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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動モータと、前記駆動モータの回転駆動によって駆動する可動体とを有し、遊技の演
出を向上させるための装飾装置を備えている遊技機であって、
　前記可動体は、
　　所定の装飾が施された装飾体本体と、
　　前記装飾体本体に取り付けられており、所定の装飾が施された可動部材と、
　　前記駆動モータの駆動力が伝達されて、遊技者が前記装飾体本体を視認可能な第１の
位置と、前記遊技者が前記装飾体本体を視認できない第２の位置との間で移動可能に形成
し、前記装飾体本体が前記第２の位置に位置すると、前記可動部材に対して所定の動作を
させるように構成された伝達部とを備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　可動部材と伝達部とが互いに対峙するように配置されており、
　前記伝達部は、押圧部を有しており、
　前記可動部材は、前記押圧部に押圧される被押圧部を有しており、
　前記伝達部が移動すると前記押圧部が前記被押圧部を押圧して、装飾体本体が所定の動
作を行うように構成されている請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　装飾体本体は、所定の回転軸を中心にして第１の位置と第２の位置との間を回転するよ
うに構成されており、
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　伝達部は、前記回転軸を中心に回転し、押圧部は前記伝達部の回転に伴って回転しなが
ら、被押圧部を押圧する請求項１又は２記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技の進行に応じて種々の演出を行う装飾装置を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機をはじめとする遊技機では、遊技の進行に応じて種々の演出が行われる。近
年は、遊技機における演出の内容も多様化する傾向にあり、遊技盤に形成されている遊技
領域に、液晶表示装置等により構成される図柄表示装置を有する大型のセンター役物を設
けて、各種の図柄を表示したり、アニメーションや映像などを表示させることで、種々の
演出が行われるようになっている。また、近年の遊技機では、センター役物とは別に演出
用の装飾体が設けられていることが多い。この装飾体は、可動部材や発光部材などを有し
ており、遊技の進行に伴って可動部材を動作させたり、発光部材を発光させる等して、遊
技機の演出を行っている。また、近年の遊技機では、センター役物での演出と装飾体での
演出とを複合的に行うことで、より興趣を向上させるような演出を行うことができるよう
になっている。
【０００３】
　近年の遊技機は、演出の多様化に伴って、この装飾体における可動部材の数が増加する
傾向にあり、またこれら可動部材の動作パターンも多様化する傾向にある。そのため、装
飾体の構成が複雑になりがちであり、部品点数が増加し、製造コストも高くなってしまう
という問題があった。そのような問題を解決するため、下記に示す特許文献１では、複雑
でない機構を用いて、一つの駆動源で複数の可動部材を動作させることができる役物装置
を備えた遊技機が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２１７５９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された遊技機の役物装置は、遊技の進行に応じて可動
部材や装飾体が動作するように構成されているものの、単に平面的に動作するにとどまっ
ていたため、遊技者の遊技に対する興趣を大きく向上させるのが難しいという問題があっ
た。また、近年の遊技機は、演出の多様化に伴って、アニメーションや映像等を用いた演
出効果と、可動部材や装飾体の動きを用いた演出効果とを相乗的に組み合わせて行うとこ
ろ、特許文献１に記載された遊技機では、アニメーションや映像等を用いた演出の方が役
物装置における可動部材や装飾体の動きを用いた演出よりも強く、役物装置の演出効果が
目立たなくなってしまう傾向があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点を鑑みてなされたものであり、より遊技の興趣を向上させ
ることが可能な装飾可動体を備えた遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
（１）駆動モータと、前記駆動モータの回転駆動によって駆動する可動体とを有し、遊技
の演出を向上させるための装飾装置を備えている遊技機であって、前記可動体は、所定の
装飾が施された装飾体本体と、前記装飾体本体に取り付けられており、所定の装飾が施さ
れた可動部材と、前記駆動モータの駆動力が伝達されて、遊技者が前記装飾体本体を視認
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可能な第１の位置と、前記遊技者が前記装飾体本体を視認できない第２の位置との間で移
動可能に形成し、前記装飾体本体が前記第２の位置に位置すると、前記可動部材に対して
所定の動作をさせるように構成された伝達部とを備えたことを特徴とする遊技機、
（２）可動部材と伝達部とが互いに対峙するように配置されており、前記伝達部は、押圧
部を有しており、前記可動部材は、前記押圧部に押圧される被押圧部を有しており、前記
伝達部が移動すると前記押圧部が前記被押圧部を押圧して、装飾体本体が所定の動作を行
うように構成されている上記（１）記載の遊技機、
（３）装飾体本体は、所定の回転軸を中心にして第１の位置と第２の位置との間を回転す
るように構成されており、伝達部は、前記回転軸を中心に回転し、押圧部は前記伝達部の
回転に伴って回転しながら、被押圧部を押圧する上記（１）又は（２）記載の遊技機を要
旨とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、装飾体が、駆動軸部材が回転駆動する駆動軸とは異なる位置において
回転する回転軸を中心にして装飾可動体が回転するように構成されているので、より簡略
化した構成で少ない部品点数で装飾体を構成しており、より簡略化した構成で遊技者の興
趣を大きく向上させることができる遊技機を提供することが可能になる。また、本発明に
よれば、部品点数も減少させることができるので、製造コストも大幅に低減することも可
能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る遊技機の第１の実施の形態を表す正面図である。
【図２】本実施の形態の遊技機に係る装飾装置の斜視図である。
【図３】装飾装置の斜視図である。
【図４】装飾装置に係る第１可動体の分解斜視図である。
【図５】第１可動体の分解斜視図である。
【図６】第１可動部材と第１固定体との関係を説明する説明図である。
【図７】本発明に係る遊技機における装飾装置の第２の実施の形態を表す斜視図である。
【図８】装飾装置の斜視図である。
【図９】装飾装置の分解斜視図である。
【図１０】装飾装置の分解斜視図である。
【図１１】装飾装置に係る第１可動体の分解斜視図である。
【図１２】第１可動体の分解斜視図である。
【図１３】第１可動部材の被押圧部と押圧部との関係を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る遊技機の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、本明
細書では、本発明に係る遊技機の第１の実施の形態について説明した後に、本発明に係る
遊技機の第２の実施の形態について説明する。
【００１１】
　また、本明細書では、本発明に係る遊技機の例としてパチンコ遊技機を用いて説明する
が、本発明は、例えばスロットマシンのようなパチンコ遊技機以外の遊技機にも適用する
ことが可能である。また、本明細書においては、パチンコ遊技機（以下、単に「遊技機」
と言う。）及び遊技機を構成する各部材の「前側」、「後側」は、遊技機を正面から見た
場合における正面側（前面側）、裏面側（後面側）を示すものとし、遊技機及び遊技機を
構成する各部材に関して「上側」、「下側」、「左側」及び「右側」は、図１に示すよう
に遊技機を正面から見た場合における上側、下側、左側及び右側を示すものとする。また
、本明細書においては、遊技球が各種入賞口に流入することを「入賞」と言い、遊技球が
入賞することによって遊技者に払い出される遊技球のことを「賞球」と言う。
【００１２】
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　まず、本発明に係る遊技機１の第１の実施の形態について説明する。
　図１に示すように、遊技機１は、機体の外郭を構成する縦長方形の外枠２を備えている
。この外枠２の開口前面側には、縦長方形の中枠３が着脱自在に組み付けられている。中
枠３は、全体的に合成樹脂材料を用いて形成されており、内部に遊技盤１１等を取付固定
することができるように構成されている。
【００１３】
　前枠４は、中枠３の前面側に、該前枠４の左側に設けられたヒンジを中心に、中枠３に
対して横開きをすることができるように開閉自在に組み付けられている。前枠４は、ガラ
ス板５を備えており、遊技者が遊技盤１１を視認することができ、かつ遊技盤１１を保護
することができるように構成されている。また、前枠４は、遊技に使用する遊技球を一時
的に貯留する上受け皿６と、上受け皿６から溢れ出て流下した遊技球を貯留する下受け皿
７をガラス板５の下方に備えている。
【００１４】
　遊技機１は、内部に遊技球を遊技盤１１に向けて弾発するための発射装置（図示せず）
を備えており、この発射装置における弾発強さを操作ハンドル８の回動量によって調節す
ることができるように構成されている。発射装置は、該発射装置で弾発された遊技球を後
述するセンター役物１８よりも右側へ流下させることも可能な強さまで、操作ハンドル８
の回動量に応じた強さで遊技球を弾発することができるように構成されている。
【００１５】
　また、上受け皿６には、遊技球を貯留する貯留スペースの前側に、遊技者が遊技中に押
圧操作する各種ボタン９が配置されている。なお、図１中の符号１０は、遊技の進行等に
応じて各種の音声を出力するためのスピーカである。
【００１６】
　遊技盤１１は、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂材料により形成された略正方
形の平板状の部材である。遊技盤１１の前面には、案内レール１２が半円弧状に配設され
ており、案内レール１２の外側にはコーナー飾りが設けられている。この案内レール１２
は、前後方向に所定の厚さを有する部材で形成されている。
【００１７】
　案内レール１２は、遊技盤１１の左右方向中央よりも左側の下部から遊技盤１１の上部
を経て該遊技盤１１の左右方向中央よりも右側の上部まで、円弧を描くように形成されて
いる。また、案内レール１２は、遊技球が通過可能な誘導路１３を有しており、発射装置
で弾発された遊技球がこの誘導路１３を通過して、遊技領域１４に向けて案内される。
【００１８】
　遊技領域１４は、遊技盤１１において、案内レール１２の内側に形成されている。遊技
領域１４に案内された遊技球は、遊技領域１４の上部から下部に向けて流下するように構
成されている。遊技領域１４には、通常入賞装置１５、始動入賞装置１６、大入賞装置１
７、センター役物１８が設けられている。また、遊技領域１４には、多数の誘導釘１９が
打たれており、さらに該遊技領域１４の下部にはアウト口２０が設けられている。遊技領
域１４を流下する遊技球は、誘導釘１９に当たって流下方向を変化させながら、遊技領域
１４の上部から下部に向かって流下する。ほとんどの遊技球は、遊技領域１４の最下部に
設けられたアウト口２０に流入し、これ以外の遊技球は各種入賞装置等に設けられた各種
入賞口に入賞するように構成されている。
【００１９】
　通常入賞装置１５は、通常入賞口（図示せず）を有している。通常入賞口は、上方に向
いて遊技領域１４を流下する遊技球が入賞可能な大きさに開口形成されている。遊技機１
は、この通常入賞口へ遊技球が入賞すると、所定数（例えば１５個）の賞球を払い出すよ
うに構成されている。
【００２０】
　始動入賞装置１６は、センター役物１８の下方に配置されている。この始動入賞装置１
６は始動入賞口（図示せず）を有しており、遊技球が始動入賞口に入賞すると遊技者に不
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利な通常遊技状態から遊技者に有利な大当り遊技状態で遊技を行うか否かを抽選するため
の大当り抽選を行うように構成されている。
【００２１】
　大入賞装置１７は、遊技領域１４の左右方向中央よりも右方に配置されている。この大
入賞装置１７は、大入賞口（図示せず）を備えている。大入賞口は、通常遊技状態では遊
技球が入賞することはなく、大当り抽選に当選して、遊技状態が通常遊技状態から大当り
遊技状態へ移行した時に遊技球が入賞するように構成されている。この大入賞装置１７は
、大当り遊技状態では、所定個数（例えば１０個）の遊技球が入賞するか、又は所定時間
（例えば３０秒）が経過するまでの間、遊技球が入賞するように構成されている。遊技機
１は、大入賞口に遊技球が入賞すると、入賞した遊技球の数に対応した数の賞球を遊技者
に払い出す。
【００２２】
　センター役物１８は、遊技領域１４の略中央に設けられている。このセンター役物１８
は、遊技機１の裏ユニット（図示せず）に取付固定されている。また、センター役物１８
は、図柄表示装置３１、装飾枠３２及び装飾装置３３を備えている。
【００２３】
　図柄表示装置３１は、遊技機１における視覚的な演出を行うためのものである。この図
柄表示装置３１としては、例えば液晶表示パネル等のような、従来から公知の表示装置を
任意に選択して使用することができる。この図柄表示装置３１は、遊技の状況に応じて種
々の画像や動画、アニメーション等を表示することができるように構成されている。例え
ば、図柄表示装置３１では、通常は縦に３つ並んだ数字の列を３列停止表示し、そのほか
に画像やアニメーション等を表示させておいて、始動入賞口に遊技球が入賞すると、遊技
機１の内部で行われる抽選に併せて各列の数字を変動表示させ、所定時間経過後に再び各
列の数字を停止表示させる、と言うような表示が行われる。遊技機１では、この変動表示
から停止表示に移行した際の数字の並び方によって、上記した大当り抽選に当選したか否
かを遊技者に対して知らせるようになっている。なお、図１においては、説明の便宜上、
図柄表示装置３１の記載を省略している。また、本実施の形態では、図柄表示装置３１の
例として液晶表示装置を用いた例で説明したが、上記した演出表示を行うことができるも
のであれば、液晶表示装置以外のものを任意に選択して用いてもよい。
【００２４】
　装飾枠３２は、各種の装飾が施されている枠状の部材であり、遊技盤１１の前側から取
付固定されている。この装飾枠３２は、図柄表示装置３１の周囲を囲める大きさの開口部
を有する枠状に形成されており、該装飾枠３２の内側から図柄表示装置３１に表示された
各種図柄等を視認することができるように構成されている。また、装飾枠３２には、遊技
機１のコンセプトに応じた種々の絵柄や装飾が施されている。
【００２５】
　図２及び図３に示すように、装飾装置３３は、遊技の演出を向上させるためのもので、
ベース部材３４、第１駆動モータ３５及び第２駆動モータ３６、第１可動体３７、第２可
動体３８及び第３可動体３９、第１伝達部４０、第２伝達部４１及び第３伝達部４２、並
びに第１カバー体４３、第２カバー体４４及び第３カバー体４５を備えている。
【００２６】
　ベース部材３４は、装飾装置３３を遊技機１の所定位置に取付固定すると共に、該装飾
装置３３の基台となるものである。このベース部材３４は、第１可動体収納部４６、第２
可動体収納部４７及び第３可動体収納部４８と、第１伝達部収納部４９、第２伝達部支持
部５０、第３伝達部支持部５１及び回転支持部収納部５２とを備えている。
【００２７】
　第１可動体収納部４６は、第１可動体３７を回転可能な状態で収納配置させるためのも
ので、該第１可動体３７を収納配置させることができる大きさに形成されている。この時
、第１可動体収納部４６は、第１可動体３７を前側から収納し、図２に示す軸Ａを所定の
回転軸として、該軸Ａを中心に回転することが可能となるように配置される。
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【００２８】
　第２可動体収納部４７は、第２可動体３８を回転可能な状態で収納配置させるためのも
ので、該第２可動体３８を収納配置させることができる大きさに形成されている。この時
、第２可動体収納部４７は、第２可動体３８を前側から収納し、図２に示す軸Ｂを所定の
回転軸として、該軸Ｂを中心に回転することが可能となるように配置される。
【００２９】
　第３可動体収納部４８は、第３可動体３９を回転可能な状態で収納配置させるためのも
ので、該第３可動体３９を収納配置させることができる大きさに形成されている。この時
、第３可動体収納部４８は、第３可動体３９を前側から収納し、図２に示す軸Ｃを所定の
回転軸として、該軸Ｃを中心に回転することが可能となるように配置される。なお、軸Ｃ
は、上記した軸Ａと同じ位置であってもよいし、異なっていてもよい。
【００３０】
　第１伝達部収納部４９は、第１駆動モータ３５に取り付けられている第１駆動ギヤ５４
、並びに後述する第１伝達部４０を構成する第１従動ギヤ５６及び第２従動ギヤ６５を収
納するためのもので、これら第１駆動ギヤ５４、第１従動ギヤ５６及び第２従動ギヤ６５
を収納することができる大きさに形成されている。この第１伝達部収納部４９は、前方向
に延出するように形成されており、上面が開口するように形成されている。この第１伝達
部収納部４９の上面には、第１駆動モータ取付部５３がネジ止め等により取付固定されて
いる。この第１駆動モータ取付部５３は、金属板で形成されており、中央部よりも若干左
奥側に位置するようにして取付固定されている。
【００３１】
　第２伝達部支持部５０は、第２伝達部４１を構成する第３従動ギヤ６６及び第４従動ギ
ヤ８６を収納支持するためのもので、これら第３従動ギヤ６６及び第４従動ギヤ８６を収
納することができる大きさに形成されている。この第２伝達部支持部５０も、前方向に延
出するように形成されており、該第２伝達部支持部５０の前側から第３従動ギヤ６６及び
第４従動ギヤ８６を収納支持することができるように構成されている。
【００３２】
　第３伝達部支持部５１は、第３伝達部４２を構成する第５従動ギヤ９５及び第６従動ギ
ヤ１０４を収納支持するためのもので、これら第５従動ギヤ９５及び第６従動ギヤ１０４
を収納支持することができる大きさに形成されている。この第３伝達部支持部５１は、前
方向に延出するように形成されており、該第３伝達部支持部５１の前側から第５従動ギヤ
９５及び第６従動ギヤ１０４を収納支持することができるように構成されている。
【００３３】
　回転支持部収納部５２は、第３可動体３９に設けられている回転支持部１１５を収納す
るためのもので、この回転支持部１１５を収納することができる大きさに形成されている
。この回転支持部収納部５２は、前方向に延出するように形成されており、該回転支持部
収納部５２の前側から回転支持部１１５を収納することができるように構成されている。
【００３４】
　第１駆動モータ３５は、第１可動体３７、第２可動体３８及び第３可動体３９を回転駆
動させるためのものである。この第１駆動モータ３５は、第１駆動モータ取付部５３にネ
ジ止め等によって取付固定されている。この時、第１駆動モータ取付部５３に開口形成さ
れている貫通孔に第１駆動モータ３５の軸部材を挿通させた状態で、第１駆動モータ取付
部５３に対してネジ止め等によって取付固定されている。また、第１駆動モータ３５の軸
部材の先端部には、第１駆動ギヤ５４が設けられている。この第１駆動モータ３５は、該
第１駆動モータ取付部５３をベース部材３４に取り付けると、第１駆動ギヤ５４が第１伝
達部収納部４９の内部に位置するように取り付けられる。なお、この第１駆動モータ３５
は、第１可動体３７、第２可動体３８及び第３可動体３９を回転駆動させることができれ
ばよく、従来から公知のものを任意に選択して用いてよい。
【００３５】
　第２駆動モータ３６は、ベース部材３４の下部に配置され、該ベース部材３４とは別体
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で形成されている第２駆動モータ設置部材５５に、該第２駆動モータ設置部材５５の前側
からネジ止め等によって取付固定されている。この時、第２駆動モータ設置部材５５には
、第２駆動モータ３６が取付固定されている所定の位置に貫通孔が開口形成されており、
第２駆動モータ３６の軸部材がこの貫通孔を挿通することができるようになっている。第
２駆動モータ３６は、第２駆動モータ設置部材５５に取り付けられると、軸部材の先端部
が貫通孔内を通ってベース部材３４の後面側に位置し、この先端部に第２駆動ギヤ（図示
せず）が取付固定されている。なお、この第２駆動モータ３６が回転駆動を開始すると、
この回転駆動に伴って第２駆動ギヤ（図示せず）が回転を開始して、装飾装置３３を左右
方向（図１に示すＡ方向）に移動させることができるようになっている。
【００３６】
　第１可動体３７は、ベース部材３４の第１可動体収納部４６に収納されて、第１駆動モ
ータ３５の回転駆動によって軸Ａを回転軸として回転駆動することができるように形成さ
れており、遊技機１における遊技の演出態様を増加させるためのものである。図３及び図
４に示すように、第１可動体３７は、第１可動基台６１、第１装飾体本体６２、第１可動
部材６３、第１背面部材６４、第２従動ギヤ６５、第３従動ギヤ６６及び第１固定体６７
を備えている。
【００３７】
　第１可動基台６１は、第１可動体３７のベースとなる部材であり、この第１可動基台６
１の前面側に第１装飾体本体６２が取付固定される第１装飾体本体取付部６１ａが形成さ
れ、第１可動基台６１の後面側に第１背面部材６４が取付固定される第１背面部材取付部
６１ｂが形成されている。また、第１可動基台６１には、第２従動ギヤ取付部６８及び第
３従動ギヤ取付部６９を備えている。第２従動ギヤ取付部６８は、第１可動基台６１の上
部において、上方に向けて突出形成されている。この第２従動ギヤ取付部６８は、後述す
る第２従動ギヤ６５が取付固定される大きさに形成された中空の円筒形状に形成されてい
る。この第２従動ギヤ取付部６８は、第２従動ギヤ６５が取付固定できればよく、その形
状は本実施の形態以外の形状でもよい。第３従動ギヤ取付部６９は、第１可動基台６１の
下部において下方に向けて突出形成されている。この第３従動ギヤ取付部６９は、後述す
る第３従動ギヤ６６及び第１固定体６７が取付固定される大きさ及び形状に形成された中
空の円柱形状に形成されている。この第３従動ギヤ取付部６９は、第３従動ギヤ６６及び
第１固定体６７が取付固定できればよく、その形状は本実施の形態以外の形状でもよい。
また、第１可動基台６１は、第１軸受部７０を備えている。この第１軸受部７０は、第１
可動部材６３に形成されている回動軸７６を支持するためのものであり、該回動軸７６の
両端を支持して、第１可動部材６３が可動することができるようになっている。なお、本
実施の形態では、第１軸受部７０が回動軸７６の両端を支持することで第１可動部材６３
が可動できるように構成しているが、第１可動部材６３が可動できれば、他の構成であっ
てもよい。
【００３８】
　第１装飾体本体６２は、第１可動基台６１の前面側に取付固定されており、前面側に所
定の装飾を形成する第１装飾面７１が形成されている。また、第１装飾体本体６２は、下
部に第１可動部材受け部７２が形成されており、ここに第１可動部材６３が配置されるよ
うに形成されている。第１装飾体本体６２は、例えば人物の顔を模した形状となるように
形成されているが、形状はこれに限定されるものではない。また、この第１装飾体本体６
２は、所定の方向に移動可能にも形成されている。
【００３９】
　第１可動部材受け部７２は、第１可動部材６３が可動することができるように配置可能
に形成されている。なお、本実施の形態では、第１装飾体本体６２の下部に第１可動部材
受け部７２が形成されており、第１装飾体本体６２に形成された人物を模した装飾の口が
開閉することを模して第１可動部材６３が可動するようになっている。この第１可動部材
受け部７２は、第１可動部材６３が可動可能に配置できるように形成されていればよく、
この形態に限定されるものではない。
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【００４０】
　第１可動部材６３は、第１可動部材受け部７２に配置されて、第１装飾体本体６２と共
に遊技機１の演出に用いられるものである。この第１可動部材６３は、第１可動部材本体
７３、延出部７４、当接部７５及び回動軸７６を備えている。第１可動部材本体７３は、
第１可動部材６３の前面側の位置に形成されており、表面に所定の装飾が施されている。
この装飾は、第１装飾体本体６２の装飾と関連性があるものよいし、ないものであっても
よい。本実施の形態では、第１可動部材６３は、第１装飾体本体６２の形状と関連性を有
する装飾を有するように形成されており、第１装飾体本体６２が人物の頭部を模した形状
に形成され、第１可動部材６３が人物の顎部を模した形状に形成されているが、これ以外
の形状であってもよい。
【００４１】
　延出部７４は、第１可動部材本体７３の後側から後方に向けて延出するように形成され
ている。この延出部７４には、後方側の一端である後端部に回動軸７６が形成されている
。当接部７５は、延出部７４の下部において、延出部７４よりも下方に向けて突出形成さ
れている。この当接部７５は、後述する第１固定体６７の凹凸面９０の凹部８８及び凸部
８９と当接することができ、第１装飾体本体６２の移動に伴って当接部７５が凹部８８及
び凸部８９と当接しながら移動することができるように形成されている。なお、このよう
に当接部７５が凹部８８及び凸部８９と当接しながら移動する時には、第１装飾体本体６
２の移動に伴って第１可動部材６３の自重によって移動するように構成されている。
【００４２】
　回動軸７６は、延出部７４の後端部に形成されている。この回動軸７６は、ピン状の部
材が外側に張り出す方向に突出するように形成されている。この回動軸７６が第１可動基
台６１の第１軸受部７０に支持されることで、第１可動部材６３が第１可動基台６１に対
して回動可能に軸支されるように形成されている。
【００４３】
　第１背面部材６４は、第１可動基台６１の後面側に取付固定されている。この第１背面
部材６４は、第１可動基台６１に取付固定される側の端部は四辺が直線状となるように形
成されており、第１可動基台６１に取付固定した時に該第１可動基台６１に近接する側と
は反対側の他方側端部は曲面状になるように形成されている。言い換えれば、この第１背
面部材６４は、半円柱形状をなしており、半円の弦に相当する箇所の面が第１可動基台６
１に近接し、半円の弧に相当する箇所の面が第１可動基台６１とは離隔するように配置さ
れている。この第１背面部材６４は、第１装飾体本体６２及び第１可動部材６３とは異な
る装飾を施してもよいし、同じ装飾を施してもよい。また、第１装飾体本体６２及び第１
可動部材６３と第１背面部材６４とで関連性のある装飾を施してもよい。
【００４４】
　第２従動ギヤ６５は、第１可動基台６１の上部に形成されている第２従動ギヤ取付部６
８に取付固定されており、第１駆動ギヤ５４及び第１従動ギヤ５６を介して第１駆動モー
タ３５の駆動力が伝達され、さらにその駆動力によって第１可動体３７を回転させるため
のものである。この第２従動ギヤ６５は、第２従動ギヤ取付部６８に取付固定するための
第２従動ギヤ装着部７７及び第１固定部７８が形成されており、第２従動ギヤ取付部６８
に形成されている第１被取付部７９に対して第１固定部７８が取付固定されることによっ
て、第２従動ギヤ６５に伝達された駆動力が第１可動基台６１、即ち第１可動体３７に伝
達されるようになっている。また、第２従動ギヤ６５は、第１従動ギヤ５６と噛み合う第
２歯部８０、検知センサ（図示せず）が第２従動ギヤ６５の回転量を検知するための検出
片８１を備えている。なお、後述する第１駆動ギヤ５４、第１従動ギヤ５６及び第２従動
ギヤ６５により、第１伝達部４０が構成されている。
【００４５】
　第３従動ギヤ６６は、第１可動基台６１の下部に形成されている第３従動ギヤ取付部６
９に取付固定されており、第２従動ギヤ６５及び第１可動基台６１を介して第１駆動モー
タ３５の駆動力が伝達され、さらにその駆動力を後述する第４従動ギヤ８６に伝達するた
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めのものである。この第３従動ギヤ６６は、第３従動ギヤ取付部６９に取付固定するため
の第３従動ギヤ装着部８２及び第２固定部８３が形成されており、第３従動ギヤ取付部６
９に形成されている第２被取付部８４に対して第２取付部８５が取り付けられることによ
って、第１可動基台６１を通じて第３従動ギヤ６６に伝達された駆動力が第４従動ギヤ８
６、即ち第２可動体３８に伝達されるようになっている。また、第３従動ギヤ６６は、第
４従動ギヤ８６と噛み合う第３歯部８７を備えており、第１駆動モータ３５の駆動力を確
実に第２可動体３８に伝達することができるようになっている。
【００４６】
　第１固定体６７は、第１可動基台６１と第３従動ギヤ６６との間に配置されている。こ
の第１固定体６７は、第３従動ギヤ取付部６９に挿通可能な大きさに形成された挿通孔６
７ａを有しており、該第１固定体６７の下に第３従動ギヤ６６が取付固定されることによ
って、第３従動ギヤ取付部６９に取付固定される。この第１固定体６７は、一方の面が円
周方向に凹部８８と凸部８９とを順に形成する凹凸面９０として形成されている。第１固
定体６７は、凹凸面９０が第１装飾体本体６２と対峙する向き、即ち第１可動部材６３に
形成されている第１当接部７５と当接することができるような近接する位置に設けられて
いる。また、この第１固定体６７は、第１可動体収納部４６内に配置されると、該第１可
動体収納部４６において固定されるようになっている。また、この第１固定体６７は、所
定の回転軸としての軸Ａが第１固定体６７の中心となるように配置されている。なお、凹
凸面９０の凹部８８及び凸部８９は、第１固定体６７の中心から径方向外方に向けて延び
るように形成されている。
【００４７】
　第２可動体３８は、ベース部材３４の第２可動体収納部４７に収納されて、第１駆動モ
ータ３５の回転駆動によって軸Ｂを回転軸として回転駆動することができるように形成さ
れており、遊技機１における遊技の演出態様を増加させるためのものである。この第２可
動体３８は、第２可動基台９１、第２装飾体本体９２、第２可動部材９３、第２背面部材
９４、第４従動ギヤ８６、第５従動ギヤ９５及び第２固定体９６を備えている。なお、第
２装飾体本体９２、第２可動部材９３及び第２背面部材９４は、先に説明した第１可動体
３７における各部の構成と同一であるから、ここでの説明は省略する。
【００４８】
　第２可動基台９１は、第２可動体３８のベースとなる部材であり、この第２可動基台９
１の前面側に第２装飾体本体９２が取付固定され、第２可動基台９１の後面側に第２背面
部材９４が取付固定されている。また、第２可動基台９１には、第４従動ギヤ取付部９７
及び第５従動ギヤ取付部９８を備えている。第４従動ギヤ取付部９７は、第２可動基台９
１の上部において、上方に向けて突出形成されている。この第４従動ギヤ取付部９７は、
第４従動ギヤ８６が取付固定される大きさに形成された中空の円筒形状に形成されている
。この第４従動ギヤ取付部９７は、第４従動ギヤ８６が取付固定できればよく、その形状
は本実施の形態以外の形状でもよい。
【００４９】
　第５従動ギヤ取付部９８は、第５従動ギヤ９５及び第２固定体９６が取付固定される大
きさ及び形状に形成された中空状の円筒形状に形成されている。この第５従動ギヤ取付部
９８は、第５従動ギヤ９５及び第２固定体９６が取付固定できればよく、その形状は本実
施の形態以外の形状でも良い。また、第２可動基台９１は、第２軸受部（図示せず）を備
えているが、この第２軸受部の構成は先に説明した第１軸受部７０と同じであるから、こ
こでの説明は省略する。
【００５０】
　第４従動ギヤ８６は、第１可動基台６１の上部に形成されている第４従動ギヤ取付部９
７に取付固定されており、第３従動ギヤ６６を介して第１駆動モータ３５の駆動力が伝達
され、さらにその駆動力によって第２可動体３８を回転させるためのものである。この第
４従動ギヤ８６は、第４従動ギヤ取付部９７に取付固定するための第４従動ギヤ装着部９
９及び第３固定部１００が形成されており、第４従動ギヤ取付部９７に形成されている第
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３被取付部に対して第３取付部が取り付けられることによって、第４従動ギヤ８６に伝達
された駆動力が第２可動基台９１、即ち第２可動体３８に伝達されるようになっている。
また、第４従動ギヤ８６は、第３従動ギヤ６６と噛み合う第４歯部１０３を備えている。
なお、この第４従動ギヤ８６及び第３従動ギヤ６６により、第２伝達部４１が構成されて
いる。
【００５１】
　第５従動ギヤ９５は、第２可動基台９１の下部に形成されている第５従動ギヤ取付部９
８に取付固定されており、第２可動基台９１を介して第１駆動モータ３５の駆動力が伝達
され、さらにその駆動力を後述する第６従動ギヤ１０４に伝達するためのものである。こ
の第５従動ギヤ９５は、第５従動ギヤ取付部９８に取付固定するための第５従動ギヤ装着
部１０５及び第４取付部１０６が形成されており、第５従動ギヤ取付部９８に形成されて
いる第４被取付部１０７に対して第４取付部１０６が取り付けられることによって、第２
可動基台９１を通じて第５従動ギヤ９５に伝達された駆動力が第６従動ギヤ１０４、即ち
第３可動体３９に伝達されるようになっている。また、第５従動ギヤ９５は、第６従動ギ
ヤ１０４と噛み合う第５歯部１０８を備えており、第１駆動モータ３５の駆動力を確実に
第３可動体３９に伝達することができるようになっている。
【００５２】
　第２固定体９６は、第２可動基台９１と第５従動ギヤ９５との間に配置されている。こ
の第２固定体９６は、第５従動ギヤ取付部９８に挿通可能な大きさに形成された挿通孔を
有しており、該第２固定体９６の下に第５従動ギヤ９５が取付固定されることによって、
第５従動ギヤ取付部９８に取付固定される。第２固定体９６は、円周方向に凸部８９と凹
部８８とを備えているが、これら凸部８９及び凹部８８の構成は先に説明した第１固定体
６７と同じであるから、ここでの説明は省略する。また、第２固定体９６は、第２可動体
収納部４７に配置されると、該第２可動体収納部４７内に固定されるようになっている。
【００５３】
　第３可動体３９は、ベース部材３４の第３可動体収納部４８に収納されて、第１駆動モ
ータ３５の駆動によって軸Ｃを回転軸として回転することができるように形成されており
、遊技機１における遊技の演出態様を増加させるためのものである。この第３可動体３９
は、第３可動基台１１１、第３装飾体本体１１２、第３可動部材１１３、第３背面部材１
１４、第６従動ギヤ１０４、回転支持部１１５及び第３固定体１１６を備えている。なお
、第３装飾体本体１１２、第３可動部材１１３及び第３背面部材１１４は、先に説明した
第１可動体３７における各部の構成と同一であるから、ここでの説明は省略する。
【００５４】
　第３可動基台１１１は、第３可動体３９のベースとなる部材であり、この第３可動基台
１１１の前面側に第３装飾体本体１１２が取付固定され、第３可動基台１１１の後面側に
第３背面部材１１４が取付固定されている。また、第３可動基台１１１には、第６従動ギ
ヤ取付部及び回転支持部１１５を備えている。第６従動ギヤ取付部は、第３可動基台１１
１の上部において、上方に向けて突出形成されている。この第６従動ギヤ取付部は、第６
従動ギヤ１０４が取付固定される大きさに形成された中空の円筒形状に形成されている。
この第６従動ギヤ取付部は、第６従動ギヤ１０４が取付固定できればよく、その形状は本
実施の形態以外の形状でもよい。
【００５５】
　回転支持部１１５は、回転支持ギヤ１１８及び第３固定体１１６が取付固定される大き
さ及び形状に形成された中空の円筒形状に形成されている。この回転支持部１１５は、回
転支持ギヤ１１８及び第３固定体１１６が取付固定できればよく、その形状は本実施の形
態以外の形状でもよい。また、第３可動基台１１１は、第３軸受部（図示せず）を備えて
いるが、この第３軸受部の構成は先に説明した第１軸受部７０と同じであるから、ここで
の説明は省略する。
【００５６】
　第６従動ギヤ１０４は、第３可動基台１１１の上部に形成されている第６従動ギヤ取付
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部に取付固定されており、第５従動ギヤ９５を介して第１駆動モータ３５の駆動力が伝達
され、さらにその駆動力によって第３可動体３９を回転させるためのものである。この第
６従動ギヤ１０４は、第６従動ギヤ取付部に取付固定するための第６従動ギヤ装着部１１
９及び第５固定部１２０が取り付けられることによって、第６従動ギヤ１０４に伝達され
た駆動力が第３可動基台１１１、即ち第３可動体３９に伝達されるようになっている。ま
た、第６従動ギヤ１０４は、第５従動ギヤ９５と噛み合う第６歯部を備えている。なお、
この第５従動ギヤ９５及び第６従動ギヤ１０４により、第３伝達部４２が構成されている
。
【００５７】
　回転支持ギヤ１１８は、第３可動基台１１１の下部に形成されている回転支持部１１５
に取付固定されており、第３可動基台１１１を介して第１駆動モータ３５の駆動力が伝達
される。この回転支持ギヤ１１８は、回転支持部１１５に取付固定するための回転支持ギ
ヤ取付部及び第６取付部が形成されており、回転支持部１１５に形成されている第６被取
付部に対して第６取付部が取り付けられることによって、第３可動基台１１１を通じて回
転支持ギヤ１１８に伝達される。
【００５８】
　第３固定体１１６は、第３可動基台１１１と回転支持ギヤ１１８との間に配置されてい
る。この第３固定体１１６は、回転支持部１１５に挿通可能な大きさに形成された挿通孔
を有しており、該第３固定体１１６の下に回転支持ギヤ１１８が取付固定されることによ
って、回転支持部１１５に取付固定される。第３固定体１１６は、円周方向に凸部８９と
凹部８８とを備えているが、これら凸部８９及び凹部８８の構成は先に説明した第１固定
体６７と同じであることから、ここでの説明は省略する。また、第３固定体１１６は、第
３可動体収納部４８に配置されると、該第３可動体収納部４８内に固定されるようになっ
ている。
【００５９】
　第１伝達部４０は、第１駆動モータ３５と第１可動体３７との間に配置されている第１
駆動ギヤ５４、第１従動ギヤ５６及び第２従動ギヤ６５から構成されている。これら第１
駆動ギヤ５４、第１従動ギヤ５６及び第２従動ギヤ６５は、従来から公知のものを任意に
選択して用いることができる。第１駆動ギヤ５４は、第１駆動モータ３５の軸部材と連結
しており、該第１駆動モータ３５の回転に伴って回転するように構成されている。また、
第１駆動ギヤ５４は第１従動ギヤ５６と噛み合っており、第１従動ギヤ５６は第２従動ギ
ヤ６５と噛み合っている。したがって、第１駆動モータ３５の駆動力は、第１駆動ギヤ５
４を介して第１従動ギヤ５６に伝達され、さらには第１従動ギヤ５６から第２従動ギヤ６
５へと伝達されるようになっている。また、これら第１駆動ギヤ５４、第１従動ギヤ５６
及び第２従動ギヤ６５は、第１駆動モータ３５の駆動力が確実に伝達されるように配置さ
れている。
【００６０】
　第２伝達部４１は、第１可動体３７と第２可動体３８との間に配置されている第３従動
ギヤ６６及び第４従動ギヤ８６とから構成されている。これら第３従動ギヤ６６及び第４
従動ギヤ８６は、従来から公知のものを任意に選択して用いることができる。第３従動ギ
ヤ６６は、第１可動基台６１と連結しており、該第１可動基台６１の回転に伴って回転す
るように構成されている。また、第３従動ギヤ６６は第４従動ギヤ８６と噛み合っている
。したがって、第１駆動モータ３５の駆動力は、第１可動基台６１を介して第３従動ギヤ
６６に伝達され、さらには第３従動ギヤ６６から第４従動ギヤ８６へと伝達されるように
なっている。また、これら第３従動ギヤ６６及び第４従動ギヤ８６は、第１駆動モータ３
５の駆動力が確実に伝達されるように配置されている。
【００６１】
　第３伝達部４２は、第２可動体３８と第３可動体３９との間に配置されている第５従動
ギヤ９５及び第６従動ギヤ１０４から構成されている。これら第５従動ギヤ９５及び第６
従動ギヤ１０４は、従来から公知のものを任意に選択して用いることができる。第５従動
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ギヤ９５は、第２可動基台９１と連結しており、該第２可動基台９１の回転に伴って回転
するように構成されている。また、第５従動ギヤ９５は第６従動ギヤ１０４と噛み合って
いる。したがって、第１駆動モータ３５の駆動力は、第２可動基台９１を介して第５従動
ギヤ９５に伝達され、さらには第５従動ギヤ９５から第６従動ギヤ１０４へと伝達される
ようになっている。また、これら第５従動ギヤ９５及び第６従動ギヤ１０４は、第１駆動
モータ３５の駆動力が確実に伝達されるように配置されている。
【００６２】
　第１カバー体４３は、第１伝達部４０を保護するためのものである。この第１カバー体
４３は、第１伝達部４０の前側から差し込むことができるように形成されており、ベース
部材３４の第１伝達部４０取付部において、該ベース部材３４に対してネジ止め等により
取付固定することができるように構成されている。
【００６３】
　第２カバー体４４は、第２伝達部４１を保護するためのものである。この第２カバー体
４４は、第２伝達部４１の前側から差し込むことができるように形成されており、ベース
部材３４の第２伝達部４１取付部において、該ベース部材３４に対してネジ止め等により
取付固定することができるように構成されている。
【００６４】
　第３カバー体４５は、第３伝達部４２を保護するためのものである。この第３カバー体
４５は、第３伝達部４２の前側から差し込むことができるように形成されており、ベース
部材３４の第３伝達部４２取付部において、該ベース部材３４に対してネジ止め等により
取付固定することができるように構成されている。
【００６５】
　次に、このように形成された第１の実施の形態に係る遊技機１の作用効果について説明
する。本実施の形態における遊技機１では、通常の遊技が行われている場合には、図１に
示すように第１可動体３７の第１装飾体本体６２及び第１可動部材６３、第２可動体３８
の第２装飾体本体９２及び第２可動部材９３、並びに第３可動体３９の第３装飾体本体１
１２及び第３可動部材１１３が遊技者に視認される方向、即ち、前側を向くように配置さ
れている。
【００６６】
　ここで、例えば、遊技球が始動入賞口に入賞した等のような予め定められた所定の条件
が成立すると、遊技機１は第１駆動モータ３５の回転駆動を開始して第１伝達部４０の第
１駆動ギヤ５４、第１従動ギヤ５６を介して第１可動体３７の第１可動基台６１に駆動力
を伝達する。駆動力を受けた第１可動基台６１は回転駆動を開始する。この時、第１可動
基台６１に取付固定されている第１装飾体本体６２、第１可動部材６３及び第１背面部材
６４も、第１可動基台６１の回転に伴って回転する。このように、第１可動基台６１、第
１装飾体本体６２、第１可動部材６３及び第１背面部材６４が回転する一方、第１固定体
６７は、第１可動体収納部４６において回転しないように固定されているため、上記した
第１可動基台６１、第１装飾体本体６２、第１可動部材６３及び第１背面部材６４が回転
動作を行っている間も、静止した状態を維持している。
【００６７】
　この時、第１可動部材６３には、第１可動部材本体７３の自重によって下向きの力が作
用している。そのため、第１可動部材６３が第１可動基台６１と共に回転すると、第１可
動部材６３に形成されている当接部７５が第１固定体６７に当接しながら回転することに
なる。図５に示すように、第１固定体６７は、当接部７５と当接する箇所に凹部８８及び
凸部８９が交互に複数形成されている。そのため、当接部７５は、凹部８８及び凸部８９
と当接してその位置を変化させながら、第１可動部材６３の回転に伴って移動している。
【００６８】
　当接部７５が凹部８８及び凸部８９によって移動すると、第１可動部材本体７３も当接
部７５の移動に伴って移動する。即ち、第１可動体３７は、第１駆動モータ３５の駆動力
を受けると、第１可動部材６３を移動させながら、軸Ａを回転軸として回転する。
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【００６９】
　第１駆動モータ３５の駆動力は、第１可動体３７を介して第２可動体３８にも伝達され
る。即ち、第１可動体３７の第３従動ギヤ６６と第２可動体３８の第４従動ギヤ８６とは
互いに噛み合っているので、第１可動体３７が回転駆動を開始すると、第３従動ギヤ６６
から第４従動ギヤ８６を通じて第２可動体３８の第２可動基台９１に駆動力が伝達される
。駆動力を受けた第２可動基台９１は回転駆動を開始する。この時、第２可動基台９１に
取付固定されている第２装飾体本体９２、第２可動部材９３及び第２背面部材９４も、第
２可動基台９１の回転に伴って回転する。このように、第２可動基台９１、第２装飾体本
体９２、第２可動部材９３及び第２背面部材９４が回転する一方、第２固定体９６は、第
２可動体収納部４７において回転しないように固定されているため、第１可動基台６１、
第１装飾体本体６２、第１可動部材６３及び第１背面部材６４が回転動作を行っている間
も、静止した状態を維持している。
【００７０】
　この時、第２可動部材９３には、該第２可動部材９３の自重によって下向きの力が作用
している。そのため、第２可動部材９３が第２可動基台９１と共に回転すると、第２可動
部材９３に形成されている当接部（図示せず）が第２固定体９６に当接しながら回転する
。第２固定体９６は、当接部と当接する箇所に凹部８８及び凸部８９が交互に複数形成さ
れている。そのため、当接部は、凹部８８及び凸部８９と当接して、その位置を変化させ
ながら、第２可動部材９３の回転に伴って移動している。
【００７１】
　当接部が凹部８８及び凸部８９によって移動すると、第２可動部材９３も当接部７５の
移動に伴って移動する。即ち、第２可動体３８は、第１駆動モータ３５の駆動力を受ける
と、第２可動部材９３を移動させながら、軸Ｂを回転軸として回転する。なお、この時、
第２可動体３８は、第３従動ギヤ６６と第４従動ギヤ８６とが噛み合うことで回転してい
ることから、第１可動体３７とは別方向に回転する。例えば、第１可動体３７が時計方向
に回転しているとすれば、第２可動体３８は反時計方向に回転する。
【００７２】
　さらに第１駆動モータ３５の駆動力は、第２可動体３８を介して第３可動体３９にも伝
達される。即ち、第２可動体３８の第５従動ギヤ９５と第３可動体３９の第６従動ギヤ１
０４とが互いに噛み合っているので、第２可動体３８が回転駆動を開始すると、第５従動
ギヤ９５から第６従動ギヤ１０４を通じて第３可動体３９の第３可動基台１１１に駆動力
が伝達される。駆動力を受けた第３可動基台１１１は回転駆動を開始する。この時、第３
可動基台１１１に取付固定されている第３装飾体本体１１２、第３可動部材１１３及び第
３背面部材１１４も、第３可動部材１１３及び第３背面部材１１４が回転する一方、第３
固定体１１６は、第３可動体収納部４８において回転しないように固定されているため、
第３可動基台１１１、第３装飾体本体１１２、第３可動部材１１３及び第３背面部材１１
４が回転動作を行っている間も、静止した状態を維持している。
【００７３】
　この時、第３可動部材１１３には、該第３可動部材１１３の自重によって下向きの力が
作用している。そのため、第３可動部材１１３が第３可動基台１１１と共に回転すると、
第３可動部材１１３に形成されている当接部（図示せず）が第３固定体１１６に当接しな
がら回転する。第３固定体１１６は、当接部と当接する箇所に凹部８８及び凸部８９が交
互に複数形成されているから、当接部は凹部８８及び凸部８９と当接して、その位置を変
化させながら、第３可動部材１１３の回転に伴って移動している。
【００７４】
　当接部が凹部８８及び凸部８９によって移動すると、第３可動部材１１３も当接部の移
動に伴って移動する。即ち、第３可動体３９は、第１駆動モータ３５の駆動力を受けると
、第３可動部材１１３を移動させながら、軸Ｃを回転軸として回転する。なお、この時、
第３可動体３９は、第５従動ギヤ９５と第６従動ギヤ１０４とが互いに噛み合うことで回
転しているので、第２可動体３８とは別方向であって、第１可動体３７と同方向に回転す
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る。例えば、第１可動体３７が時計方向に回転し、第２可動体３８が反時計方向に回転し
ているとすれば、第３可動体３９は時計方向に回転する。
【００７５】
　したがって、遊技機１は、遊技中における所定の条件が成立して第１駆動モータ３５が
回転駆動を開始すると、第１可動部材６３が移動しながら第１可動体３７が回転し、第２
可動部材９３が移動しながら第２可動体３８が回転し、さらに第３可動部材１１３が移動
しながら第３可動体３９が回転駆動を同時に行う。この時、第１可動体３７及び第３可動
体３９がそれぞれ同じ回転方向に向けて回転し、第２可動体３８が第１可動体３７及び第
３可動体３９とは反対の回転方向に向けて回転するので、回転動作にもバリエーションを
持たせることができ、遊技者の興趣を大きく向上させるような演出を行うことができる。
【００７６】
　これら第１可動体３７、第２可動体３８及び第３可動体３９には、これら第１可動体３
７、第２可動体３８及び第３可動体３９の内部にＬＥＤ等のような発光部材を設けておき
、回転に併せて種々の態様で発光するようにしてもよい。この場合には、遊技機１は、第
１可動体３７、第２可動体３８及び第３可動体３９の回転による演出効果と、発光態様の
面白さによる演出効果を相乗的に組み合わせて、より遊技者の興趣を向上させることも可
能になる。さらに、本実施の形態に係る遊技機１は、装飾装置３３に隣接して配置されて
いる図柄表示装置３１における表示態様と関連性を持たせることにより演出を行うように
してもよい。例えば、第１駆動モータ３５の回転駆動が開始した後、第１可動体３７の第
１装飾体本体６２及び第１可動部材６３、第２可動体３８の第２装飾体本体９２及び第２
可動部材９３、並びに第３可動体３９の第３装飾体本体１１２及び第３可動部材１１３の
いずれかが図柄表示装置３１に近接する方向（図１における左向き）に向いた時に停止さ
せて、図柄表示装置３１において、例えば「リーチ！」、「いまアツい！」などのような
メッセージを書いた吹き出しを表示させてもよい。このように、第１可動体３７、第２可
動体３８及び第３可動体３９の動作に併せて図柄表示装置３１も用いて演出を行った場合
には、該第１可動体３７、第２可動体３８及び第３可動体３９の動きによる演出効果に加
えて、メッセージによる演出効果も相乗的に加えることもでき、より遊技者の興趣を向上
させることが可能になる。また、この態様に加えて、先に説明したように、第１可動体３
７、第２可動体３８及び第３可動体３９に発光部材を設けた場合には、先の演出効果に加
えて、光を用いた演出効果をも持たせることができ、遊技者の興趣をさらにより向上させ
ることが可能になる。
【００７７】
　次に、本発明に係る遊技機の第２の実施の形態について説明する。なお、本実施の形態
に係る遊技機の構成のうち、先に説明した第１の実施の形態に係る遊技機の構成と同一で
あるものに関しては、ここでの説明は省略する。
【００７８】
　図７～図１０に示すように、本実施の形態に係る遊技機では、装飾装置１３１の構成が
先に説明した第１の実施の形態と相違する。本実施の形態に係る遊技機の装飾装置１３１
は、前カバー部材１３２、ベース部材１３３及び可動体ユニット１３４を備えている。こ
れら前カバー部材１３２及び可動体ユニット１３４がベース部材１３３に取付固定されて
いる。
【００７９】
　前カバー部材１３２は、ベース部材１３３及び可動体ユニット１３４の前側に位置する
ように取付固定されており、装飾装置１３１において所定の装飾を施す装飾面１３５が形
成されている。また、前カバー部材１３２は、第１視認部１３６、第２視認部１３７及び
第３視認部１３８を有している。第１視認部１３６は、可動体ユニット１３４を構成する
後述する第１可動体１５４の第１装飾体を視認可能にするためのもので、後方に配置され
る第１可動体１５４を遊技者が視認することができる位置に形成されている。第２視認部
１３７は、可動体ユニット１３４を構成する後述する第２可動体１５５の第２装飾体を視
認可能にするためのもので、後方に配置される第２可動体１５５を遊技者が視認すること
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ができる位置に形成されている。さらに、第３視認部１３８は、可動体ユニット１３４を
構成する後述する第３可動体１５６の第３装飾体を視認可能にするためのもので、後方に
配置される第３可動体１５６を遊技者が視認することができる位置に形成されている。な
お、本実施の形態では、第１視認部１３６及び第３視認部１３８は切欠き状に形成されて
おり、第２視認部１３７は孔状に形成されているが、第１視認部１３６、第２視認部１３
７及び第３視認部１３８は、それぞれ第１装飾体、第２装飾体及び第３装飾体を遊技者が
視認することができればよく、その形状は本実施の形態のものに限定されるものではない
。
【００８０】
　ベース部材１３３は、装飾装置１３１のベースとなる部材であり、図示しない裏ユニッ
トに取付固定されるように形成されている。このベース部材１３３は、前側に、前カバー
部材１３２及び可動体ユニット１３４を取付固定することができるように形成されている
。また、このベース部材１３３には、第１可動体１５４を収納するための第１可動体収納
部材１３９をネジ止め等により取付固定するための第１固定部１４０、第２可動体１５５
を収納するための第２可動体収納部材１４１をネジ止め等により取付固定するための第２
固定部１４２及び第３可動体１５６を収納するための第３可動体収納部材１４３をネジ止
め等により取付固定するための第３固定部１４４が形成されている。また、ベース部材１
３３には、駆動モータ１５２を取付固定するための駆動モータ取付部１４５が形成されて
いる。この駆動モータ取付部１４５は、ベース部材１３３の上部において、前方に向けて
延出形成されている。
【００８１】
　第１可動体収納部材１３９は、可動体ユニット１３４をベース部材１３３に取付固定し
た時に、可動体ユニット１３４を構成する第１可動体１５４を収納配置するためのもので
ある。この第１可動体収納部材１３９は、第１可動体収納部１４６を有している。この第
１可動体収納部１４６は、第１可動体１５４が収納可能な大きさであって、前方が開放す
るＵ字形状に形成されている。また、この第１可動体収納部材１３９は、ベース部材１３
３の第１固定部１４０に取付固定するための第１被固定部１４７が形成されており、ネジ
止め等の方法によってベース部材１３３に取付固定されている。
【００８２】
　第２可動体収納部材１４１は、可動体ユニット１３４をベース部材１３３に取付固定し
た時に、可動体ユニット１３４を構成する第２可動体１５５を収納配置するためのもので
ある。この第２可動体収納部材１４１は、第２可動体収納部１４８を有している。この第
２可動体収納部１４８は、第２可動体１５５が収納可能な大きさであって、前方が開放す
るＵ字形状に形成されている。また、この第２可動体収納部材１４１は、ベース部材１３
３の第２固定部１４２に取付固定するための第２被固定部１４９が形成されており、ネジ
止め等の任意な方法によってベース部材１３３に取付固定されている。
【００８３】
　第３可動体収納部材１４３は、可動体ユニット１３４をベース部材１３３に取付固定し
た時に、可動体ユニット１３４を構成する第３可動体１５６を収納配置するためのもので
ある。この第３可動体収納部材１４３は、第３可動体収納部１５０を有している。この第
３可動体収納部１５０は、第３可動体１５６が収納可能な大きさであって、前方が開放す
るＵ字形状に形成されている。また、この第３可動体収納部材１４３は、ベース部材１３
３の第３固定部１４４に取付固定するための第３被固定部１５１が形成されており、ネジ
止め等の任意な方法によってベース部材１３３に取付固定されている。
【００８４】
　なお、本実施の形態では、第１可動体収納部材１３９、第２可動体収納部材１４１及び
第３可動体収納部材１４３はそれぞれ別体で形成したが、これらを全て一体成形で形成し
てもよいし、これ以外の形で形成してもよい。
【００８５】
　可動体ユニット１３４は、ベース部材１３３に取付固定されており、遊技の進行に応じ
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て遊技者の興趣を向上させるための演出を行うためのものである。この可動体ユニット１
３４は、駆動モータ１５２、駆動軸部材１５３、第１可動体１５４、第２可動体１５５及
び第３可動体１５６とした複数の可動体を備えている。なお、これら第１可動体１５４、
第２可動体１５５及び第３可動体１５６は、後述する駆動軸１５９から所定間隔あけた一
方の側と、この駆動軸１５９から所定間隔あけた一方の側とは反対の側である他方の側と
にそれぞれ位置し、かつこれら第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５
６が一方の側と他方の側とに、交互に配置されている。
【００８６】
　駆動モータ１５２は、第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６を回
転駆動させるためのものである。この駆動モータ１５２は、ベース部材１３３の駆動モー
タ取付部１４５にネジ止め等により取付固定されている。この時、駆動モータ１５２は、
駆動モータ取付部１４５に開口形成されている貫通孔に駆動モータ１５２の軸部材を挿通
させた状態で、駆動モータ取付部１４５に対して取付固定されている。また、駆動モータ
１５２の軸部材の先端部には、駆動ギヤ１５７が設けられている。駆動モータ１５２は、
駆動モータ取付部１４５に取付固定されると、駆動ギヤ１５７が可動体ユニット１３４の
駆動軸部材１５３を構成する第１伝達ギヤ１６０と噛み合うようになっており、駆動モー
タ１５２が回転駆動を開始すると、駆動ギヤ１５７及び第１伝達ギヤ１６０を通じて駆動
軸部材１５３が回転駆動を開始するようになっている。なお、駆動モータ１５２は、第１
可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６を回転駆動させることができれば
よく、従来から公知のものを任意に選択して用いてよい。
【００８７】
　駆動軸部材１５３は、第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６の背
面側に位置するように設けられており、駆動モータ１５２の回転駆動に伴って駆動する。
この駆動軸部材１５３は、駆動軸１５９、第１伝達ギヤ１６０、第２伝達ギヤ１６１、第
３伝達ギヤ１６２及び第４伝達ギヤ１６３を備えている。駆動軸１５９は、駆動モータ１
５２の駆動力を第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６に伝達するた
めのものであり、上部に第１伝達ギヤ１６０が設けられ、下部には第４伝達ギヤ１６３が
設けられている。また、これら第１伝達ギヤ１６０及び第４伝達ギヤ１６３の間において
、第２伝達ギヤ１６１及び第３伝達ギヤ１６２が設けられている。第２伝達ギヤ１６１は
、第３伝達ギヤ１６２よりも第１伝達ギヤ１６０に近接する位置に設けられ、第３伝達ギ
ヤ１６２は、第２伝達ギヤ１６１よりも第４伝達ギヤ１６３に近接する位置に設けられて
いる。即ち、これら第１伝達ギヤ１６０、第２伝達ギヤ１６１、第３伝達ギヤ１６２及び
第４伝達ギヤ１６３は、縦方向に配置された駆動軸１５９の上部に第１伝達ギヤ１６０が
配置され、その下に向けて順に第２伝達ギヤ１６１、第３伝達ギヤ１６２及び第４伝達ギ
ヤ１６３が配置されている。なお、駆動軸１５９は、第１可動体１５４、第２可動体１５
５及び第３可動体１５６を並べた時に、この並べた第１可動体１５４、第２可動体１５５
及び第３可動体１５６の総延長よりも長くなるように形成されており、第１伝達ギヤ１６
０が駆動ギヤ１５７と確実に噛み合う位置となるように形成されている。この駆動軸部材
１５３は、駆動軸１５９の回転軸Ｘを中心に回転するようになっている。
【００８８】
　伝達部材としての第１伝達ギヤ１６０は、駆動ギヤ１５７を介して駆動モータ１５２の
駆動力を伝達されるためのものである。この第１伝達ギヤ１６０は、所定位置として、駆
動軸１５９において駆動ギヤ１５７と噛み合う位置に取付固定されている。なお、この第
１伝達ギヤ１６０は、駆動ギヤ１５７と噛み合って駆動モータ１５２からの駆動力が伝達
されればよく、従来から公知のものを任意に選択して用いてよい。
【００８９】
　伝達部材としての第２伝達ギヤ１６１は、第１従動ギヤ１５８を介して駆動モータ１５
２の駆動力を第１可動体１５４に伝達するためのものである。この第２伝達ギヤ１６１は
、所定位置として、駆動軸１５９において被伝達部材としての第１従動ギヤ１５８と噛み
合う位置に取付固定されている。第２伝達ギヤ１６１は、第１従動ギヤ１５８と噛み合っ
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て、駆動モータ１５２からの駆動力を駆動軸部材１５３の回転駆動によりを伝達して第１
従動ギヤ１５８を回転させることができればよく、従来から公知のものを任意に選択して
用いてよい。
【００９０】
　伝達部材としての第３伝達ギヤ１６２は、第２従動ギヤ１６４を介して駆動モータ１５
２の駆動力を第２可動体１５５に伝達するためのものである。この第３伝達ギヤ１６２は
、所定位置として、駆動軸１５９において被伝達部材としての第２従動ギヤ１６４と噛み
合う位置に取付固定されている。第３伝達ギヤ１６２は、第２従動ギヤ１６４と噛み合っ
て、駆動モータ１５２からの駆動力を駆動軸部材１５３の回転駆動によりを伝達して第２
従動ギヤ１６４を回転させることができればよく、従来から公知のものを任意に選択して
用いてよい。
【００９１】
　伝達部材としての第４伝達ギヤ１６３は、第３従動ギヤ１６５を介して駆動モータ１５
２の駆動力を第３可動体１５６に伝達するためのものである。この第４伝達ギヤ１６３は
、所定位置として、駆動軸１５９において被伝達部材としての第３従動ギヤ１６５と噛み
合う位置に取付固定されている。第４伝達ギヤ１６３は、第３従動ギヤ１６５と噛み合っ
て、駆動モータ１５２からの駆動力駆動軸部材１５３の回転駆動によりを伝達して第１従
動ギヤ１５８を回転させることができればよく、従来から公知のものを任意に選択して用
いてよい。
【００９２】
　図１１、図１２に示すように、第１可動体１５４は、第１可動基台１７１、第１伝達部
１７２、第１装飾体本体１７３、第１可動部材１７４、第１背面部材１７５、第１上部カ
バー部材１７６及び第１下部カバー部材１７７を備えており、駆動モータ１５２の駆動力
が伝達されて、前カバー部材１３２の第１視認部１３６を介して遊技者が視認可能な第１
の位置と、第１視認部１３６を介しても遊技者が視認できない第２の位置との間で、軸Ｘ
とは異なる位置に位置する回転軸Ｄを中心に回転することが可能となるように形成されて
いる。
【００９３】
　第１可動基台１７１は、第１装飾体本体取付部１７８、第１可動軸受部１７９、第１背
面部材取付部１８０、第１嵌合部１８１、第２嵌合部１８２及び第１被挿入部１８３を備
えている。
【００９４】
　第１装飾体本体取付部１７８は、第１装飾体本体１７３を取り付けるためのもので、そ
の内部に第１可動軸受部１７９が形成されている。この第１装飾体本体取付部１７８は、
第１装飾体本体１７３を前側からネジ止め等により取付固定することができるように形成
されている。なお、この第１装飾体本体取付部１７８は、第１装飾体本体１７３を取付固
定することができれば、その形状や取付方法は任意に選択してよい。
【００９５】
　第１可動軸受部１７９は、第１可動部材１７４に形成されている後述する第１可動軸を
受けるためのものである。この第１可動軸受部１７９は、回動軸２０１が前側から嵌め込
めるようなＵ字形状の溝となっており、この溝内に第１可動軸が配置されるようになって
いる。この第１可動軸受部１７９は、第１可動基台１７１において２ヶ所に形成されてお
り、第１可動部材１７４に形成されている２つの第１可動軸を受けることができる位置に
それぞれ形成されている。なお、この第１可動軸受部１７９は、回動軸２０１を受けるこ
とができればよく、その構成は上記したものに限定されない。
【００９６】
　第１背面部材取付部１８０は、第１背面部材１７５を取り付けるためのものである。こ
の第１背面部材取付部１８０は、第１可動基台１７１の後面側に形成されており、第１装
飾体本体１７３と対向する位置に形成されている。また、第１背面部材取付部１８０には
、第１背面部材１７５がネジ止めにより取付固定されるように形成されている。なお、こ
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の第１背面部材取付部１８０は、第１背面部材１７５を取付固定することができればよく
、その構成や取付方法は従来から知られている他の方法を任意に選択して用いてもよい。
【００９７】
　第１嵌合部１８１は、第１上部カバー部材１７６を取付固定する際に、該第１上部カバ
ー部材１７６の位置決めをして正確な位置に取付固定するようにするためのものである。
この第１嵌合部１８１は、第１上部カバー部材１７６に形成されている第１被嵌合部１８
４に嵌合し、かつ第１被嵌合部１８４に嵌合した時には、第１嵌合部１８１及び第１被嵌
合部１８４との間でガタツキ等が生じないようにすることができるように形成されている
。
【００９８】
　第２嵌合部１８２は、第１下部カバー部材１７７を取付固定する際に、該第１下部カバ
ー部材１７７の位置決めをして正確な位置に第１下部カバー部材１７７を取付固定するよ
うにするためのものである。この第２嵌合部１８２は、第１下部カバー部材１７７に形成
されている第２被嵌合部１８５と嵌合し、かつ第２被嵌合部１８５に嵌合した時には、第
２嵌合部１８２及び第２被嵌合部１８５の間でガタツキ等が生じないようにすることがで
きるように形成されている。
【００９９】
　第１被挿入部１８３は、第１嵌合部１８１の内側において孔状に形成されている。この
第１被挿入部１８３は、後述する第１支持部材の第１挿入部１９２が挿入可能で、かつ挿
入された第１挿入部１９２が第１被挿入部１８３内でガタツキが生じない様な大きさに形
成されている。
【０１００】
　第１伝達部１７２は、第１回転軸１８６、第１回転支持部１８７、第１従動ギヤ１５８
及び第２従動ギヤ１６４を備えている。この第１伝達部１７２は、第１装飾体本体１７３
が第２の位置に位置すると、第１可動部材１７４に対して所定の動作をさせるように構成
されている。また、この第１伝達部１７２は、第１可動部材１７４と互いに対峙するよう
に配置されている。第１回転軸１８６は、所定長さに形成された軸状の部材で、一端側に
第２従動ギヤ取付部１８８が形成され、他端側に第１回転支持部１８７に取付固定するた
めの回転固定部１８９が形成されている。この第１伝達部１７２は、軸Ｘとは異なる位置
に位置する所定の回転軸としての回転軸Ｄを中心に回転し、第１可動体１５４を構成する
各種部材が取り付けられる回転軸部材となるようにも構成されている。
【０１０１】
　第１回転支持部１８７は、第１回転軸１８６の他端側端部に、第１回転軸１８６が回転
可能な形で取付固定されている。この第１回転支持部１８７は、中空円筒状に形成されて
いる筒状体を有する部材であり、側部の中央部には開口部１９０が形成されている。また
、この第１回転支持部１８７には、押圧部１９１及び第１挿入部１９２が形成されている
。
【０１０２】
　押圧部１９１は、筒状体から径方向外方に飛び出るフランジ状に形成された部材である
。この押圧部１９１は、筒状体から径方向外方に飛び出る突出長さが場所によって異なる
ように形成されており、他の部分よりも突出長さが長い第１突出部１９３と、押圧突出部
よりも突出長さが短い第２突出部１９４とを有している。第１突出部１９３は、第１可動
部材１７４の被押圧部１９７を押圧することが可能な突出長さを有するように形成されて
おり、第２突出部１９４は、被押圧部１９７を押圧することができない、即ち被押圧部１
９７とは接触しない突出長さを有するように形成されている。この押圧部１９１は、第１
伝達部１７２の回転に伴って回転しながら被押圧部１９７を押圧するように構成されてい
る。
【０１０３】
　第１従動ギヤ１５８は、第１可動体１５４において、該第１可動体１５４を第１可動体
収納部１４６に収納配置した時に、第１伝達ギヤ１６０と噛み合う位置に配置されており
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、第１伝達ギヤ１６０と噛み合うように形成されている。この第１従動ギヤ１５８は、第
１伝達ギヤ１６０と噛み合うことができれば、従来から公知のものを任意に選択して用い
てよい。また。この第１従動ギヤ１５８は、第２従動ギヤ１６４とも噛み合っており、第
１伝達ギヤ１６０を介して伝達された駆動モータ１５２の駆動力を第２従動ギヤ１６４に
伝達させることができるように構成されている。
【０１０４】
　第２従動ギヤ１６４は、第１可動体１５４において、第１従動ギヤ１５８と噛み合うよ
うに配置されている。また、この第２従動ギヤ１６４は、第１回転軸１８６の第２従動ギ
ヤ取付部１８８に取付固定されている。第２従動ギヤ１６４は、第１従動ギヤ１５８から
駆動力が伝達されると、第１回転軸１８６にその駆動力を伝達し、第１伝達部１７２が全
体的に回転するように駆動力を伝達するように構成されている。
【０１０５】
　第１装飾体本体１７３は、所定の回転軸としての回転軸Ｄを中心にして、第１の位置と
第２の位置との間を回転するように構成されており、前面に第１装飾面１３５を有してい
る。この第１装飾面１３５は、遊技機のコンセプトに合わせた所定の装飾が施されたり、
所定の装飾となる形状に形成されている。例えば、本実施の形態では、人物の表情を模し
た形状となるように第１装飾面１３５を形成している。なお、この第１装飾面１３５の装
飾や形状は、上記したものに限定されず、任意に選択してよい。また、第１装飾体本体１
７３は、後面に第１可動基台１７１に取付固定される第１固定部１４０が形成されている
。本実施の形態では、第１装飾体本体１７３は、第１固定部１４０においてネジ止めによ
り第１可動基台１７１に取付固定されているが、これに限定されるものではない。また、
第１装飾体本体１７３は、下部に第１可動部材受け部１９５が形成されており、この第１
可動部材受け部１９５に第１可動部材１７４が配置されるように形成されている。この第
１可動部材受け部１９５は、第１装飾体本体１７３の下部が開口した凹状に形成されてお
り、内部に第１可動部材１７４が配置可能な大きさに形成されている。
【０１０６】
　第１可動部材１７４は、第１可動部材受け部１９５に配置されると共に第１装飾体本体
１７３に取り付けられて、遊技機の演出に用いられるものである。この第１可動部材１７
４は、第１可動部材本体１９６、被押圧部１９７、回動軸形成部１９８及び第１付勢部材
取付部１９９を有している。第１可動部材本体１９６は、第１可動部材１７４の前面側の
位置に形成されており、表面に所定の装飾が施されている。この装飾は、第１装飾体本体
１７３の装飾と関連性があるものであってもよいし、ないものであってもよい。また、第
１可動部材１７４は、第１伝達部１７２と互いに対峙するように配置されている。
【０１０７】
　回動軸形成部１９８は、第１可動部材本体１９６から後方に向けて延出する回動軸形成
部本体２００と、この回動軸形成部本体２００から略直角方向であってかつ外向きに演出
する回動軸２０１とを備えている。被押圧部１９７は、第１伝達部１７２における押圧部
１９１と対峙し、回動軸形成部本体２００の後方側において該回動軸形成部本体２００の
後方側端部よりも後方に向けて突出するように形成され、第１伝達部１７２の移動に伴っ
て押圧部１９１が被押圧部１９７を押圧して、第１可動部材１７４が所定の動作を行うよ
うに構成されている。また、この回動軸形成部本体２００には、付勢部材２０２を取り付
けるための第１付勢部材取付部１９９が形成されている。付勢部材２０２は、この一端部
が第１付勢部材取付部１９９に取り付けられており、他端部が第１可動基台１７１の第２
付勢部材取付部２０３に取り付けられている。この付勢部材２０２は、所定の張力によっ
て第１可動部材１７４に対して引っ張っており、第１可動部材受け部１９５の内部に配置
される位置に第１可動部材１７４が位置させている。
【０１０８】
　第１背面部材１７５は、第１可動基台１７１の後面側に取付固定されている。この第１
背面部材１７５は、第１可動基台１７１に取付固定される側の端部は四辺が直線状となる
ように形成されており、第１可動基台１７１に取付固定した時に該第１可動基台１７１に
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近接する側とは反対側の他方側端部は曲面状になるように形成されている。言い換えれば
、この第１背面部材１７５は、半円中形状をなしており、半円の弦に相当する箇所の面が
第１可動基台１７１に近接し、半円の弧に相当する箇所の面が第１可動基台１７１とは離
隔するように配置されている。この第１背面部材１７５は、第１装飾体本体１７３及び第
１可動部材１７４とは異なる装飾を施してもよいし、同じ装飾を施してもよい。また、第
１装飾体本体１７３及び第１可動部材１７４と第１背面部材１７５とで関連性のある装飾
を施してもよい。
【０１０９】
　第１上部カバー部材１７６は、第１可動体収納部１４６の上部に取付固定されている部
材である。この第１上部カバー部材１７６は、第１被嵌合部１８４を有している。第１被
嵌合部１８４は、第１可動基台１７１の第１嵌合部１８１と嵌合可能な大きさに形成され
ており、第１可動体収納部１４６に収納された第１可動体１５４を第１下部カバー部材１
７７と共に支持し、該第１可動体１５４をスムーズに回転させるように構成されている。
また、第１下部カバー部材１７７は、第１可動体収納部１４６の下部に取付固定されてい
る部材である。この第１下部カバー部材１７７は、第２被嵌合部１８５を有している。第
２被嵌合部１８５は、第１可動基台１７１の第２嵌合部１８２と嵌合可能な大きさに形成
されており、第１可動体収納部１４６に収納された第１可動体１５４を第１上部カバー部
材１７６とともに支持し、該第１可動体１５４をスムーズに回転させるように構成されて
いる。
【０１１０】
　第２可動体１５５は、第２可動体収納部材１４１に形成されている第２可動体収納部１
４８に収納配置されるように形成されている。この第２可動体１５５は、第２可動基台２
１１、第２伝達部、第２装飾体本体２１３、第２可動部材２１４、第２背面部材２１５、
第２上部カバー部材２１６及び第２下部カバー部材２１７を備えており、駆動モータ１５
２の駆動力が伝達されて、前カバー部材１３２の第１視認部１３６を介して遊技者が視認
可能な第１の位置と、第２視認部１３８を介しても遊技者が視認できない第２の位置との
間で、軸Ｘとは異なる位置に位置する回転軸Ｅを中心に回転することが可能となるように
形成されている。なお、第２可動基台２１１、第２装飾体本体２１３、第２可動部材２１
４、第２背面部材２１５、第２上部カバー部材２１６及び第２下部カバー部材２１７の構
成は先に説明したのと同一であるから、ここでの説明は省略する。
【０１１１】
　第２伝達部は、第２回転軸、第２回転支持部、第３従動ギヤ１６５及び第４従動ギヤを
備えている。この第２伝達部は、軸Ｘとは異なる位置に位置する所定の回転軸としての回
転軸Ｅを中心に回転し、第２可動体１５５を構成する各種部材が取り付けられる回転軸部
材となるようにも構成されている。なお、第２回転軸及び第２回転支持部の構成は第１回
転軸１８６及び第１回転支持部１８７の構成と同じであるから、ここでの説明は省略する
。
【０１１２】
　第２回転軸は、所定長さに形成された軸状の部材で、一端側に第４従動ギヤ取付部が形
成されている。なお、第２回転軸におけるそれ以外の構成は第１回転軸１８６と同じであ
るから、ここでの説明は省略する。
【０１１３】
　第３従動ギヤ１６５は、第２可動体１５５において、該第２可動体１５５を第２可動体
収納部１４８に収納配置した時に、第２伝達ギヤ１６１と噛み合う位置に配置されており
、第２伝達ギヤ１６１と噛み合うように形成されている。この第３従動ギヤ１６５は、第
２伝達ギヤ１６１と噛み合うことができれば、従来から公知のものを任意に選択して用い
てよい。また、この第３従動ギヤ１６５は、第４従動ギヤとも噛み合っており、第２伝達
ギヤ１６１を介して伝達された駆動モータ１５２の駆動力を第４従動ギヤに伝達させるこ
とができるように構成されている。
【０１１４】
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　第４従動ギヤは、第２可動体１５５において、第３従動ギヤ１６５と噛み合うように配
置されている。また、この第４従動ギヤは、第２回転軸の第４従動ギヤ取付部に取付固定
されている。第４従動ギヤは、第３従動ギヤ１６５から駆動力が伝達されると、第２回転
軸にその駆動力を伝達し、第２伝達部が全体的に回転するように駆動力を伝達するように
構成されている。
【０１１５】
　第３可動体１５６は、第３可動体収納部材１４３に形成されている第３可動体収納部１
５０に収納配置されるように形成されている。この第３可動体１５６は、第３可動基台２
３１、第３伝達部、第３装飾体本体２３３、第３可動部材２３４、第３背面部材２３５、
第３上部カバー部材２３６及び第３下部カバー部材２３７を備えており、駆動モータ１５
２の駆動力が伝達されて、前カバー部材１３２の第３視認部１３８を介して遊技者が視認
可能な第１の位置と、第３視認部１３８を介しても遊技者が視認できない第２の位置との
間で、軸Ｘとは異なる位置に位置する回転軸Ｆを中心に回転することが可能となるように
形成されている。なお、第３可動基台２３１、第３装飾体本体２３３、第３可動部材２３
４、第３背面部材２３５、第３上部カバー部材２３６及び第３下部カバー部材２３７の構
成は先に説明したのと同一であるから、ここでの説明は省略する。
【０１１６】
　第３伝達部は、第３回転軸、第３回転支持部、第５従動ギヤ２３８及び第６従動ギヤを
備えている。この第３伝達部は、軸Ｘとは異なる位置に位置する所定の回転軸としての回
転軸Ｆを中心に回転し、第３可動体１５６を構成する各種部材が取り付けられる回転軸部
材となるようにも構成されている。なお、第３回転支持部の構成は第１回転支持部１８７
の構成と同じであることから、ここでの説明は省略する。
【０１１７】
　第３回転軸は、所定長さに形成された軸状の部材で、一端側に第６従動ギヤ取付部が形
成されている。なお、第３回転軸におけるそれ以外の構成は第１回転軸１８６と同じであ
るから、ここでの説明は省略する。
【０１１８】
　第５従動ギヤ２３８は、第３可動体１５６において、該第３可動体１５６を第３可動体
収納部１５０に収納配置した時に、第３伝達ギヤ１６２と噛み合う位置に配置されており
、第３伝達ギヤ１６２と噛み合うように形成されている。この第５従動ギヤ２３８は、第
３伝達ギヤ１６２と噛み合うことができれば、従来から公知のものを任意に選択して用い
てよい。また、この第５従動ギヤ２３８は、第６従動ギヤとも噛み合っており、第３伝達
ギヤ１６２を介して伝達された駆動モータ１５２の駆動力を第６従動ギヤに伝達させるこ
とができるように構成されている。
【０１１９】
　第６従動ギヤは、第３可動体１５６において、第５従動ギヤ２３８と噛み合うように配
置されている。また、この第６従動ギヤは、第３回転軸の第６従動ギヤ取付部に取付固定
されている。第６従動ギヤは、第５従動ギヤ２３８から駆動力が伝達されると、第３回転
軸にその駆動力を伝達し、第３伝達部が全体的に回転するように駆動力を伝達するように
構成されている。
【０１２０】
　次に、このように形成された第２の実施の形態に係る遊技機の作用効果について説明す
る。本実施の形態における遊技機では、通常の遊技が行われている場合には、第２可動体
１５５の第２装飾体本体２１３及び第２可動部材２１４、並びに第３可動体１５６の第３
装飾体本体２３３及び第３可動部材２３４が遊技者に視認されない第２位置に位置するよ
うに配置されている。この場合、可動体ユニット１３４の前側には前カバー部材１３２が
配置されているので、第１可動体１５４は第１背面部材１７５が第１視認部１３６を介し
て遊技者に視認され、第２可動体１５５は第２背面部材２１５が第２視認部１３７を介し
て遊技者に視認され、第３可動体１５６は第３背面部材２３５が第３視認部１３８を介し
て遊技者に視認されている。
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【０１２１】
　ここで、例えば遊技球が始動入賞口に入賞した等のような、予め定められた所定の条件
が成立すると、遊技機は駆動モータ１５２の回転駆動を開始する。駆動モータ１５２が回
転駆動を開始して駆動力を発生させると、この駆動力が軸部材を介して駆動ギヤ１５７に
伝達される。駆動ギヤ１５７は、第１伝達ギヤ１６０と噛み合っているので、駆動ギヤ１
５７が回転駆動を開始すると、それにともなって第１伝達ギヤ１６０も回転駆動を開始す
る。第１伝達ギヤ１６０は、駆動軸１５９に取付固定されており、駆動軸１５９には第２
伝達ギヤ１６１、第３伝達ギヤ１６２及び第４伝達ギヤ１６３が取付固定されているので
、第１伝達ギヤ１６０が回転駆動を開始すると、駆動軸１５９を介して第２伝達ギヤ１６
１、第３伝達ギヤ１６２及び第４伝達ギヤ１６３も回転駆動を開始する。ここで、第２伝
達ギヤ１６１は第１従動ギヤ１５８と噛み合い、第３伝達ギヤ１６２は第３従動ギヤ１６
５と噛み合い、第４伝達ギヤ１６３は第５従動ギヤ２３８と噛み合っている。そのため、
駆動軸１５９を介して伝達される駆動力は、第１従動ギヤ１５８、第３従動ギヤ１６５及
び第５従動ギヤ２３８のそれぞれに対して伝達される。
【０１２２】
　第１従動ギヤ１５８は第２従動ギヤ１６４と噛み合い、第３従動ギヤ１６５は第４従動
ギヤと噛み合い、第５従動ギヤ２３８は第６従動ギヤと噛み合っている。そのため、上記
した駆動力は、第２従動ギヤ１６４、第４従動ギヤ及び第６従動ギヤに伝達される。ここ
で、第２従動ギヤ１６４は第１可動基台１７１に取付固定され、第４従動ギヤは第２可動
基台２１１に取付固定され、第６従動ギヤは第３可動基台２３１に取付固定されている。
第１可動基台１７１は第１可動体１５４を構成し、第２可動基台２１１は第２可動体１５
５を構成し、第３可動基台２３１は第３可動体１５６を構成しているから、これら第１可
動基台１７１、第２可動基台２１１及び第３可動基台２３１に駆動力が伝達されると、第
１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６に駆動力が伝達され、これら第
１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６が回転を開始する。この時、第
１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６は、それぞれの回転速度が異な
るように構成してもよいし、同じ速度となるように構成してもよい。
【０１２３】
　駆動力を受けて回転を開始した第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１
５６は、第２の位置から第１の位置まで回転する。この時の第２の位置から第１の位置に
至るまでの回転量は任意に設定してよい。なお、この第２の位置から第１の位置に到達し
たか否かの検出は、例えば光学センサを用いる等のように、従来から公知のものにより行
ってよい。
【０１２４】
　第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６が所定の位置まで回転する
と、これら第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６は所定の位置で停
止する。しかしながら、駆動モータ１５２は、第１可動体１５４、第２可動体１５５及び
第３可動体１５６が第１の位置で停止した後も、回転駆動を行う。このように回転駆動す
ると、第１可動体１５４の第１可動基台１７１及びこの第１可動基台１７１に取付固定さ
れている各種部材、第２可動体１５５の第２可動基台２１１及び第２可動基台２１１に取
付固定されている各種部材並びに第３可動体１５６及びこの第３可動基台２３１に取付固
定されている各種部材は停止し、第１伝達部１７２、第２伝達部及び第３伝達部は駆動モ
ータ１５２の駆動力を受けて回転駆動を継続して行うように動作する。このように第１伝
達部１７２、第２伝達部及び第３伝達部が回転駆動を継続して動作すると、第１伝達部１
７２が備えている第１回転支持部１８７、第２伝達部が備えている第２回転支持部及び第
３伝達部が備えている第３回転支持部も回転駆動を継続して行い、さらには第１回転支持
部１８７、第２回転支持部及び第３回転支持部に形成されている押圧部１９１も継続して
回転を行う。
【０１２５】
　第１回転支持部１８７、第２回転支持部及び第３回転支持部のそれぞれに形成されてい
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る押圧部１９１が回転を継続して行うと、第１可動部材１７４、第２可動部材２１４及び
第３可動部材２３４のそれぞれに形成されている被押圧部１９７に近接する位置にいる時
は押圧部１９１が被押圧部１９７を押圧する。そして、被押圧部１９７が押圧部１９１に
よって押圧されて、第１回転部材が回動軸２０１を中心として回動を開始する。この時、
第１付勢手段は伸びる方向に力が加えられる。
【０１２６】
　そして、押圧部１９１がさらに回転駆動して被押圧部１９７との押圧が解除されると、
第１付勢手段の復元力によって付勢手段が元の位置に戻そうとして、該付勢手段が縮む方
向に力が作用する。この時、付勢手段は可動軸が第１可動部材１７４に取付固定されてい
るから、第１付勢手段はこの可動軸を中心に所定量だけ回転することになる。
【０１２７】
　このように、本実施の形態に係る遊技機によれば、第１可動体１５４、第２可動体１５
５及び第３可動体１５６を用いた演出効果をさらにより向上させることが可能になる。例
えば、遊技の進行に応じて第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６が
所定位置まで回転すると、その回転動作によって遊技者の興趣を向上させることができ、
さらには第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６が第１の位置で停止
した後は、押圧部１９１の回転動作に伴って、第１可動部材１７４、第２可動部材２１４
及び第３可動部材２３４が動作を行う。この第１可動部材１７４、第２可動部材２１４及
び第３可動部材２３４の動作によって、遊技者の興趣をさらにより向上させることができ
る。
【０１２８】
　なお、これら第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６には、これら
第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６の内部にＬＥＤ等のような発
光部材を設けておき、回転に併せて種々の態様で発光するようにしてもよい。この場合に
は、遊技機は、第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６の回転による
演出効果と、発光態様の面白さによる演出効果を相乗的に組み合わせて、より遊技者の興
趣を向上させることも可能になる。さらに、本実施の形態に係る遊技機は、装飾装置１３
１に隣接して配置されている図柄表示装置における表示態様と関連性を持たせることによ
り演出を行うようにしてもよい。例えば、駆動モータ１５２の回転駆動が開始した後、第
１可動体１５４の第１装飾体本体１７３及び第１可動部材１７４、第２可動体１５５の第
２装飾体本体２１３及び第２可動部材２１４、並びに第３可動体１５６の第３装飾体本体
２３３及び第３可動部材２３４のいずれかが図柄表示装置に近接する方向（図１における
左向き）に向いた時に停止させて、図柄表示装置において、例えば「リーチ！」、「いま
アツい！」などのようなメッセージを書いた吹き出しを表示させてもよい。このように、
第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６の動作に併せて図柄表示装置
も用いて演出を行った場合には、該第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体
１５６の動きによる演出効果に加えて、メッセージによる演出効果も相乗的に加えること
もでき、より遊技者の興趣を向上させることが可能になる。また、この態様に加えて、先
に説明したように、第１可動体１５４、第２可動体１５５及び第３可動体１５６に発光部
材を設けた場合には、先の演出効果に加えて、光を用いた演出効果をも持たせることがで
き、遊技者の興趣をさらにより向上させることが可能になる。
【０１２９】
　以上、本発明に係る遊技機の実施の形態について詳細に説明したが、上記したのは本発
明に係る遊技機の形態を例示したに過ぎず、これに限定されるものではない。したがって
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、適宜変更してもよい。
【符号の説明】
【０１３０】
　１　遊技機
　１１　遊技盤
　１４　遊技領域
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　１８　センター役物
　３１　図柄表示装置
　３３，１３１　装飾装置
　３５　第１駆動モータ
　３７，１５４　第１可動体
　３８，１５５　第２可動体
　３９，１５６　第３可動体
　４０　第１伝達部
　４１　第２伝達部
　４２　第３伝達部
　６２，１７３　第１装飾体本体
　６３，１７４　第１可動部材
　６７　第１固定体
　７４　延出部
　７５　当接部
　８８　凹部
　８９　凸部
　９０　凹凸面
　９２，２１３　第２装飾体本体
　９３，２１４　第２可動部材
　９６　第２固定体
　１１３，２３３　第３可動部材
　１１６，２３４　第３固定体
　１３４　可動体ユニット
　１５２　駆動モータ
　１５３　駆動軸部材
　１５９　駆動軸
　１６０　第１伝達ギヤ
　１６１　第２伝達ギヤ
　１６２　第３伝達ギヤ
　１６３　第４伝達ギヤ
　１９１　押圧部
　１９７　被押圧部
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