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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄を可変表示可能な図柄表示装置での遊技演出に合わせて補助的な遊技演出を行なう
遊技機の補助演出装置において、
　前記図柄表示装置を着脱自在に取り付け得ると共に、該図柄表示装置の表示面を視認可
能な枠状本体部と、
　前記枠状本体部に配設された駆動伝達手段と、
　前記駆動伝達手段に接続し、前記図柄表示装置における表示面の前方に位置する移動部
材と、
　前記枠状本体部に配設され、前記駆動伝達手段を介して前記移動部材を前記表示面の前
方で所要方向へ移動させる駆動手段とから構成されると共に、
　前記駆動伝達手段は、
　前記枠状本体部に枢支されて前記駆動手段により駆動されて軸回りに回転し、外周面に
螺旋状溝が形成された棒状部材と、
　前記棒状部材を挿通する挿通孔が形成されて、該挿通孔に挿通することで棒状部材に摺
動自在に支持されると共に、前記移動部材が固定される摺動部材と、
　前記摺動部材に形成された前記挿通孔の内側面から内部に向かって突出し、前記棒状部
材の螺旋状溝に臨む突部と、
　前記摺動部材において前記突部の形成位置から離間する位置に穿設された通孔の内部に
配設され、前記棒状部材の螺旋状溝に臨む突起部材と、
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　前記摺動部材の通孔内に収容されて、前記突起部材を前記螺旋状溝に向けて押圧する弾
性部材とを備え、
　前記棒状部材を回転させることで、前記螺旋状溝に臨んだ前記突部および突起部材を介
して前記摺動部材が該棒状部材に沿って移動されて前記移動部材が移動する
ことを特徴とする遊技機の補助演出装置。
【請求項２】
　前記移動部材は、光透過性の棒状部材であって、後部側に延在方向の略全長に亘って光
反射部材が一体的に設けられると共に、該移動部材の両端部に前記摺動部材が固定され、
　前記摺動部材は、前記棒状部材を挿通する挿通孔および前記移動部材の端部を挿入する
支持孔が形成された摺動部と、該摺動部に固定されて移動部材の端面に対向する発光手段
を有し、該移動部材の端部に向けて発光手段の光が照射される配線基板とを備える請求項
１記載の遊技機の補助演出装置。
【請求項３】
　前記移動部材として、前記図柄表示装置の表示面に対し所要間隔離間して配設されて所
要方向へ移動可能な第１移動部材および該第１移動部材より移動距離を短く設定された第
２移動部材を有すると共に、前記駆動伝達手段として、前記第１移動部材に接続する第１
駆動伝達手段および前記第２移動部材に接続する第２駆動伝達手段を有し、
　前記第１および第２駆動伝達手段の夫々に対応して、前記棒状部材としての第１棒状部
材および第２棒状部材、前記摺動部材としての第１摺動部材および第２摺動部材を備えて
、前記第１駆動伝達手段は、前記駆動手段により前記第１棒状部材を回転させる第１歯車
部を備えると共に、前記第２駆動伝達手段は、駆動手段により前記第２棒状部材を回転さ
せる第２歯車部を備え、前記駆動手段により第１棒状部材を回転させることで、該第１棒
状部材の螺旋状溝に臨んだ前記第１摺動部材の突部および突起部材を介して該第１摺動部
材が第１棒状部材に沿って移動されて前記第１移動部材が移動し、駆動手段により第２棒
状部材を回転させることで、該第２棒状部材の螺旋状溝に臨んだ前記第２摺動部材の突部
および突起部材を介して該第２摺動部材が第２棒状部材に沿って移動されて前記第２移動
部材が移動するよう構成されると共に、
　前記第１歯車部および第２歯車部の歯数を変更するか、あるいは第１棒状部材の螺旋状
溝および第２棒状部材の螺旋状溝のピッチを変更することで、前記第１移動部材および第
２移動部材の夫々が、略同一の時間で設定した移動距離を移動し得るよう構成した請求項
１または２記載の遊技機の補助演出装置。
【請求項４】
　前記移動部材として、前記図柄表示装置の表示面に対し所要間隔離間して配設されて所
要方向へ移動可能な第１移動部材および該第１移動部材より移動距離を短く設定された第
２移動部材を有し、前記駆動伝達手段として、前記第１移動部材に接続する第１駆動伝達
手段および前記第２移動部材に接続する第２駆動伝達手段を有すると共に、前記駆動手段
として、第１駆動伝達手段に接続する第１駆動モータおよび第２駆動伝達手段に接続する
第２駆動モータを有し、
　前記第１および第２駆動伝達手段の夫々に対応して、前記棒状部材としての第１棒状部
材および第２棒状部材、前記摺動部材としての第１摺動部材および第２摺動部材を備えて
、前記第１駆動伝達手段は、前記第１駆動モータにより前記第１棒状部材を回転させる第
１歯車部を備えると共に、前記第２駆動伝達手段は、前記第２駆動モータにより前記第２
棒状部材を回転させる第２歯車部を備え、前記第１駆動モータにより第１棒状部材を回転
させることで、該第１棒状部材の螺旋状溝に臨んだ前記第１摺動部材の突部および突起部
材を介して該第１摺動部材が第１棒状部材に沿って移動されて前記第１移動部材が移動し
、前記第２駆動モータにより第２棒状部材を回転させることで、該第２棒状部材の螺旋状
溝に臨んだ前記第２摺動部材の突部および突起部材を介して該第２摺動部材が第２棒状部
材に沿って移動されて前記第２移動部材が移動するよう構成されると共に、
　前記第１駆動モータおよび第２駆動モータの回転数を同一となるよう駆動制御手段が制
御する条件下で、前記第１歯車部および第２歯車部の歯数を変更するか、あるいは前記第
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１棒状部材の螺旋状溝および第２棒状部材の螺旋状溝のピッチを変更することで、前記第
１移動部材および第２移動部材の夫々が、略同一の時間で設定した移動距離を移動し得る
よう構成した請求項１または２記載の遊技機の補助演出装置。
【請求項５】
　前記枠状本体部は、前記図柄表示装置の表示面と整合可能な開口部が開設されると共に
反射防止加工を施した仕切板を有し、該仕切板の前面側に、前記駆動伝達手段を構成する
前記棒状部材が位置するようになっている請求項１～４の何れか一項に記載の遊技機の補
助演出装置。
【請求項６】
　前記枠状本体部は、該枠状本体部の変形を防止し得る補強部材を備える請求項１～５の
何れか一項に記載の遊技機の補助演出装置。
【請求項７】
　前記枠状本体部において、前記駆動手段としての駆動モータの回転軸に取り付けられて
前記駆動伝達手段を構成する駆動歯車と対応する位置に窓部が開設され、該窓部を介して
駆動歯車を手動操作し得るよう構成した請求項１～６の何れか一項に記載の遊技機の補助
演出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、遊技機の補助演出装置に関し、更に詳細には、図柄を変動表示させて主たる
遊技演出を行なう図柄表示装置を備え、該図柄表示装置での遊技演出に合わせて図柄表示
装置の前側で移動部材を動作させる補助演出装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技領
域の略中央位置に装飾部材が配設されて、該装飾部材に形成した開口部から液晶式やドラ
ム式等の図柄表示装置を臨ませ、この図柄表示装置で図柄組み合わせゲームやリーチ演出
等の主たる遊技演出を行なうようになっている。また、前記装飾部材に所要の動作を行な
う移動部材を備えた補助演出装置を配設し、該移動部材を前記図柄表示装置で行なわれる
遊技演出に合わせて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
一層増大するようにしたパチンコ機も知られている。例えば、前記補助演出装置としては
、複合装置(装飾部材)に往復運動可能にハンマー(移動部材)を配設し、該ハンマーと接続
したソレノイド(駆動手段)を特別図柄表示器(図柄表示装置)での遊技演出に合わせて駆動
することで、該ハンマーを動作させるよう構成したものがある(特許文献１参照)。このよ
うに、図柄表示装置での遊技演出に合わせて移動部材を動作させれば、視覚的な演出効果
を向上させ、遊技の興趣を高めることができる。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００１－２５５４６号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記特許文献１に記載された移動部材(ハンマー)は、図柄表示装置の表示面に
おける前面側の所定範囲だけに出現し、該表示面における対応範囲での遊技演出と関連し
て動作するものであるため、その動きは単調となり該移動部材の動作により遊技者に与え
得るインパクトや遊技の面白みは限定的になる欠点を有していた。従って、前記表示面の
前側における任意の位置で動的な遊技演出を行なうことで遊技の興趣をより増大させ得る
補助演出装置が強く望まれていた。また、前記移動部材を移動させる前記駆動手段や、該
駆動手段と移動部材を接続する駆動伝達手段は、前記遊技盤や装飾部材等に組み付けられ
るため作業性が劣る難点があった。そして、構成部品の多い大型の補助演出装置を組み付
ける場合には、より一層組み付け作業が煩雑になる問題が指摘される。
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【０００５】
【発明の目的】
本発明は、前述した従来の技術に内在している前記課題に鑑み、これを好適に解決するべ
く提案されたものであって、図柄表示装置の前側を広範囲で移動する移動部材を設けて遊
技の興趣を増大すると共に、遊技機への組み付け作業を容易に行ない得る遊技機の補助演
出装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を克服し、所期の目的を好適に達成するため、本発明に係る遊技機の補助演出
装置は、
　図柄を可変表示可能な図柄表示装置(20)での遊技演出に合わせて補助的な遊技演出を行
なう遊技機(P)の補助演出装置において、
　前記図柄表示装置(20)を着脱自在に取り付け得ると共に、該図柄表示装置(20)の表示面
(20a)を視認可能な枠状本体部(31)と、
　前記枠状本体部(31)に配設された駆動伝達手段(42,43,46～48,51,52,66～69,72～77)と
、
　前記駆動伝達手段(42,43,46～48,51,52,66～69,72～77)に接続し、前記図柄表示装置(2
0)における表示面(20a)の前方に位置する移動部材(40a,40b)と、
　前記枠状本体部(31)に配設され、前記駆動伝達手段(42,43,46～48,51,52,66～69,72～7
7)を介して前記移動部材(40a,40b)を前記表示面(20a)の前方で所要方向へ移動させる駆動
手段(65,71)とから構成されると共に、
　前記駆動伝達手段(42,43,46～48,51,52,66～69,72～77)は、
　前記枠状本体部(31)に枢支されて前記駆動手段(65,71)により駆動されて軸回りに回転
し、外周面に螺旋状溝(43a,48a)が形成された棒状部材(43,48)と、
　前記棒状部材(43,48)を挿通する挿通孔(54)が形成されて、該挿通孔(54)に挿通するこ
とで棒状部材(43,48)に摺動自在に支持されると共に、前記移動部材(40a,40b)が固定され
る摺動部材(51,52)と、
　前記摺動部材(51,52)に形成された前記挿通孔(54)の内側面から内部に向かって突出し
、前記棒状部材(43,48)の螺旋状溝(43a,48a)に臨む突部(54a)と、
　前記摺動部材(51,52)において前記突部(54a)の形成位置から離間する位置に穿設された
通孔(56)の内部に配設され、前記棒状部材(43,48)の螺旋状溝(43a,48a)に臨む突起部材(5
7)と、
　前記摺動部材(51,52)の通孔(56)内に収容されて、前記突起部材(57)を前記螺旋状溝(43
a,48a)に向けて押圧する弾性部材(58)とを備え、
　前記棒状部材(43,48)を回転させることで、前記螺旋状溝(43a,48a)に臨んだ前記突部(5
4a)および突起部材(57)を介して前記摺動部材(51,52)が該棒状部材(43,48)に沿って移動
されて前記移動部材(40a,40b)が移動することを特徴とする。
【０００７】
　また、前記移動部材(40a,40b)は、光透過性の棒状部材(43,48)であって、後部側に延在
方向の略全長に亘って光反射部材(41)が一体的に設けられると共に、該移動部材(40a,40b
)の両端部に前記摺動部材(51,52)が固定され、
　前記摺動部材(51,52)は、前記棒状部材(43,48)を挿通する挿通孔(54)および前記移動部
材(40a,40b)の端部を挿入する支持孔(55)が形成された摺動部(53)と、該摺動部(53)に固
定されて移動部材(40a,40b)の端面に対向する発光手段(62)を有し、該移動部材(40a,40b)
の端部に向けて発光手段(62)の光が照射される配線基板(61)とを備えるよう構成してもよ
い。
【０００８】
　更に、前記移動部材(40a,40b)として、前記図柄表示装置(20)の表示面(20a)に対し所要
間隔離間して配設されて所要方向へ移動可能な第１移動部材(40a,40b)および該第１移動
部材(40a,40b)より移動距離を短く設定された第２移動部材(40a,40b)を有すると共に、前
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記駆動伝達手段(42,43,46～48,51,52,66～69,72～77)として、前記第１移動部材(40a,40b
)に接続する第１駆動伝達手段(42,43,66～69)および前記第２移動部材(40a,40b)に接続す
る第２駆動伝達手段(46～48,72～77)を有し、
　前記第１および第２駆動伝達手段(42,43,46～48,51,52,66～69,72～77)の夫々に対応し
て、前記棒状部材(43,48)としての第１棒状部材(43)および第２棒状部材(48)、前記摺動
部材(51,52)としての第１摺動部材(51)および第２摺動部材(52)を備えて、前記第１駆動
伝達手段(42,43,66～69)は、前記駆動手段(65,71)により前記第１棒状部材(43)を回転さ
せる第１歯車部(66～69)を備えると共に、前記第２駆動伝達手段(46～48,72～77)は、駆
動手段(65,71)により前記第２棒状部材(48)を回転させる第２歯車部(72～77)を備え、前
記駆動手段(65,71)により第１棒状部材(43)を回転させることで、該第１棒状部材(43)の
螺旋状溝(43a,48a)に臨んだ前記第１摺動部材(51)の突部(54a)および突起部材(57)を介し
て該第１摺動部材(51)が第１棒状部材(43)に沿って移動されて前記第１移動部材(40a,40b
)が移動し、駆動手段(65,71)により第２棒状部材(48)を回転させることで、該第２棒状部
材(48)の螺旋状溝(43a,48a)に臨んだ前記第２摺動部材(52)の突部(54a)および突起部材(5
7)を介して該第２摺動部材(52)が第２棒状部材(48)に沿って移動されて前記第２移動部材
(40a,40b)が移動するよう構成されると共に、
　前記第１歯車部(66～69)および第２歯車部(72～77)の歯数を変更するか、あるいは第１
棒状部材(43)の螺旋状溝(43a,48a)および第２棒状部材(48)の螺旋状溝(43a,48a)のピッチ
を変更することで、前記第１移動部材(40a,40b)および第２移動部材(40a,40b)の夫々が、
略同一の時間で設定した移動距離を移動し得るよう構成してもよい。
【０００９】
　更にまた、前記移動部材(40a,40b)として、前記図柄表示装置の表示面に対し所要間隔
離間して配設されて所要方向へ移動可能な第１移動部材(40a,40b)および該第１移動部材(
40a,40b)より移動距離を短く設定された第２移動部材(40a,40b)を有し、前記駆動伝達手
段(42,43,46～48,51,52,66～69,72～77)として、前記第１移動部材(40a,40b)に接続する
第１駆動伝達手段(42,43,66～69)および前記第２移動部材(40a,40b)に接続する第２駆動
伝達手段(46～48,72～77)を有すると共に、前記駆動手段(65,71)として、第１駆動伝達手
段(42,43,66～69)に接続する第１駆動モータ(65)および第２駆動伝達手段(46～48,72～77
)に接続する第２駆動モータ(71)を有し、
　前記第１および第２駆動伝達手段(46～48,72～77)の夫々に対応して、前記棒状部材(43
,48)としての第１棒状部材(43)および第２棒状部材(48)、前記摺動部材(51,52)としての
第１摺動部材(51)および第２摺動部材(52)を備えて、前記第１駆動伝達手段(42,43,66～6
9)は、前記第１駆動モータ(65)により前記第１棒状部材(43)を回転させる第１歯車部(66
～69)を備えると共に、前記第２駆動伝達手段(46～48,72～77)は、前記第２駆動モータ(7
1)により前記第２棒状部材(48)を回転させる第２歯車部(72～77)を備え、前記第１駆動モ
ータ(65)により第１棒状部材(43)を回転させることで、該第１棒状部材(43)の螺旋状溝(4
3a,48a)に臨んだ前記第１摺動部材(51)の突部(54a)および突起部材(57)を介して該第１摺
動部材(51)が第１棒状部材(43)に沿って移動されて前記第１移動部材(40a,40b)が移動し
、前記第２駆動モータ(71)により第２棒状部材(48)を回転させることで、該第２棒状部材
(48)の螺旋状溝(43a,48a)に臨んだ前記第２摺動部材(52)の突部(54a)および突起部材(57)
を介して該第２摺動部材(52)が第２棒状部材(48)に沿って移動されて前記第２移動部材(4
0a,40b)が移動するよう構成されると共に、
　前記第１駆動モータ(65)および第２駆動モータ(71)の回転数を同一となるよう駆動制御
手段(18)が制御する条件下で、前記第１歯車部(66～69)および第２歯車部(72～77)の歯数
を変更するか、あるいは前記第１棒状部材(43)の螺旋状溝(43a,48a)および第２棒状部材(
48)の螺旋状溝(43a,48a)のピッチを変更することで、前記第１移動部材(40a,40b)および
第２移動部材(40a,40b)の夫々が、略同一の時間で設定した移動距離を移動し得るよう構
成することができる。
【００１０】
　そして、前記枠状本体部(31)に、前記図柄表示装置(20)の表示面(20a)と整合可能な開
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口部(33a)が開設されると共に反射防止加工を施した仕切板(33)を設け、該仕切板(33)の
前面側に、前記駆動伝達手段(42,43,46～48,51,52,66～69,72～77)を構成する前記棒状部
材(43,48)が位置するよう構成してもよい。
【００１１】
　更にまた、前記枠状本体部(31)に、該枠状本体部(31)の変形を防止し得る補強部材(32)
を設けるよう構成することができる。
　なお、前記枠状本体部(31)において、前記駆動手段(65,71)としての駆動モータ(65,71)
の回転軸に取り付けられて前記駆動伝達手段(42,43,46～48,51,52,66～69,72～77)を構成
する駆動歯車(66,72)と対応する位置に窓部(31f,31f)が開設され、該窓部(31f,31f)を介
して駆動歯車(66,72)を手動操作し得るよう構成してもよい。
【００１２】
【作用】
　本発明は、遊技中に遊技者が最も注目する図柄表示装置の前側を、移動部材が広範囲で
移動し得るよう構成したので、遊技者が移動部材での遊技演出を見逃すことはなく、遊技
者に強烈なインパクトを与えることができ、遊技の面白みを増大させることができる。ま
た、前記図柄表示装置の前方を棒状の移動部材が移動するよう構成したから、該移動部材
により該表示面における表示領域を仕切ることで複数の領域に分割することが可能となる
。すなわち、分割した夫々の領域で異なる遊技演出を行なって遊技演出を多様化し、遊技
の興趣を増大させ得るようになる。更に、前記移動部材を複数設けた場合には、移動部材
の交差部分(交点)を利用して新たな遊技演出を行なうことができ、遊技者に新鮮な面白み
を与えることができる。更にまた、枠状本体部に、補助演出装置の構成部材である前記移
動部材、駆動伝達手段および駆動手段の夫々を組み付けることで単一のユニットとして取
扱い得るよう構成してあるから、補助演出装置の管理や輸送作業を簡略化し得ると共に、
遊技機への補助演出装置の取り付けも簡単に行ない得るようになる。
【００１３】
　そして、図柄表示装置の前側に反射防止加工を施した仕切板を配設してあるから、該図
柄表示装置の前側に配設した駆動伝達手段が表示面に映り込むのは防止され、遊技者の興
趣をそぐことはない。また、前記仕切板の前側に配設した棒状部材が表示面に映り込むの
は防止されるので、遊技者の興趣をそぐことはない。更に、棒状部材を回転させることで
、該棒状部材に形成した螺旋状溝に臨んだ突部および突起部材を介して摺動部材が移動す
るから、駆動伝達手段としてベルトおよびプーリを利用する場合に較べて、当該棒状部材
の回転量に応じて摺動部材(移動部材)を正確に移動させることができる。更にまた、棒状
部材の外周面に螺旋状溝を形成することで、駆動伝達手段としてチェーンおよびスプロケ
ットを利用する場合に較べて、該棒状部材の大型化や重量の増加を防止し得る。
【００１４】
　そして、前記枠状本体部に補強部材を配設してあるから、該補助演出装置に歪み等の変
形が生ずるのは防止され、前記移動部材を確実に移動させることができる。また、前記駆
動伝達手段を構成する駆動歯車を、前記枠状本体部に開設した窓口を介して手動操作し得
るよう構成したことで、補助演出装置を遊技機に組み付ける前に該補助演出装置の動作異
常の有無を確認し得ると共に、故障等の不具合が生じた際には該駆動伝達手段を構成する
駆動歯車を手で直接手動操作することで前記移動部材を移動でき、該移動部材が図柄表示
装置の表示面で行なわれる遊技演出を遮るのを防止し得る。
【００１５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に係る遊技機の補助演出装置につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参
照しながら以下詳細に説明する。なお、遊技機としては、パチンコ機、スロットマシンあ
るいはパチンコ式スロットマシン等の何れのものであってもよいが、本実施例ではパチン
コ機を例に挙げて説明することとする。
【００１６】
(パチンコ機について)
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先ず、実施例に係るパチンコ機の概略構成について、図２を参照して説明する。本実施例
のパチンコ機Ｐは、外枠Ａの開口前面側に対して中枠Ｂが、連結支持手段Ｋおよび施錠手
段Ｍを利用して着脱および開放可能に組み付けられている。そして、中枠Ｂに横開き式の
ガラス扉Ｄを組み付けた前枠Ｃと、前枠Ｃの下部において中枠Ｂに対して着脱および開放
可能に組み付けられる開閉セット板の前側にセットされた上球皿Ｅおよび後側にセットさ
れた電動式の球送り装置(図示せず)と、下段に位置する下球皿Ｆおよび打球発射装置Ｈと
、後側に位置する機構セット盤(図示せず)等が夫々装備されている一方、所要の遊技領域
Ｉを構成した遊技盤Ｊが着脱交換可能にセットされる。なお、以下の説明において前・後
および左・右とは、特に断りのない場合は図２に示すようにパチンコ機Ｐを前側から見た
場合において指称するものとする。
【００１７】
(遊技盤について)
前記遊技盤Ｊは、図２に示すように、その前面側に、略円形状に湾曲形成したレール１０
により囲まれた前記遊技領域Ｉが画成され、該遊技領域Ｉの縦央やや上部に開設した図示
しない取付孔(第１の開口部)に整合する大型の装飾部材１３が配設されている。前記装飾
部材１３は、その大部分が開口する枠状に形成されて、該装飾部材１３に開設された可視
表示部１４の後側に、種々の図柄を可変表示可能な図柄表示装置２０が臨むようになって
いる。また、前記遊技領域Ｉにおける前記装飾部材１３の下部には、遊技球が通入可能な
始動入賞具１１が配設され、該始動入賞具１１の下部には、前記図柄表示装置２０で展開
される図柄組み合わせゲームの結果により発生する特別遊技に際して開放する大型電動式
の入賞装置Ｌが配設されている。なお、前記遊技領域Ｉの所要位置には、図柄表示装置２
０での遊技演出(以下、表示演出と云う)に応じて照射パターンを変更して発光演出を行な
う電飾装置１２,１２等が配設されている。また、前記遊技盤Ｊの裏側において、該遊技
盤Ｊと前記図柄表示装置２０との間には、該図柄表示装置２０での表示演出に合わせて第
１移動部材４０ａおよび第２移動部材４０ｂ(何れも後述)を移動(可動)させて補助的な遊
技演出(以下、可動演出と云う)を行なう可動演出装置(補助演出装置)３０が取り付けられ
ている。
【００１８】
なお、前記始動入賞具１１は、その内部に図示しない入賞スイッチが配設され、該入賞ス
イッチによる遊技球の検出に応じ、前記図柄表示装置２０を１回ずつ可変表示させて図柄
組み合わせゲームを開始させるものである。また、前記入賞装置Ｌは、図柄表示装置２０
において大当り発生の条件が成立した際に開放作動条件が付与される大型の入賞装置Ｌで
あって、特別入賞具１５に対設された扉状の開閉板１６が、パチンコ機Ｐの裏側の所要位
置に配設した主制御装置１７で制御される電磁ソレノイド(図示せず)の駆動に基づき、通
常の閉成状態から開放状態へ変位されるようになっている。
【００１９】
(図柄表示装置について)
前記図柄表示装置２０は、横長の略矩形状に形成され、種々の図柄を可変表示して表示演
出を行なう液晶ディスプレイであって、略矩形箱状に形成されたケース体２１に収容され
ている(図３(a),(b)参照)。また、前記ケース体２１には、パチンコ機Ｐの全体的な制御
を行なう主制御装置１７からの制御信号に基づいて、前記図柄表示装置２０での表示演出
と、前記可動演出装置３０での可動演出とを制御する表示制御装置(駆動制御手段)１８を
収容してある。なお、前記表示制御装置１８は、前記可動演出装置３０を構成する後述の
駆動モータ(駆動手段)６５,７１および検出センサ(検出部)８１ａ,８１ｂの夫々に接続さ
れ、前記主制御装置１７からの制御信号に基づいてこれら各部材６５,７１,８１ａ,８１
ｂを制御するよう構成される(図４参照)。また、前記ケース体２１は、透明な合成樹脂で
形成されており、前記図柄表示装置２０において図柄を可変表示する表示面２０ａをケー
ス体２１の前側から視認し得るよう構成してある。なお、前記ケース体２１に関する説明
において左・右とは、図３(a)に示す状態でケース体２１を裏側から視た場合で指称する
ものとする。
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【００２０】
　そして、図３に示すように、前記ケース体２１の左右両側面には、上下方向の所要の幅
に亘って外側へ延出するフランジ部２３,２７が形成されている。そして、前記ケース体
２１の右側面２１ａに形成された第１フランジ部２３には、その上下方向の略中央位置に
右方向に延出する係合片(第１の係合手段)２４が形成されると共に、該第１フランジ部２
３において該係合片２４から上下に所要距離だけ離間する位置には、位置決め凹部(第１
の位置決め部)２５,２５が右側に開口するよう形成される。一方、前記ケース体２１の左
側面２１ｂに形成された第２フランジ部２７には、上下方向の略中央位置に回転式の固定
具(第１の係合手段)２８が配設されると共に、該第２フランジ部２７における該固定具２
８から上下に所要距離だけ離間する位置には、位置決め孔(第１の位置決め部)２９,２９
が前後に貫通するよう形成してある。ここで、前記固定具２８は、回動操作用の摘み部２
８ａと、前記第２フランジ部２７に当接する円錐吸盤状の係着盤２８ｂと、該係着盤２８
ｂから適宜の間隔で略平行に所要幅で延出する一対の係着片２８ｃ,２８ｃとからなり(図
３(b)参照)、該係着片２８ｃ,２８ｃの前端部から係着盤２８ｂの径方向に延出した係合
部２８ｄが、後述する係合孔部３６ａの縁部と係脱可能に係合するよう構成される(図７(
b)参照)。
【００２１】
(可動演出装置について)
図１、図８～図１１、図１２または図１８に示すように、前記可動演出装置３０は、前記
遊技盤Ｊの裏側に着脱可能に配設される枠状本体部３１と、該枠状本体部３１に配設され
る第１駆動伝達手段４２,４３,６６～６９および第２駆動伝達手段４６,４７,４８,７２
～７７と、該第１駆動伝達手段４２,４３,６６～６９に接続すると共に図柄表示装置２０
における表示面２０ａから前方に所要距離離間して位置し、該表示面２０ａの上下方向(
図中のＹ軸方向)に延在する棒状の第１移動部材４０ａと、該第２駆動伝達手段４６,４７
,４８,７２～７７に接続すると共に図柄表示装置２０における表示面２０ａから前方に所
要距離離間して位置し、該表示面２０ａの左右方向(図中のＸ軸方向)に延在する棒状の第
２移動部材４０ｂと、枠状本体部３１に配設されて第１駆動伝達手段４２,４３,６６～６
９に接続し、第１移動部材４０ａを表示面２０ａの前方で左右方向へ移動させる第１駆動
モータ(第１駆動手段)６５と、枠状本体部３１に配設されて第２駆動伝達手段４６,４７,
４８,７２～７７に接続し、第２移動部材４０ｂを表示面２０ａの前方で上下方向へ移動
させる第２駆動モータ(第２駆動手段)７１とを備えている。また、本実施例では前記第１
および第２駆動モータ６５,７１として回転角度を制御可能なステッピングモータを用い
、前記表示制御装置１８からの制御信号に基づいて夫々の駆動モータ６５,７１を所定角
度だけ回転させ得るようになっている。
【００２２】
なお、前記第２移動部材４０ｂは、前記第１移動部材４０ａの前側に位置するよう構成さ
れ、該第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂを移動した際に、互いに干渉しないように
なっている。また、前記第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂの夫々は、光透過性のあ
る部材で形成されると共に、各移動部材４０ａ,４０ｂにおける後部側には、その延在方
向の略全長に亘って光反射部材４１を一体的に配設してある(図５参照)。すなわち、前記
第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂの端部に配置した後述するＬＥＤ(発光手段)６２
からの光を、前記可動演出装置３０(パチンコ機Ｐ)の前側に向かって反射し、該第１およ
び第２移動部材４０ａ,４０ｂの夫々をその略全長に亘って明輝し得るようになっている
。なお、本実施例では、前記第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂを断面略円形を呈す
るよう形成してあるが(図８参照)、これに限らず、断面形状を三角形や四角形等の多角形
状あるいは略楕円形状を呈するよう形成することも可能で、特に限定されるものではない
。
【００２３】
(枠状本体部について)
　前記枠状本体部３１は、図１に示すように、上枠部３１ａ、下枠部３１ｂ、右枠部３１
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ｃおよび左枠部３１ｄから、前記装飾部材１３における前記可視表示部１４の外縁に沿う
略口状に形成されると共に、所要箇所に形成した通孔３１ｅを介して、該枠状本体部３１
の前面が遊技盤Ｊの裏面に当接する状態にネジ止めされる。すなわち、前記可動演出装置
３０を、前記遊技盤の裏側に直接配設してある(図８参照)。なお、前記枠状本体部３１の
上枠部３１ａには、鉄やアルミ等の金属を材質とする板状の金属補強部材(補強部材)３２
が配設されており、該枠状本体部３１が歪まないよう構成してある。ここで、前記枠状本
体部３１の右枠部３１ｃにおける下方位置に、前記第１駆動モータ６５が配設されると共
に、該右枠部３１ｃにおける上方位置に前記第２駆動モータ７１が配設される。そして、
前記上枠部３１ａの上面および右枠部３１ｃの後面には、第１駆動モータ６５の回転軸(
図示せず)に取り付けた駆動歯車６６、および第２駆動モータ７１に連繋接続した第３歯
車７４と対応(近接)する位置に、窓口(窓部)３１ｆ,３１ｆが夫々開設されており、該窓
口３１ｆ,３１ｆを介して駆動歯車６６および第３歯車７４を手動操作し得るようになっ
ている(図６(a)または図９参照)。
【００２４】
　なお、前記上枠部３１ａの上面には、前記第１および第２駆動モータ６５,７１の上方
に対応する位置に、枠状本体部３１の内部に貫通する放熱孔３１ｇが形成されており(図
９参照)、該放熱孔３１ｇを介して第１および第２駆動モータ６５,７１が発する熱を外部
に放出して、枠状本体部３１の内部が高温になるのを抑制し、前記可動演出装置３０の誤
作動を防止している。また、前記枠状本体部３１の左上方位置には、前記第１および第２
移動部材４０ａ,４０ｂの基準位置を検出する位置検出手段としての第１および第２検出
センサ８１ａ,８１ｂ(後述)を配設してある(図８、図１７または図２０参照)。なお、前
記各検出センサ８１ａ,８１ｂは、前記表示制御装置１８に接続されている。
【００２５】
また、図１または図８に示すように、前記枠状本体部３１の前後方向の略中央位置には、
前記図柄表示装置２０の表示面２０ａと略整合する大きさの開口部３３ａを開設した仕切
板３３が設けられ、該仕切板３３の裏側に設けた設置部３４に、前記ケース体２１を着脱
自在に取り付けるよう構成される。なお、前記仕切板３３の前面側は、反射防止処理(ノ
ングレア処理)が施されており、前記第１および第２駆動伝達手段４２,４３,４６,４７,
４８,６６～６９,７２～７７を構成する第１および第２棒状部材４３,４８(後述)が、前
記表示面２０ａに映り込まないよう構成してある。ここで、前記反射防止処理として、シ
リカコーティングやＡＲコーティング等のコーティング処理またはサンドブラスト等の切
削処理を施すことで仕切板３３の表面(前面)に微小な凹凸を設け、第１および第２棒状部
材４３,４８の映り込み(反射)を防止している。なお、前記設置部３４に関する説明にお
いて左・右とは、図６(a)に示すように、前記枠状本体部３１を裏側から視た状態で指称
するものとする。
【００２６】
　前記設置部３４には、図６(a)に示すように、その右側部(左枠部３１ｄ)に前記ケース
体２１に形成した前記第１フランジ部２３が当接可能な第１支持部３５が形成され、該設
置部３４の左側部(右枠部３１ｃ)にケース体２１に形成した前記第２フランジ部２７が当
接可能な第２支持部３６が形成されている。前記第１支持部３５には、左方向に開口して
前記第１フランジ部２３に形成した前記係合片２４を左側から挿脱可能な係合受部３５ａ
が形成されると共に、前記第２支持部３６には、前記第２フランジ部２７に形成した前記
固定具２８の係着片２８ｃ,２８ｃを挿入可能な横長形状に係合孔部３６ａが穿設され、
該固定具２８を回転した際に、該係着片２８ｃ,２８ｃの係合部２８ｄが前記係合孔部３
６ａの縁部に係合するようになっている。すなわち、前記係合片２４を前記係合受部３５
ａに左側から挿入したもとで(図７(a)参照)、前記ケース体２１の左側部を枠状本体部３
１に近接移動し、係着片２８ｃ,２８ｃを前記係合孔部３６ａに挿入した前記固定具２８
を回転して係着片２８ｃ,２８ｃの係合部２８ｄと係合孔部３６ａとを係合することで、
前記設置部３４(枠状本体部３１の裏側)にケース体２１を取り付けるようになっている(
図７(b)参照)。
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【００２７】
　また、図６(a)に示すように、前記第１および第２支持部３５,３６には、前記係合受部
３５ａおよび係合孔部３６ａの形成位置から上下方向に所要距離だけ離間する位置に、前
記ケース体２１に形成した位置決め凹部２５,２５および位置決め孔２９,２９の夫々と係
合可能な位置決め突部３５ｂ,３６ｂが突設されている。すなわち、前記第１支持部３５
に設けた位置決め突部３５ｂ,３５ｂは、前記設置部３４にケース体２１を組み付ける際
に位置決め凹部２５,２５と係合することで、ケース体２１を位置決めする位置決め手段
として機能し、また第１および第２支持部３５,３６の夫々に設けた位置決め突部３５ｂ,
３６ｂは、該設置部３４にケース体２１を取り付けた後、各位置決め突部３５ｂ,３６ｂ
と対応の位置決め凹部２５および位置決め孔２９とが係合して、該ケース体２１の移動を
規制する移動規制手段として機能するものである。
【００２８】
なお、前記設置部３４に配設した前記ケース体２１の前面は、前記仕切板３３の裏側に当
接してケース体２１の前方移動を規制しており、該仕切板３３の開口部３３ａに前記図柄
表示装置２０の表示面２０ａが略整合して該表示面２０ａを前方から視認し得るようにな
っている(図８参照)。また、前記枠状本体部３１における前記設置部３４の上下には、前
記ケース体２１を上下から挟む位置に、延出部３７,３７が後方に延出しており、前記固
定具２８と係合孔部３６ａとの係合を解除した際に、該枠状本体部３１からケース体２１
(図柄表示装置２０)が脱落するのを防止している。
【００２９】
なお、図１または図６に示すように、前記枠状本体部３１における右枠部３１ｃの裏側に
は、上下方向に延在する支軸(取付部)３８ａ,３８ａが形成され、該支軸３８ａ,３８ａに
は裏カバー部材３９が着脱自在に枢支される(図６(b)参照)。前記裏カバー部材３９は、
前方に開口する蓋状に形成されて、該裏カバー部材３９の左端縁に形成した係止具３９ａ
,３９ａを、前記枠状本体部３１における左枠部３１ｄの裏側に形成した係合筒部(取付部
)３８ｂ,３８ｂと係合させることにより、前記図柄表示装置２０(ケース体２１)および可
動演出装置３０の後側を被覆保護するようになっている。
【００３０】
(第１駆動伝達手段について)
前記第１駆動伝達手段４２,４３,６６～６９は、図１２に示すように、前記第１駆動モー
タ６５に連繋接続した第１伝達シャフト４２と、前記仕切板３３における開口部３３ａの
上方および下方に対向的に配置されて、該第１伝達シャフト４２を介して第１駆動モータ
６５に連繋接続した上下一対の第１棒状部材４３,４３と、該第１棒状部材４３,４３に摺
動自在に支持された第１摺動部材５１,５１と、これら各部材４２,４３,４３を連繋接続
した第１歯車部６６～６９とから構成されている。ここで、前記第１伝達シャフト４２は
、前記枠状本体部３１における右枠部３１ｃに配設されて上下に位置する第１棒状部材４
３,４３の間に延在し、該枠状本体部３１に上下の端部近傍が枢支されて軸回りに回転し
得るよう構成される。また、前記第１伝達シャフト４２の中間位置には、前記第１駆動モ
ータ６５の駆動歯車(第１歯車部)６６と噛合するよう第１歯車(第１歯車部)６７が配設さ
れ、該第１駆動モータ６５の回転に伴い第１伝達シャフト４２が軸回りに回転するよう構
成される。なお、第１伝達シャフト４２の上下の端部には第１傘歯車(第１歯車部)６８,
６８が配設されている。
【００３１】
(第１棒状部材について)
前記各第１棒状部材４３は、前記仕切板３３の前面側であって左右方向の略全長に亘って
延在するよう配置されると共に(図１、図１０および図１１参照)、左右の端部近傍が前記
枠状本体部３１に枢支されて軸回りに回転し得るよう構成され、各第１棒状部材４３の右
端部に、前記第１伝達シャフト４２に配設した前記第１傘歯車６８,６８と噛合する第２
傘歯車(第１歯車部)６９,６９が配設されている。すなわち、前記第１伝達シャフト４２
の回転に伴い、上下に配置された前記両第１棒状部材４３,４３が同期的に回転される。
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また、前記各第１棒状部材４３,４３の外周面には、その略全長に亘って螺旋状の溝(案内
部)４３ａ,４３ａが形成されており、該螺旋状溝４３ａ,４３ａに前記第１摺動部材５１,
５１の突部(作動部)５４ａおよび突起部材(作動部)５７の夫々が臨んでいる(図１４また
は図１５参照)。なお、前記上側に配設された第１棒状部材４３の左端部近傍に、前記第
１検出センサ８１ａが配設されている(図８または図１７参照)。
【００３２】
(第１摺動部材について)
前記上下一対の第１摺動部材５１,５１の夫々は、図１２、図１３または図１６に示すよ
うに、前記第１移動部材４０ａの上端または下端を固定する摺動部５３,５３と、該摺動
部５３,５３に固定されて第１移動部材４０ａの端部に向けて光を照射し得るＬＥＤ(発光
手段)６２を備えた配線基板６１,６１とから構成される。前記各摺動部５３には、左右方
向に貫通して前記第１棒状部材４３を挿通する挿通孔５４と、該挿通孔５４に隣接した位
置に、当該挿通孔５４の延在方向に交差する方向(上下方向)に貫通して前記第１移動部材
４０ａの端部を挿入する支持孔５５とが形成されている(図１３参照)。すなわち、前記各
第１摺動部材５１(摺動部５３)は、前記挿通孔５４を介して前記第１棒状部材４３の左右
方向に沿って摺動自在に外挿支持されると共に、上下の第１摺動部材５１,５１(摺動部５
３,５３)の前記支持孔５５,５５を介して前記第１移動部材４０ａが支持されて、該移動
部材４０ａが前記表示面２０ａを左右の領域に分割し得るよう構成されている(図１参照)
。なお、前記ＬＥＤ６２は、前記主制御装置１７に制御されるランプ制御装置１９に接続
され、該ランプ制御装置１９からの制御信号に基づいて点灯・消灯等するようになってい
る(図４参照)。
【００３３】
また、前記各第１摺動部材５１における前記挿通孔５４の内側面には、前記突部５４ａが
内部に向かって突設されており、該突部５４ａが前記螺旋状溝４３ａに臨んでいる(図１
４または図１５参照)。そして、図１５に示すように、上側に配設された第１摺動部材５
１(摺動部５３)の側部には、前記突部５４ａの形成箇所から離間する位置に、上方に開口
して前記挿通孔５４に向けて貫通する通孔５６が穿設され、該通孔５６の内部に前記螺旋
状溝４３ａに臨む前記突起部材５７と、該突起部材５７を該螺旋状溝４３ａに向けて押圧
するバネ(弾性部材)５８とを収容してある。同様に、下側に配設された第１摺動部材５１
(摺動部５３)の側部にも、前記突部５４ａの形成箇所から離間する位置に、下方に開口し
て前記挿通孔５４に向けて貫通する通孔５６が穿設され、該通孔５６の内部に前記突起部
材５７と前記バネ５８とが収容されて、該突起部材５７が該螺旋状溝４３ａに向けて押圧
されるようになっている。なお、前記各摺動部５３には、前記各通孔５６の外側開口を閉
成する被覆部材５９が夫々取り付けられて、該通孔５６から突起部材５７やバネ５８が脱
落しないよう構成される。
【００３４】
すなわち、前記各第１棒状部材４３の螺旋状溝４３ａには、前記突起部材５７と前記突部
５４ａとが臨み、該第１棒状部材４３を正逆回転させた際には、該突起部材５７および突
部５４ａの夫々と螺旋状溝４３ａとが連繋して対応する前記第１摺動部材５１が第１棒状
部材４３に沿って左右方向に移動するようになっている。なお、前記第１駆動モータ６５
により回転される上下一対の第１棒状部材４３,４３の螺旋状溝４３ａ,４３ａは、上下の
第１摺動部材５１,５１を同一方向に移動させるよう構成してある。また、前記上下の第
１摺動部材５１,５１に前記第１移動部材４０ａの端部を夫々固定してあるから、各第１
棒状部材４３の回転に伴って第１摺動部材５１が回転することはなく、従って第１摺動部
材５１の左右方向の移動に伴い第１移動部材４０ａが左右方向に移動される。前述したよ
うに、前記螺旋状溝４３ａは、各第１棒状部材４３の略全長に亘って形成されているので
、前記第１摺動部材５１(第１移動部材４０ａ)は、前記表示面２０ａの前方を左右方向に
移動する。
【００３５】
また、前記通孔５６は、図１５に示すように、該通孔５６における前記挿通孔５４に開口
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する内側開口が、前記第１摺動部材５１,５１の外側に開口する外側開口より小径に形成
される。すなわち、前記第１摺動部材５１,５１の外側面から内側に所要距離だけ大径凹
部５６ａが形成され、該大径凹部５６ａの内底面に前記挿通孔５４に開口する小径の内部
通孔５６ｂが形成される。一方、前記突起部材５７における前記挿通孔５４(螺旋状溝４
３ａ)に近接する端部を前記通孔５６の内部通孔５６ｂより小径に設定すると共に、該挿
通孔５４(螺旋状溝４３ａ)から離間する端部に、前記大径凹部５６ａに挿入可能で、かつ
内部通孔５６ｂより大径に設定した係止部５７ａが形成されている。すなわち、前記係止
部５７ａが大径凹部５６ａの内底面に当接して、前記バネ５８により前記螺旋状溝４３ａ
に向けて押圧された突起部材５７が、前記通孔５６から脱落するのを防止している。
【００３６】
図１２または図１５に示すように、上側に配設された前記第１摺動部材５１の摺動部５３
には、左方向に向けて延在する第１検出片５３ａ(位置検出手段)が形成されている。そし
て、この第１摺動部材５１(第１移動部材４０ａ)が、前記表示面２０ａより左方向(左枠
部３１ｄ側)に移動した際に(図１０参照)、前記第１検出センサ８１ａが前記第１検出片
５３ａを検出するようになっており、この第１検出センサ８１ａで第１検出片５３ａを検
出した位置を、前記第１移動部材４０ａの基準位置として前記表示制御装置１８に設定し
てある。ここで、前記第１検出センサ８１ａとしては、凹形の本体の対向位置に発光部８
２と受光部８３を備えた光学式センサであって(図１７参照)、前記第１検出片５３ａが発
光部８２と受光部８３との間に移動して遮光した時点で検出(ＯＮ)状態とされて、前記第
１移動部材４０ａが基準位置にあることが検出され、この検出信号が前記表示制御装置１
８に出力されるようになっている。
【００３７】
ここで、前記表示制御装置１８は、前記第１移動部材４０ａを移動して可動演出を行なう
に際し、前記第１検出センサ８１ａが前記第１検出片５３ａを未検出の場合には、第１移
動部材４０ａを前記基準位置に移動するよう前記第１駆動モータ６５を駆動し、該第１検
出センサ８１ａにより第１検出片５３ａを検出した後に、所定の制御条件に基づいて第１
駆動モータ６５を駆動して第１移動部材４０ａを移動させるよう設定してある。なお、前
記表示制御装置１８には、図１１に示すように、前記第１移動部材４０ａが前記各第１棒
状部材４３の右端部より手前(左側)まで移動した時点で前記第１駆動モータ６５を逆転ま
たは停止するよう設定されており、この位置を第１移動部材４０ａが移動し得る限界とし
ての移動限界位置として設定されている。すなわち、前記表示制御装置１８は、前記基準
位置と移動限界位置との間で該第１移動部材４０ａが移動するよう前記第１駆動モータ６
５を制御している。
【００３８】
(配線基板について)
前記配線基板６１に配設した前記ＬＥＤ６２は、赤色・緑色・青色の３色を任意に発光可
能な、所謂フルカラーＬＥＤであって、前記ランプ制御装置１９からの制御に基づき所要
の色で発光演出し得るようになっている。また、図１６に示すように、前記配線基板６１
は、前記第１移動部材４０ａの端面に前記ＬＥＤ６２が対向するよう前記第１摺動部材５
１,５１の夫々に配設される。従って、前記ＬＥＤ６２が発光した際に、該ＬＥＤ６２の
光は第１移動部材４０ａの延在方向に向けて照射され、該第１移動部材４０ａが発光する
。また、前記配線基板６１と前記ランプ制御装置１９とは、所要の幅寸法を有すると共に
厚みを薄くした可撓性を有するフラットケーブル(図示せず)で接続されており、前記第１
摺動部材５１,５１が左右方向に移動した際に、該フラットケーブルを所定の方向に可撓
させ得るようになっている。なお、前記フラットケーブルは、前記第１摺動部材５１,５
１がその移動領域(基準位置から移動限界位置の間)の全域に亘って移動し得る長さに設定
されると共に、該フラットケーブルの所要位置は、前記枠状本体部３１に貼着されて、前
記第１摺動部材５１,５１を移動するのに最小限だけフラットケーブルが可撓するように
してある。
【００３９】
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(第２駆動伝達手段について)
　一方、前記第２駆動伝達手段４６,４７,４８,７２～７７は、図１８に示すように、前
記第２駆動モータ７１に連繋接続した第２伝達シャフト４６と、該第２伝達シャフト４６
に連繋接続した第３伝達シャフト４７と、前記仕切板３３の開口部３３ａの左方および右
方に対向的に配置されて、該第２および第３伝達シャフト４６,４７を介して第２駆動モ
ータ７１に連繋接続した左右一対の第２棒状部材４８,４８と、該第２棒状部材４８,４８
に摺動自在に支持された第２摺動部材５２,５２と、これら各部材４６,４７,４８,４８を
連繋接続した第２歯車部７２～７７とから構成されている。ここで、前記第２伝達シャフ
ト４６は、前記枠状本体部３１における上枠部３１ａの右側位置に左右方向に延在するよ
う配置された短尺部材であって、その左右両端部近傍を該枠状本体部３１に枢支されて軸
回りに回転し得るようになっている。そして、前記第２伝達シャフト４６の右端部に取り
付けた第２歯車(第２歯車部)７３が前記第２駆動モータ７１の駆動歯車(第２歯車部)７２
と噛合するよう構成される。
【００４０】
　また、前記第３伝達シャフト４７は、前記枠状本体部３１における上枠部３１ａに配設
されて左右に位置する前記第２棒状部材４８,４８の間に延在し、該枠状本体部３１に左
右の端部近傍が枢支されて軸回りに回転し得るよう構成される。そして、前記第３伝達シ
ャフト４７の右端部近傍には、前記第２伝達シャフト４６の左端部に取り付けた第３歯車
(第２歯車部)７４と噛合する第４歯車(第２歯車部)７５が配設され、該第２伝達シャフト
４６の回転に伴い第３伝達シャフト４７が軸回りに回転するよう構成される。なお、第３
伝達シャフト４７の左右の端部には第３傘歯車(第２歯車部)７６,７６が配設されている
。
【００４１】
(第２棒状部材について)
前記各第２棒状部材４８は、前記仕切板３３の前面側であって上下方向の略全長に亘って
延在するよう配置されると共に(図１または図８参照)、上下の端部近傍が前記枠状本体部
３１に枢支されて軸回りに回転し得るよう構成され、両第２棒状部材４８,４８の上端部
に、前記第３伝達シャフト４７に配設した前記第３傘歯車７６,７６と噛合する第４傘歯
車(第２歯車部)７７,７７が夫々配設されている。すなわち、前記第３伝達シャフト４７
の回転に伴い、左右に配設された前記両第２棒状部材４８,４８が同期的に回転される。
なお、前記第２棒状部材４８,４８の夫々は、前記第１棒状部材４３,４３の前側に位置す
るよう配置されて、第１および第２棒状部材４３,４８の夫々が干渉しないようになって
いる(図８参照)。また、前記各第２棒状部材４８の外周面には、前記第１棒状部材４３と
同様にその略全長に亘って螺旋状の溝(案内部)４８ａが形成されており、該螺旋状溝４８
ａに前記各第２摺動部材５２に配設された前記突部５４ａおよび突起部材５７が夫々臨ん
でいる。そして、前記左側の第２棒状部材４８の上端部近傍に、前記第２検出センサ８１
ｂが配設されている(図８または図２０参照)。
【００４２】
(第２摺動部材について)
ここで、前記第２摺動部材５２,５２の構成は、前記第１摺動部材５１,５１の構成と基本
的に同一であるので、同一の機能を有する部材には同一の符号を付して以下簡単に説明す
る。前記左右一対の第２摺動部材５２,５２の夫々は、図１９に示すように、前記第２移
動部材４０ｂの左端または右端を固定する摺動部５３,５３と、該摺動部５３,５３に固定
した第２移動部材４０ｂの端部に向けて光を照射し得るＬＥＤ６２を備えた配線基板６１
,６１とから構成される。前記各摺動部５３には、上下方向に貫通して前記第２棒状部材
４８を挿通可能な挿通孔５４と、該挿通孔５４に隣接した位置に、該挿通孔５４の延在方
向に交差する方向(左右方向)に貫通して前記第２移動部材４０ｂを挿入可能な支持孔５５
(図１８参照)とが形成されている。すなわち、前記第２摺動部材５２,５２(摺動部５３)
は、前記挿通孔５４を介して前記第２棒状部材４８,４８に沿って摺動自在に外挿支持さ
れると共に、左右に位置する第２摺動部材５２,５２(摺動部５３)の前記支持孔５５を介



(14) JP 4310490 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

して前記第２移動部材４０ｂの左右の端部が支持されて、前記表示面２０ａを上下の領域
に分割し得るよう構成される。
【００４３】
また、前記各第２摺動部材５２における前記挿通孔５４の内側面には、前記第１摺動部材
５１と同様に、前記突部５４ａが突設されると共に、左側に配設された第２摺動部材５２
(摺動部５３)の側部には、左方に開口して前記挿通孔５４に向けて貫通する通孔５６が穿
設され、該通孔５６の内部に前記突起部材５７と前記バネ５８とを収容してある。同様に
、右側に配設された第２摺動部材５２(摺動部５３)の側部には、右方に開口して前記挿通
孔５４に向けて貫通する通孔５６が穿設されて、該通孔５６の内部に前記突起部材５７と
前記バネ５８とを収容してある。更に、前記各摺動部５３には、前記通孔５６の外側開口
を閉成する被覆部材５９を夫々取り付けてある。
【００４４】
すなわち、前記各第２棒状部材４８の螺旋状溝４８ａに、前記突起部材５７および前記突
部５４ａが臨み、該第２棒状部材４８を回転させた際には、該突起部材５７および突部５
４ａの夫々と螺旋状溝４８ａとが連繋して対応する前記第２摺動部材５２が第２棒状部材
４８に沿って上下方向に移動するようになっている。なお、前記第２駆動モータ７１によ
り回転される左右一対の第２棒状部材４８,４８の螺旋状溝４８ａ,４８ａは、左右の第２
摺動部材５２,５２を同一方向に移動させるよう構成してある。また、前記左右の第２摺
動部材５２,５２に、前記第２移動部材４０ｂの両端部を固定してあるから、前記第２棒
状部材４８,４８の回転に伴って第２摺動部材５２,５２の夫々が回転することはなく、従
って第２摺動部材５２,５２の上下方向の移動に伴い第２移動部材４０ｂが上下方向に移
動される。前述したように、前記螺旋状溝４８ａは、第２棒状部材４８の略全長に亘って
形成されているので、前記第２摺動部材５２,５２(第２移動部材４０ｂ)は、前記表示面
２０ａの前方を上下方向に横切るよう移動する。
【００４５】
図１９および図２０に示すように、左側に配設された前記第２摺動部材５２の摺動部５３
には、左方向に向けて第２検出片５３ｂ(位置検出手段)が形成されている。そして、前記
第２摺動部材５２,５２が、前記表示面２０ａより上方向(上枠部３１ａ側)に移動した際
に、前記第２検出センサ８１ｂが前記第２検出片５３ｂを検出するようになっており、こ
の第２検出センサ８１ｂで第２検出片５３ｂを検出した位置を、前記第２移動部材４０ｂ
の基準位置として前記表示制御装置１８に設定してある。なお、前記第２検出センサ８１
ｂの構成は、前記第１検出センサ８１ａの構成と同一である。
【００４６】
そして、前記表示制御装置１８は、前記第２移動部材４０ｂを移動して可動演出を行なう
に際し、前記第２検出センサ８１ｂが前記第２検出片５３ｂを未検出の場合には、第２移
動部材４０ｂを前記基準位置に移動するよう前記第２駆動モータ７１を駆動し、該第２検
出センサ８１ｂにより第２検出片５３ｂを検出した後に、所定の制御条件に基づいて第１
駆動モータ６５を駆動して可動演出を行なうよう設定してある。なお、前記表示制御装置
１８には、前記第２移動部材４０ｂが前記各第２棒状部材４８の下端部より手前(上側)ま
で移動した時点で前記第２駆動モータ７１を逆転または停止するよう設定されており、こ
の位置を第２移動部材４０ｂが移動し得る限界としての移動限界位置として設定されてい
る。すなわち、前記表示制御装置１８は、前記基準位置と移動限界位置との間で前記第２
移動部材４０ｂが移動するよう前記第２駆動モータ７１を制御している。
【００４７】
(配線基板について)
前記配線基板６１に配設した前記ＬＥＤ６２は、前述したと同様に、前記ランプ制御装置
１９からの制御に基づき所要の色で発光演出し得るフルカラーＬＥＤ６２であって、該Ｌ
ＥＤ６２が前記第２移動部材４０ｂの端面に対向するよう前記第２摺動部材５２,５２(支
持部５３)の夫々に配設され、該ＬＥＤ６２が発光した際に、該第２移動部材４０ｂが発
光するよう構成される。また、前記配線基板６１と前記ランプ制御装置１９とは、前記フ
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ラットケーブルで接続され、前記第２摺動部材５２,５２が上下方向に移動した際に、該
フラットケーブルが一定の方向に可撓し得るよう構成されている。なお、前記フラットケ
ーブルは、前記第２摺動部材５２,５２がその移動領域の全長に亘って移動し得る長さに
設定されている。また、前記フラットケーブルの所要位置は前記枠状本体部３１に貼着さ
れ、前記第２摺動部材５２,５２が移動するに際して必要最低限だけ該フラットケーブル
が可撓し得るよう構成してある。
【００４８】
(第１および第２駆動モータの制御態様について)
前述したように、前記図柄表示装置２０は横長に形成されており、左右方向に移動する前
記第１移動部材４０ａは、上下方向に移動する第２移動部材４０ｂより移動距離が長くな
っている。そこで、前記表示制御装置１８は、前記第１移動部材４０ａを駆動する第１駆
動モータ６５が所定時間に回転させる回転角度を、前記第２移動部材４０ｂを駆動する第
２駆動モータ７１が同一時間に回転させる回転角度より大きくなるよう制御して、該第１
移動部材４０ａが前記基準位置から移動限界位置まで移動するのに要する時間と、該第２
移動部材４０ｂが前記基準位置から移動限界位置まで移動するのに要する時間とが、略同
一となるよう設定してある。すなわち、前記第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂの夫
々は、略同一の時間を掛けて夫々に設定された移動距離を移動し得るよう構成されている
。
【００４９】
【実施例の作用】
次に、本実施例に係る遊技機の可動演出装置の作用につき説明する。
【００５０】
前記遊技盤Ｊに打ち出されたパチンコ球が前記始動入賞具１１に入賞すると、前記図柄表
示装置２０の表示面２０ａで各種図柄が可変表示されて所要の表示演出が行なわれる。こ
こで、前記表示制御装置１８が、前記主制御装置１７からの可動演出装置３０を動作させ
る制御信号を受信すると、該表示制御装置１８が所定の設定条件に従って前記第１駆動モ
ータ６５および第２駆動モータ７１の夫々を駆動して可動演出を行なう。前記第１駆動モ
ータ６５が回転駆動されると、該第１駆動モータ６５の回転に伴って前記第１伝達シャフ
ト４２が軸回りに回転し、該第１伝達シャフト４２の回転に伴い、前記上下一対の第１棒
状部材４３,４３が軸回りに回転する。そして、前記第１棒状部材４３,４３が回転すると
、該第１棒状部材４３,４３の外周面に形成した前記螺旋状溝４３ａ,４３ａに臨んだ前記
第１摺動部材５１,５１の夫々の突起部材５７と突部５４ａとが該螺旋状溝４３ａ,４３ａ
に摺接することで、該第１棒状部材４３,４３の回転に伴い該第１摺動部材５１,５１が左
方向または右方向にスライド移動する。すなわち、前記上下一対の第１摺動部材５１,５
１の夫々に、端部を固定した前記第１移動部材４０ａも、該第１摺動部材５１,５１の移
動に伴って前記表示面２０ａの前方を平行に移動する。
【００５１】
また、同様に、前記第２駆動モータ７１が回転駆動されると、該第２駆動モータ７１の回
転に伴って前記第２伝達シャフト４６が軸回りに回転すると共に該第２伝達シャフト４６
の回転に伴い前記第３伝達シャフト４７が回転する。そして、前記第３伝達シャフト４７
の回転に伴い、前記左右一対の第２棒状部材４８,４８が軸回りに回転され、該第２棒状
部材４８,４８が回転すると、当該第２棒状部材４８,４８の外周面に形成した前記螺旋状
溝４８ａ,４８ａに臨んだ前記第２摺動部材５２,５２の夫々の突起部材５７と突部５４ａ
とが該螺旋状溝４８ａ,４８ａに摺接することにより、第２棒状部材４８,４８の回転に伴
い第２摺動部材５２,５２が上方向または下方向にスライド移動される。すなわち、前記
左右一対の第２摺動部材５２,５２の夫々に、端部を固定した前記第２移動部材４０ｂも
、該第２摺動部材５２,５２の移動に伴って前記表示面２０ａの前方を平行に移動する。
【００５２】
すなわち、遊技中に遊技者が最も注目する前記図柄表示装置２０における表示面２０ａの
前側を、第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂが移動するから、遊技者に強烈なインパ
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クトを与え、遊技の面白みを増大させることができる。また、前記表示面２０ａでの平面
的な表示演出に加え、該表示面２０ａの前面を各移動部材４０ａ,４０ｂが移動すること
で立体的な可動演出を行なうことができるようになり、演出態様の多様化を図り得る。な
お、前記枠状本体部３１の上枠部３１ａに金属補強部材３２を配設するよう構成したこと
で、時間の経過に伴い前記遊技盤Ｊに反りや捻れ等が生じた場合であっても、該枠状本体
部３１が歪むのは抑制でき、前記可動演出装置３０が動作不良を起こすのは防止される。
【００５３】
また、前記第１移動部材４０ａおよび第２移動部材４０ｂの夫々の端面にＬＥＤ６２を対
向するよう配置したから、各ＬＥＤ６２を発光することで、各移動部材４０ａ,４０ｂを
発光することができる。従って、遊技者が最も注目している図柄表示装置２０(表示面２
０ａ)の前側を、発光させた第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂの夫々が移動すること
により、遊技者が該移動部材４０ａ,４０ｂでの可動演出を見逃すのをなくすことが可能
になる。このように、前記第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂの夫々を発光し得るよ
うにしたことで、移動部材４０ａ,４０ｂから遊技者の注意が逸れたときでも、該移動部
材４０ａ,４０ｂを発光して遊技者に気付かせることができ、当該移動部材４０ａ,４０ｂ
による可動演出効果を最大に生かすことができる。更に、前記第１および第２移動部材４
０ａ,４０ｂの略全長に亘って光反射材を配設するようにしたので、前記ＬＥＤ６２によ
り、該移動部材４０ａ,４０ｂの全体を明輝させた状態で可動演出することができる。な
お、本実施例では、前記各移動部材４０ａ,４０ｂの端部にＬＥＤ６２を配設して各移動
部材４０ａ,４０ｂを発光するよう構成したので、これら移動部材４０ａ,４０ｂに直接発
光手段を設ける場合に較べて構成を簡略化でき、コストを抑制することができる。
【００５４】
また、前記第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂと一体的に前記ＬＥＤ６２も移動する
ようにしたから、該ＬＥＤ６２の発する光を確実に移動部材４０ａ,４０ｂに向けて照射
し得る。更に、前記ＬＥＤ６２としてフルカラーＬＥＤを使用することにより、各移動部
材４０ａ,４０ｂの発光色を所要に応じて変化させることができ、多様な発光演出を行な
い得る。例えば、各移動部材４０ａ,４０ｂの両端部に配設した前記ＬＥＤ６２,６２を異
なる色(例えば赤色と青色等)で発光させて遊技演出することも可能となる。この場合には
、各移動部材４０ａ,４０ｂの一方の端部に配設したＬＥＤ６２を所定の色(例えば赤色)
で発光すると、他方の端部側に向かうにつれて次第に色彩が変化(紫色に変化)し、移動部
材４０ａ,４０ｂの略中央位置を過ぎると次第に他方の端部に配設したＬＥＤ６２で発光
させた色(例えば青色)に変化するので、可動演出装置３０での遊技演出をより増大し得る
と共に、装飾性も向上される。すなわち、可動演出装置３０は、第１および第２移動部材
４０ａ,４０ｂを移動(可動)させることによる可動演出と、該第１および第２移動部材４
０ａ,４０ｂを発光させることによる発光演出とを同時に行なうことができる。このよう
に、前記可動演出装置３０によれば、前記図柄表示装置２０の表示面２０ａの前面を第１
および第２移動部材４０ａ,４０ｂが発光しながら移動(可動)するという、従来にない斬
新な遊技演出を行ない得るようになる。なお、前記ＬＥＤ６２と前記ランプ制御装置１９
とは、所定の方向に可撓し得るフラットケーブルで接続してあるから、前記第１および第
２移動部材４０ａ,４０ｂの夫々が移動して該ケーブルが伸縮した場合でも、該ケーブル
が他の部材に引っ掛かるのを防止して当該ケーブルの損傷を防ぎ、各ＬＥＤ６２を確実に
発光させることができる。
【００５５】
　また、前記表示面２０ａの前方を、上下または左右に仕切るように第１および第２移動
部材４０ａ,４０ｂが移動することで、該第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂにより該
表示面２０ａの表示領域が見かけ上複数の領域(最大で４つの領域)に分割されることにな
る(図１参照)。従って、前記表示面２０ａにおける前記第１および第２移動部材４０ａ,
４０ｂで分割された夫々の領域において、異なる表示演出を行なうことができ、演出内容
を多様化して遊技の興趣をより増大させ得る。更に、前記第１移動部材４０ａと第２移動
部材４０ｂの２つの移動部材が前後の位置関係で移動することで、両移動部材４０ａ,４
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０ｂを交差させて、その交点(交差部分)を利用した可動演出もできるから、今までにない
新たな演出を行なうことができ、遊技者に新鮮な面白みを与えることができる。ここで、
移動部材４０ａ,４０ｂの交点を利用した演出とは、例えば、移動部材４０ａ,４０ｂの交
点を鉄砲等の照準器に見立てて、前記表示面２０ａに表示した標的に狙いを定めるように
した演出等が考えられる。
【００５６】
また、例えば、前記第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂを同一の駆動モータで駆動す
るよう構成した場合には、両移動部材４０ａ,４０ｂが同期的に移動することになり、演
出態様は限定的になってしまう。これに対して、前記可動演出装置３０では、前記第１移
動部材４０ａおよび第２移動部材４０ｂの夫々に対応的に第１駆動モータ６５および第２
駆動モータ７１を設けるよう構成したから、第１駆動モータ６５および第２駆動モータ７
１を夫々独立して駆動でき、このため第１移動部材４０ａおよび第２移動部材４０ｂの夫
々を独立して移動させ得るから、より複雑な可動演出が可能となる。
【００５７】
　前述したように、前記第１および第２棒状部材４３,４８を回転させることで、該棒状
部材４３,４８に形成した螺旋状溝４３ａ,４８ａに臨んだ前記突起部材５７および突部５
４ａを介して第１および第２摺動部材５１,５２が移動するから、当該棒状部材４３,４８
の回転量に応じて各摺動部材５１,５２を正確に移動することができる。従って、前記第
１および第２移動部材４０ａ,４０ｂの夫々も正確かつ確実に移動でき、所望の可動演出
を確実に行なわせることが可能となる。また、前記第１および第２摺動部材５１,５２に
設けた前記突起部材５７を、バネ５８で常に前記螺旋状溝４３ａ,４８ａに向けて押圧し
ているから、該螺旋状溝４３ａ,４８ａから突起部材５７が脱落することはなく、より正
確かつ確実に前記第１および第２摺動部材５１,５２(第１および第２移動部材４０ａ,４
０ｂ)の夫々を移動させ得る。なお、前記突起部材５７を挿入する通孔５６の内側開口を
外側開口より小さくしたことで、該通孔５６を突起部材５７が通出することもなく、突起
部材５７が通孔５６から抜け落ちることはない。そして、前記上下一対の第１摺動部材５
１,５１および左右一対の第２摺動部材５２,５２の夫々は、同期的に同一方向に移動する
から、前記第１移動部材４０ａおよび第２移動部材４０ｂの夫々が移動時に歪むことはな
く円滑に移動でき、該第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂの損傷を防止できる。
【００５８】
また、可動演出装置３０の構成部材である前記各移動部材４０ａ,４０ｂ、各駆動伝達手
段４２,４３,４６,４７,４８,６６～６９,７２～７７および各駆動モータ６５,７１の夫
々を枠状本体部３１に組み付けるよう構成したので、該可動演出装置３０を単一のユニッ
トとして取り扱うことができ、可動演出装置３０の管理や輸送作業を簡略化し得ると共に
、遊技機への可動演出装置３０の取り付けも簡単に行ない得るようになる。更に、前記枠
状本体部３１に金属補強部材３２を配設したから、該可動演出装置３０に歪み等の変形が
生ずることにより各構成部材が動作不良を来たすのは防止され、前記第１および第２移動
部材４０ａ,４０ｂを確実に移動させることができる。更に、前記第１および第２棒状部
材４３,４８の夫々と、前記図柄表示装置２０の表示面２０ａとの間に、前面に反射防止
加工を施した仕切板３３を配置してあるから、これらの棒状部材４３,４８の該表示面２
０ａへの映り込みはなく、遊技者の興趣をそぐことはない。
【００５９】
　なお、前記枠状本体部３１の裏側に図柄表示装置２０の裏側を被覆して保護する裏カバ
ー部材３９を取り付けるよう構成したことで、該図柄表示装置２０および枠状本体部３１
に異物が接触して故障や動作不良等が発生するのは防止される。また、前記第１駆動モー
タ６５の駆動歯車６６および第２駆動モータ７１に連繋接続する第３歯車７４を、前記枠
状本体部３１に開設した窓口３１ｆ,３１ｆを介して手で直接操作できるので、可動演出
装置３０をパチンコ機Ｐに組み付ける前に該可動演出装置３０の動作異常の有無を確認し
得る。更に、前記可動演出装置３０に故障等の不具合が生じた際には、前記駆動歯車６６
および第３歯車７４を手で直接回転させて前記第１および第２移動部材４０ａ,４０ｂの
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夫々を表示面２０ａの前側から退避させることができ、該移動部材４０ａ,４０ｂが表示
面２０ａで行なわれる表示演出を遮り、遊技の興趣をそぐのを防止することもできる。
【００６０】
また、前記表示制御装置１８は、前記第１移動部材４０ａまたは第２移動部材４０ｂの夫
々を移動して可動演出を行なうに際し、前記第１検出センサ８１ａまたは第２検出センサ
８１ｂが対応の移動部材４０ａ,４０ｂを未検出の場合には、前記第１および第２駆動モ
ータ６５,７１を駆動して各移動部材４０ａ,４０ｂをセンサ側(基準位置)に移動させるよ
う制御しているから、各移動部材４０ａ,４０ｂに所定の動作を確実に行なわせて可動演
出することができる。また、前記移動限界位置に検出センサを配設することなく、前記基
準位置に各検出センサ８１ａ,８１ｂを設けるだけで各移動部材４０ａ,４０ｂを正確に移
動制御し得るから、部品コストを低減し得ると共に、可動演出装置３０の組み付け作業も
簡略化される。更に、移動距離が長い第１移動部材４０ａを、移動距離の短い第２移動部
材４０ｂより移動速度が速くなるよう設定してあるから、両移動部材４０ａ,４０ｂを略
同一の時間で設定された移動距離を移動させ得る。従って、前記第１および第２移動部材
４０ａ,４０ｂでの可動演出をよりスムーズに行なわせ、遊技者が、これらの移動部材４
０ａ,４０ｂの動作を不自然に感じるのを防止できる。
【００６１】
【変更例】
本発明に係る遊技機の補助演出装置としては、実施例のものに限られず種々の変更が可能
である。例えば、移動部材として、上下方向と左右方向に移動する２つの移動部材を設け
たが、１つまたは３つ以上の移動部材を配設するようにしてもよい。また、前記移動部材
の移動する方向としては、実施例のように上下方向や左右方向に限られるものではなく、
移動部材が斜め方向に移動するよう構成してもよく、前後方向に移動するよう構成するこ
とも可能であり、更には移動部材が回転または揺動するようにしてもよい。そして、移動
部材を駆動する駆動手段を、各移動部材に対応して設けるようにしたが、単一の駆動手段
で複数の移動部材を駆動するよう構成することもできる。なお、前記駆動手段としては、
実施例のようにステッピングモータに限られるものではなく、従来公知の各種駆動手段を
用いることが可能である。
【００６２】
また、実施例では、移動部材の端面にＬＥＤを配設して移動部材全体を発光するよう構成
したが、例えば移動部材の全長に有機ＥＬを設けて移動部材自体が発光するよう構成する
こともできる。更に、発光手段としては、フルカラーＬＥＤに限られるものではなく、単
色のＬＥＤや豆球、その他従来公知の各種発光手段を採用することが可能である。そして
、前記発光手段に関し、所要の発光制御を行なうようにしてもよく、例えば、移動部材の
両端部に配設した発光手段を、点滅するよう設定したり、交互に点灯・消灯させたり、あ
るいは発光手段の点滅間隔を夫々異なるよう設定することもできる。また、実施例では、
前記移動部材の両端部に発光手段を配設するようにしたが、一方の端部にのみ発光手段を
配設することも可能である。更に、実施例では、配線基板とランプ制御装置とをフラット
ケーブルで接続するようにしたが、これに限らず、従来公知の各種接続手段を採用するこ
とができる。
【００６３】
なお、移動部材の形状・大きさ等は特に限定されるものではなく、補助演出装置の寸法等
に応じて任意に決定すればよい。そして、前記移動部材に駆動手段の動力を伝達する駆動
伝達手段としては、実施例の構成や組み合わせに限られるものではない。例えば、実施例
では駆動伝達手段として、外周面に螺旋状の溝を形成した棒状部材を用いるよう構成した
が、該棒状部材の外周面に螺旋状に突出部を形成し、該突出部に摺接するよう前記摺動部
材に作動部を設けるよう構成することもできる。更に、前記棒状部材に代えて、ベルトお
よびプーリを利用したり、チェーンおよびスプロケットを利用するようにしてもよい。
【００６４】
そして、前記第１および第２摺動部材に形成する通孔の形状としては、実施例のように大
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径凹部と内部通孔とから段状に形成したものに限らず、該通孔の外側開口から内側開口に
向けて徐々に小径になるよう形成した場合でも、前記突起部材の脱落を防止できる。また
、実施例では、前記仕切板の前面側に反射防止加工を施すよう構成したが、該仕切板の裏
面側に形成するようにしてもよく、また仕切板に反射防止加工を施した部材を貼付するよ
う構成しても実施例と同様の作用効果を得ることができる。更に、前記枠状本体部を補強
する部材としては、金属板部材に限らず、樹脂やカーボン等もあってもよく従来公知の種
々の部材を採用することができ、該補強部材を設ける部位としては、枠状本体部の上枠部
に限られるものではなく、下枠部や左右の枠部等に配設することも可能で、複数箇所に補
強部材を配設するようにしてもよい。
【００６５】
また、補助演出装置の制御態様としては、実施例に示したものに限らず、任意の制御を行
なうようにすればよい。実施例では、駆動制御手段により、第１駆動モータと第２駆動モ
ータとの回転数を異なるよう制御することで、第１移動部材と第２移動部材との移動速度
を変更するよう構成したが、例えば、該第１駆動モータと第２駆動モータとの回転数を同
一とするよう該駆動制御手段を設定するようにしてもよい。この場合には、前記第１移動
部材を移動させる第１歯車部と、前記第２移動部材を移動させる第２歯車部との歯数を変
更することで、該第１移動部材および第２移動部材の夫々が、略同一の時間で設定した移
動距離を移動し得るようにすることができ、前記駆動制御手段による制御が複雑化するの
を防止し得る利点がある。更に、前記第１および第２棒状部材に螺旋状に形成した案内部
の間隔(ピッチ)を変更することでも、前記第１移動部材と第２移動部材との移動速度を変
更することができる。そして、実施例では、図柄表示装置を制御する表示制御手段により
、補助演出装置を制御するよう構成したが、該補助演出装置を制御する制御手段を別に設
けることも可能である。なお、遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、ア
レンジボール機やスロットマシン機等であってもよく、遊技演出装置を配設するよう構成
したものであれば何れの遊技機でもよい。
【００６６】
【発明の効果】
　以上に説明したように、請求項１に係る遊技機の補助演出装置によれば、遊技中に遊技
者が最も注目する図柄表示装置の前側を、移動部材が広範囲で移動し得るよう構成したの
で、遊技者が移動部材での遊技演出を見逃すことはなく、遊技者に強烈なインパクトを与
えることができ、遊技の面白みを増大させることができる。また、前記図柄表示装置の前
方を棒状の移動部材が移動するよう形成したから、該移動部材により該表示面における表
示領域を仕切ることで複数の領域に分割することが可能となる。すなわち、分割した夫々
の領域で異なる遊技演出を行なって遊技演出を多様化し、遊技の興趣を増大させ得るよう
になる。更に、前記移動部材を複数設けた場合には、移動部材の交点を利用して新たな遊
技演出を行なうことができ、遊技者に新鮮な面白みを与えることができる。更にまた、枠
状本体部に、補助演出装置の構成部材である前記移動部材、駆動伝達手段および駆動手段
の夫々を組み付けることで単一のユニットとして取扱い得るよう構成してあるから、補助
演出装置の管理や輸送作業を簡略化し得ると共に、遊技機への補助演出装置の取り付けも
簡単に行ない得るようになる。更に、棒状部材を回転させることで、該棒状部材に形成し
た螺旋状溝に臨んだ突部および突起部材を介して摺動部材が移動するから、駆動伝達手段
としてベルトおよびプーリを利用する場合に較べて、当該棒状部材の回転量に応じて摺動
部材(移動部材)を正確に移動させることができる。更にまた、棒状部材の外周面に螺旋状
溝を形成することで、駆動伝達手段としてチェーンおよびスプロケットを利用する場合に
較べて、該棒状部材の大型化や重量の増加を防止し得る。
【００６７】
　そして、請求項５に係る遊技機の補助演出装置によれば、図柄表示装置の前側に反射防
止加工を施した仕切板を配設してあるから、該図柄表示装置の前側に配設した駆動伝達手
段が表示面に映り込むのは防止され、遊技者の興趣をそぐことはない。
【００６８】
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　なお、請求項６に係る遊技機の補助演出装置によれば、前記枠状本体部に補強部材を配
設してあるから、該補助演出装置に歪み等の変形が生ずるのは防止され、前記移動部材を
確実に移動させることができる。更に、請求項７に係る遊技機の補助演出装置によれば、
前記駆動伝達手段を構成する駆動歯車を、前記枠状本体部に開設した窓口を介して手動操
作し得るよう構成したことで、補助演出装置を遊技機に組み付ける前に該補助演出装置の
動作異常の有無を確認し得ると共に、故障等の不具合が生じた際には該駆動伝達手段を構
成する駆動歯車を手で直接手動操作することで前記移動部材を移動でき、該移動部材が図
柄表示装置の表示面で行なわれる遊技演出を遮るのを防止し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例に係る補助演出装置としての可動演出装置を示す正面図である。
【図２】実施例に係る可動演出装置を配設したパチンコ機を示す正面図である。
【図３】実施例に係るケース体を示し、(a)は背面図であり、(b)は平面図である。
【図４】実施例に係るパチンコ機における各制御装置と、図柄表示装置、可動演出装置お
よび電飾装置との関係を示すブロック図である。
【図５】実施例に係る移動部材を示す断面図である。
【図６】　(a)は可動演出装置の枠状本体部を示す背面図であり、(b)は可動演出装置に裏
カバー部材を取り付けた状態で示す背面図である。
【図７】実施例に係る枠状本体部の設置部にケース体を取り付ける状態を示す平面図であ
り、(a)は枠状本体部の係合受部にケース体の係合片を挿入した状態を示し、(b)は係合受
部と係合片および係合孔と固定具の夫々を係合した状態を示す。
【図８】実施例に係る可動演出装置を示す縦断側面図である。
【図９】実施例に係る可動演出装置を示す平面図である。
【図１０】第１および第２移動部材の夫々が基準位置にある状態を示す可動演出装置の正
面図である。
【図１１】第１および第２移動部材の夫々が移動限界位置にある状態を示す可動演出装置
の正面図である。
【図１２】実施例に係る第１駆動モータ、第１駆動伝達手段および第１移動部材の関係を
示す斜視図である。
【図１３】下側に配設された第１摺動部材を示す斜視図である。
【図１４】下側に配設された第１摺動部材の支持部を一部破断した状態で示す斜視図であ
る。
【図１５】上下一対の第１摺動部材の支持部を一部破断した状態で示す正面図である。
【図１６】実施例に係る第１摺動部材の一部破断した状態を示す正面図である。
【図１７】実施例に係る第１移動部材が基準位置に位置し、第１検出片を第１検出センサ
で検出した状態を示す斜視図である。
【図１８】実施例に係る第２駆動モータ、第２駆動伝達手段および第２移動部材の関係を
示す斜視図である。
【図１９】左右一対の第２摺動部材の支持部を縦断した状態で示す正面図である。
【図２０】実施例に係る第２移動部材が基準位置に位置し、第２検出片を第２検出センサ
で検出した状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
　１８　表示制御手段(駆動制御手段)
　２０　図柄表示装置
　２０ａ　表示面
　３１　枠状本体部
　３１ｆ　窓口(窓部)
　３２　金属補強部材(補強部材)
　３３　仕切板
　３３ａ　開口部
　４０ａ　第１移動部材



(21) JP 4310490 B2 2009.8.12

10

20

30

　４０ｂ　第２移動部材
　４１　光反射部材
　４２　第１伝達シャフト(第１駆動伝達手段)
　４３　第１棒状部材(第１駆動伝達手段)
　４３ａ　螺旋状溝
　４６　第２伝達シャフト(第２駆動伝達手段)
　４７　第３伝達シャフト(第２駆動伝達手段)
　４８　第２棒状部材(第２駆動伝達手段)
　４８ａ　螺旋状溝
　５１　第１摺動部材(駆動伝達手段)
　５２　第２摺動部材(駆動伝達手段)
　５３　摺動部
　５４　挿通孔
　５４ａ　突部
　５５　支持孔
　５６　通孔
　５７　突起部材
　５８　バネ(弾性部材)
　６１　配線基板
　６２　ＬＥＤ(発光手段)
　６５　第１駆動モータ(駆動手段)
　６６　駆動歯車(第１駆動伝達手段、第１歯車部)
　６７　第１歯車(第１駆動伝達手段、第１歯車部)
　６８　第１傘歯車(第１駆動伝達手段、第１歯車部)
　６９　第２傘歯車(第１駆動伝達手段、第１歯車部)
　７１　第２駆動モータ(駆動手段)
　７２　駆動歯車(第２駆動伝達手段、第２歯車部)
　７３　第２歯車(第２駆動伝達手段、第２歯車部)
　７４　第３歯車(第２駆動伝達手段、第２歯車部)
　７５　第４歯車(第２駆動伝達手段、第２歯車部)
　７６　第３傘歯車(第２駆動伝達手段、第２歯車部)
　７７　第４傘歯車(第２駆動伝達手段、第２歯車部)
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