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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の端部が遊技盤に回動自在に軸支されるアームと、
　前記アームの他方の端部に回動自在に軸支される主可動体と、
　前記主可動体に回動自在に軸支される従可動体と、
　前記アームを揺動する駆動源と、
　を具備する遊技機の可動役物装置であって、
　前記アームの他方の端部に、前記アームとの成す角度を保持して突出するアーム突出部
と、
　前記従可動体に設けられ、前記従可動体との成す角度を保持して突出する従可動体突出
部と、
　一方の端部が前記アーム突出部に回動自在に軸支されるとともに、他方の端部が前記従
可動体突出部に回動自在に軸支される連結部材と、
　を具備して、
　前記アーム突出部を原動節、前記主可動体を固定節、前記連結部材を中間節、前記従可
動体突出部を従動節とする第一の四節リンク機構を構成し、
　前記アームの揺動に伴って前記従可動体を前記主可動体に対して相対的に回動させる、
　ことを特徴とする遊技機の可動役物装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、遊技機の可動体を揺動可能に支持する装置の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機においては、遊技演出に用いるセンター役物として可動体を備えて、この
可動体を上方からアームによって吊り下げ支持し、駆動源によって左右方向に揺動させる
技術が公知となっている。例えば、特許文献１に記載の如くである。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載に技術においては、可動体は左右方向に揺動する動作
を繰り返すものであるので、可動体の動作が単調になるという問題点があった。
【０００４】
　これに対して、遊技演出に用いるセンター役物として、下方からアームにより支持され
て駆動源によって上下方向に往復移動可能な主可動体と、この主可動体の後側面に上下方
向に往復移動自在に支持される従可動体と、を備えて、これらの可動体（主可動体及び従
可動体）を連動して動作させる技術が公知となっている。例えば、特許文献２に記載の如
くである。
【０００５】
　特許文献２に記載の技術では、主可動体（顔部）が、駆動源によって上下方向に往復移
動される。そして、主可動体が最上昇位置まで上昇した場合には、この主可動体の上昇に
連動して、従可動体（胴部）が主可動体に対して相対的に下降し、前方から視認可能な位
置に配置される。一方、主可動体が最下降位置まで下降した場合には、この主可動体の下
降に連動して、従可動体が主可動体に対して相対的に上昇し、従可動体の背後（前方から
視認不可能な位置）に配置される。
【０００６】
　このような構成によって、主可動体の動作に連動して従可動体を動作させることができ
るので、可動体（主可動体及び従可動体）の動作が比較的単調とならず、ひいては遊技演
出の趣興性を高めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１９０４０１号公報
【特許文献２】特許第４６２４３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献２に記載の技術では、可動体（主可動体及び従可動体）の動作
は未だ十分に複雑となっていない。即ち、特許文献２に記載の技術においては、主可動体
及び従可動体が連動して動作するものの、主可動体及び従可動体の動作は、同一直線上と
なる上下方向に昇降するものであるので依然としてその動作が単調であり、ひいては遊技
演出の趣興性に欠けるという問題点があった。
【０００９】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課
題は、アームに支持される主可動体の動作と、前記主可動体に支持される従可動体の動作
とを相対的に異なる方向で動作させることによって、主可動体及び従可動体の動作を複雑
として、ひいては遊技演出の趣興性を向上させることができる遊技機の可動役物装置を提
供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。



(3) JP 5477323 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

【００１１】
　即ち、請求項１においては、一方の端部が遊技盤に回動自在に軸支されるアームと、前
記アームの他方の端部に回動自在に軸支される主可動体と、前記主可動体に回動自在に軸
支される従可動体と、前記アームを揺動する駆動源と、を具備する遊技機の可動役物装置
であって、前記アームの他方の端部に、前記アームとの成す角度を保持して突出するアー
ム突出部と、前記従可動体に設けられ、前記従可動体との成す角度を保持して突出する従
可動体突出部と、一方の端部が前記アーム突出部に回動自在に軸支されるとともに、他方
の端部が前記従可動体突出部に回動自在に軸支される連結部材と、を具備して、前記アー
ム突出部を原動節、前記主可動体を固定節、前記連結部材を中間節、前記従可動体突出部
を従動節とする第一の四節リンク機構を構成し、前記アームの揺動に伴って前記従可動体
を前記主可動体に対して相対的に回動させるものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１４】
　本発明に係る遊技機の可動役物装置においては、アームに支持される主可動体の動作と
、前記主可動体に支持される従可動体の動作とを相対的に異なる方向の動作とすることに
よって、主可動体及び従可動体の動作を複雑として、ひいては遊技演出の趣興性を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る可動役物装置を備える遊技機の全体的な構成を示した
正面図。
【図２】同じく、遊技機の窓枠が開放された状態の構成を示した正面斜視図。
【図３】同じく、遊技盤の構成を示した正面図。
【図４】可動役物装置の構成を示した正面分解斜視図。
【図５】（ａ）可動体が待機位置における可動役物装置の構成を示した正面図。（ｂ）可
動体が作動位置における可動役物装置の構成を示した正面図。
【図６】（ａ）可動体が待機位置における可動役物装置の構成を示した正面模式図。（ｂ
）可動体が作動位置における可動役物装置の構成を示した正面模式図。
【図７】（ａ）可動体が待機位置における可動役物装置の構成を示した背面模式図。（ｂ
）可動体が作動位置における可動役物装置の構成を示した背面模式図。
【図８】（ａ）可動体が作動位置における第一リンク機構（第一アーム及び第二アーム）
の構成を示した正面模式図。（ｂ）可動体が作動位置における第一リンク機構（第一アー
ム及び第二アーム）の構成を示した背面模式図。
【図９】作動位置における可動体の構成を示した正面分解図。
【図１０】（ａ）可動体が待機位置における第二リンク機構の構成を示した背面模式図。
（ｂ）可動体が作動位置における第二リンク機構の構成を示した背面模式図。
【図１１】（ａ）可動体が待機位置における駆動機構の構成を示した正面模式図。（ｂ）
可動体が待機位置と作動位置との間を移動中における駆動機構の構成を示した正面模式図
。（ｃ）可動体が作動位置における駆動機構の構成を示した正面模式図。
【図１２】（ａ）可動体が待機位置における駆動機構の構成を示した背面模式図。（ｂ）
可動体が待機位置と作動位置との間を移動中における駆動機構の構成を示した背面模式図
。（ｃ）可動体が作動位置における駆動機構の構成を示した背面模式図。
【図１３】（ａ）可動体が待機位置における第一リンク機構及び第二リンク機構の構成を
示した背面模式図。（ｂ）可動体が作動位置における第一リンク機構及び第二リンク機構
の構成を示した背面模式図。
【図１４】（ａ）可動体が待機位置における第一リンク機構の一部及び第二リンク機構の
構成を示した背面模式図。（ｂ）可動体が待機位置と作動位置との間を移動中における第
一リンク機構の一部及び第二リンク機構の構成を示した背面模式図。（ｃ）可動体が作動
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位置における第一リンク機構の一部及び第二リンク機構の構成を示した背面模式図。
【図１５】可動体が待機位置において第一アーム及び第二アームと第一アーム突出部との
関係を示した背面模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　まず、本発明に係る構造の一実施形態である可動役物装置１００を備える遊技機１の全
体的な構成について、図面を用いて説明する。
　なお、以下の説明では、遊技機１を遊技者から見て、手前側を遊技機１の前側とし、奥
側を遊技機１の後側として、前後方向を規定する。また、遊技機１を遊技者から見て、左
手側を遊技機１の左側とし、右手側を遊技機１の右側として、左右方向を規定する。
【００１７】
　遊技機１は、図１及び図２が示すように、主として、外枠２と、中枠３と、窓枠４と、
により構成される枠体に、各種の遊技部品が取り付けられて形成される。
【００１８】
　外枠２は、遊技機１の外郭を成し、前後面が開口された略四角筒状に形成される枠体で
ある。外枠２は、パチンコホール等の遊技場に設けられた台島に設置される。外枠２には
、中枠３が設けられる。
【００１９】
　中枠３は、前後面が開口された略四角筒状に形成される枠体である。中枠３は、外枠２
の前側の開口部にヒンジ等の軸支部材を介して回動可能に支持される。中枠３には、遊技
盤５と、窓枠４と、下皿ユニット６と、が設けられる。
【００２０】
　遊技盤５は、略平板状に形成される部材である。遊技盤５は、中枠３の下側を除く略全
面に渡って配置される。遊技盤５は、中枠３に着脱自在に取り付けられる。遊技盤５の前
側面には、遊技球が転動する領域である遊技領域１９が形成される（図３参照）。
【００２１】
　窓枠４は、略平板状に形成される枠体である。窓枠４は、遊技盤５の前方に配置される
。窓枠４は、中枠３の前側の開口部にヒンジ等の軸支部材を介して回動可能に支持される
。窓枠４の略中央には、略円形状の窓枠開口部７が開口される。窓枠開口部７は、透明板
２７により被覆される。これによって、遊技者は、前方から透明板２７を介して窓枠４の
後方に配置された遊技盤５（より詳細には、遊技領域１９）を視認することができる。窓
枠開口部７の下方には、発射前の遊技球が貯溜される上皿８が配設される。窓枠開口部７
の左右上方には、スピーカ９がそれぞれ配設される。
【００２２】
　下皿ユニット６は、中枠３の下側であって窓枠４の下方に取り付けられる。下皿ユニッ
ト６の略中央には、上皿８から溢れた遊技球が貯溜される下皿２５が配設される。下皿ユ
ニット６の右側部であって下皿２５の右方には、上皿８に貯溜された遊技球を遊技盤５の
遊技領域１９へ向けて発射可能に構成される発射ハンドル２６が配設される。
【００２３】
　次に、遊技盤５の構成について、図３を用いてさらに詳細に説明する。
【００２４】
　遊技盤５には、ガイドレール１０と、図柄表示装置１１と、図柄表示開口部１２と、一
般入賞口１３と、大入賞装置１４と、可変入賞装置１５と、アウト口１６と、可動役物装
置１００と、が設けられる。
【００２５】
　ガイドレール１０は、略円弧状に形成された帯状の部材である。ガイドレール１０は、
遊技盤５の前側面に、当該前側面に対して立ち上がり状に取り付けられる。ガイドレール
１０は、遊技盤５の前側面に正面視で略円形状を形成するように配置される。そして、遊
技盤５において、ガイドレール１０により略円形状に形成された内側の領域が、遊技球が
転動する領域である遊技領域１９として構成される。
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【００２６】
　図柄表示装置１１は、液晶画面２０を設けて、当該液晶画面２０に図柄や数字等を変動
表示可能に構成される装置である。図柄表示装置１１は、液晶画面２０を前方へ向けた状
態で、遊技盤５の後側面に取り付けられる。
【００２７】
　図柄表示開口部１２は、遊技者が前方から図柄表示装置１１の液晶画面２０を視認する
ための開口部である。図柄表示開口部１２は、正面視で遊技領域１９の概ね中央で、遊技
盤５を前後方向に貫通して形成される。図柄表示開口部１２には、図柄表示装置１１の液
晶画面２０が配置される。これによって、遊技者は、前方から図柄表示開口部１２を通じ
て遊技盤５の後側面に取り付けられた図柄表示装置１１の液晶画面２０を視認することが
できる。
【００２８】
　一般入賞口１３は、上面が開口されたポケット状に形成され、遊技球が入球（入賞）可
能に形成される部材である。一般入賞口１３は、遊技領域１９の下部であって適宜な位置
に複数個が配置される。一般入賞口１３は、遊技球が入球すると図示せぬ賞球払出装置に
よって所定数の遊技球（賞球）が払い出されるように構成される。
【００２９】
　大入賞装置１４は、所定の大当たり抽選により大当たりが選択されると、大入賞口２１
を開放して遊技球が入球（入賞）可能に構成される装置である。大入賞装置１４は、遊技
領域１９の中央下部に配置される。大入賞装置１４は、開放した大入賞口２１に遊技球が
入球すると図示せぬ賞球払出装置によって所定数の遊技球（賞球）が払い出されるように
構成される。
【００３０】
　可変入賞装置１５は、所定の作動条件に応じて左右一対の可動片２２が開閉作動し、始
動入賞口２３に遊技球が入球（入賞）可能な開放状態と入球（入賞）不能な閉塞状態とに
切り替え可能に構成される装置である。可変入賞装置１５は、遊技領域１９において図柄
表示開口部１２の下方であって大入賞装置１４の上方に配置される。可変入賞装置１５は
、前記開放状態において始動入賞口２３に遊技球が入球（入賞）すると図示せぬ賞球払出
装置によって所定数の遊技球（賞球）が払い出されるように構成される。
【００３１】
　アウト口１６は、遊技領域１９を転動する遊技球が、一般入賞口１３や大入賞口２１や
始動入賞口２３等の各入賞口に入球（入賞）しなかった場合に、最終的に流入する開口部
である。アウト口１６は、遊技領域１９の最下部に、遊技盤５を前後方向に貫通して形成
される。なお、アウト口１６に流入した遊技球は、遊技機１が設置されたパチンコホール
等の遊技場側に回収される。
【００３２】
　次に、可動役物装置１００の構成について詳細に説明する。
【００３３】
　図３に示すように、可動役物装置１００は、遊技領域１９の上部であって液晶画面２０
の上方に配置される。可動役物装置１００は、可動体６０をケース体３０に対して往復回
動（揺動）可能に支持することによって遊技者に視覚的な印象（インパクト）を与え、そ
の遊技者の興趣を高める装置である。より詳細には、可動役物装置１００は、可動体６０
を、可動役物装置１００のケース体３０に近接させた位置であって液晶画面２０の上方と
なる（図中の実線で示す）位置（以下では、「待機位置」と称する。）と、可動役物装置
１００のケース体３０から下方に離間させた位置であって液晶画面２０の前方となる（図
中の二点鎖線で示す）位置（以下では、「作動位置」と称する。）と、の間を、遊技機１
の遊技演出に応じて往復回動（揺動）可能に支持している。図４に示すように、可動役物
装置１００は、主として、ケース体３０と、駆動機構８０と、第一リンク機構１１０、可
動体６０と、第二リンク機構１２０と、により構成される。
【００３４】
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　先ず、可動役物装置１００のケース体３０の構成について説明する。
【００３５】
　図４に示すケース体３０は、可動役物装置１００を構成する各部材が取り付けられる構
造物である。ケース体３０は、正面視で左右方向に延設された細長い概ね矩形の筐体とし
て形成される。ケース体３０は、ケース体３０の前部を成すケース体前部３１と、ケース
体３０の後部を成すケース体後部３２と、により構成される。
　なお、ケース体３０は、遊技盤５を構成する一部材であり、本発明に係る遊技盤とは、
本実施形態において、ケース体３０を備えた遊技盤５を総称するものである。
【００３６】
　次に、可動役物装置１００の駆動機構８０の構成について説明する。
　なお、以下では、特に説明がなければ、可動体６０が作動位置に支持された状態の駆動
機構８０を想定して、その配置構成を説明する。
【００３７】
　図４、図６及び図７に示す駆動機構８０は、可動体６０を回動させるための駆動力を第
一リンク機構１１０に伝達するための機構である。駆動機構８０は、正面視でケース体３
０の概ね右部に配置される。駆動機構８０は、主として、モータ８１と、第一駆動歯車８
２と、第二駆動歯車８３と、第一駆動アーム８４と、駆動伝達板８５と、により構成され
る。
【００３８】
　モータ８１は、可動体６０を回動させるための駆動源である。モータ８１は、ケース体
３０の右端部であって当該ケース体３０の後方に配置される。モータ８１は、その本体が
ケース体３０の後側面に後方から固定され、出力軸８１ａが軸心方向を前後方向としてケ
ース体３０内（前方）に突出される。
【００３９】
　第一駆動歯車８２は、モータ８１からの駆動力が伝達される平歯車である。第一駆動歯
車８２は、ケース体３０内にてモータ８１の前方に配置される。第一駆動歯車８２の中心
部には、モータ８１の出力軸８１ａの前端が相対回転不能に固定される。
【００４０】
　第二駆動歯車８３は、第一駆動歯車８２に伝達された駆動力が、次に伝達される平歯車
である。第二駆動歯車８３は、ケース体３０内にて第一駆動歯車８２の左上方に配置され
る。第二駆動歯車８３は、その中心部に挿通された第二駆動歯車回転軸８３ａを介して回
転自在に軸支される。なお、第二駆動歯車回転軸８３ａは、ケース体３０内にて軸心方向
を前後方向として支持される。第二駆動歯車８３の外周の略半分には、歯車が形成される
。第二駆動歯車８３の歯車は、第一駆動歯車８２の歯車に歯合されている。
【００４１】
　また、第二駆動歯車８３の前面側には、第二駆動歯車８３の軸心から所定距離だけ離れ
た位置に、円筒状に形成された第二駆動歯車ボス部８６が、軸心方向を前後方向として前
方へ向けて突出される。なお、第二駆動歯車ボス部８６は、可動体６０が待機位置におい
ては、第二駆動歯車８３の軸心から左方に配置され、可動体６０が作動位置においては、
前記左方の配置から正面視右回り（時計回り）に回動され、第二駆動歯車８３の軸心から
右上方に配置される。
【００４２】
　第一駆動アーム８４は、第二駆動歯車８３に伝達された駆動力が、次に伝達される細長
い板状の部材である。第一駆動アーム８４は、ケース体３０内にて第二駆動歯車８３の概
ね上部前方に配置される。また、第一駆動アーム８４は、長手方向を概ね左右方向とし、
右端部が下方へ向けて湾曲し、左端部が上方へ向けて湾曲して形成される。第一駆動アー
ム８４の右端部には、前後方向に貫通した右側貫通孔８４ａが穿孔される。また、第一駆
動アーム８４の左端部には、前後方向に貫通した左側貫通孔８４ｂが穿孔される。そして
、第一駆動アーム８４の右端部は、右側貫通孔８４ａに後方から第二駆動歯車８３の第二
駆動歯車ボス部８６が挿通され、当該第二駆動歯車ボス部８６の前端部が座金とともにネ
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ジ止めされることによって回動自在に軸支される。
【００４３】
　駆動伝達板８５は、第一駆動アーム８４に伝達された駆動力が、次に伝達されるととも
に、その駆動力を第二アーム５０に伝達する概ね楕円形の板状の部材である。駆動伝達板
８５は、ケース体３０内にて第一駆動アーム８４の後方であって概ね左上方に配置される
。また、駆動伝達板８５は、長手方向を概ね左上右下の斜め方向として配置される。
【００４４】
　駆動伝達板８５の下端部には、円筒状に形成された伝達板ボス部８７が、軸心方向を前
後方向として前方へ向けて突出される。そして、伝達板ボス部８７は、第一駆動アーム８
４の左側貫通孔８４ｂに後方から挿通され、当該伝達板ボス部８７の前端部が座金ととも
にネジ止めされることによって、第一駆動アーム８４の左端部が回動自在に軸支される。
【００４５】
　駆動伝達板８５の上端部には、前後方向に貫通した伝達板貫通孔８８が穿孔される。そ
して、駆動伝達板８５の上端部は、伝達板貫通孔８８に挿通された（後述する第二アーム
５０の上端部を軸支している）第三回動軸５１ａを介して、ケース体３０内に回動自在に
軸支される。
【００４６】
　次に、可動役物装置１００の第一リンク機構１１０の構成について説明する。
　なお、以下では、特に説明がなければ、可動体６０を作動位置に支持した状態の第一リ
ンク機構１１０を想定して、その配置構成を説明する。
【００４７】
　第一リンク機構１１０は、可動体６０をケース体３０（遊技盤５）に対して回動（揺動
）可能に支持するための四節平行リンク機構である。第一リンク機構１１０は、互いに対
向して配置された一対のリンク部材として、第一アーム４０と、第二アーム５０と、を備
える。
【００４８】
　図４から図８までに示す第一アーム４０は、第二アーム５０とともに可動体６０を支持
するための湾曲した細長い概ね棒状の部材である。第一アーム４０の上端部には、前後方
向に貫通した第一アーム上側貫通孔４１が穿孔される。また、第一アーム４０の下端部に
は、前後方向に貫通した第一アーム下側貫通孔４２が穿孔される。
【００４９】
　第一アーム４０の上端部は、第一アーム上側貫通孔４１に挿通された第一回動軸４１ａ
を介して、ケース体３０の左右略中央であって当該ケース体３０の後側面に回動自在に軸
支される。なお、第一回動軸４１ａは、ケース体３０の後側面と、第一アーム４０の上端
部の後方に配置された基板取付板３３と、の間で軸心方向を前後方向として支持される。
【００５０】
　また、第一アーム４０の下端部は、第一アーム下側貫通孔４２に挿通された第二回動軸
４２ａを介して、可動体６０（より詳細には、可動体上部６１の上部突出部６４）の後側
面に回動自在に軸支される。なお、第二回動軸４２ａは、可動体上部６１の上部突出部６
４の後側面と、第一アーム４０の下端部の後方に配置された回動軸支板７４と、の間で軸
心方向を前後方向として支持される。
【００５１】
　また、第一アーム４０の下端部には、概ね左下方へ向けて突出する第一アーム突出部４
３が形成される。第一アーム突出部４３は、第一アーム４０を可動体６０（より詳細には
、可動体左足部６２）に連動連結させるためのものであり、後述する第二リンク機構１２
０を構成するリンク部材のうちの一つである。第一アーム突出部４３の先端部（下端部）
には、円筒状に形成された第一アームボス部４６が、軸心方向を前後方向として後方へ向
けて突出される。
【００５２】
　また、第一アーム突出部４３は、第一アーム４０との成す角度を保持して突出している
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。より詳細には、図８に示すように、第一アーム４０における第一回動軸４１ａと第二回
動軸４２ａとを結ぶ直線Ｋ１と、第一アーム突出部４３における第二回動軸４２ａと第一
アームボス部４６とを結ぶ直線Ｋ２とにより形成される角度が、所定の角度αを保持する
ように設定される。本実施形態では、所定の角度αとして１４０度が設定される。なお、
前記所定の角度αは、例えば１８０度、即ち第一アーム４０における第一回動軸４１ａと
第二回動軸４２ａとを結ぶ直線Ｋ１と、第一アーム突出部４３における第二回動軸４２ａ
と第一アームボス部４６とを結ぶ直線Ｋ２とが、それぞれの延長線上に重複するように配
置されるような角度に設定することもできる。
【００５３】
　図４から図８までに示す第二アーム５０は、第一アーム４０とともに可動体６０を支持
するための湾曲した細長い概ね棒状の部材である。第二アーム５０は、第一アーム４０か
ら所定の間隔をあけて当該第一アーム４０の右方に配置される。第二アーム５０の上端部
には、前後方向に貫通した第二アーム上側貫通孔５１が穿孔される。また、第二アーム５
０の下端部には、前後方向に貫通した第二アーム下側貫通孔５２が穿孔される。
【００５４】
　第二アーム５０の上端部は、第二アーム上側貫通孔５１に挿通された第三回動軸５１ａ
を介して、ケース体３０の左右略中央から若干右方であって当該ケース体３０の後側面に
回動自在に軸支される。なお、第三回動軸５１ａは、第一アーム４０の第一回動軸４１ａ
と略同一の高さに配置されるとともに、ケース体３０の後側面を貫通して、ケース体３０
の前側面と基板取付板３３との間で、軸心方向を前後方向として支持される。
【００５５】
　なお、第二アーム５０の上端部は、駆動伝達板８５の上端部に、相対回転不能に嵌合さ
れる。つまり、同一の回動軸（第三回動軸５１ａ）により回転自在に軸支された第二アー
ム５０と駆動伝達板８５とは、第三回動軸５１ａの軸心を中心として一体的に回動するよ
うに形成される。
【００５６】
　また、第二アーム５０の下端部は、第二アーム下側貫通孔５２に挿通された第四回動軸
５２ａを介して、可動体６０（より詳細には、可動体上部６１の上部突出部６４）の後側
面に回動自在に軸支される。なお、第四回動軸５２ａは、第一アーム４０の第二回動軸４
２ａと略同一の高さに配置されるとともに、上部突出部６４の後側面と回動軸支板７４と
の間で軸心方向を前後方向として支持される。
【００５７】
　なお、第二アーム５０の第三回動軸５１ａと第四回動軸５２ａとの軸心の間の長さは、
第一アーム４０の第一回動軸４１ａと第二回動軸４２ａとの軸心の間の長さと同一となる
ように形成される。
【００５８】
　以上のように、リンク部材として、第一アーム４０及び第二アーム５０を備えて、第二
アーム５０を原動節、ケース体３０を固定節、可動体上部６１を中間節、第一アーム４０
を従動節とする四節平行リンク機構を構成する。なお、このように２本のアーム（第一ア
ーム４０及び第二アーム５０）により可動体６０を支持しているので、当該可動体６０を
安定して支持することができる。
【００５９】
　なお、第一リンク機構１１０は、本発明に係る第二の四節リンク機構の一実施形態であ
る。
　そして、第一回動軸４１ａ、第二回動軸４２ａ、第三回動軸５１ａ、及び第四回動軸５
２ａは、それぞれ上記のリンク部材を連結する回転対偶であり、正面視で平行四辺形（図
８にて示す符号Ｘを参照）の頂点に相当する位置にそれぞれ配置される。
【００６０】
　次に、可動役物装置１００の可動体６０の構成について説明する。
　なお、以下では、特に説明がなければ、作動位置に支持された状態の可動体６０を想定
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して、その配置構成を説明する。
【００６１】
　図４から図７まで、及び図９に示す可動体６０は、遊技機１の遊技演出に応じて待機位
置と作動位置との間を往復回動（揺動）し、遊技者に視覚的な印象を与え、その遊技者の
興趣を高める部材である。可動体６０は、待機位置と作動位置との間を往復回動（揺動）
するとともに変形するように構成され、作動位置においては正面視で漢字の「大」を模し
た形状に変形される。可動体６０は、ケース体３０の下方に配置される。可動体６０は、
主として、可動体上部６１と、可動体左足部６２と、可動体右足部６３と、により構成さ
れる。
【００６２】
　可動体上部６１は、正面視で左右方向に細長い概ね矩形の箱状の部材である。可動体上
部６１は、正面視で漢字の「大」のうち一画目の軌跡を模した形状として形成される。可
動体上部６１の左右略中央には、上方へ向けて突出した上部突出部６４が形成される。可
動体上部６１の前側面には、透光性部材６５が適宜配設される。可動体上部６１内には、
ＬＥＤ（不図示）が配設され、透光性部材６５を介して前方を照射することができる。
　なお、可動体上部６１は、本発明に係る主可動体の一実施形態である。
【００６３】
　可動体左足部６２は、下方へ延出されるに従い左方へ湾曲して、さらには正面視で短手
方向幅が広くなるように形成される細長い箱状の部材である。可動体左足部６２は、正面
視で漢字の「大」のうち二画目の軌跡を模した形状として形成される。可動体左足部６２
の前側面には、透光性部材６５が適宜配設される。可動体左足部６２内には、ＬＥＤ（不
図示）が配設され、透光性部材６５を介して前方を照射することができる。
　なお、可動体左足部６２は、本発明に係る従可動体の一実施形態である。
【００６４】
　可動体左足部６２の上端部には、上方へ向けて突出した左足軸支部６６が形成される。
左足軸支部６６は、可動体左足部６２を可動体上部６１に軸支するためのものである。左
足軸支部６６の上端部には、前後方向に貫通した左足貫通孔６７が穿孔される。可動体左
足部６２の上端部は、左足貫通孔６７に挿通された左足回動軸６７ａを介して、可動体上
部６１の後側面に回動自在に軸支される。なお、左足回動軸６７ａは、第二回動軸４２ａ
の下方で、可動体上部６１の後側面と回動軸支板７４との間で軸心方向を前後方向として
支持される。
【００６５】
　また、左足軸支部６６の左端部には、左足軸支部６６との成す角度を保持して概ね左方
へ向けて突出した左足突出部６８が形成される。左足突出部６８は、可動体左足部６２を
第一アーム４０に連動連結させるためのものである。左足突出部６８の先端部には、円筒
状に形成された左足ボス部７２が、軸心方向を前後方向として後方へ向けて突出される。
【００６６】
　また、左足軸支部６６の上端部には、平歯車の一部を切り取った形状である左足歯車部
６９が形成される。左足歯車部６９は、可動体左足部６２を可動体右足部６３に連動連結
させるためのものである。左足歯車部６９は、右上方へ向けた円弧状に歯車が形成され、
その軸心が左足貫通孔６７の軸心と重複するように形成される。
【００６７】
　なお、可動体左足部６２は、可動体６０が作動位置から待機位置へ回動する場合には、
正面視右回り（時計回り）に回動して、当該可動体左足部６２の先端部（作動位置におけ
る下端部）を概ね左方へ向けた状態で配置される。
【００６８】
　可動体右足部６３は、下方へ延出されるに従い右方へ湾曲して、さらには正面視で短手
方向幅が広くなるように形成される細長い箱状の部材である。可動体右足部６３は、正面
視で漢字の「大」のうち三画目の軌跡を模した形状として形成される。可動体右足部６３
の前側面には、透光性部材６５が適宜配設される。可動体右足部６３内には、ＬＥＤ（不
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図示）が配設され、透光性部材６５を介して前方を照射することができる。
【００６９】
　可動体右足部６３の上端部には、上方へ向けて突出した右足軸支部７３が形成される。
右足軸支部７３は、可動体右足部６３を可動体上部６１に軸支するためのものである。右
足軸支部７３の上端部には、前後方向に貫通した右足貫通孔７０が穿孔される。可動体右
足部６３の上端部は、右足軸支部７３の右足貫通孔７０に挿通された右足回動軸７０ａを
介して、可動体上部６１の後側面に回動自在に軸支される。なお、右足回動軸７０ａは、
第四回動軸５２ａの下方で、可動体上部６１の後側面と回動軸支板７４との間で軸心方向
を前後方向として支持される。
【００７０】
　また、右足軸支部７３の上端部には、平歯車の一部を切り取った形状である右足歯車部
７１が形成される。右足歯車部７１は、可動体右足部６３を可動体左足部６２に連動連結
させるためのものである。右足歯車部７１は、左上方へ向けた円弧状に歯車が形成され、
その軸心が右足貫通孔７０の軸心と重複するように形成される。
　なお、右足歯車部７１の歯車は、左足歯車部６９の歯車と同一形状であって、同一の歯
数を有している。そして、右足歯車部７１の歯車は、左足歯車部６９の歯車に歯合されて
いる。
【００７１】
　なお、可動体右足部６３は、可動体６０が作動位置から待機位置へ回動する場合には、
正面視左回り（反時計回り）に回動して、当該可動体右足部６３の先端部（作動位置にお
ける下端部）を概ね右方へ向けた状態で配置される。
【００７２】
　上述の如く構成された可動体上部６１、可動体左足部６２、及び可動体右足部６３によ
って、可動体６０は、作動位置において、正面視で漢字の「大」を模した形状となる。よ
り詳細には、可動体左足部６２及び可動体右足部６３が、左右に隣接して可動体上部６１
の左右略中央に配置される。そして、可動体左足部６２の左足軸支部６６及び可動体右足
部６３の右足軸支部７３は、正面視で可動体上部６１の背後（後方）に配置される。従っ
て、前方から可動体６０を視認した場合、可動体左足部６２の左足軸支部６６及び可動体
右足部６３の右足軸支部７３は視認されず、正面視で可動体上部６１、可動体左足部６２
、及び可動体右足部６３の露出している部分の組み合わせによって可動体６０の外縁形状
（外観）が、漢字の「大」を模した形状となる。
【００７３】
　一方、可動体６０は、待機位置において、正面視で左右に細長い概ね矩形の形状となる
（正面視で漢字の「大」を模した形状とならない。）。より詳細には、可動体左足部６２
の先端部及び可動体右足部６３の先端部が、それぞれ左右方へ向けて配置される。そして
、可動体左足部６２の先端部及び可動体右足部６３の先端部が、それぞれ可動体上部６１
の左右端部から正面視で外方へ向けて突出するように配置される。従って、前方から可動
体６０を視認した場合、正面視で可動体上部６１、可動体左足部６２、及び可動体右足部
６３の露出している部分の組み合わせによって可動体６０の外縁形状（外観）が、左右に
細長い概ね矩形の形状となる。
【００７４】
　次に、可動役物装置１００の第二リンク機構１２０の構成について説明する。
　なお、以下では、特に説明がなければ、可動体６０が作動位置に支持された状態の第二
リンク機構１２０を想定して、その配置構成を説明する。
【００７５】
　図４、図６及び図７、及び図１０に示す第二リンク機構１２０は、第一リンク機構１１
０から伝達された駆動力によって可動体左足部６２を可動体上部６１に対して回動可能に
支持するための四節リンク機構である。換言すれば、第二リンク機構１２０は、可動体６
０の待機位置から作動位置（または、作動位置から待機位置）への回動（揺動）とともに
当該可動体６０を変形させるための機構である。第二リンク機構１２０は、可動体６０の
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可動体上部６１の後方であって、左右略中央に配置される。第二リンク機構１２０は、リ
ンク部材として、上述の如く構成された第一アーム４０の第一アーム突出部４３と、第二
駆動アーム９１と、上述の如く構成された可動体左足部６２の左足軸支部６６（より詳細
には、左足突出部６８）と、を備える。
【００７６】
　第二駆動アーム９１は、第一リンク機構１１０に伝達された駆動力を、第一アーム４０
の第一アーム突出部４３を介して、可動体左足部６２の左足軸支部６６に伝達するための
細長い板状の部材である。第二駆動アーム９１は、可動体上部６１の左右略中央から左方
であって、第一アーム４０の第一アーム突出部４３及び可動体左足部６２の左足突出部６
８の後方にて、長手方向を概ね上下方向として配置される。第二駆動アーム９１の上端部
には、前後方向に貫通した第二駆動アーム上側貫通孔９１ａが穿孔される。また、第二駆
動アーム９１の下端部には、前後方向に貫通した第二駆動アーム下側貫通孔９１ｂが穿孔
される。
【００７７】
　第二駆動アーム９１の上端部は、第二駆動アーム上側貫通孔９１ａに前方から第一アー
ム４０の第一アームボス部４６が挿通され、当該第一アームボス部４６の後端部が座金と
ともにネジ止めされることによって回動自在に軸支される。また、第二駆動アーム９１の
下端部は、第二駆動アーム下側貫通孔９１ｂに前方から可動体左足部６２の左足ボス部７
２が挿通され、当該左足ボス部７２の後端部が座金とともにネジ止めされることによって
回動自在に軸支される。
　なお、第二駆動アーム９１は、本発明に係る連結部材の一実施形態である。
【００７８】
　以上のように、リンク部材として、第一アーム４０の第一アーム突出部４３と、第二駆
動アーム９１と、可動体左足部６２の左足軸支部６６の左足突出部６８と、を備えて、第
一アーム突出部４３を原動節、可動体上部６１を固定節、第二駆動アーム９１を中間節、
左足突出部６８を従動節とする四節リンク機構を構成する。
【００７９】
　なお、第二リンク機構１２０は、本発明に係る第一の四節リンク機構の一実施形態であ
る。
　そして、第二回動軸４２ａ、第一アームボス部４６、左足ボス部７２、及び左足回動軸
６７ａは、それぞれ上記のリンク部材を連結する回転対偶であり、正面視で四角形（図１
０にて示す符号Ｙを参照）の頂点に相当する位置にそれぞれ配置される。
【００８０】
　次に、上述の如く構成された駆動機構８０の動作態様について、図１１及び図１２を用
いて説明する。
【００８１】
　先ず、待機位置に支持された状態の可動体６０を作動位置へ回動させるための駆動力を
第一リンク機構１１０に伝達する場合の駆動機構８０の動作態様について説明する。
　なお、かかる場合、駆動機構８０の動作態様は、図１１及び図１２の（ａ）、（ｂ）、
（ｃ）と順番に変化していくこととなる（図中の白抜き矢印参照）。
【００８２】
　モータ８１の出力軸８１ａから出力された駆動力は、次に第一駆動歯車８２に伝達され
る。第一駆動歯車８２は、正面視左回り（反時計回り）に回転する。第一駆動歯車８２に
伝達された駆動力は、第二駆動歯車８３に伝達される。第二駆動歯車８３は、第一駆動歯
車８２の回転に応じて、正面視右回り（時計回り）に回転する。また、第二駆動歯車８３
の回転とともに、第二駆動歯車ボス部８６が、第二駆動歯車８３の軸心を中心として正面
視右回り（時計回り）に回動する。
【００８３】
　第二駆動歯車８３に伝達された駆動力は、次に第一駆動アーム８４に伝達される。第一
駆動アーム８４は、第二駆動歯車８３の第二駆動歯車ボス部８６の回動に応じて、第一駆
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動アーム８４の右端部が当該第二駆動歯車ボス部８６の回動軌跡に沿って移動し、長手方
向を概ね左右方向として回動しながら全体として右方へ移動する。
【００８４】
　第一駆動アーム８４に伝達された駆動力は、次に駆動伝達板８５に伝達される。駆動伝
達板８５は、第一駆動アーム８４の移動に応じて、上端部の伝達板貫通孔８８に挿通され
た第三回動軸５１ａの軸心を中心として正面視左回り（反時計回り）に回動する。そして
、駆動伝達板８５に伝達された駆動力は、次に第一リンク機構１１０（より詳細には、第
二アーム５０）に伝達される。
【００８５】
　次に、作動位置に支持された状態の可動体６０を待機位置へ回動させるための駆動力を
第一リンク機構１１０に伝達する場合の駆動機構８０の動作態様について説明する。
　なお、かかる場合、駆動機構８０の動作態様は、図１１及び図１２の（ｃ）、（ｂ）、
（ａ）と順番に変化していくこととなる（図中の黒塗り矢印参照）。
【００８６】
　モータ８１の出力軸８１ａから出力された駆動力は、次に第一駆動歯車８２に伝達され
る。第一駆動歯車８２は、正面視右回り（時計回り）に回転する。第一駆動歯車８２に伝
達された駆動力は、第二駆動歯車８３に伝達される。第二駆動歯車８３は、第一駆動歯車
８２の回転に応じて、正面視左回り（反時計回り）に回転する。また、第二駆動歯車８３
の回転とともに、第二駆動歯車ボス部８６が、第二駆動歯車８３の軸心を中心として正面
視左回り（反時計回り）に回動する。
【００８７】
　第二駆動歯車８３に伝達された駆動力は、次に第一駆動アーム８４に伝達される。第一
駆動アーム８４は、第二駆動歯車８３の第二駆動歯車ボス部８６の回動に応じて、第一駆
動アーム８４の右端部が当該第二駆動歯車ボス部８６の回動軌跡に沿って移動し、全体と
して長手方向を概ね左右方向として回動しながら左方へ移動する。
【００８８】
　第一駆動アーム８４に伝達された駆動力は、次に駆動伝達板８５に伝達される。駆動伝
達板８５は、第一駆動アーム８４の移動に応じて、上端部の伝達板貫通孔８８に挿通され
た第三回動軸５１ａの軸心を中心として正面視右回り（時計回り）に回動する。そして、
駆動伝達板８５に伝達された駆動力は、次に第一リンク機構１１０（より詳細には、第二
アーム５０）に伝達される。
【００８９】
　次に、駆動機構８０により駆動力が伝達された場合の第一リンク機構１１０の動作態様
について、図１３及び図１４を用いて説明する。
　なお、図１３及び図１４は背面図であるため、各部材の回転方向については、背面視を
基準として説明する。
【００９０】
　先ず、待機位置に支持された状態の可動体６０を作動位置へ回動させるための駆動力が
駆動機構８０から伝達された場合の、第一リンク機構１１０の動作態様について説明する
。
　なお、かかる場合、第一リンク機構１１０の動作態様は、図１３の（ａ）、（ｂ）、及
び図１４の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）と順番に変化していくこととなる（図中の黒塗り矢印
参照）。
【００９１】
　第二アーム５０は、駆動機構８０から伝達された駆動力（より詳細には、駆動伝達板８
５の回動）に応じて、第二アーム上側貫通孔５１に挿通された第三回動軸５１ａの軸心を
中心として背面視右回り（時計回り）に回動する。そして、第二アーム５０に伝達された
駆動力は、可動体６０（より詳細には、可動体上部６１）に伝達される。
【００９２】
　第二アーム５０から駆動力が伝達された可動体上部６１は、第二アーム５０の回動に応
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じて、第二アーム上側貫通孔５１に挿通された第三回動軸５１ａの軸心を中心として背面
視右回り（時計回り）に回動する。そして、可動体上部６１に伝達された駆動力は、次に
第一アーム４０に伝達される。即ち、可動体上部６１の回動に応じて、第一アーム４０が
、第一回動軸４１ａの軸心を中心として背面視右回り（時計回り）に回動して、畳まれた
状態の第一アーム４０及び第二アーム５０が展開することとなる。
【００９３】
　なお、上述の如く第一リンク機構１１０は四節平行リンク機構であるとともに、第一ア
ーム４０及び第二アーム５０が互いに対向する一対のリンク部材として形成されているの
で、畳まれた状態の第一アーム４０及び第二アーム５０が展開する際には、当該第一アー
ム４０及び第二アーム５０に支持された可動体上部６１が、左右方向の姿勢を維持したま
ま回動されることとなる。
【００９４】
　次に、作動位置に支持された状態の可動体６０を待機位置へ回動させるための駆動力が
駆動機構８０から伝達された場合の、第一リンク機構１１０の動作態様について説明する
。
　なお、かかる場合、第一リンク機構１１０の動作態様は、図１３の（ｂ）、（ａ）、及
び図１４の（ｃ）、（ｂ）、（ａ）と順番に変化していくこととなる（図中の白抜き矢印
参照）。
【００９５】
　第二アーム５０は、駆動機構８０から伝達された駆動力（より詳細には、駆動伝達板８
５の回動）に応じて、第二アーム上側貫通孔５１に挿通された第三回動軸５１ａの軸心を
中心として背面視左回り（反時計回り）に回動する。そして、第二アーム５０に伝達され
た駆動力は、可動体６０（より詳細には、可動体上部６１）に伝達される。
【００９６】
　第二アーム５０から駆動力が伝達された可動体上部６１は、第二アーム５０の回動に応
じて、第二アーム上側貫通孔５１に挿通された第三回動軸５１ａの軸心を中心として背面
視左回り（反時計回り）に回動する。そして、可動体上部６１に伝達された駆動力は、次
に第一アーム４０に伝達される。即ち、可動体上部６１の回動に応じて、第一アーム４０
が、第一回動軸４１ａの軸心を中心として背面視左回り（反時計回り）に回動して、展開
された状態の第一アーム４０及び第二アーム５０が畳まれた状態に移行する。
【００９７】
　なお、上述の如く第一リンク機構１１０は四節平行リンク機構であるとともに、第一ア
ーム４０及び第二アーム５０が互いに対向する一対のリンク部材として形成されているの
で、展開された状態の第一アーム４０及び第二アーム５０が畳まれた状態に移行する際に
は、当該第一アーム４０及び第二アーム５０に支持された可動体上部６１が、左右方向の
姿勢を維持したまま回動されることとなる。
【００９８】
　このように、駆動機構８０からの駆動力によって第一アーム４０（第一リンク機構１１
０）が回動（揺動）すると、第一リンク機構１１０によって、第一アーム４０（第一リン
ク機構１１０）の回動（揺動）とともに可動体６０の可動体上部６１がケース体３０（遊
技盤５）に対して相対的に回動するように構成される。
【００９９】
　次に、第一リンク機構１１０により駆動力が伝達された場合の第二リンク機構１２０の
動作態様について、図１３及び１４を用いて説明する。
　なお、図１３及び図１４は背面図であるため、各部材の回転方向については、背面視を
基準として説明する。
【０１００】
　先ず、待機位置に支持された状態の可動体６０を作動位置へ回動させるための駆動力が
第一リンク機構１１０から伝達された場合の、第二リンク機構１２０の動作態様について
説明する。
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　なお、かかる場合、第二リンク機構１２０の動作態様は、図１４の（ａ）、（ｂ）、（
ｃ）と順番に変化していくこととなる（図中の黒塗り矢印参照）。
【０１０１】
　第一リンク機構１１０のうち第一アーム４０に伝達された駆動力は、第二リンク機構１
２０としての第一アーム４０の第一アーム突出部４３を介して、第二駆動アーム９１に伝
達される。即ち、第一アーム４０が第一回動軸４１ａの軸心を中心として背面視右回り（
時計回り）に回動すると、この回動に応じて、第一アーム４０の第一アーム突出部４３が
第二回動軸４２ａの軸心を中心として背面視右回り（時計回り）に回動する。ここで、第
二回動軸４２ａは、可動体６０の可動体上部６１に支持されている。従って、第一アーム
４０の第一アーム突出部４３は、可動体上部６１に対して背面視右回り（時計回り）に回
動することとなる。
【０１０２】
　第一アーム突出部４３に伝達された駆動力は、次に第二駆動アーム９１に伝達される。
即ち、第二駆動アーム９１は、第一アーム突出部４３の第一アームボス部４６の回動に応
じて、第二駆動アーム９１の上端部が当該第一アームボス部４６の回動軌跡に沿って移動
し、長手方向を概ね上下方向として回動しながら、可動体上部６１に対して全体として下
方へ移動する。
【０１０３】
　第二駆動アーム９１に伝達された駆動力は、次に左足軸支部６６の左足突出部６８に伝
達される。即ち、第二駆動アーム９１が可動体上部６１に対して全体として下方へ移動す
ると、第二駆動アーム９１の移動に応じて、左足突出部６８が左足回動軸６７ａの軸心を
中心として背面視右回り（時計回り）に回動する。そして、左足突出部６８の回動ととも
に、左足軸支部６６が左足回動軸６７ａの軸心を中心として背面視右回り（時計回り）に
回動する。そして、左足軸支部６６に駆動力が伝達されると、当該左足軸支部６６ととも
に、可動体左足部６２が左足回動軸６７ａの軸心を中心として背面視右回り（時計回り）
に回動する。
【０１０４】
　なお、左足軸支部６６に伝達された駆動力は、次に右足軸支部７３に伝達される。即ち
、左足軸支部６６の回動とともに、左足軸支部６６の左足歯車部６９が左足回動軸６７ａ
の軸心を中心として背面視右回り（時計回り）に回動する。そして、左足歯車部６９の回
動に応じて、右足軸支部７３の右足歯車部７１が右足回動軸７０ａの軸心を中心として背
面視左回り（反時計回り）に回動する。そして、右足歯車部７１の回動とともに、右足軸
支部７３が右足回動軸７０ａの軸心を中心として背面視左回り（反時計回り）に回動する
。
【０１０５】
　このように、第二リンク機構１２０は、可動体６０が待機位置に支持された状態から作
動位置へと回動されている間に、可動体左足部６２及び可動体右足部６３を相互に近接す
る方向へ回動させ（可動体上部６１に対して相対的に回動させ）、可動体６０を正面視で
左右に細長い概ね矩形の形状から漢字の「大」を模した形状となるように変形させる。
【０１０６】
　次に、作動位置に支持された状態の可動体６０を待機位置へ回動させるための駆動力が
第一リンク機構１１０から伝達された場合の、第二リンク機構１２０の動作態様について
説明する。
　なお、かかる場合、第二リンク機構１２０の動作態様は、図１４の（ｃ）、（ｂ）、（
ａ）と順番に変化していくこととなる（図中の白抜き矢印参照）。
【０１０７】
　第一リンク機構１１０のうち第一アーム４０に伝達された駆動力は、第二リンク機構１
２０としての第一アーム４０の第一アーム突出部４３を介して、第二駆動アーム９１に伝
達される。即ち、第一アーム４０が第一回動軸４１ａの軸心を中心として背面視左回り（
反時計回り）に回動すると、この回動に応じて、第一アーム４０の第一アーム突出部４３
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が第二回動軸４２ａの軸心を中心として背面視左回り（反時計回り）に回動する。ここで
、第二回動軸４２ａは、可動体６０の可動体上部６１に支持されている。従って、第一ア
ーム４０の第一アーム突出部４３は、可動体上部６１に対して背面視左回り（反時計回り
）に回動することとなる。
【０１０８】
　第一アーム突出部４３に伝達された駆動力は、次に第二駆動アーム９１に伝達される。
即ち、第二駆動アーム９１は、第一アーム突出部４３の第一アームボス部４６の回動に応
じて、第二駆動アーム９１の上端部が当該第一アームボス部４６の回動軌跡に沿って移動
し、長手方向を概ね上下方向として回動しながら、可動体上部６１に対して全体として上
方へ移動する。
【０１０９】
　第二駆動アーム９１に伝達された駆動力は、次に左足軸支部６６の左足突出部６８に伝
達される。即ち、第二駆動アーム９１が可動体上部６１に対して全体として上方へ移動す
ると、第二駆動アーム９１の移動に応じて、左足突出部６８が左足回動軸６７ａの軸心を
中心として背面視左回り（反時計回り）に回動する。そして、左足突出部６８の回動とと
もに、左足軸支部６６が左足回動軸６７ａの軸心を中心として背面視左回り（反時計回り
）に回動する。そして、左足軸支部６６に駆動力が伝達されると、当該左足軸支部６６と
ともに、可動体左足部６２が左足回動軸６７ａの軸心を中心として背面視左回り（反時計
回り）に回動する。
【０１１０】
　なお、左足軸支部６６に伝達された駆動力は、次に右足軸支部７３に伝達される。即ち
、左足軸支部６６の回動とともに、左足軸支部６６の左足歯車部６９が左足回動軸６７ａ
の軸心を中心として背面視左回り（反時計回り）に回動する。そして、左足歯車部６９の
回動に応じて、右足軸支部７３の右足歯車部７１が右足回動軸７０ａの軸心を中心として
背面視右回り（時計回り）に回動する。そして、右足歯車部７１の回動とともに、右足軸
支部７３が右足回動軸７０ａの軸心を中心として背面視右回り（時計回り）に回動する。
【０１１１】
　このように、第二リンク機構１２０は、可動体６０が作動位置に支持された状態から待
機位置へと回動されている間に、可動体左足部６２及び可動体右足部６３を相互に離間す
る方向へ回動させ（可動体上部６１に対して相対的に回動させ）、可動体６０を正面視で
漢字の「大」を模した形状から左右に細長い概ね矩形の形状となるように変形させる。
【０１１２】
　また、上述の如く、駆動機構８０からの駆動力によって第一アーム４０（第一リンク機
構１１０）が回動（揺動）すると、第二リンク機構１２０によって、第一アーム４０（第
一リンク機構１１０）の回動（揺動）とともに可動体左足部６２及び可動体右足部６３が
可動体上部６１に対して相対的に回動するように構成される。換言すれば、可動体左足部
６２及び可動体右足部６３は、第一アーム４０（第一リンク機構１１０）の回動（揺動）
を駆動源として、可動体上部６１に対して相対的に回動するように構成される。
【０１１３】
　このように、本発明の一実施形態に係る可動役物装置１００においては、主可動体であ
る可動体上部６１に第二リンク機構１２０を設けて、この第二リンク機構１２０によって
従可動体である可動体左足部６２を可動体上部６１に対して相対的に回動させるので、可
動体上部６１に対する第一アーム４０（第一リンク機構１１０）の回動（揺動）に連動し
て、可動体左足部６２を円滑に回動させることができる。
【０１１４】
　また、可動役物装置１００においては、従可動体である可動体左足部６２が可動体上部
６１に対して相対的に回動可能に構成されるとともに、主可動体である可動体上部６１が
ケース体３０（遊技盤５）に対して相対的に回動（揺動）可能に構成される。即ち、可動
体上部６１と可動体左足部６２とは、ケース体３０（遊技盤５）を基準とした方向と可動
体上部６１を基準とした方向とのそれぞれ異なる方向で動作させることができる。つまり
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、可動役物装置１００においては、従来の技術と比して可動体６０全体として複雑な動作
をさせることができ、ひいては遊技演出の趣興性を高めることができる。
【０１１５】
　また、可動役物装置１００においては、主可動体となる可動体上部６１に対して２つの
従可動体（可動体左足部６２及び可動体右足部６３）が備えられ、それぞれが可動体上部
６１に対して相対的に回動可能に構成される。即ち、可動体上部６１に対して可動体左足
部６２のみが備えられた場合（１つの従可動体が備えられた場合）と比して、可動体６０
全体としてより複雑な動作をさせることができ、ひいては遊技演出の趣興性をより高める
ことができる。
【０１１６】
　また、可動役物装置１００においては、第一アーム４０のうち、第一アーム突出部４３
以外の部位（第一回動軸４１ａから第二回動軸４２ａまでの部位）が、第一リンク機構１
１０を構成するリンク部材のうちの一つであり、第一アーム突出部４３が、第二リンク機
構１２０を構成するリンク部材のうちの一つである。即ち、第一アーム４０は、単一の部
材によって、二つのリンク機構（第一リンク機構１１０及び第二リンク機構１２０）のリ
ンク部材を兼用する部材として形成されている。ここで、可動体６０は、液晶画面２０の
前方を回動する部材であるため、大きさに制限が設けられる（比較的小さく形成される）
ところ、可動体６０に設けられる部材点数を少なくして、省スペース化を図ることができ
るとともに、組み付けの容易化を図ることができる。
【０１１７】
　また、上述の如く構成された第一アーム４０における第一回動軸４１ａと第二回動軸４
２ａとを結ぶ直線Ｋ１と、第一アーム突出部４３における第二回動軸４２ａと第一アーム
ボス部４６とを結ぶ直線Ｋ２とにより形成される所定の角度αを変更するだけで、第一リ
ンク機構１１０と第二リンク機構１２０との相互の連動関係（第一リンク機構１１０の回
動動作に対応する第二リンク機構１２０の回動動作）を容易に変更することができる。
【０１１８】
　なお、図１５に示すように、本実施形態においては、第一アーム突出部４３は、２つの
アーム（第一アーム４０及び第二アーム５０）のうち、第二アーム５０ではなく、第一ア
ーム４０に設けられている。これは、第一アーム４０及び第二アーム５０のケース体３０
に対しての回動中心となる、第一アーム４０の第一回動軸４１ａと第二アーム５０の第三
回動軸５１ａとの軸心を結んだ中点（図中における符号Ｐの位置）から、第一アーム４０
の第二回動軸４２ａまでの距離（図中における符号Ｌ１）と、第二アーム５０の第四回動
軸５２ａまでの距離（図中における符号Ｌ２）とのうち、長い距離（符号Ｌ１）となる側
のアーム（第一アーム４０）に突出部が設けられたものである。
　このような構成によって、第一アーム４０及び第二アーム５０の外方に生じる空間を利
用して、第二駆動アーム９１を配置することができるので、省スペース化を図ることがで
きる。
【０１１９】
　以上のように、本発明の一実施形態に係る可動役物装置１００は、
　一方の端部が遊技盤５に回動自在に軸支される第一アーム４０と、
　前記第一アーム４０の他方の端部に回動自在に軸支される可動体上部６１（主可動体）
と、
　前記可動体上部６１（主可動体）に回動自在に軸支される可動体左足部６２（従可動体
）と、
　前記第一アーム４０を揺動するモータ８１（駆動源）と、
　を具備する遊技機１の可動役物装置であって、
　前記第一アーム４０の他方の端部に、前記第一アーム４０との成す角度を保持して突出
する第一アーム突出部４３（アーム突出部）と、
　前記可動体左足部６２（従可動体）に設けられ、前記可動体左足部６２（従可動体）と
の成す角度を保持して突出する左足突出部６８（従可動体突出部）と、
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　一方の端部が前記第一アーム突出部４３（アーム突出部）に回動自在に軸支されるとと
もに、他方の端部が前記左足突出部６８（従可動体突出部）に回動自在に軸支される第二
駆動アーム９１（連結部材）と、
　を具備して、
　前記第一アーム突出部４３（アーム突出部）を原動節、前記可動体上部６１（主可動体
）を固定節、前記第二駆動アーム９１（連結部材）を中間節、前記左足突出部６８（従可
動体突出部）を従動節とする第二リンク機構１２０（第一の四節リンク機構）を構成し、
　前記第一アーム４０の揺動に伴って前記可動体左足部６２（従可動体）を前記可動体上
部６１（主可動体）に対して相対的に回動させるものである。
【０１２０】
　また、本発明の一実施形態に係る可動役物装置１００は、
　一方の端部が前記遊技盤に回動自在に軸支されるとともに、他方の端部が前記主可動体
に回動自在に軸支される第一アーム４０及び第二アーム５０を具備し、前記モータ８１（
駆動源）によって前記第二アーム５０を駆動して前記第二アーム５０を原動節、前記遊技
盤５を固定節、前記可動体上部６１（主可動体）を中間節、前記第一アーム４０を従動節
とする第一リンク機構１１０（第二の四節リンク機構）を構成し、前記第一アーム突出部
４３（アーム突出部）を前記第一アーム４０の他方の端部に設けるものである。
【０１２１】
　このような構成によって、可動役物装置１００は、第一アーム４０に支持される可動体
上部６１の動作と、前記可動体上部６１に支持される可動体左足部６２の動作とを相対的
に異なる方向で動作させることによって、可動体上部６１及び可動体左足部６２の動作を
複雑として、ひいては遊技演出の趣興性を向上させることができる。
【０１２２】
　また、可動役物装置１００は、２本のアーム（第一アーム４０及び第二アーム５０）で
、可動体６０を支持しているので、当該可動体６０を安定して支持することができる。
　さらに、第一リンク機構１１０において、第二アーム５０を原動節とするとともに、第
一アーム４０を従動節とし、第一リンク機構１１０と第二リンク機構１２０を連係するた
めのアーム突出部を第一アーム４０に設けたため、一方のアームに負荷が集中するのを防
止することができる。すなわち、第二アーム５０を第一リンク機構１１０の原動節に設定
してモータ８１からの駆動力を主として第二アーム５０で受ける一方で、第一リンク機構
１１０の従動節の第一アーム４０（サポートとして機能する側のアーム）に第二リンク機
構１２０の原動節を接続し、可動体左足部６２からの負荷を主として第一アーム４０で受
けるように構成したため、モータ８１及び可動体左足部６２からの負荷を二本のアーム４
０・５０によって分散することができ、過負荷によるアームの損傷を防止することが可能
になる。
【符号の説明】
【０１２３】
　１：遊技機，５：遊技盤，４０：第一アーム，４３：第一アーム突出部，５０：第二ア
ーム，６１：可動体上部，６２：可動体左足部，８１：モータ８１，６８：左足突出部，
９１：第二駆動アーム，１００：可動役物装置，１１０：第一リンク機構，１２０：第二
リンク機構
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