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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に設けた第１，第２可動役物機構を備えた遊技機の可動役物装置において、
　前記第１，第２可動役物機構の各々が、
　重なり得る複数の可動役物と、
　前記複数の可動役物の基端側部分を同一の軸心回りに夫々回動自在に支持する第１枢支
部を有するベース部材と、
　前記複数の可動役物が重なった第１の位置と第１の位置から前記軸心回りに回動して展
開した第２の位置とに亙って、複数の可動役物を個別に設定された異なる動作角度回動さ
せるように駆動する回動駆動機構とを備え、
　前記の各回動駆動機構は、
　前記ベース部材に回動自在に支持された駆動レバー部材と、
　前記駆動レバー部材に回動駆動力を入力可能な電動アクチュエータを含む駆動力入力手
段と、
　前記複数の可動役物に夫々一体的に連結された複数の従動レバー部材と、
　前記駆動レバー部材の回動動作を複数の可動役物の個別の回動動作に変換するように、
複数の従動レバー部材を連動連結する連動連結機構とを備え、
　前記第１可動役物機構の回動駆動機構の少なくとも一部と、それに対応する第２可動役
物機構の回動駆動機構の少なくとも一部とを共通の部品で構成したことを特徴とする遊技
機の可動役物装置。



(2) JP 5567815 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の可動役物装置に関し、特に、遊技盤に第１，第２可動役物機構を設
け、この第１，第２可動役物機構の各々の複数の可動役物が重なった第１の位置と第１の
位置から回動して展開した第２の位置とに亙って、複数の可動役物を同一の軸心回りに個
別に設定された異なる動作角度回動させる、可動役物装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ遊技機において、遊技盤の盤面と平行方向に移動する可動役物を備えた
可動役物装置（例えば、特許文献１～３、非特許文献１参照）が公知である。特許文献１
～３、非特許文献１の可動役物装置は、何れも、可動役物が画像表示器の画面前側空間で
動作するものであり、特許文献１の可動役物装置では、可動役物が上下方向に平行移動し
、特許文献２，３、非特許文献１の可動役物装置では、可動役物が盤面と直交する前後方
向向きの軸心回りに回動する。
【０００３】
　特に、非特許文献１の可動役物装置では、１対の可動役物が画像表示器の画面前側空間
から退いた待機位置と画面前側空間に出現した作動位置とに亙って回動し、１対の可動役
物が作動位置のときに、それらの対向端縁が近接して、全体で扇形を形成する。この可動
役物装置の各可動役物は、独立に動く複数の羽根を備えたものではなく、全体が一体的に
回動するものである、と推定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－３１１号公報
【特許文献２】特開２００３－２３６０８６号公報
【特許文献３】特開２００８－１８００９号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】吉村太郎，パチンコオリジナル必勝法３月号，平成２１年３月１日，第
４巻第３号，Ｐ．３６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　非特許文献１の可動役物装置では、１対の可動役物が画像表示器の画面前側空間から退
いた待機位置と画面前側空間に出現した作動位置とに亙って回動するが、各可動役物は全
体が一体的に回動するため、可動役物を待機位置と作動位置とに亙って回動駆動する回動
駆動機構を容易に構成できても、可動役物の構成及び動作が斬新さに欠けるものになる。
【０００７】
　そこで、本願発明者は、遊技盤に第１，第２可動役物機構を設け、この第１，第２可動
役物機構の各々が、盤面と平行方向へ夫々延びて前後方向に重なり得る複数の可動役物を
備え、この複数の可動役物が前後に重なった待機位置と待機位置から回動して展開した作
動位置とに亙って、複数の可動役物を前後方向向きの同一の軸心回りに個別に設定された
異なる動作角度回動させて、斬新な可動役物の構成及び動作を実現する、可動役物装置を
提案し実用化に向けて検討を行った。
【０００８】
　この可動役物装置において、複数の可動役物を大型化することでダイナミックに動作さ
せることができるため、更に、複数の可動役物に電飾を装備することで、複数の可動役物
の重量が重くなるが、この電飾との協働により、また、第１可動役物機構の複数の可動役
物が第１の位置から第２の位置へ向かう回動方向と、第２可動役物機構の複数の可動役物
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が第１の位置から第２の位置へ向かう回動方向とが逆方向になるようにして、第１可動役
物機構の複数の可動役物と第２可動役物機構の複数の可動役物が第２の位置のときに前後
に重なるようにして、演出効果を大幅に向上させることができる。
【０００９】
　ここで、この可動役物装置（第１，第２可動役物機構）の全体の部品点数が多くなるた
め、第１，第２可動役物機構の部品の共通化を図ることが、部品の種類を低減して製作コ
ストを低減する上で有効になる。しかし、前記のように、斬新な可動役物の構成及び動作
を実現するようにして、更に、演出効果を大幅に向上させるようにして、部品の種類を低
減して製作コストを低減することは容易ではない。
【００１０】
　しかも、第１，第２可動役物機構の各々において、複数の可動役物を個別に設定された
異なる動作角度回動させるように駆動する回動駆動機構を容易に構成することは難しい。
例えば、複数の可動役物に夫々対応する複数の電動モータを設けて、各可動役物を独立に
駆動する回動駆動機構が考えられるが、電動モータの数が多くなり、故に、構造が複雑に
且つ大型になり、回動駆動機構の取付スペースを確保できないことも懸念され、製作コス
トも増大する。
【００１１】
　そこで、本願発明者は、第１，第２可動役物機構の各回動駆動機構において、共通の電
動モータを駆動源とし、複数の可動役物を個別に設定された異なる動作角度回動させるた
めに複数のギヤを備えたものを提案し試作を行った。しかし、この回動駆動機構では、ギ
ヤ数を含む部品点数が非常に多くなり、故に、構造が複雑になり、組付け性が悪くなり、
製作コストが増大する。しかも、複数の可動役物を回動させるトルクが予想以上に大きく
なったため、作動面と耐久面での信頼性を高めることが難しい。特に、演出効果向上のた
めに、複数の可動役物を大型化し、更に、複数の可動役物に電飾を装備し、複数の可動役
物の重量が重くなる場合、上記課題の改善が必要となる。
【００１２】
　本発明の目的は、遊技盤に第１，第２可動役物機構を設け、第１，第２可動役物機構の
各々について、回動駆動機構により、複数の可動役物が重なった第１の位置と第１の位置
から回動して展開した第２の位置とに亙って、複数の可動役物を同一の軸心回りに個別に
設定された異なる動作角度回動させるように駆動して、斬新な可動役物の構成及び動作を
実現し、演出効果を大幅に向上させ、しかも、第１，第２可動役物機構の部品の共通化を
図り、部品の種類を低減し、更に、回動駆動機構の構造を簡単化し、組付け性を向上させ
、作動面と耐久面での信頼性を高め、そして、製作コストを低減することができる、遊技
機の可動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】
【００１３】
　請求項１の発明は、遊技盤(4)に設けた第１，第２可動役物機構(17A/17B(17C)(17D)) 
を備えた遊技機(1)の可動役物装置(17)において、前記第１，第２可動役物機構(17A/17B(
17C)(17D))の各々が、重なり得る複数の可動役物(40A,50A,60A/40B,50B,60B(40C,50C,60C
)(40D,50D,60D))と、前記複数の可動役物(40A,50A,60A/40B,50B,60B(40C,50C,60C)(40D,5
0D,60D))の基端側部分を同一の軸心(Aa/Ba)回りに夫々回動自在に支持する第１枢支部(35
A,36A/35B,36B)を有するベース部材(30A/30B(30C)(30D))と、前記複数の可動役物(40A,50
A,60A/40B,50B,60B(40C,50C,60C)(40D,50D,60D))が重なった第１の位置と第１の位置から
前記軸心(Aa/Ba)回りに回動して展開した第２の位置とに亙って、複数の可動役物(40A,50
A,60A/40B,50B,60B(40C,50C,60C)(40D,50D,60D))を個別に設定された異なる動作角度回動
させるように駆動する回動駆動機構(70A/70B(70C)(70D))とを備え、前記の各回動駆動機
構(70A/70B(70C)(70D))は、前記ベース部材(30A/30B(30C)(30D))に回動自在に支持された
駆動レバー部材(71A/71B(71C)(71D))と、前記駆動レバー部材(71A/71B(71C)(71D))に回動
駆動力を入力可能な電動アクチュエータ(81A/81B(81C)(81D))を含む駆動力入力手段(80A/
80B(80C)(80D))と、前記複数の可動役物(40A,50A,60A/40B,50B,60B(40C,50C,60C)(40D,50
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D,60D))に夫々一体的に連結された複数の従動レバー部材(44A,54A,64A/44B,54B,64B(44C,
54C,64C)(44D,54D,64D))と、前記駆動レバー部材(71A/71B(71C)(71D))の回動動作を複数
の可動役物(40A,50A,60A/40B,50B,60B(40C,50C,60C)(40D,50D,60D))の個別の回動動作に
変換するように、複数の従動レバー部材(44A,54A,64A/44B,54B,64B(44C,54C,64C)(44D,54
D,64D))を連動連結する連動連結機構(91A/90B(90C)(90D))とを備え、前記第１可動役物機
構(17A)の回動駆動機構(70A)の少なくとも一部と、それに対応する第２可動役物機構(17B
(17C)(17D))の少なくとも一部とを共通部品で構成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の遊技機の可動役物装置によれば、第１，第２可動役物機構の部品の共通化を図
り、部品の種類を低減し、製作コストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】パチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の制御系のブロック図である。
【図３】可動役物装置の可動役物が第１の位置のときの正面図である。
【図４】可動役物装置の可動役物が第２の位置のときの正面図である。
【図５】可動役物装置の可動役物が第１の位置のときの背面図である。
【図６】可動役物装置の可動役物が第２の位置のときの背面図である。
【図７】可動役物装置の正面斜め上側からの斜視図である。
【図８】可動役物装置の背面斜め上側からの斜視図である。
【図９】実施例１の左可動役物機構の正面斜め上側からの展開斜視図である。
【図１０】左可動役物機構の背面斜め上側からの展開斜視図である。
【図１１】左可動役物機構の要部の正面斜め上側からの斜視図である。
【図１２】左可動役物機構の要部の背面斜め上側からの斜視図である。
【図１３】実施例１の右可動役物機構の正面斜め上側からの展開斜視図である。
【図１４】右可動役物機構の背面斜め上側からの展開斜視図である。
【図１５】右可動役物機構の要部の正面斜め上側からの斜視図である。
【図１６】右可動役物機構の要部の背面斜め上側からの斜視図である。
【図１７】実施例２の右可動役物機構の正面斜め上側からの展開斜視図である。
【図１８】右可動役物機構の背面斜め上側からの展開斜視図である。
【図１９】実施例３の右可動役物機構の正面斜め上側からの展開斜視図である。
【図２０】右可動役物機構の背面斜め上側からの展開斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明の遊技機の可動役物装置は、遊技盤に第１，第２可動役物機構が設けられ、この
第１，第２可動役物機構の各々が、遊技盤の盤面と平行方向へ夫々延びて盤面と直交する
前後方向に重なり得る複数の可動役物を備え、この複数の可動役物が前後に重なった第１
の位置と第１の位置から回動して展開した第２の位置とに亙って、複数の可動役物を前後
方向向きの同一の軸心回りに個別に設定された異なる動作角度回動させるように構成した
ものであり、以下、発明を実施するための形態について実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００３７】
　図１に示すように、パチンコ遊技機１には、遊技ホールに取付けられる外枠に開閉枠２
が開閉自在に装着され、開閉枠２に開閉扉３が開閉自在に装着されている。開閉枠２には
遊技盤４が装着され、その遊技盤４の前面側に遊技領域５が形成されている。開閉扉３に
は窓３ａが形成され、その窓３ａに透明板３ｂが装着され、その透明板３ｂにより遊技領
域５の前側が覆われている。
【００３８】
　開閉扉３の窓３ａの下側に、遊技球を貯留する貯留皿６と、遊技領域５に遊技球を発射
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させる発射ハンドル７が装着されている。発射ハンドル７が回動操作されると、貯留皿６
から発射位置に導入された遊技球が発射され、ここで、貯留皿６に複数の遊技球が存在す
る場合には、複数の遊技球が約０．６秒間隔で連続発射される。発射された遊技球はガイ
ドレール８で案内され遊技領域５の上部に投入される。
【００３９】
　図１、図２に示すように、遊技盤４には、多数の障害釘１０、始動入賞口装置１１、ゲ
ート１２、大入賞口装置１３、複数の一般入賞口１４、センタ役物１５、画像表示器１６
、可動役物装置１７、遊技表示盤１８が装着され、遊技盤４の裏面側に制御装置２０が装
着されている。
【００４０】
　始動入賞口装置１１は、センタ役物１５のステージ１５ａの下側に配置され、所謂電チ
ューを含む構成であり、第１始動入賞口１１ａ、第２始動入賞口１１ｂ、第２始動入賞口
１１ｂを開閉する開閉部材１１ｃ、第１始動入賞口１１ａに入賞した遊技球を検出する第
１始動口ＳＷ１１ｄ、第２始動入賞口１１ｂに入賞した遊技球を検出する第２始動口ＳＷ
１１ｅ、開閉部材１１ｃを開閉駆動する電チューソレノイド１１ｆを有する。開閉部材１
１ｃは、閉位置で第２始動入賞口１１ｂへの遊技球の入賞を不可能にし、開位置で第２始
動入賞口１１ｂへの遊技球の入賞を可能にする。ゲート１２はセンタ役物１５の左側に配
置され、ゲート１２には通過した遊技球を検出するゲートＳＷ１２ａが付設されている。
【００４１】
　大入賞口装置１３は、始動入賞口装置１１の下側に配置され、大入賞口１３ａ、大入賞
口１３ａを開閉する開閉部材１３ｂ、大入賞口１３ａに入賞した遊技球を検出する大入賞
口ＳＷ１３ｃ、開閉部材１３ｂを開閉駆動する大入賞口ソレノイド１３ｄを有する。開閉
部材１３ｂは、閉位置で大入賞口１３ａへの遊技球の入賞を不可能にし、開位置で大入賞
口１３ａへの遊技球の入賞を可能にする。各一般入賞口１４には入賞した遊技球を検出す
る一般入賞口ＳＷ１４ａが付設されている。
【００４２】
　センタ役物１５は、遊技盤４の盤面（前面）よりも前方へ張出すステージ１５ａを含む
センタ枠部材１５ｂを有し、このセンタ役物１５に、画像表示器１６と本案特有の可動役
物装置１７が設けられている。画像表示器１６は、液晶ディスプレイからなり、その画面
がセンタ枠部材１５ｂの内側から前方へ臨むように設けられている。可動役物装置１７に
ついては、後で詳細に説明する。
【００４３】
　遊技表示盤１８は、遊技盤４の下部右側に前方へ向けて配置され、第１特別図柄表示器
１８ａ、第２特別図柄表示器１８ｂ、普通図柄表示器１８ｃ、第１特別図柄保留ランプ１
８ｄ、第２特別図柄保留ランプ１８ｅ、普通図柄保留ランプ１８ｆを備えている。
【００４４】
　第１特別図柄表示器１８ａには、第１始動入賞口１１ａへの遊技球の入賞を契機に第１
特別図柄が図柄変動後に表示され、第２特別図柄表示器１８ｂには、第２始動入賞口１１
ｂへの遊技球の入賞を契機に第２特別図柄が図柄変動後に表示される。第１又は第２特別
図柄表示器１８ａ又は１８ｂに大当り図柄（特定の特別図柄）が表示された場合、大当り
遊技が発生して、大入賞口装置１３が作動し、通常は閉塞の大入賞口１３ａを開放するよ
うに開閉部材１３ｂを複数ラウンドに亙って開閉動作させる。
【００４５】
　普通図柄表示器１８ｃには、ゲート１２への遊技球の入賞を契機に普通図柄が図柄変動
後に表示される。普通図柄表示器１８ｃに当り図柄が表示された場合、補助遊技が発生し
て、始動入賞口装置１１が作動し、通常は閉塞の第２始動入賞口１１ｂを開放するように
開閉部材１１ｃを１又は複数回開閉動作させる。
【００４６】
　第１特別図柄保留ランプ１８ｄには、第１始動入賞口１１ａに入賞した遊技球の数であ
って第１特別図柄表示器１８ａでの図柄変動に未だ供していない第１保留数が４個まで表
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示され、第２特別図柄保留ランプ１８ｅには、第２始動入賞口１１ｂに入賞した遊技球の
数であって第２特別図柄表示器１８ｂでの図柄変動に未だ供していない第２保留数が４個
まで表示され、普通図柄保留ランプ１８ｆには、ゲート１２に入賞した遊技球の数であっ
て普通図柄表示器１８ａでの図柄変動に未だ供していない保留数が４個まで表示される。
【００４７】
　発射ハンドル７を回動操作することで、発射され遊技領域５の上部に投入された遊技球
は、複数の障害釘１０に当たって方向を変えながら落下して、入賞口１１ａ，１１ｂ，１
３ａ，１４の何れかに入賞した場合、そこから遊技領域５外へ排出され、入賞口１１ａ，
１１ｂ，１３ａ，１４の何れにも入賞しなかった場合には、最終的に、遊技領域５の下端
部に形成されたアウト口９から遊技領域５外へ排出される。
【００４８】
　制御系について説明する。
　図２に示すように、制御装置２０は、メイン制御装置２１とサブ制御装置２５とで構成
されている。メイン制御装置２１は、遊技制御基板２２にＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを備え
て構成され、遊技制御基板２２は盤用外部情報端子基板２３に接続されている。
【００４９】
　サブ制御装置２５は、払出制御基板２６、演出制御基板２７、画像制御基板２８、ラン
プ制御基板２９を備え、この複数の制御基板２６～２９は夫々ＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを
備えて構成され、更に、演出制御基板２７はＲＴＣを備えて構成され、払出制御基板２６
は枠用外部情報端子基板２４に接続されている。
【００５０】
　遊技制御基板２２は、第１，第２始動口ＳＷ１１ｄ，１１ｅ、ゲートＳＷ１２ａ、大入
賞口ＳＷ１３ｃ、一般入賞口ＳＷ１４ａからの検出信号と、払出制御基板２６からの制御
情報を受けて、電チューソレノイド１１ｆ、大入賞口ソレノイド１３ｄ、図柄表示器１８
ａ，１８ｂ，１８ｃ、図柄保留ランプ１８ｄ，１８ｅ，１８ｆを制御し、払出制御基板２
６と演出制御基板２７と盤用外部情報端子基板２３に制御情報（遊技情報）を出力する。
【００５１】
　払出制御基板２６は、遊技制御基板２２からの制御情報と、払出球検出ＳＷ３１、球有
り検出ＳＷ３２、満タン検出ＳＷ３３からの検出信号を受けて、払出駆動モータ３０を制
御し、入賞口１１ａ，１１ｂ，１３ａ，１４への遊技球の入賞１個について、入賞口１１
ａ，１１ｂ，１３ａ，１４毎に設定された数の遊技球を貯留皿６に払出し、遊技制御基板
２２と枠用外部情報端子基板２４に制御情報（払出情報）を出力する。
【００５２】
　演出制御基板２７は、遊技制御基板２２からの制御情報と、貯留皿６に設けられた演出
ボタン３５からの操作信号を受けて、画像制御基板２８に制御情報を出力し、更に、画像
制御基板２８からの制御情報を受けて、ランプ制御基板２９に制御情報を出力する。画像
制御基板２８は、演出制御基板２７からの制御情報を受けて、画像表示器１６とスピーカ
３４とを制御し、演出制御基板２７に制御情報を出力する。ランプ制御基板２９は、演出
制御基板２７からの制御情報を受けて、主に画像制御基板２８による制御に同期させて、
枠ランプ３６と盤ランプ３７と可動役物装置１７とを制御する。
【００５３】
　可動役物装置１７について説明する。
　図１、図３～図１６に示すように、可動役物装置１７は、遊技盤４に設けられた左可動
役物機構１７Ａ（第１可動役物機構１７Ａ）と右可動役物機構１７Ｂ（第２可動役物機構
１７Ｂ）を備え、可動役物機構１７Ａ／１７Ｂの各々が、ベース部材３０Ａ／３０Ｂ、複
数（３つ）の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂ（前側可動役物
４０Ａ／４０Ｂ、後側可動役物５０Ａ／５０Ｂ、前側可動役物４０Ａ／４０Ｂと後側可動
役物５０Ａ／５０Ｂとの間の中間可動役物６０Ａ／６０Ｂ）、回動駆動機構７０Ａ／７０
Ｂを備えている。
【００５４】
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　各可動役物機構１７Ａ／１７Ｂにおいて、ベース部材３０Ａ／３０Ｂは、遊技盤４の裏
面側に取付けられ、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂの
基端側部分を前後方向向きの同一の軸心Ａａ／Ｂａ回りに夫々回動自在に支持するもので
あり、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂは、遊技盤４の
盤面と平行方向へ夫々延びて、盤面と直交する前後方向に重なり得る。
【００５５】
　各可動役物機構１７Ａ／１７Ｂにおいて、回動駆動機構７０Ａ／７０Ｂは、複数の可動
役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂが前後に重なった第１の位置（待
機位置：図３参照）と第１の位置から軸心Ａａ／Ｂａ回りに回動して展開した第２の位置
（作動位置：図４参照）とに亙って、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，
５０Ｂ，６０Ｂを個別に設定された異なる動作角度（例えば、左可動役物機構１７Ａの前
側可動役物４０Ａは約３０度、中間可動役物６０Ａは約６０度、後側可動役物５０Ａは約
９０度、右可動役物機構１７Ｂの前側可動役物４０Ｂは約９０度、中間可動役物６０Ｂは
約６０度、後側可動役物５０Ｂは約３０度）回動させるように駆動するものである。
【００５６】
　各回動駆動機構７０Ａ／７０Ｂは、左可動役物機構１７Ａの複数の可動役物４０Ａ，５
０Ａ，６０Ａが第１の位置から第２の位置へ向かう回動方向（正面視時計回り方向）と、
右可動役物機構１７Ｂの複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂが第１の位置から第２の
位置へ向かう回動方向（正面視反時計回り方向）とが逆方向になるように構成され、そし
て、左可動役物機構１７Ａの回動駆動機構７０Ａは、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６
０Ａのうち最も後側に位置する後側可動役物５０Ｂの動作角度を他の前側可動役物４０Ａ
と中間可動役物６０Ａの動作角度よりも大きくするように構成され、右可動役物機構１７
Ｂの回動駆動機構７０Ｂは、複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂのうち最も前側に位
置する前側可動役物４０Ｂの動作角度を他の後側可動役物５０Ｂと中間可動役物６０Ｂの
動作角度よりも大きくするように構成されている。
【００５７】
　左可動役物機構１７Ａの複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａと右可動役物機構１７
Ｂの複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂが、第１の位置のときに鉛直姿勢になって画
像表示器１６の画面前側空間から左右両側へ退くとともに、第２の位置のときに傾斜姿勢
になって画像表示器１６の画面前側空間で展開して前後に重なるように構成されている。
【００５８】
　図３～図１２に基づいて、左可動役物機構１７Ａのベース部材３０Ａ、複数の可動役物
４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ、回動駆動機構７０Ａについて詳しく説明する。
【００５９】
　ベース部材３０Ａは、前壁３１Ａと後壁３２Ａと周壁３３Ａとを有し、その右下部から
左方且つ上方へ張り出して正面視略Ｌ形に、また、前後の厚さが比較的薄い透明な合成樹
脂製ケースに形成されている。このベース部材３０Ａは、前壁３１Ａと周壁３３Ａの一部
を含むベース部材前部３０Ａａと、後壁３２Ａと周壁３３Ａの残り一部を含むベース部材
後部３０Ａｂとを結合して構成され、ベース部材３０Ａの内部に、複数の可動役物４０Ａ
，５０Ａ，６０Ａの基端側部分と回動駆動機構７０Ａの大部分が収容されている。
【００６０】
　ベース部材３０Ａの左上部において、前壁３１Ａには後面側に軸心Ａａを中心とする前
側環状凹部３５Ａが形成され、後壁３２Ａには前面側に軸心Ａａを中心とする後側環状凹
部３６Ａが形成されている。この前側環状凹部３５Ａと後側環状凹部３６Ａが、複数の可
動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａの基端側部分を前後方向向きの同一の軸心Ａａ回りに夫々
回動自在に支持する第１枢支部に相当する。
【００６１】
　前壁３１Ａには、前側環状凹部３５Ａの前奥端部に前側環状凹部３５Ａよりも小径の貫
通孔３１Ａａが形成され、後壁３２Ａには、後側環状凹部３６Ａの後奥端部に後側環状凹
部３６Ａよりも小径の貫通孔３２Ａａが形成されている。
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【００６２】
　ベース部材３０Ａの下部の左右方向中央部分において、前壁３１Ａには軸心Ａｂを中心
とする前側枢支孔部３７Ａが後方突出状に形成され、後壁３２Ａには軸心Ａｂを中心とす
る後側枢支孔部３８Ａが前方突出状に形成されている。この前側枢支孔部３７Ａと後側枢
支孔部３８Ａが、回動駆動機構７０Ａの駆動レバー部材７１Ａを前後方向向きの軸心Ａｂ
回りに回動自在に支持する第２枢支部に相当する。
【００６３】
　前壁３１Ａの右部にはモータ取付口３１Ａｂが形成され、後壁３２Ａの左上部には後側
環状凹部３６Ａの下側に軸心Ａａを中心とする円弧状のガイドスリット３２Ａｂが形成さ
れ、後壁３２Ａの左下部にはセンサ取付部３２Ａｃが形成されている。ベース部材３０Ａ
の左上端部分には、周壁３３Ａが存在せず、複数の可動役物４０Ａ，５０Ｂ，６０Ｂが通
過する可動役物通過口３３Ａａが形成されている。尚、ベース部材３０Ａは、後壁３２Ａ
に後側から取付けられガイドスリット３２Ａｂ等を覆うカバー部材３９Ａを有する。
【００６４】
　複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａには、夫々、合成樹脂製の可動役物本体部材４
１Ａ，５１Ａ，６１Ａと、合成樹脂製の裏カバー部材４２Ａ，５２Ａ，６２Ａと、電飾機
構４３Ａ，５３Ａ，６３Ａと、合成樹脂製の従動レバー部材４４Ａ，５４Ａ，６４Ａが設
けられている。
【００６５】
　各可動役物本体部材４１Ａ，５１Ａ，６１Ａは、前面部と周面部とを有するとともに先
端部分に３枚の羽根形状部が形成された役物表示部４１Ａａ，５１Ａａ，６１Ａａと、役
物表示部４１Ａａ，５１Ａａ，６１Ａａの基端側に位置する役物基部４１Ａｂ，５１Ａｂ
，６１ｂＡとからなり、役物表示部４１Ａａ，５１Ａａ，６１Ａａの裏面側が裏カバー部
材４２Ａ，５２Ａ，６２Ａで覆われている。
【００６６】
　複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａが第１の位置のとき、それら可動役物本体部材
４１Ａ，５１Ａ，６１Ａの羽根形状部の軸心Ａａを中心とする周向位置が一致するように
前後方向に重なり、この第１の位置から右方且つ下方へ回動し、その際、後側可動役物５
０Ａが約９０度、中間可動役物６０Ａが約６０度、前側可動役物４０Ａが約３０度回動し
て、第２の位置になる。複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａが第２の位置のとき、そ
れら可動役物本体部材４１Ａ，５１Ａ，６１Ａの合計９枚の羽根形状部が軸心Ａａを中心
とする周方向に略等間隔おきに位置するように展開する（図４、図６参照）。
【００６７】
　各電飾機構４３Ａ，５３Ａ，６３Ａは、裏カバー部材４２Ａ，５２Ａ，６２Ａに取付け
られたプリント基板、プリント基板の前面に実装された複数のＬＥＤ、可動役物本体部材
４１Ａ，５１Ａ，６１Ａの表面部に設けられたレンズを有し、各電飾機構４３Ａ，５３Ａ
，６３Ａに（プリント基板を介して複数のＬＥＤに）接続された配線４３Ａａ，５３Ａａ
，６３Ａａ（図９参照）は、ランプ制御基板２９又は他の基板に構成されたＬＥＤ駆動回
路に接続されている。
【００６８】
　前側可動役物４０Ａの従動レバー部材４４Ａに、前方へ突出する円筒状の前側係合軸部
４５Ａと、後方へ突出する部分円筒状の前側連結軸部４６Ａとが一体形成され、この従動
レバー部材４４Ａが前側可動役物４０Ａの役物基部４１Ａｂに後側から固定され、この役
物基部４１Ａｂに形成された孔４１Ａｃを前側係合軸部４５Ａが貫通し、前側係合軸部４
５Ａが前側環状凹部３５Ａにベアリング４７Ａを介して回動自在に係合されている。
【００６９】
　後側可動役物５０Ａの従動レバー部材５４Ａに、後方へ突出する円筒状の後側係合軸部
５５Ａと、前方へ突出する部分円筒状の後側連結軸部５６Ａとが一体形成され、この従動
レバー部材５４Ａが後側可動役物５０Ａの役物基部５１Ａｂに後側から固定され、この役
物基部５１Ａｂに形成された孔５１Ａｃを後側連結軸部５６Ａが貫通し、後側係合軸部５
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５Ａが後側環状凹部３６Ａにベアリング５７Ａを介して回動自在に係合されている。
【００７０】
　中間可動役物６０Ａの従動レバー部材６４Ａに、部分円筒状の中間係合部６５Ａが一体
形成され、この従動レバー部材６４Ａが中間可動役物６０Ａの役物基部６１Ａｂに後側か
ら固定され、この役物基部６１Ａｂに形成された孔６１Ａｃを中間係合部６５Ａが貫通し
ている。前側連結軸部４６Ａに、後側連結軸部５６Ａが回動自在に内嵌されるとともに、
中間係合部６５Ａが回動自在に外嵌されている。
【００７１】
　前側係合軸部４５Ａの内部と前側連結軸部４６Ａの内部とが連通されて、前側係合軸部
４５Ａと前側連結軸部４６Ａの前後両端が開口し、後側係合軸部５５Ａの内部と後側連結
軸部５６Ａの内部とが連通されて、後側係合軸部５５Ａの前端が開口している。つまり、
前側係合軸部４５Ａ、前側連結軸部４６Ａ、後側係合軸部５５Ａ、後側連結軸部５６Ａが
夫々中空状に形成されて、それらの内部空間が連通され、電飾機構４３Ａ，５３Ａ，６３
Ａに接続された配線４３Ａａ，５３Ａａ，６３Ａａが、前記内部空間を通って、更に前壁
３１Ａの貫通孔３１Ａａを通って、ベース部材３０Ａの前壁３１Ａ外へ延びるように配設
されている（図９参照）。
【００７２】
　前側可動役物４０Ａの裏カバー部材４２Ａの背面には、中間回動役物６０Ａの可動役物
本体部材６１Ａの前面と摺動するように軸心Ａａを中心とする円弧状の摺動突起部４９Ａ
が一体形成され、中間可動役物６０Ａの裏カバー部材６２Ａの背面には、後側回動役物５
０Ａの可動役物本体部材５１Ａの前面と摺動するように軸心Ａａを中心とする円弧状の摺
動突起部６９Ａが一体形成されている。
【００７３】
　図９～図１２に示すように、回動駆動機構７０Ａは、前側枢支孔部３７Ａと後側枢支孔
部３８Ａに前後方向向きの支軸７５Ａを介して軸心Ａｂ回りに回動自在に支持され且つ盤
面と平行方向へ夫々延びる第１，第２レバー部７１Ａａ，７１Ａｂを有する駆動レバー部
材７１Ａと、駆動レバー部材７１Ａを回動させる駆動力を第１レバー部７１Ａａに入力可
能な電動モータ８１Ａ（ステッピングモータ８１Ａ）を含む駆動力入力機構８０Ａ（駆動
力入力手段）と、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａに夫々一体的に設けられ且つ環
状凹部３５Ａ，３６Ａ（軸心Ａａ）に対して第２レバー部７１Ａｂの方へ延びる複数の従
動レバー部材４４Ａ，５４Ａ，６４Ａと、駆動レバー部材７１Ａの回動動作を複数の可動
役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａの個別の回動動作に変換するように、複数の従動レバー部材
４４Ａ，５４Ａ，６４Ａを第２レバー部７１Ａｂに夫々連動連結する連動連結機構９０Ａ
とを備えている。
【００７４】
　駆動レバー部材７１Ａは、第１レバー部７１Ａａと第２レバー部７１Ａａの一部とを有
する合成樹脂製の駆動レバー本体部材７２Ａと、第２レバー部７１Ａａの残り一部を有す
る合成樹脂製の駆動レバー分割部材７３Ａとで構成されている。駆動レバー本体部材７２
Ａの中心部には、前後両側へ突出するボス部７２Ａａが形成され、このボス部７２Ａａが
支軸７５Ａに回動自在に外嵌されている。ボス部７２Ａａの前後両側において、支軸７５
Ａに１対のスペーサ７６Ａ，７７Ａが外嵌され、このスペーサ７６Ａ，７７Ａにより、駆
動レバー部材７１Ａが前後方向定置に回動可能な状態で保持される。
【００７５】
　駆動レバー分割部材７３Ａの基端部分には孔７３Ａａが形成され、その孔７３Ａａを駆
動レバー本体部材７２Ａの後方へ突出するボス部７２Ａａが挿通し、駆動レバー分割部材
７３Ａが駆動レバー本体部材７２Ａの第２レバー部７１Ａｂと略同方向へ延びるように、
駆動レバー分割部材７３Ａが駆動レバー本体部材７２Ａに後側から固定されている。この
駆動レバー分割部材７３Ａは、駆動レバー本体部材７２Ａに中間可動役物６０Ａの従動レ
バー部材６４Ａを組付けた後に、組付け固定される。尚、図１１、図１２の駆動レバー部
材７１Ａについては、駆動レバー本体部材７２Ａに中間可動役物６０Ａの従動レバー部材
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６４Ａが組付けられない状態で、駆動レバー本体部材７２Ａに駆動レバー分割部材７３Ａ
が組付け固定された状態を示している。
【００７６】
　駆動力入力機構８０Ａにおいて、合成樹脂製のモータ取付座８２Ａが、ベース部材３０
Ａの前側から前壁３１Ａに形成されたモータ取付口３１Ａｂに嵌合固定され、このモータ
取付座８２Ａに電動モータ８１Ａが前側から取付けられ、この電動モータ８１Ａの出力軸
８１Ａａは、モータ取付座８２Ａを挿通して、前壁３１Ａの後側、即ち、ベース部材３０
Ａの内部に達している。
【００７７】
　駆動力入力機構８０Ａは、電動モータ８１Ａの出力軸８１Ａａに固定され且つ出力軸８
１Ａａから盤面と平行方向に駆動レバー部材７１Ａの第１レバー部７１Ａａの方へ延びる
合成樹脂製の入力レバー部材８３Ａを有し、この入力レバー部材８３Ａが、入力レバー部
材８３Ａの回動動作を駆動レバー部材７１Ａの回動動作に変換可能に駆動レバー部材７１
Ａの第１レバー部７１Ａａに連動連結されている。
【００７８】
　駆動力入力機構８０Ａは、入力レバー部材８３Ａの先端部に後方へ突出するように設け
られた入力係合ピン８４Ａａと、駆動レバー部材７１Ａの第１レバー部７１Ａａに軸心Ａ
ｂと直交する方向に延びるように形成され且つ入力係合ピン８４Ａａが環状コロ部材８５
Ａを介して前側から係合する入力長孔８４Ａｂとを有する。
【００７９】
　連動連結機構９０Ａは、複数の従動レバー部材４４Ａ，５４Ａ，６４Ａを駆動レバー部
材７１Ａの第２レバー部７１Ａｂのうちの枢支孔部３７Ａ，３８Ａ（軸心Ａｂ）からの距
離が夫々異なる部位（環状凹部３５Ａ，３６Ａ（軸心Ａａ）からの距離が夫々異なる部位
）に連動連結し、これにより、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａを個別に設定され
た異なる動作角度回動させるように構成している。
【００８０】
　連動連結機構９０Ａは、駆動レバー部材７１Ａの第２レバー部７１Ａｂの先端側部分に
設けられた複数（３つ）の係合ピン９１Ａａ，９２Ａａ，９３Ａａと、複数の従動レバー
部材４４Ａ，６４Ａ，５４Ａに軸心Ａａと直交する方向へ延びるように形成された複数の
長孔９１Ａｂ，９２Ａｂ，９３Ａｂとを有する。軸心Ａｂからの距離は、係合ピン９１Ａ
ａ→係合ピン９２Ａａ→係合ピン９３Ａａの順に遠くなっている。
【００８１】
　係合ピン９１Ａａは、駆動レバー本体部材７２Ａの長さ方向途中部に前方へ突出するよ
うに設けられて、長孔９１Ａｂに後側から摺動自在に係合し、係合ピン９２Ａａは、駆動
レバー本体部材７２Ａの先端部に後方へ突出するように設けられて、長孔９２Ａｂに前側
から摺動自在に係合し、係合ピン９３Ａａは、係合ピン９２Ａａよりも軸心Ａｂから離れ
た位置にある駆動レバー分割部材７２Ａの先端部に後方へ突出するように設けられて、長
孔９３Ａｂに前側から摺動自在に係合している。
【００８２】
　後側可動役物５０Ａの従動レバー部材５４Ａには、長孔９３Ａｂの近くにおいて、後方
へ突出するガイドピン９４Ａが設けられ、このガイドピン９４Ａがベース部材３０Ａの後
壁３２Ａに形成されたガイドスリット３２Ａｂに摺動自在に係合している。
【００８３】
　後壁３２Ａのセンサ取付部３２Ａｃには、光学センサ９５Ａ（フォトインタラプタ９５
Ａ）が取付けられている。この光学センサ９５Ａは、発光部と受光部とを有し、その発光
部と受光部が、駆動レバー本体部材７２Ａに後方へ突出するように設けられた部分円筒部
７２Ａｂを挟むように配置されている。この部分円筒部７２Ａｂにはスリット７２Ａｃが
形成され、そのスリット７２Ａｃが光学センサ９５Ａの発光部と受光部との間に位置する
と検知され、そのときの駆動レバー部材７１Ａの位置、即ち、可動役物４０Ａ，５０Ａ，
６０Ａの位置が原点位置となり、この原点位置を基準に電動モータ８１Ａが制御される。
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【００８４】
　図３～図８、図１３～図１６に基づいて、右可動役物機構１７Ｂのベース部材３０Ｂ、
複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂ、回動駆動機構７０Ｂについて詳しく説明する。
尚、右可動役物機構１７Ｂの各機構及び各部材について、左可動役物機構１７Ａと同一又
は類似するものには、対応する左可動役物機構１７Ａの各機構及び各部材の符号と類似す
る符号を付し、適宜、構造や機能等の詳細な説明は省略する。
【００８５】
　ベース部材３０Ｂは、前壁３１Ｂ、後壁３２Ｂ、周壁３３Ｂを有し、その左下部から右
方且つ上方へ張り出して正面視略Ｌ形に形成され、ベース部材前部３０Ｂａとベース部材
後部３０Ｂｂとを結合して構成されている。前壁３１Ｂには、軸心Ｂａを中心とする前側
環状凹部３５Ｂ、軸心Ｂｂを中心とする前側枢支孔部３７Ｂ、貫通孔３１Ｂａ、モータ取
付口３１Ｂｂが形成され、また、軸心Ｂａを中心とする円弧状のガイドスリット３１Ｂｃ
が前側環状凹部３５Ｂの斜め上側に形成されている。
【００８６】
　後壁３２Ｂには、軸心Ｂａを中心とする後側環状凹部３６Ｂ、軸心Ｂｂを中心とする後
側枢支孔部３８Ｂ、センサ取付部３２Ｂｃが形成されている。周壁３２Ｂには可動役物通
過口３３Ｂａが形成されている。前側環状凹部３５Ｂと後側環状凹部３６Ｂが第１枢支部
に相当し、前側枢支孔部３７Ｂと後側枢支孔部３８Ｂが第２枢支部に相当する。尚、ベー
ス部材３０Ｂは、前壁３１Ｂに前側から取付けられガイドスリット３１Ｂｃ等を覆うカバ
ー部材３９Ｂを有する。
【００８７】
　複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂは、第１の位置のときに鉛直姿勢になって画像
表示器１６の画面前側空間から右側へ退くとともに、第１の位置から左方且つ下方へ回動
し、その際、前側可動役物４０Ｂが約９０度、中間可動役物６０Ｂが約６０度、後側可動
役物５０Ｂが約３０度回動して、第２の位置になり、この第２の位置のときに傾斜姿勢に
なって画像表示器１６の画面前側空間で展開する。
【００８８】
　複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂには、夫々、可動役物本体部材４１Ｂ，５１Ｂ
，６１Ｂ、裏カバー部材４２Ｂ，５２Ｂ，６２Ｂ、電飾機構４３Ｂ，５３Ｂ，６３Ｂ、従
動レバー部材４４Ｂ，５４Ｂ，６４Ｂが設けられている。各可動役物本体部材４１Ｂ，５
１Ｂ，６１Ｂは、役物表示部４１Ｂａ，５１Ｂａ，６１Ｂａ、役物基部４１Ｂｂ，５１Ｂ
ｂ，６１ｂＢからなり、この役物表示部４１Ｂａ，５１Ｂａ，６１Ｂａと左可動役物機構
１７Ｂの役物表示部４１Ａａ，５１Ａａ，６１Ａａは、略左右対称形状である。各電飾機
構４３Ｂ，５３Ｂ，６３Ｂに接続された配線４３Ｂａ，５３Ｂａ，６３Ｂａ（図１３参照
）は、ランプ制御基板２９又は他の基板に構成されたＬＥＤ駆動回路に接続されている。
【００８９】
　複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂが第１の位置のとき、それら可動役物本体部材
４１Ｂ，５１Ｂ，６１Ｂの羽根形状部の軸心Ｂａを中心とする周向位置が一致するように
前後方向に重なり、この第１の位置から左方且つ下方へ回動する。複数の可動役物４０Ｂ
，５０Ｂ，６０Ｂが第２の位置のとき、それら可動役物本体部材４１Ｂ，５１Ｂ，６１Ｂ
の合計９枚の羽根形状部が軸心Ｂａを中心とする周方向に略等間隔おきに位置するように
展開する（図４、図６参照）。
【００９０】
　従動レバー部材４４Ｂに、前側係合軸部４５Ｂ、前側連結軸部４６Ｂが一体形成され、
前側係合軸部４５Ｂが、役物基部４１Ｂｂに形成された孔４１Ｂｃを貫通し、前側環状凹
部３５Ｂにベアリング４７Ｂを介して回動自在に係合されている。従動レバー部材５４Ｂ
に、後側係合軸部５５Ｂ、後側連結軸部５６Ｂが一体形成され、後側連結軸部５６Ｂが役
物基部５１Ｂｂに形成された孔５１Ｂｃを貫通し、後側係合軸部５５Ｂが後側環状凹部３
６Ｂにベアリング５７Ｂを介して回動自在に係合されている。従動レバー部材６４Ｂに中
間係合部６５Ｂが一体形成され、この中間係合部６５Ｂが役物基部６１Ｂｂに形成された
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孔６１Ｂｃを貫通している。後側連結軸部５６Ｂに、前側連結軸部４６Ｂが回動自在に内
嵌されるとともに、中間係合部６５Ｂが回動自在に外嵌されている。
【００９１】
　前側係合軸部４５Ｂ、前側連結軸部４６Ｂ、後側係合軸部５５Ｂ、後側連結軸部５６Ｂ
が夫々中空状に形成されて、それらの内部空間が連通され、電飾機構４３Ｂ，５３Ｂ，６
３Ｂに接続された配線４３Ｂａ，５３Ｂａ，６３Ｂａが、前記内部空間を通って、更に前
壁３１Ｂの貫通孔３１Ｂａを通って、ベース部材３０Ｂの前壁３１Ｂ外へ延びるように配
設されている（図１３参照）。裏カバー部材４２Ｂの背面に、軸心Ｂａを中心とする円弧
状の摺動突起部４９Ｂが一体形成され、の裏カバー部材６２Ｂの背面に、軸心Ｂａを中心
とする円弧状の摺動突起部６９Ｂが一体形成されている。
【００９２】
　図１３～図１６に示すように、回動駆動機構７０Ｂは、前側枢支孔部３７Ｂと後側枢支
孔部３８Ｂに支軸７５Ｂを介して軸心Ｂｂ回りに回動自在に支持された第１，第２レバー
部７１Ｂａ，７１Ｂｂを有する駆動レバー部材７１Ｂ、駆動レバー部材７１Ｂを回動させ
る駆動力を第１レバー部７１Ｂａに入力可能な電動モータ８１Ｂ（ステッピングモータ８
１Ｂ）を含む駆動力入力機構８０Ｂ（駆動力入力手段）、複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ
，６０Ｂに夫々一体的に設けられ且つ環状凹部３５Ｂ，３６Ｂ（軸心Ｂａ）に対して第２
レバー部７１Ｂｂの方へ延びる複数の従動レバー部材４４Ｂ，５４Ｂ，６４Ｂと、駆動レ
バー部材７１Ｂの回動動作を複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂの個別の回動動作に
変換するように、複数の従動レバー部材４４Ｂ，５４Ｂ，６４Ｂを第２レバー部７１Ｂｂ
に夫々連動連結する連動連結機構９０Ｂとを備えている。
【００９３】
　駆動レバー部材７１Ｂは、第１レバー部７１Ｂａと第２レバー部７１Ｂａの一部とを有
する駆動レバー本体部材７２Ｂと、第２レバー部７１Ｂａの残り一部を有する駆動レバー
分割部材７３Ａとで構成されている。駆動レバー本体部材７２Ｂの中心部には、前後両側
へ突出するボス部７２Ｂａが形成され、このボス部７２Ｂａが支軸７５Ｂに回動自在に外
嵌されている。ボス部７２Ｂａの前後両側において、支軸７５Ｂに１対のスペーサ７６Ｂ
，７７Ｂが外嵌されている。駆動レバー分割部材７３Ｂの基端部分には孔７３Ｂａが形成
され、その孔７３Ｂａを駆動レバー本体部材７２Ａの後方へ突出するボス部７２Ａａが挿
通している。
【００９４】
　駆動力入力機構８０Ｂにおいて、モータ取付座８２Ｂが、前壁３１Ｂに形成されたモー
タ取付口３１Ｂｂに嵌合固定されている。駆動力入力機構８０Ｂは、出力軸８１Ｂａに固
定され且つ出力軸８１Ｂａから盤面と平行方向に第１レバー部７１Ｂａの方へ延びる入力
レバー部材８３Ｂを有し、この入力レバー部材８３Ｂが、入力レバー部材８３Ｂの回動動
作を駆動レバー部材７１Ｂの回動動作に変換可能に第１レバー部７１Ｂａに連動連結され
ている。
【００９５】
　駆動力入力機構８０Ｂは、入力レバー部材８３Ｂを第１レバー部７１Ｂａに連動連結す
るために、入力レバー部材８３Ｂの先端部に後方へ突出するように設けられた入力係合ピ
ン８４Ｂａと、第１レバー部７１Ｂａに軸心Ｂｂと直交する方向に延びるように形成され
且つ入力係合ピン８４Ｂａが環状コロ部材８５Ｂを介して前側から係合する入力長孔８４
Ｂｂとを有する。
【００９６】
　連動連結機構９０Ｂは、複数の従動レバー部材４４Ｂ，５４Ｂ，６４Ｂを第２レバー部
７１Ｂｂのうちの枢支孔部３７Ｂ，３８Ｂ（軸心Ｂｂ）からの距離が夫々異なる部位（環
状凹部３５Ｂ，３６Ｂ（軸心Ｂａ）からの距離が夫々異なる部位）に連動連結し、これに
より、複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂを個別に設定された異なる動作角度回動さ
せるように構成している。
【００９７】
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　連動連結機構９０Ｂは、第２レバー部７１Ｂｂの先端側部分に設けられた複数（３つ）
の係合ピン９１Ｂａ，９２Ｂａ，９３Ｂａと、複数の従動レバー部材４４Ｂ，６４Ｂ，５
４Ｂに軸心Ｂａと直交する方向へ延びるように形成された複数の長孔９１Ｂｂ，９２Ｂｂ
，９３Ｂｂとを有する。軸心Ｂｂからの距離は、係合ピン９３Ｂａ→係合ピン９２Ｂａ→
係合ピン９１Ｂａの順に近くなっている。
【００９８】
　係合ピン９１Ｂａは、駆動レバー本体部材７２Ｂの先端部に前方へ突出するように設け
られて、長孔９１Ｂｂに後側から摺動自在に係合し、係合ピン９２Ｂａは、駆動レバー本
体部材７２Ｂの長さ方向途中部に後方へ突出するように設けられて、長孔９２Ｂｂに前側
から摺動自在に係合し、係合ピン９３Ｂａは、係合ピン９２Ｂａよりも軸心Ｂｂに近づい
た位置にある駆動レバー分割部材７２Ｂの先端部に後方へ突出するように設けられて、長
孔９３Ｂｂに前側から摺動自在に係合している。
【００９９】
　前側可動役物５０Ｂの可動役物本体部材４１Ｂには、役物基部４１Ｂｂの近くにおいて
、前方へ突出するガイドピン９４Ｂが設けられ、このガイドピン９４Ｂが前壁３１Ｂに形
成されたガイドスリット３１ＢＣに摺動自在に係合している。
【０１００】
　後壁３２Ｂのセンサ取付部３２Ｂｃには、光学センサ９５Ｂ（フォトインタラプタ９５
Ｂ）が取付けられている。この光学センサ９５Ｂは、発光部と受光部とを有し、その発光
部と受光部が、駆動レバー本体部材７２Ｂに後方へ突出するように設けられた部分円筒部
７２Ｂｂを挟むように配置されている。この部分円筒部７２Ｂｂにはスリット７２Ｂｃが
形成され、そのスリット７２Ｂｃが光学センサ９５Ｂの発光部と受光部との間に位置する
と検知され、そのときの駆動レバー部材７１Ｂの位置、即ち、可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，
６０Ｂの位置が原点位置となり、この原点位置を基準に電動モータ８１Ｂが制御される。
【０１０１】
　さて、この可動役物装置１７（左右の可動役物機構１７Ａ，１７Ｂ）においては、以上
の記載及び図面から判るように、左可動役物機構１７Ａの一部である駆動力入力機構８０
Ａ（電動モータ８１Ａ、モータ取付座８２Ａ、駆動レバー部材８３Ａ、環状コロ部材８５
Ａ）と、それに対応する右可動役物機構１７Ｂの一部である駆動力入力機構８０Ｂ（電動
モータ８１Ｂ、モータ取付座８２Ｂ、駆動レバー部材８３Ｂ、環状コロ部材８５Ｂ）とが
複数の共通部品で構成されている。
【０１０２】
　更に、この可動役物装置１７においては、左可動役物機構１７Ａの回動駆動機構７０Ａ
のうち駆動力入力機構８０Ａ以外の一部（ベアリング４７Ａ，５７Ａ、支軸７５Ａ、スペ
ーサ７６Ａ，７７Ａ、光学センサ９５Ａ）と、それに対応する右可動役物機構１７Ｂの回
動駆動機構７０Ｂのうち駆動力入力機構８０Ｂ以外の一部（ベアリング４７Ｂ，５７Ｂ、
支軸７５Ｂ、スペーサ７６Ｂ，７７Ｂ、光学センサ９５Ｂ）とが複数の共通部品で構成さ
れている。
【０１０３】
　以上説明した可動役物装置１７によれば次の効果を奏する。
　遊技盤４に左右の可動役物機構１７Ａ／１７Ｂが設けられ、この可動役物機構１７Ａ／
１７Ｂの各々が、遊技盤４の盤面と平行方向へ夫々延びて盤面と直交する前後方向に重な
り得る複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂを備え、この複
数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂの基端側部分がベース部
材３０Ａ／３０Ｂの環状凹部３５Ａ，３６Ａ／３５Ｂ，３６Ｂに前後方向向きの同一の軸
心Ａａ／Ｂａ回りに夫々回動自在に支持され、回動駆動機構７０Ａ／７０Ｂにより、複数
の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂが前後に重なった第１の位
置と第１の位置から軸心Ａａ／Ｂａ回りに回動して展開した第２の位置とに亙って、複数
の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂが個別に設定された異なる
動作角度回動するように駆動される。



(14) JP 5567815 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

【０１０４】
　つまり、斬新な可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂの構成及び
動作を実現することができ、そのうえで、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０
Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂを大型化したことでダイナミックに動作させることができるため、更
に、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂに電飾機構４３Ａ
，５３Ａ，６３Ａ／４３Ｂ，５３Ｂ，６３Ｂを装備したことで、この電飾機構４３Ａ，５
３Ａ，６３Ａ／４３Ｂ，５３Ｂ，６３Ｂとの協働により、演出効果を大幅に向上させるこ
とができる。
【０１０５】
　そして、左可動役物機構１７Ａの回動駆動機構７０Ａの一部である駆動力入力機構８０
Ａと、それに対応する右可動役物機構１７Ｂの回動駆動機構７０Ｂの一部である駆動力入
力機構８０Ｂとを複数の共通部品で構成したことで、左右の可動役物機構１７Ａ，１７Ｂ
（駆動力入力機構８０Ａ，８０Ｂ）の部品の共通化を図り、部品の種類を低減し、製作コ
ストを低減することができる。
【０１０６】
　各可動役物機構１７Ａ／１７Ｂの各回動駆動機構７０Ａ／７０Ｂにおいて、盤面と平行
方向へ夫々延びる第１，第２レバー部７１Ａａ，７１Ａｂ／７１Ｂａ，７１Ｂｂを有する
駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂが、ベース部材３０Ａ／３０Ｂの枢支孔部３７Ａ，３８Ａ
／３７Ｂ，３８Ｂに前後方向向きの支軸７５Ａ／７５Ｂを介して回動自在に支持され、駆
動力入力機構８０Ａ／８０Ｂにより、駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂを回動させる駆動力
が駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂの第１レバー部７１Ａａ／７１Ｂａに入力され、ベース
部材３０Ａ／３０Ｂの環状凹部３５Ａ，３６Ａ／３５Ｂ，３６Ｂに対して駆動レバー部材
７１Ａ／７１Ｂの第２レバー部７１Ａｂ／７１Ｂｂの方へ延びる複数の従動レバー部材４
４Ａ，５４Ａ，６４Ａ／４４Ｂ，５４Ｂ，６４Ｂが複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０
Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂに夫々一体的に設けられ、連動連結機構９０Ａ／９０Ｂによ
り、この複数の従動レバー部材４４Ａ，５４Ａ，６４Ａ／４４Ｂ，５４Ｂ，６４Ｂが駆動
レバー部材７１Ａ／７１Ｂの第２レバー部７１Ａｂ／７１Ｂｂに夫々連動連結されて、駆
動レバー部材７１Ａ／７１Ｂの回動動作が複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０
Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂの個別の回動動作に変換される。
【０１０７】
　こうして、各可動役物機構１７Ａ／１７Ｂにおいて、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，
６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂを前後方向向きの同一の軸心Ａａ／Ｂａ回りに個別に異
なる動作角度回動させることができ、しかも、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／
４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂに共通の駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂと駆動力入力機構８０Ａ
／８０Ｂ等によって、回動駆動機構７０Ａ／７０Ｂの構造を簡単化し、組付け性を向上さ
せ、製作コストを一層低減し、作動面と耐久面での信頼性を高めることができる。故に、
複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂを大型化することで、
更に、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂに電飾機構４３
Ａ，５３Ａ，６３Ａ／４３Ｂ，５３Ｂ，６３Ｂを装備したことで、複数の可動役物４０Ａ
，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂの重量が重くなるが、回動駆動機構７０Ａ／
７０Ｂの作動面と耐久面での信頼性を高く維持して、演出効果の大幅な向上を達成するこ
とができる。
【０１０８】
　各可動役物機構１７Ａ／１７Ｂの回動駆動機構７０Ａ／７０Ｂにおいて、連動連結機構
９０Ａ／９０Ｂにより、複数の従動レバー部材４３Ａ，５３Ａ，６３Ａ／４３Ｂ，５３Ｂ
，６３Ｂが駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂの第２レバー部７１Ａｂ／７１Ｂｂのうちのベ
ース部材３０Ａ／３０Ｂの枢支孔部３７Ａ，３８Ａ／３７Ｂ，３８Ｂからの距離が夫々異
なる部位に連動連結されたので、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０
Ｂ，６０Ｂを第１の位置と第２の位置とに亙って確実に個別に設定された異なる動作角度
回動させるように駆動することができ、各従動レバー部材４３Ａ，５３Ａ，６３Ａ／４３
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Ｂ，５３Ｂ，６３Ｂの駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂへの連動連結部位を前記距離で調整
することにより、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂの全
体的な動作を所望の動作とし、第２の位置を所望の位置に設定することができる。
【０１０９】
　各可動役物機構１７Ａ，１７Ｂの回動駆動機構７０Ａ，７０Ｂにおいて、駆動力入力機
構８０Ａ／８０Ｂは、電動モータ８１Ａ／８１Ｂの出力軸８１Ａａ／８１Ｂａに固定され
且つ出力軸８１Ａａ／８１Ｂａから駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂの第１レバー部７１Ａ
ａ／７１Ｂａの方へ延びる入力レバー部材８３Ａ／８３Ｂを有し、この入力レバー部材８
３Ａ／８３Ｂが、入力レバー部材８３Ａ／８３Ｂの回動動作を駆動レバー部材７１Ａ／７
１Ｂの回動動作に変換可能に第１レバー部７１Ａａ／７１Ｂａに連動連結されたので、駆
動レバー部材７１Ａ／７１Ｂを回動させる駆動力を第１レバー部７１Ａａ／７１Ｂａに確
実に入力することができる。
【０１１０】
　各可動役物機構１７Ａ／１７Ｂの回動駆動機構７０Ａ／７０Ｂは、左可動役物機構１７
Ａの複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａが第１の位置から第２の位置へ向かう回動方
向と、第２可動役物機構１７Ｂの複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂが第１の位置か
ら第２の位置へ向かう回動方向とが逆方向になるように構成されたので、左右の可動役物
機構１７Ａ，１７Ｂの全体的な前後方向位置を略一致させた状態で、左可動役物機構１７
Ａの複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａと右可動役物機構１７Ｂの複数の可動役物４
０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂとが第２の位置のときに前後に重なるようにすることができ、演出
効果を大幅に向上させることができる。
【０１１１】
　左可動役物機構１７Ａの回動駆動機構７０Ａは、複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０
Ａのうち最も後側に位置する後側可動役物５０Ａの動作角度を他の可動役物４０Ａ，６０
Ａの動作角度よりも大きくするように構成され、右可動役物機構１７Ｂの回動駆動機構７
０Ｂは、複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂのうち最も前側に位置する前側可動役物
４０Ｂの動作角度を他の可動役物５０Ｂ，６０Ｂの動作角度よりも大きくするように構成
されたので、左可動役物機構１７Ａの複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａと右２可動
役物機構１７Ｂの複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂが第２の位置のときに、右可動
役物機構１７Ｂの前側可動役物４０Ｂと左可動役物機構１７Ａの後側可動役物５０Ａとを
前後に重なるようにすることができる。
【０１１２】
　左可動役物機構１７Ａの複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａと右可動役物機構１７
Ｂの複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂが、第１の位置のときに鉛直姿勢になって画
像表示器１６の画面前側空間から左右両側へ退くとともに、第２の位置のときに傾斜姿勢
になって画像表示器１６の画面前側空間で展開して前後に重なるように構成されたので、
左右の可動役物機構１７Ａ／１７Ｂの複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，
５０Ｂ，６０Ｂを第１の位置から第２の位置へ切換えることにより、画像表示器１６の左
右両端側から夫々上下一端側へ向かう扇状に展開させることができ、ここで、左右の可動
役物機構１７Ａ，１７Ｂの複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６
０Ｂを相互干渉させることなく大型化することができ、これにより、画像表示器１６の前
側を大きく覆い隠すことができ、そして、画像表示器１６との協働により、演出効果をよ
り一層向上させることができる。
【０１１３】
　次に、実施例１の右可動役物機構１７Ｂを変更した実施例２，３について説明する。尚
、実施例１の各機構及び各部材と同一又は類似するものには、類似する符号を付し、適宜
、同一又は類似する構造や機能等の詳細な説明は省略する。
【実施例２】
【０１１４】
　この可動役物装置は、図９、図１０に示す左可動役物機構１７Ａと、図１７、図１８に
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示す右可動役物機構１７Ｃを備えたものであり、左可動役物機構１７Ａの複数の可動役物
４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ以外の全部と、右可動役物機構１７Ｃの複数の可動役物４０Ｃ，
５０Ｃ，６０Ｃ以外の全部とが複数の共通部品で構成されている。
【０１１５】
　つまり、左可動役物機構１７Ａのベース部材３０Ａ（ベース部材前部３０Ａａ、ベース
部材後部３０Ａｂ、カバー部材３９Ａ）及び回動駆動機構７０Ａの全部（複数の従動レバ
ー部材４４Ａ，５４Ａ，６４Ａ、ベアリング４７Ａ，５７Ａ、駆動レバー部材７１Ａ、駆
動レバー本体部材７２Ａ、駆動レバー分割部材７３Ａ、支軸７５Ａ、スペーサ７６Ａ，７
７Ａ、駆動力入力機構８０Ａ、電動モータ８１Ａ、モータ取付座８２Ａ、入力レバー部材
８３Ａ、環状コロ部材８５Ａ、連動連結機構９０Ａ、光学センサ９５Ａ）と、右可動役物
機構１７Ｃのベース部材３０Ｃ（ベース部材前部３０Ｃａ、ベース部材後部３０Ｃｂ、カ
バー部材３９Ｃ）及び回動駆動機構７０Ｃの全部（複数の従動レバー部材４４Ｃ，５４Ｃ
，６４Ｃ、ベアリング４７Ｃ，５７Ｃ、駆動レバー部材７１Ｃ、駆動レバー本体部材７２
Ｃ、駆動レバー分割部材７３Ｃ、支軸７５Ｃ、スペーサ７６Ｃ，７７Ｃ、駆動力入力機構
８０Ｃ、電動モータ８１Ｃ、モータ取付座８２Ｃ、入力レバー部材８３Ｃ、環状コロ部材
８５Ｃ、連動連結機構９０Ｃ、光学センサ９５Ｃ）とが共通部品で構成されている。
【０１１６】
　右可動役物機構１７Ｃのベース部材３０Ｃと回動駆動機構７０Ｃは、左可動役物機構１
７Ａのベース部材３０Ａと回動駆動機構７０Ａを前後に逆さまにして適用されている。右
可動役物機構１７Ｃの複数の可動役物４０Ｃ，５０Ｃ，６０Ｃ（前側可動役物４０Ｃ、後
側可動役物５０Ｃ、中間可動役物６０Ｃ）は、夫々、可動役物本体部材４１Ｃ，５１Ｃ，
６１Ｃ、裏カバー部材４２Ｃ，５２Ｃ，６２Ｃ、電飾機構４３Ｃ，５３Ｃ，６３Ｃ、従動
レバー部材４４Ｃ，５４Ｃ，６４Ｃが設けられ、各可動役物本体部材４１Ｃ，５１Ｃ，６
１Ｃは、役物表示部４１Ｃａ，５１Ｃａ，６１Ｃａ、役物基部４１Ｃｂ，５１Ｃｂ，６１
ｂＣからなる。
【０１１７】
　この複数の可動役物４０Ｃ，５０Ｃ，６０Ｃのうち役物基部４１Ｃｂ，５１Ｃｂ，６１
ｂＣ以外の部分は、実施例１の複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂのうち役物基部４
１Ｂｂ，５１Ｂｂ，６１ｂＢ以外の部分と同様の構造であり、但し、前側可動役物４０Ｃ
の役物基部４１Ｃｂは、左可動役物機構１７Ａの後側可動役物５０Ａの役物基部５１Ａｂ
を前後逆さまにした構造であり、後側可動役物５０Ｃの役物基部５１Ｃｂは、左可動役物
機構１７Ａの前側可動役物４０Ａの役物基部４１Ａｂを前後逆さまにして構造であり、中
間可動役物６０Ｃの役物基部６１Ｃｂは、左可動役物機構１７Ａの中間可動役物６０Ａの
役物基部６１Ａｂを前後逆さまにして構造である。
【０１１８】
　故に、右可動役物機構１７Ｃの複数の可動役物４０Ｃ，５０Ｃ，６０Ｃと複数の従動レ
バー部材４４Ｃ，５４Ｃ，６４Ｃとの連結構造を、左可動役物機構１７Ａの複数の可動役
物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａと複数の従動レバー部材４４Ａ，５４Ａ，６４Ａとの連結構造
と同様の構造とすることができる。こうして、実施例１と同様に、複数の可動役物４０Ａ
，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｃ，５０Ｃ，６０Ｃが前後に重なった第１の位置と第１の位置か
ら軸心Ａａ／Ｂａ回りに回動して展開した第２の位置とに亙って、複数の可動役物４０Ａ
，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｃ，５０Ｃ，６０Ｃを個別に設定された異なる動作角度回動させ
る動作を実現することができる。
【０１１９】
　この左可動役物機構１７Ａと右可動役物機構１７Ｃとを備えた可動役物装置によれば、
左可動役物機構１７Ａの回動駆動機構７０Ａの全部と、右可動役物機構１７Ｃの回動駆動
機構７０Ｃの全部とを共通部品で構成し、更に、左可動役物機構１７Ａのベース部材３０
Ａと、右可動役物機構１７Ｃのベース部材３０Ｃとを共通部品で構成したので、可動役物
装置（回動駆動機構７０Ａ／７０Ｃの全部と、ベース部材３０Ａ／３０Ｃ）の製作コスト
を大幅に格段に低減することができる。その他実施例１と同様の効果を奏する。
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【実施例３】
【０１２０】
　この可動役物装置は、図９、図１０に示す左可動役物機構１７Ａと、図１９、図２０に
示す右可動役物機構１７Ｄを備えたものであり、左可動役物機構１７Ａのベース部材３０
Ａ及び複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ以外の全部と、右可動役物機構１７Ｄのベ
ース部材３０Ｄ及び複数の可動役物４０Ｄ，５０Ｄ，６０Ｄ以外の全部とが複数の共通部
品で構成されている。
【０１２１】
　つまり、左可動役物機構１７Ａの回動駆動機構７０Ａの全部（複数の従動レバー部材４
４Ａ，５４Ａ，６４Ａ、ベアリング４７Ａ，５７Ａ、駆動レバー部材７１Ａ、駆動レバー
本体部材７２Ａ、駆動レバー分割部材７３Ａ、支軸７５Ａ、スペーサ７６Ａ，７７Ａ、駆
動力入力機構８０Ａ、電動モータ８１Ａ、モータ取付座８２Ａ、入力レバー部材８３Ａ、
環状コロ部材８５Ａ、連動連結機構９０Ａ、光学センサ９５Ａ）と、右可動役物機構１７
Ｄの回動駆動機構７０Ｄの全部（複数の従動レバー部材４４Ｄ，５４Ｄ，６４Ｄ、ベアリ
ング４７Ｄ，５７Ｄ、駆動レバー部材７１Ｄ、駆動レバー本体部材７２Ｄ、駆動レバー分
割部材７３Ｄ、支軸７５Ｄ、スペーサ７６Ｄ，７７Ｄ、駆動力入力機構８０Ｄ、電動モー
タ８１Ｄ、モータ取付座８２Ｄ、入力レバー部材８３Ｄ、環状コロ部材８５Ｄ、連動連結
機構９０Ｄ、光学センサ９５Ｄ）とが共通部品で構成されている。
【０１２２】
　右可動役物機構１７Ｄの回動駆動機構７０Ｄは、左可動役物機構１７Ａの回動駆動機構
７０Ａを前後に逆さまにして適用されている。右可動役物機構１７Ｄのベース部材３０Ｄ
は、ベース部材前部３０Ｄａとベース部材後３０Ｄｂとを結合して構成され、ベース部材
前部３０Ｄａの左下部にモータ取付口３１Ｄｂが形成され、その左下部以外の部分は、左
可動役物機構１７Ａのベース部材後部３０Ａｂの右下部以外の部分を前後逆さました構成
であり、また、ベース部材後部３０Ｄｂの左下部にはモータ取付口が形成されず、その左
下部以外の部分は、左可動役物機構１７Ａのベース部材前部３０Ａａ右下部以外の部分を
前後逆さました構成である。
【０１２３】
　右可動役物機構１７Ｄの複数の可動役物４０Ｄ，５０Ｄ，６０Ｄ（前側可動役物４０Ｄ
、後側可動役物５０Ｄ、中間可動役物６０Ｄ）は、夫々、可動役物本体部材４１Ｄ，５１
Ｄ，６１Ｄ、裏カバー部材４２Ｄ，５２Ｄ，６２Ｄ、電飾機構４３Ｄ，５３Ｄ，６３Ｄ、
従動レバー部材４４Ｄ，５４Ｄ，６４Ｄが設けられ、各可動役物本体部材４１Ｄ，５１Ｄ
，６１Ｄは、役物表示部４１Ｄａ，５１Ｄａ，６１Ｄａ、役物基部４１Ｄｂ，５１Ｄｂ，
６１ｂＤからなる。
【０１２４】
　この複数の可動役物４０Ｄ，５０Ｄ，６０Ｄのうち役物基部４１Ｄｂ，５１Ｄｂ，６１
ｂＤ以外の部分は、実施例１の複数の可動役物４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂのうち役物基部４
１Ｂｂ，５１Ｂｂ，６１ｂＢ以外の部分と同様の構造であり、但し、前側可動役物４０Ｄ
の役物基部４１Ｄｂは、左可動役物機構１７Ａの後側可動役物５０Ａの役物基部５１Ａｂ
を前後逆さまにして構造であり、後側可動役物５０Ｄの役物基部５１Ｄｂは、左可動役物
機構１７Ａの前側可動役物４０Ａの役物基部４１Ａｂを前後逆さまにして構造であり、中
間可動役物６０Ｄの役物基部６１Ｄｂは、左可動役物機構１７Ａの中間可動役物６０Ａの
役物基部６１Ａｂを前後逆さまにした構造である。
【０１２５】
　故に、右可動役物機構１７Ｄの複数の可動役物４０Ｄ，５０Ｄ，６０Ｄと複数の従動レ
バー部材４４Ｄ，５４Ｄ，６４Ｄとの連結構造を、左可動役物機構１７Ａの複数の可動役
物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａと複数の従動レバー部材４４Ａ，５４Ａ，６４Ａとの連結構造
と同様の構造とすることができる。こうして、実施例１と同様に、複数の可動役物４０Ａ
，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｄ，５０Ｄ，６０Ｄが前後に重なった第１の位置と第１の位置か
ら軸心Ａａ／Ｂａ回りに回動して展開した第２の位置とに亙って、複数の可動役物４０Ａ
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，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｄ，５０Ｄ，６０Ｄを個別に設定された異なる動作角度回動させ
る動作を実現することができる。
【０１２６】
　この左可動役物機構１７Ａと右可動役物機構１７Ｄとを備えた可動役物装置によれば、
左可動役物機構１７Ａの回動駆動機構７０Ａの全部と、右可動役物機構１７Ｄの回動駆動
機構７０Ｄの全部とを共通部品で構成したので、可動役物装置（回動駆動機構７０Ａ／７
０Ｄの全部）の製作コストを大幅に低減することができる。また、実施例１の効果にも含
まれるが、可動役物機構１７Ａ／１７Ｄの両電動モータ８１Ａ／８１Ｄが共にベース部材
３０Ａ／３０Ｄに前側から取付けられているため、ベース部材３０Ａ／３０Ｄの後側を広
くすることができるため、この可動役物装置１７や、可動役物装置１７に接近する他の構
造物を取付けるうえで有利になる。その他実施例１と同様の効果を奏する。
【０１２７】
　尚、前記実施例を部分的に次のように変更してもよい。
（１）駆動力入力機構８０Ａ／８０Ｂ（８０Ｃ）（８０Ｄ）において、電動モータ８１Ａ
／８１Ｂ（８１Ｃ）（８０Ｄ）として、ステッピングモータの代わりにサーボモータを採
用する。或いは、電動モータ８１Ａ／８１Ｂ（８１Ｃ）（８０Ｄ）の代わりに、ソレノイ
ドアクチュエータ等の種々の電動アクチュエータを採用する。
（２）複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂ（４０Ｃ，５０
Ｃ，６０Ｃ）（４０Ｄ，５０Ｄ，６０Ｄ）を第１の位置の方へ付勢する何らかの付勢手段
を設ける。この場合、駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂ（７１Ｃ）（７１Ｄ）を回動付勢す
る構成とすることもできる。
【０１２８】
（３）連動連結機構９０Ａ／９０Ｂ（９０Ｃ）（９０Ｄ）、複数の従動レバー部材４４Ａ
，５４Ａ，６４Ａ／４４Ｂ，５４Ｂ，６４Ｂ（４４Ｃ，５４Ｃ，６４Ｃ）（４４Ｄ，５４
Ｄ，６４Ｄ）を駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂ（７１Ｃ）（７１Ｄ）の第２レバー部７１
Ａｂ／７１Ｂｂ（７１Ｃｂ）（７１Ｄｂ）のうちの支軸７５Ａ／７５Ｂ（７５Ｃ）（７５
Ｄ）を中心とする周方向の位置が夫々異なる部位に連動連結する。
【０１２９】
　各従動レバー部材４４Ａ，５４Ａ，６４Ａ／４４Ｂ，５４Ｂ，６４Ｂ（４４Ｃ，５４Ｃ
，６４Ｃ）（４４Ｄ，５４Ｄ，６４Ｄ）の駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂ（７１Ｃ）（７
１Ｄ）への連動連結部位を前記距離だけでなく前記周方向の位置で調整することにより、
複数の可動役物４０Ａ，５０Ａ，６０Ａ／４０Ｂ，５０Ｂ，６０Ｂ（４０Ｃ，５０Ｃ，６
０Ｃ）（４０Ｄ，５０Ｄ，６０Ｄ）の全体的な動作を所望の動作とし、第２の位置を所望
に位置に設定することができるとともに、駆動レバー部材７１Ａ／７１Ｂ（７１Ｃ）（７
１Ｄ）を一部材で構成して、部品点数を低減して、連動連結機構９０Ａ／９０Ｂ（９０Ｃ
）（９０Ｄ）の組付け性の向上を期待することができる。
【０１３０】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変更を付加して実施可能であ
る。例えば、複数の可動役物の数、配置、サイズ、形状、第１の位置、第２の位置等につ
いては適宜変更可能である。また、本発明の可動役物装置は、遊技盤を備えたパチンコ遊
技機、或いはパチンコ遊技機以外の遊技盤を備えた遊技機に適用可能である。
【符号の説明】
【０１３１】
１　パチンコ遊技機
４　遊技盤
１６　画像表示器
１７　可動役物装置
１７Ａ　左可動役物機構
１７Ｂ，１７Ｃ，１７Ｄ　右可動役物機構
３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ　ベース部材
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３５Ａ，３５Ｂ　前側環状凹部
３６Ａ，３６Ｂ　後側環状凹部
３７Ａ，３７Ｂ　前側枢支孔部
３８Ａ，３８Ｂ　後側枢支孔部
４０Ａ，４０Ｂ，４０Ｃ，４０Ｄ　前側可動役物
４４Ａ，５４Ａ，６４Ａ，４４Ｂ，５４Ｂ，６４Ｂ，４４Ｃ，５４Ｃ，６４Ｃ，４４Ｄ，
５４Ｄ，６４Ｄ　従動レバー部材
５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄ　後側可動役物
６０Ａ，６０Ｂ，６０Ｃ，６０Ｄ　中間可動役物
７０Ａ，７０Ｂ，７０Ｃ，７０Ｄ　回動駆動機構
７１Ａ，７１Ｂ，７１Ｃ，７１Ｄ　駆動レバー部材
７１Ａａ，７１Ｂａ　第１レバー部
７１Ａｂ，７１Ｂｂ　第２レバー部
７５Ａ，７５Ｂ，７５Ｃ，７５Ｄ　支軸
８０Ａ，８０Ｂ，８０Ｃ，８０Ｄ　駆動力入力機構
８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃ，８１Ｄ　電動モータ
８１Ａａ，８１Ｂａ　出力軸
８３Ａ，８３Ｂ，８３Ｃ，８３Ｄ　入力レバー部材
９０Ａ，９０Ｂ，９０Ｃ，９０Ｄ　連動連結機構

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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