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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回動軸を中心として回動する可動部材を備え、該可動部材を回動して遊技盤の前側に位
置する透明板に対し近接および離間移動させるよう構成した遊技機の演出装置において、
　前記可動部材の回動軸を、前記透明板に近接した第１位置と、該透明板から離間した第
２位置との間で移動させる駆動手段を設け、
　前記駆動手段により前記回動軸を前記第１位置から第２位置に移動させる際に、前記可
動部材が前記透明板に向けて回動するよう構成し、
　前記可動部材の先端が描く回動半径を、前記第１位置での前記回動軸から前記透明板ま
での離間寸法より大きく、かつ前記第２位置での該回動軸から透明板までの離間寸法より
小さく設定した
ことを特徴とする遊技機の演出装置。
【請求項２】
　遊技盤に配設した装飾部材に設けられて回動軸を中心として回動する可動部材を有し、
該可動部材を回動して遊技盤の前側に位置する透明板に対し近接および離間移動させるよ
う構成した遊技機の演出装置において、
　前記透明板に近接した第１位置、および該透明板から離間した第２位置の間で、前記可
動部材の回動軸を移動させる作動部材と、
　前記装飾部材に配設されて前記作動部材に連繋接続し、該作動部材を作動させる駆動手
段と、
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　前記可動部材における前記回動軸から所定距離だけ変位した位置に形成されて、前記装
飾部材に形成したガイド面に摺接して案内される摺動部とを備え、
　前記駆動手段により前記作動部材を作動させて前記回動軸を第１位置から第２位置に移
動させる際に、前記摺動部がガイド面に沿って案内されることで前記可動部材が前記透明
板に向けて回動すると共に、
　前記可動部材の先端が描く回動半径を、前記第１位置での前記回動軸から前記透明板ま
での離間寸法より大きく、かつ前記第２位置での該回動軸から透明板までの離間寸法をよ
り小さく設定した
ことを特徴とする遊技機の演出装置。
【請求項３】
　前記作動部材は、前記装飾部材に回動自在に枢支される軸部を有すると共に、該軸部か
ら所要距離離間する位置に前記可動部材の回動軸が設けられて、前記駆動手段を駆動して
該作動部材を回動させることにより、該回動軸を前記第１位置から第２位置に移動させる
ようになっている請求項２記載の遊技機の演出装置。
【請求項４】
　前記可動部材は、前記作動部材の一方の側部に後端部を枢支した第１可動部と、該作動
部材の他方の側部に後端部を枢支した第２可動部と、該第１および第２可動部の前端部に
枢支した第３可動部とから構成され、前記第３可動部における前記第１可動部の枢支位置
と前記第２可動部の枢支位置とを変位させるようにした請求項２または３記載の遊技機の
演出装置。
【請求項５】
　前記回動軸が前記第２位置に至ったときに、前記可動部材の摺動部と前記ガイド面との
摺接状態が解除されて、該可動部材が自由回動するようにした請求項２～４の何れかに記
載の遊技機の演出装置。
【請求項６】
　前記作動部材および可動部材の夫々には、所要の意匠が施されている請求項２～５の何
れかに記載の遊技機の演出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技機の演出装置に関し、更に詳細には、遊技盤から前側に所要間隔だけ
離間する位置に配設した光透過性の透明板より遊技盤側に配設され、該透明板に近接する
方向に回動し得る可動部材を備えた演出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、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
なう可動部材を備えて補助的な演出を行なう演出装置を配設し、該可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、前記演
出装置としては、装飾部材に往復運動可能にハンマー(可動部材)を配設し、該ハンマーと
連繋させたソレノイド(駆動手段)を図柄表示装置での遊技演出に合わせて駆動させるよう
にしたものがある(特許文献１参照)。また、装飾部材に手袋やシルクハットを模した複数
の可動体(可動部材)を揺動可能に配設すると共に、各可動体に対応してソレノイド(駆動
手段)を夫々配設し、複数の可動体を図柄表示装置での遊技演出に合わせて揺動させるこ
とで、より遊技の興趣を高めるようにしたものもある(特許文献２参照)。
【特許文献１】特開２００１－２５５４６号公報
【特許文献２】特開２００１－３８００５号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、近年のパチンコ機は、前記可動部材を大型化することで遊技者に与えるイン
パクトをより増大させると共に、遊技の興趣を向上して、他のパチンコ機との差別化を図
る傾向が強くなっている。しかし、パチンコ機の前面側に取り付けられる保護ガラス(透
明板)と遊技盤の盤面との間の離間寸法は、パチンコ球との関係上から一定の範囲に制限
される。このため、前記可動部材を保護ガラスに近接する方向に動作させる場合には、該
可動部材の可動範囲は制限されることになり、可動部材の大きさに較べて可動範囲は狭く
、インパクトや迫力に欠けるものとなってしまう問題が指摘される。なお、前記可動部材
の回転中心(回動軸)を前記保護ガラスから後方に大きく離間する位置に設定すれば、該可
動部材の可動範囲を大きくすることはできる。しかるにこの場合には、可動部材が遊技者
から遠ざかってしまい、前述と同様インパクトや迫力に欠けると共に、可動部材が後方に
位置することでデザイン的な統一感が損なわれて、遊技の興趣を低減することにもなる畏
れがある。
　すなわち、本発明は、透明板に近接する方向に回動する可動部材の可動範囲を大きくし
て、該可動部材の動作に対するインパクトや迫力を増大し、遊技の興趣を増大し得る遊技
機の演出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　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演出装置
は、
　回動軸(51a,52a)を中心として回動する可動部材(50)を備え、該可動部材(50)を回動し
て遊技盤(J)の前側に位置する透明板(D)に対し近接および離間移動させるよう構成した遊
技機の演出装置において、
　前記可動部材(50)の回動軸(51a,52a)を、前記透明板(D)に近接した第１位置と、該透明
板(D)から離間した第２位置との間で移動させる駆動手段(31)を設け、
　前記駆動手段(31)により前記回動軸(51a,52a)を前記第１位置から第２位置に移動させ
る際に、前記可動部材(50)が前記透明板(D)に向けて回動するよう構成し、
　前記可動部材(50)の先端が描く回動半径(R)を、前記第１位置での前記回動軸(51a,52a)
から前記透明板(D)までの離間寸法(X1)より大きく、かつ前記第２位置での該回動軸(51a,
52a)から透明板(D)までの離間寸法(X2)より小さく設定したことを特徴とする。
【０００５】
　また、前記課題を克服し、所期の目的を好適に達成するため、本願の別の発明に係る遊
技機の演出装置は、
　遊技盤(J)に配設した装飾部材(20)に設けられて回動軸(51a,52a)を中心として回動する
可動部材(50)を有し、該可動部材(50)を回動して遊技盤(J)の前側に位置する透明板(D)に
対し近接および離間移動させるよう構成した遊技機の演出装置において、
　前記透明板(D)に近接した第１位置、および該透明板(D)から離間した第２位置の間で、
前記可動部材(50)の回動軸(51a,52a)を移動させる作動部材(41)と、
　前記装飾部材(20)に配設されて前記作動部材(41)に連繋接続し、該作動部材(41)を作動
させる駆動手段(31)と、
　前記可動部材(50)における前記回動軸(51a,52a)から所定距離だけ変位した位置に形成
されて、前記装飾部材(20)に形成したガイド面(23a,24a,28)に摺接して案内される摺動部
(51b,52b)とを備え、
　前記駆動手段(31)により前記作動部材(41)を作動させて前記回動軸(51a,52a)を第１位
置から第２位置に移動させる際に、前記摺動部(51b,52b)がガイド面(23a,24a,28)に沿っ
て案内されることで前記可動部材(50)が前記透明板(D)に向けて回動すると共に、
　前記可動部材(50)の先端が描く回動半径(R)を、前記第１位置での前記回動軸(51a,52a)
から前記透明板(D)までの離間寸法(X1)より大きく、かつ前記第２位置での該回動軸(51a,
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52a)から透明板(D)までの離間寸法(X2)をより小さく設定したことを特徴とする。
【０００６】
　そして、前記作動部材(41)に、前記装飾部材(20)に回動自在に枢支される軸部(46)を設
けると共に、該軸部(46)から所要距離離間する位置に前記可動部材(50)の回動軸(51a,52a
)を設け、前記駆動手段(31)を駆動して該作動部材(41)を回動させることにより、該回動
軸(51a,52a)を前記第１位置から第２位置に移動させるよう構成してもよい。
【０００７】
　また、前記可動部材(50)を、前記作動部材(41)の一方の側部に後端部を枢支した第１可
動部(51)と、該作動部材(41)の他方の側部に後端部を枢支した第２可動部(52)と、該第１
および第２可動部(51,52)の前端部に枢支した第３可動部(53)とから構成し、前記第３可
動部(53)における前記第１可動部(51)の枢支位置と前記第２可動部(52)の枢支位置とを変
位させることも可能である。
【０００８】
　更に、前記回動軸(51a,52a)が前記第２位置に至ったときに、前記可動部材(50)の摺動
部(51b,52b)と前記ガイド面(23a,24a,28)との摺接状態が解除されて、該可動部材(50)が
自由回動するようにしてもよい。
【０００９】
　なお前記作動部材(41)および可動部材(50)の夫々に、所要の意匠を施すこともできる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の請求項１に係る遊技機の演出装置によれば、可動部材の先端が描く回動半径が
、該可動部材の回動軸から透明板までの離間寸法より大きい第１位置から、該回動軸から
透明板までの離間寸法より小さい第２位置に向けて、可動部材の回動軸を移動することに
より、大型の可動部材を透明板に向けて回動し得るようになる。すなわち、可動部材の動
作を大きくしてインパクトや迫力のある演出を行なうことができる。
【００１１】
　また、本願の別の発明に係る請求項２に係る遊技機の演出装置によれば、可動部材の先
端が描く回動半径が、該可動部材の回動軸から透明板までの離間寸法より大きい第１位置
から、該回動軸から透明板までの離間寸法より小さい第２位置に向けて、可動部材の回動
軸を移動することにより、大型の可動部材を透明板に向けて回動し得るようになる。すな
わち、可動部材の動作を大きくしてインパクトや迫力のある演出を行なうことができる。
また、前記可動部材の回動軸を前記第１位置から第２位置に移動する際に、該可動部材の
摺動部をガイド面に沿って案内することにより、該可動部材を前記透明板に向けて回動す
るようにしたから、当該可動部材を動作させる別の駆動手段を設ける必要がない。
【００１２】
　更に、請求項３に係る遊技機の演出装置によれば、演出装置の全体を透明板から離間す
る方向に移動しないので、遊技者に違和感を与えることなく演出を行なうことができる。
請求項４に係る遊技機の演出装置によれば、前記可動部材に複数の可動部を設けることに
より、該可動部材の動作をより複雑にでき、より遊技の興趣を増大し得る。請求項５に係
る遊技機の演出装置によれば、前記回動軸が前記第２位置に至ったときに、前記摺動部と
ガイド面との摺接状態が解除されて可動部材が自由回動するようにしたから、該可動部材
の動作を変化させ得る。請求項６に係る遊技機の演出装置によれば、前記作動部材および
可動部材の夫々に所要の意匠を施すことにより、遊技者に親しみやすくでき、当該遊技機
に対して遊技者の興趣を高め得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　駆動手段により、可動部材の回動軸を遊技盤の前側に位置する透明板に近接した第１位
置と、該透明板から離間した第２位置との間で移動させると共に、可動部材の先端が描く
回動半径を、前記第１位置での前記回動軸から前記透明板までの離間寸法より大きく、か
つ前記第２位置での該回動軸から透明板までの離間寸法より小さく設定する。そして、前
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記回動軸を前記第１位置から第２位置に移動させる際に、前記可動部材が前記透明板に向
けて回動するよう構成する。
【実施例】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機の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、実施例では、遊技機として図柄を可変表示して主た
る遊技演出を行なう図柄表示装置を備えるパチンコ機に、所要のキャラクタに応じた意匠
を施した可動部材に剣を振り下ろす動作を行なわせるようにした演出装置を配設して、補
助的な遊技演出を行なうよう構成したものを例として説明する。
【００１５】
(パチンコ機について)
　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Ｎおよび施錠
手段Ｓ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
のガラス板(透明板)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、前記ガラス板Ｄから所要間隔だけ離間する位置に着
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、図２に示
すようにパチンコ機Ｐの遊技盤Ｊを正面側から見た場合において指称するものとする。
【００１６】
　前記遊技盤Ｊは、図２に示すように、略円形状に湾曲形成したレール１０により囲まれ
た遊技領域Ｉの前側において、縦央やや下部に配設されて球をスイッチで検出し得る始動
入賞具１１と、この始動入賞具１１の直上方に配設されて該遊技盤Ｊを装飾する装飾部材
２０と、風車とも称されて遊技球の落下方向を変向する案内車１２と、始動入賞具１１の
直下方に設置された大型電動式の入賞装置Ｍ等を備えている。また、前記始動入賞具１１
内に配設された図示しないスイッチは、各遊技球の検出毎に図柄表示装置Ｋを１回ずつ変
動開始させるための始動入力手段として利用される。そして、前記入賞装置Ｍは、前記図
柄表示装置Ｋの大当り成立時における特別遊技として開成作動条件が付与される大型の入
賞装置であって、図２に示されるように、特別入賞具１４に対設された扉状の開閉板１５
が、後側の電磁ソレノイド(図示せず)に係る設定駆動条件に基づいて、通常の閉鎖状態か
ら開放状態に変化されるようになっている。なお、図２において符号１６はアウト口を示
す。
【００１７】
(装飾部材について)
　前記装飾部材２０は、図２に示す如く、前記遊技領域Ｉの略中央に配設されて、該領域
Ｉの左右幅方向の大部分を占め、その略中央位置に開設した開口部２１ａを介して前記図
柄表示装置Ｋが後方から臨む横長の保持枠２１(図１参照)と、該保持枠２１の前側に配設
されて所要の装飾が施された枠状本体２２とから構成され、該保持枠２１を遊技盤Ｊに開
設した装着孔(図示せず)に前側から挿入したもとで、該枠状本体２２を遊技盤Ｊに前側か
らネジ止めしてある。ここで、前記保持枠２１と枠状本体２２との間には、図１に示すよ
うに、該保持枠２１の左側部および左上部を装飾する左装飾部２４と、保持枠２１の右側
部および右上部を装飾する右装飾部２３とが取り付けられており、該左装飾部２４と右装
飾部２３との間(開口部２１ａの上方位置)の保持枠２１に形成した設置部２６に、前記図
柄表示装置Ｋでの遊技演出に合わせて可動部材５０(後述)を回動して補助的な遊技演出を
行なう演出装置３０が配設されている。なお、前記設置部２６の上部位置には、前側に向
けて支持部２７が突設されて、該支持部２７に前記演出装置３０(後述する作動部材４１)
を枢支する軸受け部２７ａ,２７ａを形成してある。また、前記設置部２６における支持
部２７の下方位置には、上下方向に所定長さだけ延在するよう長孔２６ａが穿設されてい
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る。
【００１８】
　ここで、前記右装飾部２３の上部左側面には、後方に向かうにつれて上方傾斜する第１
上部ガイド面２３ａが所定長さに亘って形成され、該第１上部ガイド面２３ａに可動部材
５０(後述する第１可動部５１)に形成した第１摺動部５１ｂが摺接するよう構成され、同
様に、前記左装飾部２４の上部右側面には、後方に向かうにつれて上方傾斜する第２上部
ガイド面２４ａが形成されて、該第２上部ガイド面２４ａに可動部材５０(後述する第２
可動部５２)に形成した第２摺動部５２ｂが摺接するようになっている。すなわち、前記
第１および第２上部ガイド面２３ａ,２４ａに沿って、前記第１および第２摺動部５１ｂ,
５２ｂの夫々が摺動するよう構成してある。なお、前記第２上部ガイド面２４ａは、前記
第１上部ガイド面２３ａの延在距離と略同等の距離に亘って形成されている。
【００１９】
　また、前記保持枠２１における前記第２上部ガイド面２４ａと前後に整列すると共に、
該第２上部ガイド面２４ａと所要間隔離間する位置には、後方に向かうにつれて上方傾斜
する下部ガイド面２８を形成してある。すなわち、前記第２摺動部５２ｂは、この第２上
部ガイド面２４ａと下部ガイド面２８との間に位置するよう構成される。そして、前記第
１上部ガイド面２３ａの後端部には、鉛直方向に延在する規制部２３ｂが連接されており
、第１上部ガイド面２３ａを摺動した第１摺動部５１ｂが後端部に到来すると、該第１摺
動部５１ｂと第１上部ガイド面２３ａとの摺接状態が解除された後、第１摺動部５１ｂが
自由回動し、更に該規制部２３ｂに第１摺動部５１ｂが当接して前記第１可動部５１の回
動を規制するようになっている。
【００２０】
(演出装置について)
　前記演出装置３０は、図１に示すように、前記保持枠２１(装飾部材２０)の設置部２６
に取り付けられるソレノイド(駆動手段)３１と、該ソレノイド３１に連繋接続して、該保
持枠２１(装飾部材２０)に揺動可能に枢支された作動部材４１と、該作動部材４１に枢支
されて前記ガラス板Ｄに近接および離間する方向に回動可能な可動部材５０とから基本的
に構成されている。
【００２１】
　前記ソレノイド３１は、内部にコイル(図示せず)を収容したフレーム３２と、該コイル
に挿脱可能に挿通されたプランジャ部３３とから構成されて、コイルへの導通に応じてプ
ランジャ部３３がフレーム３２内に進退する一般的なリニア駆動タイプのソレノイドであ
って、該ソレノイド３１は、該プランジャ部３３が下方に突出した状態で、前記設置部２
６(保持枠２１)に設けた前記支持部２７の下方にネジ止めされる。また、前記プランジャ
部３３の下端部に形成した円盤状のフランジ３３ａと前記フレーム３２との間にはバネ等
の弾性部材３４が介装され、該弾性部材３４の弾性力により前記プランジャ部３３を常に
は下方に向けて付勢するよう構成されており、前記コイルへの導通により、弾性部材３４
の弾性力に抗してプランジャ部３３が上方に移動するようになっている。
【００２２】
　また、前記プランジャ部３３のフランジ３３ａには、該プランジャ部３３の上下方向の
移動に伴い上下に移動する伝達部材３６が取り付けられている。前記伝達部材３６は、左
右方向に延在するベース部３７と、該ベース部３７の左右両端上方に所要長さだけ延出し
た一対の第１アーム部３８,３８とから、前後および上方に開放する略コ字状に形成され
ており、該ベース部３７の前面側に形成した係合溝３７ａに前記プランジャ部３３のフラ
ンジ３３ａを係合させることで、該伝達部材３６がプランジャ部３３と一体的に上下方向
に移動する。また、前記第１アーム部３８,３８の上端部には外側(ソレノイド３１から離
間する方向)に向けて突出する伝達用突部３８ａ,３８ａが形成されており、この伝達用突
部３８ａ,３８ａが前記作動部材４１の案内溝４２ｂ,４２ｂ(後述)に係合することで、該
作動部材４１と伝達部材３６とが連繋するよう構成してある。
【００２３】
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　なお、前記ベース部３７における後面側の略中央位置には、前記保持枠２１の長孔２６
ａを摺動するガイド突部３７ｂが突設され(図１または図４～図７参照)、前記ソレノイド
３１の駆動に伴いガイド突部３７ｂが長孔２６ａに沿って上下方向にスライドすると共に
、ガイド突部３７ｂが長孔２６ａの下端部に当接することにより伝達部材３６の下方移動
を規制して、前記プランジャ部３３のフレーム３２からの脱落を防止している。また、前
記ベース部３７における前記ガイド突部３７ｂを挟む左右両側には、前記設置部２６に当
接する突起部(図示せず)が突設され、該設置部２６に突起部が摺接した状態で伝達部材３
６が上下方向に移動するよう構成してある。
【００２４】
(作動部材について)
　前記作動部材４１は、前記設置部２６の略全面を覆う平板状に形成されて、図３に示す
ように、その前面側に所要のキャラクタの顔を模した基部４２と、該基部４２に取り付け
られて該キャラクタの頭部を模した第１装飾体４３および胴部を模した第２装飾体４４と
から形成される。なお、前記第１装飾体４３の裏側における上端部近傍に、左右方向に貫
通する第１の軸孔４３ａが形成されており、この第１の軸孔４３ａに挿通した支軸(軸部)
４６を介して前記作動部材４１が前記設置部２６(支持部２７)の軸受け部２７ａ,２７ａ
に前後方向に揺動自在に枢支されている。すなわち、前記作動部材４１は前記ソレノイド
３１の前側に位置して、該ソレノイド３１を前面側から視認し得ないよう覆うようになっ
ている（図２参照）。
【００２５】
　また、前記基部４２の裏側における前記第１の軸孔４３ａを挟む左右両側には、後方に
向けて延出する一対の第２アーム部４２ａ,４２ａが形成されており、該第２アーム部４
２ａ,４２ａにおける内側で、その延在方向に沿って形成した案内溝４２ｂ,４２ｂに、前
記伝達部材３６の伝達用突部３８ａ,３８ａがスライド可能に挿入されている。すなわち
、前記ソレノイド３１に導通して前記伝達部材３６が上方に移動した際に、前記伝達用突
部３８ａ,３８ａが前記案内溝４２ｂ,４２ｂを介して前記第２アーム部４２ａ,４２ａを
上方に押し上げることで、前記作動部材４１が前記支軸４６を中心に前方に傾斜するよう
揺動し、ソレノイド３１への導通を解除して伝達部材３６が下方に移動した際には、該伝
達用突部３８ａ,３８ａが第２アーム部４２ａ,４２ａを下方に押し下げて、該作動部材４
１を後方に向け揺動する。
【００２６】
　ここで、前記ソレノイド３１に導通していない状態においては、図４に示すように、前
記作動部材４１が前記ガラス板Ｄに対して略平行な常態位置に保持され、該ソレノイド３
１に導通した状態においては、図７に示すように、該作動部材４１の下端部側(前記第２
装飾体４４)が後退した傾斜位置で保持されるよう設定されている。また、前記第１の軸
孔４３ａから下方に離間して位置する前記第２装飾体４４には、前記可動部材５０を枢支
する第２の軸孔４４ａおよび第３の軸孔４４ｂの夫々が穿設される。すなわち、前記作動
部材４１の揺動に伴い、前記第２および第３の軸孔４４ａ,４４ｂの夫々が前後方向に移
動するようになっている。なお、前記基部４２の左側部における下端には、左方向に延出
するよう回動規制片(第２の規制部)４２ｃが突設されており、前記可動部材５０の第１摺
動部５１ｂと、前記装飾部材２０の第１上部ガイド面２３ａとの摺接状態が解除された前
記可動部材５０の回動を規制するようになっている。
【００２７】
(可動部材について)
　前記可動部材５０は、図３に示すように、前記第２装飾体４４の右側部に形成された前
記第２の軸孔４４ａを介して回動自在に枢支され、キャラクタの左腕を模した第１可動部
５１と、該第２装飾体４４の左側部に形成した前記第３の軸孔４４ｂを介して回動可能に
枢支され、キャラクタの右腕を模した第２可動部５２と、該第１可動部５１および第２可
動部５２の前端部に枢支されてキャラクタが把持する剣を模した第３可動部５３とから構
成される。すなわち、前記第１および第２可動部５１,５２が回動することで、前記第３
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可動部５３を振り下ろす動作を行なうようになっている。
【００２８】
　前記第１可動部５１は、略逆Ｌ字状に折曲形成されて、該第１可動部５１の左側部後方
に突設した第１回動軸(回動軸)５１ａが、前記第２の軸孔４４ａに枢支される。そして、
前記第１可動部５１の右側部における前記第１回動軸５１ａの形成位置より更に後方位置
に、右方向に突出する前記第１摺動部５１ｂが形成され、該第１摺動部５１ｂが前記右装
飾部２３(装飾部材２０)の前記第１上部ガイド面２３ａに摺接している。ここで、前記作
動部材４１が前記常態位置にある場合には、前記第１摺動部５１ｂは、前記第１上部ガイ
ド面２３ａの傾斜前端部に位置して、前記第１可動部５１が前後方向を指向するよう設定
してある(図４参照)。また、前記第１可動部５１の前端部には、左方向に突出する支持軸
５１ｃが形成され、前記第３可動部５３の下端部に形成した第１支持孔５３ａに該支持軸
５１ｃが回動自在に挿入されている。
【００２９】
　一方、前記第２可動部５２は、略Ｌ字状に形成されて、該第２可動部５２における右側
部後方に突設した第２回動軸(回動軸)５２ａが、前記第３の軸孔４４ｂに枢支される。そ
して、前記第２可動部５２の左側部における前記第２回動軸５２ａの形成位置より更に後
方位置に、左方向に突出する前記第２摺動部５２ｂが形成され、該第２摺動部５２ｂが前
記左装飾部２４(装飾部材２０)に形成した前記第２上部ガイド面２４ａ、および保持枠２
１(装飾部材２０)に形成した下部ガイド面２８の間に位置するよう構成してある。ここで
、前記作動部材４１が前記常態位置にある場合には、前記第２摺動部５２ｂは、前記第２
上部ガイド面２４ａの傾斜前端部に位置して、前記第２可動部５２が前後方向を指向する
よう設定してある(図４参照)。また、前記第２可動部５２の前端部には、右方向に突出す
る支持軸５２ｃが形成され、前記第３可動部５３に形成した第２支持孔５３ｂに、該支持
軸５２ｃが回動自在に挿入されている。
【００３０】
　なお、前記第２支持孔５３ｂは、前記第１支持孔５３ａの上方に変位した位置に形成さ
れて、第１および第２可動部５１,５２の夫々で、第３可動部５３が前記常態位置におい
ては上下方向に延在するよう保持している。また、前記第２可動部５２の回動半径は、前
記第１可動部５１の回動半径より大きくなるよう設定してある。
【００３１】
　このように、前記第１および第２可動部５１,５２の夫々を、前記作動部材４１に枢支
したことで、該作動部材４１を前記常態位置から傾斜位置に移動するに伴い、前記第１お
よび第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々は、前記ガラス板Ｄに近接した初期位置(第１位置)
から、該ガラス板Ｄから離間した終位置の間を移動するよう構成されている。この構成に
より、前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が、前記初期位置から終位置に向
けて移動するのに伴い、前記第１および第２摺動部５１ｂ,５２ｂの夫々が、前記第１お
よび第２上部ガイド面２３ａ,２４ａの夫々に沿って上方に変位すると共に、該回動軸５
１ａ,５２ａを中心にして前記第３可動部５３が前記ガラス板Ｄに近接する方向に回動す
るようになる。
【００３２】
　ここで、前記可動部材５０の先端が描く回動半径Ｒ(すなわち、前記第１および第２回
動軸５１ａ,５２ａの夫々から前記第３可動部５３の先端までの距離)は、前記初期位置に
おける第１および第２回動軸５１ａ,５２ａからガラス板Ｄまでの離間寸法Ｘ1より大きく
設定されている(図４参照)。そして、前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が
、その移動範囲の略中間位置(第２位置)に到来した際には、この中間位置における第１お
よび第２回動軸５１ａ,５２ａからガラス板Ｄまでの離間寸法Ｘ2が、前記よう設定されて
いる(図５参照)。
【００３３】
　すなわち、本発明における第１位置とは、図４に示すように、前記第１および第２回動
軸５１ａ,５２ａの夫々が前記ガラス板Ｄに近接する前記初期位置を指し、また第２位置
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とは、図５または図６に示すように、前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々か
らガラス板Ｄまでの離間寸法が、前記可動部材５０の先端が描く回動半径Ｒより大きくな
る前記中間位置あるいは前記終位置を指すものである。
【００３４】
　なお、前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が前記中間位置に移動した際に
、前記第３可動部５３の先端が前記ガラス板Ｄに最も近接するよう構成されており、回動
軸５１ａ,５２ａの夫々が該中間位置から前記終位置に移動すると、該第３可動部５３の
先端はガラス板Ｄから離間するようになっている(図６または図７参照)。また、前記第１
および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が前記終位置に移動した際には、前記第１および
第２摺動部５１ｂ,５２ｂの夫々が、前記第１および第２上部ガイド面２３ａ,２４ａの後
端部に到来し、該第１および第２摺動部５２ｂと第１および第２上部ガイド面２３ａ,２
４ａとの摺接状態が解除されて前記可動部材５０が自由回動するよう設定される。なお、
前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が前記終位置に移動して自由回動した前
記可動部材５０は、前記第１摺動部５１ｂが前記装飾部材２０(右装飾部２３)の規制部２
３ｂに当接すると共に、前記第２可動部５２が前記作動部材４１の基部４２に形成した前
記回動規制片４２ｃに当接することで、回動が阻止されて位置規制されるようになってい
る。
【００３５】
　一方、前記作動部材４１を前記傾斜位置から常態位置に移動するに伴い、前記第１およ
び第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が前記終位置から初期位置に向けて移動する。すなわ
ち、前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が、前記終位置から初期位置に向け
て移動するのに伴い、前記第１および第２摺動部５１ｂ,５２ｂの夫々が、前記第１およ
び第２上部ガイド面２３ａ,２４ａの夫々に沿って下方に変位して、該回動軸５１ａ,５２
ａを中心にして前記第３可動部５３が前記ガラス板Ｄに近接する方向に回動し、最終的に
前述した第３可動部５３が上下方向に延在する状態に復帰する。このように、前記可動部
材５０は、前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が、前記初期位置から終位置
の間を往復移動することで回動動作するようになっている。
【００３６】
〔実施例の作用〕
　次に、本実施例に係る遊技機の演出装置の作用につき説明する。
【００３７】
　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Ｋで各種図柄が可変表示されて所要の遊技演出が行なわれると共に、所要の制御
条件に基づき前記ソレノイド３１に導通され、前記演出装置３０が作動して補助的な遊技
演出を行なう。前記ソレノイド３１に導通される(すなわち、ソレノイド３１をオンにす
る)と、前記プランジャ部３３が上方に移動すると共に、前記伝達部材３６も上方に移動
して、前記第２アーム部４２ａ,４２ａが上方に押し上げられて、前記作動部材４１が前
記常態位置から前記傾斜位置に揺動する。そして、前記作動部材４１が常態位置から傾斜
位置に揺動すると、該作動部材４１に枢支された前記可動部材５０の第１および第２回動
軸５１ａ,５２ａの夫々は、前記ガラス板Ｄに近接する前記初期位置から、該ガラス板Ｄ
から離間する前記終位置に向けて移動する。
【００３８】
　ここで、前記可動部材５０は、前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａより前側に前
記第３可動部５３が位置する(すなわち重心が前側に位置する)よう構成してあるから、第
１および第２回動軸５１ａ,５２ａより後方に位置する前記第１および第２摺動部５１ｂ,
５２ｂの夫々は、常には前記装飾部材２０に形成した前記第１上部ガイド面２３ａおよび
第２上部ガイド面２４ａに当接している。従って、前記第１回動軸５１ａが初期位置から
終位置に移動するのに伴い、前記第１可動部５１(可動部材５０)に突設した第１摺動部５
１ｂは、前記装飾部材２０に形成した前記第１上部ガイド面２３ａに沿って上方に変位し
、前記第２可動部５２(可動部材５０)に突設した第２摺動部５２ｂも、装飾部材２０に形
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成した前記第２上部ガイド面２４ａに沿って上方に変位する。すなわち、前記可動部材(
第３可動部５３)は、前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａを中心にして、前記ガラス
板Ｄに近接する方向(図４における反時計回り)に回動される。
【００３９】
　ここで、前記第３可動部５３の先端が前記ガラス板Ｄに最も近接する前記中間位置まで
前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が移動した際における、該第１および第
２回動軸５１ａ,５２ａからガラス板Ｄまでの離間寸法Ｘ2は、前記可動部材５０の先端が
描く回動半径Ｒより大きくなるよう設定してある。従って、前記可動部材５０(第３可動
部５３)が回動する経過において、該第３可動部５３がガラス板Ｄに接触することはない
。すなわち、図５に符号Ｙで示す２点鎖線(本発明に係る可動部材５０の先端が描く軌跡)
のように、前記可動部材５０の第１および第２回動軸５１ａ,５２ａを前記初期位置から
終位置(または中間位置)に移動させることで、該回動軸５１ａ,５２ａが初期位置に固定
した状態で回動した際には図４に符号Ｚで示す２点鎖線(従来の可動部材の先端が描く軌
跡)のようにガラス板Ｄに干渉する大型の可動部材５０であっても、該ガラス板Ｄに接触
することなく回動させ得る。
【００４０】
　すなわち、前記演出装置３０をガラス板Ｄから離れた位置に配設することなく前記可動
部材５０に大きな動作を行なわせ得るから、インパクトや迫力のある演出を行なうことが
できる。また、常には前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々は、前記ガラス板
Ｄに近接する初期位置に保持されるから、前記可動部材５０を遊技者に近接させることが
でき、パチンコ機Ｐ(装飾部材２０)の一部が後方に退避したような違和感を与えたり、デ
ザイン的な統一感が損なわれることはないから、遊技の興趣を低減するのは防止できる。
更に、前記演出装置３０の全体がガラス板Ｄ(すなわち遊技者)から離間する方向に移動す
ることなく、前記作動部材４１を揺動してその下方位置を後退させるだけで、前記可動部
材５０を回動させ得るから、遊技者に違和感を与えることなく演出を行なうことができる
。
【００４１】
　そして、前記ソレノイド３１を非導通状態にする(すなわち、オフにする)と、前記弾性
部材３４の弾性力および伝達部材３６の自重により該伝達部材３６が下方に移動すると共
に、前記第２アーム部４２ａ,４２ａが下方に押し上げられ、前記作動部材４１が前記傾
斜位置から前記常態位置に揺動する。そして、前記作動部材４１が傾斜位置から常態位置
に揺動すると、該作動部材４１に枢支された前記可動部材５０の第１および第２回動軸５
１ａ,５２ａの夫々は、前記ガラス板Ｄから離間する前記終位置から、該ガラス板Ｄに近
接する前記初期位置に向けて移動し、前記可動部材５０は動作前の状態に復帰する。この
ように、前記ソレノイド３１のオン・オフを行なうだけで、第１および第２回動軸５１ａ
,５２ａの夫々を前記初期位置と終位置との間で移動させて前記可動部材５０を前記ガラ
ス板Ｄに近接および離間する方向に回動させることが可能である。
【００４２】
　また、前記作動部材４１および可動部材５０の夫々に所要のキャラクタに応じた意匠を
施したことで、遊技者に親しみやすくでき、当該遊技機に対して遊技者の興趣を高め得る
。なお、前記図柄表示装置Ｋに表示される図柄等と関連付けることにより、図柄表示装置
Ｋと演出装置３０との一体感が強くなるので、より一層遊技の興趣を増大することが可能
である。そして前記第２可動部５２の回動半径を、前記第１可動部５１の回動半径より大
きく設定したことにより、第１および第２回動軸５１ａ,５２ａを前記初期位置から終位
置(または中間位置)に移動させた際には、前記第１支持孔５３ａを中心として前記第３可
動部５３が第２可動部５２により押し下げられる。従って、図４～図７に示すように、前
記第１可動部５１および第２可動部５２の夫々と、前記第３可動部５３との交差角度が徐
々に変化し、該第３可動部５３(すなわち剣)を自然に振り下ろすよう動作させ得るから、
遊技者に違和感を与えることはなく、遊技の興趣がそがれることはない。このように、前
記可動部材５０を複数の可動部５１,５２,５３で構成することで、該可動部材５０の動作
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をより複雑にし得るから、遊技の興趣が増大される。
【００４３】
　そして、前述したように、前記可動部材５０の第１および第２回動軸５１ａ,５２ａを
前記初期位置から終位置(または中間位置)に移動する際に、該可動部材５０の自重により
前記第１および第２摺動部５１ｂ,５２ｂの夫々を対応の上部ガイド面２３ａ,２４ａに沿
って摺動させるよう構成したから、該可動部材５０を回動させるための別の駆動手段を設
ける必要がなく、組み付け部品点数を少なくしてコストを低減し得ると共に、組み付け作
業性が向上する。また、前記各上部ガイド面２３ａ,２４ａの夫々をガラス板Ｄから離間
するにつれて上方傾斜するようにしたことで、自重により回動した前記摺動部５１ｂ,５
２ｂの夫々をスムーズに案内して、前記可動部材５０の動作に違和感が生じないようにで
きる。なお、前記第２摺動部５２ｂを第２上部ガイド面２４ａと下部ガイド面２８との間
に位置するよう構成したから、該第２摺動部５２ｂは両ガイド面２４ａ,２８の間に沿っ
て確実に移動される。すなわち、パチンコ機Ｐに振動等が加わったような場合であっても
、前記可動部材５０が不用意に回動するのは防止され、該可動部材５０に所定の動作を確
実に行なわせることが可能となる。
【００４４】
　更に、前記作動部材４１が前記常態位置から前記傾斜位置まで完全に揺動された際に、
前記第１および第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々と、前記第１および第２上部ガイド面２
３ａ,２４ａの夫々との摺接状態が解除されるよう設定してある。すなわち、前記第１お
よび第２回動軸５１ａ,５２ａの夫々が前記終位置に至ったときには、前記可動部材５０
は自由回動し得るようになり、前記第３可動部５３の自重により更に回動される。このと
き、前記第１および第２可動軸の夫々は、前後方向に移動しないため、該第３可動部５３
の移動軌跡(動作)が変化されて、動作の変化を楽しむことができる。
【００４５】
　また、前記第１および第２摺動部５１ｂ,５２ｂと第１および第２上部ガイド面２３ａ,
２４ａとの摺接状態が解除されて自由回動した可動部材５０は、該第１摺動部５１ｂが第
１上部ガイド面２３ａに連接する前記規制部２３ｂに当接することで回動規制されるから
、該可動部材５０が必要以上に回動するのは防止される。なお、前記作動部材４１(基部
４２)の側部に回動規制片４２ｃを突設し、該第２の規制部２３ｂに前記第２可動部５２
が当接することでも、可動部材５０の回動を規制するようにしたから、該可動部材５０が
必要以上に回動するのを規制して損傷するのを防止し得る。
【００４６】
　ところで、前記ソレノイド３１を動作した際に、前記伝達部材３６に形成したガイド突
部３７ｂが保持枠２１の案内溝４２ｂに沿って上下方向に移動するよう構成してあるから
、該伝達部材３６は確実に上下方向に移動される。従って、前記伝達部材３６の伝達用突
部３８ａ,３８ａを介して、前記作動部材４１を確実に揺動することができ、前記可動部
材５０に所望の動作を行なわせることができる。なお、前記伝達部材３６の後面に突設し
た前記突起部が前記保持枠２１(設置部２６)に摺接するようにしてあるから、該伝達部材
３６を上下方向に移動するに際し、伝達部材３６と保持枠２１(設置部２６)との接触面積
を少なくして両部材間に生ずる摩擦を低減してスムーズに移動させ得る。
【００４７】
(変更例)
　なお、遊技機の演出装置の構成としては、実施例のものに限らず、種々の変更が可能で
ある。例えば、実施例では、作動部材を揺動することにより、可動部材の回動軸をガラス
板(透明板)に近接する第１位置と、該ガラス板から離間する第２位置との間で移動するよ
う構成したが、該作動部材を平行移動することもできる。この場合には、図８～図１０に
示すように、前記プランジャ部３３が前後方向に移動するよう前記ソレノイド３１を前記
保持枠２１(設置部２６)に取り付け、該プランジャ部３３に前記作動部材４１を直接固定
する。なお、前記作動部材４１は、前記保持枠２１に枢支しないよう構成してある。従っ
て、前記ソレノイド３１への導通に対応して、前記作動部材４１が前後方向に平行移動す
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ると共に、該作動部材４１の移動に伴い前記可動部材５０に設けた前記回動軸５１ａ,５
２ａの夫々が、図８に示す前記ガラス板Ｄに近接する前記初期位置と、図１０に示すガラ
ス板Ｄから離間する終位置(第２位置)との間を移動するようになる。このように、前記作
動部材４１を平行移動させるよう構成した場合でも、可動部材５０をガラス板Ｄに接触さ
せることなく回動させることができる。すなわち、前述した実施例と同様に、演出装置３
０をガラス板Ｄから離れた位置に配設することなく前記可動部材５０に大きな動作を行な
わせ得るから、インパクトや迫力のある演出を行なうことができる。なお、図８～図１０
において、前述した実施例の演出装置と同一の部材については同一の符号を付して詳細な
説明は省略する。
【００４８】
　すなわち、前記可動部材の回動軸を、透明板に近接した第１位置と、該透明板から離間
した第２位置との間を移動させると共に、該回動軸を第１位置から第２位置に移動させる
際に、透明板に向けて可動部材が回動するよう構成し、可動部材の先端が描く回動半径を
、前記第１位置での回動軸から透明板までの離間寸法より大きく、かつ前記第２位置での
該回動軸から透明板までの離間寸法より小さく設定するようにすればよい。従って、駆動
手段に前記可動部材の回動軸を枢支して、該回動軸を前記第１位から第２位置に移動させ
るよう構成することもできる。
【００４９】
　なお、前記透明板としては、ガラス板に限らず、遊技機の前面側から演出装置を視認し
得る透明な板部材であれば、合成樹脂板も好適に採用し得る。更に、前記回動軸(作動部
材)を移動させる駆動手段や伝達部材と、作動部材や可動部材とを連繋接続する手段に関
しては、実施例のものに限られず、従来公知の各種手段を採用することが可能である。そ
して、実施例では、前記演出装置を装飾部材の上部位置に配設するようにしたが、左右両
側部あるいは下部位置であってもよく、更には遊技盤の前面側に露出する位置であれば、
任意の位置に配設するようにしてもよい。
【００５０】
　また、可動部材の左右両側に摺動部を形成するようにしたが、何れか一方にのみに摺動
部を形成することも可能である。また、実施例では、前記回動軸の前側に可動部材の重心
が位置するようにして、可動部材の前側が上方から下方に自重で回動するようにしたが、
該回動軸の後側に重心が位置するよう構成して、可動部材の前側が下方から上方に自重で
回動させてもよい。そして、前記可動部材の回動方向としては、上下方向に限られるもの
ではなく、左右方向や斜め方向に回動するよう構成してもよく、前記透明板に近接および
離間する方向に回動するよう構成すればよい。この場合には、前記ガイド面の傾斜方向を
適宜変更すればよい。また、前記ガイド面の形状を直線的に形成する構成に限らず、曲面
形状に形成するようにしてもよく、このように曲面形状に形成したガイド面を前記摺動部
が摺動することで、可動部材により一層複雑な動作をさせ得るようになる。
【００５１】
　更に、実施例では、前記第２摺動部を上部ガイド面と下部ガイド面とで挟んで案内する
よう構成したが、第１摺動部および第２摺動部の少なくとも何れか一方に対応して下部側
が摺接する下部ガイドを形成するよう構成すれば、該摺動部を確実に案内して前記可動部
材に所要の動作を行なわせることが可能となる。また、前記ガイド面の後端部に略鉛直に
連接するように前記規制部を形成したが、該ガイド面と規制部とが１８０度を超える角度
で交差するよう構成すれば、当該ガイド面の後端部で摺動部との摺接状態が解除されて、
可動部材に自由回動させ得る。更にまた、前記可動部材を自重で回動する構成に限らず、
駆動手段を可動部材に連繋接続させて可動部材を回動する構成とすることもでき、この場
合には、前記ガイド面を省略することが可能である。
【００５２】
　なお、実施例では、前記可動部材に所要のキャラクタの意匠を施して、該キャラクタが
剣を振り下ろす動作を行なわせるようにしたが、可動部材は「手」や「旗」を模したもの
であってもよく、前記作動部材や可動部材に施す意匠としては任意とすればよい。また、
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遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機等であってもよ
く、遊技盤の前側に透明板を備えた遊技機であれば、何れの遊技機でもよい。
【００５３】
(付記)
　また、本発明の具体的構成としては、以下のような限定が可能である。
(1) 請求項２～６の何れかに記載の遊技機の演出装置に関しては、前記ガイド面を、前記
透明板から離間するにつれて上方傾斜するよう形成し、前記回動軸が前記第１位置から第
２位置に移動する際には、前記可動部材の摺動部が該ガイド面の傾斜下端から傾斜上端に
向けて摺動するよう構成する。
　この構成によれば、前記ガイド面が前記透明板から離間するにつれて上方傾斜するから
、前記可動部材をスムーズに回動させることができる。
(2) 請求項５記載の遊技機の演出装置に関しては、前記ガイド面の後端部に、鉛直方向に
延在する規制部を設け、前記可動部材の前記摺動部が該ガイド面の後端部に到来した際に
、該摺動部とガイド面との摺接状態が解除されて可動部材が自由回動し、前記規制部に摺
動部が当接することで当該可動部材を位置規制する。
　この構成では、前記摺動部とガイド面との摺接状態が解除されて自由回動した可動部材
は、該摺動部が規制部に当接することで位置規制されるから、該可動部材が必要以上に回
動するのは防止される。
(3) 請求項４記載の遊技機の演出装置に関しては、前記摺動部は、前記第１可動部に形成
される第１摺動部と、前記第３可動部に形成される第２摺動部とから構成され、前記ガイ
ド面は、前記第１摺動部および第２摺動部の夫々に対応的に設けられて各摺動部の上部側
が摺接し、後端部から鉛直方向に延在する規制部を有する上部ガイドと、該第１摺動部お
よび第２摺動部の少なくとも何れか一方に対応して設けられて、摺動部の下部側が摺接す
る下部ガイドとから構成される。
　このように、摺動部を上下のガイド面で挟んで案内することで、該摺動部を確実に案内
して前記可動部材に所要の動作を行なわせることが可能となる。
(4) 請求項２～６および前記(1)～(3)の何れかに記載の遊技機の演出装置に関しては、前
記作動部材に、前記可動部材の回動を規制する第２の規制部を形成する。
　この構成によれば、前記作動部材に形成した第２の規制部により可動部材の回動が規制
されるから、必要以上に回動することによる可動部材の損傷を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施例に係る演出装置を保持枠から分離した状態を示す分解斜視図であ
る。
【図２】本実施例に係る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】本実施例に係る作動部材および可動部材を示す分解斜視図である。
【図４】本実施例に係る演出装置を示す側面図であって、作動部材を常態位置に保持する
と共に、可動部材の回動軸を初期位置に保持する状態を示す。
【図５】本実施例に係る演出装置を示す側面図であって、作動部材が常態位置から傾斜位
置に向けて揺動し、可動部材の回動軸が初期位置から中間位置に移動した状態を示す。
【図６】本実施例に係る演出装置を示す側面図であって、作動部材が常態位置から傾斜位
置に向けて揺動し、可動部材の回動軸が中間位置から終位置に移動する状態を示す。
【図７】本実施例に係る演出装置を示す側面図であって、作動部材が傾斜位置に移動し、
可動部材の回動軸が終位置に移動した状態を示す。
【図８】変更例に係る演出装置を示す側面図であって、可動部材の回動軸を初期位置に保
持した状態を示す。
【図９】変更例に係る演出装置を示す側面図であって、可動部材の回動軸が初期位置から
終位置に移動する状態を示す。
【図１０】変更例に係る演出装置を示す側面図であって、可動部材の回動軸が終位置に移
動した状態を示す。
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【符号の説明】
【００５５】
　２０　装飾部材
　２３ａ　第１上部ガイド面(ガイド面)
　２４ａ　第２上部ガイド面(ガイド面)
　２８　下部ガイド面(ガイド面)
　３１　ソレノイド(駆動手段)
　４１　作動部材
　４６　支軸(軸部)
　５０　可動部材
　５１　第１可動部
　５１ａ　第１回動軸
　５１ｂ　第１摺動部
　５２　第２可動部
　５２ａ　第２回動軸
　５２ｂ　第２摺動部
　５３　第３可動部
　Ｄ　ガラス板(透明板)
　Ｊ　遊技盤
　Ｒ　可動部材の先端が描く回動半径
　Ｘ1　第１位置での回動軸から透明板までの離間寸法
　Ｘ2　第２位置での回動軸から透明板までの離間寸法

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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