【０１８０】
　つまり、環状装飾体４４０は、図２９に示すように、その前側に位置し中央に開口部４
４１を有する前側環状体４４３と、この前側環状体４４３の内部に装着される楕円環状で
薄板状の導光体４４５と、この導光体４４５の背面側に位置するとともにその環状方向に
沿って配設される円弧状の３個のＬＥＤ実装基板４４６と、これらのＬＥＤ実装基板４４
６が前面側に装着される環状支持体４４７と、この環状支持体４４７が装着され且つ後側
に位置し中央に開口部４４１を有する後側環状体４４４と、この後側環状体４４４の内部
に装着され且つ開口部４４１よりも大きい円形環状のリングギア４４８とを備える。
【０１８１】
　リングギア４４８は、その前面に複数の歯がリング状に並設される。リングギア４４８
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の直径は、環状装飾体４４０の開口部４４１の開口の長径よりも長く、環状装飾体４４０
の外周の短径よりも短い。後側環状体４４４の内部には、開口部４４１よりも大きい円形
状のガイド溝４４４ａが形成され、このガイド溝４４４ａにリングギア４４８が装着され
る。リングギア４４８をガイド溝４４４ａに装着することでリングギア４４８の脱落が防
止される。
【０１８２】
　また、第４演出可動機構４００全体の重量により圧迫されることでリングギア４４８が
ガイド溝４４４ａ内を回動し辛くならないように、このガイド溝４４４ａはリングギア４
４８が配設された状態でリングギア４４８との間に隙間を持たせた大きさとしている。つ
まり、ガイド溝４４４ａには隙間（ガタ）を大きめにとっている。
【０１８３】
　３個のＬＥＤ実装基板４４６の前面側には、複数のＬＥＤ４４６ａが実装されており、
これらのＬＥＤ４４６ａからの光が導光体４４５に入射され、この導光体４４５の前面が
面状に発光し、この導光体４４５からの光が前側環状体４４３の背面に照射されることで
、前側環状体４４３が発光する。
【０１８４】
　内部装飾体４６０は、図２９に示すように、その外形が縦長楕円柱体の中空形状であっ
て環状装飾体４４０の開口部４４１よりも小さい形状であり、その前側半分の外形を形成
する前側楕円体４６１と、その後側半分の外形を形成する後側楕円体４６２とを備え、前
側楕円体４６１と後側楕円体４６２とを合わせた状態で左右箇所からネジ止めることで両
者が一体化される。
【０１８５】
　後側楕円体４６２の上下方向中央でその右側部箇所に右横軸部４６３が形成され、この
右横軸部４６３に横ピンギア４６４がネジ止めにより固定され、環状装飾体４４０の開口
部４４１の右箇所の軸受け部４４１ａに横ピンギア４６４の軸部が軸支される。また、内
部装飾体４６０の上下方向中央で左側部箇所に左横軸部４６５が形成され、この左横軸部
４６５にリング体４６６が挿入されて、環状装飾体４４０の開口部４４１の左箇所の軸受
け部４４１ｂに左横軸部４６５が軸支される。
【０１８６】
　図２９に示すように平歯車付軸４９４は上ピンギア４５３にスプライン結合される。な
お、平歯車付軸４９４は図２８に示すように円盤体４９５の円形開口部４９５ｂに回転可
能に挿入されるものであるが、図２９では平歯車付軸４９４と上ピンギア４５３とのスプ
ライン結合を示すために、円盤体４９５の図示を省略している。図２９に示すように、上
ピンギア４５３は、環状支持体４４７の前側上部箇所に位置し、そのギア部分が切欠部４
４７ａから環状支持体４４７の後側に突出しており、上ピンギア４５３とリングギア４４
８とが噛合する。
【０１８７】
　また、内部装飾体４６０の横ピンギア４６４は、図２９に示すように、環状支持体４４
７の前側左部箇所に位置し、そのギア部分が切欠部４４７ｂから環状支持体４４７の後側
に突出しており、横ピンギア４６４とリングギア４４８とが噛合する。横ピンギア４６４
は、リングギア４４８と噛合し且つ縦向きの平歯車付軸４９４とは異なる向き（例えば横
向き）の回動軸を軸心として回動する従動歯車である。
【０１８８】
　環状装飾体４４０における開口部４４１の第１位置である下部箇所には磁石４５１が配
設される。また、内部装飾体４６０における第１位置と対向する第２位置には、磁石４５
１が配置される。
【０１８９】
　下部機構部４８０は、図２８に示すように、環状装飾体４４０のＬＥＤ実装基板４４６
に電力供給するスリップリング４８１を有する電力供給部４８２と、この電力供給部４８
２を内部に収納する下部収納ケース４８３とを備える。下部収納ケース４８３は、例えば
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樹脂などを金型に射出することによって形成され、その前面、側面及び上面に装飾処理が
施されている。
【０１９０】
　図２９に示すように、環状装飾体４４０の下部には軸体４５２が下方に突出状態で配設
される。例えば、軸体４５２の上端が環状装飾体４４０の突出筒部４４９の内側にネジ止
めされ、図２８に示すように、この軸体４５２の下端がスリップリング４８１の挿入孔４
８１ａにスプライン結合される。電力供給部４８２には、回転するスリップリング４８１
の外周面に接触する固定側のブラシ（図示省略）を備え、このブラシに供給された電力が
、回転するスリップリング４８１に通電され、スリップリング４８１に接続された配線（
図示省略）により環状装飾体４４０内のＬＥＤ実装基板４４６に供給される。なお、スリ
ップリング４８１を介して、制御信号（例えば複数のＬＥＤ４４６ａのうち発光させる領
域や色、点滅パターンなどを示す制御信号）などの各種信号を環状装飾体４４０に出力す
るようにしてもよい。
【０１９１】
　ここで、移動回転体４３０における環状装飾体４４０の横回転と内部装飾体４６０の縦
回転とが同時行われる動作について、図３０、図３１を用いて説明する。図３０（ａ）～
（ｈ）は、前側環状体４４３を外した状態の移動回転体４３０であって後側環状体４４４
を固定的に見た図である。図３１（ａ）～（ｊ）は、環状装飾体４４０が右回りに半周す
るときに内部装飾体４６０が縦回りに一周半することを示す図である。
【０１９２】
　第３駆動ユニット４９０のモータ４９１の回転軸が回転することで二重歯車４９３が回
転する。この二重歯車４９３の回転により、平歯車付軸４９４と円盤体４９５とがそれぞ
れ同方向に回転する。二重歯車４９３の上側の大歯車部４９３ｂの回転により平歯車付軸
４９４が回転し、この平歯車付軸４９４の下端側の上ピンギア４５３が回転する。この上
ピンギア４５３の回転によりリングギア４４８がリング方向に回転する。リングギア４４
８の回転により横ピンギア４６４が回転し、内部装飾体４６０が縦回転する。また、二重
歯車４９３の下側の小歯車部４９３ａの回転により円盤体４９５が回転し、この円盤体４
９５の回転により環状装飾体４４０が横回転する。
【０１９３】
　図３０（ａ）には内部装飾体４６０の前側楕円体４６１が正面を向いた状態を０度とし
、内部装飾体４６０が４５度回転した状態を図３０（ｂ）～（ｈ）に図示している。なお
、内部装飾体４６０が４５度回転すると、環状装飾体４４０が１５度回転するため、内部
装飾体４６０は環状装飾体４４０の３倍速く回転する。内部装飾体４６０は、図３０（ａ
）～（ｈ）の回転状態を経て、再び図３０（ａ）の状態となることで３６０度回転する。
【０１９４】
　図３１（ａ）～（ｊ）では、環状装飾体４４０が右横回転して半周（１８０度回転）し
たことを示しており、環状装飾体４４０が２０度回転すると内部装飾体４６０が６０度回
転するため、内部装飾体４６０は環状装飾体４４０の３倍速く回転する。
【０１９５】
　上記した第４演出可動機構４００では、リングギア４４８を内部に有し、このリングギ
ア４４８の内側に開口部４４１が設けられた環状装飾体４４０と、この環状装飾体４４０
の開口部４４１に設けられて、リングギア４４８の回動に従動する横ピンギア４６４を有
し、この横ピンギア４６４の従動に連動して動作する内部装飾体４６０と、リングギア４
４８を円周方向に回動させることにより、横ピンギア４６４を従動させて内部装飾体４６
０を動作させる第３駆動ユニット４９０を備えるので、環状装飾体４４０の内部において
円周方向に回動するリングギア４４８に横ピンギア４６４が従動し、この横ピンギア４６
４の従動動作に連動して内部装飾体４６０が動作するので、環状装飾体４４０の開口部４
４１内の内部装飾体４６０の動作に意外性を持たせることができ、装飾体による演出の興
趣を向上できる遊技機を提供することができる。
【０１９６】
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　また、環状装飾体４４０及び開口部４４１は楕円形状であり、リングギア４４８の直径
は、開口部４４１の開口の長径よりも長く、環状装飾体４４０の外周の短径よりも短いの
で、リングギア４４８を環状装飾体４４０の内部に適切に収納でき、楕円形状の開口部４
４１内を内部装飾体４６０が回転するとの意外性のある動作を、簡易な構造で実現するこ
とができる。つまり、環状装飾体４４０を真円形状ではなく楕円形状とすることにより、
その内側に真円状のリングギア４４８が配置されているのを想起し難くすることができ、
リングギア４４８に連動した内部装飾体４６０の動作に意外性をもたせることができる。
【０１９７】
　また、環状装飾体４４０における開口部４４１の第１位置である下部箇所には磁石４５
１が配設され、内部装飾体４６０における第１位置と対向する第２位置には、磁石４５１
が配置されるので、静止状態において内部装飾体４６０が所定の静止位置に誘導されるこ
とで、静止状態での装飾性を向上させることができる。また、リングギア４４８等のガタ
（歯車間の遊び、隙間）を大きくとってある場合には特に有効である。
【０１９８】
　また、第３駆動ユニット４９０は、環状装飾体４４０にも駆動力を付与することにより
、環状装飾体４４０を所定動作させるとともに、内部装飾体４６０を環状装飾体４４０に
対して相対動作させるので、単一の第３駆動ユニット４９０により環状装飾体４４０、内
部装飾体４６０をそれぞれ動作させることができ、製造コストを抑えることができる。
【０１９９】
　また、環状装飾体４４０は、第３駆動ユニット４９０からの駆動力で回動する平歯車付
軸４９４が、外周所定箇所から開口部４４１に向けて挿入配置され、リングギア４４８は
、その表面に複数の歯がリング状に並設され、平歯車付軸４９４に形成された上ピンギア
４５３と噛合するものであり、横ピンギア４６４は、リングギア４４８と噛合し且つ平歯
車付軸４９４とは異なる向きの回動軸を軸心として回動する従動歯車であるので、環状装
飾体４４０の開口部４４１内においてこの環状装飾体４４０の平歯車付軸４９４周りの回
動とは異なる回動で内部装飾体４６０を回動させることができ、環状装飾体４４０の開口
部４４１内の内部装飾体４６０の動作に意外性を持たせることができ、装飾体による演出
の興趣を向上できる遊技機を提供することができる。
【０２００】
　また、環状装飾体４４０内のＬＥＤ実装基板４４６には、スリップリング４８１によっ
て電力供給されるので、パチンコ遊技機１の電源投入時の立ち上げ動作において環状装飾
体４４０が安全に回転する。
【０２０１】
　なお上記した第４演出可動機構４００では、環状装飾体４４０の内部のＬＥＤ実装基板
４４６により、環状装飾体４４０が発光する構成としているが、これに限定されるもので
はない。環状装飾体４４０の開口部４４１から出射された光により内部装飾体４６０が発
光するようにしてもよい。例えば、環状装飾体４４０の開口部４４１を透光性部材で形成
する。具体的には、前側環状体４４３と後側環状体４４４は透明性樹脂などを金型に射出
することによって形成し、開口部４４１を透光性部材とする。そして、環状装飾体４４０
の内部のＬＥＤ実装基板４４６のＬＥＤ４４６ａを開口部４４１に向けて発光するよう配
置するなどして、ＬＥＤ実装基板４４６からの光が開口部４４１に照射されるようにする
。こうすることで、環状装飾体４４０の内部のＬＥＤ実装基板４４６からの光が開口部４
４１を透過して内部装飾体４６０が照射され、内部装飾体４６０が発光する。このような
構成によれば、環状装飾体４４０の内部のＬＥＤ実装基板４４６からの光は、透光性部材
である開口部４４１を透過して、この開口部４４１内で動作する内部装飾体４６０に照射
されるので、ＬＥＤ実装基板４４６を設けることが難しい内部装飾体４６０を発光させる
ことができ、演出効果をさらに高めることができる。また、内部装飾体４６０の表面にメ
ッキ処理を施している場合には、環状装飾体４４０からの光を反射させることができる。
【０２０２】
　また、第４演出可動機構４００では、環状装飾体４４０における開口部４４１の第１位
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置である下部箇所に磁石４５１を配設し、内部装飾体４６０における第１位置と対向する
第２位置に強磁性体を配置してもよい。環状装飾体４４０における開口部４４１の第１位
置である下部箇所に強磁性体を配設し、内部装飾体４６０における第１位置と対向する第
２位置に磁石４５１を配置してもよい。
【０２０３】
　また、第４演出可動機構４００では、リングギア４４８はその背面に複数の歯が並設さ
れたものとしてもよく、このリングギア４４８の背面の歯に上ピンギア４５３及び横ピン
ギア４６４に噛合するようにすればよい。
【０２０４】
　また、上記した第４演出可動機構４００では、環状装飾体４４０とその開口部４４１並
びに内部装飾体４６０を楕円形状としているが、環状装飾体４４０は、内部にリングギア
４４８を有してリングギア４４８の内側に開口部が設けられればよく、円形形状や多角形
形状など任意の形状としてもよい。また、内側装飾体４６０は、環状装飾体４４０の開口
部に設けられて、リングギア４４８の回動に従動する従動部材を有し、従動部材の従動に
伴って動作すればよく、円形形状や多角形形状など任意の形状としてもよく、環状装飾体
４４０の開口部と異なる形状であってもよい。なお、環状装飾体４４０の外形や開口部４
４１の開口が円形ではない場合には、リングギア４４８は、開口の中心から最大となる部
位の開口直径よりも大きい直径で、開口の中心から最小となる部位の外形径よりも小さい
直径のものが用いられればよい。
【０２０５】
　また、円形環状の環状装飾体４４０の開口部４４１内を、円形状の内部装飾体４６０が
リングギア４４８の回動方向に回動するようにしてもよい。例えば、内部装飾体４６０の
右横軸部４６３に固定された横ピンギア４６４に替えて、内部装飾体４６０の右横軸部４
６３をリングギア４４８の内周面箇所に固定し、前側環状体４４３の開口部４４１と後側
環状体４４４の開口部４４１との対向間隔を右横軸部４６３の直径よりも大きくした構成
とすればよい。この場合には環状装飾体４４０が横回転するとともに環状装飾体４４０の
開口部４４１内の内部装飾体４６０が開口部４４１の内周方向に回転させることができる
。
【０２０６】
　また、上記した第４演出可動機構４００では、リングギア４４８の回動に伴って横ピン
ギア４６４が回転し、内部装飾体４６０が縦回転するものとしたが、内部装飾体４６０は
縦回転に代えて又は加えて、環状装飾体４４０に対する移動や、内部装飾体４６０に対し
て可動部材が可動するなど、他の動作を行うものとしてもよい。
【０２０７】
　また、上記した第４演出可動機構４００では、図２９などに示す状態において、リング
ギア４４８の前方にＬＥＤ実装基板４４６が設けられるものとしたが、これに代えて又は
加えて、リングギア４４８の後方にＬＥＤ実装基板が設けられてもよい。ＬＥＤ実装基板
をリングギア４４８の前方と後方とに双方に設ける場合には、環状支持体４４７などによ
って、２つのＬＥＤ基板の間にリングギア４４８が回転可能に支持されるよう構成されれ
ばよい。
【０２０８】
　また、上記した第４演出可動機構４００では、第３駆動ユニット４９０が環状装飾体４
４０にも駆動力を付与して、環状装飾体４４０を所定動作させるとともに、内部装飾体４
６０を環状装飾体４４０に対して相対動作させるものとしたが、第３駆動ユニット４９０
から環状装飾体４４０には駆動力が付与されないものとしてもよい。
【０２０９】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パ
チンコ遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞
球装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７、内側フレーム４０等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが
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配置されていてもよい。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技
領域に向けて発射するために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）
が設けられている。例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応
じて遊技球の弾発力を調整する。打球操作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モー
タの駆動を停止させるための単発発射スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設け
られていればよい。
【０２１０】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余
剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられて
いる。
【０２１１】
　下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下
皿の中央部分）などに、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ３１
Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１Ａは、遊技者が把持する操作桿を
含み、操作桿の所定位置（例えば遊技者が操作桿を把持したときに操作手の人差し指が掛
かる位置など）には、トリガボタンが設けられている。トリガボタンは、遊技者がスティ
ックコントローラ３１Ａの操作桿を操作手（例えば左手など）で把持した状態において、
所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作することなどにより所定の指示操作がで
きるように構成されていればよい。操作桿の内部には、トリガボタンに対する押引操作な
どによる所定の指示操作を検知するトリガセンサが内蔵されていればよい。
【０２１２】
　スティックコントローラ３１Ａの下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対す
る傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニットを含むコントローラセンサユニットが設け
られていればよい。例えば、傾倒方向センサユニットは、パチンコ遊技機１と正対する遊
技者の側からみて操作桿の中心位置よりも左側で遊技盤２の盤面と平行に配置された２つ
の透過形フォトセンサ（平行センサ対）と、この遊技者の側からみて操作桿の中心位置よ
りも右側で遊技盤２の盤面と垂直に配置された２つの透過形フォトセンサ（垂直センサ対
）とを組み合わせた４つの透過形フォトセンサを含んで構成されていればよい。
【０２１３】
　上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばス
ティックコントローラ３１Ａの上方）などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示操
作を可能なプッシュボタン３１Ｂが設けられている。プッシュボタン３１Ｂは、遊技者か
らの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出
できるように構成されていればよい。プッシュボタン３１Ｂの設置位置における上皿の本
体内部などには、プッシュボタン３１Ｂに対してなされた遊技者の操作行為を検知するプ
ッシュセンサが設けられていればよい。なお、スティックコントローラ３１Ａやプッシュ
ボタン３１Ｂは、遊技者による操作が検出された場合、演出用の制御基板によって画像表
示装置５における表示演出が変更されたり、第１～第４演出可動機構１００～４００にお
ける動作やスピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力や遊技効果ランプ９などの発光体における
点灯動作（点滅動作）などが行われる演出（例えば予告演出やリーチ演出）などにおいて
使用されればよい。
【０２１４】
　次に、パチンコ遊技機１における遊技の進行を概略的に説明する。
【０２１５】
　パチンコ遊技機１では、遊技領域に設けられた通過ゲート２６を通過した遊技球が図示
しないゲートスイッチによって検出されたことといった、普通図柄表示器２０にて普通図
柄の可変表示を実行するための普図始動条件が成立した後に、例えば前回の普図ゲームが
終了したことといった、普通図柄の可変表示を開始するための普図開始条件が成立したこ
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とに基づいて、普通図柄表示器２０による普図ゲームが開始される。
【０２１６】
　この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、普図変動時間となる所定時間が
経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表示）する。
このとき、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字といった、特定の普通図柄（普
図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その
一方、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字以外の数字や記号といった、普図当
り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」と
なる。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球
装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる拡大開放制御（傾動制
御）が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る通常開放制御が行われる。
【０２１７】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球が図示しな
い第１始動口スイッチによって検出されたことなどにより第１始動条件が成立した後に、
例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第１開始条件が成立
したことに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームが開始される。また、
普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球が図示し
ない第２始動口スイッチによって検出されたことなどにより第２始動条件が成立した後に
、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第２開始条件が成
立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームが開始される。
【０２１８】
　第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特別図
柄の可変表示を開始させた後、特図ゲームが行われるごとに設定される特図変動時間とし
ての可変表示時間が経過すると、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄（特図表示
結果）を導出表示する。このとき、確定特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄）が
停止表示されれば、特定表示結果としての「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定
の特別図柄（小当り図柄）が停止表示されれば、所定表示結果としての「小当り」となる
。また、大当り図柄や小当り図柄とは異なる特別図柄が確定特別図柄として停止表示され
れば「ハズレ」となる。
【０２１９】
　特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウ
ンド（「ラウンド遊技」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技
状態に制御される。特図ゲームでの可変表示結果が「小当り」になった後には、大当り遊
技状態とは異なる特殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。
【０２２０】
　画像表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。そして、飾り図柄の
可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける確定飾り図柄の停止表示により可変表示が終了するまでの期間では、飾り図
柄の可変表示状態が所定のリーチ状態となったり、このリーチ状態となったことに対応し
て、画像表示装置５における表示動作や、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる音声出力動作、遊技
効果ランプ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）により、リーチ状態となる以前
とは異なる演出動作が実行される。
【０２２１】
　この実施の形態では、例えばリーチ演出が行われるときに、特図変動時演出制御パター
ンに従って第１～第４演出可動機構１００～４００による演出制御が行われる。第１演出
可動機構１００による演出動作としては、モータ１２１を駆動制御することによって装飾
体１５０を進退させたり、発光体１５３ａを駆動制御することによって装飾体１５０を発
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光させることにより演出表示を実行する。また、第２演出可動機構２００による演出動作
としては、パンタグラフ用モータ２２１を駆動制御することによって、装飾部材２５０を
後退させて少なくとも一部が本体ケース２１０内に隠れる状態と、装飾部材２５０を画像
表示装置５の前方位置に進出させた状態とに変位させたり、複数のＬＥＤ２５６ａを駆動
制御して装飾部材２５０を発光させることにより演出表示を実行する。また、第３演出可
動機構３００による演出動作としては、駆動ユニット３６０、揺動用駆動ユニット３７０
を駆動制御することによって、装飾体３５８を移動または揺動させるとともに左右可動部
材３５３、３５５を動作させたり、発光用基板３４２などを駆動制御して第２アーム３４
０や第１アーム３３０、装飾体３５８を発光させることによって演出表示を実行する。ま
た、第４演出可動機構４００による演出動作としては、駆動モータ４１４、モータ４９１
を駆動制御することにより、移動回転体４３０を左右方向に移動させたり回転させたり、
複数のＬＥＤ４４６ａを駆動制御して移動回転体４３０を発光させることにより演出表示
を実行する。
【０２２２】
　第１～第４演出可動機構１００～４００による演出表示としては、第１～第４演出可動
機構１００～４００の１つだけを用いて演出表示を実行したり、複数を用いて演出表示を
実行したりしてもよい。また、第１～第４演出可動機構１００～４００の演出表示として
は、例えば第１演出可動機構１００の装飾体１５０を進出させて途中で停止させて元に戻
したり、装飾体１５０を進出の途中位置で振動させるなど、それぞれの演出可動機構の可
動体の動作を途中で停止させて元に戻したり、動作途中で振動させるなどしてもよい。
【０２２３】
　また、リーチ演出における第１～第４演出可動機構１００～４００を用いた演出動作で
は、大当り期待度が高いリーチ演出のときほど、演出効果の高い演出動作が行われるよう
に予め演出パターンを定めておいてもよい。例えば、ノーマルリーチ演出が行われるとき
には、第１～第４の演出可動機構１００～４００のうち１つだけを動作させ、スーパーリ
ーチ演出が行われるときには、複数の演出可動機構を動作させてもよい。
【０２２４】
　なお、第１～第４演出可動機構１００～４００を用いた演出動作については、これらの
例に限定されるものではなく、第１～第４演出可動機構１００～４００の駆動源や発光体
を駆動制御することによって実現できる種々の演出動作が採用されればよい。また、リー
チ演出以外の演出において、第１～第４演出可動機構１００～４００を用いた演出動作が
行われてもよい。例えば、リーチ演出とは異なり、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態
となる可能性があることや、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることなどを、
飾り図柄の可変表示態様などにより遊技者に報知するための可変表示演出において、第１
～第４演出可動機構１００～４００を用いた演出動作が行われてもよいし、飾り図柄の可
変表示状態がノーマルリーチによるリーチ状態となる可能性があることや、スーパーリー
チによるリーチ演出が実行される可能性があること、可変表示結果が「大当り」となる可
能性があることなどを、遊技者に予め報知するための予告演出において、第１～第４演出
可動機構１００～４００を用いた演出動作が行われてもよいし、大当り演出において第１
～第４演出可動機構１００～４００を用いた演出動作が行われてもよいし、客待ちデモに
おいて、第１～第４演出可動機構１００～４００を用いた演出動作が行われてもよい。ま
た、第１～第４演出可動機構１００～４００を用いた演出動作では、各モータ（駆動源）
の回転速度（駆動速度）が演出動作ごとに変更されてもよい。
【０２２５】
　上記した実施の形態では、第１～第４演出可動機構１００～４００は、遊技盤２に取り
付けられてパチンコ遊技機１に搭載されるものとしたが、遊技機用枠３の所定位置に取り
付けられてパチンコ遊技機１に搭載されてもよい。
【０２２６】
　上記した実施の形態では、遊技機として、パチンコ遊技機１に、本発明を適用して説明
したが、例えば、スロットマシンやゲーム機などに上記の第１～第４演出可動機構１００



(42) JP 6346682 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

～４００が搭載されるなど、他の遊技機に本発明を適用してもよい。
【符号の説明】
【０２２７】
　　１　…　パチンコ遊技機
　　２　…　遊技盤
　　３　…　遊技機用枠
４Ａ、４Ｂ　…　特別図柄表示装置
　　５　…　表示装置
　６Ａ　…　普通入賞球装置
　６Ｂ　…　普通可変入賞球装置
　　７　…　特別可変入賞球装置
８Ｌ、８Ｒ　…　スピーカ
　　９　…　遊技効果ランプ
　１００　…　第１演出可動機構
　１１０　…　ベース体
　１２０　…　駆動ユニット
　１５０　…　装飾体
　１５３　…　発光用基板
１５３ａ　…　発光体
　１６０　…　装飾板
１６１～１６４　…　シンボル部
　１６５　…　平面シンボル部
　２００　…　第２演出可動機構
　２２１　…　パンタグラフ用モータ
　２２３　…　揺動アーム
　２３０　…　パンタグラフ機構
　２３１～２４０　…　リンク部材
　２４１　…　交差部
　２５０　…　装飾部材
　２５１～２５４　…　装飾体
　２７０　…　付勢ばね
　３００　…　第３演出可動機構
　３１０　…　後ベース部
　３２０　…　可動部
　３３０　…　第１アーム部材
　３３１　…　ガイド軸
　３４０　…　第２アーム部材
　３４１　…　ガイドスリット
３４１ａ　…　ラックギア
　３４３　…　収容部材
３４３ａ　…　ベース部
３４３ｂ　…　被覆部側壁部
　３４４　…　被覆部材
３４４ａ　…　ベース部側壁部
３４４ｂ　…　被覆部側壁部
　３５０　…　被ガイド部
　３５１　…　動作ギア
　３５３　…　左可動部材
　３５４　…　ラック部
　３５５　…　右可動部材



(43) JP 6346682 B2 2018.6.20

10

　３５６　…　ラック部
　３５８　…　装飾体
　３６０　…　駆動ユニット
　３７０　…　揺動用駆動ユニット
　４００　…　第４演出可動機構
　４４０　…　環状装飾体
　４４６　…　ＬＥＤ実装基板
　４４８　…　リングギア
　４５１　…　磁石
　４５３　…　上ピンギア
　４６０　…　内部装飾体
　４６４　…横ピンギア
　４９０　…　第３駆動ユニット
　４９１　…　モータ
　４９４　…　平歯車付軸

【図１】 【図２】
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【図２５】 【図２６】
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【図２９】 【図３０】
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