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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の遊技領域に配置された可動部材と、可動部材を第１位置と第２位置との間で移
動させる駆動手段とを備える遊技機において、
　前記駆動手段により前記第１位置と第２位置との間を移動され、前記可動部材が固定さ
れる支持部材と、
前記支持部材に回動可能に支持されるとともに、複数の発光手段が配設された発光部材と
、を備え、
　前記駆動手段により前記可動部材を前記第１位置から前記第２位置に移動させた際に、
前記発光部材が前記可動部材を照射し、
　前記駆動手段により前記可動部材を前記第２位置から前記第１位置に移動させた際は、
前記遊技盤に対する前記可動部材の角度を維持させつつ前記可動部材に対する前記発光部
材の角度を変化させ、前記発光部材が前記第２位置における照射方向とは異なる方向を照
射するように構成し、
　前記可動部材は、前記駆動手段により前記第２位置に移動した際に前記遊技領域にて前
記可動部材の全体が露出し、前記第１位置に移動した際は前記遊技領域にて前記可動部材
の一部が露出するように構成され、
　前記駆動手段により前記可動部材を前記第１位置から前記第２位置に移動させた際に、
前記発光部材は、前記支持部材によって前記可動部材に対して平行な状態で保持されると
共に前記発光手段を発光させることにより前記遊技領域にて露出した前記可動部材の全体
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に向けて照射し、
　前記駆動手段により前記可動部材を前記第２位置から前記第１位置に移動させた際に、
前記発光部材は、前記支持部材によって前記可動部材に対して所定角度傾斜した状態で保
持されると共に前記遊技領域にて露出した前記可動部材の一部に向けて照射することを特
徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技盤内に固定されるとともに遊技領域に対して所定角度傾斜した誘導案内部が設
けられ、前記駆動手段を介して前記支持部材と共に前記発光部材を誘導案内部に沿って誘
導案内する誘導案内部材を備え、
　前記駆動手段により前記可動部材を前記第１位置から前記第２位置まで移動させる間に
、前記発光部材は、前記誘導案内部材の誘導案内部により第１方向に誘導案内されつつ回
動され、前記可動部材に対して平行な状態で保持され、
　前記駆動手段により前記可動部材を前記第２位置から前記第１位置まで移動させる間に
、前記発光部材は、前記誘導案内部材の誘導案内部により前記第１方向とは逆の第２方向
に誘導案内されつつ回動され、前記可動部材に対して所定角度傾斜した状態で保持される
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機の遊技領域に配置される可動部材とその照明装置を備えた遊
技機に関し、特に、可動部材の移動に基づく可動部材の遊技領域における露出状態にフレ
キシブルに対応して可動部材を照射することを可能とし、照明装置の有効利用を図ること
ができる遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、遊技領域に可動役物を配置し、かかる可動役物を構成する可動体に発光素子
を搭載した発光部材を付設するとともに、可動体の移動に対応して発光部材の発光素子を
発光させるように構成したパチンコ遊技機が提案されている。
【０００３】
　例えば、特開２０１０－１５８３２６号公報には、モータ等の駆動機構により可動役物
の可動体を遊技領域における格納位置と露出位置との間を移動可能に構成し、露出位置で
は可動体の装飾部材に形成されたレンズ状の透過部材を介してＬＥＤを発光させている。
尚、格納位置では、可動体は遊技領域から見えなくなるので、ＬＥＤを発光させても演出
、装飾効果はなく、ＬＥＤの発光制御は行われないのが一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１５８３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のパチンコ遊技機では可動体自体にＬＥＤが配置され、可動
体自体がＬＥＤにより発光されて遊技の演出、装飾に利用されるものではあるが、ＬＥＤ
は、可動体の全体が遊技領域に露出される露出位置で発光され、可動体が遊技領域から見
えなくなる格納位置で発光停止されるだけであり、可動体の移動に基づく可動体の遊技領
域における露出状態に対応してＬＥＤの発光制御が行われるものではない。
【０００６】
　これより、特許文献１のパチンコ遊技機では、可動体に配置されたＬＥＤの照明能力を
有効に利用しているとはいえず、ＬＥＤの照明能力を有効利用するについてはまだまだ不
十分なものである。



(3) JP 5927466 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

【０００７】
　本発明は、前記従技術の問題点を解消するためになされたものであり、可動部材の移動
に基づく可動部材の遊技領域における露出状態にフレキシブルに対応して可動部材を照射
することを可能とし、照明装置の有効利用を図ることができる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】
【０００８】
　前記目的を達成するため請求項１に係る遊技機は、遊技盤の遊技領域に配置された可動
部材と、可動部材を第１位置と第２位置との間で移動させる駆動手段とを備える遊技機に
おいて、前記駆動手段により前記第１位置と第２位置との間を移動され、前記可動部材が
固定される支持部材と、記支持部材に回動可能に支持されるとともに、複数の発光手段が
配設された発光部材と、を備え、前記駆動手段により前記可動部材を前記第１位置から前
記第２位置に移動させた際に、前記発光部材が前記可動部材を照射し、前記駆動手段によ
り前記可動部材を前記第２位置から前記第１位置に移動させた際は、前記遊技盤に対する
前記可動部材の角度を維持させつつ前記可動部材に対する前記発光部材の角度を変化させ
、前記発光部材が前記第２位置における照射方向とは異なる方向を照射するように構成し
、前記可動部材は、前記駆動手段により前記第２位置に移動した際に前記遊技領域にて前
記可動部材の全体が露出し、前記第１位置に移動した際は前記遊技領域にて前記可動部材
の一部が露出するように構成され、前記駆動手段により前記可動部材を前記第１位置から
前記第２位置に移動させた際に、前記発光部材は、前記支持部材によって前記可動部材に
対して平行な状態で保持されると共に前記発光手段を発光させることにより前記遊技領域
にて露出した前記可動部材の全体に向けて照射し、記駆動手段により前記可動部材を前記
第２位置から前記第１位置に移動させた際に、前記発光部材は、前記支持部材によって前
記可動部材に対して所定角度傾斜した状態で保持されると共に前記遊技領域にて露出した
前記可動部材の一部に向けて照射することを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に係る遊技機は、請求項１の遊技機において、前記遊技盤内に固定されるとと
もに遊技領域に対して所定角度傾斜した誘導案内部が設けられ、前記駆動手段を介して前
記支持部材と共に前記発光部材を誘導案内部に沿って誘導案内する誘導案内部材を備え、
前記駆動手段により前記可動部材を前記第１位置から前記第２位置まで移動させる間に、
前記発光部材は、前記誘導案内部材の誘導案内部により第１方向に誘導案内されつつ回動
され、前記可動部材に対して平行な状態で保持され、前記駆動手段により前記駆動部材を
前記第２位置から前記第１位置まで移動させる間に、前記発光部材は、前記誘導案内部材
の誘導案内部により前記第１方向とは逆の第２方向に誘導案内されつつ回動され、前記可
動部材に対して所定角度傾斜した状態で保持されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に係る遊技機では、駆動手段により可動部材を第１位置から第２位置まで移動
させた際に発光部材が可動部材を照射するとともに、駆動手段により可動部材を第２位置
から第１位置まで移動させた際は遊技盤に対する可動部材の角度を維持させつつ可動部材
に対する発光部材の角度を変化させて発光部材が第２位置における照射方向とは異なる方
向を照射するので、可動部材が第１位置に存在する場合と第２位置に存在する場合とで、
発光部材による可動部材の照射状態を変化させることができる。
【００１１】
　また、駆動手段により可動部材を第１位置から第２位置に移動させた際に発光部材は支
持部材によって可動部材に対して平行な状態で保持されると共に発光手段を発光させるこ
とにより遊技領域にて露出した可動部材の全体に向けて照射し、また、駆動手段により可
動部材を第２位置から第１位置に移動させた際に発光部材は支持部材によって可動部材に
対して所定角度傾斜した状態で保持されると共に遊技領域にて露出した可動部材の一部に
向けて照射するので、第２位置では遊技領域に対して平行に保持された発光部材の各発光
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手段を介して、遊技領域で露出された可動部材の全体を効率的に照射することができ、ま
た、第１位置では遊技領域に対して所定角度傾斜して保持された発光部材の各発光手段を
介して、遊技領域で露出された可動部材の一部を効率的に照射することができる。
　このように、第１位置及び第２位置のいずれにおいても、遊技領域における可動部材の
露出状態にフレキシブルに対応して可動部材を照射することを可能とし、照明装置の有効
利用を図ることができるものである。
【００１２】
　請求項２に係る遊技機では、可動部材の第１位置から第２位置への移動又は第２位置か
ら第１位置への移動に対応して、発光部材を可動部材に対して平行な状態に保持し、また
、発光部材を可動部材に対して所定角度傾斜した状態に保持するについて、遊技盤内に固
定されるとともに遊技領域に対して所定角度傾斜した誘導案内部が設けられ、駆動手段を
介して支持部材と共に発光部材を誘導案内部に沿って誘導案内する誘導案内部材を配設し
たので、支持部材に回動可能に支持された発光部材は、誘導案内部材の誘導案内部に沿っ
て誘導案内されることにより回動されつつ、第１位置にて可動部材に対して所定角度傾斜
した状態で保持され得、また、第２位置にて可動部材に対して平行な状態に保持され得る
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】パチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の遊技領域に配設されるセンター部材、可動部材及び発光部材を
移動する駆動装置並びに前飾り部材の分解斜視図である。
【図３】可動部材が第１位置（退避位置）に退避された状態を示すパチンコ遊技機におけ
る主要部の正面図である。
【図４】可動部材が第１位置に退避された状態で、可動部材及び発光部材の駆動装置とセ
ンター部材との関係を前飾り部材を除いて示す正面図である。
【図５】可動部材が第１位置に退避された状態で、可動部材及び発光部材の駆動装置とセ
ンター部材との関係を示す裏面図である。
【図６】図４に示す状態で、可動部材の内部に設けられる発光部材を示す正面図である。
【図７】図６におけるＡ－Ａ断面図である。
【図８】可動部材が第１位置に退避された状態における発光部材と駆動装置との関係を示
す正面図である。
【図９】可動部材が第１位置に退避された状態における発光部材と駆動装置との関係を示
す斜視図である。
【図１０】可動部材が第１位置に退避された状態で、発光部材と誘導案内部材との関係を
裏面側から模式的に示す斜視図である。
【図１１】可動部材が第１位置に退避された状態で、発光部材と誘導案内部材との関係を
模式的に示す平面図である。
【図１２】可動部材が第１位置と第２位置との中間位置に移動された状態を示すパチンコ
遊技機における主要部の正面図である。
【図１３】可動部材が第１位置と第２位置との中間位置に移動された状態における発光部
材と駆動装置との関係を示す正面図である。
【図１４】可動部材が第１位置と第２位置との中間位置に移動された状態における発光部
材と駆動装置との関係を示す斜視図である。
【図１５】可動部材が第１位置と第２位置との中間位置に移動された状態で、発光部材と
誘導案内部材との関係を裏面側から模式的に示す斜視図である。
【図１６】可動部材が第１位置と第２位置との中間位置に移動された状態で、発光部材と
誘導案内部材との関係を模式的に示す平面図である。
【図１７】可動部材が第２位置（露出位置）まで移動された状態を示すパチンコ遊技機に
おける主要部の正面図である。
【図１８】可動部材が第２位置に移動された状態で、可動部材及び発光部材の駆動装置と
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センター部材との関係を前飾り部材を除いて示す正面図である。
【図１９】可動部材が第２位置に移動された状態で、可動部材及び発光部材の駆動装置と
センター部材との関係を示す裏面図である。
【図２０】図１８に示す状態で、可動部材の内部に設けられる発光部材を示す正面図であ
る。
【図２１】図２０におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図２２】可動部材が第２位置に移動された状態における発光部材と駆動装置との関係を
示す正面図である。
【図２３】可動部材が第２位置に移動された状態における発光部材と駆動装置との関係を
示す斜視図である。
【図２４】可動部材が第２位置に移動された状態で、発光部材と誘導案内部材との関係を
裏面側から模式的に示す斜視図である。
【図２５】可動部材が第２位置に移動された状態で、発光部材と誘導案内部材との関係を
模式的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る可動装置の照明装置について、本発明を具体化した実施形態に基づ
き図面を参照しつつ説明する。図１に示すように、本実施形態のパチンコ遊技機１の遊技
盤２には、ガイドレール３で囲まれたほぼ円形の遊技領域４が形成され、この遊技領域４
の略中央部には前飾り部材５が配設されている。前飾り部材５の内側には、表示装置６が
配設されている。
【００１５】
　表示装置６の左側辺とガイドレール３との間には、風車７が設けられている。表示装置
６の下方には、始動入賞口８、下側入賞口８Ａ、大入賞口９及び外れ球受け入れ口１０が
、間隔を開けて並べて設けられている。遊技領域４に配設された前飾り部材５の左側には
、始動ゲート１１が設けられている。さらに、遊技領域４全体に亘って、図示しない複数
の障害釘が起立している。
【００１６】
　パチンコ遊技機１の遊技盤２より下方には、上皿１２及び下皿１３が上下２段にして設
けられている。そして、下皿１３の右端部に設けた操作ノブ１４を操作することで、上皿
１２に収容された遊技球が遊技盤２に向けて弾き出される。また、遊技盤２の上方の両側
位置には、スピーカ１５、１５が備えられている。
【００１７】
　次に所要の各部位について詳説する。
　始動ゲート１１は、門形構造をなしかつ検出スイッチを内蔵し、始動ゲート１１を通過
した遊技球が検出スイッチにて検出される。そして、その検出信号に基づいて、表示装置
６に設けられた普通図柄表示領域の図柄が変動表示される。
【００１８】
　始動入賞口８は、所謂、ポケット構造をなして上方に向かって開口しており、かかる始
動入賞口８の開口幅は、遊技球が約１つ入る大きさになっている。
　始動入賞口８に遊技球が入賞すると、始動入賞口８内に設けた検出スイッチが遊技球を
検出し、その検出信号に基づいてカウンタから乱数が取得されるとともにその取得された
乱数と大当たり抽選テーブルとを参照して大当たり抽選が行われる。かかる大当たり抽選
の結果に基づいて表示装置６が図柄を変動表示する。なお、表示装置６が図柄を変動表示
している間に、始動入賞口８に入賞した入賞球は、例えば、４個まで累積カウントされる
。
【００１９】
　また同様に、遊技球が始動入賞口８に入賞した際には、別のカウンタから乱数が取得さ
れるとともにその取得された乱数と確率変動（以下、確変と略記する）モード抽選テーブ
ルとを参照して確変モード（高確率状態）に移行するかどうかの抽選が行われる。この抽
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選により確変モードへの移行を獲得すると、後述するように、確変モードへの移行が確定
された後に、その旨が表示装置６に表示される。
【００２０】
　下側入賞口８Ａは、遊技球が始動ゲート１１を通過したことが検出された際に、図示し
ないソレノイドを介して開閉される。
【００２１】
　大入賞口９は、横長に形成されて、常には、可動扉９Ａにて閉鎖されている。そして、
前記のように大当たりが確定することによって、遊技盤２の裏に設けたソレノイドが駆動
され、可動扉９Ａが所定期間に亘って前側に倒れ、大当たり遊技が開始される（図１の状
態）。これにより、大入賞口９が開放され、可動扉９Ａを案内にして、大入賞口９に多く
の遊技球が入賞可能になる。ここで、可動扉９Ａが、開放してから閉じるまでの間を「ラ
ウンド」と称すると、１つのラウンドは、可動扉９Ａの開放時間が３０秒に達したか、又
は、大入賞口９に遊技球が１０個入賞したか、の何れかの条件が先に満たされた場合に終
了する。尚、本実施形態では、１回の「大当たり遊技」は、最大で１６ラウンドまで継続
して行われる。また、本実施形態では、実行可能な残りのラウンド数は、表示装置６のラ
ウンド表示部にて表示される。
【００２２】
　表示装置６は、前飾り部材５の後側で遊技盤２の裏面側に配置されるセンター部材２０
（図２参照）に、図示しない液晶モジュール（詳細には、ＴＦＴ－ＬＣＤモジュール）を
組み付けてなる。
　表示装置６には、通常は、左、中、右の３つの特別図柄が、横並びに表示されている。
これら各特別図柄は、例えば、「０」～「１１」の数字を表記した複数種類のもので構成
されており、通常は、各特別図柄ごとに、所定の種類のものが、確定表示されている。そ
して、始動入賞口８に遊技球が入賞したときに、各特別図柄が、上下方向にスクロールし
て変動表示され、所定時間後に、例えば、左、中、右の順で各特別図柄が停止表示される
。このとき、例えば、全ての特別図柄が同じ図柄、即ち、ぞろ目になった場合に、「大当
たり遊技」が開始され、可動扉９Ａが開かれる。
【００２３】
　特別図柄の表示領域の左下隅には、普通図柄表示領域が設けられている。この普通図柄
表示領域は、始動ゲート１１内に設けた検出スイッチが遊技球の通過を検出したときに、
例えば、「０」～「９」までの数字を所定期間に亘って変動表示した後、所定の数字を確
定表示する。そして、確定表示された数字が、例えば、奇数の場合に、下側入賞口８Ａが
所定期間（例えば、０．４秒）に亘って横に倒される。また、普通図柄表示領域が変動表
示している間に始動ゲート１１を通過した遊技球は、例えば、４つまで累積カウントされ
、例えば、図示しないＬＥＤの点灯数で表示される。
【００２４】
　尚、図１においては、恐竜の手の一部を模した可動部材２１（後述する）の全体が、遊
技領域４（表示装置６の表示領域にオーバーラップしている）に露出する第２位置（露出
位置）まで移動された状態が示されている。
【００２５】
　続いて、図２に基づき、遊技領域４に配設されるセンター部材２０、可動部材２１及び
発光部材２２（図６等参照）を移動する駆動装置２３並びに前飾り部材５の取付関係につ
いて説明する。
【００２６】
図２示すように、センター部材２０には、表示装置６が取り付けられる表示装置取付部２
４が設けられており、表示装置６は表示装置取付部２４にネジ等により取り付けられる。
表示装置取付部２４の右側上部及び右側下部には、それぞれ上側取付部２５Ａ、下側取付
部２５Ｂが設けられている。上側取付部２５Ａには、駆動装置２３の上側フレーム２６が
取り付けられ、また、下側取付部２５Ｂには、駆動装置２３のレール部材２７が取り付け
られる。また、前飾り部材５は表示窓２８を有しており、前飾り部材５は、表示窓２８が
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表示装置取付部２４に取り付けられる表示装置６に合致するように遊技盤２の前面に取り
付けられる。
【００２７】
　可動部材２１の内部には発光部材２２（後述する）が配設されており、可動部材２１は
、発光部材２２と共に駆動装置２３を介して、可動部材２１の大部分が前飾り部材５の装
飾部５Ａに遮蔽されて可動部材２１の一部が遊技領域４（表示装置６の表示領域）に露出
する第１位置（退避位置）と可動部材２１の全体が遊技領域４（表示装置６の表示領域）
に露出する第２位置（露出位置）との間で、表示装置６の前面に沿って平行に移動可能に
構成されている。
【００２８】
　次に、可動部材２１及び発光部材２２を第１位置と第２位置との間で移動させる構成に
ついて詳細に説明する。
　先ず、可動部材２１及び発光部材２２が第１位置に保持される場合について、図３乃至
図１１に基づき説明する。
【００２９】
　可動部材２１が第１位置に保持されている状態では、図３乃至図５に示すように、可動
部材２１を構成する恐竜の手の一部の爪部分が表示装置６の表示領域に露出されている。
【００３０】
　ここで、駆動装置２３の構成、駆動装置２３における可動部材２１の取付構造、及び、
可動部材２１の内部に配設される発光部材２２の取付構造について、図６乃至図１１に基
づき説明する。
　駆動装置２３は、上側フレーム２６及びレール部材２７を備えている。上側フレーム２
６にはレール案内部材３０が水平に配設されており、また、レール案内部材３０には、そ
の案内部３１に沿って水平方向に移動可能に取り付けられたラック部材３２が設けられて
いる。ラック部材３２の上端部には、ラック歯３２Ａが形成されている。上側フレーム２
６の後面側には、駆動モータ３３が固設されており、この駆動モータ３３の駆動軸３３Ａ
には、上側フレーム２６の前面に固定された固定部材３４側にて駆動ギア３５が固定され
ている。駆動ギア３５は、固定部材３４上で回動可能に軸支された被動ギア３６に噛合さ
れており、被動ギア３６はラック部材３２のラック歯３２Ａに噛合されている。
【００３１】
　ラック部材３２には、上側支持部材３７がネジ等によって固定されており、この上側支
持部材３７の下側には一対の固定用ボス３８が形成されている。各固定用ボス３８は、可
動部材２１の上側後面側をネジ止めするためのものである。また、上側支持部材３７の左
側下端部には軸支持部３９が形成されており、かかる軸支持部３９の一端からは支持軸４
０（図９参照）が垂下されている。支持軸４０は、後述するように発光部材２２の上端を
回動可能に支持する。
【００３２】
　上側支持部材３７に対応する下方位置には下側支持部材４１が配置されており、下側支
持部材４１には、一対の固定孔４２が形成されており、この固定孔４２は、可動部材２１
の下側後面側をネジするためのものである。
　これより、可動部材２１の上側後面側は上側支持部材３７の各固定用ボス３８にネジ止
め固定され、また、可動部材２１の下側後面側は下側支持部材４１の各固定孔４２にネジ
止め固定される。この結果、ラック部材３２、上側支持部材３７、可動部材２１及び下側
支持部材４１は、一体に構成されることとなる。　
【００３３】
　下側支持部材４１の上部には、軸支持部４１Ａ（図１０参照）が形成されており、かか
る軸支持部４１Ａの一端からは支持軸４１Ｂが立設されている。支持軸４１Ｂは、後述す
るように発光部材２２の下端を回動可能に支持する。
　また、下側支持部材４１の下端からは、一対の摺動軸４３（図８、図９参照）が垂下さ
れており、各摺動軸４３は、レール部材２７のレール溝４４の内部に摺動可能に配置され
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る。
【００３４】
　下側支持部材４１の下方には、センター部材２０の下側取付部２５Ｂに取り付けられる
レール部材２７が配置されている。レール部材２７は、その長尺方向に沿ってレール溝４
４を有しており、かかるレール溝４４内には、前記したように、摺動軸４３が摺動可能に
配置される。
【００３５】
　発光部材２２は、図６等に示すように、逆Ｅ型に形成された基材４５を有し、基材４５
には複数個のＬＥＤ素子４６が配置固定されている。
　続いて、発光部材２２の支持構造について説明すると、前記した上側支持部材３７の軸
支持部３９から垂下された支持軸４０は、発光部材２２の上端面の中央位置で発光部材２
２を回動可能に支持し、また、前記した下側支持部材４１の軸支持部４１Ａに立設された
支持軸４１Ｂは、発光部材２２の下端面の中央位置で発光部材２２を回動可能に支持する
。これにより発光部材２２は、上側支持部材３７と下側支持部材４１との間で回動可能に
支持されることとなる。
【００３６】
　次に、駆動モータ３３の駆動に基づくラック部材３２の移動に従って、上側支持部材３
７、下側支持部材４１及び可動部材２１と共に発光部材２２が移動する際に、遊技領域（
表示装置６の表示面）に対する発光部材２２の傾斜状態を変化させる構造について説明す
る。
【００３７】
　遊技盤２の裏面側に固定されるセンター部材２０の右側取付部２５Ｃ（図２参照）にお
いて、その上側には上側誘導案内部材４７が取り付けられ、また、その下側には下側誘導
案内部材４８が取り付けられている。
【００３８】
　上側誘導案内部材４７は、図６、図８乃至図１１に示すように、基板部４９、基板部４
９の上側両端部に形成された一対の固定用ボス５０、及び、遊技領域４に向かって所定角
度傾斜された誘導案内部５１を一体に形成してなる。誘導案内部５１には、その長手方向
に沿って誘導案内路５２が形成されている。かかる誘導案内路５２の端部位置（図６、図
８、図９では右端部、図１１では左端部）には、発光部材２２の端部（図６、図８、図９
では右端部、図１０では左端部）に立設された支持軸５３（図１０参照）が挿通されると
ともに、支持軸５３の上端に軸止部材５４が固定されている。
【００３９】
　また、下側誘導案内部材４８は、前記上側誘導案内部材４７と同様の構成を有しており
、具体的に、図６、図８乃至図１１に示すように、基板部５５、基板部５５の上側両端部
に形成された一対の固定用ボス５６、及び、遊技領域４に向かって所定角度傾斜された誘
導案内部５７を一体に形成してなる。誘導案内部５７には、その長手方向に沿って誘導案
内路５８が形成されている。かかる誘導案内路５８の端部位置（図６、図８、図９では右
端部、図１１では左端部）には、発光部材２２の端部（図６、図８、図９では右端部、図
１０では左端部）から垂下された支持軸（図示せず）が挿通されるとともに、支持軸の下
端に軸止部材５９が固定されている。
【００４０】
　前記の構成により、図３等に示すように、可動部材２１が第１位置に保持されている状
態においては、発光部材２２の端部に立設された支持軸５３が上側誘導案内部材４７にお
ける誘導案内部５１の誘導案内路５２の端部位置に配置されており、また、発光部材２２
の端部から垂下された支持軸は下側誘導案内部材４８における誘導案内部５７の誘導案内
路５８の端部位置に配置されており、更に、上側誘導案内部材４７の誘導案内部５１及び
下側誘導案内部材４８の誘導案内部５７は、それぞれ遊技領域４に向かって所定角度傾斜
されていることから、発光部材２２は、図７、図９乃至図１１に示すように、基材４５の
基端部側（図９における右端部側）が遊技領域４から遠くなり、基材４５の先端側（図９
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における左端部側）が遊技領域４に近接するように、傾斜された状態で保持される。
【００４１】
　この状態で発光部材２２の各ＬＥＤ４６を点灯させることにより遊技領域４にて露出さ
れた可動部材２１の一部は集中的に照射されることとなり、可動部材２１（遊技領域４）
に対して所定角度傾斜して保持された発光部材２２の各ＬＥＤ４６を介して、遊技領域４
で露出された可動部材２１の一部を効率的に照射することができる。
　このように、第１位置において、遊技領域４における可動部材２１の露出状態にフレキ
シブルに対応して可動部材を照射することを可能とし、照明装置の有効利用を図ることが
できるものである。
【００４２】
　続いて、前記したように、可動部材２１が、図３乃至図１１に示す第１位置に保持され
ている状態から駆動モータ３３を駆動し、可動部材２１を第１位置と第２位置との中間位
置まで移動させる場合について図１２乃至図１６に基づき説明する。
【００４３】
　先ず、図８、図９に示す状態で、駆動モータ３３を時計方向に回転させると、駆動軸３
３Ａに固定された駆動ギア３５は時計方向に回転されるとともに、被動ギア３６は反時計
方向に回転される。これにより、被動ギア３６は、ラック歯３２Ａに噛合していることに
基づき、ラック部材３２をレール案内部材３０のレール案内部３１に沿って図８、図９中
左方向に移動させる。
【００４４】
　ここに、前記したように、ラック部材３２と上側支持部材３７、可動部材２１及び下側
支持部材４１は一体に構成されていることから、ラック部材３２が左方向に移動すると、
可動部材２１もラック部材３２と共に左方向に移動し、その後、可動部材２１は、図１２
乃至図１６に示すように第１位置と第２位置との中間位置まで移動する。
【００４５】
　可動部材２１が第１位置と第２位置との中間位置まで移動した状態では、図１２に示す
ように、恐竜の手を模した可動部材２１全体の半分程度が遊技領域４（表示装置６の表示
領域）から露出されている。
【００４６】
　また、発光部材２２は、その上側で上側支持部材３７の軸支持部３９から垂下された支
持軸４０により回動可能に支持されるとともに、その下側で下側支持部材４１の軸支持部
４１Ａに立設された支持軸４１Ｂにより回動可能に支持されていることから、前記のよう
に第１位置から移動される可動部材２１と共に、移動される。
【００４７】
　かかる発光部材２２の移動に基づき、上側誘導案内部材４７における誘導案内部５１の
誘導案内路５２の端部位置に配置されていた発光部材２２の支持軸５３は、図１５、図１
６に示すように、誘導案内路５２に沿って誘導案内路５２略中央位置まで移動され、同時
に、下側誘導案内部材４８における誘導案内部５７の誘導案内路５８の端部位置に配置さ
れていた発光部材２２の支持軸は、誘導案内路５８に沿って誘導案内路５８の略中央位置
まで移動される。
【００４８】
　このとき、発光部材２２は、前記のように、上側支持部材３７と下側支持部材４１との
間で回動可能に支持されているので、上側支持軸５３及び下側支持軸が誘導案内路５２、
５８を移動している間に、図１４乃至図１６に示すように、基材４５の基端部側（図１４
における右端部側）が遊技領域４に若干近接し、基材４５の先端側（図１４における左端
部側）が遊技領域４から若干離間するように、回動される。この状態では、遊技領域４に
対する発光部材２２の傾斜角度は、図９に示す状態と比較して、小さくなる。
【００４９】
　このように、可動部材２１が第１位置と第２位置の中間位置まで移動される間、遊技領
域４における可動部材２１の露出状態は徐々に変化し、可動部材２１の露出状態に対応し
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て、発光部材２２は、上側誘導案内部材４７及び下側誘導案内部材４８の各誘導案内部５
１、５７における誘導案内路５２、５８により誘導案内されつつ徐々に回動されるととも
に、各ＬＥＤ４６を発光させることにより遊技領域４にて露出された可動部材２１を照射
するので、可動部材２１が移動可能な第１位置と第２位置の間においても、可動部材２１
の移動に基づく可動部材２１の遊技領域４における露出状態にフレキシブルに対応して可
動部材２１を照射することが可能となり、照明装置の有効利用を図ることができる。
【００５０】
　続いて、前記したように、可動部材２１が、図１２乃至図１６に示す第１位置と第２位
置との中間位置に保持されている状態から更に駆動モータ３３を駆動し、可動部材２１を
第２位置まで移動させる場合について図１７乃至図２５に基づき説明する。
【００５１】
　先ず、図１３、図１４に示す状態で、駆動モータ３３を更に時計方向に回転させると、
駆動軸３３Ａに固定された駆動ギア３５は時計方向に回転されるとともに、被動ギア３６
は反時計方向に回転される。これにより、被動ギア３６は、ラック歯３２Ａに噛合してい
ることに基づき、ラック部材３２をレール案内部材３０のレール案内部３１に沿って図１
３、図１４中左方向に移動させる。
【００５２】
　ここに、前記したように、ラック部材３２と上側支持部材３７、可動部材２１及び下側
支持部材４１は一体に構成されていることから、ラック部材３２が左方向に移動すると、
可動部材２１もラック部材３２と共に左方向に移動し、その後、可動部材２１は、図１７
乃至図２５に示すように第２位置まで移動する。
【００５３】
　可動部材２１が第２位置まで移動した状態では、図１７、図１８に示すように、恐竜の
手を模した可動部材２１の全体が遊技領域４（表示装置６の表示領域）から露出されてい
る。
【００５４】
　また、発光部材２２は、その上側で上側支持部材３７の軸支持部３９から垂下された支
持軸４０により回動可能に支持されるとともに、その下側で下側支持部材４１の軸支持部
４１Ａに立設された支持軸４１Ｂにより回動可能に支持されていることから、前記のよう
に第２位置まで移動される可動部材２１と共に、移動される。
【００５５】
　かかる発光部材２２の移動に基づき、上側誘導案内部材４７における誘導案内部５１の
誘導案内路５２の中間位置に配置されていた発光部材２２の支持軸５３は、図２４、図２
５に示すように、誘導案内路５２に沿って誘導案内路５２の反対側端部まで移動され、同
時に、下側誘導案内部材４８における誘導案内部５７の誘導案内路５８の中間位置に配置
されていた発光部材２２の支持軸は、誘導案内路５８に沿って誘導案内路５８の反対側端
部まで移動される。
【００５６】
　このとき、発光部材２２は、前記のように、上側支持部材３７と下側支持部材４１との
間で回動可能に支持されているので、上側支持軸５３及び下側支持軸が誘導案内路５２、
５８を移動している間に、図２３乃至図２５に示すように、基材４５の基端部側（図２３
における右端部側）が遊技領域４に若干近接し、基材４５の先端側（図２３における左端
部側）が遊技領域４から若干離間するように、回動される。この状態では、可動部材２１
（遊技領域４）に対して発光部材２２は、略平行な状態となる。　
【００５７】
　このように、可動部材２１が中間位置から第２位置まで移動される間、各ＬＥＤ４６は
、上側誘導案内部材４７及び下側誘導案内部材４８の誘導案内部５１、５７における誘導
案内路５２、５８により誘導案内されつつ回動され、遊技領域４に対して平行な状態で保
持されるとともに各ＬＥＤ４６を発光させることにより遊技領域４にて露出された可動部
材２１の全体を照射するので、可動部材２１（遊技領域４）に対して平行に保持された発
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的に照射することができる。
　このように、第２位置において、遊技領域４における可動部材２１の露出状態にフレキ
シブルに対応して可動部材２１を照射することを可能とし、照明装置の有効利用を図るこ
とができるものである。
【００５８】
　前記実施形態の説明では、可動部材２１が第１位置に保持された場合、可動部材２１が
第１位置から第２位置の中間位置まで移動される場合、及び、可動部材２１が中間位置か
ら第２位置まで移動される場合について説明したが、可動部材２１がこれらとは逆の方向
に移動される場合、即ち、可動部材２１が第２位置から中間位置まで移動される場合、可
動部材２１が中間位置から第１位置まで移動される場合には、前記した動作と逆の動作が
行われるだけであり、上記記載から理解が容易であることから、その説明を省略する。
【００５９】
　尚、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。
　例えば、前記実施形態では、可動部材２１の内部に発光部材２２を配置して可動部材２
１の移動に伴う遊技領域４からの露出状態に対応して、発光部材２２のＬＥＤ４６により
可動部材２１の露出部分を効率的に照射するように構成したが、これに限らず、遊技領域
４からの露出量が変化する各種の可動役物をその外部から又は内部から発光部材２２によ
り照射することや、可動部材２１の内部から可動部材の周辺に配置された部材（例えば液
晶モジュール）を照射するように構成することも可能である。
　また、本実施形態では、駆動モータ３３の駆動により可動部材２１及び発光部材２２の
移動と発光部材２２の回動を同時に行っているが、これに限らず、可動部材２１の移動と
発光部材２２の移動、回動をそれぞれ別の駆動源を用いて行ってもよい。
　更に、本実施形態では、駆動源として駆動モータ３３を使用しているが、これに限らず
、リニアモータ等により可動部材２１と発光部材２２の移動を行ってもよい。
　また、発光部材２２に配置される発光源としてＬＥＤ４６を使用しているが、これに限
らず、通常の汎用ランプを使用してもよい。
【符号の説明】
【００６０】
　１　　　　　パチンコ遊技機
　２　　　　　遊技盤
　４　　　　　遊技領域
　２１　　　　可動部材
　２２　　　　発光部材
　３３　　　　駆動モータ
　３７　　　　上側支持部材
　４１　　　　下側支持部材
　４６　　　　ＬＥＤ
　４７　　　　上側誘導案内部材
　４８　　　　下側誘導案内部材
　５１　　　　誘導案内部
　５２　　　　誘導案内路
　５７　　　　誘導案内部　５８　　　　誘導案内路
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