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(57)【要約】
【課題】アクチュエータの故障リスクを低減するととも
に、設計作業を簡素化することができる演出役物装置を
有する遊技機および演出役物装置を提供する。
【解決手段】演出役物装置５０は、第２役物本体２０を
可動自在に支持する移動体２００と、移動体を、第１の
位置と、当該第１の位置よりも鉛直下方に位置する第２
の位置とに変位させる回転伝達体１３４と、移動体が第
１の位置にあるときに第２役物本体に連係されて当該第
２役物本体を可動させ、移動体が第２の位置にあるとき
に第２役物本体との連係が解除される第１アクチュエー
タ１１０と、移動体が第２の位置にあるときに第２役物
本体に連係されて当該第２役物本体を可動させ、移動体
が第１の位置にあるときに第２役物本体との連係が解除
される第２アクチュエータと、を備える。
【選択図】図１８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に設けられる演出役物装置を有する遊技機であって、
　前記演出役物装置は、
　役物本体を可動自在に支持する移動体と、
　前記移動体を第１の位置と第２の位置とに変位させる位置変位機構と、
　前記移動体が前記第１の位置にあるときに前記役物本体に連係されて当該役物本体を可
動させ、前記移動体が前記第２の位置にあるときに前記役物本体との連係が解除される第
１アクチュエータと、
　前記移動体が前記第２の位置にあるときに前記役物本体に連係されて当該役物本体を可
動させ、前記移動体が前記第１の位置にあるときに前記役物本体との連係が解除される第
２アクチュエータと、を備えたことを特徴とする演出役物装置を有する遊技機。
【請求項２】
　前記演出役物装置は、前記遊技盤に固定されるケーシングを備え、
　前記ケーシングに、前記位置変位機構、前記第１アクチュエータおよび第２アクチュエ
ータがユニット化されていることを特徴とする請求項１記載の演出役物装置を有する遊技
機。
【請求項３】
　前記位置変位機構は、
　前記第１の位置と第２の位置との間で前記移動体の直線運動を案内するガイド部材と、
　前記移動体に連係され、当該移動体を前記第１の位置と第２の位置との間で移動させる
位置変位用アクチュエータと、を備え、
　前記第１アクチュエータおよび第２アクチュエータは、前記ガイド部材の長手方向に離
隔して配置されていることを特徴とする請求項１または２記載の演出役物装置を有する遊
技機。
【請求項４】
　前記移動体は、
　前記ガイド部材に係合する被ガイド部と、
　前記被ガイド部から当該被ガイド部の移動方向と交差する方向に突出する突出部と、
　前記突出部に設けられ、前記役物本体を回転自在に支持する回転支持部と、
　前記突出部の突出方向に往復動可能であって前記役物本体に連結されたスライド部と、
を備え、
　前記スライド部は、
　前記第１の位置において前記第１アクチュエータに連係され、前記第２の位置において
前記第２アクチュエータに連係されて、前記第１アクチュエータまたは第２アクチュエー
タの作動に伴って前記突出方向に往復動してなり、
　前記役物本体は、
　前記スライド部の往復動に伴って前記回転支持部を軸として揺動することを特徴とする
請求項３記載の演出役物装置を有する遊技機。
【請求項５】
　役物本体を可動自在に支持する移動体と、
　前記移動体を第１の位置と第２の位置とに変位させる位置変位機構と、
　前記移動体が前記第１の位置にあるときに前記役物本体に連係されて当該役物本体を可
動させ、前記移動体が前記第２の位置にあるときに前記役物本体との連係が解除される第
１アクチュエータと、
　前記移動体が前記第２の位置にあるときに前記役物本体に連係されて当該役物本体を可
動させ、前記移動体が前記第１の位置にあるときに前記役物本体との連係が解除される第
２アクチュエータと、を備えたことを特徴とする演出役物装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、演出役物装置を備えた遊技機および演出役物装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、始動口に遊技球が入球したことを条件として大当たりの抽選が行われる遊技機が
広く知られている。こうした遊技機においては、大当たりの抽選結果を報知する際に、液
晶表示部等において図柄が変動表示されるとともに、大当たりに当選した場合には、特定
の表示態様で図柄が停止表示されるのが一般的となっている。
【０００３】
　そして、近年の遊技機においては、液晶表示部に表示される種々の演出に連動して可動
する演出役物装置が設けられており、こうした演出役物装置の可動態様によって大当たり
の期待度を示唆することで、演出効果を向上するようにしている。例えば、特許文献１、
２には、役物本体が、液晶表示部の前面から退避した第１の位置と液晶表示部の前面に突
出した第２の位置とに変位するとともに、これら両位置のそれぞれにおいて可動する演出
役物装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２６８７３０号公報
【特許文献２】特開２００８－２４５９４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の演出役物装置においては、役物本体を第１の位置と第２の位置とに位置変位させ
るための位置変位用アクチュエータと、役物本体を第１の位置および第２の位置それぞれ
で可動するための可動用アクチュエータと、が設けられている。このとき、可動用アクチ
ュエータは、役物本体を第１の位置と第２の位置とのそれぞれにおいて可動するために、
役物本体に一体化されている。
【０００６】
　このように、役物本体と可動用アクチュエータとが一体化されていると、例えば、役物
本体を第１の位置から第２の位置へと移動させる際に、可動用アクチュエータも役物本体
とともに移動させなければならない。そのため、可動用アクチュエータの故障リスクが高
まるばかりか、可動用アクチュエータの荷重が位置変位用アクチュエータに対して負荷と
なってしまうことから、位置変位用アクチュエータの故障リスクも高まってしまう。また
、可動用アクチュエータが移動することから、配線の取り回し等、設計作業が煩雑になっ
てしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明の目的は、アクチュエータの故障リスクを低減するとともに、設計作業を簡素化
することができる演出役物装置を有する遊技機および演出役物装置を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、遊技盤に設けられる演出役物装置を有
する遊技機であって、前記演出役物装置は、役物本体を可動自在に支持する移動体と、前
記移動体を第１の位置と第２の位置とに変位させる位置変位機構と、前記移動体が前記第
１の位置にあるときに前記役物本体に連係されて当該役物本体を可動させ、前記移動体が
前記第２の位置にあるときに前記役物本体との連係が解除される第１アクチュエータと、
前記移動体が前記第２の位置にあるときに前記役物本体に連係されて当該役物本体を可動
させ、前記移動体が前記第１の位置にあるときに前記役物本体との連係が解除される第２
アクチュエータと、を備えたことを特徴とする。
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【０００９】
　また、前記演出役物装置は、前記遊技盤に固定されるケーシングを備え、前記ケーシン
グに、前記位置変位機構、前記第１アクチュエータおよび第２アクチュエータがユニット
化されているとよい。
【００１０】
　また、前記位置変位機構は、前記第１の位置と第２の位置との間で前記移動体の直線運
動を案内するガイド部材と、前記移動体に連係され、当該移動体を前記第１の位置と第２
の位置との間で移動させる位置変位用アクチュエータと、を備え、前記第１アクチュエー
タおよび第２アクチュエータは、前記ガイド部材の長手方向に離隔して配置されていると
よい。
【００１１】
　また、前記移動体は、前記ガイド部材に係合する被ガイド部と、前記被ガイド部から当
該被ガイド部の移動方向と交差する方向に突出する突出部と、前記突出部に設けられ、前
記役物本体を回転自在に支持する回転支持部と、前記突出部の突出方向に往復動可能であ
って前記役物本体に連結されたスライド部と、を備え、前記スライド部は、前記第１の位
置において前記第１アクチュエータに連係され、前記第２の位置において前記第２アクチ
ュエータに連係されて、前記第１アクチュエータまたは第２アクチュエータの作動に伴っ
て前記突出方向に往復動してなり、前記役物本体は、前記スライド部の往復動に伴って前
記回転支持部を軸として揺動するとよい。
【００１２】
　また、本発明の演出役物装置は、役物本体を可動自在に支持する移動体と、前記移動体
を第１の位置と第２の位置とに変位させる位置変位機構と、前記移動体が前記第１の位置
にあるときに前記役物本体に連係されて当該役物本体を可動させ、前記移動体が前記第２
の位置にあるときに前記役物本体との連係が解除される第１アクチュエータと、前記移動
体が前記第２の位置にあるときに前記役物本体に連係されて当該役物本体を可動させ、前
記移動体が前記第１の位置にあるときに前記役物本体との連係が解除される第２アクチュ
エータと、を備えたことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】扉が開放された状態を示す遊技機本体の斜視図である。
【図２】遊技機本体の正面図である。
【図３】第２役物本体の背面側の斜視図である。
【図４】演出役物装置の斜視図である。
【図５】ガイド部材の正面図である。
【図６】ガイド部材の背面図である。
【図７】回転伝達体の正面側の斜視図である。
【図８】回転伝達体の背面側の斜視図である。
【図９】移動体の正面側の斜視図である。
【図１０】移動体の背面側の斜視図である。
【図１１】移動体の正面図である。
【図１２】移動体の背面図である。
【図１３】移動体の下面図である。
【図１４】図４におけるＡ－Ａ線の断面を示す図である。
【図１５】第１の位置にある演出役物装置の正面図である。
【図１６】第１の位置にある演出役物装置の背面図である。
【図１７】第２役物本体が第１の位置に保持されているときの回転伝達体およびラックの
噛合状態を示す図である。
【図１８】第２役物本体の第１の位置における可動前の状態を示す正面図である。
【図１９】第２役物本体の第１の位置における可動前の状態を示す背面図である。
【図２０】第２役物本体の第１の位置における可動後の状態を示す正面図である。
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【図２１】第２役物本体の第１の位置における可動後の状態を示す背面図である。
【図２２】第２の位置にある演出役物装置の正面図である。
【図２３】第２の位置にある演出役物装置の背面図である。
【図２４】第２役物本体の第２の位置における可動前の状態を示す背面図である。
【図２５】第２役物本体の第２の位置における可動後の状態を示す背面図である。
【図２６】第２役物本体が第２の位置に保持されているときの回転伝達体およびラックの
噛合状態を示す図である。
【図２７】第２役物本体が第２の位置に保持されている状態で電動モータを正転させたと
きの回転伝達体およびラックの噛合状態を示す背面側の斜視図である。
【図２８】第２役物本体が第２の位置に保持されている状態で電動モータを正転させたと
きの回転伝達体およびラックの噛合状態を示す正面側の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。か
かる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値等は、発明の理解を容易とするため
の例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書
および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を
付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する
。
【００１５】
　図１は、本実施形態の遊技機本体１の斜視図であり、扉が開放された状態を示している
。図示のように、遊技機本体１は、略矩形状に組まれた四辺によって囲繞空間が形成され
る外枠２と、この外枠２にヒンジ機構によって開閉自在に取り付けられた中枠３と、この
中枠３と同様に、ヒンジ機構によって外枠２に開閉自在に取り付けられた前枠４と、を備
えている。
【００１６】
　中枠３は、外枠２と同様に、略矩形状に組まれた四辺によって囲繞空間が形成されてお
り、この囲繞空間に遊技盤５が保持されている。また、前枠４には、ガラス製または樹脂
製の透過板６が保持されている。そして、これら中枠３および前枠４を外枠２に対して閉
じると、遊技盤５と透過板６とが所定の間隔を維持して略平行に対面するとともに、遊技
機本体１の正面側から、透過板６を介して遊技盤５が視認可能となる。
【００１７】
　図２は、遊技機本体１の正面図である。この図に示すように、前枠４の下部には、遊技
機本体１の正面側に突出する操作ハンドル７が設けられており、この操作ハンドル７を遊
技者が操作すると、当該操作ハンドル７の操作量に応じた強度で、不図示の発射装置によ
って遊技球が発射される。このようにして発射された遊技球は、遊技盤５に設けられたレ
ール８ａ、８ｂ間を上昇して遊技領域９に導かれることとなる。
【００１８】
　遊技領域９は、遊技盤５と透過板６との間隔に形成される空間であって、遊技球が流下
または転動可能な領域である。遊技盤５には、多数の釘や風車が設けられており、遊技領
域９に導かれた遊技球が釘や風車に衝突して、不規則な方向に流下、転動するようにして
いる。
【００１９】
　遊技領域９には、遊技球が入賞可能な一般入賞口１０、第１始動口１１、第２始動口１
２が設けられており、これら一般入賞口１０、第１始動口１１、第２始動口１２に遊技球
が入賞すると、それぞれ所定の賞球が遊技者に払い出される。
【００２０】
　なお、第１始動口１１または第２始動口１２に遊技球が入賞すると特別図柄の抽選が行
われ、遊技者にとって有利な特別遊技の実行可否や、以後の遊技状態をどのような遊技状
態にするかといった種々の遊技利益（状態）が決定される。したがって、遊技者は、第１
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始動口１１または第２始動口１２に遊技球が入賞すると、所定の賞球を獲得するのと同時
に、種々の遊技利益を受ける権利獲得の機会を獲得することとなる。また、第２始動口１
２は、可動片１２ｂを開閉可能に備えており、この可動片１２ｂの状態に応じて、第２始
動口１２への遊技球の進入容易性が変化するようになっている。
【００２１】
　さらに、遊技領域９にはアタッカー装置１３が設けられている。このアタッカー装置１
３は、遊技球が入賞可能な大入賞口１４と、この大入賞口１４を開閉する開閉扉１４ｂと
、を備えており、通常、開閉扉１４ｂが大入賞口１４を閉扉して、大入賞口１４への遊技
球の入賞が不可能となっている。これに対して、所定条件が成立して特別遊技が実行され
ると、開閉扉１４ｂが開放されて、大入賞口１４への遊技球の入賞が可能となる。そして
、大入賞口１４に遊技球が入賞すると、所定の賞球が遊技者に払い出される。
【００２２】
　なお、遊技領域９の最下部には、一般入賞口１０、第１始動口１１、第２始動口１２、
大入賞口１４のいずれにも入賞しなかった遊技球を、遊技領域９から遊技盤５の背面側に
排出する排出口１５が設けられている。
【００２３】
　そして、上記の遊技盤５の中央には、遊技機本体１の正面側から背面側に貫通する貫通
孔５ａが形成されており、遊技盤５の背面に固定された液晶表示装置からなる演出表示部
１６が、貫通孔５ａを介して遊技機本体１の正面側から視認可能に配置されている。この
演出表示部１６には種々の画像が表示されるが、特に、上記の第１始動口１１または第２
始動口１２に遊技球が入球した場合には、演出図柄が変動表示されて大当たりの抽選結果
が遊技者に報知されることとなる。
【００２４】
　また、遊技盤５には、貫通孔５ａの上方にキャラクターの顔を模した第１役物本体１７
が設けられており、その近傍には、遊技機やキャラクター等の名称が施された化粧板２１
を有する第２役物本体２０が設けられている。詳しくは後述するが、第２役物本体２０は
、図２の実線で示すように、演出表示部１６の前面上方の第１の位置と、図２の破線で示
すように、第１の位置から鉛直下方に自重により落下して演出表示部１６の中央前面の一
部を被覆する第２の位置とに位置変位可能に設けられている。また、第２役物本体２０は
、第１役物本体１７よりも僅かに遊技機本体１の正面側に位置しており、両役物本体１７
、２０が相互に干渉しないように配置されている。
【００２５】
　図３は、第２役物本体２０の背面側の斜視図である。この図に示すように、第２役物本
体２０は、遊技機の名称が施された化粧板２１と、この化粧板２１の背面に固定された支
持ケース２２と、これら化粧板２１と支持ケース２２との間に収容された照明用基板２３
と、を備えている。なお、支持ケース２２は、透過性を有する樹脂で構成されているが、
説明の都合上、各図においては、支持ケース２２を実線で示すとともに、支持ケース２２
によって被覆される部位を省略している。
【００２６】
　照明用基板２３は、化粧板２１に対面する表面に配設され、第２役物本体２０の正面方
向に照射光を照射して、化粧板２１を背面から照射する不図示のＬＥＤからなる本体照射
部を備えている。また、支持ケース２２に対面する照明用基板２３の裏面には、ＬＥＤに
よって構成される間接照射部２４が配設されている。図２に示すように、第２役物本体２
０は第１役物本体１７よりも遊技機本体１の正面側に位置しており、したがって、間接照
射部２４も第１役物本体１７よりも遊技機本体１の正面側に位置している。この間接照射
部２４は、第２役物本体２０が第１の位置に保持されているときに、第１役物本体１７に
向けて照射光を照射する。
【００２７】
　より詳細に説明すると、化粧板２１を背面から照射する本体照射部、および、第１役物
本体１７を照射する間接照射部２４は、照射制御手段によって制御される。第２役物本体
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２０が第１の位置に保持された状態では、図２に示すように、第２役物本体２０が第１役
物本体１７と近接して位置している。また、このとき、間接照射部２４は、第１役物本体
１７よりも遊技機本体１の正面側に位置している。照射制御手段は、第２役物本体２０が
第１の位置に保持されているときに、間接照射部２４からの照射光の照射を許可、すなわ
ち、間接照射部２４から照射光を発光させる。
【００２８】
　このように、本来、化粧板２１を照射するための照明用基板２３の裏面に間接照射部２
４を設け、この間接照射部２４によって第１役物本体１７を照射することにより、第１役
物本体１７の質感が向上し、演出効果を向上することが可能となる。また、第１役物本体
１７と第２役物本体２０との干渉を防ぐべく、第１役物本体１７を第２役物本体２０より
も遊技機本体１の背面側に位置させると、遊技盤５等に設けた照明装置によって第１役物
本体１７を照射することが困難となり、第１役物本体１７の印象が低下するおそれがある
。しかしながら、上記のように、第２役物本体２０を第１役物本体１７よりも遊技機本体
１の正面側に位置させて、第２役物本体２０の背面側に設けられた間接照射部２４によっ
て第１役物本体１７を照射することにより、第１役物本体１７の印象の低下を抑制するこ
とも可能となる。
【００２９】
　なお、第２役物本体２０が第２の位置に保持されているときには、間接照射部２４が第
１役物本体１７から離間するため、照射制御手段は間接照射部２４の照射を制限する。つ
まり、第２役物本体２０が第２の位置に保持されているときには、照射制御手段は間接照
射部２４が発光しないように制御する。このように、第２役物本体２０が第２の位置に保
持されているときに、間接照射部２４による第１役物本体１７への照射がなくなるが、第
２役物本体２０が第２の位置に保持されている場合には、遊技者の意識が第２役物本体２
０に集中するため、第１役物本体１７の印象や質感が低下したとしても、演出効果が特段
低下する心配はない。
【００３０】
　そして、上記のように、演出表示部１６における演出図柄の変動表示中に、第２役物本
体２０を第１の位置から第２の位置に落下（移動）させたり、あるいは、第１の位置また
は第２の位置において第２役物本体２０を可動（揺動）したりするのが、遊技盤５の背面
に固定された演出役物装置５０である。この演出役物装置５０の構成について以下に詳細
に説明する。
【００３１】
　図４は、演出役物装置５０の斜視図である。この図に示すように、演出役物装置５０は
、長手方向を鉛直方向に沿わせて遊技盤５に固定されるガイド部材１００と、このガイド
部材１００に案内されて上記の第１の位置および第２の位置に位置変位するとともに、上
記の第２役物本体２０を可動自在に支持する移動体２００と、を備えて構成される。なお
、以下では、演出役物装置５０が遊技盤５に固定された状態において、遊技機本体１の幅
方向に一致する方向をｘ方向とし、鉛直方向に沿う方向をｙ方向とし、遊技機本体１の厚
さ方向に一致する方向をｚ方向として説明する。また、上記ｙ方向における矢印の先端方
向が遊技機本体１の上側となり、上記ｚ方向における矢印の先端方向が遊技機本体１の正
面側となる。
【００３２】
　図４に示すように、ガイド部材１００は、その長手方向をｙ方向に沿わせて遊技盤５に
固定される。ガイド部材１００は、遊技盤５にネジ止めによって固定されるベース体１０
１と、このベース体１０１の正面側にネジ止めによって固定される第１カバー部材１０２
および第２カバー部材１０３と、からなるケーシング１０４を備えている。ベース体１０
１には、ガイドレール１０５がｙ方向に沿って固定されており、このガイドレール１０５
に案内されて、移動体２００が第１の位置と第２の位置との間で位置変位することとなる
。
【００３３】
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　図５は、ガイド部材１００の正面図、図６は、ガイド部材１００の背面図である。なお
、図５においては、説明の都合上、第１カバー部材１０２および第２カバー部材１０３を
ベース体１０１から取り外した状態を示している。図５に示すように、ガイドレール１０
５には、摺動体１０５ａが摺動自在に係合されている。この摺動体１０５ａは、上記した
移動体２００が取り付け可能に構成されており、移動体２００が取り付けられた状態で摺
動体１０５ａがガイドレール１０５に案内されることにより、移動体２００が第１の位置
と第２の位置との間で位置変位することとなる。また、ベース体１０１には、ガイドレー
ル１０５の下端よりもさらに下方位置において、上記した第２カバー部材１０３内に収容
されるコイルスプリング１０６が設けられている。
【００３４】
　このコイルスプリング１０６は、ガイドレール１０５に沿って第１の位置から落下する
上記の移動体２００に対して、鉛直上方に付勢力を作用させる付勢部材であり、移動体２
００の落下による衝撃を緩衝する機能を有している。また、ベース体１０１には、コイル
スプリング１０６の付勢力に抗して鉛直下方に落下する移動体２００に接触し、当該移動
体２００を第２の位置に保持するストッパー１０７が設けられている。
【００３５】
　さらに、ベース体１０１の正面側であってガイドレール１０５の上端近傍には、ソレノ
イドからなる第１アクチュエータ１１０が固定されている。この第１アクチュエータ１１
０は、ロッド１１０ａを備えており、このロッド１１０ａがガイドレール１０５と平行に
、かつ、当該ガイドレール１０５の長手方向に沿って出没するように配置されている。ロ
ッド１１０ａは、第１アクチュエータ１１０が未通電状態にあるとき、スプリングの弾性
力によって図示の突出状態に維持されており、第１アクチュエータ１１０が通電されると
、スプリングの弾性力に抗して図中上方に没入した没入状態となる。
【００３６】
　上記のロッド１１０ａの先端には、連係部材１１１が回転自在に連結されている。この
連係部材１１１は、Ｌ字型に屈曲した薄板片によって構成されており、その屈曲部１１１
ａがベース体１０１に回転自在に軸支されている。そして、連係部材１１１は、その一端
がロッド１１０ａに回転自在に連結されており、ロッド１１０ａの出没に伴って、屈曲部
１１１ａを回転軸として揺動する。このように、連係部材１１１が揺動すると、当該連係
部材１１１の他端に設けられた伝達部１１１ｂが、ガイドレール１０５の長手方向に略直
交する方向（ｘ方向）に揺動することとなる。なお、この連係部材１１１は、ロッド１１
０ａの動力を第１の位置にある上記の移動体２００に伝達するものであるが、その動力伝
達の詳細については後述する。
【００３７】
　また、図６に示すように、ベース体１０１の背面側であってガイドレール１０５の下端
近傍には、上記の第１アクチュエータ１１０と同一部材であるソレノイドからなる第２ア
クチュエータ１２０が固定されている。この第２アクチュエータ１２０は、ロッド１２０
ａを備えており、このロッド１２０ａがガイドレール１０５と平行に、かつ、当該ガイド
レール１０５の長手方向に沿って出没するように配置されている。このロッド１２０ａは
、第２アクチュエータ１２０が未通電状態にあるとき、スプリングの弾性力によって図示
の突出状態に維持されており、第２アクチュエータ１２０が通電されると、スプリングの
弾性力に抗して図中上方に没入した没入状態となる。
【００３８】
　上記のロッド１２０ａの先端には、連係部材１２１が回転自在に連結されている。この
連係部材１２１は、Ｌ字型に屈曲した薄板片によって構成されており、その屈曲部１２１
ａがベース体１０１に回転自在に軸支されている。そして、連係部材１２１は、その一端
がロッド１２０ａに回転自在に連結されており、ロッド１２０ａの出没に伴って、屈曲部
１２１ａを回転軸として揺動する。このように、連係部材１２１が揺動すると、当該連係
部材１２１の他端に設けられた伝達部１２１ｂが、ガイドレール１０５の長手方向に略直
交する方向（ｘ方向）に揺動することとなる。なお、伝達部１２１ｂは、連係部材１２１
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の他端からｚ方向（正面側）に突出しており、上記した連係部材１１１の伝達部１１１ｂ
とｚ方向の位置が一致している。この連係部材１２１は、ロッド１２０ａの動力を第２の
位置にある上記の移動体２００に伝達するものであるが、その動力伝達の詳細については
後述する。
【００３９】
　そして、図５および図６に示すように、ベース体１０１の背面側には、位置変位用アク
チュエータを構成する電動モータ１３０が固定されており、この電動モータ１３０の出力
軸１３０ａが、ベース体１０１の背面側から正面側に向けて貫通している。そして、ベー
ス体１０１の正面側には、電動モータ１３０の出力軸１３０ａに固定された第１ギヤ１３
１が設けられており、この第１ギヤ１３１に噛合する第２ギヤ１３２と、この第２ギヤ１
３２に噛合する第３ギヤ１３３と、がベース体１０１に回転自在に支持されている。
【００４０】
　したがって、電動モータ１３０が回転すると、当該電動モータ１３０の回転力が第１ギ
ヤ１３１および第２ギヤ１３２を介して第３ギヤ１３３に伝達されることとなる。なお、
上記の第１ギヤ１３１、第２ギヤ１３２および第３ギヤ１３３によって回転伝達体１３４
が構成される。そして、電動モータ１３０の出力軸１３０ａは、一方向（図５中Ｆ方向）
にのみ回転するように制御される。したがって、第１ギヤ１３１の回転方向はＦ方向とな
り、第２ギヤ１３２の回転方向はＦ方向と反対方向（図５中Ｒ方向）となり、第３ギヤ１
３３の回転方向はＦ方向となる。また、ベース体１０１には、第３ギヤ１３３のＦ方向の
回転を許容しつつ、当該第３ギヤ１３３の逆転、すなわち、Ｒ方向の回転を規制する逆転
防止部材１３５が設けられている。
【００４１】
　図７および図８は、回転伝達体１３４を説明する図であり、図７は、回転伝達体１３４
の正面側の斜視図を示し、図８は、回転伝達体１３４の背面側の斜視図を示している。こ
れらの図に示すように、第３ギヤ１３３は、全周にわたって形成された歯部１３３ａの歯
幅（ｚ方向の厚さ）が、第１ギヤ１３１および第２ギヤ１３２よりも大きく構成されてい
る。ここで、歯部１３３ａのうち、歯幅方向（ｚ方向）の中央よりも正面側を歯部１３３
ａ１とし、歯幅方向（ｚ方向）の中央よりも背面側を歯部１３３ａ２とした場合、第３ギ
ヤ１３３には、歯部１３３ａ１を回転方向に一部欠落させた欠落部１３３ｂが形成されて
いる。
【００４２】
　詳しくは後述するが、第３ギヤ１３３の歯部１３３ａは、第２ギヤ１３２と噛合すると
ともに、上記の移動体２００に設けられたラック２０２（図９参照）とも噛合する。この
とき、第２ギヤ１３２は、歯部１３３ａ２において第３ギヤ１３３に噛合し、ラック２０
２は、歯部１３３ａ１において第３ギヤ１３３に噛合する。したがって、第３ギヤ１３３
と第２ギヤ１３２との噛合関係は常時維持されることとなるが、第３ギヤ１３３の回転角
度によっては、欠落部１３３ｂがラック２０２と対面したところで当該第３ギヤ１３３と
ラック２０２との噛合関係が断たれることとなる。
【００４３】
　また、図８に示すように、第３ギヤ１３３には、歯部１３３ａよりも背面側において、
当該第３ギヤ１３３と一体回転する係合部１３６および突片１３７が、互いに回転方向に
位相をずらして設けられている。これら係合部１３６および突片１３７は、その回転軌跡
上に逆転防止部材１３５が位置する関係を有している。
【００４４】
　逆転防止部材１３５は、ベース体１０１に揺動自在に支持されており、通常、バネの付
勢力によって、係合部１３６および突片１３７の回転軌跡上に突出した図示の突出位置に
ある。そして、逆転防止部材１３５は、第３ギヤ１３３の回転に伴ってＦ方向に回転する
係合部１３６および突片１３７との接触により、当該係合部１３６および突片１３７の回
転軌跡上から退避した退避位置へと揺動する。
【００４５】
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　この状態から、さらに係合部１３６および突片１３７がＦ方向に回転すると、逆転防止
部材１３５と、係合部１３６または突片１３７との接触が解除され、係合部１３６および
突片１３７は、バネの付勢力によって退避位置から突出位置に復帰する。一方、係合部１
３６および突片１３７がＦ方向と逆方向（Ｒ方向）に回転して逆転防止部材１３５に接触
した場合には、当該逆転防止部材１３５が突出位置に保持されたままとなり、第３ギヤ１
３３のＲ方向の回転が規制される。このように、逆転防止部材１３５は、第３ギヤ１３３
のＦ方向への回転を許容しつつ、Ｒ方向への回転を規制することとなる。
【００４６】
　次に、上記の構成からなるガイド部材１００の摺動体１０５ａに取り付けられ、ガイド
レール１０５に案内されて第１の位置と第２の位置との間で位置変位する移動体２００に
ついて説明する。
【００４７】
　図９は移動体２００の正面側の斜視図、図１０は移動体２００の背面側の斜視図、図１
１は移動体２００の正面図、図１２は移動体２００の背面図、図１３は移動体２００の下
面図である。これらの図に示すように、移動体２００は、上記の摺動体１０５ａに取り付
けられる被ガイド部２０１ａと、この被ガイド部２０１ａから移動体２００の移動方向（
ｙ方向）と交差（直交）する方向（ｘ方向）に突出して第２役物本体２０を可動自在に支
持する突出部２０１ｂとを有する本体部材２０１を備えている。そして、本体部材２０１
において、被ガイド部２０１ａにおける突出部２０１ｂの突出方向とは反対側に位置する
側面には、ラック２０２が、その長手方向をｙ方向に沿わせて固定されている。
【００４８】
　ラック２０２は、上記の第３ギヤ１３３の歯部１３３ａ（１３３ａ１）に噛合する噛合
部２０２ａが、ｘ方向、より詳細には突出部２０１ｂの突出方向とは反対方向に臨むよう
に形成されている。この噛合部２０２ａは、第３ギヤ１３３の回転力を移動体２００の直
線運動に変換するものであり、この噛合部２０２ａによって、移動体２００がガイドレー
ル１０５に案内されて直線運動することとなる。
【００４９】
　また、ラック２０２には、噛合部２０２ａの歯幅方向（ｚ方向）の一方側（正面側）に
突出するとともに、ガイド部材１００（ガイドレール１０５）の長手方向に沿って延在す
る凸条部２０２ｂと、噛合部２０２ａの歯幅方向（ｚ方向）の他方側（背面側）に臨む（
突出する）とともに、ガイド部材１００（ガイドレール１０５）の長手方向に沿って延在
する当て止め部２０２ｃと、が設けられている。このように、ラック２０２には、噛合部
２０２ａ、凸条部２０２ｂ、当て止め部２０２ｃがそれぞれ異なる面に設けられている。
【００５０】
　なお、凸条部２０２ｂおよび当て止め部２０２ｃは、ガイド部材１００（ガイドレール
１０５）の長手方向に沿った軸の軸回り方向への移動体２００の傾倒を抑止するためのも
のである。この凸条部２０２ｂおよび当て止め部２０２ｃによってもたらされる移動体２
００の傾倒抑止機能について、図１４を用いて説明する。
【００５１】
　図１４は、図４におけるＡ－Ａ線の断面を示す図である。この図に示すように、ガイド
部材１００のガイドレール１０５に移動体２００が係合された状態では、ラック２０２が
、ケーシング１０４内、より具体的には、ベース体１０１と第１カバー部材１０２との対
向間隔に収容される。このとき、ケーシング１０４には、互いに対向する一対の対向部１
０２ａ、１０１ａが設けられており、凸条部２０２ｂには、第１カバー部材１０２の対向
部１０２ａが対向し、当て止め部２０２ｃには、ベース体１０１の対向部１０１ａが対向
する。なお、多少の寸法誤差を考慮し、凸条部２０２ｂと対向部１０２ａとの間、および
、当て止め部２０２ｃと対向部１０１ａとの間には、いずれも僅かな間隙が維持されるよ
うに設計されているが、高い寸法精度を実現可能であれば、両者が互いに接触するように
設計しても構わない。
【００５２】
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　また、第１カバー部材１０２には、対向部１０２ａから対向部１０１ａ側に起立すると
ともに、凸条部２０２ｂの両側面に対向する一対の起立部１０２ｂが設けられている。こ
れら一対の起立部１０２ｂは、ｙ方向に延在しており、また、ｘ方向に所定の間隔を維持
して平行に配置され、これら一対の起立部１０２ｂ間に凸条部２０２ｂを位置させている
。つまり、対向部１０２ａおよび一対の起立部１０２ｂによって、凸条部２０２ｂが摺動
自在に嵌合される凹部が形成されることとなる。
【００５３】
　このように、本実施形態においては、上記一対の対向部１０１ａ、１０２ａと、一対の
起立部１０２ｂとによって傾倒抑止部が構成されており、移動体２００がガイド部材１０
０（ガイドレール１０５）の長手方向に沿った軸の軸回り方向に傾倒したとき、傾倒抑止
部に凸条部２０２ｂもしくは当て止め部２０２ｃが接触し、当該移動体２００の傾倒が抑
止されることとなる。仮に、移動体２００が上記の軸回り方向に傾倒してしまうと、第３
ギヤ１３３とラック２０２との噛合面が片当たりして、第３ギヤ１３３やラック２０２が
早期に劣化、損傷してしまったり、また、移動体２００の傾倒が大きい場合には、遊技盤
５や透過板６に第２役物本体２０が衝突してしまったりするおそれがあるが、こうしたお
それを上記の傾倒抑止部によって解消することが可能となる。
【００５４】
　なお、図１０～図１３に示すように、ラック２０２の上端近傍であって、噛合部２０２
ａよりも背面側には、当該噛合部２０２ａと同一方向に突出する被係合部２０３が設けら
れている。この被係合部２０３は、第３ギヤ１３３とラック２０２とが噛合する前に、上
記した第３ギヤ１３３の係合部１３６（図８参照）に係合することにより、第３ギヤ１３
３の歯部１３３ａとラック２０２の噛合部２０２ａとの位置合わせを行うものであるが、
その詳細については後述する。
【００５５】
　また、図１０～図１３からも明らかなように、突出部２０１ｂの背面には、スライド部
材２１０（スライド部）が対向配置されている。このスライド部材２１０は、薄板の長板
部材によって構成されており、その長手方向を突出部２０１ｂの突出方向に沿わせて配置
されている。このスライド部材２１０には、長手方向に長さを有するスライドガイド孔２
１０ａが一対、当該スライド部材２１０の長手方向に一定の間隔を維持して形成されてい
る。そして、突出部２０１ｂの背面には、スライドガイド孔２１０ａを貫通するスライド
ガイドネジ２１１が設けられており、このスライドガイドネジ２１１にガイドされて、ス
ライドガイド孔２１０ａの範囲内でスライド部材２１０がｘ方向に往復動可能となってい
る。
【００５６】
　なお、スライド部材２１０の先端には、ｚ方向に貫通する伝達孔２１０ｃが形成されて
おり、スライド部材２１０の基端には、上記した連係部材１１１、１２１に連係される被
連係部２１０ｄが設けられている。また、突出部２０１ｂには、スライド部材２１０の上
方に位置し、ｚ方向に貫通する貫通孔からなる回転支持部２２０が形成されている。
【００５７】
　そして、第２役物本体２０の支持ケース２２には、背面側に突出する回転支持軸２２ａ
および伝達軸２２ｂ（図３参照）が設けられており、回転支持軸２２ａが突出部２０１ｂ
の回転支持部２２０に回転自在に支持され、伝達軸２２ｂがスライド部材２１０の伝達孔
２１０ｃに挿通されている。したがって、スライド部材２１０がｘ方向にスライドすると
、このスライド部材２１０のｘ方向の直線運動が伝達孔２１０ｃを介して伝達軸２２ｂに
伝達され、伝達軸２２ｂに対してｘ方向の付勢力が作用する。このようにして伝達軸２２
ｂにｘ方向の付勢力が作用すると、第２役物本体２０は、スライド部材２１０のｘ方向の
直線運動に伴って回転支持軸２２ａを軸として揺動することとなる。なお、突出部２０１
ｂの先端には、第２役物本体２０の揺動方向に沿った長孔状の揺動ガイド孔２２１が形成
されており、この揺動ガイド孔２２１に、支持ケース２２の背面に固定された揺動ガイド
ネジ２２ｃが挿通されている。これら揺動ガイド孔２２１および揺動ガイドネジ２２ｃは
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、第２役物本体２０の揺動をガイドするものである。
【００５８】
　また、図９～図１３に示すように、本体部材２０１の被ガイド部２０１ａの下端には、
緩衝保持部材２３０が固定されている。この緩衝保持部材２３０は、移動体２００がガイ
ド部材１００に係合された状態で、ストッパー１０７に対面する接触部２３０ａと、この
接触部２３０ａよりも鉛直下方に突出する突起部２３０ｂと、を備えている。この突起部
２３０ｂは、移動体２００が第１の位置から第２の位置へと落下する過程において、ガイ
ド部材１００に設けられたコイルスプリング１０６を圧縮するものであり、接触部２３０
ａがストッパー１０７に接触したところで、移動体２００のそれ以上の落下が規制される
こととなる。したがって、接触部２３０ａがストッパー１０７に接触したところが、上記
の第２の位置となる。
【００５９】
　次に、上記の構成からなる演出役物装置５０の動作について詳細に説明する。
【００６０】
　図１５および図１６は、第２役物本体２０が第１の位置に保持された状態の演出役物装
置５０を示す図であり、図１５は演出役物装置５０の正面図、図１６は演出役物装置５０
の背面図である。なお、図１５においては、説明の都合上、ガイド部材１００から第１カ
バー部材１０２および第２カバー部材１０３を取り外した状態を示している。これらの図
に示すように、移動体２００は、被ガイド部２０１ａが摺動体１０５ａにネジ止めされる
ことによって、ガイド部材１００（ガイドレール１０５）に係合されている。そして、通
常は、図示のように、移動体２００がガイドレール１０５の上端近傍に保持されており、
第２役物本体２０が、図示の第１の位置に保持されることとなる。このように、第２役物
本体２０を第１の位置に保持するための保持力、すなわち、移動体２００をガイドレール
１０５の上端近傍に保持する保持力は、回転伝達体１３４によってもたらされている。
【００６１】
　図１７は、第２役物本体２０が第１の位置に保持されているときの回転伝達体１３４お
よびラック２０２の噛合状態を示す図である。この図に示すように、第２役物本体２０が
第１の位置にあるとき、第３ギヤ１３３の歯部１３３ａ（歯部１３３ａ１）は、ラック２
０２の噛合部２０２ａの最下部に噛合されている。このとき、第３ギヤ１３３には、その
回転方向の一定範囲に亘って歯部１３３ａ１を欠落させた欠落部１３３ｂが形成されてお
り、回転方向（Ｆ方向）に連続する歯部１３３ａ１の最後部、換言すれば、欠落部１３３
ｂに対して第３ギヤ１３３の回転方向（Ｆ方向）直前に位置する部分が、ラック２０２の
噛合部２０２ａに噛合している。
【００６２】
　このように、ラック２０２と第３ギヤ１３３とが噛合状態に維持されている場合、移動
体２００の自重がラック２０２を介して第３ギヤ１３３に作用する。したがって、第２役
物本体２０が第１の位置にあるとき、第３ギヤ１３３にはＦ方向と反対方向であるＲ方向
の回転力が作用する。ただし、このＲ方向の回転力は、第３ギヤ１３３から第２ギヤ１３
２および第１ギヤ１３１を介して電動モータ１３０に伝達され、この電動モータ１３０の
負荷によって回転伝達体１３４の回転が抑止されており、これによってラック２０２と第
３ギヤ１３３との間の噛合関係が図示の状態に維持されることとなる。
【００６３】
　なお、この状態では、突片１３７が、逆転防止部材１３５よりも第３ギヤ１３３の回転
方向（Ｆ方向）前方に位置している。したがって、仮に、移動体２００の自重によって、
第３ギヤ１３３がＲ方向に回転したとしても、図示の突出位置に保持される逆転防止部材
１３５に突片１３７が接触し、第３ギヤ１３３の逆転（Ｒ方向の回転）が規制されること
となる。
【００６４】
　図１８～図２１は、第２役物本体２０の可動態様を説明する図であり、図１８は、第２
役物本体２０の第１の位置における可動前の状態を示す正面図、図１９は、第２役物本体
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２０の第１の位置における可動前の状態を示す背面図、図２０は、第２役物本体２０の第
１の位置における可動後の状態を示す正面図、図２１は、第２役物本体２０の第１の位置
における可動後の状態を示す背面図である。なお、図１８および図２０においては、説明
の都合上、移動体２００の一部の部品を取り外して示している。
【００６５】
　上記のようにして第２役物本体２０が第１の位置に保持されているとき、図１８に示す
ように、移動体２００におけるスライド部材２１０の被連係部２１０ｄが、連係部材１１
１の伝達部１１１ｂとｘ方向に対向配置される。このとき、伝達部１１１ｂと、被連係部
２１０ｄとの間には僅かな間隙が維持されている。また、この状態では、図１９に示すよ
うに、スライド部材２１０が、ｘ方向においてガイド部材１００側に位置しており、スラ
イドガイドネジ２１１が、スライドガイド孔２１０ａにおける図１９中、左側の内壁に接
触したところで静止している。なお、移動体２００には、スライド部材２１０を図１９に
おいて右方に付勢する付勢力を作用させる弾性部材が設けられており、この弾性部材によ
って、通常、スライド部材２１０が図１８、図１９に示す位置に保持されている。また、
スライド部材２１０が図示の位置に保持されているとき、化粧板２１は、その長手方向を
ｘ方向に沿わせた状態で静止している。
【００６６】
　そして、上記の状態から、第１アクチュエータ１１０を通電すると、図２０に示すよう
に、ロッド１１０ａが鉛直上方に没入するとともに、このロッド１１０ａの没入に伴って
連係部材１１１が屈曲部１１１ａを中心に揺動し、これによって伝達部１１１ｂがｘ方向
に揺動する。このように、伝達部１１１ｂがｘ方向に揺動すると、伝達部１１１ｂがスラ
イド部材２１０の被連係部２１０ｄに接触するとともに、この被連係部２１０ｄの揺動に
よって、スライド部材２１０がｘ方向にスライドする。
【００６７】
　スライド部材２１０がｘ方向にスライドすると、図２１に示すように、伝達孔２１０ｃ
によって伝達軸２２ｂがｘ方向に押し出され、これによって、揺動ガイドネジ２２ｃを軸
として第２役物本体２０が揺動し、化粧板２１がｘ方向に対して傾いた状態となる。した
がって、移動体２００（第２役物本体２０）が第１の位置にあるときに、第１アクチュエ
ータ１１０の通電および未通電を短時間のうちに繰り返すことにより、スライド部材２１
０が往復動するとともに、このスライド部材２１０の往復動に伴って、化粧板２１が回転
方向に繰り返し揺動することとなる。以上のように、移動体２００が第１の位置にあると
きに、第１アクチュエータ１１０が第２役物本体２０に連係されるとともに、第１アクチ
ュエータ１１０を制御することにより、第２役物本体２０が可動（揺動）することとなる
。
【００６８】
　なお、上記のとおり、第２役物本体２０が第１の位置にあるとき、当該第２役物本体２
０は、第１役物本体１７よりも遊技機本体１の正面側に位置している（図１）。したがっ
て、第１の位置において、照明制御手段が、第２役物本体２０の背面側に設けられた間接
照射部２４（図３参照）を発光制御することにより、第１役物本体１７が間接照射され、
当該第１役物本体１７の質感が向上し、演出効果を向上することができる。また、間接照
射部２４は、第２役物本体２０と一体となって揺動するので、こうした揺動に伴って第１
役物本体１７への照射態様が変更される。このように、揺動に伴う第２役物本体２０の注
目度の高まりに加え、照射態様の変更に伴う第１役物本体１７の印象度の向上ももたらさ
れるため、一層の演出効果の向上がもたらされることとなる。
【００６９】
　また、図１７に示すように、第２役物本体２０が第１の位置に保持された状態、換言す
ると、第３ギヤ１３３の歯部１３３ａと、ラック２０２の噛合部２０２ａとの噛合によっ
て移動体２００が第１の位置に保持された状態で、電動モータ１３０を正転させると、第
３ギヤ１３３がＦ方向に回転する。すると、欠落部１３３ｂがラック２０２に対面して第
３ギヤ１３３とラック２０２との噛合が解除され、移動体２００は、その自重によって、
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第１の位置から当該第１の位置よりも鉛直下方に位置する第２の位置まで、ガイドレール
１０５に沿って落下することとなる。
【００７０】
　図２２および図２３は、第２役物本体２０が第２の位置に保持された状態の演出役物装
置５０を示す図であり、図２２は演出役物装置５０の正面図、図２３は演出役物装置５０
の背面図である。なお、図２２においては、説明の都合上、ガイド部材１００から第１カ
バー部材１０２および第２カバー部材１０３を取り外した状態を示している。上記のよう
に、自重によって移動体２００が第１の位置から鉛直下方に落下すると、その落下過程に
おいて、移動体２００の下部に設けられた突起部２３０ｂがコイルスプリング１０６に接
触するとともに、コイルスプリング１０６を圧縮しながら移動体２００が鉛直下方に落下
する。そして、最終的に接触部２３０ａがストッパー１０７に接触したところで、移動体
２００の落下が規制され、図２２に示す第２の位置に移動体２００が保持されることとな
る。
【００７１】
　このように、移動体２００を自重で落下させることにより、第２役物本体２０の移動に
迫力をもたせながらも、接触部２３０ａがストッパー１０７に接触する際の衝撃がコイル
スプリング１０６によって緩衝されるので、演出役物装置５０の損傷を防ぎながら演出効
果を向上することが可能となる。なお、第２役物本体２０が第２の位置に保持された状態
、すなわち、接触部２３０ａがストッパー１０７に接触した状態においても、コイルスプ
リング１０６による鉛直上方への付勢力が移動体２００に作用している。ただし、このコ
イルスプリング１０６は、その付勢力が、移動体２００の自重による鉛直下方への重力よ
りも弱くなるようにバネ定数が設定されており、第３ギヤ１３３とラック２０２との噛合
が解除された状態では、移動体２００の接触部２３０ａがストッパー１０７に確実に接触
するように設計されている。
【００７２】
　図２４および図２５は、第２役物本体２０の可動態様を説明する図であり、図２４は、
第２役物本体２０の第２の位置における可動前の状態を示す背面図、図２５は、第２役物
本体２０の第２の位置における可動後の状態を示す背面図である。
【００７３】
　上記のようにして第２役物本体２０が第２の位置に保持されているとき、図２４に示す
ように、移動体２００におけるスライド部材２１０の被連係部２１０ｄが、連係部材１２
１の伝達部１２１ｂとｘ方向に対向配置される。このとき、伝達部１２１ｂと、被連係部
２１０ｄとの間には僅かな間隙が維持されている。また、この状態では、スライド部材２
１０が、不図示の弾性部材の弾性力により、ｘ方向においてガイド部材１００側に位置し
ており、スライドガイドネジ２１１が、スライドガイド孔２１０ａにおける図２４中、左
側の内壁に接触したところで静止している。また、スライド部材２１０が図示の位置に保
持されているとき、化粧板２１は、その長手方向をｘ方向に沿わせた状態で静止している
。
【００７４】
　そして、上記の状態から、第２アクチュエータ１２０を通電すると、図２５に示すよう
に、ロッド１２０ａが鉛直上方に没入するとともに、このロッド１２０ａの没入に伴って
連係部材１２１が屈曲部１２１ａを中心に揺動し、これによって伝達部１２１ｂがｘ方向
に揺動する。このように、伝達部１２１ｂがｘ方向に揺動すると、伝達部１２１ｂがスラ
イド部材２１０の被連係部２１０ｄに接触するとともに、この被連係部２１０ｄの揺動に
よって、スライド部材２１０がｘ方向に往復動（摺動）する。
【００７５】
　スライド部材２１０がｘ方向にスライドすると、伝達孔２１０ｃによって伝達軸２２ｂ
がｘ方向に押し出され、これによって、揺動ガイドネジ２２ｃを軸として第２役物本体２
０が揺動し、化粧板２１がｘ方向に対して傾いた状態となる。したがって、移動体２００
（第２役物本体２０）が第２の位置にあるときに、第２アクチュエータ１２０の通電およ
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び未通電を短時間のうちに繰り返すことにより、スライド部材２１０が往復動するととも
に、このスライド部材２１０の往復動に伴って、化粧板２１が回転方向に繰り返し揺動す
ることとなる。以上のように、移動体２００が第２の位置にあるときに、第２アクチュエ
ータ１２０が第２役物本体２０に連係されるとともに、第２アクチュエータ１２０を制御
することにより、第２役物本体２０が可動（揺動）することとなる。
【００７６】
　なお、第２役物本体２０が第２の位置にあるときには、間接照射部２４の照射対象であ
る第１役物本体１７が第２役物本体２０から離間しており、間接照射部２４によって第１
役物本体１７を照射することができない。したがって、第２役物本体２０が第２の位置に
あるときには、照射制御手段は間接照射部２４の発光を停止させることとなる。なお、第
２の位置においても、間接照射部２４からの照射を継続しても構わない。しかしながら、
第２の位置においては、第２役物本体２０の背面側に演出表示部１６が位置しているため
、間接照射部２４からの照射光が演出表示部１６に当たって乱反射する等、演出効果が低
下するおそれもある。そのため、本実施形態においては、第２役物本体２０が第２の位置
にある場合には、照射制御手段が間接照射部２４の発光を停止させることとしている。
【００７７】
　次に、上記のようにして第２の位置に保持されている移動体２００の第１の位置への復
帰動作について図２６～図２８を用いて説明する。
【００７８】
　図２６は、第２役物本体２０が第２の位置に保持されているときの回転伝達体１３４お
よびラック２０２の噛合状態を示す図である。この図に示すように、移動体２００が第２
の位置に保持されているとき、ラック２０２の噛合部２０２ａには、第３ギヤ１３３の欠
落部１３３ｂが対面しており、ラック２０２と第３ギヤ１３３との噛合が解除された状態
となっている。この状態から電動モータ１３０を正転させて第３ギヤ１３３をＦ方向に回
転させると、図２７および図２８に示す状態となる。
【００７９】
　図２７および図２８は、第２役物本体２０が第２の位置に保持されている状態で電動モ
ータ１３０を正転させたときの回転伝達体１３４およびラック２０２の噛合状態を示す図
であり、図２７は背面側の斜視図、図２８は正面側の斜視図である。第２役物本体２０（
移動体２００）が第２の位置に保持された状態で電動モータ１３０を正転させると、第３
ギヤ１３３がＦ方向に回転し、図２７に示すように、第３ギヤ１３３の係合部１３６が、
ラック２０２の被係合部２０３に鉛直下方から係合する。このとき、図２８に示すように
、ラック２０２の噛合部２０２ａには、いまだ第３ギヤ１３３の欠落部１３３ｂが対向し
ており、第３ギヤ１３３とラック２０２との噛合関係が解除されたままとなっている。
【００８０】
　そして、図２７に示すように、係合部１３６と被係合部２０３とが係合した状態でさら
に第３ギヤ１３３がＦ方向に回転すると、移動体２００を第２の位置から第１の位置に向
かう方向（鉛直上方）へ移動させるように、係合部１３６が被係合部２０３を押し上げる
。このように、係合部１３６がラック２０２を鉛直上方に押し上げながら第３ギヤ１３３
がＦ方向に回転すると、係合部１３６と被係合部２０３との係合が解除される前に、欠落
部１３３ｂよりも第３ギヤ１３３の回転方向後方側に位置する歯部１３３ａが、ラック２
０２の噛合部２０２ａに噛合される。したがって、以後は、第３ギヤ１３３とラック２０
２とが噛合状態にあることから、第３ギヤ１３３の回転に伴って移動体２００が第１の位
置まで鉛直上方に移動し、移動体２００が第１の位置に到達したところで、電動モータ１
３０の通電を停止することにより、移動体２００（第２役物本体２０）が第１の位置に保
持されることとなる。
【００８１】
　上記のように、係合部１３６と被係合部２０３とを係合させることにより、第３ギヤ１
３３の歯部１３３ａと、ラック２０２の噛合部２０２ａとが噛合する際の位置合わせがな
され、常に所望の位置において、両者を確実に噛合させることが可能となる。また、ラッ
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ク２０２にはコイルスプリング１０６によって鉛直上方への付勢力が作用しているため、
係合部１３６と被係合部２０３とが係合する際や、ラック２０２と第３ギヤ１３３とが噛
合する際に、第３ギヤ１３３に作用する負荷が軽減される。したがって、回転伝達体１３
４の摩耗劣化の速度が低下するとともに、電動モータ１３０のエネルギー効率を向上する
ことも可能となる。
【００８２】
　以上のように、本実施形態の演出役物装置５０によれば、第１アクチュエータ１１０お
よび第２アクチュエータ１２０が、移動体２００とは離別して設けられている。そして、
第１アクチュエータ１１０は、移動体２００が第１の位置にあるときに第２役物本体２０
に連係されて当該第２役物本体２０を可動させ、移動体２００が第２の位置にあるときに
第２役物本体２０との連係が解除される。また、第２アクチュエータ１２０は、移動体２
００が第２の位置にあるときに第２役物本体２０に連係されて当該第２役物本体２０を可
動させ、移動体２００が第１の位置にあるときに第２役物本体２０との連係が解除される
。
【００８３】
　つまり、移動体２００には、第１の位置および第２の位置で第２役物本体２０を可動す
るためのアクチュエータが設けられていないため、移動体２００が軽量化され、電動モー
タ１３０に対する負荷を軽減して当該電動モータ１３０の故障リスクを低減することがで
きる。また、第１アクチュエータ１１０および第２アクチュエータ１２０が移動体２００
とともに移動することがないため、これら両アクチュエータ１１０、１２０の故障リスク
も低減されるとともに、両アクチュエータ１１０、１２０への配線の取り回し等の設計作
業も簡素化することができる。
【００８４】
　また、上記一対の対向部１０１ａ、１０２ａと、一対の起立部１０２ｂとによって傾倒
抑止部が構成されており、移動体２００がガイド部材１００（ガイドレール１０５）の長
手方向に沿った軸の軸回り方向に傾倒したとき、傾倒抑止部に凸条部２０２ｂもしくは当
て止め部２０２ｃが接触し、当該移動体２００の傾倒が抑止されることとなる。仮に、移
動体２００が上記の軸回り方向に傾倒してしまうと、第３ギヤ１３３とラック２０２との
噛合面が片当たりして、第３ギヤ１３３やラック２０２が早期に劣化、損傷してしまった
り、また、移動体２００の傾倒が大きい場合には、遊技盤５や透過板６に第２役物本体２
０が衝突してしまったりするおそれがあるが、こうしたおそれを上記の傾倒抑止部によっ
て解消することが可能となる。
【００８５】
　また、本来、化粧板２１を照射するための照明用基板２３の裏面に間接照射部２４を設
け、この間接照射部２４によって第１役物本体１７を照射することにより、第１役物本体
１７の質感が向上し、演出効果を向上することが可能となる。
【００８６】
　なお、上記実施形態においては、第１の位置と第２の位置とが鉛直方向に離隔して設け
られ、移動体２００が鉛直方向に移動する場合について説明したが、移動体２００の移動
方向はこれに限定されるものではなく、例えば、水平方向に移動したり、円弧状に移動し
たりするものであってもよい。また、上記実施形態においては、第１の位置から第２の位
置への移動体２００の移動は自重によって行われ、第２の位置から第１の位置への移動体
２００の移動は電動モータ１３０の駆動力によって行われることとしたが、移動体２００
の移動方向を問わず、常に電動モータ１３０の駆動力によって移動体２００を移動させる
ようにしても構わない。
【００８７】
　また、上記実施形態においては、電動モータ１３０および回転伝達体１３４によって移
動体２００の位置を変位させる位置変位機構が構成される場合について説明したが、位置
変位機構の構成はこれに限定されない。さらには、上記実施形態においては、移動体２０
０を移動させるための駆動源となる位置変位用アクチュエータを電動モータ１３０によっ
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て構成する場合について説明したが、位置変位用アクチュエータはモータに限らず、ソレ
ノイド等、他のアクチュエータで構成してもよい。
【００８８】
　また、上記実施形態においては、位置変位機構や第１アクチュエータ１１０、第２アク
チュエータ１２０がケーシング１０４にユニット化されている場合について説明したが、
これらの各部材は、必ずしもケーシング１０４にユニット化されていなくともよい。した
がって、位置変位機構、第１アクチュエータ１１０、第２アクチュエータ１２０の全てが
、それぞれ個別に遊技盤５に固定されていてもよいし、これら各部品の一部のみがケーシ
ング１０４にユニット化されていてもよい。
【００８９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる実施形態に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲
に記載された範疇において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００９０】
１     …遊技機本体
２０   …第２役物本体（役物本体）
５０   …演出役物装置
１００  …ガイド部材
１０４  …ケーシング
１１０  …第１アクチュエータ
１２０  …第２アクチュエータ
１３０  …電動モータ（位置変位用アクチュエータ）
１３１  …第１ギヤ
１３２  …第２ギヤ
１３３  …第３ギヤ
１３４  …回転伝達体
２００  …移動体
２０１ａ  …被ガイド部
２０１ｂ  …突出部
２１０  …スライド部材（スライド部）
２２０  …回転支持部
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