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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技面を装飾するための装飾部材を備えた遊技機の可動装飾装置において、
　前記遊技機の本体側に取り付けられるベース部と、
　ガイドバーと、前記ガイドバーの基端に設けられた基端ブラケットと、前記ガイドバー
の先端に設けられた先端ブラケットとを備え、前記基端ブラケットが前記ベース部に角度
を変更可能に支持されたガイド部材と、
　前記基端ブラケットに取り付けられたドライブプーリと、
　前記先端ブラケットに取り付けられたアイドルプーリと、
　前記ガイドバーに沿って移動可能なスライダと、
　前記スライダに係合した状態で前記ドライブプーリと前記アイドルプーリとに掛け渡さ
れた駆動ベルトと、
　前記ドライブプーリを回転させるモータと
を備えたことを特徴とする遊技機の可動装飾装置。
【請求項２】
　前記ドライブプーリと一体になって同軸に設けられたドライブギアと、
　中心軸で前記ガイド部材を回転可能に支持した状態で前記ベース部に取り付けられ、前
記モータの駆動力を前記ドライブギアに伝達することにより、前記ガイド部材を前記中心
軸を中心として回転させる減速ギアと、
　前記ガイド部材が、前記ベース部に対して回転方向における初期位置と設定傾斜位置と
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の間にあるときに前記スライダを前記ベース部に係合させて、前記モータの駆動により前
記ドライブギアを介して前記ガイド部材を回転させ、前記ガイド部材が設定傾斜位置を越
えたときに前記スライダと前記ベース部との係合を解除させて前記モータの駆動により前
記ドライブギアおよび前記ドライブプーリを介して前記駆動ベルトを搬送させて前記スラ
イダを移動させる移動切替機構と、
　前記ガイド部材が設定傾斜位置を越えたときに前記基端ブラケットを前記ベース部に係
合させ、前記スライダが前記基端ブラケット側に戻ったときに、前記基端ブラケットと前
記ベース部との係合を解除させる固定切替機構と
が備わっている請求項１に記載の遊技機の可動装飾装置。
【請求項３】
　前記移動切替機構を、
前記ベース部に設けられた幅狭の係合用凹部と幅広の解放用凹部とを備えた移動切替部と
、
　前記スライダに設けられ前記ガイド部材が初期位置と設定傾斜位置との間にあるときに
前記係合用凹部の縁部にスライド可能に係合し、前記ガイド部材が設定傾斜位置を越えた
ときに前記解放用凹部内に位置して前記移動切替部から解放される係合部と
で構成した請求項２に記載の遊技機の可動装飾装置。
【請求項４】
　前記固定切替機構を、
前記ベース部に設けられ固定用凹部を備えた壁部からなる固定切替部と、
　前記ガイド部材に回転可能に設けられ前記ガイド部材が初期位置と設定傾斜位置との間
にあるときに前記固定切替部の壁面に移動可能に沿い、前記ガイド部材が設定傾斜位置を
越えたときに一方に回転して前記固定用凹部に係合でき、前記スライダが前記基端ブラケ
ット側に戻ったときに、前記スライダの押圧により他方に回転して前記固定用凹部との係
合が解除される係止爪と、
　前記ガイド部材と前記係止爪とに掛け渡され前記係止爪が前記固定用凹部に係合するよ
うに付勢する係止爪用ばねと
で構成した請求項２または３に記載の遊技機の可動装飾装置。
【請求項５】
　前記スライダに組み付けられて先端部が前記ガイド部材の先端部からさらに延長方向に
延びるヘッド軸と、
　前記スライダに取り付けられて前記駆動ベルトに歯合するプーリ部と前記プーリ部の回
転方向と異なる回転方向を備えた方向変換ギアとを備えたプーリギアと、
　前記プーリギアの方向変換ギアに歯合した状態で前記ヘッド軸に取り付けられて前記プ
ーリギアの回転により前記ヘッド軸を軸周り方向に回転させるべベルギアと、
　前記ヘッド軸が軸周り方向の一方に回転することを規制し、前記スライダが前記先端ブ
ラケットに当接してそれ以上先端側に移動できなくなると、前記モータの駆動による前記
べベルギアの回転を許容して前記ヘッド軸を軸周り方向の一方に回転させるトーションば
ねと、
　前記ヘッド軸の軸周り方向の回転が所定の角度になるように規制する回転規制部と
を備えた請求項１ないし４のうちのいずれか一つに記載の遊技機の可動装飾装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技面を装飾するための装飾部材を備えた遊技機の可動装飾装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の面白さを増すた
めや、リーチのような遊技状態を表すために、装飾部材を移動させる可動装飾装置が設け
られている（例えば、特許文献１参照）。この遊技機の可動装飾装置（演出表示装置）で
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は、第一ベースの上部に駆動プーリを設けるとともに、第一ベースの下部に従動プーリを
設けて、駆動プーリと従動プーリとに駆動ベルトを掛け渡している。
【０００３】
　また、第一ベースの上部に第一上部支持部材を設けるとともに、第一ベースの下部に第
一下部支持部材を設けて、第一上部支持部材と第一下部支持部材との間に、それぞれ駆動
ベルトに平行する案内レールと案内ロッドとを設けている。そして、案内ロッドによって
第一昇降部材が回転することを防止した状態で、案内レールに第一昇降部材を移動可能に
取り付け、その第一昇降部材を駆動ベルトに連結している。また、駆動プーリを第一駆動
モータに連結している。このため、第一駆動モータの駆動により、駆動ベルトが搬送され
、第一昇降部材は回転することなく案内レールに沿って上下に移動する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１１７５４３号公報
【発明の概要】
【０００５】
　しかしながら、前述した従来の可動装飾装置では、駆動プーリ、従動プーリ、第一上部
支持部材および第一下部支持部材が取り付けられる第一ベースを、板金を屈曲して形成し
、この第一ベースを遊技盤ベースに固定している。このように、第一ベースは下部および
上部を含めた全体が遊技盤ベースに固定されるため、第一ベースを固定するための部品点
数が多くなり、構造も複雑になるという問題がある。また、第一昇降部材は、第一ベース
に固定された案内レールに沿って上下移動するだけであるため、その動きが単調になり面
白みに欠けるという問題もある。
【０００６】
　本発明は、前述した問題に対処するためになされたもので、その目的は、部品点数が少
なく構造が単純になるとともに、装飾部材の動きに変化を持たせることができる遊技機の
可動装飾装置を提供することである。なお、下記本発明の各構成要件の記載においては、
本発明の理解を容易にするために、実施形態の対応箇所の符号を括弧内に記載しているが
、本発明の構成要件は、実施形態の符号によって示された対応箇所の構成に限定解釈され
るべきものではない。
【０００７】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る遊技機の可動装飾装置の構成上の特徴は、
遊技面（１１）を装飾するための装飾部材（Ａ）を備えた遊技機（１０）の可動装飾装置
（２０）において、遊技機の本体側に取り付けられるベース部（２１）と、ガイドバー（
３１ａ，３１ｂ）とガイドバーの基端に設けられた基端ブラケット（３２）とガイドバー
の先端に設けられた先端ブラケット（３３）とを備え基端ブラケットがベース部に角度を
変更可能に支持されたガイド部材（３１）と、基端ブラケットに取り付けられたドライブ
プーリ（３７ｃ）と、先端ブラケットに取り付けられたアイドルプーリ（３８）と、ガイ
ドバーに沿って移動可能なスライダ（３５）と、スライダに係合した状態でドライブプー
リとアイドルプーリとに掛け渡された駆動ベルト（３６ａ）と、ドライブプーリを回転さ
せるモータ（２６）とを備えたことにある。
【０００８】
　本発明に係る遊技機の可動装飾装置には、ベース部と、角度を変更可能な状態でベース
部に支持されたガイド部材とが備わっており、ガイド部材には、ガイドバーと、ガイドバ
ーの基端に設けられた基端ブラケットと、ガイドバーの先端に設けられた先端ブラケット
とが備わっている。そして、基端ブラケットに設けられたドライブプーリと、先端ブラケ
ットに設けられたアイドルプーリとに駆動ベルトを掛け渡して、ガイドバーに沿って移動
可能なスライダを駆動ベルトに係合させている。このため、モータを駆動させてドライブ
プーリを回転させることにより、スライダをガイドバーに沿って移動させることができる
。また、ガイド部材は、ベース部に対して角度を変更することができるため、ガイド部材
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が回転する動きと、スライダがガイドバーに沿って移動する動きとの二種類の動きを生じ
させることができる。
【０００９】
　このように、本発明に係る遊技機の可動装飾装置では、ガイド部材の基端ブラケットが
ベース部に角度を変更可能に支持されているため、ガイド部材の先端ブラケット側は、固
定されずベース部に対して回転可能な状態になっている。このため、ガイド部材は、軸部
等を介してベース部に支持されていればよく、簡単な構造にできるとともに、固定するた
めの部材も不要になる。また、スライダに装飾部材を取り付けたときに、装飾部材の動き
が、単に一方向への進退だけでなく、回転させることもできるため、興趣に富むものとな
る。
【００１０】
　本発明に係る遊技機の可動装飾装置の他の構成上の特徴は、ドライブプーリと一体にな
って同軸（３７ａ）に設けられたドライブギア（３７ｂ）と、中心軸（３４ａ）でガイド
部材を回転可能に支持した状態でベース部に取り付けられ、モータの駆動力をドライブギ
アに伝達することにより、ガイド部材を中心軸を中心として回転させる減速ギア（３４）
と、ガイド部材が、ベース部に対して回転方向における初期位置と設定傾斜位置との間に
あるときにスライダをベース部に係合させて、モータの駆動によりドライブギアを介して
ガイド部材を回転させ、ガイド部材が設定傾斜位置を越えたときにスライダとベース部と
の係合を解除させてモータの駆動によりドライブギアおよびドライブプーリを介して駆動
ベルトを搬送させてスライダを移動させる移動切替機構（２３，３５ｇ，３５ｈ）と、ガ
イド部材が設定傾斜位置を越えたときに基端ブラケットをベース部に係合させ、スライダ
が基端ブラケット側に戻ったときに、基端ブラケットとベース部との係合を解除させる固
定切替機構（２４，２９，２９ｅ）とが備わっていることにある。
【００１１】
　本発明によると、スライダがベース部に係合し、かつガイド部材が初期位置にあるとき
に、スライダを先端ブラケット側に移動させる方向にモータを回転駆動させても、スライ
ダは移動できないため駆動ベルトも搬送されない。このため、モータの駆動力は、減速ギ
アを介してドライブギアに伝わり、ガイド部材を、減速ギアの中心軸を中心として初期位
置から設定傾斜位置に向けて回転させる。そして、ガイド部材の傾きが設定傾斜位置を越
えると、基端ブラケットがベース部に係合してガイド部材はそれ以上回転できなくなる。
同時に、スライダとベース部との係合が解除されるため、モータの駆動力は、減速ギア、
ドライブギアおよびドライブプーリを介して駆動ベルトに伝わり、スライダがガイド部材
のガイドバーに沿って先端ブラケット側に移動するようになる。
【００１２】
　また、ガイド部材が設定傾斜位置にあり、かつスライダが先端ブラケット側に位置して
いるときに、モータを前述した方向と逆方向に回転させることにより、スライダが、基端
ブラケット側に戻ったときには、スライダそれ以上移動できなくなる。同時に、固定切替
機構によって基端ブラケットとベース部との係合が解除されるため、モータの駆動力は、
減速ギアを介してドライブギアに伝わり、ガイド部材を設定傾斜位置から初期位置に向け
て回転させる。
【００１３】
　このように、本発明によると、ガイド部材が減速ギアの中心軸を中心として回転する動
作と、スライダがガイド部材のガイドバーに沿って移動する動作とが連続するようになる
。このため、スライダに取り付けられる装飾部材は、Ｌ字を描くようにして進退移動する
ようになり、その動きに面白みが増すようになる。なお、ガイド部材の回転方向における
初期位置と設定傾斜位置とは、適宜設定されるものであり、例えば、初期位置は、垂直状
態とし、設定傾斜位置は、垂直状態から４５度傾斜した状態であるとすることができる。
【００１４】
　本発明に係る遊技機の可動装飾装置のさらに他の構成上の特徴は、移動切替機構を、ベ
ース部に設けられた幅狭の係合用凹部（２３ａ）と幅広の解放用凹部（２３ｂ）とを備え
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た移動切替部（２３）と、スライダに設けられガイド部材が初期位置と設定傾斜位置との
間にあるときに係合用凹部の縁部にスライド可能に係合し、ガイド部材が設定傾斜位置を
越えたときに解放用凹部内に位置して移動切替部から解放される係合部（３５ｈ）とで構
成したことにある。
【００１５】
　この場合の移動切替部は、ベース部におけるガイド部材に対向する部分でガイド部材の
回転方向に沿って延びる凹部で構成し、係合用凹部に対しては、係合部は、ベース部の内
部側からガイド部材側に移動することができず、解放用凹部に対しては、係合部は、ベー
ス部の内部側からガイド部材側に移動することができるようにしておく。そして、ガイド
部材が設定傾斜位置を越えたときに係合部が解放用凹部に位置するようにしておく。本発
明によると、移動切替機構を簡単な構造で構成することができる。
【００１６】
　本発明に係る遊技機の可動装飾装置のさらに他の構成上の特徴は、固定切替機構を、ベ
ース部に設けられ固定用凹部（２４ａ）を備えた壁部からなる固定切替部と、ガイド部材
に回転可能に設けられガイド部材が初期位置と設定傾斜位置との間にあるときに固定切替
部の壁面に移動可能に沿い、ガイド部材が設定傾斜位置を越えたときに一方に回転して固
定用凹部に係合でき、スライダが基端ブラケット側に戻ったときに、スライダの押圧によ
り他方に回転して固定用凹部との係合が解除される係止爪（２９）と、ガイド部材と係止
爪とに掛け渡され係止爪が固定用凹部に係合するように付勢する係止爪用ばね（２９ｅ）
とで構成したことにある。
【００１７】
　本発明によると、係止爪用ばねで係止爪が固定用凹部に係合するように付勢するととも
に、係止爪は、ガイド部材が初期位置と設定傾斜位置との間にあるときに固定切替部の壁
面に移動可能に沿い、ガイド部材が設定傾斜位置を越えたときに固定用凹部に係合可能な
状態になる。このため、ガイド部材が設定傾斜位置を越えたときに、係止爪が固定用凹部
に確実に係合してガイド部材はベース部に固定される。また、スライダが基端ブラケット
側に戻ったときのスライダによる係止爪の押圧により固定用凹部との係合が確実に解除さ
れる。本発明によると、固定切替機構を簡単な構造で構成することができる。
【００１８】
　本発明に係る遊技機の可動装飾装置のさらに他の構成上の特徴は、スライダに組み付け
られて先端部がガイド部材の先端部からさらに延長方向に延びるヘッド軸（４１ａ）と、
スライダに取り付けられて駆動ベルトに歯合するプーリ部（３９ｂ）とプーリ部の回転方
向と異なる回転方向を備えた方向変換ギア（３９ｃ）とを備えたプーリギア（３９）と、
プーリギアの方向変換ギアに歯合した状態でヘッド軸に取り付けられてプーリギアの回転
によりヘッド軸を軸周り方向に回転させるべベルギア（４３）と、ヘッド軸が軸周り方向
の一方に回転することを規制し、スライダが先端ブラケットに当接してそれ以上先端側に
移動できなくなると、モータの駆動によるべベルギアの回転を許容してヘッド軸を軸周り
方向の一方に回転させるトーションばね（４２ａ）と、ヘッド軸の軸周り方向の回転が所
定の角度になるように規制する回転規制部（３５ｊ，４４）とを備えたことにある。
【００１９】
　本発明によると、スライダがガイドバーにおける先端ブラケットよりも基端側に位置し
ているときに、モータが駆動すると、ヘッド軸はトーションばねの規制によって軸周り方
向の一方には回転できないため、モータの駆動力は、ドライブプーリから駆動ベルトに伝
わり、スライダをガイドバーに沿って移動させる。このとき、プーリギアは回転すること
なく、スライダに固定された状態になる。そして、スライダが先端ブラケットに当接する
とスライダはそれ以上先端側に移動できなくなり、同時に、トーションばねの弾性に抗し
て、ヘッド軸が軸周り方向の一方に回転可能になる。このため、モータの駆動力は、ドラ
イブプーリから、駆動ベルト、プーリギアおよびべベルギアに伝わり、ヘッド軸が軸周り
方向に回転する。そして、ヘッド軸の回転角度が所定の角度になると回転規制部によって
その回転が規制される。



(6) JP 6101993 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

【００２０】
　また、モータを逆回転させると、トーションばねの復元力によって、まずヘッド軸が前
述した回転方向と逆方向に回転する。そして、その回転角度が所定の角度になると回転規
制部によってその回転が規制されヘッド軸は回転できなくなる。同時に、プーリギアは回
転することなく、スライダに固定された状態になるため、モータの駆動力は、スライダを
ガイドバーに沿って基端ブラケット側に移動させるために用いられるようになる。
【００２１】
　このように、本発明によると、スライダがガイド部材のガイドバーに沿って移動する動
作と、ヘッド軸が軸周り方向に回転する動作とが連続するようになる。このため、スライ
ダに取り付けられる装飾部材は、一方に移動したのちに回転したり、回転したのちに他方
に移動したりするようになり、その動きに面白みが増すようになる。なお、回転規制部は
、例えば、ヘッド軸に突出片からなるストッパーを設けるとともに、スライダまたはガイ
ド部材にそのストッパーが当接する係合凸部を設けることにより構成することができる。
この場合、ヘッド軸が１回転弱回転できるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る可動装飾装置を備えたパチンコ機を示した正面図であ
る。
【図２】装飾部材が初期位置にある可動装飾装置を示した正面図である。
【図３】図２の可動装飾装置を後方側から見た状態を示した斜視図である。
【図４】装飾部材が傾斜した可動装飾装置を示した正面図である。
【図５】図４の可動装飾装置を後方側から見た状態を示した斜視図である。
【図６】装飾部材が傾斜して上方に位置した可動装飾装置を示した正面図である。
【図７】図６の可動装飾装置を後方側から見た状態を示した斜視図である。
【図８】可動装飾装置の分解斜視図である。
【図９】ベース部とスライダとが係合した状態を示した斜視図である。
【図１０】移動機構の分解斜視図である。
【図１１】減速ギアと移動機構との組付け状態を示した斜視図である。
【図１２】ガイド部材とヘッド軸との組付け状態を示した斜視図である。
【図１３】スライダが初期位置にある可動装飾装置の内部を前方側から見た状態を示した
斜視図である。
【図１４】図１３の可動装飾装置を後方側から見た状態を示した斜視図である。
【図１５】ガイド部材が傾斜した可動装飾装置の内部を前方側から見た状態を示した斜視
図である。
【図１６】図１５の可動装飾装置を後方側から見た状態を示した斜視図である。
【図１７】スライダが傾斜して上方に位置した可動装飾装置の内部を前方側から見た状態
を示した斜視図である。
【図１８】図１７の可動装飾装置を後方側から見た状態を示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の一実施形態を図面を用いて説明する。図１は、同実施形態に係る可動装
飾装置２０を備えた本発明に係る遊技機としてのパチンコ機１０を示している。パチンコ
機１０の表面における上部側部分には遊技面１１が設けられており、その下方には、遊技
球（図示せず）を一旦溜めて順次発射位置に供給する上皿１２と、上皿１２から間隔を保
って１個ずつ供給される遊技球を遊技面１１内に向けて発射するハンドル１３を含む球発
射装置が設けられている。そして、上皿１２の下方に、遊技球を溜めるための下皿１４が
設けられている。
【００２４】
　また、遊技面１１の中央には、矩形の窓部１５が設けられ、窓部１５の奥に、演出効果
を発揮するための画像を表示する液晶画面１６が設けられている。この液晶画面１６は、
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窓部１５の奥側に位置しており、液晶画面１６の下部と、窓部１５の下縁部との間には遊
技球が通過できない幅の隙間が形成されている。そして、遊技面１１における窓部１５の
下方に２つの入賞装置１７ａ，１７ｂとアウト口１８とが、前述した順に、上方から下方
に間隔を保って設けられている。入賞装置１７ａは、いわゆるチャッカーを構成する入賞
口であり、入賞装置１７ａ内に遊技球が入ると、所定数の遊技球が賞球として、パチンコ
機１０の裏面上部に設置された球タンクから球払出装置（図示せず）を介して上皿１２に
送られる。
【００２５】
　また、入賞装置１７ｂは、いわゆるアタッカーを構成する入賞口であり、「大当たり」
の際に、所定時間開閉を繰り返すことにより遊技球を入賞し易くする。この場合も、入賞
装置１７ｂ内に遊技球が入ると、所定数の遊技球が賞球として、球タンクから上皿１２に
送られる。アウト口１８は、入賞装置１７ａ，１７ｂに入らなかった遊技球を通過させて
パチンコ機１０の下方に設置された回収タンク（図示せず）に送るためのゲート穴である
。なお、入賞装置１７ａ，１７ｂに入った遊技球も他の経路を通過して回収タンクに送ら
れる。
【００２６】
　可動装飾装置２０は、パチンコ機１０の躯体部分等からなる本体の内部における液晶画
面１６の下方に組み込まれ、遊技面１１に形成された窓部１５の内部側で、図２ないし図
７に示したように、装飾部材Ａを移動させることにより遊技面１１に変化を生じさせるも
のである。以下の可動装飾装置２０の説明において、上下、前後および左右の各方向は、
図２，４，６に基づくものとする。可動装飾装置２０は、ベース部２１と、ベース部２１
の前部に取り付けられたモータ２６と、ベース部２１の上方に設けられた移動機構３０と
、移動機構３０の外周に取り付けられた装飾部材Ａとを備えている。
【００２７】
　ベース部２１は、図８に示した台板２１ａと、台板２１ａの上面前側に組み付けられる
前台部２２と、台板２１ａの上面後側に組み付けられる後台部２５とで構成されている。
なお、図８では、右上側が前部で左下側が後部になる。台板２１ａは、水平に配置された
矩形の板からなっており、上下に貫通する複数のねじ挿通穴２１ｂが間隔を保って形成さ
れている。前台部２２は、左右の幅が台板２１ａと同じで上下の長さが左右の幅よりもが
少し短い長方形の右上部分を除去した略台形板状の前壁２２ａと、前壁２２ａの周縁部か
ら後方に突出する周壁２２ｂとで構成されている。
【００２８】
　また、前壁２２ａの左下部側にモータ軸挿通穴２２ｃが形成され、モータ軸挿通穴２２
ｃの右上に円筒状の軸受部２２ｄが形成されている。さらに、軸受部２２ｄの右下近傍と
前壁２２ａの左下部とには、モータ軸挿通穴２２ｃを挟んで配置された円筒状のねじ穴部
２２ｅ（左下のねじ穴部２２ｅは図示せず）が形成されている。そして、周壁２２ｂの左
部分の上下方向の中央部分と、右側の角部とには、それぞれ前部が凹部で後部が取付用の
穴を備えた片で構成された取付部２２ｆ，２２ｇが形成され、周壁２２ｂの下面部の左右
両側には、それぞれ円筒状の固定穴部２２ｈ，２２ｉが形成されている。
【００２９】
　また、前台部２２には、図９に示したように、移動切替部２３と固定切替部２４とが備
わっている。移動切替部２３は、周壁２２ｂの上部と傾斜部分とかけて形成されており、
係合用凹部２３ａと解放用凹部２３ｂとからなる段違いの凹部で構成されている。係合用
凹部２３ａは、周壁２２ｂの上部右側部分の後縁部を前方に凹ませた形状をしており、解
放用凹部２３ｂは周壁２２ｂの傾斜部分における上部との角部側の部分を切り欠いた形状
をしている。上方から見た状態で前後の幅が狭い係合用凹部２３ａと前後の幅が広い解放
用凹部２３ｂとは連続して形成されており、解放用凹部２３ｂを形成したことによって、
周壁２２ｂは不連続になっている。
【００３０】
　固定切替部２４は、前壁２２ａの後面におけるモータ軸挿通穴２２ｃの右側部分から右
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上方に向かって上面が凹状になるように湾曲して延びる壁部で構成されている。そして、
この固定切替部２４の後縁部におけるモータ軸挿通穴２２ｃの近傍部分には後方が開放し
た四角形の固定用凹部２４ａが形成されている。このように構成された前台部２２は、固
定穴部２２ｈ，２２ｉをねじ挿通穴２１ｂに合わせて台板２１ａの前後方向の中央よりも
やや前部側に配置され、ねじ（図示せず）をねじ挿通穴２１ｂに通し、固定穴部２２ｈ，
２２ｉに螺合させることにより固定されている。
【００３１】
　後台部２５は、前台部２２に対向するようにして、台板２１ａの後部に組み付けられて
いる。後台部２５は、外郭が前壁２２ａと同形の板からなる後壁２５ａと、後壁２５ａの
周縁部から前方に突出する周壁２５ｂとで構成されている。また、後壁２５ａにおける軸
受部２２ｄに対向する部分には、軸受部２２ｄと同様の軸受部２５ｃが形成され、周壁２
５ｂにおける取付部２２ｆ，２２ｇに対向する部分には、取付部２２ｆ，２２ｇと同様の
取付部２５ｄ，２５ｅが形成されている。
【００３２】
　さらに、周壁２５ｂの上部における左端部側を除いた部分には凹部２５ｆが形成されて
この部分の前後の幅は短くなっている。そして、後壁２５ａのやや左上部には、上方から
右下方に向かって上部が凹状になるように湾曲して延びる円弧状の貫通溝２５ｇが形成さ
れている。この貫通溝２５ｇは、軸受部２５ｃを中心として円弧を描くように延びている
。また、図示は省略しているが、周壁２５ｂの下面部の左右両側には、それぞれ固定穴部
が形成されており、後台部２５は、この固定穴部をねじ挿通穴２１ｂに合わせて台板２１
ａの後部に配置され、ねじ（図示せず）をねじ挿通穴２１ｂに通し、固定穴部に螺合させ
ることにより固定されている。そして、後壁２５ａにおける取付部２５ｅの下方に、係止
用ねじ２５ｈが取り付けられている。
【００３３】
　モータ２６は、正逆回転が可能なステッピングモータからなっており、モータ２６の本
体から後方に突出する回転軸２６ａの外周に歯車２６ｂが取り付けられている。また、モ
ータ２６の本体の後端縁部における対向する部分には、それぞれ外部に向かって突出する
一対のねじ挿通片２６ｃが設けられている。モータ２６は、歯車２６ｂをモータ軸挿通穴
２２ｃに前方から通し、一対のねじ挿通片２６ｃを、それぞれねじ（図示せず）で、一対
のねじ穴部２２ｅに固定することにより、ベース部２１の前台部２２に組み付けられてい
る。
【００３４】
　また、前台部２２と後台部２５との左右両側は、円筒状の一対のステー２７ａ，２７ｂ
によって連結されている。ステー２７ａは、取付部２２ｆと取付部２５ｄとの間に配置さ
れ両端部がねじによって取付部２２ｆと取付部２５ｄとに固定されている。ステー２７ｂ
は、取付部２２ｇと取付部２５ｅとの間に配置され両端部がねじによって取付部２２ｆと
取付部２５ｄとに固定されている。このステー２７ａ，２７ｂによって前台部２２と後台
部２５とは平行に維持される。
【００３５】
　移動機構３０は、図１０に示した後述する各部材を組み付けて、図８に示したように構
成されている。すなわち、移動機構３０は、ガイド部材３１、減速ギア３４、スライダ３
５、昇降機構３６、ヘッド部４１および回転機構４２等を備えている。ガイド部材３１は
、平行して左右に配置され上下に延びる一対のガイドバー３１ａ，３１ｂと、ガイドバー
３１ａ，３１ｂの下端に取り付けられた基端ブラケット３２と、ガイドバー３１ａ，３１
ｂの上端に取り付けられた先端ブラケット３３とで構成されている。ガイドバー３１ａ，
３１ｂは、金属製の丸棒からなっている。なお、図１０では、左下側が前部で右上側が後
部になる。
【００３６】
　基端ブラケット３２は、上下よりも左右にやや長い矩形板状の基部３２ａと、基部３２
ａの上面における左右両側からそれぞれ上方に延びたのちに屈曲して前方に延びさらに屈
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曲して左右の外部側に突出する一対の取付爪３２ｂ，３２ｃとを備えている。また、基部
３２ａの中央近傍には、前後に貫通する貫通穴が形成され、基部３２ａの前面における貫
通穴の周囲には、前方に突出し軸方向の長さが短い円筒状の軸受部３２ｄが形成されてい
る。そして、基部３２ａの後面における軸受部３２ｄの貫通穴下方には、後方に突出する
矩形のガイド突起３２ｅが設けられ、ガイド突起３２ｅの後端には、細径の係止棒３２ｆ
が取り付けられている。
【００３７】
　また、基部３２ａの左側上部と、右側中央とにそれぞれ軸受穴３２ｇ，３２ｈが形成さ
れている。さらに、基部３２ａの上面における取付爪３２ｂ，３２ｃの近傍には下方に延
びる一対の縦穴が形成され、基部３２ａにおけるそれぞれの縦穴に交差する部分に上下一
対のねじ穴が形成されている。そして、一対の縦穴にそれぞれガイドバー３１ａ，３１ｂ
の下端部が挿し込まれ、ねじ穴にそれぞれねじ３２ｉを螺合させることにより、ガイドバ
ー３１ａ，３１ｂの下端部は基端ブラケット３２に固定されている。また、基部３２ａの
右上部に、係止用ねじ３２ｊが取り付けられている。
【００３８】
　先端ブラケット３３は、左右に細長い基部３３ａと、取付爪３２ｂ，３２ｃと対向して
、基部３３ａの下面における左右両側からそれぞれ下方に延びたのちに屈曲して前方に延
びさらに屈曲して左右の外部側に突出する一対の取付爪３３ｂ，３３ｃとを備えている。
また、基部３３ａの左端には、軸受穴３３ｄが形成されている。さらに、基部３３ａにお
ける取付爪３２ｂ，３２ｃの近傍には上下に貫通する一対の縦穴が形成され、基部３３ａ
におけるそれぞれの縦穴に交差する部分にねじ穴が形成されている。そして、一対の縦穴
にそれぞれガイドバー３１ａ，３１ｂの上端部が挿し込まれ、ねじ穴にそれぞれねじ３３
ｅを螺合させることにより、ガイドバー３１ａ，３１ｂの上端部は先端ブラケット３３に
固定されている。
【００３９】
　減速ギア３４は、中心軸３４ａに、歯数の多い大ギア部３４ｂと、歯数の少ない小ギア
部３４ｃ（図１１参照）とからなる歯車３４ｄを回転自在に取り付けて構成されている。
この減速ギア３４は、中心軸３４ａの後部を基端ブラケット３２の軸受部３２ｄから貫通
穴に通し、中心軸３４ａの両端部を、軸受部２２ｄと軸受部２５ｃとに挿入することによ
って、ガイド部材３１を回転可能に支持してベース部２１に組み付けられている。また、
大ギア部３４ｂは、モータ２６の回転軸２６ａに取り付けられた歯車２６ｂに歯合してお
り、大ギア部３４ｂの下部外周側には固定切替部２４が位置している。
【００４０】
　このように減速ギア３４を介して、ガイド部材３１をベース部２１に組み付けたときに
、基端ブラケット３２の下端に設けられたガイド突起３２ｅが貫通溝２５ｇ内に位置して
、係止棒３２ｆが外部に突出するように構成されている。このため、ガイド部材３１は中
心軸３４ａを中心として、ガイド突起３２ｅが貫通溝２５ｇ内で移動できる範囲で回転で
きる。また、ガイド突起３２ｅと後壁２５ａに取り付けられた係止用ねじ２５ｈとに復帰
補助ばね２８が掛け渡されており、この復帰補助ばね２８によって、ガイド部材３１は初
期位置である垂直状態になるように付勢されている。
【００４１】
　また、基端ブラケット３２の基部３２ａには、中心軸３４ａを中心として回転して傾斜
したガイド部材３１を傾斜状態に維持するための係止爪２９も組み付けられている。この
係止爪２９は、軸部２９ａと略Ｌ形のレバー２９ｂとで構成されており、レバー２９ｂの
両端が軸部２９ａの軸周り方向に回転できるようにして、レバー２９ｂの角部に軸部２９
ａを回転自在に組み付けている。また、係止爪２９は、軸部２９ａを後方に向けて右側に
位置させ、レバー２９ｂの略Ｌ形の長い片を略左右方向に向け、略Ｌ形の短い片を略上下
方向に向けて配置されている。そして、長い片の上部に前後に貫通する穴部を備えた片か
らなるばね係止部２９ｃが形成され、短い片の下端に略左方向に突出する突起２９ｄが形
成されている。
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【００４２】
　係止爪２９は、軸部２９ａの後部を、軸受穴３２ｈに挿入し、ばね係止部２９ｃと係止
用ねじ３２ｊとに係止爪ばね２９ｅを掛け渡して、基端ブラケット３２に組み付けられて
いる。係止爪ばね２９ｅは、図１１に示した状態で、係止爪２９が反時計回り方向に回転
するように付勢する。そして、レバー２９ｂの長い片の先端が下方に押圧されると、係止
爪２９は時計回り方向に回転して、突起２９ｄが固定切替部２４の下面左側部分に対向す
る。また、レバー２９ｂの長い片の先端の下方への押圧を解除すると、突起２９ｄは、固
定用凹部２４ａに係合する。この突起２９ｄと固定用凹部２４ａとの係合によって、ガイ
ド部材３１は傾斜状態に維持される。前述した固定切替部２４と、係止爪２９と、係止爪
ばね２９ｅとで本発明に係る固定切替機構が構成される。
【００４３】
　スライダ３５は、左右の幅よりも上下の長さがやや長い四角板の周縁部に前方に突出す
る枠状部分を形成した形状の基部３５ａと、基部３５ａの前面下部の中央から前方に突出
する下面部３５ｂと、下面部３５ｂに対向するようにして、基部３５ａの前面上部の中央
から前方に突出する上面部３５ｃとを備えている。基部３５ａの左右両側には、ガイドバ
ー３１ａ，３１ｂが挿通できる被挿通部３５ｄが形成されており、スライダ３５は、被挿
通部３５ｄにガイドバー３１ａ，３１ｂを挿通させることによりガイドバー３１ａ，３１
ｂに摺動可能に取り付けられ基端ブラケット３２と先端ブラケット３３との間を移動でき
る。
【００４４】
　また、基部３５ａの前面における中央部に円筒状の軸受部３５ｅが形成され、基部３５
ａの前面における左側の上下部分にそれぞれ軸受穴３５ｆ（左側上部の軸受穴は図示せず
）が形成されている。下面部３５ｂの下面前端には下方に延びる垂下片３５ｇが設けられ
ており、その垂下片３５ｇの前面下端に、係合凸部３５ｈが形成されている。この係合凸
部３５ｈの上面は、湾曲しながら左側から右側に行くほど低くなった上方に突出する曲面
に形成されている。この係合凸部３５ｈを含む垂下片３５ｇで本発明に係る係合部が構成
され、前述した移動切替部２３と、係合凸部３５ｈを含む垂下片３５ｇとで本発明に係る
移動切替機構が構成される。
【００４５】
　そして、ガイド部材３１が傾斜せず垂直状態にあり、かつスライダ３５が基端ブラケッ
ト３２に接しているときに、図９に示したように、係合凸部３５ｈは、周壁２２ｂの上部
の下面側に位置し、垂下片３５ｇは係合用凹部２３ａ内に位置する。また、垂下片３５ｇ
の左右の幅は、解放用凹部２３ｂの左右の幅よりも僅かに短くなっており、垂下片３５ｇ
および係合凸部３５ｈは、解放用凹部２３ｂ内を略上下に通過できる。上面部３５ｃには
、前部側に上下に貫通する挿通穴３５ｉが形成され、上面部３５ｃの上面における挿通穴
３５ｉの後方には平面視がＴ形の規制片３５ｊが設けられている。さらに、下面部３５ｂ
の上面における右前部に、上方に延びる係止ピン３５ｋが設けられている。
【００４６】
　昇降機構３６は、駆動ベルト３６ａと、駆動用歯車３７と、アイドルプーリ３８と、一
対の張力付与プーリ３６ｂと、プーリギア３９とを備えている。駆動ベルト３６ａは、環
状のベルトで構成されており、内面に係合用の凹凸からなる歯（図示せず）が形成されて
いる。駆動用歯車３７は、中心軸３７ａに、歯数の多いドライブギア３７ｂと、歯数の少
ないドライブプーリ３７ｃ（図１１参照）とからなるギアドライブプーリ３７ｄを回転自
在に取り付けて構成されている。この駆動用歯車３７は、中心軸３７ａの後部を軸受穴３
２ｇに挿入することによって、基端ブラケット３２に組み付けられている。
【００４７】
　アイドルプーリ３８は、中心軸３８ａに、ドライブプーリ３７ｃと歯数が同じプーリ３
８ｂを回転自在に取り付けて構成されている。このアイドルプーリ３８は、中心軸３８ａ
の後部を軸受穴３３ｄに挿入することによって、先端ブラケット３３に組み付けられてい
る。そして、駆動用歯車３７のドライブプーリ３７ｃとアイドルプーリ３８のプーリ３８
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ｂとに駆動ベルト３６ａが掛け渡されている。
【００４８】
　一対の張力付与プーリ３６ｂは、それぞれ中心軸３６ｃに、歯のないプーリ３６ｄを回
転自在に取り付けて構成されており、それぞれの中心軸３６ｃの後部を上下の軸受穴３５
ｆに挿入することによって、スライダ３５に組み付けられている。プーリギア３９は、中
心軸３９ａに、回転用プーリ３９ｂ（図１０において駆動ベルト３６ａによって隠れた部
分に位置している）と、回転用プーリ３９ｂの回転力の方向を変更する方向変換ギア３９
ｃとからなる異形歯車を回転自在に取り付けて構成されている。回転用プーリ３９ｂは、
ドライブプーリ３７ｃおよびプーリ３８ｂと平行に配置されている。また、方向変換ギア
３９ｃは、略円錐台状に形成されており、中心軸３９ａに対して歯が形成された面を４５
度傾斜させて、回転用プーリ３９ｂと一体に形成されている。
【００４９】
　このプーリギア３９は、中心軸３９ａの後部を軸受部３５ｅに挿入することによって、
スライダ３５に組み付けられている。また、プーリギア３９の回転用プーリ３９ｂに、駆
動ベルト３６ａが掛け渡されて駆動ベルト３６ａの右側部分は外側（右側）に引っ張られ
、駆動ベルト３６ａの右側部分の外周面におけるプーリギア３９の上下部分は、張力付与
プーリ３６ｂのプーリ３６ｄによって内側（左側）に引っ張られている。これによって、
駆動ベルト３６ａの左側部分と、右側部分の上下部分とは平行している。
【００５０】
　ヘッド部４１は、金属製の丸棒からなるヘッド軸４１ａの上端に、円板状の回転体ハブ
４１ｂを取り付けて構成されている。回転体ハブ４１ｂの外周側には４つのねじ穴４１ｃ
が間隔を保って形成され、回転体ハブ４１ｂの上面中央には位置決め用の円形凸部４１ｄ
が形成されている。
【００５１】
　また、回転機構４２は、ヘッド軸４１ａに取り付けられたべベルギア４３と回転ストッ
パー４４およびトーションばね４２ａで構成されている。べベルギア４３は、内部にヘッ
ド軸４１ａを通すことのできる軸方向が短い円筒状の固定部４３ａの下面に歯部４３ｂを
形成して構成されている。この歯部４３ｂは、中央側を外周側よりも下方に突出させ、固
定部４３ａの軸方向に対して４５度傾斜して形成されている。また、固定部４３ａには、
外周面から内周面に貫通するねじ穴４３ｃが形成されており、このねじ穴４３ｃにねじ（
図示せず）を螺合させてその先端をヘッド軸４１ａに押し付けることにより、べベルギア
４３は、ヘッド軸４１ａに固定されている。
【００５２】
　回転ストッパー４４は、内部にヘッド軸４１ａを通すことのできる軸方向が短い円筒状
の固定部４４ａの外周面に平面視が扇状の突部４４ｂを形成して構成されている。また、
突部４４ｂの外周面中央から固定部４４ａの内周面にかけてねじ穴４４ｃが形成されてお
り、このねじ穴４４ｃにねじ（図示せず）を螺合させてその先端をヘッド軸４１ａに押し
付けることにより、回転ストッパー４４は、ヘッド軸４１ａに固定されている。トーショ
ンばね４２ａは、上下両端に直線状のアーム４２ｂ，４２ｃが形成されたコイル状のばね
で構成されており、内部にヘッド軸４１ａを通すことができる。また、アーム４２ｃの先
端にはリング状の係止部４２ｄが形成されている。
【００５３】
　ヘッド部４１をスライダ３５に組み付ける際には、まず、ヘッド軸４１ａに回転ストッ
パー４４を取り付けて、ヘッド軸４１ａの下部を上面部３５ｃの挿通穴３５ｉに上方から
通す。そして、下面部３５ｂと上面部３５ｃとの間で、ヘッド軸４１ａの下部にべベルギ
ア４３を取り付け、さらにその下方にトーションばね４２ａを取り付ける。このとき、ヘ
ッド部４１が、ヘッド軸４１ａの下端部を下面部３５ｂの上面近傍に位置させた状態で、
べベルギア４３と回転ストッパー４４とによって上面部３５ｃから抜け止めされ、軸周り
方向には回転できるようにしておく。また、べベルギア４３は方向変換ギア３９ｃに歯合
させる。
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【００５４】
　そして、トーションばね４２ａの下端の係止部４２ｄ内に係止ピン３５ｋを通して、ア
ーム４２ｃを下面部３５ｂに固定し、上端のアーム４２ｂは、ヘッド軸４１ａとべベルギ
ア４３との間に固定しておく。このトーションばね４２ａの弾性によって、ヘッド部４１
は、軸周り方向の回転を規制され、トーションばね４２ａの弾性よりも大きな力が加わっ
たときにヘッド部４１は回転するようになる。また、図１２に示したように、回転ストッ
パー４４の固定部４４ａの外周面近傍には、規制片３５ｊが位置しており、ヘッド部４１
は、回転ストッパー４４の突部４４ｂの一方の側部が規制片３５ｊに当接した状態から突
部４４ｂの他方の側部が規制片３５ｊに当接するまでの１回転弱の範囲で回転できる。こ
の回転ストッパー４４と規制片３５ｊとで、本発明に係る回転規制部が構成される。
【００５５】
　装飾部材Ａは、内カバー４５と、回転体４６と、発光部（図示せず）とで構成されてい
る。内カバー４５は、正面視が縦長の長方形で平面視が半円形になった湾曲した板体から
なっており、両側の上下にそれぞれ係止用穴４５ａが形成されている。そして、内カバー
４５は、各係止用穴４５ａに、ガイド部材３１の取付爪３２ｂ，３２ｃおよび取付爪３３
ｂ，３３ｃを係合させてガイド部材３１の前部に組み付けられている。内カバー４５は、
透光性の樹脂材料で構成されており、前面には絵柄が施されている。また、内カバー４５
の内部には、ＬＥＤなどの発光体が設置された基板が組み込まれており、この基板で発光
部が構成される。
【００５６】
　回転体４６は、ガイド部材３１および内カバー４５を覆える円筒状の本体４６ａと、天
井部４６ｂとからなっており、天井部４６ｂの中央には、回転体ハブ４１ｂの円形凸部４
１ｄが嵌合できる位置決め穴４６ｃが形成されている。そして、位置決め穴４６ｃの周囲
に４つのねじ挿通穴４６ｄが間隔を保って形成されている。この回転体４６は、ガイド部
材３１と内カバー４５とに上方から被せられ、位置決め穴４６ｃ内に円形凸部４１ｄを位
置させて、回転体ハブ４１ｂに組み付けられる。そして、ねじ挿通穴４６ｄをねじ穴４１
ｃに合わせてねじ（図示せず）をねじ挿通穴４６ｄに通しねじ穴４１ｃに螺合させること
により固定されている。また、回転体４６の外周面には絵柄が施されたり、装飾部品が取
り付けられていたりしている。
【００５７】
　つぎに、可動装飾装置２０が作動する際の動作を、図１３ないし図１８等を用いて説明
する。図１３ないし図１８では、移動機構３０の作動状態を分かりやすくするために、可
動装飾装置２０から装飾部材Ａを取り除いた状態を示している。また、図１に示した可動
装飾装置２０は作動前の状態を示しており、この場合、図２および図３に示したように、
装飾部材Ａは、回転体４６を下方に位置させて内カバー４５を覆うとともに、直立した初
期位置に位置している。同様に、ガイド部材３１も、図１３および図１４に示したように
、直立している。そして、スライダ３５は、ガイドバー３１ａ，３１ｂの下端に位置し、
スライダ３５の係合凸部３５ｈは、移動切替部２３の係合用凹部２３ａに係合している。
また、係止爪２９のレバー２９ｂの長い片は、スライダ３５によって下方に押圧され、回
転ストッパー４４の突部４４ｂの一方の側面は規制片３５ｊに当接している。
【００５８】
　この状態からモータ２６が作動して、歯車２６ｂが、図１１の状態で時計回り方向（前
方から見たときには反時計周り方向）に回転すると、減速ギア３４は反時計周り方向に回
転する。これによって、駆動用歯車３７には時計周り方向に回転する駆動力が加わるが、
スライダ３５がベース部２１に係合して上昇できないため、駆動ベルト３６ａも搬送され
ず静止状態を維持する。このため、駆動用歯車３７は軸周り方向には回転することなく減
速ギア３４の小ギア部３４ｃの外周に沿うように反時計回り方向に移動し、ガイド部材３
１を図１５および図１６に示したように右側（図１１では左側）に傾斜させる。この場合
、減速ギア３４によって、歯車２６ｂの回転速度は減速され、ガイド部材３１はゆっくり
と傾斜していく。この場合、ガイド部材３１は復帰補助ばね２８の弾性に抗して移動して
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いく。
【００５９】
　そして、ガイド部材３１が設定傾斜位置（図９に示した状態）を越えて、係合凸部３５
ｈが移動切替部２３の解放用凹部２３ｂ内に位置すると、スライダ３５とベース部２１と
の係合が解除される。この状態では、スライダ３５は斜め上方に移動可能になっている。
このため、駆動用歯車３７が中心軸３７ａを中心として時計周り方向に回転し始め、駆動
ベルト３６ａの駆動力によってスライダ３５が上昇し始める。そして、スライダ３５が上
昇すると、係止爪ばね２９ｅの復元力により係止爪２９が軸部２９ａを中心として、図１
１の状態での反時計回り方向に回転し、突起２９ｄが固定切替部２４の固定用凹部２４ａ
に係合する。これによって、ガイド部材３１は、図１５および図１６に示した傾斜状態に
固定され、駆動用歯車３７は同じ位置に静止した状態で時計周り方向に回転する。この場
合、装飾部材Ａは、窓部１５内で、図４に示したように傾斜している。
【００６０】
　スライダ３５が上昇する間は、トーションばね４２ａの弾性および規制片３５ｊによっ
て、ヘッド軸４１ａは軸周り方向に回転することを規制される。このため、べベルギア４
３に歯合しているプーリギア３９も回転できず、スライダ３５は、駆動ベルト３６ａに固
定されたようにして上昇していく。そして、スライダ３５がガイドバー３１ａ，３１ｂの
上端に達して（図１７および図１８参照）、先端ブラケット３３に当接すると、スライダ
３５はそれ以上上昇できなくなる。この場合、装飾部材Ａは、窓部１５内で、図６に示し
たように傾斜したまま伸長した状態になり、上方に移動した回転体４６の下部側に内カバ
ー４５が現れる。
【００６１】
　スライダ３５が上昇できなくなると、駆動ベルト３６ａの駆動力は、トーションばね４
２ａの弾性に抗してプーリギア３９を回転させる。このとき、駆動ベルト３６ａにおける
プーリギア３９の上下両側は、一対の張力付与プーリ３６ｂによって駆動ベルト３６ａの
対向する部分側に押圧されているため、駆動ベルト３６ａは適度な緊張状態になってプー
リギア３９に効果的に駆動力を伝達する。そして、プーリギア３９の回転は、べベルギア
４３を介してヘッド軸４１ａに伝わりヘッド部４１が上方から見た状態で反時計周り方向
に回転する。この場合、ヘッド部４１の回転により、静止した内カバー４５の上方で回転
体４６が軸周り方向に回転する。
【００６２】
　ヘッド部４１が１回転弱回転して、回転ストッパー４４の突部４４ｂの他方の側面が規
制片３５ｊに当接すると、ヘッド部４１はそれ以上回転できなくなる。そのタイミングで
、モータ２６を前述した回転方向と逆方向に回転させる。このとき、スライダ３５を下降
させようとする力よりもトーションばね４２ａの復元力の方が大きいため、まず、ヘッド
部４１が上方から見た状態で時計周り方向に回転する。そして、回転ストッパー４４の突
部４４ｂの一方の側面が規制片３５ｊに当接すると、ヘッド部４１はそれ以上回転できな
くなり、これによってプーリギア３９も回転できなくなる。
【００６３】
　このため、スライダ３５は、駆動ベルト３６ａに固定されたようにして下降していく。
そして、スライダ３５が、ガイドバー３１ａ，３１ｂの下端に達に当接すると、スライダ
３５はそれ以上下降できなくなり、同時に、係止爪２９のレバー２９ｂの長い片を下方に
押圧して、突起２９ｄと固定切替部２４の固定用凹部２４ａとの係合を解除する。また、
係合凸部３５ｈは移動切替部２３の解放用凹部２３ｂ内に入っていく。さらに、復帰補助
ばね２８によって、ガイド部材３１は初期位置に向かうように付勢されているため、ガイ
ド部材３１は設定傾斜位置に回転移動して、係合凸部３５ｈは移動切替部２３の係合用凹
部２３ａに係合する。これによって、駆動用歯車３７は軸周り方向には回転できず、減速
ギア３４の小ギア部３４ｃの外周に沿うように時計回り方向に移動するようになる。そし
て、ガイド部材３１は設定傾斜位置から初期位置に向かって回転し元の状態に戻る。
【００６４】
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　このように、モータ２６を作動させることにより、初期位置にある装飾部材Ａを、まず
傾斜させ、つぎに装飾部材Ａの回転体４６を斜め上方に移動させてその下部側に内カバー
４５を現わさせ、ついで回転体４６だけを一方向に回転させることができる。さらに、そ
の状態の装飾部材Ａを、回転体４６だけを他方向に回転させたのちに、回転体４６を斜め
下方に移動させてその内部に内カバー４５を収容し、装飾部材Ａを回転させて初期位置に
戻すことができる。また、その際、発光部を点灯させたり、点滅させたりすることにより
、装飾部材Ａの移動の変化に発光の変化を加えることができる。このような動作が、遊技
中において、「リーチ」や「大当たり」の状態の際に実行される。
【００６５】
　以上のように、本実施形態に係る可動装飾装置２０では、スライダ３５が、ガイド部材
３１とともにベース部２１に対して角度を変更することができるとともに、ガイド部材３
１のガイドバー３１ａ，３１ｂに沿って上下に移動できる。そして、スライダ３５に取り
付けられたヘッド部４１は軸周り方向に回転できる。この場合、ガイド部材３１は、減速
ギア３４の中心軸３４ａを介してベース部２１に回転可能に支持されているため、ガイド
部材３１の先端ブラケット３３側を支持する部材や構造は不要になる。これによって、可
動装飾装置２０を簡単な構造にできるとともに、固定するための部材等も少なくてすむ。
また、ヘッド部４１に取り付けられた回転体４６の動きが、単に一方向への進退だけでな
く、傾斜したり回転したりするため、興趣に富むものとなる。
【００６６】
　本発明に係る遊技機の可動装飾装置は、前述した実施形態に限定するものでなく、適宜
変更することができる。例えば、前述した実施形態では、可動装飾装置２０を、装飾部材
Ａを上方に位置させて遊技面１１に形成された窓部１５の内部側下部に配置しているが、
装飾部材Ａを下方に位置させて窓部１５の内部側上部に配置したり、装飾部材Ａを左側ま
たは右側に位置させて窓部１５の内部側の右側または左側に配置したりしてもよい。また
、前述した実施形態では、ガイド部材３１が減速ギア３４の中心軸３４ａに回転可能に支
持されているが、この減速ギア３４を省略して、モータ２６に取り付けられた歯車２６ｂ
が直接駆動用歯車３７のドライブギア３７ｂに歯合するようにしてもよい。この場合、ガ
イド部材３１は、モータ２６の回転軸２６ａに回転可能に支持されるようにする。
【００６７】
　さらに、前述した可動装飾装置２０には、装飾部材Ａを初期位置と設定傾斜位置との間
で回転させる機構、装飾部材Ａの回転体４６を斜め上下方向に進退させる機構および回転
体４６を軸周り方向に回転させる機構が備わっているが、このうちの装飾部材Ａを初期位
置と設定傾斜位置との間で回転させる機構および回転体４６を軸周り方向に回転させる機
構のいずれか一方は省略してもよい。装飾部材Ａを初期位置と設定傾斜位置との間で回転
させる機構を省略する場合には、例えば、ベース部２１に所定の軸部を設けて、この軸部
にガイド部材３１を傾斜角度を複数段階で変更可能に支持させることができる。そして、
モータ２６で直接駆動用歯車３７を回転させるようにする。
【００６８】
　また、前述した可動装飾装置２０には、一対の張力付与プーリ３６ｂが備わっているが
、このどちらか一方または双方を省略することもできる。さらに、規制片３５ｊは、スラ
イダ３５でなく、先端ブラケット３３に設けてもよい。また、本発明に係る遊技機として
は、パチンコ機１０に限らず、スロットマシンやスマートボール等を用いてもよい。さら
に、本発明に係る遊技機の可動装飾装置のそれ以外の部分の構成についても本発明の技術
的範囲内で適宜変更して実施することが可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　１０…パチンコ機、１１…遊技面、２０…可動装飾装置、２１…ベース部、２３…移動
切替部、２３ａ…係合用凹部、２３ｂ…解放用凹部、２４…固定切替部、２４ａ…固定用
凹部、２６…モータ、２９…係止爪、２９ｅ…係止爪ばね、３１…ガイド部材、３１ａ，
３１ｂ…ガイドバー、３２…基端ブラケット、３３…先端ブラケット、３４…減速ギア、
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３４ａ…中心軸、３５…スライダ、３５ｇ…垂下片、３５ｈ…係合凸部、３５ｊ…規制片
、３６ａ…駆動ベルト、３７ａ…中心軸、３７ｂ…ドライブギア、３７ｃ…ドライブプー
リ、３８…アイドルプーリ、３９…プーリギア、３９ｂ…回転用プーリ、３９ｃ…方向変
換ギア、４１ａ…ヘッド軸、４２ａ…トーションばね、４３…ベルギア、４４…回転スト
ッパー、Ａ…装飾部材。
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