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(57)【要約】
【課題】可動役物を待機位置と作動位置との間でスムー
ズに往復移動させて停止時のふらつきも抑制できる遊技
機を提供する。
【解決手段】演出表示装置２５の上方に配置されたベー
ス部材６０と、ベース部材６０にピン６５を軸支部とし
て回転可能に支持された一対の回転板６３と、両回転板
６３を互いに逆向きに同期回転させるモータ６２と、両
回転板６３の回転に連動して待機位置と作動位置との間
を往復移動する一対の第２可動役物６１と、両回転板６
３とベース部材６０との間にそれぞれ張架された一対の
引張コイルばね６４とを備え、引張コイルばね６４の両
端に形成されたフック部６４ａ，６４ｂをベース部材６
０と回転板６３のボス６０ａ，６３ａにそれぞれ回転可
能に掛止めすると共に、これら両フック部６４ａ，６４
ｂを結ぶ仮想線Ｑが回転板６３の回転に伴ってピン６５
を横切るように設定した。
【選択図】図１５



(2) JP 2012-110432 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技に関わる演出画像を表示可能な演出表示装置と、この演出表示装置の周囲に配設さ
れたベース部材と、このベース部材に軸支部を中心に回転可能に支持された回転板と、こ
の回転板を正逆両方向へ回転駆動するモータと、前記回転板の回転に連動して待機位置と
作動位置との間を往復移動する可動役物と、前記回転板と前記ベース部材との間に張架さ
れた引張コイルばねとを備え、
　前記引張コイルばねの両端に形成されたフック部を前記回転板と前記ベース部材にそれ
ぞれ回転可能に掛止めすると共に、これら両フック部を結ぶ仮想線が前記回転板の回転に
伴って前記軸支部を横切るように設定したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記回転板と前記可動役物とを前記演出表示装置の中心を通
る鉛直線に関して対称な左右位置にそれぞれ配置すると共に、前記一対の回転板が前記モ
ータを駆動源としてを互いに逆向きに同期回転するようになし、これら回転板の同期回転
に伴って前記一対の可動役物が待機位置と作動位置との間を近接離反方向へ移動するよう
にしたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機に係り、特に、電子抽選の結果を遊
技者に示唆または報知することができる可動役物装置を演出表示装置の周囲に備えた遊技
機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一例であるパチンコ機の中には、遊技盤の遊技領域に演出表示装置や始動入賞
口を設け、遊技領域に向けて発射された遊技球が始動入賞口に入賞したことを契機に電子
抽選を行い、その抽選結果に基づいて演出表示装置が図柄の変動表示および停止表示を行
うようにした機種が存在する。電子抽選の抽選結果には当たり（当選）とハズレ（非当選
）があり、抽選結果が当たりの場合には、演出表示装置の表示画面に所定の特別図柄の組
み合わせが表示され、遊技状態が通常モードから特別遊技モードへと移行する。この特別
遊技モードでは、例えばアタッカーを開放動作することによって露呈された大入賞口に遊
技球が入るので、遊技者は数多くの賞球を獲得することができる。
【０００３】
　この種のパチンコ機において、遊技領域の中央部に配設された装飾枠体の開口内に演出
表示装置の表示画面を露出させると共に、キャラクタ類や文字・図形等の意匠が施された
可動役物を装飾枠体の適宜位置に配置し、電子抽選で当選していることを可動役物の可動
態様によって遊技者に示唆または報知するようにした可動役物装置が広く採用されている
。従来より、かかる可動役物装置を備えたパチンコ機として、可動役物を装飾枠体の裏面
側の待機位置に収納しておき、この可動役物をモータの駆動力によって表示画面の前方の
作動位置に出現させるようにしたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に開示された可動役物装置では、可動役物の基端側の揺動軸に揺動部材が取
り付けられると共に、この揺動部材の先端部に引張コイルばねの一端が掛止めされており
、可動役物は引張コイルばねのばね力によって出現方向（作動位置の方向）へ常時付勢さ
れている。また、揺動部材の先端部にローラが軸支されており、このローラはモータの出
力軸に固着されたカム体のカム面に当接している。ここで、可動役物が表示画面の前方か
ら隠れて待機位置に収納されているとき、ローラはカム体の中心から最も離れたカム面の
最大径部分に当接しているが、この状態でモータを一方向へ回転させると、ローラがカム
面の最大径部分を乗り越えて最小径部分へ瞬時に移行するため、可動役物が引張コイルば
ねの付勢力を受けながら揺動軸を中心に揺動回転して表示画面の前方の作動位置に出現す
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る。また、可動役物が表示画面の前方の作動位置で停止しているときにモータを回転させ
ると、カム体が引張コイルばねの付勢力に抗してローラを押し込み、それに伴ってローラ
とカム面の接触位置が最小径部分から最大径部分へと徐々に移行するため、可動役物は作
動位置から待機位置に向かって揺動回転して再び装飾枠体の裏面側に収納される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２４０３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述した従来のパチンコ機（遊技機）においては、引張コイルばねの付勢力によって可
動役物を待機位置から作動位置へ移動させるようになっているため、装飾枠体の裏面側に
収納されていた可動役物を表示画面の前方に瞬時に出現させることができ、かかる可動役
物の可動態様によって遊技者に強いインパクトを与えることができる。しかしながら、可
動役物に対する引張コイルばねの付勢方向が常に同じ（出現方向）であるため、可動役物
を出現方向とは逆の退避方向へ移動させるときは、引張コイルばねの付勢力に抗してモー
タを駆動源として回転するカム体でローラを押し込む必要がある。すなわち、可動役物を
作動位置へ移動させる引張コイルばねの付勢力と可動役物を待機位置へ移動させるモータ
の負荷トルクとが比例関係にあるため、ばね力の大きな引張コイルばねを使用することに
よって、可動役物を大きな付勢力で瞬時に作動位置へ出現させることは可能となるが、そ
の反面、可動役物を待機位置へ戻す際に必要なモータの負荷トルクが増大してしまうとい
う難点がある。また、引張コイルばねが可動役物を常に作動位置の方向へ付勢しているた
め、作動位置で停止している可動役物のふらつきは引張コイルばねの付勢力によって抑制
できるが、待機位置で停止している可動役物のふらつきを引張コイルばねで抑制すること
はできないという難点もある。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、可動役物
を待機位置と作動位置との間でスムーズに往復移動させて停止時のふらつきも抑制できる
遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明の遊技機は、遊技に関わる演出画像を表示可能な
演出表示装置と、この演出表示装置の周囲に配設されたベース部材と、このベース部材に
軸支部を中心に回転可能に支持された回転板と、この回転板を正逆両方向へ回転駆動する
モータと、前記回転板の回転に連動して待機位置と作動位置との間を往復移動する可動役
物と、前記回転板と前記ベース部材との間に張架された引張コイルばねとを備え、前記引
張コイルばねの両端に形成されたフック部を前記回転板と前記ベース部材にそれぞれ回転
可能に掛止めすると共に、これら両フック部を結ぶ仮想線が前記回転板の回転に伴って前
記軸支部を横切るように設定した。
【０００９】
　このように構成された遊技機において、モータを駆動源として回転板が軸支部を中心に
回転するとき、回転板とベース部材間に張架された引張コイルばねの両フック部を結ぶ仮
想線は回転板の軸支部を横切るように変動し、両フック部と軸支部の３点が同一直線上に
重なる位置を境に引張コイルばねの回転板に対する付勢方向が逆になる。そして、可動役
物の待機位置おいて引張コイルばねは回転板を一方向へ付勢し、可動役物の作動位置おい
て引張コイルばねは回転板を他方向へ付勢するため、比較的低トルクで小型のモータによ
って可動役物を待機位置と作動位置間でスムーズに移動させることができると共に、待機
位置と作動位置のそれぞれの停止位置で可動役物のふらつきを抑制することができる。
【００１０】
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　上記の構成において、回転板と可動役物とを演出表示装置の中心を通る鉛直線に関して
対称な左右位置にそれぞれ配置すると共に、左右一対の回転板がモータを駆動源としてを
互いに逆向きに同期回転するようになし、これら回転板の同期回転に伴って一対の可動役
物が待機位置と作動位置との間を近接離反方向へ移動するように構成すると、待機位置で
近接していた左右一対の可動役物が作動位置に向かって素早い動きで拡がるという可動演
出を１つのモータを駆動源として行うことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の遊技機では、モータを駆動源として回転板が軸支部を中心に回転するとき、回
転板とベース部材間に張架された引張コイルばねの両フック部を結ぶ仮想線は回転板の軸
支部を横切るように変動するが、両フック部と軸支部の３点が同一直線上に重なる位置を
境にして引張コイルばねの回転板に対する付勢方向が逆になるため、比較的低トルクで小
型のモータによって可動役物を待機位置と作動位置間でスムーズに移動させることができ
ると共に、待機位置と作動位置のそれぞれの停止位置で可動役物のふらつきを抑制するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態例に係るパチンコ機の外観斜視図である。
【図２】図１に示すパチンコ機の背面図である。
【図３】図１のパチンコ機に備えられる遊技盤の正面図である。
【図４】図３の遊技盤に配置された第１の可動役物装置の斜視図である。
【図５】第１の可動役物装置に備えられる第１可動役物の内部構造を示す斜視図である。
【図６】第１の可動役物装置の正面図である。
【図７】図６のＡ－Ａ線に沿う拡大断面図である。
【図８】第１可動役物がスライド移動した状態を示す第１の可動役物装置の斜視図である
。
【図９】第１可動役物が自転した状態を示す第１の可動役物装置の正面図である。
【図１０】図９のＢ－Ｂ線に沿う拡大断面図である。
【図１１】第１の可動役物装置に備えられるフラットケーブルの説明図である。
【図１２】図３の遊技盤に配置された第２の可動役物装置の斜視図である。
【図１３】第２の可動役物装置を裏面側から見た斜視図である。
【図１４】第２の可動役物装置が待機位置にあるときの背面図である。
【図１５】第２の可動役物装置が待機位置にあるときの駆動機構の説明図である。
【図１６】第２の可動役物装置が作動途中状態にあるときの背面図である。
【図１７】第２の可動役物装置が作動位置にあるときの背面図である。
【図１８】第２の可動役物装置が作動位置にあるときの駆動機構の説明図である。
【図１９】第２の可動役物装置の作動状態を示す正面図である。
【図２０】第１の可動役物装置が待機状態にあるときの遊技盤の説明図である。
【図２１】第１の可動役物装置が作動状態にあるときの遊技盤の作説明図である。
【図２２】第１の可動役物装置が作動状態にあるときの遊技盤の作説明図である。
【図２３】第１および第２の可動役物装置が同時に作動状態にあるときの遊技盤の説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１に示すように、本発明の実
施形態例に係る遊技機（パチンコ機）は、遊技場の島設備に設置される縦長方形状の機枠
１と、機枠１に扉状に開閉自在に取り付けられた本体枠２と、本体枠２の内側に収容され
た後述する遊技盤３と、本体枠２の前面に開閉自在に取り付けられたガラス扉４と、ガラ
ス扉４の下側で本体枠２の前面に開閉自在に取り付けられた前面ボード５と、前面ボード
５の右下隅部に取り付けられた発射ハンドル６等を具備しており、前面ボード５には遊技
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球を収容する受皿７が設けられている。ガラス扉４の中央部には透明なガラス板８が取り
付けられており、遊技盤３の前面はこのガラス板８を通して外部から目視可能となってい
る。また、ガラス扉４の上部にはスピーカ９が左右に１個ずつ取り付けられており、これ
らスピーカ９から遊技に関する様々な効果音を発するようになっている。
【００１４】
　図２に示すように、遊技盤３は本体枠２の背面側に露出しており、この遊技盤３の背面
側には、主制御処理部１０、特別図柄表示制御部１１、普通図柄表示制御部１２、演出制
御処理部１３、ランプ制御処理部１４、音声制御処理部１５等が設けられている。その他
、本体枠２の背面側には、支払制御処理部１６、発射制御処理部１７、賞球支払装置１８
等が設けられており、これらは遊技盤３を包囲する適宜位置に配置されている。
【００１５】
　図３に示すように、遊技盤３の前面（盤面）はガイドレール１９等によって略円形状に
区画され遊技領域２０となっており、発射ハンドル６が遊技者によって任意角度に回転操
作されると、図示せぬ発射装置が受皿７に保留された遊技球を遊技領域２０に向けて連続
的に打ち出すようになっている。遊技領域２０内の上部中央付近には中央役物ユニット２
１が配設されており、この中央役物ユニット２１は、中央部に矩形状の開口２２ａを有す
る装飾ケース２２と、装飾ケース２２の左右両側壁部に配置された後述する第１の可動役
物装置２３と、装飾ケース２２の上壁部の中央に配置された後述する第２の可動役物装置
２４とを具備している。また、中央役物ユニット２１の裏面側には液晶パネル（ＬＣＤ）
からなる演出表示装置２５が配設されており、この演出表示装置２５の表示画面２５ａは
装飾ケース２２の開口２２ａから露出している。
【００１６】
　装飾ケース２２の真下の遊技領域２０には上面に入賞孔を有する単純構造の第１始動入
賞口２６が配設されており、この第１始動入賞口２６の右側の遊技領域２０には可動片を
有する電動チューリップ構造の第２始動入賞口２７が配設されている。そして、これら始
動入賞口２６，２７のいずれか一方に遊技球が入賞すると、それを契機として特別図柄に
係る電子抽選が行われ、その抽選結果に基づいて演出表示装置２５の表示画面２５ａ上で
演出用図柄の変動表示および停止表示が行われる。また、装飾ケース２２の右側の遊技領
域２０の下部領域には通過チャッカー２８が配設されており、遊技球がこの通過チャッカ
ー２８を通過すると、それを契機として普通図柄に係る電子抽選が行われ、その抽選結果
が当たりの場合は、通過チャッカー２８の下方に位置する第２始動入賞口２７の可動片を
一時的に駆動して遊技球の入賞を許可するようになっている。
【００１７】
　さらに、第１始動入賞口２６の真下の遊技領域２０にはアタッカー２９が配設されてお
り、このアタッカー２９によって内部の大入賞口（図示せず）が覆われている。アタッカ
ー２９は、第１および第２始動入賞口２６，２７のいずれか一方に遊技球が入賞すること
を契機に行われる特別図柄に係る電子抽選の結果、当たりとなって大当たり遊技状態（特
別遊技モード）へ移行した場合に作動される装置である。具体的には、特別図柄の抽選結
果が大当たりの場合、演出表示装置２５の表示画面２５ａ上に演出用図柄の変動表示を例
えば「７７７」のように特定図柄で停止させると共に、アタッカー２９の開閉扉が複数回
繰り返し開放動作して大入賞口を露呈させる。アタッカー２９は１回の開放動作について
例えば３０秒経過するまで、あるいは遊技球が大入賞口に例えば１０個入賞するまで開放
状態を維持し、かかる開放動作を例えば１５回繰り返した後に大当たりが終了する。その
他、遊技領域２０内には、遊技球の流下経路を担う遊技釘（図示省略）と風車３０や、遊
技球の払い出しのみを行う複数の一般入賞口３１等が配設されており、いずれの始動入賞
口２６，２７や一般入賞口３１にも入賞しなかった遊技球は、遊技領域２０の最下端部に
設けられたアウト口３２から遊技盤１９の裏面側に排出されるようになっている。
【００１８】
　第１および第２の可動役物装置２３，２４は前述した特別図柄に係る電子抽選の結果を
可動役物の可動態様によって遊技者に示唆することができる装置であり、これら２種類の
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可動役物装置２３，２４は単独または同時に作動されるようになっている。
【００１９】
　まず、第１の可動役物装置２３の構成について説明すると、図４～図１０に示すように
、第１の可動役物装置２３は、装飾ケース２２の左右両側壁の近傍に配置された一対の第
１可動役物３３と、これら第１可動役物３３を演出表示装置２５の表示画面２５ａの前方
で互いに近接離反する方向（図６の矢印Ｘ１－Ｘ２方向）へスライド移動させる直線駆動
手段３４と、両第１可動役物３３をそのスライド移動方向と直交する軸線（図６の２点鎖
線Ｙ）周りに正逆両方向へ自転させる回転駆動手段３５等を備えている。ここで、左右一
対の第１可動役物３３は演出表示装置２５の中心を通る鉛直線に関して対称形状であり、
その基本的な構成は同一であるため、以下、左側の第１可動役物３３の駆動機構について
詳細に説明する。
【００２０】
　直線駆動手段３４は、装飾ケース２２の内部にねじ止め等によって固定された上部ベー
ス部材３６および下部ベース部材３７と、上部ベース部材３６に取り付けられた第１モー
タ３８と、第１モータ３８を駆動源として回転する駆動プーリ３９と、駆動プーリ３９か
ら離反する水平方向へ弾性付勢された従動プーリ４０と、これら両プーリ３９，４０間に
張架された無端状ベルト４１と、両端が上部ベース部材３６に固定されて左右方向へ延び
るガイドシャフト４２と、ガイドシャフト４２に沿って移動可能に支持された上部スライ
ダ４３と、下部ベース部材３７に沿って移動可能に支持された下部スライダ４４とによっ
て主に構成されており、上部スライダ４３の上端部は無端状ベルト４１に固定されている
。上部スライダ４３と下部スライダ４４にはそれぞれ軸線Ｙ方向へ延びる支持軸４３ａ，
４４ａが設けられており、これら支持軸４３ａ，４４ａに第１可動役物３３の上下両端部
が回転可能に支持されている。これにより、第１モータ３８の回転駆動力が無端状ベルト
４１を介して上部スライダ４３に伝達されると、上部スライダ４３と第１可動役物３３お
よび下部スライダ４４の三者が左右方向（図６の矢印Ｘ１－Ｘ２方向）へ一体的にスライ
ド移動する。
【００２１】
　図５に示すように、第１可動役物３３は、Ｌ字状の横断面形状を有する支持ベース４５
と、支持ベース４５の一面内側に取り付けられた第２モータ４６と、支持ベース４５の一
面外側に取り付けられた第２の回路基板４７と、第２の回路基板４７上に積層配置された
導光板４８と、導光板４８を覆うように支持ベース４５に取り付けられた表示板４９と、
第２の回路基板４７から支持ベース４５の内部を通って外部に導出された帯状のフラット
ケーブル５０と、Ｌ字状の開放端を塞ぐように支持ベース４５に取り付けられた意匠板５
１とによって主に構成されており、支持ベース４５の上下両端部はそれぞれ軸受半体５２
，５３を用いて上部スライダ４３と下部スライダ４４の支持軸４３ａ，４４ａに回転可能
に軸支されている。この第１可動役物３３は自転方向に沿って３つの異なる面を有する柱
状体であり、そのうち２つの面に表示板４９と意匠板５１が露出し、残り１つに支持ベー
ス４５の他面が露出している。ここで、表示板４９には例えば「闘魂」という文字の左半
分を表す光透過性の表示部が施され、意匠板５１には例えば人物の顔の左半分を模した意
匠が施されている。なお、前述したように左右の第１可動役物３３は対称形状であるため
、右側の第１可動役物３３の表示板４９には「闘魂」という文字の右半分を表す表示が施
され、意匠板５１には人物の顔の右半分を模した意匠が施されている。
【００２２】
　上部スライダ４３の支持軸４３ａの下端部には平歯車５４が固着されており、この平歯
車５４に第２モータ４６の出力軸に固着された遊星歯車５５が噛合している。平歯車５４
の中心と前記軸線Ｙとは同一線上に設定されており、遊星歯車５５の中心軸は軸線Ｙと平
行に設定されている。これら第２モータ４６と遊星歯車５５および平歯車５４によって回
転駆動手段３５が構成されており、第２モータ４６の回転に伴って遊星歯車５５が平歯車
５４の周囲を自公転すると、第１可動役物３３が両支持軸４３ａ，４４ａを中心に軸線Ｙ
周りを自転する。なお、図５において、第１可動役物３３の内部構造を説明するために意
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匠板５１は省略されている。
【００２３】
　第２の回路基板４７の相対向する周縁部にはホリゾンタルタイプのＬＥＤ（図示せず）
が複数実装されており、これらＬＥＤの光を導光板４８の側面に入射して前面から出射さ
せることにより、表示板４９の前述した表示部を照光可能となっている。また、支持ベー
ス４５の内部には複数の小形基板５６が取り付けられており、これら小形基板５６には意
匠板５１の光透過部を照光するためのバーチカルタイプのＬＥＤ（図示せず）が実装され
ている。そして、第２モータ４６と各小形基板５６をそれぞれ図示せぬワイヤーハーネス
を介して第２の回路基板４７にコネクタ接続すると共に、この第２の回路基板４７にフラ
ットケーブル５０の一端部をコネクタ接続することにより、外部に配置された後述する第
１の回路基板からフラットケーブル５０を介して第１可動役物３３内の第２モータ４６や
各ＬＥＤに電力が供給されるようになっている。
【００２４】
　図１１に示すように、このフラットケーブル５０は、Ｕ字状に反転する第１導通部５０
ａと、第１導通部５０ａを上方に折り返して前記軸線Ｙ方向へ延出する中間部５０ｂと、
中間部５０ｂの上端を折り返して軸線Ｙ周りに複数ターン巻回した巻回部５０ｃと、巻回
部５０ｃの外周端側を折り返して上方へ延出する第２導通部５０ｄとを有しており、第２
導通部５０ｅは先端部を折り返して第２の回路基板４７にコネクタ接続されている。
【００２５】
　第１導通部５０ｂは第１可動役物３３の外部に露出する部分であり、図４～図１０に示
すように、第１導通部５０ｂの先端部は下部ベース部材３７に取り付けられた中継基板５
７にコネクタ接続されている。この中継基板５７は第１の回路基板であり、中継基板５７
は図示せぬワイヤーハーネスを介して前述した演出制御処理部１３にコネクタ接続されて
いる。第１導通部５０ｂは中継基板５７と第１可動役物３３との間に延在する部分である
が、その途中に延出方向を変換するＵ字状の反転部５０ｅを有しており、このようにフォ
ーミングされた第１導通部５０ｂによって第１可動役物３３の左右方向（矢印Ｘ１－Ｘ２
方向）の動きが吸収される。
【００２６】
　中間部５０ｂは第１可動役物３３の内部で下部スライダ４４の支持軸４４ａの軸線方向
に沿って延在する部分であり、図７と図１０に示すように、支持軸４４ａに留め板５８を
ねじ止めすることにより、中間部５０ｂは上下両端の折り返し部Ｔ１，Ｔ２を含めた全体
が支持軸４４ａと留め板５８間に挟持・固定されている。巻回部５０ｃは中間部５０ｂの
上端側の折り返し部Ｔ２を内周端として支持軸４４ａと留め板５８の周りに複数ターン巻
回されており、巻回部５０ｃの外周端側の折り返し部Ｔ３は前記軸受半体５３に形成され
た押え部５３ａ（図５参照）を用いて支持ベース４５の内壁面に固定されている。すなわ
ち、巻回部５０ｃの内外両周端の折り返し部Ｔ２，Ｔ３は第１可動役物３３の内部で支持
軸４４ａとそれに回転可能に軸支された支持ベース４５とにそれぞれ固定されており、か
かる巻回部５０ｃの巻き締め／巻き戻し動作によって第１可動役物３３の自転方向の動き
が吸収される。第２導通部５０ｄは巻回部５０ｃの外周端側の折り返し部Ｔ３から支持ベ
ース４５の内壁面に沿って上方へ延出しており、その先端側の折り返し部Ｔ４は留め具５
９（図５参照）を用いて支持ベース４５の内壁面に固定されている。
【００２７】
　前述したように、このフラットケーブル５０においては、Ｕ字状に反転した第１導通部
５０ａによって第１可動役物３３のスライド方向の動きを吸収することができると共に、
軸線Ｙ周りに巻回した巻回部５０ｃによって第１可動役物３３の自転方向の動きを吸収す
ることができる。したがって、第１可動役物３３が図１１（ａ）に示す待機位置から矢印
Ｘ２方向へスライド移動すると、図１１（ｂ）に示すように、第１導通部５０ａの反転部
５０ｅが折り返し部Ｔ１のスライド移動量の約半分だけ同方向へ移動し、かかる第１導通
部５０ａの挙動によって中継基板５７（第１の回路基板）と第２の回路基板４７との相対
的な位置変化が吸収される。一方、第１可動役物３３が図１１（ａ）に示す待機位置から
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矢印Ｒ方向へ自転すると、図１１（ｃ）に示すように、巻回部５０ｃの外周端側の折り返
し部Ｔ３が内周端側の折り返し部Ｔ２に対して巻き戻し方向へ回転し、かかる巻回部５０
ｃの挙動によって第１可動役物３３の自転に伴う第２の回路基板４７の回転動作が許容さ
れる。なお、第１可動役物３３が図１１（ｂ）に示す作動位置から矢印Ｘ２と反対方向へ
スライド移動すると、フラットケーブル５０の第１導通部５０ａは図１１（ａ）に示す待
機位置に戻る。同様に、第１可動役物３３が図１１（ｃ）に示す作動位置から矢印Ｒと逆
方向へ自転すると、巻回部５０ｃが巻き締め方向へ回転して図１１（ａ）に示す待機位置
に戻る。
【００２８】
　次に、第２の可動役物装置２４の構成について説明すると、図１２～図１９に示すよう
に、第２の可動役物装置２４は、上部ベース部材３６を覆うように装飾ケース２２の上壁
に固定されたベース部材６０と、ベース部材６０の前面中央部に配置された一対の第２可
動役物６１と、ベース部材６０の裏面に取り付けられたモータ６２と、モータ６２を駆動
源として互いに逆方向へ同期回転する一対の回転板６３と、両回転板６３とベース部材６
０との間にそれぞれ張架された一対の引張コイルばね６４等を備えている。
【００２９】
　一対の回転板６３は演出表示装置２５の中心を通る鉛直線に関して左右対称な位置に配
置されており、これら回転板６３は軸支部であるピン６５を用いてベース部材６０の裏面
に回転可能に軸支されている。両回転板６３は扇形の歯車（セクター歯車）であり、一方
の回転板６３はモータ６２の出力軸に取り付けられた駆動歯車６６に噛合しているが、他
方の回転板６３はアイドル歯車６７を介して駆動歯車６６と噛合している。これにより、
モータ６２が正逆いずれかの方向へ回転すると、一方の回転板６３はモータ６２と逆方向
へ回転し、他方の回転板６３はモータ６２と同方向へ回転する。
【００３０】
　図１３に示すように、引張コイルばね６４は両端にリング形状のフック部６４ａ，６４
ｂを有しており、一方のフック部６４ａは回転板６３のボス６３ａに螺入されたネジ６８
に回転可能に掛止めされ、他方のフック部６４ｂはベース部材６０のボス６０ａに螺入さ
れたネジ６９に回転可能に掛止めされている。ここで、引張コイルばね６４の両フック部
６４ａ，６４ｂを結ぶ直線を仮想線Ｑとすると、図１５に示すように、この仮想線Ｑに対
して回転板６３の軸支部（回転中心）であるピン６５が内側に位置しているとき、引張コ
イルばね６４は回転板６３を同図の矢印α方向へ弾性付勢するが、図１８に示すように、
仮想線Ｑに対してピン６５が外側に位置しているとき、引張コイルばね６４は回転板６３
を同図の矢印β方向へ弾性付勢する。すなわち、仮想線Ｑは回転板６３の回転に伴ってピ
ン６５を横切るように変動し、両フック部６４ａ，６４ｂとピン６５の３点が仮想線Ｑ上
に重なる位置を境にして引張コイルばね６４の回転板６３に対する付勢方向が逆になる。
なお、図１５と図１８において引張コイルばね６４は図示省略されており、また、図１３
において一方の引張コイルばね６４とネジ６８，６９は組み付け前の分解状態で示されて
いる。
【００３１】
　一対の第２可動役物６１も演出表示装置２５の中心を通る鉛直線に関して左右対称な位
置に配置されており、これら第２可動役物６１はそれぞれリンク機構を構成する第１およ
び第２のアーム７０，７１を用いて待機位置と作動位置との間を往復移動するようになっ
ている。具体的には、第１のアーム７０の両端部がベース部材６０と第２可動役物６１に
回転可能に軸支されると共に、第２のアーム７１の両端部が第２可動役物６１とピン６５
に回転可能に軸支されており、第２のアーム７１の一端部は回転板６３に一体化されてい
る。これにより、モータ６２を駆動源として一対の回転板６３が互いに逆方向へ同期回転
すると、両回転板６３の回転が第２のアーム７１を介して対応する第２可動役物６１に伝
達されるため、各第１のアーム７０がそれぞれベース部材６０との軸支部分を支点に回転
し、一対の第２可動役物６１が図１５に示す待機位置と図１８に示す作動位置との間を往
復移動する。なお、図１９に示すように、ベース部材６０の前面中央部には文字等の表示
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が施された意匠部材７２が配置されており、この意匠部材７２は作動位置で離反した一対
の第２可動役物６１の間から露出するようになっている。
【００３２】
　本実施形態例に係るパチンコ機において、通常、第１の可動役物装置２３に備えられる
一対の第１可動役物３３と第２の可動役物装置２４に備えられる一対の第２可動役物６１
はいずれも待機位置で停止しており、図３に示すように、第１の可動役物装置２３の両第
１可動役物３３は演出表示装置２５の表示画面２５ａの左右両側部で最も離反した状態で
停止し、第２の可動役物装置２４の両第２可動役物６１は表示画面２５ａの上方位置で互
いに近接した状態で停止している。以下、第１および第２の可動役物装置２３，２４の動
作を図４～図１９と図２０～図２３を参照しながら説明する。
【００３３】
　まず、第１の可動役物装置２３の動作について説明すると、表示画面２５ａの左右両側
の待機位置で一対の第１可動役物３３が停止しているとき、図２０に示すように、左側の
第１可動役物３３の意匠板５１に施された左向きの人物の顔と、右側の第１可動役物３３
の意匠板５１に施された右向きの人物の顔とが、表示画面２５ａを挟んで向かい合った表
示形態となっている。この場合、下部ベース部材３７上の中継基板５７と第１可動役物３
３内の第２の回路基板４７とを接続するフラットケーブル５０は図１１（ａ）に示す姿勢
にあり、中継基板５７から第１可動役物３３まで至る第１導通部５０ａはＵ字状の反転部
５０ｅで方向変換されていると共に、第１可動役物３３の内部で中間部５０ｂから巻回部
５０ｃと第２導通部５０ｄを介して第２の回路基板４７まで至るようになっている。
【００３４】
　図２０に示す待機状態で一対の第１モータ３８を互いに逆向きに回転駆動すると、左側
の第１可動役物３３は直線駆動手段３４によって意匠板５１を正面に向けた姿勢のまま右
方向（矢印Ｘ２方向）へスライド移動すると共に、右側の第１可動役物３３は直線駆動手
段３４によって意匠板５１を正面に向けた姿勢のまま左方向（矢印Ｘ１方向）へスライド
移動する。そして、左右の第１可動役物３３が両者の対向距離を最小とする近接位置まで
移動した時点で第１モータ３８を停止すると、図２１に示すように、表示画面２５ａの前
方中央部で左右二人の人物が互いの顔面を突き合わせた表示形態となる。その際、フラッ
トケーブル５０によって繋がれた中継基板５７と第２の回路基板４７との相対位置は第１
可動役物３３のスライド移動に伴って変化するが、かかる相対位置の変化は第１可動役物
３３から導出する第１導通部５０ａによって吸収される。具体的には、左側の第１可動役
物３３が図１１（ａ）に示す待機位置から矢印Ｘ２方向へ所定量だけスライド移動すると
、図１１（ｂ）に示すように、その第１可動役物３３から導出する第１導通部５０ａの反
転部５０ｅが折り返し部Ｔ１のスライド移動量の約半分だけ同方向へ移動し、同様に、右
側の第１可動役物３３が待機位置から矢印Ｘ１方向へ所定量だけスライド移動すると、そ
の第１可動役物３３から導出する第１導通部５０ａの反転部５０ｅが折り返し部Ｔ１のス
ライド移動量の約半分だけ同方向へ移動するため、このような第１導通部５０ａの挙動に
よって中継基板５７と第２の回路基板４７との相対的な位置変化が吸収される。
【００３５】
　図２１に示す状態で一対の第２モータ４６を互いに逆向きに回転駆動し、左側の第１可
動役物３３を回転駆動手段３５によって時計回りに９０度回転（自転）させると共に、右
側の第１可動役物３３を回転駆動手段３５によって反時計回りに９０度回転（自転）させ
た後、それぞれの直線駆動手段３４によって両第１可動役物３３を近接方向へ僅かにスラ
イド移動させると、図２２に示すように、両第１可動役物３３は表示画面２５ａの前方中
央部で互いの表示板４９を突き合わせた姿勢で停止する。これにより、両第１可動役物３
３の意匠板５１にそれぞれ施された２つの意匠によって１つの顔が表現され、一人の人物
の顔が表示画面２５ａの前方中央部で正面を向いた表示形態となる。その際、フラットケ
ーブル５０の巻回部５０ｃは第１可動役物３３の回転中心軸である軸線Ｙ周りに巻回され
、その内外両周端の折り返し部Ｔ２，Ｔ３が第１可動役物３３の内部で支持軸４４ａと支
持ベース４５とにそれぞれ固定されているため、第１可動役物３３の自転に伴って巻回部
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５０ｃの内外両周端の折り返し部Ｔ２，Ｔ３の相対的な角度が変化する。具体的には、左
側の第１可動役物３３が図１１（ａ）に示す待機位置から矢印Ｒ方向へ自転すると、図１
１（ｃ）に示すように、その第１可動役物３３の内部で巻回部５０ｃの外周端側の折り返
し部Ｔ３が内周端側の折り返し部Ｔ２に対して巻き戻し方向へ回転し、同様に、右側の第
１可動役物３３の内部でも巻回部５０ｃの外周端側の折り返し部Ｔ３が内周端側の折り返
し部Ｔ２に対して巻き戻し方向へ回転するため、このような巻回部５０ｃの挙動によって
第１可動役物３３の自転に伴う第２の回路基板４７の回転動作が許容される。
【００３６】
　また、左右の第１可動役物３３が図２２に示す表示形態となっているとき、それぞれの
直線駆動手段３４によって両第１可動役物３３を離反方向へ僅かにスライド移動させてか
ら、回転駆動手段３５によって両第１可動役物３３をさらに９０度回転（自転）させた後
、すなわち、待機位置を基準にして左右の第１可動役物３３を互いに逆向きに半回転（１
８０度回転）させた後、再び直線駆動手段３４によって両第１可動役物３３を互いに近接
する方向へスライド移動させて突き合わせると、図２３に示すように、両第１可動役物３
３はそれぞれの表示板４９を正面に向けた姿勢で停止する。これにより、両第１可動役物
３３の表示板４９にそれぞれ施された表示部によって「闘魂」の文字が表現され、この文
字が表示画面２５ａの前方中央部で正面を向いた表示形態となる。この場合も、第１可動
役物３３の自転方向の動きは巻回部５０ｃの巻き戻し動作によって吸収され、左側の第１
可動役物３３の内部で図１１（ｃ）に示す位置にある巻回部５０ｃの外周端側の折り返し
部Ｔ３が内周端側の折り返し部Ｔ２に対してさらに巻き戻し方向へ回転すると共に、右側
の第１可動役物３３の内部でも巻回部５０ｃの外周端側の折り返し部Ｔ３が内周端側の折
り返し部Ｔ２に対して巻き戻し方向へ回転する。
【００３７】
　なお、左右の第１可動役物３３が図２３に示す表示形態となっているとき、それぞれの
直線駆動手段３４によって両第１可動役物３３を離反方向へ僅かにスライド移動させた後
、回転駆動手段３５によって両第１可動役物３３を上記と反対方向へ自転させると、両第
１可動役物３３は再びそれぞれの意匠板５１を正面に向けた図２１に示す表示形態となり
、この間、フラットケーブル５０の巻回部５０ｃは巻き締め方向へ回転して図１１（ａ）
に示す待機位置に戻る。しかる後、直線駆動手段３４によって両第１可動役物３３を互い
に離反する方向へスライド移動させ、左側の第１可動役物３３が表示画面２５ａの左側端
部（矢印Ｘ１方向の末端位置）まで移動すると共に、右側の第１可動役物３３が表示画面
２５ａの右側端部（矢印Ｘ２方向の末端位置）まで移動した時点で第１モータ３８を停止
すると、左右の第１可動役物３３は表示画面２５ａの両側部の待機位置で最も離反した状
態となり、この間の中継基板５７と第２の回路基板４７との相対的な位置変化はフラット
ケーブル５０の第１導通部５０ａによって吸収される。
【００３８】
　以上説明したように、第１の可動役物装置２３の第１可動役物３３が直線駆動手段３４
によって演出表示装置２５の前方を直線的にスライド移動するとき、そのスライド移動に
伴う中継基板５７（第１の回路基板）と第２の回路基板４７間の相対的な位置変化がフラ
ットケーブル５０の第１導通部５０ａによって吸収され、第１可動役物３３が回転駆動手
段３５によってスライド移動方向と直交する軸線Ｙ周りに自転するとき、その回転運動が
フラットケーブル５０の巻回部５０ｃの巻き締め／巻き戻し動作によって吸収されるため
、１枚のフラットケーブル５０によって第１可動役物３３の直線運動と回転運動の両方に
対応することができ、第１可動役物３３のスライド位置や自転角度に拘わらず内部の第２
モータ４６や第２の回路基板４７上のＬＥＤに電力を供給することができる。また、直線
駆動手段３４がスライド方向と直交する方向へ延びる支持軸４３ａ，４４ａを有しており
、これら支持軸４３ａ，４４ａに第１可動役物３３（支持ベース４５）の上下両端部が回
転可能に支持されていると共に、一方の支持軸４４ａにフラットケーブル５０の巻回部５
０ｃを複数ターン巻回し、その内外両周端の折り返し部Ｔ２，Ｔ３を支持軸４４ａと支持
ベース４５とにそれぞれ固定してあるため、フラットケーブル５０の第２導通部５０ｄか
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ら巻回部５０ｃを経て中間部５０ｂに至る部分を第１可動役物３３の内部空間にコンパク
トに引き回すことができる。
【００３９】
　次に、第２の可動役物装置２４の動作について説明すると、一対の第２可動役物６１が
表示画面２５ａの上方の待機位置で停止しているとき、図１４と図１５に示すように、一
対の回転板６３の軸支部（回転中心）であるピン６５は引張コイルばね６４の両フック部
６４ａ，６４ｂを結ぶ仮想線Ｑに対して内側に位置しており、両回転板６３は対応する引
張コイルばね６４によって図１５の矢印α方向へ弾性付勢されている。したがって、待機
位置で停止している両第２可動役物６１は引張コイルばね６４の付勢力を受けてふらつき
を抑制されている。
【００４０】
　この状態でモータ６２を一方向へ回転駆動すると、両回転板６３がモータ６２を駆動源
として互いに逆向きに同期回転し、それに伴って仮想線Ｑが次第にピン６５に近付いてい
き、図１６に示すように、引張コイルばね６４の両フック部６４ａ，６４ｂとピン６５の
３点が仮想線Ｑ上で重なった位置を境にして、引張コイルばね６４の回転板６３に対する
付勢方向が逆（図１８の矢印β方向）になる。したがって、仮想線Ｑがピン６５を越えた
時点で、両回転板６３は対応する引張コイルばね６４の付勢力にアシストされながら素早
い動きで回転し、それに伴って各回転板６３にリンク機構（第１および第２のアーム７０
，７１）を介して連結された一対の第２可動役物６１が両者の対向間距離を拡げながら表
示画面２５ａの前方に落下する。そして、両回転板６３が最大角度まで回転した時点でモ
ータ６２を停止すると、図１７～図１９に示すように、両第２可動役物６１は最も離反し
た状態で表示画面２５ａの前方の作動位置で、これら左右の第２可動役物６１の間から意
匠部材７２が露出する。その際、前述した第１の可動役物装置２３は作動させずに両第１
可動役物３３を表示画面２５ａの両側部の待機位置で停止させておいても良いが、図２３
に示すように、両第１可動役物３３をその表示板４９が正面を向いた表示形態となるよう
に第１の可動役物装置２３を作動させると、両第２可動役物６１間に露出する意匠部材７
２と両第１可動役物３３の表示板４９とが表示画面２５ａの前方中央部で上下方向に連続
した表示形態となるため、これら意匠部材７２と表示板４９の表示部どうしを連続させて
インパクトの高い表示を行うことができる。なお、作動位置で停止している第２可動役物
６１に対して、引張コイルばね６４はその移動を阻止する方向へ回転板６３を付勢してい
るため、作動位置で停止している両第２可動役物６１も引張コイルばね６４の付勢力を受
けてふらつきが抑制されている。
【００４１】
　また、第２の可動役物装置２４の両第２可動役物６１が作動位置にあるとき、モータ６
２を他方向へ回転駆動すると、両回転板６３が上記と逆の方向に同期回転し、それに伴っ
て両第２可動役物６１は作動位置から待機位置まで移動する。この場合も、引張コイルば
ね６４の回転板６３に対する付勢方向は途中で逆になり、回転板６３が図１７から図１６
に示す角度位置まで回転する間、引張コイルばね６４は回転板６３を矢印β方向へ付勢す
るが、回転板６３が図１６から図１４に示す角度位置まで回転する間、引張コイルばね６
４は回転板６３を矢印α方向へ付勢する。したがって、両第２可動役物６１が作動位置か
ら待機位置へ戻る初期段階において、モータ６２は引張コイルばね６４による矢印β方向
の付勢力に抗して回転板６３を回転駆動するが、両第２可動役物６１が表示画面２５ａの
上方の待機位置に近付いてくると、モータ６２は引張コイルばね６４による矢印α方向の
付勢力にアシストされながら回転板６３を回転駆動する。すなわち、第２可動役物６１が
作動位置から待機位置に向かって上昇するとき、第２可動役物６１の自重が作用している
回転板６３は待機位置の近傍で大きな駆動力を必要とするが、この駆動力の一部を引張コ
イルばね６４の付勢力によって負担することができるため、比較的低トルクのモータ６２
を用いて両第２可動役物６１を表示画面２５ａの上方の待機位置へスムーズに移動させる
ことができる。
【００４２】
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　なお、両第２可動役物６１が待機位置から作動位置に向かって移動する初期段階で仮想
線Ｑがピン６５を越えるまでの間、モータ６２は引張コイルばね６４による矢印α方向の
付勢力に抗して回転板６３を回転駆動することになるが、回転板６３には第２可動役物６
１の自重によって矢印αと逆向きの大きな力が作用しているため、この間における引張コ
イルばね６４の付勢力によってモータ６２の負荷トルクを増大させる必要はなく、両第２
可動役物６１を待機位置から作動位置までスムーズに移動させることができる。
【００４３】
　以上説明したように、第２の可動役物装置２４の両第２可動役物６１が待機位置と作動
位置との間を往復移動するとき、モータ６２を駆動源として一対の回転板６３が互いに逆
向きに同期回転すると、引張コイルばね６４の両フック部６４ａ，６４ｂを結ぶ仮想線Ｑ
が対応する回転板６３の軸支部（ピン６５）を横切るように変動するため、両フック部６
４ａ，６４ｂとピン６５の３点が仮想線Ｑ上で重なった位置を境に引張コイルばね６４の
回転板６３に対する付勢方向を逆にすることができる。この場合、両第２可動役物６１が
表示画面２５ａの上方の待機位置付近まで上昇するとき、引張コイルばね６４は対応する
回転板６３を第２可動役物６１の自重に逆らう方向へ付勢して回転板６３の回転をアシス
トし、両第２可動役物６１が表示画面２５ａの前方の作動位置付近まで下降するとき、引
張コイルばね６４は回転板６３を第２可動役物６１の自重が作用する方向へ付勢するため
、比較的低トルクで小型のモータ６２を用いて第２可動役物６１を待機位置と作動位置と
の間でスムーズに往復移動させることができると共に、待機位置と作動位置のそれぞれの
停止位置で第２可動役物６１のふらつきを抑制することができる。
【００４４】
　なお、上記の実施形態例では、演出表示装置２５の周囲に本発明による第２の可動役物
装置２４とは別に第１の可動役物装置２３を配置し、これら２種類の可動役物装置２３，
２４を単独または同時に作動させることでインパクトの強い可動演出を実現しているが、
第１の可動役物装置２３を省略して第２の可動役物装置２４のみを演出表示装置２５の周
囲に配置しても良い。
【００４５】
　また、上記の実施形態例では、本発明による第２の可動役物装置２４をパチンコ機に適
用した場合について説明したが、パチンコ機以外の遊技機であるスロットマシンに適用す
ることも可能である。
【符号の説明】
【００４６】
　３　遊技盤
　２０　遊技領域
　２１　中央役物ユニット
　２２　装飾ケース
　２２ａ　開口
　２４　第１の可動役物装置
　２５　演出表示装置
　２５ａ　表示画面
　６０　ベース部材
　６０ａ　ボス
　６１　第２可動役物（可動役物）
　６２　モータ
　６３　回転板
　６３ａ　ボス
　６４　引張コイルばね
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