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(57)【要約】
【課題】複雑な動きをするモチーフに合わせた光と動作
の連携をさせることができる可動役物を備えた遊技機と
する。
【解決手段】遊技盤３０に、演出用の可動役物１００を
備えた遊技機１０において、可動役物は、相対する第１
部材３００及び第２部材４００と、第１部材と第２部材
の間の第１部材側に固定された発光手段６００と、を有
しており、第１部材、第２部材及び発光手段は、発光手
段の光出射方向が遊技盤の前後方向における前側となる
方向を含む方向に、一体となって回動し、かつ、第１部
材、第２部材及び発光手段が、前記した方向に一体とな
って回動することにより、発光手段の光出射方向が遊技
盤の前後方向における前側となったときに、第１部材及
び発光手段は回動しないで、第２部材が、その状態にお
ける遊技盤の前後方向の前側が第１部材に対して開く方
向に回動するように作動する。
【選択図】図２６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に、演出用の可動役物を備えた遊技機において、
　前記可動役物は、
　相対する第１部材及び第２部材と、
　前記第１部材と前記第２部材の間の前記第１部材側に固定された発光手段と、
を有しており、
　前記第１部材、前記第２部材及び前記発光手段は、該発光手段の光出射方向が前記遊技
盤の前後方向における前側となる方向を含む方向に、一体となって回動し、
　かつ、前記第１部材、前記第２部材及び前記発光手段が、前記した方向に一体となって
回動することにより、前記発光手段の光出射方向が前記遊技盤の前後方向における前側と
なったときに、前記第１部材及び前記発光手段は回動しないで、前記第２部材が、その状
態における前記遊技盤の前後方向の前側が前記第１部材に対して開く方向に回動するよう
に作動することを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は遊技機に関し、特に、発光手段を有する可動役物を備えた遊技機に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ遊技機等の遊技機の中には、電気的に作動する可動役物を有していて、
当該可動役物を用いて遊技演出を行うものがある。また、このような可動役物の中には、
電気的に作動すると共に、ＬＥＤ等を用いた発光手段を有するものもある。さらに、発光
手段を有する可動役物の中には、電気的に開閉動作する２つの開閉部材を有しており、当
該開閉部材の奥側に発光手段が配置されていて、開閉部材同士が開いたときに、奥側に配
置された発光手段が開閉部材の間から光を発するように構成されたものもある（例えば、
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－６０６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、前記した特許文献１では、可動役物が、氷をモチーフとしたものであり、その
氷をかたどった２つの開閉部材が開くように動作することで、氷が割れるという単純なイ
メージの簡単な動きとなっており、その奥側から露出した発光手段から光を発するように
なっている。したがって、露出した光にも、それほど強い印象は残らないものである。こ
れに対し、可動役物のモチーフが、氷のような特徴的な動きの少ないものでなく、動物や
アニメのキャラクタのように特徴的な動きのあるものでは、前記した特許文献１のように
発光手段から光を発するに当たって、単純に開閉部材が開閉動作するだけでは、そのイメ
ージに沿わせることができない場合がある。そのため、発光手段から光を発する際に、可
動役物のモチーフのイメージに合うように、そのモチーフに合わせたさらに複雑な動きを
させる必要があった。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、複雑な動きをするモチーフに
合わせた光と動作の連携をさせることができる可動役物を備えた遊技機を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　かかる課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の発明は、次のような特徴を有
する遊技機とした。
遊技盤に、演出用の可動役物を備えた遊技機である。
前記可動役物は、相対する第１部材及び第２部材と、前記第１部材と前記第２部材の間の
前記第１部材側に固定された発光手段と、を有している。
前記第１部材、前記第２部材及び前記発光手段は、該発光手段の光出射方向が前記遊技盤
の前後方向における前側となる方向を含む方向に、一体となって回動し、かつ、前記第１
部材、前記第２部材及び前記発光手段が、前記した方向に一体となって回動することによ
り、前記発光手段の光出射方向が前記遊技盤の前後方向における前側となったときに、前
記第１部材及び前記発光手段は回動しないで、前記第２部材が、その状態における前記遊
技盤の前後方向の前側が前記第１部材に対して開く方向に回動するように作動する。
【０００７】
　請求項１に係る発明によれば、発光手段を含めた全ての部材が一体となって回動すると
共に、その発光手段から光を発するに当たって、一部の部材のみが回動して発光手段を露
出させるようになっていることで、複雑な動きと光で動物やアニメのキャラクタのような
複雑な動きをかたどった可動役物を構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機を表面側からみた斜視図である。
【図２】同パチンコ遊技機を背面側からみた斜視図である。
【図３】同パチンコ遊技機の遊技盤の正面図である。
【図４】同パチンコ遊技機の第１可動役物の動きを説明するための第１可動役物の正面図
である。
【図５】図４の状態の第１可動役物の裏面図である。
【図６】図４の状態の第１可動役物の右側面図である。
【図７】図４の状態の第１可動役物の左側面図である。
【図８】第１可動役物の動きを説明するために図４と異なる状態を示す第１可動役物の正
面図である。
【図９】図８の状態の第１可動役物の裏面図である。
【図１０】図８の状態の第１可動役物の右側面図である。
【図１１】図８の状態の第１可動役物の左側面図である。
【図１２】第１可動役物の動きを説明するために図４及び図８と異なる状態を示す第１可
動役物の正面図である。
【図１３】図１２の状態の第１可動役物の裏面図である。
【図１４】図１２の状態の第１可動役物の右側面図である。
【図１５】図１２の状態の第１可動役物の左側面図である。
【図１６】図４の状態の第１可動役物の第１可動体及び第２可動体の正面図である。
【図１７】図４の状態の第１可動役物の第１可動体及び第２可動体の右側面図である。
【図１８】図４の状態の第１可動役物の第１可動体及び第２可動体の下面図である。
【図１９】図１６のＡ－Ａ断面図である。
【図２０】図１７のＢ－Ｂ断面図である。
【図２１】図１２の状態の第１可動役物の第１可動体及び第２可動体の正面図である。
【図２２】図１２の状態の第１可動役物の第１可動体及び第２可動体の右側面図である。
【図２３】図１２の状態の第１可動役物の第１可動体及び第２可動体の下面図である。
【図２４】図２１のＣ－Ｃ断面図である。
【図２５】図２２のＤ－Ｄ断面図である。
【図２６】図２３のＥ－Ｅ断面図である。
【図２７】同パチンコ遊技機の第１可動役物における第１発光手段の斜視図である。
【図２８】図２７の第１発光手段の右側面図である。
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【図２９】図２７の第１発光手段の下面図である。
【図３０】図２８のＦ－Ｆ断面図である。
【図３１】図２９のＧ－Ｇ断面図である。
【図３２】同パチンコ遊技機の第１可動役物におけるベース部材の斜視図である。
【図３３】図３２のベース部材の上面図である。
【図３４】図３２のベース部材の正面図である。
【図３５】図３２のベース部材の右側面図である。
【図３６】図３２のベース部材の下面図である。
【図３７】図３４のＨ－Ｈ断面図である。
【図３８】図３２のベース部材に図２７の第１発光手段を組み付けた状態の斜視図である
。
【図３９】図３８の状態のベース部材及び第１発光手段の上面図である。
【図４０】図３８の状態のベース部材及び第１発光手段の正面図である。
【図４１】図３８の状態のベース部材及び第１発光手段の右側面図である。
【図４２】図３８の状態のベース部材及び第１発光手段の下面図である。
【図４３】図４０のＩ－Ｉ断面図である。
【図４４】同パチンコ遊技機の第１可動役物における第１可動体及び第２可動体の分解斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態における遊技機について図面を参照しながら説明する。なお
、本発明の実施の形態では、遊技機としてパチンコ遊技機を例に説明している。図１は、
本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０を表面側からみた斜視図であり、図２は
、同パチンコ遊技機１０を背面側からみた斜視図である。
【００１０】
　本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０は、図１に示すように、外枠１１、前
枠１２、窓枠１３及び当該窓枠１３に覆われた遊技盤３０（後述）などを備えている。ま
た、パチンコ遊技機１０の背面には、図２に示すように、液晶ディスプレイ型の演出表示
装置３７（後述）などの表示制御や、後述する第１可動役物１００や第２可動役物２００
等の可動役物及び後述する第１発光手段６００や第２発光手段７００を含むＬＥＤ等の発
光手段などによる遊技演出の制御を行う制御手段としての表示演出サブ基板２１、各種遊
技音の出力制御を行う音サブ基板２２、入賞時におけるパチンコ遊技機１０の動作等を含
むパチンコ遊技機１０の主要な動作を制御する主基板２３、パチンコ球（遊技球）の払い
出し動作を制御する払出基板２４、各基板等に電源を供給する電源基板２５等の各種基板
が例えば透明ケースに収納された状態で取り付けられている。
【００１１】
　具体的に、外枠１１は、パチンコホールの台島に設置されており、図１に示すように、
前後面が開口するように四角筒状に形成されている。前枠１２は、外枠１１の前端面に左
側辺部の垂直な軸を中心に回動可能に装着されている。また、この前枠１２の前面下部に
は、上面が開口する下皿１４と、上面が開口する上皿１５とが固定されている。
【００１２】
　下皿１４の右端周辺にはハンドル台１６が固定されており、ハンドル台１６には発射ハ
ンドル１９が回動自在に装着されている。この発射ハンドル１９の後方には発射モータが
固定されており、発射モータの回転軸には打球槌が連結されている。この発射モータは打
球槌の駆動源に相当するものであり、発射ハンドル１９が回動操作されたときには発射モ
ータに駆動電源が供給される。その結果、打球槌が駆動して上皿１５内のパチンコ球が弾
き出される。
【００１３】
　窓枠１３は前枠１２の前面に装着されている。この窓枠１３には円形孔状の窓部１７が
形成されており、窓部１７の内周面には透明なガラスやアクリル等からなる透明板１７ａ
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が固定されている。この窓枠１３の左上隅部及び右上隅部の裏面には、遊技音を出力する
スピーカ１８が固定されている。また、窓枠１３には複数の装飾ＬＥＤが固定されている
。
【００１４】
　上述の遊技盤３０は、前枠１２の後面に装着されている。以下、この遊技盤３０及び遊
技盤３０に備えられる各構成部材について図３を参照して詳細に説明する。図３は、本発
明の実施の形態における遊技盤３０の正面図である。この遊技盤３０は、上述のように前
枠１２の後面に装着されており、窓枠１３の透明板１７ａに前方から覆われている。
【００１５】
　遊技板３１は、その板面（遊技盤３０の盤面）等に遊技盤３０の有する各構成部材を固
定するための板である。ガイドレール３２は、この遊技板３１の表面側に固定されて、こ
の遊技板３１上に、パチンコ球の発射通路３１ａと遊技領域３１ｂとを形成する。遊技領
域３１ｂには複数の障害釘（図示省略）が打ち込まれている。上述の打球槌が弾いたパチ
ンコ球は、発射通路３１ａを通して遊技領域３１ｂ内に放出される。そして、遊技領域３
１ｂ内に放出されたパチンコ球は障害釘に当りながら転動して遊技領域３１ｂ内を落下す
る転動遊技を行う。
【００１６】
　遊技盤３０のほぼ中央部には、センター役物と呼ばれる装飾演出手段が設けられている
。本実施の形態におけるセンター役物は、カラー液晶ディスプレイ等を用いた演出表示装
置３７と、その周りに配置された装飾部材等で構成されている。このうち、演出表示装置
３７は、大当り遊技状態を発生させるか否かの判定結果に基づき変動演出表示を行う広い
面積の表示画面３７ａを有している。
【００１７】
　また、演出表示装置３７の上方には、可動体が電気的に作動する、本発明の可動役物及
びキャラクタ型役物としての第１可動役物１００が配置されている。また、演出表示装置
３７の右側方には、可動体が電気的に作動する第２可動役物２００が配置されている。
【００１８】
　第１可動役物１００は、演出表示装置３７の表示画面３７ａで行われる変動演出表示な
どのパチンコ遊技機１０の演出制御に応じて作動することで遊技の演出を行うようになっ
ている。本実施の形態の第１可動役物１００は、龍の頭及び胴体を模した複数の可動体を
有している。そして、この第１可動役物１００は、後述する駆動源としてのアクチュエー
タ１０１（ソレノイド、モータ等からなり、本実施の形態ではモータ）に電気的に駆動さ
れて、龍の頭部及び上顎を模した第１部材及び装飾体としての第１可動体３００、龍の下
顎を模した第２部材としての第２可動体４００、龍の胴体を模した第３可動体５００が、
少なくとも往復駆動（本実施の形態ではパチンコ遊技機１０の上下方向への往復駆動）又
は回動駆動するように構成されている。また、本実施の形態では、前記した装飾体として
の第１可動体３００と第２可動体４００で、龍のキャラクタ型役物である第１可動役物１
００におけるキャラクタ（龍）の目を含む装飾物としての顔部分を構成している。なお、
第１可動役物１００の構成及びその動きの詳細については後述する。
【００１９】
　第２可動役物２００は、第１可動役物１００と同様に、演出表示装置３７の表示画面３
７ａで行われる変動演出表示などのパチンコ遊技機１０の演出制御に応じて作動すること
で遊技の演出を行うようになっている。本実施の形態の第２可動役物は、龍の胴体を模し
た可動体を有している。そして、この第２可動役物２００は、図示しない駆動源としての
アクチュエータ（ソレノイド、モータ等からなり、本実施の形態ではモータ）に電気的に
駆動されて、龍の胴体を模した可動体が、スライド駆動又は回動駆動するように構成され
ている。なお、本実施の形態ではパチンコ遊技機１０の上下方向を軸方向として回動駆動
するようになっている。
【００２０】
　また、演出表示装置３７の左側方及び左上方には、第１固定演出部材３８が配置されて
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いる。本実施の形態の第１固定演出部材３８は、龍の胴体及び尻尾を模した形状に形成さ
れている。このように、本実施の形態では、龍の頭及び胴体を模した第１可動役物１００
、龍の胴体を模した第２可動役物２００、龍の胴体及び尻尾を模した第１固定演出部材３
８を、演出表示装置３７の周囲に配置することにより、これらの可動役物及び固定演出部
材で演出表示装置３７の周囲を１匹の龍が囲んでいるような状態を表現している。
【００２１】
　また、第２可動役物２００のさらに右側方には、第２固定演出部材３９が配置されてい
る。また、演出表示装置３７の下方には、パチンコ球を始動入賞口３３に入賞し易くなる
ように誘導する誘導路を始動入賞口３３の真上に設けた、略水平面で構成されたステージ
３６が配置されている。このステージ３６には、遊技領域３１ｂの途中から第１固定演出
部材３８内に設けられたワープ通路（図示省略）に入ったパチンコ球が誘導されるように
構成されている。
【００２２】
　また、遊技領域３１ｂ内において、演出表示装置３７の下方には始動入賞口３３が配置
されている。この始動入賞口３３は、パチンコ球が入賞することによって、遊技者に有利
な大当り遊技状態を発生させるか否かの判定を行う起点となるものであり、上方に開口す
るポケット状に形成されており、開閉可能な一対の可動片３３ｘを備えている。始動入賞
口３３は、可動片３３ｘが閉塞されているときには開口面積が小さくなってパチンコ球が
入賞し難くなり、可動片３３ｘが開放されているときには開口面積が大きくなってパチン
コ球が入賞し易くなる。
【００２３】
　また、始動入賞口３３の下方には、大入賞口３４が配置されている。この大入賞口３４
は図示しないアクチュエータの作動により開閉する開閉扉３４ａを備えており、この開閉
扉３４ａは、遊技状態が大当り遊技状態になると開口し、その際には大入賞口３４が上方
に向かってポケット状に幅広く開口し、多数のパチンコ球が同時かつ連続的に大入賞口３
４に入賞可能となる。
【００２４】
　また、遊技領域３１ｂ内の所定位置には、パチンコ球が入賞可能な一般入賞口３５が上
方に開口するポケット状に形成されている（本実施の形態では、遊技領域３１ｂの左下部
に複数の一般入賞口３５が形成されている）。
【００２５】
　次に、第１可動役物１００の構成及びその動きについて、図４～図１５を参照して、詳
細に説明する。図４～図７は、本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０の第１可
動役物１００のスライダ１０５が最も上方に位置しているときの様子を示す正面図、裏面
図、一部断面を有する右側面図、一部断面を有する左側面図である。図８～図１１は、本
発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０の第１可動役物１００のスライダ１０５が
中間位置に位置しているときの様子を示す正面図、裏面図、右側面図、左側面図である。
図１２～図１５は、本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０の第１可動役物１０
０のスライダ１０５が最も下方に位置しているときの様子を示す正面図、裏面図、右側面
図、左側面図である。
【００２６】
　なお、図４～図１５については、便宜上、実際の構成を簡略化したり省略したりして図
示している箇所がある。例えば、図４～図１５における第１可動体３００、第２可動体４
００及び第３可動体５００については、図３や図１６～２６に比べて簡略化して図示して
いる。また、図４～図１５では、後述する第１発光手段６００及び第２発光手段７００の
図示を省略している。
【００２７】
　第１可動役物１００は、図４～図７に示すように、種々の部材が取り付けられてスライ
ダ１０５と共に往復移動しないスライダベースとしての本体板１１５と、この本体板１１
５に取り付けられ、表示演出サブ基板２１からの指示を受け、かつ、電源基板２５からの
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電源供給を受けて電気的に駆動する駆動源としてのアクチュエータ１０１（本実施の形態
ではモータ）と、本体板１１５に取り付けられ、アクチュエータ１０１によりスライダ１
０５を往復駆動させるスライド機構１０６と、スライダ１０５に取り付けられ、当該スラ
イダ１０５と共に往復移動する、龍の下顎を模した第２部材としての第２可動体４００と
、第２可動体４００に取り付けられると共に作動連結され、スライダ１０５及び第２可動
体４００と共に往復移動し、第２可動体４００を非電気的に回動駆動させる回動機構とし
ての第２歯車機構１０７とを有している。また、第１可動役物１００には、第２可動体４
００の他、龍の頭部及び上顎を模した第１部材及び装飾体としての第１可動体３００、龍
の胴体を模した第３可動体５００を有しており、これら３つの可動体が動くことで龍の頭
及び胴体が動く様子を表現している。また、第１可動役物１００には、第２歯車機構１０
７の他に、第１歯車機構１３４を有している。
【００２８】
　スライド機構１０６は、本体板１１５の裏面側に、所定方向に往復駆動される略板状の
スライダ１０５を有しており、本実施の形態のスライダ１０５は、パチンコ遊技機１０の
上下方向に往復駆動されるように形成されている。本実施の形態のスライダ１０５には、
上下方向が長手方向となる複数（ここでは、３箇所）の長孔１１７，１１８，１１９が形
成されており、本体板１１５からその裏面側に突設された係止突部１２０，１２１，１２
２が、長孔１１７，１１８，１１９に対して上下動可能に挿通されている。また、それと
同時に、係止突部１２０，１２１，１２２が長孔１１７，１１８，１１９に挿通された状
態で長孔１１７，１１８，１１９から抜けないようにされている（本実施の形態では、係
止突部１２０，１２１，１２２の頭部分が抜け防止用に他の部分より幅広に形成されてい
る）。これらにより、スライダ１０５が本体板１１５に対して上下動可能で、かつ、外れ
ないように係止されている。また、スライダ１０５の所定位置（本実施の形態では、下方
中央部分）には、その裏面側に向けて突設された突部１１６を有しており、後述するリン
ク部材１１１の係合部１１４が係合するようになっている。
【００２９】
　また、スライド機構１０６は、アクチュエータ１０１の回転軸に取り付けられて本体板
１１５の裏面側に位置する歯車１０８と歯合して回転する歯車１０９を、同じく本体板１
１５の裏面側に有しており、当該歯車１０９の前面側の表面の周縁部には、歯車１０９の
回転に応じて円移動する突部１１０が突設されている。また、スライド機構１０６は、本
体板１１５の裏面側に細長い略板状のリンク部材１１１を有しており、所定の支点１１２
を中心として本体板１１５に対して回動可能に配置されている。このリンク部材１１１の
一端部には、歯車１０９の突部１１０が丁度挿通可能な大きさの長孔１１３が形成されて
おり、当該長孔１１３に挿通された突部１１０が長孔１１３内を摺動可能に構成されてい
る。また、リンク部材１１１の他端部には、スライダ１０５の突部１１６に固定されるこ
となく係合する（回動及び外れない程度の摺動が可能に係合している）略Ｕ字状の係合部
１１４が形成されている。
【００３０】
　そして、図４及び図５→図８及び図９→図１２及び図１３の順に示すように、アクチュ
エータ１０１の駆動に応じて歯車１０９がパチンコ遊技機１０の前面側から見て右回り方
向に回転すると、突部１１０がパチンコ遊技機１０の前面側から見て右回り方向に円移動
し、この突部１１０が、挿通された長孔１１３内を摺動しながら、この長孔１１３を一端
部に有するリンク部材１１１を、支点１１２を中心に上下方向の所定の幅をもって回動さ
せる。これにより、リンク部材１１１の他端部に形成された略Ｕ字状の係合部１１４が、
例えばテコやシーソーのように、一端部とは逆向きの上下方向に所定の幅をもって回動す
る。この上下方向に所定の幅をもった係合部１１４の回動により、係合部１１４に係合さ
れた突部１１６を上下方向に往復移動させ、その結果、突部１１６が形成されたスライダ
１０５を上下方向に往復駆動させるようになっている。
【００３１】
　さらに、スライダ１０５の中央部分の辺りの本体板１１５には、所定大きさ及び所定形
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状の開口部１２５が設けられており、また、スライダ１０５の前面側には、龍の頭部及び
上顎を模した第１可動体３００及び龍の下顎を模した第２可動体４００を支持するための
右側可動体支持部１２３及び左側可動体支持部１２４が設けられており、この右側可動体
支持部１２３及び左側可動体支持部１２４が本体板１１５の開口部１２５を介して、本体
板１１５の前面側にまで達している。本体板１１５の前面側の右側可動体支持部１２３及
び左側可動体支持部１２４には、その最前部に、後述する軸及び第１可動役物１００の動
作用の回動軸としての右側外軸１４７並びに軸及び第１可動役物１００の動作用の回動軸
としての左側外軸１４８（以下、右側外軸１４７と左側外軸１４８の双方を指すときには
軸及び回動軸として外軸１４７，１４８と言うものとする）が設けられており、右側外軸
１４７に設けられた右側内軸貫通孔１４５及び左側外軸１４８に設けられた左側内軸貫通
孔１４６の双方に内軸１３０が貫通する構成となっている（図６、図７、図４４等に図示
）。
【００３２】
　第１可動体３００は、外軸１４７，１４８に対して回動可能となるように、右側可動体
支持部１２３及び左側可動体支持部１２４に取り付けられている。また、図４４に示すよ
うに、第２可動体４００は、第１可動体３００の外軸１４７，１４８に対する回動とは必
ずしも連動せず、内軸１３０を挿通させた第２可動体右側孔片４０２及び第２可動体左側
孔片４０３を中心として、内軸１３０に対して回動可能に取り付けられている。また、図
１７～図２０に示して後で詳述するように、第１可動体３００と第２可動体４００の間の
第１可動体３００側には、双方の可動体３００，４００の間から遊技者に向かって白色の
光を発する第１発光手段６００が固定されている。これらにより、第１発光手段６００が
固定されて龍の頭部及び上顎を模した第１可動体３００並びに龍の下顎を模した第２可動
体４００が、スライダ１０５と共に上下移動するように構成されている。
【００３３】
　また、第１可動役物１００には、図６に示すように、本体板１１５に配置されたラック
１３１と、右側可動体支持部１２３に配置されてスライダ１０５と共にパチンコ遊技機１
０の上下方向に往復駆動し、ラック１３１と歯合するピニオンギア１３２とで構成される
ラックアンドピニオン機構を有し、かつ、内軸１３０が挿通されて第１可動体３００に固
定され、その第１可動体３００の回動と共に回動し、ピニオンギア１３２と歯合する略１
／４円形状のスパーギア１３３を有する第１歯車機構１３４が設けられている。この第１
歯車機構１３４では、スライド機構１０６によるスライダ１０５の上方から下方へのスラ
イド駆動に伴い、ピニオンギア１３２がラック１３１に歯合して図６における左回り方向
に回転しながら上方から下方へ移動する。すると、ピニオンギア１３２の回転に伴い、ス
パーギア１３３及び第１可動体３００が図６における右回り方向に回転する。
【００３４】
　その結果、図６→図１０→図１４の順に示すように、スライダ１０５が上方から下方に
スライド駆動すると、これに伴い、龍の頭部及び上顎に模した第１可動体３００が図６、
図１０、図１４における右回り方向に回転して、龍の頭が徐々に下を向いた状態から正面
を向く状態に起きてくるような様子を表現するようになっている。また、ピニオンギア１
３２が所定の最下部まで達すると、スライド機構１０６により、再びピニオンギア１３２
が上方に移動するようになっており、これにより、正面を向いた龍の頭が徐々に下を向く
状態となるようにされている。
【００３５】
　なお、図４４に示すように、ピニオンギア１３２は、右側可動体支持部１２３の所定位
置から遊技盤３０の左右方向における右側に突出形成されたピニオンギア固定孔部１５１
に対して挿通し、その後にピニオンギア用カラー１４２を嵌め、さらにネジＮをピニオン
ギア固定孔部１５１の孔に螺合させることで、右側可動体支持部１２３に位置固定する構
成となっている。また、図４４に示すように、スパーギア１３３は、内軸１３０を、当該
スパーギア１３３に形成されたスパーギア貫通孔１３９に通し、当該スパーギア１３３の
側面に形成された図示しないスパーギア突起をスパーギア突起挿入孔３２５に挿入してス
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パーギア１３３を第１可動体３００の一の部材としてのベース部材３１０に位置決めした
後、Ｅリングからなる止め輪Ｒにより抜け止めをすることで、第１可動体３００のベース
部材３１０に位置固定する構成となっている。なお、スパーギア１３３の位置固定に関す
る箇所については、後で詳述する。
【００３６】
　また、第２可動体４００には、パチンコ遊技機１０の裏面側の位置に重り４０１が設け
られており、この重り４０１の重さで第２可動体４００には、内軸１３０を中心として図
６、図１０、図１４における右回り方向に回転しようとする力が常に働いている。その結
果、後述するストッパ１４０が同じく後述する突起部１４１の位置を下方に向かって通過
するまでは、龍の下顎を模した第２可動体４００が龍の頭部及び上顎を模した第１可動体
３００に沿うようになっており、龍が口を閉じた状態となるようにされている。また、第
１可動体３００には、前記したように第１発光手段６００が固定されていて、第１可動体
３００、第２可動体４００及び第１発光手段６００が一体となって、前記したように回動
するようになっており、この第１可動体３００、第２可動体４００及び第１発光手段６０
０が一体となって回動する際の回動方向は、第１発光手段６００の光出射方向が、遊技盤
３０の前後方向における前側となる方向（矢印Ｐで示す方向。以下、パチンコ遊技機１０
の前方を示す場合も含めて、前方Ｐという。）を含む方向となっている。本実施の形態で
は、龍の頭が下を向いた状態と、第１発光手段６００の光出射方向が遊技盤３０の前後方
向における前側となる龍の頭が正面を向く状態との間を、一体となって回動するようにな
っている。
【００３７】
　なお、前記した重り４０１の換わりにばね等の弾性手段を備えており、この弾性手段で
第２可動体４００を、内軸１３０を中心として図６、図１０、図１４における右回り方向
に回転する方向に付勢し、これにより、龍の下顎を模した第２可動体４００が龍の頭部及
び上顎を模した第１可動体３００に沿うようになって、龍が口を閉じた状態となるように
なっていても良い。
【００３８】
　また、第１可動役物１００には、図７に示すように、左側可動体支持部１２４に配置さ
れた第１歯車１３６と、同じく左側可動体支持部１２４に配置され、第１歯車１３６と歯
合する第２歯車１３７と、内軸１３０及び左側外軸１４８に配置され、内軸１３０に対し
て回動可能に取り付けられた第２可動体４００と共に回動するように第２可動体４００に
固定され、第２歯車１３７と歯合する第３歯車１３８とを有する回動機構としての第２歯
車機構１０７が設けられている。
【００３９】
　なお、図４４に示すように、第１歯車１３６は、左側可動体支持部１２４の所定位置か
ら遊技盤３０の左右方向における左側に突出形成された第１歯車固定孔部１５２に対して
挿通し、その後に第１歯車用カラー１４４を嵌め、さらにネジＮを第１歯車固定孔部１５
２の孔に螺合させることで、左側可動体支持部１２４に位置固定する構成となっている。
また、図４４に示すように、第２歯車１３７は、左側可動体支持部１２４の別の所定位置
から遊技盤３０の左右方向における左側に突出形成された第２歯車固定孔部１５３に対し
て挿通し、その後に第２歯車用カラー１４３を嵌め、さらにネジＮを第２歯車固定孔部１
５３の孔に螺合させることで、左側可動体支持部１２４に位置固定する構成となっている
。
【００４０】
　この第２歯車機構１０７における第１歯車１３６には、当該第１歯車１３６とパチンコ
遊技機１０の左右方向において重なる位置に、スライダ１０５に回動可能に取り付けられ
るとともに回動体としての第２可動体４００に作動連結され、入力された回動力を第２可
動体４００に伝達するための動力伝達部材としての突起状のストッパ１４０が回動可能に
形成されている。また、この第２歯車機構１０７は、他の歯車とは独立したフリー状態と
なっており、スライダベースとしての本体板１１５に設けられ、スライダ１０５がそのス
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ライダ１０５の往復移動経路の特定位置を通過する際に、動力伝達部材としてのストッパ
１４０に対して当接してストッパ１４０を回動させることで、ストッパ１４０に対して回
動力を入力する当接部としての突起部１４１（後述）が形成された特定位置に達するまで
は、スライド機構１０６や第１歯車機構１３４が動いても連動して動かないようになって
いる。なお、突起部１４１は、スライダ１０５と共に往復移動しない箇所である、本体板
１１５に設けられている。また、ストッパ１４０は、その往復移動の途中の突起部１４１
が形成された特定位置で当該突起部１４１と当接する箇所に形成されている。
【００４１】
　しかし、スライド機構１０６のスライド駆動によりスライダ１０５が上方から下方へス
ライドし、図１１に示すように、第１歯車１３６が本体板１１５に設けられた突起部１４
１の形成された特定位置に達することをきっかけとして、第１歯車１３６に形成されたス
トッパ１４０が上方から突起部１４１に当接し、そのままスライダ１０５が下方へスライ
ドすることで、図１５に示すように、突起部１４１がストッパ１４０及び第１歯車１３６
を図７における右回り方向に回転させ、これに伴い、第１歯車１３６と歯合する第２歯車
１３７が図７における左回り方向に回転し、これに伴い、第３歯車１３８及びこれに固定
された第２可動体４００が図７における右回り方向に回転する。その結果、図７→図１１
→図１５の順に示すように、スライダ１０５が上方から下方にスライド駆動し、ストッパ
１４０が突起部１４１の形成された位置を通過することで、第１可動体３００と第２可動
体４００とが相対回動する、すなわち、龍の頭部及び上顎を模した第１可動体３００及び
第１発光手段６００は回動しないで、龍の下顎に模した第２可動体４００が図７、図１１
、図１５における右回り方向に非電気的に回動し、龍の頭がほぼ正面を向いた状態で第１
発光手段６００の光出射方向が遊技盤３０の前後方向における前方Ｐ側になったときに、
急に第２可動体４００が、その状態における遊技盤３０の前後方向の前方Ｐ側が第１可動
体３００に対して開く方向に回動して、下顎が開いて龍が口を大きく開いたような様子を
表現するようになっている。なお、スライド機構１０６の可動範囲に基づき、スライダ１
０５が最も下方に位置した場合でもストッパ１４０は突起部１４１を完全には通過しない
ように構成されており、突起部１４１に対してストッパ１４０が下方から当接することは
ないようになっている。
【００４２】
　また、スライド機構１０６のリンク部材１１１の長孔１１３と支点１１２の間の所定位
置には、略板状の押上部１２６が形成されており、リンク部材１１１の回動に伴い、この
押上部１２６が上下移動するようになっている。また、龍の胴体を模した第３可動体５０
０は、パチンコ遊技機１０の左右方向に延びる形状となっており、本体板１１５の前面側
において、左右方向の一端部に設けられた支点１２７を中心として回動可能に形成されて
いる。また、支点１２７と左右方向の逆方向の所定位置には、本体板１１５に上下方向に
延びる長孔１２８が形成されており、本体板１１５の裏面側におけるこの長孔１２８が形
成された位置には、前記したリンク部材１１１の押上部１２６が下側から当接する被押上
部１２９が形成されている。そして、被押上部１２９は長孔１２８を介して本体板１１５
の前面側の第３可動体５００に固定されており、図４及び図５→図８及び図９→図１２及
び図１３の順に示すように、リンク部材１１１の回動により押上部１２６が上下動するの
に伴い、被押上部１２９を長孔１２８に沿って上下動させ、これにより、第３可動体５０
０を支点１２７を中心として上下方向に回動させるようになっている。
【００４３】
　次に、第１可動役物１００における装飾物としての第１可動体３００及び第２可動体４
００、そのうちの第１部材及び装飾体としての第１可動体３００、発光手段としての第１
発光手段６００、発光手段としての第２発光手段７００及びこれらに関係する部材の構成
及びその動き等について、図１６～図４４を参照して、さらに詳細に説明する。
【００４４】
　図１６～図２０は、本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０の第１可動役物１
００のスライダ１０５が最も上方に位置しているときの第１可動体３００及び第２可動体
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４００の正面図、右側面図、下面図、Ａ－Ａ断面図、Ｂ－Ｂ断面図である。図２１～図２
６は、本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０の第１可動役物１００のスライダ
１０５が最も下方に位置しているときの第１可動体３００及び第２可動体４００の正面図
、右側面図、下面図、Ｃ－Ｃ断面図、Ｄ－Ｄ断面図、Ｅ－Ｅ断面図である。図２７～図３
１は、本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０の第１可動役物１００における第
１発光手段６００の斜視図、右側面図、下面図、Ｆ－Ｆ断面図、Ｇ－Ｇ断面図である。図
３２～図３７は、本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０の第１可動役物１００
におけるベース部材３１０の斜視図、上面図、正面図、右側面図、下面図、Ｈ－Ｈ断面図
である。図３８～図４３は、本発明の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０の第１可動
役物１００におけるベース部材３１０に第１発光手段６００を組み付けた状態の斜視図、
上面図、正面図、右側面図、下面図、Ｉ－Ｉ断面図である。図４４は、本発明の実施の形
態におけるパチンコ遊技機１０の第１可動役物１００における第１可動体３００及び第２
可動体４００の分解斜視図である。
【００４５】
　なお、以下の説明において、第１可動役物１００の第１可動体３００、第１発光手段６
００、第２発光手段７００及びこれらに関係する部材に関して、上下左右前後の方向を指
示する際には、特に記載のない限り、第１可動体３００が遊技盤３０の正面を向いている
状態（図２１～図２６に示す状態）を基準に説明するものとする。
【００４６】
　第１可動役物１００は、前記したように、外軸１４７，１４８を中心に回動する龍の頭
部及び上顎を模した第１部材及び装飾体としての第１可動体３００と、内軸１３０を中心
として回動する龍の下顎を模した第２部材としての第２可動体４００とを備えており、こ
の第１可動体３００と第２可動体４００とで装飾物としての龍の顔部分を構成している。
当該顔部分は、遊技者側たるパチンコ遊技機１０の前方Ｐから視認可能に配置され、かつ
、前方Ｐに向かって突出する立体形状を成している。また、顔部分は、図２１，２２等に
示すように、第１可動体３００と第２可動体４００により、その前面３０２から右側面３
０３と左側面３０４の両側面に掛けて立体的に延在する開口３０５が形成されている。そ
して、その開口３０５の奥側（パチンコ遊技機１０の後方（矢印Ｑで示す方向、以下後方
Ｑという））には、発光手段としての第１発光手段６００を収容してその空間内から前方
Ｐへと光を出射する、第１可動体３００と第２可動体４００とで挟まれた収容空間（発光
空間）３０６が形成されている。そして、第１可動体３００と第２可動体４００とが表示
演出サブ基板２１の指示に応じて、遊技盤３０の前後方向における後方Ｑ側の部分で相対
的に回動することで、遊技の演出として、当該第１可動体３００と第２可動体４００との
遊技者側たる前方Ｐ側の部分が龍の口を開閉するような開閉動作を行うものである。なお
、本実施の形態では、装飾物としての第１及び第２可動体３００，４００において開口３
０５の奥側に形成された収容空間３０６と、可動役物としての第１可動役物１００におい
て第１部材としての第１可動体３００と第２部材としての第２可動体４００とで挟まれた
発光空間３０６は同じ空間を指すものとし、以下においては、収容空間又は発光空間のど
ちらか一方の名称を記載して説明するものとする。
【００４７】
　本実施の形態では、外軸１４７，１４８及び内軸１３０は、第１可動役物１００の第１
可動体３００のベース部材３１０の下部における、前記収容空間３０６内に配置されてお
り、第１発光手段６００の第１導光部材６５０（後述）の光軸Ｋ１と直交する方向に配置
されている。また、本実施の形態の外軸１４７，１４８及び内軸１３０は、軸方向が遊技
盤３０の盤面（遊技板３１の板面）と平行かつ水平（すなわち、遊技盤３０の左右方向に
平行）に配置されているため、第１可動体３００及び第２可動体４００は鉛直方向に開閉
するように回動するようになっている。以下、それぞれの部材等について、詳細に説明す
る。
【００４８】
　第１可動体３００は、図１６等に示すように、内部が空洞の装飾体であり、その表面に
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立体形状の装飾部３０１を有している。装飾物及び装飾体としての第１可動体３００は、
ベース部材３１０と、光源，第２光源としての右側第２光源７１２及び光源，第２光源と
しての左側第２光源７１３の光を前方から視認可能に透過する光透過部材としての右側第
２光透過部材７２０及び左側第２光透過部材７３０と、ベース部材３１０にそれぞれ組み
付けられることで右側第２光透過部材７２０及び左側第２光透過部材７３０とで装飾部３
０１を完成させる複数の構成部材とを有している。
【００４９】
　詳述すると、この第１可動体３００は、図４４に示すように、一の部材としてのベース
部材３１０に、頭部材３３０、鼻部材３４０、右側髭部材３５０、左側髭部材３６０、牙
部材３７０、右頬部材３８０、左頬部材３９０等の複数の構成部材（以下、これらを顔パ
ーツ部材という）及び発光手段としての第２発光手段７００における光透過部材としての
右側第２光透過部材７２０及び左側第２光透過部材７３０等がそれぞれ直接的及び間接的
に組み付けられ、また、これらの部材同士の一部が互いに組み付けられて、前記した立体
形状の装飾部３０１を形成している。また、ベース部材３１０には、発光手段としての第
１発光手段６００が支持固定されている。
【００５０】
　ベース部材３１０は、第１可動体３００の土台となる略板状の部材であり、図３２～図
３７に示すように、光透過性（透光性）を有する材料であるアクリル樹脂等のプラスチッ
ク（本実施の形態では、無色透明のアクリル樹脂）で形成されている。このベース部材３
１０には、他方側としての上面から一方側としての下面に貫通するように、鼻部材３４０
を固定するための第１孔部３１１、鼻部材３４０及び第１発光手段６００の導光透過部材
６２０（後述）を固定するための第３孔部３１３、頭部材３３０を固定するための第４孔
部３１４及び第５孔部３１５、右頬部材３８０及び左頬部材３９０を固定するための第２
孔部３１２、第６孔部３１６及び第７孔部３１７を備えている。
【００５１】
　また、ベース部材３１０の上面には、第１発光手段６００の第１光源部材６１０（後述
）を収納配置して支持するスリット状の第１光源部材収納部３１８、第２発光手段７００
の第２光源部材７１０（後述）を収納配置するスリット状の第２光源部材収納部３１９を
備えている。さらに、ベース部材３１０の下面には、内軸１３０を、第２可動体４００の
第２可動体左側孔片４０３、第３歯車１３８、左側外軸１４８の左側内軸貫通孔１４６、
第２可動体４００の第２可動体右側孔片４０２及び右側外軸１４７の右側内軸貫通孔１４
５に挿通させた状態の外軸１４７，１４８を、湾曲部６７０を有する軸受部材としての台
座６３０（後述）と共に、ベース部材３１０に沿って回動可能に保持する断面略円弧状の
溝からなるベース部材側外軸受３２１を備えている。そして、収容空間３０６内に配置さ
れた外軸１４７，１４８と、収容空間３０６に配置されて外軸１４７，１４８に沿う湾曲
部６７０を有する軸受部材としての台座６３０と、ベース部材側外軸受３２１等で、第１
可動役物１００の第１可動体３００と第２可動体４００との回動軸受構造（軸受構造）１
０２を構成している。
【００５２】
　また、ベース部材３１０の下面側の遊技盤３０正面からみた右端には、前記した内軸１
３０を挿通した状態の右側外軸１４７を挿通して外軸１４７，１４８、第２可動体４００
等の第１可動体３００に対する位置決めを行う外軸挿通孔３２０を備えている。なお、こ
の外軸挿通孔３２０に挿通させた右側外軸１４７における右側内軸貫通孔１４５からは、
内軸１３０の先端が突出するようになっており、この内軸１３０の先端を、スパーギア１
３３に形成されたスパーギア貫通孔１３９に通し、当該スパーギア１３３の側面に形成さ
れた図示しないスパーギア突起を外軸挿通孔３２０付近の対応する位置に形成されたスパ
ーギア突起挿入孔３２５に挿入してスパーギア１３３を第１可動体３００のベース部材３
１０に位置決めした後、Ｅリングからなる止め輪Ｒにより抜け止めをすることで、外軸１
４７，１４８、第２可動体４００等を第１可動体３００に対して位置固定するようになっ
ている。
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【００５３】
　またさらに、ベース部材３１０はその他方側としての上面に、光透過部材，第２光透過
部材としての右側第２光透過部材７２０及び光透過部材，第２光透過部材としての左側第
２光透過部材７３０を同一材質で一体成形している。この右側第２光透過部材７２０及び
左側第２光透過部材７３０は、龍のキャラクタ型役物である第１可動役物１００の装飾物
としての顔部分（装飾体としての第１可動体３００及び第２可動体４００の双方で構成）
の目（ここでは両目）を構成して、第２光源部材７１０と共に、表示演出サブ基板２１の
各種の指示に応じて龍の目を光らせるように発光する第２発光手段７００を構成するもの
であり、龍の両目を模した曲面形状の光透過性（透光性）を有する状態（本実施の形態で
は、無色透明）となっている。この第２発光手段７００では、第２光源部材７１０が、表
面又は内部に電気配線が組み込まれた基板として第２光源基板７１１を有しており、この
第２光源基板７１１における遊技盤３０の前後方向の前方Ｐ側の所定位置に、装飾部３０
１の一部を構成する右側第２光透過部材７２０及び左側第２光透過部材７３０を光らせる
ために第１の色調とは異なる第２の色調の光（第１の色調の光については後述する）とし
ての赤色の光を発する赤色ＬＥＤからなる光源，第２光源としての右側第２光源７１２と
同じく光源，第２光源としての左側第２光源７１３を備えている。また、第２光源基板７
１１における遊技盤３０の前後方向の後方Ｑ側の所定位置に、右側第２光源７１２と左側
第２光源７１３に点灯消灯の電気信号を伝達する外部からの電気配線を接続する第２光源
コネクタ７１４を備えている。
【００５４】
　そして、第２光源部材７１０が第２光源部材収納部３１９に収納された状態で、丁度、
右側第２光源７１２と左側第２光源７１３が、それぞれ装飾体としての第１可動体３００
における装飾部３０１の右側第２光透過部材７２０と左側第２光透過部材７３０の裏側で
ある遊技盤３０前後方向における真後ろに配置されるように構成されている。これにより
、右側第２光源７１２と左側第２光源７１３に電気信号が送られて双方の光源７１２，７
１３が点灯すると、その光源７１２，７１３からの第２の色調の光としての赤色の光が、
右側第２光透過部材７２０における裏面７２１と、左側第２光透過部材７３０における裏
面７３１から入射して、入射した光が透過して右側第２光透過部材７２０の遊技者と相対
する表面７２２と左側第２光透過部材７３０の遊技者と相対する表面７３２から出射され
ることになる。その結果、光源７１２，７１３の光が右側第２光透過部材７２０及び左側
第２光透過部材７３０を介して透過して、遊技者側に赤色の光が出射され、遊技者から龍
の両目が光っている状態を見ることができる構成となっている。
【００５５】
　なお、本実施の形態では、龍の両目を模した右側第２光透過部材７２０と左側第２光透
過部材７３０が、前記した右側第２光源７１２と左側第２光源７１３からの赤色の光と、
第１発光手段６００の第１光源６１２からの白色の光により、両者の色が混合した状態に
光るようになっているが、この構成については後述する。
【００５６】
　顔パーツ部材としての頭部材３３０は、第１可動体３００におけるベース部材３１０の
上方に取り付けられるプラスチック製の装飾部材であり、図４４に示すように、龍の頭を
模した形状となっている。この頭部材３３０の上部には、龍の角を模したプラスチック製
の顔パーツ部材としての右側角部材３３３と同じく顔パーツ部材としての左側角部材３３
４を取り付ける右側角部材固定孔３３１と左側角部材固定孔３３２が形成されており、こ
れに右側角部材３３３の下部に形成された右側角部材固定用挿入部３３５と左側角部材３
３４の下部に形成された左側角部材固定用挿入部３３６を挿入して嵌合させることで、頭
部材３３０に右側角部材３３３及び左側角部材３３４を固定するようになっている。
【００５７】
　また、頭部材３３０の下部には、図１９及び図２６に示すように、遊技盤３０の前後方
向における前方Ｐ側から順に、ベース部材３１０の第４孔部３１４に挿入してネジ（図示
省略）でネジ止め固定する第４孔部用挿入孔部３３８と、ベース部材３１０の第５孔部３
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１５に挿入してネジ（図示省略）でネジ止め固定する第５孔部用挿入孔部３３７が形成さ
れている。
【００５８】
　顔パーツ部材としての鼻部材３４０は、第１可動体３００におけるベース部材３１０の
上方に取り付けられるプラスチック製の装飾部材であり、図４４に示すように、龍の鼻を
模した形状となっている。この鼻部材３４０の下部における遊技盤３０の前後方向の前方
Ｐ側には、図１９，図２０，図２３及び図２６に示すように、龍の上顎の牙を模した形状
のプラスチック製の顔パーツ部材としての牙部材３７０を取り付ける牙部材固定第１挿入
孔部３４３及び牙部材固定第２挿入孔部３４４が、遊技盤３０の左右方向に並んで形成さ
れている。この牙部材固定第１挿入孔部３４３と牙部材固定第２挿入孔部３４４は、牙部
材３７０に形成された牙部材固定用第１固定孔３７１と牙部材固定用第２固定孔３７２に
それぞれ挿入するように構成されており、挿入後、それぞれネジＮでネジ止め固定するこ
とで、鼻部材３４０に対して牙部材３７０を下方から固定するようになっている。
【００５９】
　また、鼻部材３４０の下部における遊技盤３０の前後方向の後方Ｑ側には、前方Ｐ側か
ら順に、ベース部材３１０の第１孔部３１１に挿入してネジＮでネジ止め固定する第１孔
部用挿入孔部３４５と、ベース部材３１０の第３孔部３１３に挿入してネジＮでネジ止め
固定する第３孔部用挿入孔部３４６が形成されている。なお、第３孔部用挿入孔部３４６
と第３孔部３１３との固定に際しては、後述する第１発光手段６００の導光透過部材６２
０における台座６３０に形成された導光透過部材固定孔６３１、第３孔部３１３、第３孔
部用挿入孔部３４６の順にネジＮを挿入して固定する構成となっており、導光透過部材６
２０、ベース部材３１０及び鼻部材３４０をまとめて固定するようになっている。
【００６０】
　また、鼻部材３４０の上部には、顔パーツ部材としての右側髭部材３５０と同じく顔パ
ーツ部材としての左側髭部材３６０を取り付ける右側髭部材第１固定孔３４１と左側髭部
材第１固定孔３４２が形成されている。この右側髭部材３５０及び左側髭部材３６０は、
図１６～図１８，図２１～図２３及び図４４に示すように、それぞれ龍の髭を模した略Ｌ
字形状の細長いプラスチック製の装飾部材である。
【００６１】
　右側髭部材３５０，左側髭部材３６０のＬ字形状の長辺部３５３，３６３及び短辺部３
５４，３６４のうち、短辺部３５４，３６４の先端部には、当該短辺部３５４，３６４の
延出方向とは異なる方向（本実施の形態では、短辺部３５４，３６４の延出方向に対する
略垂直方向で、長辺部３５３，３６３の延出方向と略平行とならない方向）に突出した右
側髭部材固定用第１挿入部３５１，左側髭部材固定用第１挿入部３６１が形成されている
。また、右側髭部材３５０，左側髭部材３６０の長辺部３５３，３６３の中間部には、当
該長辺部３５３，３６３の延出方向とは異なる方向（本実施の形態では、長辺部３５３，
３６３の延出方向に対する略垂直方向で、短辺部３５４，３６４の延出方向と略平行とな
る方向）に突出した右側髭部材固定用第２挿入部３５２，左側髭部材固定用第２挿入部３
６２が形成されている。
【００６２】
　そして、これらのうち、右側髭部材固定用第１挿入部３５１と左側髭部材固定用第１挿
入部３６１を、右側髭部材第１固定孔３４１と左側髭部材第１固定孔３４２に挿入して嵌
合させることで、鼻部材３４０に右側髭部材３５０及び左側髭部材３６０を固定するよう
になっている。
【００６３】
　顔パーツ部材としての右頬部材３８０と同じく顔パーツ部材としての左頬部材３９０は
、第１可動体３００におけるベース部材３１０の左右側方（遊技盤３０の左右方向に相当
する）に取り付けられるプラスチック製の装飾部材であり、図４４に示すように、龍の左
右の頬を模した形状となっている。この右頬部材３８０の左側と左頬部材３９０の右側に
は、遊技盤３０の前後方向における前方Ｐ側から順に、当該右頬部材３８０と左頬部材３



(15) JP 2011-147656 A 2011.8.4

10

20

30

40

50

９０をベース部材３１０に取り付ける第２孔部用右頬側固定孔片３８２と第２孔部用左頬
側固定孔片３９２、同じく当該右頬部材３８０と左頬部材３９０をベース部材３１０に取
り付ける第６孔部用固定孔片３８３と第７孔部用固定孔片３９３が形成されている。
【００６４】
　第２孔部用右頬側固定孔片３８２と第２孔部用左頬側固定孔片３９２は、ベース部材３
１０における遊技盤３０の前後方向の前方Ｐ側に配置された第２孔部３１２に下方から接
触させ、その孔同士の位置を合わせた状態でネジＮでネジ止め固定することで、右頬部材
３８０と左頬部材３９０をベース部材３１０に固定するためのものである。この第２孔部
用右頬側固定孔片３８２は、略方形状の片が右頬部材３８０から左方向に突出した形状と
なっており、ここに孔が空いているものである。また、第２孔部用左頬側固定孔片３９２
は、略方形状の片が左頬部材３９０から右方向に突出した形状となっており、ここに孔が
空いているものである。また、ベース部材３１０の第２孔部３１２の下部には、図１９，
図２４，図２６，図３５～図３７，図４１及び図４３に示すように、第２孔部用右頬側固
定孔片３８２及び第２孔部用左頬側固定孔片３９２を収納できる丁度の形状及び大きさの
第２孔部下間隙３２４が形成されており、ここに第２孔部用右頬側固定孔片３８２及び第
２孔部用左頬側固定孔片３９２を第２孔部用右頬側固定孔片３８２、第２孔部用左頬側固
定孔片３９２の順に当接させると、がたつきの少ない、丁度収まりの良い状態となるよう
にされている。
【００６５】
　第６孔部用固定孔片３８３は、ベース部材３１０における遊技盤３０の前後方向の後方
Ｑ側かつ遊技盤３０の左右方向の右側に配置された第６孔部３１６に下方から接触させ、
その孔同士の位置を合わせた状態でネジＮでネジ止め固定することで、右頬部材３８０を
ベース部材３１０に固定するためのものである。この第６孔部用固定孔片３８３は、図２
０及び図４４に示すように、略方形状の片が右頬部材３８０から左方向に突出した形状と
なっており、ここに孔が空いているものである。また、ベース部材３１０の第６孔部３１
６の下部には、図２０，図３２，図３５～図３８及び図４１～図４３に示すように、この
第６孔部用固定孔片３８３を収納できる丁度の形状及び大きさの方形状の第６孔部下収納
部３２２が形成されており、ここに第６孔部用固定孔片３８３を当接させることで、丁度
孔同士の位置を合わせることができるようになっている。
【００６６】
　第７孔部用固定孔片３９３は、ベース部材３１０における遊技盤３０の前後方向の後方
Ｑ側かつ遊技盤３０の左右方向の左側に配置された第７孔部３１７に下方から接触させ、
その孔同士の位置を合わせた状態でネジＮでネジ止め固定することで、左頬部材３９０を
ベース部材３１０に固定するためのものである。この第７孔部用固定孔片３９３は、図２
０及び図４４に示すように、略方形状の片が左頬部材３９０から右方向に突出した形状と
なっており、ここに孔が空いているものである。また、ベース部材３１０の第７孔部３１
７の下部には、図２０，図３６及び図４２に示すように、この第７孔部用固定孔片３９３
を収納できる丁度の形状及び大きさの方形状の第７孔部下収納部３２３が形成されており
、ここに第７孔部用固定孔片３９３を当接させることで、丁度孔同士の位置を合わせるこ
とができるようになっている。
【００６７】
　また、右頬部材３８０の右側と左頬部材３９０の左側には、当該右頬部材３８０と左頬
部材３９０に右側髭部材３５０と左側髭部材３６０を取り付ける右側髭部材第２固定孔３
８１と左側髭部材第２固定孔３９１が形成されている。この右側髭部材第２固定孔３８１
と左側髭部材第２固定孔３９１に、前記した右側髭部材固定用第２挿入部３５２と左側髭
部材固定用第２挿入部３６２を挿入して嵌合させることで、右頬部材３８０に右側髭部材
３５０を、左頬部材３９０に左側髭部材３６０を、それぞれ固定するようになっている。
【００６８】
　そして、右側髭部材３５０と左側髭部材３６０を、前記した鼻部材３４０と右頬部材３
８０，左頬部材３９０に対して嵌合させることで、右側髭部材３５０を鼻部材３４０及び
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右頬部材３８０に、左側髭部材３６０を鼻部材３４０及び左頬部材３９０にそれぞれ固定
すると共に、右側髭部材３５０を介して鼻部材３４０と右頬部材３８０をベース部材３１
０へのネジ止め以外に固定することができ、左側髭部材３６０を介して鼻部材３４０と左
頬部材３９０をベース部材３１０へのネジ止め以外に固定することができるようになって
いる。
【００６９】
　また、右側髭部材３５０及び左側髭部材３６０は、それぞれ細長いプラスチック製の部
材であることから可撓性を有しており、そのため、右側髭部材３５０，左側髭部材３６０
を、それぞれ鼻部材３４０と右頬部材３８０，左頬部材３９０に取り付ける際には、右側
髭部材３５０，左側髭部材３６０を撓ませた状態で、各挿入部をそれぞれの固定孔に嵌合
させることができる。これにより、鼻部材３４０と右頬部材３８０，左頬部材３９０の間
に、右側髭部材３５０，左側髭部材３６０による反力が掛かり、その力の方向に応じて双
方の接合部を強固に接触させることができるものである。
【００７０】
　また、頭部材３３０と鼻部材３４０、右頬部材３８０及び左頬部材３９０等を前記した
ようにして組み付けると、図１６，図１７及び図２２に示すように、頭部材３３０の前端
部と鼻部材３４０の後端部の間の第１接合部Ｌ１、頭部材３３０の右端部及び鼻部材３４
０の右端部と右頬部材３８０の左端部との間の第２接合部Ｌ２、頭部材３３０の左端部及
び鼻部材３４０の左端部と左頬部材３９０の右端部との間の第３接合部Ｌ３を介して相互
に接合して、龍の頭及び上顎を模した状態に組み上がるようになっている。このとき、第
１接合部Ｌ１と第２接合部Ｌ２の間に第２発光手段７００の右側第２光透過部材７２０が
臨み、第１接合部Ｌ１と第３接合部Ｌ３の間に第２発光手段７００の左側第２光透過部材
７３０が臨むように構成されている。
【００７１】
　第１発光手段６００は、パチンコ遊技機１０の表示演出サブ基板２１の指示に応じて、
後述する第１光源６１２からの光を同じく後述する第１光透過部材６４０を介して、龍の
口の中である開口３５から遊技者側たる前方Ｐに向かって出射することで、龍が口から光
を吐いているように見せる手段である。この第１発光手段６００は、相対的に開閉動作す
る（本実施の形態では、前記したように、第１可動体３００がスライド移動しながら回動
し、その動作に第２可動体４００が追随しながら、回動に関して途中で第１可動体３００
の回転方向と逆方向に回転することで、龍の口が開閉する動作を行っている）第１可動体
３００と第２可動体４００の間の前面３０２から右側面３０３及び左側面３０４に掛けて
形成された開口３０５の奥側に形成された収容空間３０６内に配置されており、第１可動
体３００側、すなわち第２可動体４００よりも第１可動体３００により近い箇所に配置さ
れている。また、この第１発光手段６００は、第１可動体３００の動作と一体になって動
くようにベース部材３１０に対する一方側としての下面に沿うように当該ベース部材３１
０に支持固定されている。また、本実施の形態の第１発光手段６００における第１光源６
１２、後述する第１導光部材６５０、第１光透過部材６４０等は、ベース部材３１０に沿
って支持されているが、そのうち、第１光源６１２については、ベース部材３１０に直接
支持されており、第１導光部材６５０、第１光透過部材６４０については、直接は後述す
る台座６３０に支持されており、この台座６３０を介してベース部材３１０に支持されて
いる。また、第１発光手段６００は、当該第１発光手段６００の光出射方向が遊技盤３０
の前後方向における前方Ｐ側となる、龍の口が正面を向く状態となった際に、遊技者側か
ら龍の口の中からの光が見易く、かつ、興趣を損なう電気配線や光源等の部材が遊技者か
ら見難くなるように各部材が配置されており、また、できるだけ第１可動体３００に近い
位置に配置されるようになっている。
【００７２】
　この第１発光手段６００は、図１９，図２０，図２４～図３１，図３８～図４４に示す
ように、第１光源部材６１０と、導光透過部材６２０とを有する構成となっている。
【００７３】
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　第１光源部材６１０は、第１発光手段６００を構成する部材の中で遊技盤３０の前後方
向における最後部（すなわち第１光透過部材６４０（後述）の裏面６４１側）に配置され
ている部材であり、この第１光源部材６１０に含まれる光源としての第１光源６１２が、
軸受部材としての台座６３０の湾曲部６７０（後述）及び外軸１４７，１４８よりも遊技
盤３０の前後方向における後方Ｑ側に配置されるように構成されている。また、第１光源
部材６１０は、第１光透過部材６４０の光軸Ｋ２よりも第１可動体３００寄りに配置され
ており、導光部材としての第１導光部材６５０（後述）よりも第１可動体３００に近い位
置に配置されている。この第１光源部材６１０は、配線基板としての第１光源基板６１１
の遊技盤３０の前後方向における前面に、前記した光源としての第１光源６１２を配置し
たものである。本実施の形態の第１光源基板６１１は、略Ｔ字状の配線基板であり、本実
施の形態の第１光源６１２は、Ｔ字状の第１光源基板６１１の前面下部に配置された第１
の色調の光としての白色の光を発光するＬＥＤで構成されている。また、第１光源６１２
は、図２８等に示すように、第１発光手段６００が収容された収容空間３０６において、
第１光透過部材６４０と光軸Ｋ２が一致する仮想位置Ｍに対して、収容空間の内壁面３０
７側（内壁面３０７は、本実施の形態のベース部材３１０の下面に相当し、内壁面側とは
図２４，２８における上方に相当する）にズレて配置されている。
【００７４】
　また、本実施の形態では、第１光源基板６１１の後面上部に、外部から第１光源６１２
に対する電源及び制御信号を送るための電気配線を取り付ける第１光源コネクタ６１３を
備えている。この第１光源部材６１０は、ベース部材３１０におけるスリット状の第１光
源部材収納部３１８に収納配置して支持されており、第１光源部材収納部３１８のスリッ
ト形状により、図２４，４１，４３に示すように、第１光源基板６１１の上部がベース部
材３１０に対する垂直方向よりも前傾した状態に収納配置されるようになっている。この
前傾角度は、第１導光部材６５０の長手方向（すなわち、第１導光部材６５０の光軸Ｋ１
の方向）に第１光源６１２から丁度平行な光を発することができる角度に形成されている
。この第１光源６１２から第１導光部材６５０に掛けての光軸Ｋ１の方向は、第１光透過
部材６４０の光軸Ｋ２の方向とは異なる方向で、かつ当該第１光透過部材６４０の光軸Ｋ
２と交わる向きとなっている。
【００７５】
　導光透過部材６２０は、光透過性（透光性）を有する材料であるアクリル樹脂等のプラ
スチック（本実施の形態では、ベース部材３１０と同じ無色透明のアクリル樹脂）からな
る部材であり、軸受部材としての台座６３０に、光透過部材としての第１光透過部材６４
０、導光部材としての第１導光部材６５０等を一体成形したものである。
【００７６】
　第１光透過部材６４０は、一体成形された台座６３０を介して、装飾物としての第１可
動体３００のベース部材３１０の下面に固定されていて、収容空間３０６内において軸受
部材としての台座６３０の湾曲部６７０（後述）及び外軸１４７，１４８よりも遊技盤３
０の前後方向における前方Ｐ側に配置されており、裏面６４１から入射させた第１光源６
１２からの光を透過させて遊技者と相対する前方Ｐの表面６４２から視認可能に出射する
ものである。本実施の形態の第１光透過部材６４０は、裏面６４１が平面形状で、かつ、
表面６４２が凸面形状の凸レンズに形成されており、ベース部材３１０の面方向と略同方
向に凸レンズの正面が向くようになっている。
【００７７】
　第１導光部材６５０は、一体成形された台座６３０を介して第１可動体３００のベース
部材３１０の下面に固定されており、前記した収容空間３０６において第１光源６１２と
第１光透過部材６４０との間で、かつ、第１光透過部材６４０の裏面６４１との間に空間
Ｓを有する位置に配置されている。この第１導光部材６５０は、第１光源６１２の仮想位
置Ｍに対する位置ズレに起因した第１光透過部材６４０との光軸Ｋ１，Ｋ２のズレを解消
すべく、第１光源６１２からの光を屈折して第１光透過部材６４０へと向かわせるもので
あり、その出射側端面における屈折によって光軸Ｋ１に沿う光の向きを光軸Ｋ２の方向に



(18) JP 2011-147656 A 2011.8.4

10

20

30

40

50

転換可能に成してある。具体的には、第１光透過部材６４０より第１可動体３００側に配
置された第１光源６１２と相対する光源側端面６５２から第１光源から発せられた第１の
色調の光としての白色の光を入光させて、第１光源６１２より第１可動体６４０から離れ
た位置に配置された第１光透過部材６４０の裏面６４１と相対する光透過部材側端面６５
１から第１光透過部材６４０の裏面６４１に向けて光を出光させるように導くものである
。このことから、第１導光部材６５０の長手方向（すなわち、第１導光部材６５０の光軸
Ｋ１の方向）は、ベース部材３１０の面方向及び第１光透過部材６４０の凸レンズの正面
方向に対して遊技盤３０の前後方向の後方Ｑ側から前方Ｐ側に向かって下方に傾斜するよ
うな向きに配置されている。これにより、第１光源６１２を第１可動体３００のよりベー
ス部材３１０側に配置して第１光源６１２を遊技者から見え難くすることができるように
なっている。なお、本実施の形態の第１導光部材６５０は、光源側端面６５２から光透過
部材側端面６５１に向かう方向（すなわち、第１導光部材６５０の光軸Ｋ１の方向）を長
手方向とする細長形状の略直方体形状に形成されている。
【００７８】
　前記した第１導光部材６５０の長手方向の２つの端面６５１，６５２のうち、光源側端
面６５２は、第１光源６１２及び第１導光部材６５０の光軸Ｋ１の方向に対して垂直な面
となっている。これに対し、光透過部材側端面６５１は、第１導光部材６５０の光軸Ｋ１
の方向に対する垂直面から傾斜した傾斜面となっている。これにより、光源側端面６５２
では、第１光源６１２から発せられた光の光軸Ｋ１の方向が変化することなく第１導光部
材６５０に入射し、光軸Ｋ１に沿って第１導光部材６５０の内部を通過する光が空間Ｓに
向けて出射されるときに光透過部材側端面６５１で屈折させられるから、その結果、第１
光透過部材６４０の裏面６４１の所望位置に光が入射するようにすることができるもので
ある。
【００７９】
　本実施の形態では、第１導光部材６５０の光透過部材側端面６５１の傾斜面は、当該光
透過部材側端面６５１から第１光透過部材６４０の裏面６４１及び表面６４２を介して出
射される光が、遊技者に向かうように計算された傾斜方向及び傾斜角度となっている。す
なわち、本実施の形態の第１導光部材６５０の光透過部材側端面６５１は、遊技盤３０の
上下方向については、遊技盤３０正面からみた下向きに傾斜し、遊技盤３０の左右方向に
ついては、遊技盤３０正面からみた左向きに傾斜するように形成されている。これにより
、光の光軸の方向のうち、遊技盤３０の上下方向の光軸の方向については、第１導光部材
６５０における光軸Ｋ１の方向が、下向きに傾斜した光透過部材側端面６５１で上向きに
屈折して、第１光透過部材６４０の裏面６４１に対して光が垂直に入射する方向である光
軸Ｋ２の方向に変わるものである。また、光の光軸の方向のうち、遊技盤３０の左右方向
の光軸の方向については、第１導光部材６５０における光軸Ｋ１の方向が、左向きに傾斜
した光透過部材側端面６５１で右向きに屈折して、第１光透過部材６４０の裏面６４１に
対して光が遊技盤３０正面からみた右側部分に向かう方向である光軸Ｋ３の方向に変わる
ものである。その結果、第１光透過部材６４０の裏面６４１から入射した光は、凸面形状
の表面６４２から出射する際に、上下方向に関してはそのまま光軸Ｋ２の方向が変化する
ことなく進み、左右方向に関しては遊技盤３０正面からみた左向きにさらに屈折して進む
ことになる。この方向が、標準的な体型の遊技者が遊技中に座っているときの、丁度、遊
技者の目の位置になるように計算されており、遊技者に対してインパクトのある光を出射
する遊技演出を行うことができるものである。
【００８０】
　また、前記したように、本実施の形態の第１光透過部材６４０及び第１導光部材６５０
は、台座６３０と一体成形されており、この台座６３０が、第１光透過部材６４０と第１
導光部材６５０を支持している。また、台座６３０は、第１可動役物１００の第１可動体
３００のベース部材３１０に取り付けられている。この結果、台座６３０を介して、第１
光透過部材６４０と第１導光部材６５０が、第１可動役物１００の第１可動体３００のベ
ース部材３１０に支持された状態となっている。この台座６３０は略板状の部材であり、
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本実施の形態では、軸受部材を兼ねており、その一部である前後方向の中間位置（すなわ
ち、前後方向における第１光透過部材６４０と第１光源６１２の配置位置の間）に、第１
導光部材６５０の支持側である下方に突出して湾曲形状（断面略円弧状）に形成された湾
曲部６７０を一体成形で有している。この湾曲部６７０は、内軸１３０を、第２可動体４
００の第２可動体左側孔片４０３、第３歯車１３８、左側外軸１４８の左側内軸貫通孔１
４６、第２可動体４００の第２可動体右側孔片４０２及び右側外軸１４７の右側内軸貫通
孔１４５に挿通させた状態の外軸１４７，１４８を、軸方向を遊技盤３０の左右方向、か
つ、第１導光部材６５０の光軸Ｋ１と直交する方向にして挿通させて、その湾曲部の内側
面（内側）６７１で受け、前記したベース部材３１０のベース部材側外軸受３２１と共に
、第１可動役物１００の第１可動体３００のベース部材３１０に回動可能に支持するもの
である。言い換えれば、台座６３０の湾曲部６７０の内側面（内側）６７１と、第１可動
体３００のベース部材３１０のベース部材側外軸受３２１との間で、外軸１４７，１４８
を回動可能に受けて、可動役物１００の第１可動体３００と第２可動体４００との回動軸
受構造（軸受構造）１０２を構成するようになっている。
【００８１】
　また、前記したように、本実施の形態の第１光源部材６１０は、外軸１４７，１４８及
び当該外軸１４７，１４８を支持する軸受部材としての台座６３０の湾曲部６７０に対し
て遊技盤３０の前後方向における後方Ｑ側に配置されている。そして、後述するように、
湾曲部６７０の下方に、第１導光部材６５０が前方Ｐから後方Ｑに掛けて長尺となるよう
に支持されており、この第１導光部材６５０の存在により、第１光源部材６１０の第１光
源６１２が、遊技者から容易には視認することができないように隠された状態となってい
る。なお、この構成では、遊技者から第１導光部材６５０は視認できることとなるが、第
１導光部材６５０は第１光源６１２のように配線が取り付けられておらず、また、その形
状自体も第１光源６１２よりも平らで美しく、第１可動役物１００の美観を損なう虞の低
いものであるため、特に遊技演出を興醒めとさせて演出効果を妨げることにはならないも
のである。さらに、本実施の形態では、外軸１４７，１４８に対して遊技盤３０の前後方
向における前方Ｐ側に配置された第１光透過部材６４０が、その後方Ｑ側に配置された第
１導光部材６５０や第１光源６１２を、遊技盤３０の前方Ｐから見た状態で覆い隠す位の
大きさ及び形状となっているため、第１導光部材６５０や第１光源６１２が遊技者からよ
り視認し難い状態とされている。
【００８２】
　また、台座６３０に形成された湾曲部６７０は、外軸１４７，１４８を受ける側である
内側面６７１とは反対側の面である外側面６７２で、第１導光部材６５０を支持する構成
となっている。本実施の形態では、湾曲部６７０における突出した下方の先端部の外側面
６７２に、第１導光部材６５０を台座６３０に支持する導光部材支持部６８０を一体成形
で有している。すなわち、本実施の形態では、台座６３０、第１光透過部材６４０、第１
導光部材６５０、湾曲部６７０及び導光部材支持部６８０が、一体成形により形成されて
いるものである。導光部材支持部６８０は、下方へ突出した湾曲部６７０を利用して形成
されているため、通常であれば導光部材支持部６８０のために台座６３０から第１導光部
材６５０の位置までの距離分を必要とする部材の量を湾曲部６７０の下部から下の分だけ
に減らすことができると共に、導光部材支持部６８０を湾曲部６７０と別に配置する場合
と比べて省スペース化を図ることができ、第１可動体３００における配置スペースの効率
化も行うことができるものである。
【００８３】
　また、本実施の形態では、第１光源６１２から発せられた第１の色調の光としての白色
の光を第１導光部材６５０の長手方向（すなわち、第１導光部材６５０の光軸Ｋ１の方向
）に導くのとは別に、第１光源６１２と第１光透過部材６４０との間の第１導光部材６５
０の後部でかつ第１光源６１２と右側第２光透過部材７２０及び左側第２光透過部材７３
０との間におけるベース部材３１０に対する一方側としての下面に配置された導光部材と
しての分岐導光部材６６０により、第１光源６１２から発せられた第１の色調の光として
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の白色の光の一部を第１導光部材６５０とは異なる方向の斜め上方（光軸Ｋ５の方向）に
配置された右側第２光透過部材７２０及び左側第２光透過部材７３０に導くようになって
いる。詳述すると、この分岐導光部材６６０は、第１光源６１２から発せられた光を、ベ
ース部材３１０の下面側から、第２発光手段７００の右側第２光透過部材７２０及び左側
第２光透過部材７３０と同一の透明な材質で一体成形されたベース部材３１０及び右側第
２光透過部材７２０の裏面７２１と左側第２光透過部材７３０の裏面７３１に向けて出光
可能に設けられている。図２４及び図４３に示すように、この分岐導光部材６６０により
、第１光源６１２発せられた第１の色調の光としての白色の光が、透明なベース部材３１
０を介して、又は直接、第２発光手段７００の右側第２光透過部材７２０の裏面７２１と
左側第２光透過部材７３０の裏面７３１に達するように、第１光源６１２、分岐導光部材
６６０、ベース部材３１０右側第２光透過部材７２０及び左側第２光透過部材７３０が適
正に配置されている。これにより、右側第２光透過部材７２０と左側第２光透過部材７３
０は、右側第２光源７１２と左側第２光源７１３からの赤色の光と分岐導光部材６６０を
介した第１光源６１２の白色の光が混合して、独特の混色の色合いを醸し出すようになっ
ている。しかも、第１発光手段６００の第１光源６１２と、第２発光手段７００の右側第
２光源７１２、左側第２光源７１３、第１光透過部材６４０、右側第２光透過部材７２０
及び左側第２光透過部材７３０と、第１発光手段６００の分岐導光部材６６０の位置関係
は、第１可動体３００が回動等によってどのように動いても変わらないように、ベース部
材３１０を挟んで互いに固定されているため、安定した混色状態を保つことができるもの
である。
【００８４】
　また逆に、第２発光手段７００の右側第２光源７１２及び左側第２光源７１３からの赤
色の光は、その第２光源７１２，７１３が遊技盤３０の前方Ｐ側を向いていて、第１発光
手段６００の第１導光部材６５０や第１光透過部材６４０の方向を向いておらず、さらに
当該第２光源７１２，７１３からの光を第１発光手段６００の第１導光部材６５０や第１
光透過部材６４０に向けて導光する部材も配置されていないため、第１光透過部材６４０
に対して赤色の光を入射させるようにはなっていない。そのため、第１発光手段６００の
第１光透過部材６４０の裏面６４１には、第１光源６１２が発した白色の光だけが入射し
、第１光透過部材６４０の表面６４２からは白色の光が出射するようになっている。
【００８５】
　また、本実施の形態では、表示演出サブ基板２１の各種の指示に応じて、右側第２光透
過部材７２０の裏面７２１と左側第２光透過部材７３０の裏面７３１に、第１光源６１２
から発せられた第１の色調の光としての白色の光及び右側第２光源７１２と左側第２光源
７１３から発せられた第２の色調の光としての赤色の光の双方又はどちらか一方が入射す
るように、第１光源６１２と右側第２光源７１２、左側第２光源７１３の発光状態がバリ
エーションを有しており、これは、前記した表示演出サブ基板２１によって変化するよう
に制御されている。
【００８６】
　前記したバリエーションの各パターンについて詳述すると、まず、第１光源６１２と右
側第２光源７１２及び左側第２光源７１３の双方から光を発するように制御されていると
きには、右側第２光透過部材７２０の裏面７２１及び左側第２光透過部材７３０の裏面７
３１に、白色の光及び赤色の光の双方の光が入射し、その結果、右側第２光透過部材７２
０の表面７２２及び左側第２光透過部材７３０の表面７３２から白色と赤色の光（２つの
色調の光）が混合された色合いの光を遊技者側に出射することができる状態となる。
【００８７】
　また、右側第２光源７１２及び左側第２光源７１３からは光を発しないで第１光源６１
２のみから光を発するように制御されているときには、右側第２光透過部材７２０の裏面
７２１及び左側第２光透過部材７３０の裏面７３１に、白色の光のみが入射し、その結果
、右側第２光透過部材７２０の表面７２２及び左側第２光透過部材７３０の表面７３２か
ら白色の光を遊技者側に出射することができる状態となる。
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【００８８】
　さらに、第１光源６１２からは光を発しないで右側第２光源７１２及び左側第２光源７
１３のみから光を発するように制御されているときには、右側第２光透過部材７２０の裏
面７２１及び左側第２光透過部材７３０の裏面７３１に、赤色の光のみが入射し、その結
果、右側第２光透過部材７２０の表面７２２及び左側第２光透過部材７３０の表面７３２
から赤色の光を遊技者側に出射することができる状態となる。
【００８９】
　そして、これらの発光状態は、パチンコ遊技機１０における表示演出サブ基板２１の指
示に応じて適宜決定されれば良い。以下に例を挙げる。
【００９０】
　まず、遊技状態が大当り状態やリーチ状態等の特殊な状態でない所謂通常状態のときに
は、第１光源６１２も右側第２光源７１２及び左側第２光源７１３も発光しておらず、龍
の目と口は光っていない状態となっている。
【００９１】
　次に、遊技状態が所謂ノーマルリーチのときには、第１光源６１２は発光させずに右側
第２光源７１２及び左側第２光源７１３のみを発光させて、右側第２光透過部材７２０の
裏面７２１及び左側第２光透過部材７３０の裏面７３１に、赤色の光のみを入射させ、そ
の結果、右側第２光透過部材７２０の表面７２２及び左側第２光透過部材７３０の表面７
３２から赤色の光を遊技者側に出射して、龍の目が赤色に光っている状態とする。また、
このとき、龍の口は、第１光源６１２が発光していないため、光っていない状態となる。
【００９２】
　さらに、遊技状態が所謂スーパリーチのときには、第１光源６１２と右側第２光源７１
２及び左側第２光源７１３の双方を発光させて、右側第２光透過部材７２０の裏面７２１
及び左側第２光透過部材７３０の裏面７３１に、白色の光及び赤色の光の双方の光を入射
させ、その結果、右側第２光透過部材７２０の表面７２２及び左側第２光透過部材７３０
の表面７３２から白色と赤色の光（２つの色調の光）が混合された色合いの光を遊技者側
に出射して、龍の目が白色と赤色の混合した色合いに光っている状態とする。また、この
とき、龍の口は、第１光源６１２から発せられた白色の光が、第１導光部材６５０を介し
て第１光透過部材６４０に達し、この表面６４２から遊技者側に出射されることによって
、白色に光っている状態となる。
【００９３】
　またさらに、遊技状態が所謂大当り状態のときには、右側第２光源７１２及び左側第２
光源７１３は発光させずに第１光源６１２のみを発光させて、右側第２光透過部材７２０
の裏面７２１及び左側第２光透過部材７３０の裏面７３１に、白色の光のみを入射させ、
その結果、右側第２光透過部材７２０の表面７２２及び左側第２光透過部材７３０の表面
７３２から白色の光を遊技者側に出射して、龍の目が白色に光っている状態とする。また
、このとき、龍の口は、第１光源６１２から発せられた白色の光が、第１導光部材６５０
を介して第１光透過部材６４０に達し、この表面６４２から遊技者側に出射されることに
よって、白色に光っている状態となる。
【００９４】
　なお、分岐導光部材６６０は、前記した導光部材支持部６８０と共に、第１導光部材６
５０を台座６３０に支持する支持部としての役割も同時に担っている。すなわち、本実施
の形態の第１導光部材６５０は、湾曲部６７０の先端部から延びる導光部材支持部６８０
と、支持部としての分岐導光部材６６０との２点で、台座６３０に支持されており、この
台座６３０を介してベース部材３１０に支持されている構成となっている。このような２
点支持（複数点支持）による支持構造により、第１導光部材６５０をより安定した状態に
支持することができるようになっている。
【００９５】
　また、台座６３０の湾曲部６７０の前方Ｐ側には、導光透過部材６２０をベース部材３
１０に固定するための導光透過部材固定孔６３１を有している。導光透過部材６２０をベ
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ース部材３１０に固定する際には、台座６３０の後部に形成された鉤状の引っ掛け部６３
２をベース部材３１０の所定位置に引っ掛けて位置決めを行い、台座６３０の導光透過部
材固定孔６３１とベース部材３１０の第３孔部３１３の位置を合わせた上で、当該導光透
過部材固定孔６３１から第３孔部３１３に掛けてネジＮを螺合させて固定するようになっ
ている。なお、第１導光部材６５０の光透過部材側端面６５１と第１光透過部材６４０の
裏面６４１との間の空間Ｓは、少なくとも台座６３０をベース部材３１０に固定するネジ
Ｎを導光透過部材固定孔６３１に螺合させるためのドライバ等が挿入可能な程度の幅を有
するようにされている。
【００９６】
　なお、本実施の形態では、前記した第１可動体３００の各部材及び関連部材のネジ止め
に使用するネジＮについては、全て同じ規格のものを使用しており、組立時の作業効率を
向上させる役割を担っている。
【００９７】
　以上のように、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、遊技者側たる前方Ｐ
に向かって突出する立体形状を成すと共に前面３０２から両側面３０３，３０４に掛けて
立体的に延在する開口３０５が形成された第１及び第２可動体（装飾物）３００，４００
と、該第１及び第２可動体（装飾物）３００，４００において前記開口３０５の奥側に形
成された収容空間３０６に配置された第１光透過部材（光透過部材）６４０及び第１光源
（光源）６１２を有し該第１光源（光源）６１２からの光を該第１光透過部材（光透過部
材）６４０を介して前記開口３０５から前方Ｐへと出射する第１発光手段（発光手段）６
００とを備えたパチンコ遊技機（遊技機）１０において、前記第１光源（光源）６１２は
前記収容空間３０６において前記第１光透過部材（光透過部材）６４０と光軸Ｋ２が一致
する仮想位置Ｍに対して前記収容空間３０６の内壁面３０７側にズレて配置されており、
前記収容空間３０６において前記第１光源（光源）６１２と前記第１光透過部材（光透過
部材）６４０との間には、前記第１光源（光源）６１２の前記仮想位置Ｍに対する位置ズ
レに起因した前記第１光透過部材（光透過部材）６４０との光軸ズレを解消すべく、該第
１光源（光源）６１２からの光を屈折して前記第１光透過部材（光透過部材）６４０へと
向かわせる第１導光部材（導光部材）６５０が配置されていることを特徴とする。
【００９８】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、第１発光手段（発光
手段）６００において、第１光源（光源）６１２が第１光透過部材（光透過部材）６４０
と光軸Ｋ２が一致する仮想位置Ｍに対して収容空間３０６の内壁面３０７側にズレて配置
されており、第１光源（光源）６１２と第１光透過部材（光透過部材）６４０との間に、
、第１光源（光源）６１２からの光を屈折して第１光透過部材（光透過部材）６４０へと
向かわせる第１導光部材（導光部材）６５０が配置されていることで、第１光源（光源）
６１２を第１光透過部材（光透過部材）６４０から離れた位置に配置しても光を第１光透
過部材（光透過部材）６４０の所望の位置から遊技者側たる前方Ｐへと出射することがで
き、その結果、第１発光手段（発光手段）６００を有する第１及び第２可動体（装飾物）
３００，４００において、第１発光手段（発光手段）６００の発光状態に制限を加えずに
第１及び第２可動体（装飾物）３００，４００の構造設計の自由度を向上させることがで
きる。
【００９９】
　また、第１光源（光源）６１２を第１光透過部材（光透過部材）６４０から離れた位置
に配置しており、かつ、第１光源（光源）６１２を第１光透過部材（光透過部材）６４０
と光軸Ｋ２が一致する仮想位置Ｍに対して内壁面３０７側にズレた位置に配置して、第１
導光部材（導光部材）６５０により第１光源（光源）６１２の仮想位置Ｍに対する位置ズ
レに起因した第１光透過部材（光透過部材）６４０との光軸ズレを解消するようにしてい
ることから、第１光源（光源）６１２が比較的大型であっても、その第１光源（光源）６
１２を第１光透過部材（光透過部材）６４０や第１可動体（装飾物）３００の存在の陰に
隠して、遊技者が第１光透過部材（光透過部材）６４０の奥側を覗き込んでも第１光源６
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１２（光源）が見え難いようにすることができ、その結果、遊技演出が興醒めとなること
を抑制することができる。
【０１００】
　また、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、前記した特徴に加え、前記第
１導光部材（導光部材）６５０の光透過部材側端面６５１の傾斜面は、当該光透過部材側
端面６５１から前記第１光透過部材（光透過部材）６４０の裏面６４１及び表面６４２を
介して出射される光が、遊技者に向かう傾斜方向及び傾斜角度となっていることを特徴と
する。
【０１０１】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、第１導光部材（導光
部材）６５０の光透過部材側端面６５１の傾斜面が、最終的に光が遊技者に向かうように
された傾斜方向及び傾斜角度となっていることで、遊技者に対してインパクトのある光を
出射する遊技演出を行うことができるものである。
【０１０２】
　また、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、第１可動体（第１部材）３０
０と第２可動体（第２部材）４００とが相対回動することで該第１可動体（第１部材）３
００と該第２可動体（第２部材）４００との遊技者側たる前方Ｐ側が開閉動作して遊技の
演出を行う第１可動役物（可動役物）１００と、該第１可動役物（可動役物）１００にお
いて該第１可動体（第１部材）３００と該第２可動体（第２部材）４００とで挟まれた収
容空間（発光空間）３０６内から前方Ｐへと光を出射するの第１発光手段（発光手段）６
００とを備えたパチンコ遊技機（遊技機）１０において、前記第１可動役物（可動役物）
１００の回動軸受構造１０２は、前記収容空間（発光空間）３０６内に配置された外軸（
軸）１４７，１４８と、前記収容空間（発光空間）３０６内に配置され該外軸（軸）１４
７，１４８に沿う湾曲部６７０を有した台座（軸受部材）６３０とを有し、前記第１発光
手段（発光手段）６００は、前記収容空間（発光空間）３０６内において前記台座（軸受
部材）６３０の前記湾曲部６７０よりも前方Ｐに配置された第１光透過部材（光透過部材
）６４０と、前記台座（軸受部材）６３０の前記湾曲部６７０よりも後方Ｑに配置された
第１光源（光源）６１２と、前記収容空間（発光空間）３０６内において該第１光源（光
源）６１２と前記第１光透過部材（光透過部材）６４０との間に配置され、該第１光源（
光源）６１２からの光を該第１光透過部材（光透過部材）６４０へと導く第１導光部材（
導光部材）６５０とを有し、前記台座（軸受部材）６３０の前記湾曲部６７０は、外側面
（前記外軸（軸）１４７，１４８を受ける側とは反対側の面）６７２で前記第１発光手段
（発光手段）６００の前記第１導光部材（導光部材）６５０を支持することを特徴とする
。
【０１０３】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、台座（軸受部材）６
３０の湾曲部６７０が、外側面（外軸（軸）１４７，１４８を受ける側とは反対側の面）
６７２で第１発光手段（発光手段）６００の第１導光部材（導光部材）６５０を支持する
ようになっていることで、第１導光部材（導光部材）６５０を支持する部材として台座（
軸受部材）６３０の湾曲部６７０を利用することができ、その結果、第１導光部材（導光
部材）６５０を有する第１発光手段（発光手段）６００の当該第１導光部材（導光部材）
６５０を、安定して支持固定することができると共に、支持に関する部材を削減すること
ができる。また、第１導光部材（導光部材）６５０を支持する役割だけの部材と台座（軸
受部材）６３０の湾曲部６７０を別々に配置する場合と比べて、省スペース化も図ること
ができる。
【０１０４】
　また、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、前記した特徴に加え、前記第
１導光部材（導光部材）６５０、前記湾曲部６７０及び導光部材支持部６８０が一体成形
されていることを特徴とする。
【０１０５】
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　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、支持する側の湾曲部
６７０及び導光部材支持部６８０と、支持される側の第１導光部材（導光部材）６５０と
が一体成形されることで、両者の位置関係を確実に固定することができ、その結果、第１
導光部材（導光部材）６５０を安定して支持固定することができる。さらに、一体成形に
より、部品点数を減少させることができ、その結果、パチンコ遊技機（遊技機）１０の製
造工程を簡略化することができる。
【０１０６】
　また、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、立体形状の装飾部３０１を有
する内部が空洞の第１可動体（装飾体）３００と、該第１可動体（装飾体）３００の裏側
に配置され該第１可動体（装飾体）３００の一部を光らせるための右側及び左側第２光源
（光源）７１２，７１３とを備えたパチンコ遊技機（遊技機）１０において、前記第１可
動体（装飾体）３００は、ベース部材３１０と、前記右側及び左側第２光源（光源）７１
２，７１３の光を透過する右側及び左側第２光透過部材（光透過部材）７２０，７３０と
、該ベース部材３１０にそれぞれ組み付けられることで該右側及び左側第２光透過部材（
光透過部材）７２０，７３０とで前記装飾部３０１を完成させる頭部材３３０，鼻部材３
４０，右側髭部材３５０，左側髭部材３６０，牙部材３７０，右頬部材３８０，左頬部材
３９０（以上、複数の構成部材）とを有し、前記ベース部材３１０は光透過性の材料より
なり、前記右側及び左側第２光透過部材（光透過部材）７２０，７３０は該ベース部材３
１０に一体成形されていることを特徴とする。
【０１０７】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、第１可動体（装飾体
）３００における立体形状の装飾部３０１の一部を成して当該第１可動体（装飾体）３０
０の一部を光らせるために右側及び左側第２光源（光源）７１２，７１３の光を透過する
右側及び左側第２光透過部材（光透過部材）７２０，７３０が、光透過性の材料よりなる
第１可動体（装飾体）３００のベース部材３１０と一体成形されているため、ベース部材
３１０と右側及び左側第２光透過部材（光透過部材）７２０，７３０との組み付けの必要
がなく、第１可動体（装飾体）３００の部品点数を削減して生産効率を向上させることが
でき、さらに、ベース部材３１０と右側及び左側第２光透過部材（光透過部材）７２０，
７３０の位置関係が固定されていることで、第１可動体（装飾体）３００の一部を光らせ
るための部材の位置精度も向上させることができる。
【０１０８】
　また、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、第１可動体（第１部材）３０
０と第２可動体（第２部材）４００とが相対回動することで遊技の演出を行う第１可動役
物（可動役物）１００と、該第１可動役物（可動役物）１００において該第１可動体（第
１部材）３００と該第２可動体（第２部材）４００との間から遊技者に向かって発光する
第１発光手段（発光手段）６００とを備えたパチンコ遊技機（遊技機）１０において、前
記第１発光手段（発光手段）６００は、第１光源（光源）６１２と、第１光透過部材（光
透過部材）６４０と、該第１光源（光源）６１２からの光を該第１光透過部材（光透過部
材）６４０に導く第１導光部材（導光部材）６５０と、該第１光透過部材（光透過部材）
６４０及び該第１導光部材（導光部材）６５０を支持して前記第１可動体（第１部材）３
００に取り付ける台座６３０とを有しており、該台座６３０の一部を湾曲形状としてこの
湾曲部６７０の内側面（内側）６７１と前記第１可動体（第１部材）３００との間で外軸
（回動軸）１４７，１４８を受けるようにすることで、該台座６３０が前記第１可動体（
第１部材）３００と前記第２可動体（第２部材）４００との回動軸受構造（軸受構造）１
０２を構成することを特徴とする。
【０１０９】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、第１発光手段（発光
手段）６００における台座６３０の一部に形成された湾曲部６７０の内側と第１可動体（
第１部材）３００との間で外軸（回動軸）１４７，１４８を受けるようにしたことで、第
１発光手段（発光手段）６００の台座６３０が第１可動体（第１部材）３００と第２可動
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体（第２部材）４００との回動軸受構造（軸受構造）１０２の一部を構成するようにした
ため、回動軸受構造（軸受構造）１０２を構成する部品の作用の一部を第１発光手段６０
０の台座６３０（他の機能部品）に担わせることができ、その結果、限られた空間におけ
る第１光源（光源）６１２及び回動軸受構造（軸受構造）１０２の配置設計を良好に行え
るようにすると共に、第１可動役物（可動役物）１００に使用する部品点数の削減も行う
ことができる。
【０１１０】
　また、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、前記した特徴に加え、前記第
１光透過部材（光透過部材）６４０、前記第１導光部材（導光部材）６５０及び前記湾曲
部６７０が形成された前記台座６３０が一体成形されていることを特徴とする。
【０１１１】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、湾曲部６７０が形成
された台座６３０を介して、第１光透過部材（光透過部材）６４０と第１導光部材（導光
部材）６５０とが一体成形されることで、両者の位置関係を確実に固定することができ、
その結果、第１導光部材（導光部材）６５０から第１光透過部材（光透過部材）６４０の
所望位置へ確実に光を導くことができる。さらに、一体成形により、部品点数を減少させ
ることができ、その結果、パチンコ遊技機（遊技機）１０の製造工程を簡略化することが
できる。
【０１１２】
　また、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、遊技者側たる前方Ｐから視認
可能に配置される第１及び第２可動体（装飾物）３００，４００と、白色（第１の色調）
の光を発する第１光源６１２及び第１光透過部材６４０を有し前記第１光源６１２からの
光を前記第１光透過部材６４０を介して出射する第１発光手段６００と、白色（第１の色
調）とは異なる赤色（第２の色調）の光を発する右側及び左側第２光源（第２光源）７１
２，７１３並びに右側及び左側第２光透過部材（第２光透過部材）７２０，７３０を有し
前記右側及び左側第２光源（第２光源）７１２，７１３からの光を前記右側及び左側第２
光透過部材（第２光透過部材）７２０，７３０を介して出射する第２発光手段７００とを
備え、前記第１光源６１２からの光並びに前記右側及び左側第２光源（第２光源）７１２
，７１３からの光が前方Ｐから視認可能に前記第１可動体（装飾物）３００に前記第１光
透過部材６４０並びに前記右側及び左側第２光透過部材（第２光透過部材）７２０，７３
０が配置されるパチンコ遊技機（遊技機）１０において、前記第１光源６１２と前記第１
光透過部材６４０との間には前記第１光源６１２からの光の一部を前記右側及び左側第２
光透過部材（第２光透過部材）７２０，７３０に導く分岐導光部材（導光部材）６６０が
配置されていることを特徴とする。
【０１１３】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、第１及び第２発光手
段（２つの発光手段）６００，７００における第１，右側第２及び左側第２光透過部材（
互いの光透過部材）６４０，７２０，７３０が共に同じ第１可動体（装飾物）３００に配
置されることで、第１，右側第２及び左側第２光源（それぞれの光源）６１２，７１２，
７１３からの光の出射位置の位置関係が一定の状態に固定された状態で、右側及び左側第
２光源（第２光源）７１２，７１３から右側及び左側第２光透過部材（第２光透過部材）
７２０，７３０を介して赤色（第２の色調）の光を出射させると共に、第１光源６１２と
第１光透過部材６４０との間に配置された分岐導光部材（導光部材）６６０により、第１
光源６１２から発せられた白色（第１の色調）の光の一部を右側及び左側第２光透過部材
（第２光透過部材）７２０，７３０に導くようにされているため、白色と赤色（異なる色
調）の光を発する２つの光源６１２，７１２，７１３を用いて、第１可動体（装飾物）３
００の一部分である右側及び左側第２光透過部材（第２光透過部材）７２０，７３０のみ
を白色と赤色（２つの色調）の光が混合した色合いに光らせることができ、しかも遊技者
の第１及び第２可動体（装飾物）３００，４００を見る視点が変化しても混合された色合
いの光の見え方が一定で変化がないように保つことができる。
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【０１１４】
　また、第１光源６１２から発せられた白色（第１の色調）の光は、分岐導光部材（導光
部材）６６０とは別に、第１導光部材６５０によって第１光透過部材６４０にも導かれる
ようになっているため、第１光源６１２は、１つの光源で２箇所に光を供給する機能を有
するものとされている。さらに、第１光源６１２から発せられた白色（第１の色調）の光
は分岐導光部材（導光部材）６６０によって右側及び左側第２光透過部材（第２光透過部
材）７２０，７３０に導かれるようになっていたが、逆に、右側及び左側第２光源（第２
光源）７１２，７１３から発せられた赤色（第２の色調）の光については、これを第１光
透過部材６４０に導く導光部材を有していない構成であるため、第１光透過部材６４０で
は赤色（第２の色調）の光の影響を受けずに白色（第１の色調）の光のみが出射されるこ
ととなる。これにより、第１光透過部材６４０は白色（第１の色調）の光、右側及び左側
第２光透過部材（第２光透過部材）７２０，７３０は白色（第１の色調）の光と赤色（第
２の色調）の光が混合された色合いの光、というように双方で異なる色調の光を出射する
ことができるようになっている。
【０１１５】
　また、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、前記した特徴に加え、表示演
出サブ基板（制御手段）２１からの指示により、前記右側及び左側第２光透過部材（第２
光透過部材）７２０，７３０の裏面７２１，７３１に、第１光源６１２から発せられた白
色（第１の色調）の光並びに／又は右側及び左側第２光源（第２光源）７１２，７１３か
ら発せられた赤色（第２の色調）の光が入射するように、第１光源６１２並びに右側及び
左側第２光源（第２光源）７１２，７１３の発光状態が制御されていることを特徴とする
。
【０１１６】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、第１光源６１２の発
光状態と、右側及び左側第２光源（第２光源）７１２，７１３の発光状態の組み合わせで
、右側及び左側第２光透過部材（第２光透過部材）７２０，７３０の裏面７２１，７３１
に、白色（第１の色調）の光及び赤色（第２の色調）の光の双方の光を入射させて遊技者
側に白色（第１の色調）の光と赤色（第２の色調）の光が混合した色合いの光を出射した
り、白色（第１の色調）の光のみを入射させて遊技者側に当該白色（第１の色調）の光を
出射したり、赤色（第２の色調）の光のみを入射させて遊技者側に当該赤色（第２の色調
）の光を出射したりすることができ、右側及び左側第２光透過部材（第２光透過部材）７
２０，７３０の発光状態にバリエーションを持たせることができるものである。
【０１１７】
　また、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、遊技盤３０に、演出用の第１
可動役物（可動役物）１００を備えたパチンコ遊技機（遊技機）１０において、前記第１
可動役物（可動役物）１００は、相対する第１可動体（第１部材）３００及び第２可動体
（第２部材）４００と、前記第１可動体（第１部材）３００と前記第２可動体（第２部材
）４００の間の前記第１可動体（第１部材）３００側に固定された第１発光手段（発光手
段）６００と、を有しており、前記第１可動体（第１部材）３００、前記第２可動体（第
２部材）４００及び前記第１発光手段（発光手段）６００は、該第１発光手段（発光手段
）６００の光出射方向が前記遊技盤３０の前後方向における前側となる方向Ｐを含む方向
に、一体となって回動し、かつ、前記第１可動体（第１部材）３００、前記第２可動体（
第２部材）４００及び前記第１発光手段（発光手段）６００が、前記した方向に一体とな
って回動することにより、前記第１発光手段（発光手段）６００の光出射方向が前記遊技
盤３０の前後方向における前方Ｐ側となったときに、前記第１可動体（第１部材）３００
及び前記第１発光手段（発光手段）６００は回動しないで、前記第２可動体（第２部材）
４００が、その状態における前記遊技盤３０の前後方向の前方Ｐ側が前記第１可動体（第
１部材）３００に対して開く方向に回動するように作動することを特徴とする。
【０１１８】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０によれば、第１発光手段（発光
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手段）６００を含めた全ての部材（第１可動体（第１部材）３００、第２可動体（第２部
材）４００及び第１発光手段（発光手段）６００）が一体となって回動すると共に、その
第１発光手段（発光手段）６００から光を発するに当たって、一部の部材（第２可動体（
第２部材）４００）のみが回動して第１発光手段（発光手段）６００を露出させるように
なっていることで、複雑な動きと光で動物やアニメのキャラクタのような複雑な動きをか
たどった第１可動役物（可動役物）１００を構成することができる。
【０１１９】
　しかも、第１光透過部材（光透過部材）６４０を、上顎を模した第１可動体（第１部材
）３００のやや奥側に配置しているため、第１可動体（第１部材）３００の回動の過程で
、龍の頭部が下を向いている状態のときは、当該第１可動体（第１部材）３００により第
１光透過部材（光透過部材）６４０を隠している状態となる。そして、第１可動体（第１
部材）３００の回動で龍の頭部が正面を向き、さらに第２可動体（第２部材）４００のみ
が龍の口の開く方向へ回動することにより、当該第１可動体（第１部材）３００のやや奥
側に配置された第１発光手段（発光手段）６００が遊技者から見える位置に露出するよう
になり、この露出した第１発光手段（発光手段）６００が光る、というように光が見える
までに複雑な過程を経るため、光の印象が強くなって、遊技の興趣を向上させることがで
きるものである。
【０１２０】
　また、第１可動体（第１部材）３００の遊技盤３０の前後方向における後方Ｑ側に回動
軸を有しているため、龍が下を向いている状態から正面を向くまでの間の回動により、龍
の顔（頭部）が遊技者側に近づくように動くことになり、遊技者にとっては、より龍の顔
が迫ってくるような印象を受け、その後に光が発せられることで、光の印象が立体感を伴
ってより強くなり、遊技の興趣をより向上させることができるものである。
【０１２１】
　なお、以上説明した各実施の形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたもの
であって、本発明を限定するために記載されたものではない。
【０１２２】
　例えば、前記した実施の形態では、遊技機としてパチンコ遊技機を用いて説明したが、
これに限るものではなく、本発明は、可動役物を備えたパチスロ遊技機等の他の遊技機に
も適用可能である。
【０１２３】
　また、前記した実施の形態では、外軸１４７，１４８及び内軸１３０は、水平かつ遊技
盤３０の左右方向に平行に配置されているため、第１可動体３００及び第２可動体４００
は鉛直方向に開閉するように回動するようになっているが、これに限るものではない。例
えば、第１可動体と第２可動体の回動軸が、鉛直方向に配置されていたり、遊技盤の前後
方向に配置されていたり、さらにはこれらの中間の斜め方向に配置されていても良く、こ
のような場合は、第１可動体と第２可動体の相対的な開閉方向は、本実施の形態のような
鉛直方向に限らず、遊技盤の左右方向であったり、斜め方向であったりするものである。
さらに、第１可動体と第２可動体の動き方としては、軸を中心として相対的に回動するも
のに限らず、例えば、第１可動体と第２可動体とが相対的に平行移動して開閉するような
動き等、他の動き方をするように構成されていても良い。
【０１２４】
　また、前記した実施の形態では、第１発光手段６００の第１光透過部材６４０及び第１
導光部材６５０、第２発光手段７００の右側第２光透過部材７２０及び左側第２光透過部
材７３０等の光を通す役割を担う部材は、全て無色透明の部材で形成されており、各光源
６１２，７１２，７１３の発光色が遊技者側に出射されるようになっていたが、これに限
るものではない。例えば、各光源に無色のものを用い、各光透過部材や導光部材に有色の
透明部材を用いて、各光透過部材や導光部材の色が遊技者側に出射されるようになってい
ても良い。また、各光源にも、各光透過部材や導光部材にも有色の透明部材を用いて、こ
れらの色が混合された色が遊技者側に出射されるようになっていても良い。
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【０１２５】
　また、前記した実施の形態では、発光手段が支持される装飾物として、演出用の可動役
物の一部（特には、第１可動役物１００の一部である第１及び第２可動体３００，４００
）を用いて説明したが、これに限るものではなく、発光手段が支持される装飾物としては
、可動又は非可動の他の役物や装飾部材等、遊技機における演出に関わる種々のもので良
い。
【０１２６】
　また、前記した実施の形態では、軸受部材としての台座６３０が配置される一の部材と
してベース部材３１０を用いて説明したが、これに限るものではなく、一の部材は、遊技
機における適宜の部材であって良い。
【０１２７】
　さらに、一の部材に支持される軸としては、前記したような第１可動役物１００の第１
可動体３００を回動可能に支持する外軸１４７，１４８に限るものではなく、遊技機内の
他の軸，回動軸であっても良い。
【０１２８】
　またさらに、前記した実施の形態では、一の部材としてのベース部材３１０に支持され
た軸受部材としての台座６３０の下方に突出するように湾曲部６７０を形成して、その下
方に導光部材支持部６８０を有しており、一の部材としてのベース部材３１０の下方に第
１導光部材６５０を支持するようになっていたが、これに限るものではない。例えば、湾
曲部及び導光部材支持部が上方や側方などの他の方向に突出していて、導光部材を一の部
材の上方や側方などの他の方向に支持するような構成であっても良い。
【０１２９】
　また、前記した実施の形態では、一の部材としてのベース部材３１０に支持される軸受
部材としての台座６３０があり、この台座６３０に湾曲部６７０や導光部材支持部６８０
が形成されていたが、これに限るものではなく、一の部材（例えば、ベース部材３１０）
に直接、軸受部材の湾曲部が形成されており、その湾曲部に導光部材支持部が形成されて
いても良い。
【０１３０】
　また、前記した実施の形態では、第１導光部材６５０を、湾曲部６７０の先端部から延
びる導光部材支持部６８０と、支持部としての分岐導光部材６６０との２点で支持してい
るが、これに限るものではなく、１点や３点以上の複数点で導光部材を支持していても良
い。また、導光部材を支持する支持部の大きさ及び形状も適宜決定すれば良い。
【０１３１】
　また、前記した実施の形態では、湾曲部６７０において外軸１４７，１４８を受ける側
である内側面６７１とは反対側の外側面６７２で第１導光部材６５０を支持するにあたり
、第１導光部材６５０は直接的には湾曲部６７０の先端部に有している導光部材支持部６
８０に支持されていて、この導光部材支持部６８０を介して、第１導光部材６５０を湾曲
部６７０の外側面６７２で支持する構成となっていたが、これに限るものではない。すな
わち、第１導光部材６５０の配置される位置や湾曲部６７０の形状等の諸条件によっては
、湾曲部６７０の先端部に導光部材支持部６８０を有しておらず、第１導光部材６５０が
湾曲部６７０の外側面６７２に直接支持されている構成となっていても良い。この場合、
導光部材支持部６８０を有している場合よりも、さらに、支持に関する部材を削減するこ
とができる。
【０１３２】
　また、前記した実施の形態では、台座６３０、第１光透過部材６４０、第１導光部材６
５０、分岐導光部材６６０、湾曲部６７０及び導光部材支持部６８０の各部材が、導光透
過部材６２０として一体成形されていたが、これに限るものではなく、それぞれの部材の
役割を果たしている状態であれば、全ての部材又は一部の部材が別部材で構成されていて
も良い。
【０１３３】
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　また、前記した実施の形態では、遊技状態に応じて第１光源６１２と第２光源７１２，
７１３の発光状態を変化させて、龍の目と龍の口の光に変化を与えるように制御していた
が、これに限るものではなく、第１光源６１２や第２光源７１２，７１３の発光状態が遊
技状態で変化しないように、例えば、常に双方が点灯し続けている等の状態になっていて
も良く、また、他のきっかけや遊技状態で発光状態が変化するようになっていても良い。
さらに、発光状態についても前記した状態以外の適宜の発光状態（例えば、龍の目の光り
方が、片目ずつで変化するようになっている等）となっていても良い。また、特に龍の口
の光については、口が閉じているときから発光していても良いし、また、龍の口が開いた
タイミングで発光するようになっていても良い。
【０１３４】
　また、前記した実施の形態では、赤色の光源と白色の２色の光源を使用して、龍の目を
模した第２光透過部材７２０，７３０を、赤色と白色が混合した色合いに光らせるように
なっていたが、これに限るものではなく、他の色の光源やフィルタ等を使用して、光透過
部材をその色同士が混合した色合いに光らせるようになっていても良い。さらに、使用す
る色は２色に限るものではなく、３色以上の光が発せられるようになっていても良く、そ
のうちの２色又は３色以上が混合するようになっていても良い。また、目と口以外の他の
箇所が光るようになっていても良く、口を含む目以外の箇所において、異なる色同士が混
合するようになっていても良い。さらに、可動役物や装飾物が龍以外のモチーフのもので
あっても良く、その適宜の箇所が光るようになっていても良い。また、その光る適宜の箇
所のうちの全て又はいずれかが、複数の色が混合した色合いに光るようになっていても良
い。
【０１３５】
　また、前記した実施の形態では、立体形状の装飾部を有する内部が空洞の装飾体として
龍を模したキャラクタ型役物である可動役物の第１可動体を用いて説明したが、これに限
るものではなく、他の動物やアニメの登場人物、その他の物品等のキャラクタに適用して
も良く、また、可動でない役物に適用しても良い。さらに、立体形状の装飾部を有する内
部が空洞の装飾体としては、キャラクタ型役物を構成するものに限るものではなく、遊技
機を構成する種々の装飾体に適用しても良い。
【０１３６】
　また、キャラクタ型役物の第１可動体（上顎部分）の目について、前記した実施の形態
では龍の両目が光り、当該両目の光透過部材がベース部材と一体成形されていたが、キャ
ラクタによっては、目は１つや３つ以上の場合もある。また、役物の構成によっては、ベ
ース部材と一体成形されるのが２つの目のうちの片目だけである場合もある。
【０１３７】
　さらに、ベース部材と一体成形される光透過部材としては、キャラクタの目を構成する
ものに限るものではなく、装飾体における他の構成要素が光るようになっている場合には
、その構成要素における光透過部材がベース部材と一体成形されるようになっていても良
いし、また、キャラクタの目と他の構成要素の双方がベース部材と一体成形されるように
なっていても良い。またさらに、立体形状の装飾部を有する内部が空洞の装飾体がキャラ
クタ型役物を構成するものでない場合には、その装飾体において目を構成しない一部又は
全部の光透過部材が、ベース部材と一体成形されるようになっていれば良いことは勿論で
ある。
【０１３８】
　また、前記した実施の形態では、龍の両目を光らせるための光源（第２光源）である右
側第２光源７１２及び左側第２光源７１３は、龍の両目を構成する右側第２光透過部材７
２０及び左側第２光透過部材７３０のすぐ後ろに配置されていた（すなわち、装飾体とし
ての第１可動体３００の内部に配置されていた）が、これに限るものではなく、光透過部
材を透過して光源の光が遊技者側に出射されるようになっていれば、光源は装飾体の外部
を含む他の位置に配置されていても良い。
【０１３９】
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　また、前記した実施の形態では、スライダ１０５は、スライド機構１０６により、遊技
機１０の上下方向に往復駆動させるようになっていたが、これに限るものではなく、スラ
イド機構は、スライダを他の方向、例えば遊技機の左右方向や前後方向や斜め方向等に往
復駆動させるようになっていても良い。
【０１４０】
　また、前記した実施の形態では、スライダ１０５が下方に移動する際に、特定位置を通
過することをきっかけとして第２歯車機構１０７による回動駆動が始まるように構成され
ていたが、これに限るものではなく、回動機構は、スライダが上方に移動する際、又は上
方及び下方の双方に移動する際に、特定位置を通過することをきっかけとして回動駆動が
始まるように構成されていても良い。さらに、スライダの往復方向が上下方向以外の場合
でも、その途中の特定位置をスライダが一の方向に向かって又は双方向に向かって通過す
ることをきっかけとして回動機構による回動駆動が始まるように構成されていても良い。
【０１４１】
　また、前記した実施の形態では、回動機構として複数の歯車で構成された歯車機構を用
いていたが、これに限るものではなく、回動機構は、スライド機構の動きから可動体を回
動駆動させるように構成されていれば、歯車を用いない他の構成であっても良い。歯車を
用いない構成の例としては、歯車の換わりにローラを備え、被当接部として突起部に換え
て特定位置に達するとローラが摺動するように配置された摺動帯を備えており、当接部と
してストッパの換わりにローラの表面を用いて、特定位置に達したローラの表面が摺動帯
上を摺動することで当該ローラが回動し、この回動をきっかけとして可動体を回動駆動さ
せる構成等が挙げられる。
【符号の説明】
【０１４２】
　１０…パチンコ遊技機（遊技機）、３０…遊技盤、１００…第１可動役物（可動役物）
、１０２…回動軸受構造、１４７…右側外軸（軸，回動軸）、１４８…左側外軸（軸，回
動軸）、３００…第１可動体（第１部材，装飾体，装飾物）、３０１…装飾部、３０２…
装飾物の前面、３０３…装飾物の右側面（装飾物の両側面）、３０４…装飾物の左側面（
装飾物の両側面）、３０５…開口、３０６…収容空間（発光空間）、３０７…収容空間の
内壁面、３１０…ベース部材（一の部材）、３３０…頭部材（構成部材）、３４０…鼻部
材（構成部材）、３５０…右側髭部材（構成部材）、３６０…左側髭部材（構成部材）、
３７０…牙部材（構成部材）、３８０…右頬部材（構成部材）、３９０…左頬部材（構成
部材）、４００…第２可動体（第２部材，装飾物）、６００…第１発光手段（発光手段）
、６１２…第１光源（光源）、６３０…台座（軸受部材）、６４０…第１光透過部材（光
透過部材）、６５０…第１導光部材（導光部材）、６６０…分岐導光部材（導光部材）、
６７０…湾曲部、６７１…湾曲部の内側面（湾曲部の内側）、６７２…湾曲部の外側面（
軸を受ける側とは反対側の面）、６８０…導光部材支持部、７００…第２発光手段（発光
手段）、７１２…右側第２光源（光源，第２光源）、７１３…左側第２光源（光源，第２
光源）、７２０…右側第２光透過部材（光透過部材，第２光透過部材）、７３０…左側第
２光透過部材（光透過部材，第２光透過部材）



(31) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(32) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(33) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(34) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(35) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(36) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(37) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図２５】 【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】



(38) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】



(39) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図３８】 【図３９】

【図４０】 【図４１】



(40) JP 2011-147656 A 2011.8.4

【図４２】 【図４３】

【図４４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

