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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作による演出を行う可動演出装置を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　ベース部材の前側に第１位置と第２位置との間で往復移動可能に配設され、少なくとも
第２位置で前側から視認可能になる可動体と、
　前記ベース部材に配設され、前記可動体を往復移動させる駆動手段と、
　前記可動体に変位可能に配設された支持部に支持され、該支持部の変位に伴って可動体
の前側を覆う被覆状態と可動体の前面を露出させる露出状態との間で変位すると共に該可
動体の往復移動に伴って往復移動する可動部材と、
　前記ベース部材に設けられ、前記可動体の往復移動方向に延在する第１案内部と、
　前記ベース部材に設けられ、前記第１案内部の前記往復移動方向における第２位置側の
端部から該往復移動方向と交差するように延在する第２案内部と、
　前記支持部に設けられ、前記可動体の往復移動に伴い前記第１および第２案内部で案内
されると共に該第１および第２案内部との当接により該可動部材の状態を規定する係合部
とを備え、
　前記第１案内部に位置する前記係合部により前記可動部材を被覆状態で保持し、
　前記可動体の第１位置から第２位置に向けた移動に伴い前記第２案内部で案内されて変
位する前記係合部により前記可動部材を被覆状態から露出状態に向けて下方へ回動変位し
て該可動体の第２位置で露出状態にすると共に、可動体の第２位置から第１位置に向けた
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移動に伴い第２案内部で案内されて変位する係合部により可動部材を露出状態から被覆状
態に向けて上方へ回動変位するよう構成され、
　前記駆動手段の駆動モータを、前記可動体の第１位置で前記可動部材の露出状態への変
位経路上に位置するように前記ベース部材に設置して、該可動体の第１位置において可動
部材と駆動モータとの当接により該可動部材の露出状態への変位を規制すると共に、前記
係合部が前記第２案内部に配置される可動体の位置で該可動部材の被覆状態から露出状態
への変位経路上から駆動モータが外れるよう構成した
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技球が流下可能な遊技領域が前面に設けられた遊技盤と、該遊技盤の後側に配置され
、該遊技盤の窓口を介して前側から視認可能な表示部で図柄を変動表示し得る図柄表示装
置とを備えると共に、動作による演出を行う可動演出装置を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　ベース部材の前側に第１位置と第２位置との間で往復移動可能に配設され、第２位置で
前記表示部の前側に重なると共に、該第２位置から該表示部の外側へ向けて移動して第１
位置になり、少なくとも第２位置で前側から視認可能になる可動体と、
　前記ベース部材に配設され、前記可動体を往復移動させる駆動手段と、
　前記可動体に変位可能に配設された支持部に支持され、該支持部の変位に伴って可動体
の前側を覆う被覆状態と可動体の前面を露出させる露出状態との間で変位すると共に該可
動体の往復移動に伴って往復移動する可動部材と、
　前記可動部材に設けられ、被覆状態で前記可動体の前側に重なると共に露出状態で可動
体の外側に位置して表示部の前側に重なり、光を透過可能な飾り部と、
　前記ベース部材に設けられ、前記可動体の往復移動方向に延在する第１案内部と、
　前記ベース部材に設けられ、前記第１案内部の前記往復移動方向における第２位置側の
端部から該往復移動方向と交差するように延在する第２案内部と、
　前記支持部に設けられ、前記可動体の往復移動に伴い前記第１および第２案内部で案内
されると共に該第１および第２案内部との当接により該可動部材の状態を規定する係合部
とを備え、
　前記第１案内部に位置する前記係合部により前記可動部材を被覆状態で保持し、
　前記可動体の第１位置から第２位置に向けた移動に伴い前記第２案内部で案内されて変
位する前記係合部により前記可動部材を被覆状態から露出状態に向けて変位して該可動体
の第２位置で露出状態にすると共に、可動体の第２位置から第１位置に向けた移動に伴い
第２案内部で案内されて変位する係合部により可動部材を露出状態から被覆状態に向けて
変位するよう構成され、
　前記飾り部は、可動体に配設されて該可動体の前面の発光部を発光可能な発光手段によ
り前記可動部材が被覆状態にある際に発光されると共に、前記可動部材が露出状態にある
際に前記表示部での表示により発光される
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、動作による演出を行う可動演出装置を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技盤の盤面に画成した遊技領域の略中央位置に
枠状装飾部材(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾部材の開口部を介して
複数の図柄を変動表示して図柄変動演出を行う液晶式やドラム式等の図柄表示装置を後方
から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾部材の下方位置に、パチンコ球(遊技球)
の入賞により図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置や大当り時等に開放する特
別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。このようなパチンコ機
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では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘等との接
触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で前記始動
入賞装置に入賞することにより、前記図柄表示装置で図柄変動演出に伴うリーチ演出等の
各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装置に図柄が所定の組み合わせで停止することによ
り所謂大当りが発生し、遊技盤に設けられた特別入賞装置が開放して多数の賞球を獲得し
得るよう構成される。
【０００３】
　また、所要の動作を行う可動体を備えた可動演出装置を配設し、図柄表示装置で行われ
る遊技演出に合わせて駆動モータを駆動して可動体を動作させることにより、視覚的な演
出効果を向上させ、遊技の興趣を高めるようにしたパチンコ機も知られている(例えば、
特許文献１参照)。特許文献１のパチンコ機は、駆動モータによって作動される持ち上げ
アームによりガイド部に沿って移動される１つの可動体を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１２０６４０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のように１つの可動体だけでは演出効果が乏しいので、複数の可動体を設け
て演出効果を高めることが行われている。しかしながら、可動体毎に持ち上げアームとこ
の持ち上げアームを作動する駆動モータとからなる駆動機構を設けると、演出装置の大型
化を招いてしまう。すなわち、複数の可動体を最小限の駆動手段により効果的に動作させ
ることが求められている。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを好適
に解決するべく提案されたものであって、変化に富んだ動作演出を行い得る遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明の遊技機は
、
　動作による演出を行う可動演出装置(60)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(60)は、
　ベース部材(62)の前側に第１位置と第２位置との間で往復移動可能に配設され、少なく
とも第２位置で前側から視認可能になる可動体(70)と、
　前記ベース部材(62)に配設され、前記可動体(70)を往復移動させる駆動手段(80)と、
　前記可動体(70)に変位可能に配設された支持部(90)に支持され、該支持部(90)の変位に
伴って可動体(70)の前側を覆う被覆状態と可動体(70)の前面を露出させる露出状態との間
で変位すると共に該可動体(70)の往復移動に伴って往復移動する可動部材(100)と、
　前記ベース部材(62)に設けられ、前記可動体(70)の往復移動方向に延在する第１案内部
(102)と、
　前記ベース部材(62)に設けられ、前記第１案内部(102)の前記往復移動方向における第
２位置側の端部から該往復移動方向と交差するように延在する第２案内部(104)と、
　前記支持部(90)に設けられ、前記可動体(70)の往復移動に伴い前記第１および第２案内
部(102,104)で案内されると共に該第１および第２案内部(102,104)との当接により該可動
部材(100)の状態を規定する係合部(106)とを備え、
　前記第１案内部(102)に位置する前記係合部(106)により前記可動部材(100)を被覆状態
で保持し、
　前記可動体(70)の第１位置から第２位置に向けた移動に伴い前記第２案内部(104)で案
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内されて変位する前記係合部(106)により前記可動部材(100)を被覆状態から露出状態に向
けて下方へ回動変位して該可動体(70)の第２位置で露出状態にすると共に、可動体(70)の
第２位置から第１位置に向けた移動に伴い第２案内部(104)で案内されて変位する係合部(
106)により可動部材(100)を露出状態から被覆状態に向けて上方へ回動変位するよう構成
され、
　前記駆動手段(80)の駆動モータ(82)を、前記可動体(70)の第１位置で前記可動部材(100
)の露出状態への変位経路上に位置するように前記ベース部材(62)に設置して、該可動体(
70)の第１位置において可動部材(100)と駆動モータ(82)との当接により該可動部材(100)
の露出状態への変位を規制すると共に、前記係合部(106)が前記第２案内部(104)に配置さ
れる可動体(70)の位置で該可動部材(100)の被覆状態から露出状態への変位経路上から駆
動モータ(82)が外れるよう構成したことを要旨とする。
　請求項１に係る発明によれば、可動体を駆動手段で往復移動方向に往復移動することで
、該可動体の移動に伴って可動部材を往復移動方向に往復移動することができると共に、
可動体の移動に伴って案内部で案内されて変位する係合部による簡単な構成で可動部材を
被覆状態と露出状態との間で変位させることができる。また、可動部材は、可動体が第１
位置から第２位置に移動する際に、係合部が第１案内部に案内されることで可動体の前側
を覆う被覆状態を保ったまま往復移動方向に移動し、係合部が第２案内部に案内されるこ
とで前記被覆状態から可動体の前面を露出させる露出状態に変位するから、可動部材の被
覆状態から露出状態への変位に伴って可動体の見え方を大きく変化させることができる。
このように、可動体および可動部材によって変化に富んだ動作演出を行うことができる。
　また、可動体の第１位置において被覆状態から露出状態に自重により変位しようとする
可動部材を、駆動モータとの当接により変位規制することができる。
【０００８】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記可動部材(100)に、前記支持部(90)における前記可動体(70)への支持部位から離間
して設けられた補助係合部(108)と、
　前記可動体(70)に設けられ、前記可動部材(100)が被覆状態と露出状態との間の所定の
変位経路で変位するように、前記補助係合部(108)を案内する補助案内部(110)とを備えた
ことを要旨とする。
　上記構成によれば、補助案内部に案内される補助係合部により可動部材を被覆状態と露
出位置との間で安定して動作させることができる。
【００１０】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項２に係る発明の遊技機は
、
　遊技球が流下可能な遊技領域(20a)が前面に設けられた遊技盤(20)と、該遊技盤(20)の
後側に配置され、該遊技盤(20)の窓口(40a)を介して前側から視認可能な表示部(18a)で図
柄を変動表示し得る図柄表示装置(18)とを備えると共に、動作による演出を行う可動演出
装置(60)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(60)は、
　ベース部材(62)の前側に第１位置と第２位置との間で往復移動可能に配設され、第２位
置で前記表示部(18a)の前側に重なると共に、該第２位置から該表示部(18a)の外側へ向け
て移動して第１位置になり、少なくとも第２位置で前側から視認可能になる可動体(70)と
、
　前記ベース部材(62)に配設され、前記可動体(70)を往復移動させる駆動手段(80)と、
　前記可動体(70)に変位可能に配設された支持部(90)に支持され、該支持部(90)の変位に
伴って可動体(70)の前側を覆う被覆状態と可動体(70)の前面を露出させる露出状態との間
で変位すると共に該可動体(70)の往復移動に伴って往復移動する可動部材(100)と、
　前記可動部材(100)に設けられ、被覆状態で前記可動体(70)の前側に重なると共に露出
状態で可動体(70)の外側に位置して表示部(18a)の前側に重なり、光を透過可能な飾り部
と、
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　前記ベース部材(62)に設けられ、前記可動体(70)の往復移動方向に延在する第１案内部
(102)と、
　前記ベース部材(62)に設けられ、前記第１案内部(102)の前記往復移動方向における第
２位置側の端部から該往復移動方向と交差するように延在する第２案内部(104)と、
　前記支持部(90)に設けられ、前記可動体(70)の往復移動に伴い前記第１および第２案内
部(102,104)で案内されると共に該第１および第２案内部(102,104)との当接により該可動
部材(100)の状態を規定する係合部(106)とを備え、
　前記第１案内部(102)に位置する前記係合部(106)により前記可動部材(100)を被覆状態
で保持し、
　前記可動体(70)の第１位置から第２位置に向けた移動に伴い前記第２案内部(104)で案
内されて変位する前記係合部(106)により前記可動部材(100)を被覆状態から露出状態に向
けて変位して該可動体(70)の第２位置で露出状態にすると共に、可動体(70)の第２位置か
ら第１位置に向けた移動に伴い第２案内部(104)で案内されて変位する係合部(106)により
可動部材(100)を露出状態から被覆状態に向けて変位するよう構成され、
　前記飾り部は、可動体(70)に配設されて該可動体(70)の前面の発光部を発光可能な発光
手段(76)により前記可動部材(100)が被覆状態にある際に発光されると共に、前記可動部
材(100)が露出状態にある際に前記表示部(18a)での表示により発光されることを要旨とす
る。
　請求項２に係る発明によれば、可動体を駆動手段で往復移動方向に往復移動することで
、該可動体の移動に伴って可動部材を往復移動方向に往復移動することができると共に、
可動体の移動に伴って案内部で案内されて変位する係合部による簡単な構成で可動部材を
被覆状態と露出状態との間で変位させることができる。また、可動部材は、可動体が第１
位置から第２位置に移動する際に、係合部が第１案内部に案内されることで可動体の前側
を覆う被覆状態を保ったまま往復移動方向に移動し、係合部が第２案内部に案内されるこ
とで前記被覆状態から可動体の前面を露出させる露出状態に変位するから、可動部材の被
覆状態から露出状態への変位に伴って可動体の見え方を大きく変化させることができる。
このように、可動体および可動部材によって変化に富んだ動作演出を行うことができる。
　また、可動部材の変位により発光態様も大きく変化させることができ、可動体および可
動部材による変化に富んだ動作演出と相まって演出効果を向上させることができる。
【００１１】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記可動体(70)における前記往復移動方向に沿う側縁に形成された鍔部(120)と、前記
ベース部材(62)に回転可能に配設され、前記鍔部(120)の前側に重なって該鍔部(120)の前
方変位を規制する規制部(122)とを備えたことを要旨とする。
　上記構成によれば、規制部による鍔部の位置規制により可動体のガタツキを防止するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、可動体および可動部材によって変化に富んだ動作演出を
行い得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例の遊技盤を示す正面図であり、可動体が待機位置にある。
【図３】実施例の遊技盤を示す正面図であり、(ａ)は可動体が待機位置から可動位置に向
けた変位途中にあり、(ｂ)は可動体が可動位置にあると共に可動部材が露出状態に変位し
ている。
【図４】図２のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】図３(ａ)のＢ－Ｂ線断面図である。
【図６】図３(ｂ)のＣ－Ｃ線断面図である。
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【図７】実施例の枠状装飾体、遊技盤および設置部材を分解して示す斜視図である。
【図８】実施例の可動演出装置を示す正面図であり、(ａ)は可動体が待機位置にあり、(
ｂ)は可動体が待機位置と可動位置との間にあり、(ｃ)は可動体が可動位置にある。
【図９】実施例の可動演出装置を示す底面図であり、(ａ)は可動部材が被覆状態にあり、
(ｂ)は可動部材が露出状態にある。
【図１０】実施例の可動演出装置を示す右側面図であり、(ａ)は可動部材が被覆状態にあ
り、(ｂ)は可動部材が露出状態にある。
【図１１】図９(ａ)のＤ矢視に対応するラインで破断した断面図であり、(ａ)は図８(ａ)
の状態に対応し、(ｂ)は図８(ｂ)の状態に対応し、(ｃ)は図８(ｃ)の状態に対応する。
【図１２】図９(ａ)のＥ矢視に対応するラインで破断した断面図であり、(ａ)は図８(ａ)
の状態に対応し、(ｂ)は図８(ｂ)の状態に対応し、(ｃ)は図８(ｃ)の状態に対応する。
【図１３】可動部材、可動体およびベース部材を分解して示す斜視図であり、(ａ)は前側
から見た状態であり、(ｂ)は後側から見た状態である。
【図１４】実施例の可動演出装置を分解して示す斜視図であり、前側から見た状態である
。
【図１５】実施例の可動演出装置を分解して示す斜視図であり、後側から見た状態である
。
【図１６】(ａ)は変更例のベース部材を前側から示す斜視図であり、(ｂ)は変更例の可動
体を後側から示す斜視図である。
【図１７】変更例の可動演出装置を示す左側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照して以下に
説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチンコ機を
例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「右」とは
、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見た状態で指
称する。
【実施例】
【００１５】
(パチンコ機１０について)
　図１に示すように、実施例に係るパチンコ機１０は、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤２０(図２参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉
および着脱可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、各種図柄を変動表示可能な図
柄表示装置１８(図４参照)が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側に
は、前記遊技盤２０を透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成された透視保
護板１３ｂで前後に開口する窓部１３ａを覆うよう構成された前枠１３が開閉可能に組み
付けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能
に組み付けられる。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留す
る上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿
１４も一体的に開閉するよう構成される。なお、実施例では、前記図柄表示装置１８とし
ては、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用され
るが、これに限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリックス式の
図柄表示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の図柄表示装置を
採用し得る。また、前記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成してもよい。なお
、球受け皿については、上下２枚の球受け皿１４,１５を備えるものに限らず、１枚の球
受け皿のみを設ける構成であってもよい。
【００１６】
　前記前枠１３の右下方位置には、前記中枠１２に配設された打球発射装置(図示せず)を
作動する操作ハンドル１７が設けられている。前記操作ハンドル１７は、左回転方向に付
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勢された操作レバー１７ａを備えており、該操作レバー１７ａを右回転するよう遊技者が
回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留されたパチン
コ球が前記遊技盤２０に向けて発射されるようになっている。ここで、前記操作レバー１
７ａの回動量に応じて打球発射装置によるパチンコ球の打球力が強弱変化するよう構成さ
れており、遊技者が操作レバー１７ａの回動量を操作することで、前記遊技盤２０におけ
る遊技領域２０ａの左側にパチンコ球を流下させる所謂「左打ち」と、該遊技領域２０ａ
の右側にパチンコ球を流下させる所謂「右打ち(ゴム打ち)」とを打ち分け得るようになっ
ている。
【００１７】
(遊技盤２０について)
　図２に示すように、前記遊技盤２０は、所定板厚の略矩形状に形成された木材板の表面
に、各種絵柄等が描かれた合成樹脂シート(図示せず)等を貼付けて装飾した板部材であっ
て、該遊技盤２０の表面(盤面)に配設された略円形状に湾曲形成する案内レール２３によ
り、パチンコ球が流下可能な遊技領域２０ａが画成されている。また、前記遊技盤２０の
裏面に、前記図柄表示装置１８が取り付けられた設置部材１９(図７参照)が配設されてい
る。
【００１８】
　図２に示すように、前記案内レール２３は、遊技盤２０の左下部から右上部に至るよう
左方向に膨出する円弧状に形成された外レール２４と、遊技盤２０の右上部、右下部およ
び左上部に至るよう右方向に膨出する円弧状に形成された内レール２５,２６とから構成
されている。前記内レール２５,２６は、外レール２４の右上端部に連接して遊技盤２０
の右上部から下部に亘って配設され、左端縁が右方に凹む円弧状に形成された盤面飾り部
材２５と、遊技盤２０の下部から左上部に亘って配設されて盤面飾り部材２５の下端部に
連接し、前記外レール２４の右方(内側)に離間して位置するレール部材２６とから構成さ
れ、該外レール２４およびレール部材２６により１個のパチンコ球が通過可能な発射通路
２３ａが画成されている。ここで、前記内レールを構成するレール部材２６は、前記遊技
盤２０の左上部に開放端を臨ませて外レール２４との間に遊技領域２０ａに開口する打出
口２３ｂを画成するよう構成されて、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が発射
通路２３ａの下方開口から上昇して、レール部材２６の開放端側の打出口２３ｂから遊技
領域２０ａ内に打ち出されるようになっている。
【００１９】
(遊技盤２０の装着口２８)
　図７に示すように、前記遊技盤２０には、前後に貫通する装着口２８が前記遊技領域２
０ａ内に複数開設されて、各装着口２８に対して各種部品が前側から取り付けられると共
に、遊技領域２０ａの最下部位置には、該遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を排
出するアウト口２９が開設されている。また、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａ
内に多数の遊技釘３０が植設されており、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が遊技釘
３０に接触することでパチンコ球の流下方向を不規則に変化させるようになっている。な
お、前記装着口２８の形成数は、遊技盤２０に対して取り付けられる各種部品の個数や配
設位置等により必要に応じて適宜決定される。
【００２０】
　図４に示すように、実施例の前記遊技盤２０には、前記案内レール２３で囲まれた遊技
領域２０ａの略中央の大部分が開口する第１装着口２８に、前後に開口する窓口４０ａが
形成された枠状装飾体４０が取り付けられ、該枠状装飾体４０の窓口４０ａを介して図柄
表示装置１８の表示部１８ａが遊技盤２０の前面側に臨むよう構成されている。そして、
第１装着口２８(枠状装飾体４０)の下方に開設された第２装着口(図示せず)に、遊技領域
２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞口３２ａを有する始動入賞装置３２が
取り付けられ、該第２装着口(第１始動入賞装置３２)の右上方に開設された第３装着口(
図示せず)に、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な特別入賞装置３３が取
り付けられている。また、実施例のパチンコ機１０では、前記枠状装飾体４０における特
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別入賞装置３３の上方であって遊技領域２０ａにおける右側の流路に臨む位置に、該流路
を流下するパチンコ球が入賞可能な第２始動入賞口３４ａを有する第２始動入賞装置３４
が取り付けられている。
【００２１】
　そして、前記第１始動入賞装置３２に設けられた第１始動入賞口３２ａまたは第２始動
入賞装置３４に設けられた第２始動入賞口３４ａに遊技領域２０ａを流下するパチンコ球
が入賞することで、前記図柄表示装置１８の表示部１８ａにおいて図柄が変動表示されて
図柄変動演出が展開され、該図柄変動演出の結果、図柄表示装置１８の表示部１８ａに所
定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の３つ揃い等)で図柄が停止表示されることで所謂大
当り(当り)が発生し、大当りの発生に伴って前記特別入賞装置３３が開放して多数の賞球
を獲得し得る機会が与えられるようになっている。ここで、前記第１始動入賞装置３２は
、第１始動入賞口３２ａが遊技領域２０ａに常時開放する常時開放型の入賞装置とされ、
前記第２始動入賞装置３４は、所定の開放条件および閉鎖条件(何れも後述)に従って第２
始動入賞口３４ａが開閉部材(図示せず)により開閉される開閉型の入賞装置とされている
。そして、前記特別入賞装置３３は、開閉体３３ａにより特別入賞口(図示せず)を常には
閉鎖(入賞不能状態と)するよう構成され、大当りの発生に伴って特別入賞口を開放(入賞
可能状態と)するよう構成されている。
【００２２】
(設置部材１９について)
　前記設置部材１９は、前記遊技盤２０の外郭形状と略整合する大きさおよび形状に形成
された略矩形状の背面板１９ａと、該背面板の外周縁部から前方に突出する画壁部１９ｂ
とから前方に開口した箱状に形成されて、該画壁部１９ｂの開口前端部を遊技盤２０の裏
面に当接させた状態で、当該遊技盤２０と設置部材１９とがネジにより固定される。そし
て、前記設置部材１９において前記遊技盤２０との間に画成される空間に、各種の可動演
出装置６０や各種の発光装置等が設置されて、設置部材１９をベースとする１つのユニッ
トとして扱い得るようになっている。また、前記設置部材１９の背面板１９ａには、前記
枠状装飾体４０の窓口４０ａを前後に整列する位置に、略矩形状の開口部１９ｃが前後に
開口するよう開設されると共に、該背面板１９ａの裏側に前記図柄表示装置１８が着脱自
在に取り付けられて、該開口部１９ｃを介して図柄表示装置１８の表示部１８ａが遊技盤
２０の前側に臨むようになっている。図４～図７に示すように、設置部材１９には、背面
板１９ａにおける前記開口部１９ｃの下側前面に、動作による演出を行う可動演出装置６
０が配設されており、設置部材１９の背面板１９ａ下部とこの背面板１９ａ下部の前側に
位置する遊技盤２０の下部とのスペースに可動演出装置６０が収容されている。ここで、
設置部材１９の下部には、可動演出装置６０の前側に、飾り部材５６および前記第１始動
入賞装置３２の第１始動入賞口３２ａに入賞したパチンコ球を案内する球通路画成部材５
８などが配設されており、該可動演出装置６０の設置スペースは前後に狭くなっている。
【００２３】
(枠状装飾体４０について)
　図７に示すように、前記枠状装飾体４０は、環状に形成されて各種部材の設置部分とな
る装飾体基部４２と、該装飾体基部４２の後面から後方へ突出するよう形成され、前記遊
技盤２０に開設された前記第１装着口２８の内側に沿って延在する板状の装飾体固定部４
４と、該装飾体基部４２に設けられて前記遊技盤２０の前面より前方に突出し、前記遊技
領域２０ａと図柄表示装置１８の表示部１８ａ(表示領域)を区切る庇状部４６と、該庇状
部４６の後縁から外方に延出する板状の装飾体取付部４８とを備えている。枠状装飾体４
０は、装飾体固定部４４を第１装着口２８に挿入すると共に装飾体取付部４８を遊技盤２
０の前面に当接した状態で、該装飾体取付部４８をネジ等で遊技盤２０に固定することで
遊技盤２０に取り付けられる。ここで、庇状部４６は、枠状装飾体４０(装飾体基部４２)
の左側縁の中間位置から上縁および右下縁に亘って連続して延在するよう設けられており
、図柄表示装置１８の前面側を横切ってパチンコ球が流下(落下)するのを規制している。
また、枠状装飾体４０の左側縁下部および下縁には、前記庇状部４６が設けられず、前側
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をパチンコ球が通過可能に構成されている。
【００２４】
　図２に示すように、前記枠状装飾体４０は、下縁内周(窓口４０ａの下側)に設けられた
ステージ５０と、該枠状装飾体４０の左側縁(窓口４０ａの左側)に、遊技領域２０ａから
取り込んだパチンコ球をステージ５０に導くワープ通路５２とを備えている。ワープ通路
５２または枠状装飾体４０の左側縁下部前側を通って遊技領域２０ａからステージ５０に
入ったパチンコ球は、ステージ５２上を左右に転動した後に、枠状装飾体４０の下縁前側
を通って遊技領域２０ａに排出される。また、ステージ５０の後側には、左右方向の全長
に亘って後壁部材５４が上側に向けて所定高さで立ち上がっており、ステージ５０上を転
動するパチンコ球が図柄表示装置１８の表示部１８ａ側に移動するのを該後壁部材５４で
防止している。ここで、ステージ５２および後壁部材５４は、無色透明な樹脂材からなり
、図柄表示装置１８の表示部１８ａで行われる表示演出と、枠状装飾体４０の下縁から窓
口４０ａの内側に延出する後述の可動演出装置６０の可動体７０および可動部材１００と
が、ステージ５２および後壁部材５４を介して前側から視認可能になっている。
【００２５】
(可動演出装置６０について)
　図４～図７に示すように、設置部材１９における開口部１９ｃの下側には、可動演出装
置６０が背面板１９ａの前面に取り付けられ、枠状装飾体４０の窓口４０ａに臨む図柄表
示装置１８の表示部１８ａの下側に配置されている。可動演出装置６０は、可動体７０と
この可動体７０に対して変位可能に配設された可動部材１００を備えており(図８参照)、
遊技演出に応じて、可動体７０および可動部材１００により所定の動作演出を行うように
なっている。ここで、パチンコ機１０で実行される遊技演出とは、図柄表示装置１８の表
示部１８ａにおいての各種図柄が変動する図柄変動演出、リーチ演出、リーチ予告演出、
大当り演出等の表示による演出、スピーカからの音声出力による演出、光を照射し得る装
置による光による演出などを指す。なお、パチンコ機１０で実行される遊技演出は、パチ
ンコ機１０の外側に現れない内部的であっても、パチンコ機１０の外側に現れる外部的で
あっても何れであってもよい。
【００２６】
　図８～図１３に示すように、前記可動演出装置６０は、設置部材１９の背面板１９ａに
取り付けられるベース部材６２と、このベース部材６２の前側に往復移動可能に配設され
る可動体７０と、ベース部材６２に配設され、可動体７０を往復移動させる駆動手段８０
とを備えている。実施例の可動演出装置６０は、可動体７０が待機位置(第１位置、図４
および図８(ａ)参照)と、この待機位置より上方の可動位置(第２位置、図６および図８(
ｃ)参照)との間で、ベース部材６２に対して上下方向に往復移動可能に配設され、少なく
とも可動位置において可動体７０が機前側から視認可能になるよう構成されている(図３(
ｂ)参照)。また、可動演出装置６０は、可動体７０に変位可能に配設された支持部９０に
支持され、支持部９０が可動体７０に対して変位することで、可動体７０の前側を変位す
る可動部材１００と、ベース部材６２に設けられた案内手段１０２,１０４と、支持部９
０に設けられ、可動体７０の往復移動に伴い案内手段１０２,１０４に案内されて支持部
９０(可動部材１００)の状態を規定する係合部１０６とを備えている。可動部材１００は
、支持部９０の変位に伴って、可動体７０の前側を覆う被覆状態(図８(ａ)および(ｂ)参
照)と、該被覆状態から可動体７０の外側に向けて変位して可動体７０の前面を露出させ
る露出状態(図８(ｃ)参照)との間で変位するように構成される。なお、実施例の可動演出
装置６０は、被覆状態において可動体７０の左側領域(第１領域)を覆う可動部材１００と
可動体の右側領域(第１領域以外の第２領域)を覆う可動部材１００との２基を備え、互い
に離間するように回動変位して被覆状態から露出状態に移行するよう構成される。
【００２７】
　前記可動演出装置６０は、案内手段として第１案内部１０２とこの第１案内部１０２と
異なる向きで延在する第２案内部１０４とを有し(図１３(ａ)参照)、第１案内部１０２に
位置する係合部１０６が該第１案内部１０２で位置規定されることで、可動部材１００を
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被覆状態とするように支持部９０が保持される(図１２(ａ)および(ｂ)参照)。そして、可
動演出装置６０は、可動体７０の待機位置から可動位置に向けた移動に伴い第２案内部１
０４で案内されて変位する係合部１０６により支持部９０を作動して可動部材１００を被
覆状態から露出状態に向けて変位して可動体７０の可動位置で露出状態にすると共に、可
動体７０の可動位置から待機位置に向けた移動に伴い第２案内部１０４で案内されて変位
する係合部１０６により支持部９０を作動して可動部材１００を露出状態から被覆状態に
向けて変位するよう構成されている(図１２(ｃ)参照)。
【００２８】
(ベース部材６２について)
　図１４および図１５に示すように、前記ベース部材６２は、略矩形に形成された板状の
部材であり、実施例では透明な樹脂板で構成されている。ベース部材６２は、設置部材１
９における背面板１９ａの前面に取り付けられ、前記飾り部材５６および球通路画成部材
５８の後側に配置されている。ベース部材６２は、設置部材１９の開口部１９ｃ下縁を縁
取るように、該ベース部材６２の上縁部に配設された縁飾り６３を除いて、遊技盤２０や
枠状装飾体４０の下縁の後側に隠れて前側から視認できないようになっている(図４参照)
。ベース部材６２は、可動体７０および駆動手段８０など、可動演出装置６０を構成する
部材を支持して、可動演出装置６０は、ベース部材６２を介して１つのユニットとして取
り扱い可能に構成されている。
【００２９】
　前記ベース部材６２の前面には、２基の可動部材１００,１００に対応して２条の案内
手段１０２,１０４,１０２,１０４が左右方向中央部に設けられており、該案内手段１０
２,１０４,１０２,１０４の左右両側部に、可動体７０を上下方向に往復移動可能に支持
する一対のシャフト６４,６４が配設されている(図１３(ａ)参照)。各シャフト６４は、
金属製の棒状体であって、ベース部材６２の上端部に設けられたシャフト差込部６５とベ
ース部材６２の下端部に設けられたシャフト保持部６６との間に架設されて、上下方向に
延在している。ここで、シャフト６４は、その上端を下方に開口するシャフト差込部６５
に下方から差し込むと共に、前側に開放した溝状に形成されたシャフト保持部６６に嵌め
込んだ下端が、シャフト保持部６６に螺合した平ワッシャ付きネジ６７で抜け止めされる
。すなわち、シャフト６４は、平ワッシャ付きネジ６７を着脱することで、シャフト６４
(シャフト６４で支持した可動体７０)を簡単に着脱することができる。
【００３０】
(可動体７０について)
　図１３に示すように、実施例の可動体７０は、前後方向が薄い箱状であり、前面視で上
部が円弧状に形成されている。可動体７０は、その後面下部に左右方向に離間して設けら
れた一対の取付部７１,７１を備え(図１３(ｂ)参照)、各取付部７１に対応する側のシャ
フト６４を挿通することで、可動体７０は、ベース部材６２に対してシャフト６４に沿っ
て上下方向に移動可能に支持される。なお、取付部７１は、後方に開口する後溝部とこの
後溝部の上下に前方に開口する前溝部とから、上下に連通するシャフト６４の挿通路が形
成されている。可動体７０は、待機位置においてベース部材６２の前側に大部分が重なる
ように配置され、シャフト保持部６６の上端に取付部７１の下端が当接することで、下方
への移動が規制される。また、待機位置にある可動体７０は、図柄表示装置１８の表示部
１８ａの下側(窓口４０ａの下側)に位置して、前側に配置された遊技盤２０の下部、枠状
装飾体４０の下縁および飾り部材５６によって、該可動体７０の前側を覆う被覆状態にあ
る可動部材１００を含めて大部分が隠されている。可動体７０は、可動位置においてベー
ス部材６２の上縁から上方に延出し、ベース部材の前面に前記シャフト差込部６５の下方
に形成された移動規制片６５ａ(図１１参照)に取付部７１の上端が当接することで、上方
への移動が規制される。可動体７０は、待機位置から可動位置に向かうにつれて窓口４０
ａの下縁から上方に延出して図柄表示装置１８における表示部１８ａの前側に重なる部分
および前側が大きくなり、可動位置から待機位置に向かうにつれて表示部１８ａの前側か
ら下方へに退避するよう、図柄表示装置１８の表示部１８ａの前側(窓口４０ａの内側)に
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出没するようになっている。そして、可動体７０が表示部の前側に出没するのに伴って、
該可動体７０に配設された両可動部材１００,１００についても窓口４０ａの内側に出没
するようになっている。このように、可動演出装置６０は、可動体７０が可動位置で表示
部１８ａの前側に重なると共に、該可動体７０が可動位置から該表示部１８ａの下側(外
側)へ向けて移動して待機位置になるように配設されている。
【００３１】
　図１４および図１５に示すように、前記可動体７０は、該可動体７０の後面を構成する
可動体後板部７２と、この可動体後板部７２の前側に配設され、該可動体７０の前面を構
成する可動体前板部７３と、可動体後板部７２の後面に配設された一対のラック部７４,
７５とを備えている。また、可動体７０において可動体後板部７２と可動体前板部７３と
の間に画成される収納空間に、前面にＬＥＤ(発光体)７６ａが実装された発光基板(発光
手段)７６と、この発光基板７６の前側に配設された仕切部材７７と、この仕切部材７７
の前側に配設されたシート状の光拡散部材７８とが配設されている。可動体前板部７３は
、有色の樹脂板で光を透過可能に構成されており、該可動体前板部７３の後面における外
周縁部分に内外方向に溝と頂とが延在する凹凸からなる可動体光拡散部７３ａが形成され
る一方で、該可動体光拡散部７３ａより内側の中央部分が平坦に形成されている。すなわ
ち、可動体前板部７３は、外周縁部分と中央部分とで入射する光の拡散態様を異ならせて
いる。なお、発光基板７６、仕切部材７７および光拡散部材７８の外形は、可動体前板部
７３と相似形に形成されている。仕切部材７７は、発光基板７６のＬＥＤ７６ａの前側に
重ならないように仕切壁が延在する枠状に形成されており、仕切部材７７における仕切壁
間の隙間に発光基板７６のＬＥＤ７６ａが臨むように配置される。可動体７０は、発光基
板７６のＬＥＤ７６ａから前方に光を照射することで、光拡散部材７８を介して可動体前
板部７３を照らして、可動体前板部７３(可動体７０の前面)を発光し得るように構成され
ている。このように、実施例では可動体７０の前面全体が発光部となっている。なお、可
動体後板部７２は、光を透過しないように構成されて、可動体７０が待機位置から移動し
て図柄表示装置１８の表示部１８ａの前側に重なった際に、表示部１８ａで行われる表示
演出により可動体７０の可動体前板部７３を発光させないようになっている。
【００３２】
　図１３(ｂ)に示すように、前記可動体７０の後面には、左右方向に離間して一対のラッ
ク部７４,７５が配設されている。各ラック部７４,７５は、可動体後板部７２の上下に亘
って延在する歯部を外側(右側のラック部７５であれば右側、左側のラック部７４であれ
ば左側)に向けて有し、各ラック部７４,７５の下部内側(右側のラック部７５であれば下
部左側、左側のラック部７４であれば下部右側)に、前記取付部７１が一体形成されてい
る。可動体７０は、駆動手段８０が設置されるベース部材６２の左側部(一側部)に配設さ
れる左側のラック部７４(作動ラック部という)が駆動手段８０に連係して、この作動ラッ
ク部７４を介して駆動手段８０の駆動力が該可動体７０に伝達される(図１１および図１
２参照)。また、可動体７０は、ベース部材６２の右側部(他側部)に配設される右側のラ
ック部７５(規制ラック部という)が、ベース部材６２の右側上部前面に、前後の軸周りに
自由回転可能に配設された規制歯車６８に噛み合って、該規制歯車６８により右側方への
移動が規制される(図１０～図１２参照。なお、実施例では、一対のラック部７４,７５が
取付部７１を含めて左右対称な形状で形成されている。
【００３３】
(駆動手段８０について)
　図１４および図１５に示すように、前記駆動手段８０は、ベース部材６２の左側部中間
部位前面に、出力軸を後方へ向けた姿勢で配設された駆動モータ８２と、ベース部材６２
の後側に突出する駆動モータの出力軸に固定された駆動歯車８４と、この駆動歯車８４の
内側に位置してベース部材６２に回転可能に配設され、駆動歯車８４に噛み合う連繋歯車
８６と、この連繋歯車８６の内側に位置してベース部材６２に回転可能に配設され、連繋
歯車８６および前記作動ラック部７４に噛み合う作動歯車８８とから構成されている。ベ
ース部材６２には、駆動歯車８４および連繋歯車８６の配設部位に前側に凹む凹部が形成
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されており、この凹部に駆動歯車８４および連繋歯車８６が収容され、該凹部の上側に開
設された切欠を介して連繋歯車８６が作動歯車８８の第１作動歯部８８ａに噛み合ってい
る。そして、作動歯車８８において第１作動歯部８８ａの前側に該第１作動歯部８８ａと
同軸的に形成された第２作動歯部８８ｂが、ベース部材６２の前側において作動ラック部
７４と噛み合うようになっている。作動歯車８８は、その回転軸が連繋歯車８６の回転軸
より上側に配置されて、作動歯車８８において第１作動歯部８８ａより大径に形成された
第２作動歯部８８ｂの下部が連繋歯車８６の上部前側に重なっている。ベース部材６２の
前面には、作動歯車８８と案内手段１０２,１０４を挟んだ左右対称な位置関係で前記規
制歯車６８が回転可能に配設されており、この規制歯車６８が可動体７０の規制ラック部
７５に噛み合っている。このように、可動体７０は、作動ラック部７４に噛み合う作動歯
車８８と規制ラック部７５に噛み合う規制歯車６８とで左右から挟持されており、駆動歯
車８４、連繋歯車８６および作動歯車８８からなる伝達部を介して作動ラック部７４に伝
達される駆動モータ８２の駆動力によりシャフト６４,６４に沿って上下方向に往復移動
するよう構成される。なお、駆動歯車８４、連繋歯車８６および作動歯車８８は、前後方
向の軸周りに回転するようになっている。
【００３４】
(案内手段について)
　図１１および図１３(ａ)に示すように、前記ベース部材６２の前面には、可動体７０の
往復移動方向である上下方向に延在する第１案内部１０２と、この第１案内部１０２の上
端部(可動体７０の往復移動方向における第２位置側の端部)から上下方向(可動体７０の
往復移動方向)と交差するように延在する第２案内部１０４とからなる案内手段が設けら
れている。実施例では、第１案内部１０２および第２案内部１０４が前側に開放した溝状
に形成されており、可動部材１００の配設数に対応して、ベース部材６２に左右対称な延
在形状で案内手段が２条形成されている。第１案内部１０２は、ベース部材６２の下部か
ら上部に亘って上下方向に直線的に延在する一対の横壁と、両横壁の下端に連なって左右
方向に延在する下壁とにより画成されている。第２案内部１０４は、ベース部材６２の上
部に形成され、ベース部材６２の下部から上部にかけて延在する第１案内部１０２より延
在長さが短く設定されている。第２案内部１０４は、第１案内部１０２の横壁との接続部
から上方へ離間するにつれて第１案内部１０２の延在ラインから左右方向(第１案内部１
０２の延在ラインと直交する方向)に離れるように延在する一対の横壁と、両横壁の上端
に連なる上壁とにより画成されている。
【００３５】
　ここで、ベース部材６２の前面には、右側に配置される可動部材１００を作動するため
の案内手段１０２,１０４が左側に形成されており、左側に配置される可動部材１００を
作動するための案内手段１０２,１０４が右側に形成されている。左右の第１案内部１０
２,１０２は互いに並行に延在すると共に、左右の第２案内部１０４,１０４は第１案内部
１０２との接続部から離間するにつれて互いに近づくように斜めに延在している。すなわ
ち、各案内手段の第２案内部１０４は、第１案内部１０２との接続部から上方(可動体７
０の可動位置への移動方向)へ離間するにつれて可動部材１００における被覆状態から露
出状態への変位方向に傾くように斜め延在し、実施例の第２案内部１０４は、第１案内部
１０２に対して３０°程度傾いている。
【００３６】
(支持部９０について)
　図１３(ｂ)に示すように、前記支持部９０は、可動体７０の下部に、前後方向の軸周り
に回転可能に配設された支持円盤９２と、この支持円盤９２の前面に一端部が固定される
と共に他端部が可動部材１００に固定された支持アーム９４とを備えている。可動演出装
置６０は、２基の可動部材１００,１００に対応して２つの支持部９０,９０を備えており
、左側に配置される可動部材１００を支持する支持部９０の支持円盤９２がベース部材に
おいて右側に配置されると共に、右側に配置される可動部材１００を支持する支持部９０
の支持円盤９２がベース部材において左側に配置され、左右の支持円盤９２,９２が隣接
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している。そして、右側の支持円盤９２から延出して左側の可動部材１００を支持する支
持アーム９４と、左側の支持円盤９２から延出して右側の可動部材１００を支持する支持
アーム９４とが、その延在途中で前後に交差している。可動体７０には、可動体後板部７
２において可動体前板部７３の下縁から延出する下部に支持円盤収容部７２ａが形成され
、この支持円盤収容部７２ａに左右に離間して突設された一対の支持ボス７２ｂ,７２ｂ
に夫々嵌め合わせて一対の支持円盤９２,９２が左右に隣り合って配設されている。各支
持円盤９２は、外周縁の一部範囲に連動歯部９２ａを有し、この連動歯部９２ａが他方の
支持円盤９２に形成された連動歯部９２ａに互いに噛み合っている。すなわち、一対の支
持部９０,９０は、互いの支持円盤９２,９２の連動歯部９２ａ,９２ａの噛み合いにより
連動して作動するように構成されている。
【００３７】
　図１３(ｂ)に示すように、前記支持アーム９４は、可動部材１００の被覆状態において
、支持円盤９２に固定された一端部から支持する可動部材側(左側の可動部材１００であ
れば左側、右側の可動部材１００であれば右側)に向けて左右方向に延在した後に上方(可
動体７０の可動位置側)に向けて延在する、前面視で略Ｌ字状に形成されている。そして
、支持アーム９４は、上下に延在する他端部側が可動部材１００の外側縁の後側に重なっ
ており、該可動部材１００を後側から支持している。左右の支持アーム９４,９４は、一
端部側で互いに重なるように構成されて、実施例では、左側の可動部材１００を支持する
支持アーム９４の後側を、右側の可動部材１００を支持する支持アーム９４が通るように
なっており、該右側の支持アーム９４の一端部が、左側の支持アーム９４と干渉しないよ
うに後側に向けて屈曲形成されている(図９参照)。なお、左右の支持円盤９２,９２およ
び該支持円盤９２,９２の前面に取り付けられた支持アーム９４,９４の固定部の前側は、
可動体７０の下部に取り付けられる支持カバー部９６で覆われている(図８参照)。
【００３８】
(係合部１０６について)
　図１３(ｂ)に示すように、前記係合部１０６は、前記支持円盤９２の後面における該支
持円盤９２の回転中心から半径方向外側にずれた偏芯位置に設けられている。係合部１０
６は、支持円盤９２の後面に突設された円柱状の係合突起１０６ａと、この係合突起１０
６ａの外周に回転可能に嵌め合わせられた係合スリーブ１０６ｂとを有している(図１４
および図１５参照)。係合部１０６は、可動体後板部７２における前記支持円盤収容部７
２ａに前後に貫通形成された係合通口７２ｃを介して可動体後板部７２(可動体７０)の後
側に突出するようになっている(図１２参照)。係合通口７２ｃは、支持円盤９２の回転軸
を中心とする円弧状に形成されており、第１案内部１０２の前側に整合する位置から、第
２案内部１０４における第１案内部１０２に対する偏倚方向に延在するように開口してい
る。そして、可動体７０の後側に突出する係合部１０６は、ベース部材６２の前面に設け
られた案内手段１０２,１０４に挿入されている。左側の可動部材１００を支持する右側
の支持円盤９２から突出する右側の係合部１０６は、右側の案内手段１０２,１０４に係
合し、右側の可動部材１００を支持する左側の支持円盤９２から突出する左側の係合部１
０６は、左側の案内手段１０２,１０４に係合し、可動体７０の移動に伴って両係合部１
０６,１０６が上下方向に変位することで、夫々の案内手段１０２,１０４での位置が変化
するようになっている。
【００３９】
　前記係合部１０６は、第１案内部１０２に位置している際に、該第１案内部１０２の横
壁に左右方向の移動が規制されて、支持円盤９２の回転中心の略直上に位置付けられる(
図１１(ａ)、(ｂ)および図１２(ａ)、(ｂ)参照)。すなわち、係合部１０６は、可動体７
０が上下方向に往復移動しても、第１案内部１０２に位置している間は回動変位しないよ
うになっている。係合部１０６は、可動体７０の待機位置から可動位置に向けた上方移動
に際して第２案内部１０４に位置する際に、斜めに延在する該第２案内部１０４の横壁に
案内されて下方(右側の係合部１０６であれば反時計回り、左側の係合部１０６であれば
時計回り)へ向けて回動変位させられる。また、係合部１０６は、可動体７０の可動位置
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から待機位置に向けた下方移動に際して第２案内部１０４に位置する際に、斜めに延在す
る該第２案内部１０４の横壁に案内されて上方(右側の係合部１０６であれば時計回り、
左側の係合部１０６であれば反時計回り)へ向けて回動変位させられる。このように、左
右の係合部１０６,１０６は、第２案内部１０４,１０４に位置する際に、互いに反対向き
に回動変位するように対応の第２案内部１０４により案内される。そして、係合部１０６
が回動変位することで支持円盤９２が回転し、これに伴って揺動する支持アーム９４によ
って、可動部材１００が支持円盤９２を中心として被覆状態と露出状態との間で回動変位
される。
【００４０】
(可動部材１００について)
　図４～図６に示すように、前記可動部材１００は、板状に形成されて、その板面が盤面
に沿う可動体７０の前面に沿って延在している。一対の可動部材１００,１００は、係合
部１０６の変位につれて支持円盤９２を中心に互いに異なる向きに回動変位することで互
いに接離するよう構成され、被覆状態において、内縁部を互いに沿わせて左右に並ぶよう
に配置され、両可動部材１００,１００によって可動体７０における意匠が施された本体
部分前面の略全体を覆うようになっている。一対の可動部材１００,１００は、被覆状態
から互いに離間するように回動変位することで露出状態になり、可動体７０における本体
部分の外側縁下部を除く大部分の前面が露出し、可動部材１００の内側縁を除く外側縁が
可動体７０の外側に延出するよう構成される。ここで、可動部材１００は、可動体７０の
可動位置で露出状態になるよう構成されているので、該可動部材１００において露出状態
で可動体７０の外側に延出する領域が、表示部１８ａの前側に重なるようになっている(
図３(ｂ)参照)。そして、一対の可動部材１００,１００は、露出状態から互いに近接する
ように回動変位することで被覆状態に戻る。
【００４１】
　図１４および図１５に示すように、前記可動部材１００は、光を透過可能な可動板部１
００ａと、この可動板部１００ａの前側に取り付けられ、前後に貫通する開口や適宜の意
匠形状が形成されて光を透過可能な可動装飾部１００ｂとから、全体として光を透過可能
に構成されている。実施例では、可動板部１００ａおよび可動装飾部１００ｂが有色透明
な樹脂板で形成されて、可動装飾部１００ｂの開口を介して可動板部１００ａが前側から
視認可能になっている。このように、実施例の可動部材１００は、全体が飾り部として構
成されている。可動部材１００は、発光基板７６のＬＥＤ７６ａから照射した光によって
、被覆状態において全体的に発光されると共に、露出状態であっても可動体７０の前面に
重なる領域がＬＥＤ７６ａの光により発光される。実施例の可動部材１００は、可動装飾
部１００ｂの開口を介して可動板部１００ａが前面に露出する領域(易透視領域という)１
０１Ａが、可動装飾部１００ｂと可動板部１００ａとが重なった領域(難透視領域という)
１０１Ｂよりも、被覆状態で可動体７０の前面意匠を視認し易く設定されている。そして
、可動演出装置６０は、発光基板７６のＬＥＤ７６ａから光を照射して可動体７０の前面
を照明することで、被覆状態でＬＥＤ７６ａを点灯しない状態よりも可動部材１００を介
して可動体７０の前面意匠が見易くなる。ここで、可動体７０の可動位置で露出状態とな
る可動部材１００は、外縁部が可動体７０の外側に位置して表示部１８ａの前側に重なり
、当該外縁部が表示部１８ａで行われる表示により発光される。
【００４２】
　前記左側の可動部材１００は、被覆状態から右側の支持円盤９２を中心に左斜め下方(
反時計回り)に向けて回動変位して露出状態となり、露出状態から右側の支持円盤９２を
中心に右斜め上方(時計回り)に向けて回動変位して被覆状態となり、被覆状態から露出状
態に向けて付勢されるよう、該可動部材１００の重心が設定されている。右側の可動部材
１００は、被覆状態から左側の支持円盤９２を中心に右斜め下方(時計回り)に向けて回動
変位して露出状態となり、露出状態から左側の支持円盤９２を中心に左斜め上方(反時計
回り)に向けて回動変位して被覆状態となり、被覆状態から露出状態に向けて付勢される
よう、該可動部材１００の重心が設定されている。すなわち、可動部材１００は、被覆状
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態から露出状態に向けて回動変位させる方向に自重が作用し、案内手段１０２,１０４に
係合部１０６が回動規制されることで、該可動部材１００の姿勢が規定されている。
【００４３】
　図８(ａ)に示すように、前記可動演出装置６０では、可動体７０が待機位置にある際に
、駆動手段８０の駆動モータ８２が、左側の可動部材１００の露出状態への変位経路上に
位置するように、ベース部材６２の左側部中央に設置されている。ベース部材６２の前面
から前方に突出する駆動モータ８２は、可動体７２の待機位置において被覆状態にある左
側の可動部材１００の左側方に近接配置され、可動体７０の待機位置において左側の可動
部材１００と駆動モータ８２との当接によっても該可動部材１００の露出状態への変位を
規制するよう構成される。ここで、左右の可動部材１００,１００は、支持円盤９２の連
動歯部９２ａで連動するよう構成されているから、可動体７０の待機位置において左側の
可動部材１００を駆動モータ８２で位置規制することで、右側の可動部材１００について
も露出状態への変位を規制し得る。また、可動演出装置６０は、係合部１０６が第２案内
部１０４に配置される可動体７０の位置で、可動部材１００の被覆状態から露出状態への
変位経路上から駆動モータ８２が外れるよう構成されている。左側の可動部材１００は、
待機位置から可動位置に向けて可動体７０が上方へ移動して係合部１０６が第１案内部１
０２の上端に位置する高さで、駆動モータ８２よりも上方に配置される(図８(ｂ)参照)。
そして、第２案内部１０４に係合部１０６が案内されて左側の可動部材１００が被覆状態
から露出状態に回動変位するときは、駆動モータ８２から上方へ更に離間するようになっ
ている。
【００４４】
(補助係合部１０８について)
　図１３に示すように、前記可動演出装置６０は、可動部材１００に、支持部９０におけ
る可動体７０への支持部位となる支持円盤９２から離間して設けられた補助係合部１０８
と、可動体７０に設けられ、可動部材１００が被覆状態と露出状態との間の所定の変位経
路で変位するように、補助係合部１０８を案内する補助案内部１１０とを備えている。補
助係合部１０８は、支持部９０において可動部材１００の外縁部を後側から支持する支持
アーム９４の他端部から内方へ延出する補助片９４ａに設けられている。補助係合部１０
８は、補助片９４ａから後方へ延出し、前後に開口する補助案内部１１０に挿通される係
合軸１０８ａと、この係合軸１０８ａに嵌め込まれて補助案内部１１０の開口縁を前後か
ら挟む一対のワッシャ１０８ｂとを有し、係合軸１０８ａに螺合されるネジ１０８ｃによ
りワッシャ１０８ｂが抜け止めされている。補助案内部１１０は、可動体７０における可
動体後板部７２の両側部に、該可動体後板部７２の上下方向中間部から下部にかけて、支
持円盤９２の回転軸を中心とする円弧状に延在するように形成されている。ここで、補助
案内部１１０は、第２案内部１０４に案内される係合部１０６の変位に伴う被覆状態と露
出状態との間の可動部材１００の変位に合わせて延在するよう形成される。すなわち、被
覆状態から露出状態に向けて左斜め下方に回動変位する左側の可動部材１００に合わせて
左側の補助案内部１１０が可動体後板部７２の中間部から左斜め下方へ円弧状に延在し、
被覆状態から露出状態に向けて右斜め下方に回動変位する右側の可動部材１００に合わせ
て右側の補助案内部１１０が可動体後板部７２の中間部から右斜め下方へ円弧状に延在し
ている。
【００４５】
(原位置検出手段１１４について)
　図１３に示すように、前記ベース部材６２における右側部の上下方向中央部には、可動
体７０の可動体後板部７２の右側縁から右方へ延出する検出片１１２を検出する原位置検
出手段１１４が配設されている。実施例の原位置検出手段１１４は、前後に対向配置され
た発光部と受光部を有するフォトセンサであり、可動体７０の待機位置において検出片１
１２が発光部と受光部との間に位置し、可動体７０を待機位置から可動位置に向けて作動
することで、検出片１１２が発光部と受光部との間から外れる。
【００４６】
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(実施例の作用)
　前記可動演出装置６０は、可動体７０が待機位置にある際に、各係合部１０６が対応の
第１案内部１０２の下端に位置して、該第１案内部１０２により支持円盤９２の上端に位
置付けられた係合部１０６により支持部９０が可動部材１００を被覆状態で保持している
。このように、可動体７０の待機位置において両可動部材１００,１００が被覆状態にあ
り(図８(ａ))、可動体７０および該可動体７０の前面を覆う両可動部材１００,１００が
設置部材１９の背面板１９ａと該設置部材１９の前側に配設された飾り部材５６および球
通路画成部材５８との間に収容されて隠れた状態になっている(図３参照)。ここで、両可
動部材１００,１００は、可動体７０が背面板１９ａと飾り部材５６および球通路画成部
材５８との間に収容されているときに、互いに近接した被覆状態になっているので、左右
方向の幅寸法がコンパクトになっている。
【００４７】
　前記可動演出装置６０は、可動体７０を待機位置から可動位置に向けて上方へ移動する
と、可動体７０と共に両係合部１０６,１０６、両支持部９０,９０および両可動部材１０
０,１００が上方に移動し、係合部１０６が第１案内部１０２に位置している間は可動部
材１００が被覆状態で保持される。すなわち、被覆状態にある両可動部材１００,１００
で前側が覆われた状態で可動体７０が窓口４０ａの下側から表示部１８ａの前側に次第に
現れる(図８(ｂ)および図４参照)。可動体７０が待機位置から可動位置に向けて更に上方
へ移動すると、係合部１０６が第１案内部１０２から第２案内部１０４に位置し、可動体
７０の移動方向と交差するように延在する第２案内部１０４に案内されて係合部１０６が
回動変位し、これにより支持円盤９２が回転して支持アーム９４が揺動することで可動部
材１００が被覆状態から露出状態に向けて回動変位される。そして、可動体７０が可動位
置に至ると、係合部１０６が第２案内部１０４の上端に至り、両可動部材１００,１００
が露出状態となって可動体７０の前側から左右外側にずれて、可動体７０の前面が露出さ
れる(図８(ｃ)および図６参照)。
【００４８】
　ここで、支持部９０は、第２案内部１０４に変位される係合部１０６により回転される
支持円盤９２に一端部を接続すると共にこの一端部から離間した支持アーム９４の他端部
で可動部材１００を支持しているので、係合部１０６の変位量が小さくても支持アーム９
４で該変位量が増幅されて可動部材１００を係合部１０６の変位量よりも大きな変位量で
作動することができる。すなわち、可動体７０において待機位置と可動位置との間におけ
る可動位置側の狭い移動範囲において、両可動部材１００,１００を被覆状態から露出状
態に一気に開放することができる。これにより、表示部１８ａの前側に位置する可動体７
０の前側を覆っている被覆状態の両可動部材１００,１００を素速く露出状態に変位し、
可動体７０が両可動部材１００,１００の間から突然現れるような演出を行うことができ
る。換言すると、可動体７０が可動位置に至る直前までは、該可動体７０を両可動部材１
００,１００で隠すことができ、可動体７０が表示部１８ａの前側に十分に延出した前側
から見易い可動位置近傍で両可動部材１００,１００が開いて可動体７０の前面を露出す
るので、遊技者の注意を惹き付けることができる。
【００４９】
　前記可動体７０の左側領域を覆う可動部材１００を支持する支持部９０の支持円盤９２
をベース部材の右側に偏倚して配置すると共に、支持アーム９４の他端部で左側の可動部
材１００の左側縁を支持しているから、支持アーム９４をより長く設定することができ、
係合部１０６の変位に対する可動部材１００の変位をより大きくすることができる。可動
体７０の右側領域を覆う可動部材１００を支持する支持部９０の支持円盤９２をベース部
材の左側に偏倚して配置すると共に、支持アーム９４の他端部で右側の可動部材１００の
右側縁を支持することで、支持アーム９４をより長く設定することができ、係合部１０６
の変位に対する可動部材１００の変位をより大きくすることができる。
【００５０】
　前記可動演出装置６０は、可動体７０を可動位置から待機位置に向けて下方へ移動する
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と、第２案内部１０４に案内されて係合部１０６が回動変位し、これにより支持円盤９２
が回転して支持アーム９４が揺動することで可動部材１００が露出状態から被覆状態に向
けて回動変位される。可動体７０を可動位置から待機位置に向けて更に下方へ移動して係
合部１０６が第１案内部１０２に位置すると、可動部材１００が被覆状態で保たれ、この
状態で可動体７０が下降し、待機位置で停止する。可動演出装置６０は、可動部材１００
の被覆状態と露出状態との間の変位が、可動体７０の上下移動範囲において、可動部材１
００が前側から視認できる状態で行われる。そして、可動部材１００は、被覆状態と露出
状態との間の変位に際して、補助係合部１０８が補助案内部１１０に案内されるので、安
定して動作させることができる。
【００５１】
　前記可動演出装置６０によれば、可動体７０を駆動手段８０で往復移動方向に往復移動
することで、該可動体７０の移動に伴って可動部材１００,１００を往復移動方向に往復
移動することができると共に、可動体７０の移動に伴って案内部１０２,１０４で案内さ
れて変位する係合部１０６による簡単な構成で可動部材１００を被覆状態と露出状態との
間で変位させることができる。また、可動部材１００は、可動体７０が待機位置から可動
位置に移動する際に、係合部１０６が第１案内部１０２に案内されることで可動体７０の
前側を覆う被覆状態を保ったまま往復移動方向に移動し、係合部１０６が第２案内部１０
４に案内されることで前記被覆状態から可動体７０の前面を露出させる露出状態に変位す
るから、可動部材１００の被覆状態から露出状態への変位に伴って可動体７０の見え方を
大きく変化させることができる。更に、係合部１０６が第２案内部１０４に案内されて可
動部材１００が被覆状態と露出状態との間で変位する際にも、可動体７０および可動部材
１００が全体として上下方向に移動している。このように、可動体７０および可動部材１
００によって変化に富んだ動作演出を行うことができる。
【００５２】
　前記駆動手段８０の駆動モータ８２を、可動体７０の待機位置で可動部材１００の露出
状態への変位経路上に位置するようにベース部材６２に設置してあるから、可動体７０の
待機位置において被覆状態から露出状態に自重により変位しようとする可動部材１００を
、駆動モータ８２との当接により変位規制することができる。そして、可動体７０を待機
位置から可動位置に移動して、係合部１０６が第２案内部１０４に位置して可動部材１０
０が被覆状態から露出状態に変位する際には、可動部材１００の変位経路上から駆動モー
タ８２が外れているから、可動部材１００を駆動モータ８２に邪魔されずに露出状態に開
くことができる。すなわち、第１案内部１０２とこの第１案内部１０２に位置する係合部
１０６との間に左右方向の隙間を広くとっても、駆動モータ８２との当接により可動部材
１００を被覆状態とするように補助することができ、係合部１０６が第１案内部１０２を
移動する際の摺動負荷を軽減し、可動体７０をスムースに移動させることができる。
【００５３】
　前記可動演出装置６０は、発光基板７６のＬＥＤ７６ａから光を照射することで、可動
部材１００が被覆状態にある際には可動部材１００が発光し、可動部材１００が露出状態
にある際には発光した可動体７０が視認可能になる。また、可動部材１００は露出状態に
おいて表示部１８ａの前側に重なり、当該重なる部分を表示部１８ａの表示によって発光
し得る。すなわち、前述したように可動体７０の移動に伴う可動部材１００の変位により
発光態様も大きく変化させることができ、可動体７０および可動部材１００による変化に
富んだ動作演出と相まって演出効果を向上させることができる。
【００５４】
(変更例)
　なお、本発明に係る遊技機の構成としては、前述した実施例に示したものに限らず、種
々の変更が可能で、例えば以下のものを採用可能である。
(１)駆動手段の伝達部は、歯車の数や配置などを適宜変更可能であり、また歯車に限定さ
れず、リンクやその他の機構を採用することができる。
(２)案内部は溝状に限らず、係合部を案内し得る形状であれば開口状やその他の形状を採
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用できる。
(３)可動部材の変位は、回動変位に限定されず、可動体の往復移動方向と交差する方向に
スライド変位する等、その他の動作であってもよい。
(４)発光体は、ＬＥＤに限定されず、電球などその他であってもよい。
(５)可動体の発光手段は省略することが可能である。
(６)遊技盤は、ベニヤ板等の木製であっても、透明または不透明の合成樹脂製であっても
よい。
(７)遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチンコ
球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
【００５５】
(８)実施例の規制ラック部７５と規制歯車６８とによる可動体７０の位置規制構造に代え
て、図１６～図１７に示すように、可動体７０における往復移動方向に沿う側縁に形成さ
れた鍔部１２０と、ベース部材６２に回転可能に配設され、鍔部１２０の前側に重なって
該鍔部１２０の前方変位を規制する規制部１２２とによる可動体７０の位置規制構造を採
用してもよい。なお、実施例と同様の構成には、実施例と同じ符号を付して説明を省略す
る。規制部１２２は、作動歯車８８と案内手段１０２,１０４を挟んで反対側のベース部
材６２の右側部上部に、前後の軸周りに自由回転可能に配設された円盤状部材であり(図
１６(ａ)参照)、鍔部１２０の前側に重なっている。鍔部１２０は、可動体７０における
可動体後板部の後面から離間して上下方向に延在するよう対向配置され、可動体７０にお
いて作動ラック部７４と反対側の右側部に設けられている(図１６(ｂ)参照)。すなわち、
規制部１２２による鍔部１２０の前方への変位が規制されて、これにより可動体７０の前
後のガタツキを防止することができる。前記鍔部１２０の外縁部には、前方に向けて突出
する突出片１２１が形成され、突出片１２１は、可動体７０が可動位置にある際に規制部
１２２が重なる部位よりも該可動体７０が待機位置にある際に規制部１２２に重なる部位
の突出寸法が大きく設定されている(図１７参照)。すなわち、可動体７０が待機位置にあ
る際に、規制部１２２と鍔部１２０の突出片１２１との当接により可動体７０の前後のガ
タツキをより適切に防止することができる。すなわち輸送時等の振動によっても、可動演
出装置６０の破損を回避できる。
【００５６】
　すなわち、前記(８)で説明した変更例は、以下の技術的思想が含まれる。
(付記１)
　前記鍔部(120)には、前方に向けて突出する突出片(121)が形成され、
　前記突出片(121)は、前記可動体(70)が第２位置にある際に規制部が重なる部位よりも
該可動体(70)が第１位置にある際に前記規制部(122)に重なる部位の突出寸法が大きく設
定された遊技機。
　付記１によれば、可動体が第１位置にある際に、規制部と鍔部の突出片との当接により
可動体の前後のガタツキをより適切に防止することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　１８ 図柄表示装置
　１８ａ 表示部
　２０ 遊技盤
　２０ａ 遊技領域
　４０ａ 窓口
　６０ 可動演出装置
　６２ ベース部材
　７０ 可動体
　７６ 発光基板(発光手段)
　８０ 駆動手段
　８２ 駆動モータ
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　９０ 支持部
　１００ 可動部材
　１０２ 第１案内部
　１０４ 第２案内部
　１０６ 係合部

【図１】 【図２】
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