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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄を変動表示させて遊技演出を行なう図柄表示装置が臨む装飾部材に配設され、所定
の演出動作を行う演出体を有する可動機構部およびこの可動機構部を動かす駆動機構部を
備えた遊技機の演出装置において、
　前記駆動機構部は、
　前記装飾部材に設けた固定部に配設された駆動手段により回転される回転体と、
　前記固定部に揺動可能に設けられ、該固定部への支持部位を中心として前記可動機構部
との連結部位が上下方向に変位するアームと、
　前記アームにおける支持部位と連結部位との間に設けられた受部と、
　前記回転体の回転中心から半径方向外側に偏倚した部位に突設され、該回転体の回転に
伴う下部位置から上部位置への変位に亘って前記受部に対して下方から当接して前記アー
ムを押し上げる一方、該回転体の回転に伴う上部位置から下部位置への変位に亘って該受
部の上下方向の変位経路上から外れて該アームの下方変位を許容する支持部と、
　前記固定部に設けられ、前記可動機構部の下方変位を規制して、前記支持部が前記受部
から外れて自重により下方変位する前記アームを受止めるストッパと、
　前記アームにおける支持部位と連結部位との間に前記受部から離間して設けられ、前記
回転体の最上部に位置した前記支持部により受部が支持される該アームの上限位置におい
て該受部の下側に位置する第２の受部とを備え、　
　前記第２の受部は、前記上限位置から前記アームが前記ストッパで受止められる下限位
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置に向かう所定範囲において、前記回転体の回転に伴う前記支持部の上部位置から下部位
置への変位経路上に重なると共に、該下限位置で該回転体の回転に伴う支持部の変位経路
上から外れるように配置され、
　前記アームが前記所定範囲に位置している際に、前記回転体の回転に伴って前記支持部
が前記第２の受部に上方から当接して該アームを押し下げるよう構成した
ことを特徴とする遊技機の演出装置。
【請求項２】
　前記可動機構部は、
　前記アームの連結部位に設けられ、前記ストッパで下方変位が規制される下限位置およ
び前記受部が最上部に位置した前記支持部で支持された上限位置の間で、前記アームに連
動して上下方向に変位するベースと、
　前記演出体を有すると共に、前記ベースに上下方向にスライド変位可能に設けられ、下
方に向けて付勢された第１ラックと、
　前記第１ラックに対向させて、前記ベースに上下方向にスライド変位可能に設けられ、
前記アームの上限位置から下方の所定範囲に亘って前記固定部側に設けた規制部によって
上方変位が規制される第２ラックと、
　前記第１ラックおよび第２ラックの間で夫々に噛合した状態で前記ベースに回転自在に
配設され、その回転により一方のラックのベースに対する変位方向と反対側に他方のラッ
クを変位させる伝達ギアとを備えた請求項１記載の遊技機の演出装置。
【請求項３】
　前記アームは、前記固定部としてのケースの内部に収容され、
　前記アームには、前記ケースの内面との間で該アームの位置を保持する位置決め片が設
けられる請求項１または２記載の遊技機の演出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、図柄を変動表示させて遊技演出を行なう図柄表示装置が臨む装飾部材に配
設された遊技機の演出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域の略中央位置に装飾部材(センター役物とも称される)が配設されて、該装飾部材に開
設した開口部に、各種図柄を変動および停止表示させて所要の図柄変動ゲームを行なう図
柄表示装置を臨ませるよう構成される。そして、遊技盤の盤面(遊技領域)に打出された遊
技球が、装飾部材の下方位置に配設した始動入賞装置に入賞することにより、図柄表示装
置での図柄変動ゲームが行なわれるようになっている。また、多くのパチンコ機では、装
飾部材に、所要の動作を行なう演出体を備えた可動式の演出装置が配設されており、可動
体を図柄表示装置での図柄変動ゲームに合わせて動作させることにより演出効果の向上を
図っている。
【０００３】
　例えば、前記演出装置としては、遊技盤に対して固定された固定部材と、この固定部材
に対してアーム部材を介して支持され、該固定部材に対して近接・離間する演出体として
の可動部材とを備えたものが提案されている(特許文献１参照)。特許文献１に開示の演出
装置は、モータの出力軸から外周部までの距離が最小長から最大長まで連続的に変化する
平板状の円板カムの周面によって、アーム部材の後端をアームの前端側を持ち上げるよう
上側から押さえ込こんで、可動部材が固定部材に近接した状態に保持されている。そして
、モータによってカムを回転することで、カムの周面の出力軸からの離間距離が最大長か
ら最小長に変化し、この結果、可動部材は自重により下方に落下して固定部材から離間す
るようになっている。
【特許文献１】特開２００７－３０７０９３号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示の演出装置は、アーム部材の後端をカムの周面で押えることで、可動
部材の位置を保持する構成であるので、カムおよびカムが接続されたモータの出力軸で可
動部材の荷重を受けている。特に、可動部材が自重によって下方に落下した際に、アーム
部材の後端がカムの周面にぶつかることで可動部材の落下が停止される構成であるので、
可動部材の落下に際して出力軸の軸線に対して交差方向から入力される荷重によって、カ
ムおよび出力軸に過剰な負荷がかかる。このため、特許文献１に開示の演出装置では、可
動部材の動作の繰り返しにより、出力軸が変形したり、またはモータ自体が破損するおそ
れがある。
【０００５】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機の演出装置に内在する前記問題に鑑み、こ
れらを好適に解決するべく提案されたものであって、駆動手段に負荷をかけることなく、
演出体を急速に動作させることができる遊技機の演出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明の遊技機の
演出装置は、
　図柄を変動表示させて遊技演出を行なう図柄表示装置(S)が臨む装飾部材(14)に配設さ
れ、所定の演出動作を行う演出体(K)を有する可動機構部(70)およびこの可動機構部(70)
を動かす駆動機構部(40)を備えた遊技機の演出装置において、
　前記駆動機構部(40)は、
　前記装飾部材(14)に設けた固定部(22)に配設された駆動手段(M)により回転される回転
体(42)と、
　前記固定部(22)に揺動可能に設けられ、該固定部(22)への支持部位(50a)を中心として
前記可動機構部(70)との連結部位(50b)が上下方向に変位するアーム(50)と、
　前記アーム(50)における支持部位(50a)と連結部位(50b)との間に設けられた受部(60)と
、
　前記回転体(42)の回転中心から半径方向外側に偏倚した部位に突設され、該回転体(42)
の回転に伴う下部位置から上部位置への変位に亘って前記受部(60)に対して下方から当接
して前記アーム(50)を押し上げる一方、該回転体(42)の回転に伴う上部位置から下部位置
への変位に亘って該受部(60)の上下方向の変位経路上から外れて該アーム(50)の下方変位
を許容する支持部(44)と、
　前記固定部(22)に設けられ、前記可動機構部(70)の下方変位を規制して、前記支持部(4
4)が前記受部(60)から外れて自重により下方変位する前記アーム(50)を受止めるストッパ
(28a)と、
　前記アーム(50)における支持部位(50a)と連結部位(50b)との間に前記受部(60)から離間
して設けられ、前記回転体(42)の最上部に位置した前記支持部(44)により受部(60)が支持
される該アーム(50)の上限位置において該受部(60)の下側に位置する第２の受部(62)とを
備え、　
　前記第２の受部(62)は、前記上限位置から前記アーム(50)が前記ストッパ(28a)で受止
められる下限位置に向かう所定範囲において、前記回転体(42)の回転に伴う前記支持部(4
4)の上部位置から下部位置への変位経路上に重なると共に、該下限位置で該回転体(42)の
回転に伴う支持部(44)の変位経路上から外れるように配置され、
　前記アーム(50)が前記所定範囲に位置している際に、前記回転体(42)の回転に伴って前
記支持部(44)が前記第２の受部(62)に上方から当接して該アーム(50)を押し下げるよう構
成したことを特徴とする。
　請求項１に係る発明によれば、自重により下方変位するアームを、駆動手段および駆動
手段に繋がった部材で受けるのではなく、固定部に設けたストッパで受止める構成である
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ので、アームを急速に下方変位させても駆動手段に負荷がかからない。しかも、ストッパ
は、可動機構部の下方変位を規制するものとしても共用されるので、構成要素を減らし、
機構を簡略化できる。
　支持部が受部から外れた際に、仮にアームが下限位置に下方変位しないことが生じた場
合でも、支持部が第２の受部に当接してアームを押し下げるのでアームを下限位置に確実
に変位させることができる。
【０００７】
　請求項２に係る発明では、前記可動機構部(70)は、
　前記アーム(50)の連結部位(50b)に設けられ、前記ストッパ(28a)で下方変位が規制され
る下限位置および前記受部(60)が最上部に位置した前記支持部(44)で支持された上限位置
の間で、前記アーム(50)に連動して上下方向に変位するベース(72)と、
　前記演出体(K)を有すると共に、前記ベース(72)に上下方向にスライド変位可能に設け
られ、下方に向けて付勢された第１ラック(82)と、
　前記第１ラック(82)に対向させて、前記ベース(72)に上下方向にスライド変位可能に設
けられ、前記アーム(50)の上限位置から下方の所定範囲に亘って前記固定部(22)側に設け
た規制部(38)によって上方変位が規制される第２ラック(84)と、
　前記第１ラック(82)および第２ラック(84)の間で夫々に噛合した状態で前記ベース(72)
に回転自在に配設され、その回転により一方のラック(82,84)のベース(72)に対する変位
方向と反対側に他方のラック(84,82)を変位させる伝達ギア(86)とを備えたことを要旨と
する。
　請求項２に係る発明によれば、可動機構部は、ベースを下方変位すると、ベースに対し
て演出体が設けられた第１ラックも下方変位するので、第１ラックの下方変位分とベース
の下方変位分とを合わせた距離だけ演出体を下方に移動し得る。また、可動機構部は、第
２ラックが規制部によって上方変位が規制されることで、ベースを上方変位に際して第１
ラックが上方変位する。すなわち、アームを上下に変位させることで、アームに連動して
ベースおよび第１ラックを上下動することができ、１つの駆動手段によって演出体を大き
く動作させることができる。
【０００９】
　請求項３に係る発明では、前記アーム(50)は、前記固定部としてのケース(22)の内部に
収容され、
　前記アーム(50)には、前記ケース(22)の内面との間で該アーム(50)の位置を保持する位
置決め片(58)が設けられることを要旨とする。
　請求項３に係る発明によれば、アームをがたつきなくケースの内部で変位させることが
できる。
【００１０】
　前記ケース(22)の内面には、該内面と前記アーム(50)との間を保持する突条部(32)が、
該アーム(50)の変位経路に沿って設けられる。
　これによれば、アームをがたつきなくケースの内部で変位させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機の演出装置によれば、駆動手段に負荷をかけることなく、演出体を
急速に動作させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明に係る遊技機の演出装置につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照
して以下に説明する。なお、遊技盤および演出装置の前後方向は、遊技者側に臨む側を前
側として指称する。
【実施例】
【００１３】
　図１に示すように、実施例に係る遊技機としてのパチンコ機の遊技盤１０は、略円形状
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に湾曲形成したレール１２により遊技領域１１が画成され、その略中央位置に図柄表示装
置Ｓを後方から臨ませた装飾部材１４が配設されている。遊技盤１０には、遊技球検出用
のスイッチ(図示せず)を備えた始動入賞具Ｃが、遊技領域１１の始動入賞口Ｃ１を臨ませ
て装飾部材１４の下方に設けられている。パチンコ機では、始動入賞具Ｃの始動入賞口Ｃ
１に遊技球が入賞することで、図柄表示装置Ｓにおいて図柄変動ゲームが開始されて、そ
の結果、特定の図柄組合わせ(例えば、同一図柄の三つ揃)が表示されると、遊技者に有利
な特別遊技(所謂大当り)が発生するようになっている。また遊技盤１０には、特別入賞口
Ｄ１を開閉する扉状の開閉板Ｄ２を備えた大型電動式の特別入賞装置Ｄが、始動入賞具Ｃ
の下方位置に設けられ、開閉板Ｄ２が後側の電磁ソレノイド(図示せず)の駆動に伴って通
常の閉鎖状態から開放状態に変化し得るよう構成されている。そして、パチンコ機は、特
別遊技の発生により開閉板Ｄ２を開放して遊技球が特別入賞口Ｄ１に入賞することで、球
皿(図示せず)に賞球が払出されるようになっている。なお、装飾部材１４は、遊技領域１
１の大部分を占める大型部材であって、図柄表示装置Ｓを臨ませる可視表示部を開設した
枠状本体を、遊技盤１０に開設した装着孔(図示せず)に前側から挿入した状態で、遊技盤
１０に対してネジ止め固定される。
【００１４】
　前記装飾部材１４には、遊技領域１１に臨む大型の演出体Ｋを有する演出装置２０が、
図柄表示装置Ｓの上方に配設されている(図１参照)。実施例の演出体Ｋは、パチンコ機や
図柄表示装置Ｓで展開されるゲームのコンセプトに合わせた装飾および形状の部材であっ
て、後述する発光手段９２を備えている。演出体Ｋは、演出装置２０の駆動機構部４０に
より作動される可動機構部７０によって、図柄表示装置Ｓの上方に退避して装飾部材１４
の上部飾り１４ａと一体となる上昇位置と(図１または図２(ａ)参照)、この上昇位置から
下方に変位して図柄表示装置Ｓの前側に臨む下降位置(図２(ｂ)参照)との間で、上下方向
に変位するよう構成される。演出装置２０は、図柄表示装置Ｓでの図柄組合わせゲームや
他の遊技演出に合わせて作動され、上昇位置で停止した状態で装飾部材１４の上部飾り１
４ａの一部として静的な演出を行う一方、上昇位置と下降位置との間で演出体Ｋを変位さ
せることで動的な演出が行われる。なお、演出装置２０では、演出体Ｋを常には上昇位置
で待機させている。
【００１５】
　図３～図６に示すように、演出装置２０は、装飾部材１４に取付けられるケース(固定
部)２２に、駆動機構部４０および可動機構部７０が組み付けられ、ケース２２単位で単
一のユニットとして取扱い可能に構成される。また演出装置２０は、パチンコ機の制御を
担う制御手段Ｐに電気的に接続されて、この制御手段Ｐにより制御される(図７参照)。
【００１６】
　前記ケース２２は、該ケース２２の後側を構成するトレイ状の後半体２４と、該ケース
２２の前側を構成するトレイ状の前半体２６とからなる箱状部材であって(図６参照)、後
半体２４の周壁２４ａおよび前半体２６の周壁２６ａと互いに突き合わせた状態で組み合
わせて、駆動機構部４０の構成部材を収容する収容空間２２ａが内部画成されている。な
お、実施例のケース２２は、後半体２４および前半体２６を透明な合成樹脂で形成してあ
る。ケース２２には、収容空間２２ａに駆動機構部４０のモータ(駆動手段)Ｍを除く構成
部材が配置され、前半体２６の前側に演出体Ｋおよび可動機構部７０の大部分の構成部材
が配設される。前半体２６は、可動機構部７０の設置部位を後側へ向けて凹設して設置凹
部２６ｂが形成され、実施例の前半体２６では、右側に設けられた設置凹部２６ｂが左側
部分と比べて後側に一段引っ込んでいる(図３または図６参照)。ここで、前半体２６には
、左右の中間部位に上下方向に延在させて収容空間２２ａ側(後側)に張り出して、設置凹
部２６ｂの側壁をなす中間壁部３０が形成される(図１１参照)。また前半体２６には、設
置凹部２６ｂに上下に長手方向が延在するよう貫通形成され、収容空間２２ａに連通する
スライド孔２８が設けられている(図３または図１１参照)。
【００１７】
　図４に示すように、前記駆動機構部４０は、駆動手段としてのモータＭと、このモータ
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Ｍにより回転される従動歯車(回転体)４２と、この従動歯車４２により揺動されるアーム
５０とから基本的に構成される。モータＭは、ケース２２における後半体２４の左側部分
に位置して該後半体２４の後面に取り付けられ、前後方向に延在する出力軸Ｍ１の先端が
後半体２４を貫通して収容空間２２ａに臨んでいる(図６参照)。出力軸Ｍ１の先端には、
従動歯車４２にかみ合う駆動歯車４６が固定され、モータＭの回転が駆動歯車４６を介し
て従動歯車４２に伝達されるようになっている。なお、駆動歯車４６の歯数は、被動歯車
である従動歯車４２の歯数より少なくなるよう設定されて、モータＭの回転を減速して従
動歯車４２が回転される。従動歯車４２は、後半体２４の前面に収容空間２２ａ側(前側)
に向けて突設された歯車ボス２４ｂに、前後方向に軸線を延在させた状態で回転自在に軸
支されている(図６参照)。従動歯車４２は、収容空間２２ａにおいて、モータＭの取付部
位と該収容空間２２ａにおける設置凹部２６ｂに対応する領域との間に配置されている。
実施例の従動歯車４２は、モータＭの右側で、前半体２６における中間壁部３０の左側に
配置される。また実施例では、モータＭが一方向(時計回り)に回転するよう設定されて、
従動歯車４２が反時計回りに回転される。
【００１８】
　前記従動歯車４２は、アーム５０の後述する受部６０に対して係脱する円筒状の支持部
４４を備えている。支持部４４は、従動歯車４２の回転中心から半径方向外側に偏倚した
部位に、該従動歯車４２の前面から突設され、従動歯車４２の回転に伴って反時計回りに
回転するようになっている。なお、支持部４４は、従動歯車４２の外縁部に設けられてい
る。
【００１９】
　前記アーム５０は、長尺な棒状部材であって、後半体２４および前半体２６の左端部に
収容空間２２ａ側に向けて突設された支持ボス２４ｃ,２６ｃの間に左端が挟持された状
態で、収容空間２２ａに左右方向に長手を延在させた状態で揺動可能に軸支されている(
図６または図１１参照)。アーム５０は、収容空間２２ａにおける設置凹部２６ｂに対応
する領域に右端が配置され、この右端側に可動機構部７０の後述するベース７２に連結さ
れる連結部位５０ｂが設けられ、左端の支持部位５０ａを中心として連結部位５０ｂが上
下方向に変位するよう構成される(図５参照)。アーム５０の左右方向の形状は、上側に凸
となるように中間部分で「く」の字状に屈曲形成され、この屈曲部位である屈曲部５２は
、従動歯車４２の前側に配置されている(図４参照)。またアーム５０は、最も上方に変位
した際にアーム５０における屈曲部５２より連結部位５０ｂ側の部分が水平または略水平
に延在するよう設定される(図８(ａ)参照)。またアーム５０は、最も下方に変位した際に
アーム５０における屈曲部５２より支持部位５０ａ側の部分が水平または略水平に延在し
、屈曲部５２より連結部位５０ｂ側の部分が支持部位５０ａから離間するにつれて下方傾
斜し、右端が後半体２４の周壁２４ａ下部に設けられた切欠２４ｄ(図６参照)から外部に
突出するようになっている(図８(ｂ)参照)。
【００２０】
　図４に示すように、前記アーム５０の前後方向の形状は、従動歯車４２および駆動歯車
４６の前側に対応する部位が前側に突出するよう鉤状に屈曲形成されている。従動歯車４
２および駆動歯車４６の前側に延在する前延在部５４が、支持部位５０ａおよび連結部位
５０ｂより収容空間２２ａにおいて前側に位置して、前半体２６の後面に僅かな隙間をあ
けて対向するよう配置されている。更にアーム５０は、連結部位５０ｂを含む設置凹部２
６ｂの後側に延在する部位と前延在部５４の右端とが、前半体２６における中間壁部３０
の左面に臨んで前後に延在する第１連設部５５で連設されている。更にまた、アーム５０
は、支持部位５０ａ側の部位と前延在部５４の左端とが、前後方向斜めに延在する第２連
設部５６で連設される。ここで、中間壁部３０は、支持部位５０ａを中心として上下方向
に揺動するアーム５０の第１連設部５５の変位経路に沿って支持部位５０ａ側が凹となる
円弧状に形成されている。アーム５０は、中間壁部３０により第１連設部５５における支
持部位５０ａから離間する方向(右側)の移動が規制されて、可動機構部７０および演出体
Ｋの荷重がかかる連結部位５０ｂ側への位置ずれや、第１連設部５５を中間壁部３０で支



(7) JP 5422166 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

持することで、連結部位５０ｂへの負荷を軽減し得る。
【００２１】
　前記アーム５０は、設置凹部２６ｂの後側に延在する部位の後面に、後側に突出形成さ
れた位置決め片５８が設けられている(図１２または図１３参照)。この位置決め片５８は
、連結部位５０ｂより支持部位５０ａ側に配置される。位置決め片５８の後端には、上下
方向に離間して突起が複数(２ヶ所)設けられている(図１３参照)。また位置決め片５８は
、突起が後半体２４の内面(前面)と僅かな隙間をあけて対向するよう設定され、アーム５
０と後半体２４の内面との間に少なくとも位置決め片５８の突出寸法分の間隔を保持し得
るようになっている。そして、アーム５０は、位置決め片５８が後半体２４の内面に当接
することで、可動機構部７０および演出体Ｋの荷重がかかる連結部位５０ｂ側の後側への
過剰な位置ずれが防止される。この際、位置決め片５８の突起を後半体２４の内面に当接
させて、互いの接触面積を最小限に抑えている。
【００２２】
　前記前半体２６の内面には、アーム５０の前延在部５４に対応する部位に、後側に突出
する突条部３２が設けられている(図１１参照)。実施例では、左右方向に平行な関係で複
数(具体的には２条)の突条部３２,３２が設けられ、各突条部３２は、アーム５０の上下
の変位経路に対応して左側が凹となる円弧状に延在形成されている。なお、突条部３２の
一つは、アーム５０の屈曲部５２に対応する部位に設けられている。突条部３２は、アー
ム５０の前延在部５４に当接するよう構成され、アーム５０の前側への位置ずれを規制し
ている。このように、アーム５０は、左端の支持部位５０ａが支持ボス２６ｃ,２４ｃで
前後から挟持されて、中間部分が突条部３２,３２および位置決め片５８により収容空間
２２ａにおいて前後方向の位置が保持される。
【００２３】
　前記アーム５０は、支持部位５０ａと連結部位５０ｂとの間に、支持部４４と係脱する
受部６０を備えている(図４参照)。受部６０は、前延在部５４の後面上部に後側に向けて
突設された庇状の部位であって、支持部４４の変位経路に交差するよう延在させて、アー
ム５０の左右方向の形状に沿って形成されている(図１２または図１３参照)。そして、受
部６０は、従動歯車４２における右側領域の前側に位置するよう配置され、アーム５０の
上下変位に際して、従動歯車４２の右側領域の前側に重なる範囲を少なくとも変位するよ
う構成される(図８～図１０参照)。なお、実施例の受部６０は、アーム５０の上下変位に
際して従動歯車４２の回転中心の前側を通る屈曲部５２より僅かに支持部位５０ａ側の部
位から第１連設部５５までに亘って形成されている。
【００２４】
　前記駆動機構部４０は、従動歯車４２の回転に伴う支持部４４の下部位置から上部位置
への変位に亘って、支持部４４が受部６０に対して下方から当接するよう構成され、支持
部４４が下部位置から上部位置に変位する際に、アーム５０を押し上げるよう構成される
(図５(ａ),図８(ａ),図９または図１０参照)。また駆動機構部４０は、従動歯車４２の回
転に伴う支持部４４の上部位置から下部位置への変位に亘って、支持部４４が受部６０の
上下方向の変位経路上から外れるよう構成され、アーム５０の下方変位を許容するように
なっている(図５(ｂ)または図８(ｂ)参照)。ここで、アーム５０は、受部６０が最上方の
位置にある支持部４４で支持された際に、最も上方に変位した位置(以下、この位置を上
限位置と云う。)となり(図５(ａ)または図８(ａ)参照)、受部６０が支持部４４から外れ
て後述するストッパ２８ａで下方変位が規制された際に、最も下方に変位した位置(以下
、この位置を下限位置と云う。)となる(図５(ｂ)または図８(ｂ)参照)。
【００２５】
　前記アーム５０には、受部６０とは別に補助受部(第２の受部)６２が、アーム５０の前
延在部５４の下面から下方に向けて突出形成された設置部５７に設けられている(図１２
または図１３参照)。補助受部６２は、設置部の５７後面から後側に向けて突出形成され
、受部６０に対して支持部４４の回転方向前側(左下側)に配置される。また補助受部６２
は、アーム５０の上限位置から下方に向かう所定範囲で従動歯車４２における左側領域の
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前側に位置し(図８(ａ)または図１４参照)、アーム５０の下限位置で従動歯車４２の前側
から下方に外れる(図８(ｂ)参照)よう配置されている。換言すると、補助受部６２は、上
限位置からアーム５０が下限位置に向かう所定範囲において、従動歯車４２の回転に伴う
支持部４４の上部位置から下部位置への変位方向前側に位置し、下限位置で従動歯車４２
の回転に伴う支持部４４の変位経路上から外れるになっている。
【００２６】
　次に、駆動機構部４０のアーム５０の上下変位に連動して、演出体Ｋを上下変位させる
可動機構部７０について説明する。図４に示すように、可動機構部７０は、アーム５０の
連結部位５０ｂに連結されてケース２２に対して上下変位可能なベース７２に対し、演出
体Ｋを設けた第１ラック８２、第２ラック８４および伝達ギア８６が配設され、設置基体
であるベース７２単位で単一のユニットとして取扱い可能に構成される。ベース７２は、
前半体２６における設置凹部２６ｂの前側に設けられたベース本体７４と、このベース本
体７４の前側を第１ラック８２および第２ラック８４の配設スペースをあけて覆うベース
カバー７６と、設置凹部２６ｂの後側(収容空間２２ａ)に配設され、アーム５０とベース
本体７４とを連結するスライドベース７８とから基本的に構成される(図６参照)。なお、
ベース本体７４とベースカバー７６との間のスペースは、上下に開口している。
【００２７】
　前記スライドベース７８は、矩形状の板状部分を本体として、後面にアーム側ボス７８
ａが設けられると共に、前面に上下に離間して２ヶ所に本体側ボス７８ｂ,７８ｂが設け
られている。スライドベース７８は、スリーブ７９を回転可能に外挿したアーム側ボス７
８ａをアーム５０の連結部位５０ｂに設けられた連結孔６４に挿通して、アーム５０の後
側からワッシャー８０を介してアーム側ボス７８ａにビスＢを螺挿して、アーム５０に対
して取り付けられる(図６参照)。またスライドベース７８は、上下の本体側ボス７８ｂ,
７８ｂを前半体２６の設置凹部２６ｂに設けられたスライド孔２８を挿通して、スライド
ベース７８とベース本体７４との間に前半体２６を挟んで上下変位可能に組み付けられる
。なお、本体側ボス７８ｂの外径は、スライド孔２８の左右幅と略同一に設定されている
。前半体２６の後面には、スライド孔２８を挟んで左右両側に上下方向に延在する一対の
位置決め壁３４,３４が設けられ(図１１参照)、これら位置決め壁３４,３４に左右両側が
挟まれてスライドベース７８が左右にずれないよう位置規制される。アーム５０の連結孔
６４は、左右方向に長手が延在する長孔であって(図１２参照)、スライド孔２８に沿って
直線的に上下変位するスライドベース７８のアーム側ボス７８ａに対して、支持部位５０
ａを中心として円弧状に上下変位するアーム５０の連結部位５０ｂにおける左右のズレを
許容するよう構成される。これにより、演出装置２０では、アーム５０の回転変位がベー
ス７２の直線変位に適切に変換される。
【００２８】
　前記ベース本体７４は、矩形状の板状部材であって、長手を上下方向に延在させて配設
されている。またベース本体７４の前面には、左右に離間して第１レール７４ａおよび第
２レール７４ｂが突設されている。なお、第１レール７４ａおよび第２レール７４ｂは、
ベース本体７４の上下に亘って形成される。ベースカバー７６は、ベース本体７４に整合
する大きさに設定され、第１レール７４ａの前側に上下に長手を延在させて移動孔７７が
開設されている。また、ベースカバー７６は透明な部材が採用されて、ベース本体７４と
ベースカバー７６との間に挟持した第１ラック８２、第２ラック８４および伝達ギア８６
を前側から視認可能となっており、製造工程においてこれらの部材の位置関係を確認し易
くなっている。なお、ベース本体７４およびスライドベース７８には、前半体２６に臨む
面の左右側縁に突片が夫々設けられ、前半体２６との接触面積を最小限に抑えている。
【００２９】
　前記ベース７２は、アーム５０の上限位置で前半体２６の設置凹部２６ｂの前側にベー
ス本体７４が重なる上段に位置し、受部６０を支持部４４で支持されて姿勢保持されたア
ーム５０によって上段位置で保持される(図５(ａ)または図８(ａ)参照)。またベース７２
は、アーム５０の連結部位５０ｂの下方変位と共に自重により下方変位するよう構成され
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る。そして、ベース７２は、スライドベース７８の本体側ボス７８ｂがスライド孔２８の
下端縁に当接する下段位置で下方変位が規制され、この下段位置で設置凹部２６ｂから下
方へ延出するようになっている(図５(ｂ)または図８(ｂ)参照)。ここで、演出装置２０で
は、下側の本体側ボス７８ｂがスライド孔２８の下端縁で規制されることで、ベース７２
の下方変位が規制されると共に、ベース７２に連結するアーム５０の下方変位が規制され
る。すなわち、スライド孔２８の下端縁が下側の本体側ボス７８ｂを受止めるストッパ２
８ａとして機能し、このストッパ２８ａがベース７２の下方変位だけでなく、支持部４４
が受部６０から外れて自重により下方変位するアーム５０を受止めるようになっている。
【００３０】
　実施例の演出装置２０は、前述したストッパ２８ａとは別に補助ストッパ３６を備えて
いる。補助ストッパ３６は、前半体２６における左側部分の内面下部に、後側に向けて突
出形成されている(図１１参照)。また補助ストッパ３６は、前延在部５４における設置部
５７より支持部位５０ａ側の下側に重なるよう配置され、アーム５０の下限位置で前延在
部５４の下面を支持するよう構成される(図８(ｂ)参照)。このように、補助ストッパ３６
を設けることで、落下するアーム５０を受止める際にかかる荷重を分散して、ストッパ２
８ａの負担を軽減し得る。しかも、補助ストッパ３６は、ストッパ２８ａよりアーム５０
の支持部位５０ａ側に設けてるので、落下するアーム５０を受止める際に補助ストッパ３
６への入力される負荷を小さくし得る。
【００３１】
　前記ベース７２に対して演出体Ｋを更に上下変位させる変位機構部は、ベース本体７４
の前面に左右に離間して対向配置され、上下方向に夫々スライド変位可能な第１ラック８
２および第２ラック８４と、この第１ラック８２および第２ラック８４に夫々噛合した状
態で、両ラック８２,８４の間においてベース本体７４に回転可能に配設した伝達ギア８
６とから構成される(図５,図８～１０参照)。第１ラック８２と第２ラック８４とは、伝
達ギア８６を介して連繋され、一方のラック８２(８４)のベース７２に対する変位方向と
反対側に、伝達ギア８６の回転下に他方のラック８４(８２)がベース７２に対して変位す
るように構成される。
【００３２】
　前記第１ラック８２は、後面に上下に亘って凹設された第１レール溝８２ａにベース本
体７４の第１レール７４ａを嵌合すると共に(図４参照)、前面をベースカバー７６で保持
されて上下方向にスライド変位可能に配設されている。なお、第１ラック８２は、ベース
７２の右側に配置されている。また第１ラック８２は、第２ラック８４に対向する左側面
に上下に亘って歯部が設けられ、この歯部が、ベース７２の中央においてベース本体７４
とベースカバー７６との間に軸支した伝達ギア８６にかみ合うようになっている。更に第
１ラック８２は、ベース本体７４の上下寸法より小さく設定される。第１ラック８２は、
その全体がベース本体７４の前面に上端が互いに整合するように重なって当該前面に相対
する範囲内に位置する第１位置と(図５(ａ)または図８(ａ)参照)、この第１位置より下方
に変位してベース本体７４の下端から下方に延出した第２位置(図５(ｂ)または図８(ｂ)
参照)との間を、ベース７２に対しスライド変位可能に構成されている。第１ラック８２
は、第１位置において、歯部の下部が伝達ギア８６に対置され(図８(ａ)参照)、歯部の下
部から上端までの距離が、第１ラック８２の下方変位が許容されるラック変位距離となる
。なお、第１ラック８２のラック変位距離は、ベース７２の上段位置と下段位置との間の
変位距離より短くなっている。
【００３３】
　前記第２ラック８４は、後面に上下に亘って凹設された第２レール溝８４ａにベース本
体７４の第２レール７４ｂを嵌合すると共に(図４参照)、前面をベースカバー７６で保持
されて上下方向にスライド変位可能に配設されている。なお、第２ラック８４は、第１ラ
ック８２の左側に離間して、ベース７２の左側に配置されている。また第２ラック８４は
、第１ラック８２に対向する右側面に上下に亘って歯部が設けられ、この歯部が伝達ギア
８６にかみ合うようになっている。更に第２ラック８４は、ベース本体７４の上下寸法と
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略同一に設定される。第２ラック８４は、第１ラック８２の第１位置において、その全体
がベース本体７４の前面に重なって当該前面に相対する範囲内におおよそ収まるように位
置し(図５(ａ)または図８(ａ)参照)、第１ラック８２の第２位置において、ベース本体７
４の上端から上方に突出した位置(図５(ｂ)または図８(ｂ)参照)に変位するよう構成され
る。なお、第２ラック８４は、前述したベース本体７４に整合して重なる位置(第１位置)
において、歯部の中央部に伝達ギア８６がかみ合っている(図４参照)。
【００３４】
　前記第１ラック８２は、常には下方へ向けて付勢されるよう構成され、これに伴って伝
達ギア８６を介して第２ラック８４は常には上方に向けて付勢されている。実施例では、
第１ラック８２およびこの第１ラック８２に設けた演出体Ｋの総重量を第２ラック８４よ
り重く設定することで、第１ラック８２がその取着した部材を含む自重により下方に付勢
される。
【００３５】
　前記第１ラック８２の前面には、上下方向に離間して一対の演出体側ボス８３,８３が
設けられ、第１レール７４ａに取り付けた第１ラック８２は、ベースカバー７６の移動孔
７７を介して一対の演出体側ボス８３,８３が前側に臨むようになっている。また、演出
体側ボス８３,８３の前端には、ベースカバー７６の前側に位置して、演出体Ｋの設置基
体となるスライドブロック８８が取付けられている。移動孔７７は、第１ラック８２にお
ける第１位置と第２位置との間の変位を許容するように形成され、第１ラック８２の第２
位置において、その下端縁に下側の演出体側ボス８３が当接するよう構成される(図８(ｂ
)参照)。そして、可動機構部７０では、下側の演出体側ボス８３が移動孔７７の下端縁で
下方への変位を規制されて、自重により落下する第１ラック８２が第２位置で保持される
。すなわち、可動機構部７０では、移動孔７７の下端縁が、第２位置で第１ラック８２の
ベース７２に対する下方変位を規制するラックストッパ７７ａとして機能している。なお
、可動機構部７０は、第１ラック８２の下方変位がラックストッパ７７ａで規制されるこ
とで、相対して第２ラック８４の上方変位が規制される。
【００３６】
　前記ケース２２は、前半体２６の右側上縁に、前面から設置凹部２６ａの上方を覆うよ
うに庇状に突設された規制部３８を備え、この規制部３８が設置凹部２６ａに取り付けら
れた第２ラック８４の上方に配置されている(図３参照)。そして、第２ラック８４は、上
端が規制部３８に当接することで、規制部３８によりベース７２に対する上方変位が規制
される(図８(ａ)参照)。ここで、可動機構部７０では、ベース７２の上段位置からこの上
段位置と下段位置との間の中間位置(実施例では、第１ラック８２のラック変位距離分)ま
でに亘って、第２ラック８４の上端が規制部３８に当接するよう構成される(図９(ｂ)参
照)。また可動機構部７０は、ベース７２の中間位置から下段位置までの間において、第
２ラック８４の上端が規制部３８から離間するようになっている。なお、可動機構部７０
は、ベース７２の上下変位に際して、第２ラック８４の上端が規制部３８から離間(当接)
すると同時または近傍で、第２ラック８４の演出体側ボス８３が移動孔７７のラックスト
ッパ７７ａに当接(離間)するよう設定される。
【００３７】
　具体的には、可動機構部７０は、ベース７２の上段位置から中間位置までの間において
、自重により下方に付勢された第１ラック８２が、規制部３８との当接下に上方変位が規
制された第２ラック８４によって伝達ギア８６を介して支持された状態となっている。す
なわち、可動機構部７０では、ベース７２の上段位置において、第２ラック８４の上端が
、第１ラック８２の下方付勢下に規制部３８により上方への変位が規制されて、第１ラッ
ク８２がベース７２に整合した第１位置に保持される(図８(ａ)参照)。この際、演出体Ｋ
は、上昇位置となっている。可動機構部７０は、第２ラック８４と規制部３８との当接状
態でベース７２を下方変位すれば、ベース７２が規制部３８から離間するので、第１ラッ
ク８２の下方付勢によって第２ラック８４がベース７２から上方へ延出するよう変位され
て、これに伴い第１ラック８２の下方変位が許容される。また可動機構部７０は、第２ラ
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ック８４と規制部３８との当接状態でベース７２を上方変位すれば、ベース７２が規制部
３８に対して近づき第２ラック８４が規制部３８によりベース７２に対して下方変位され
るので、伝達ギア８６を介して第１ラック８２が上方に変位される。実施例の可動機構部
７０は、ベース７２の中間位置から下段位置までの間において、第２ラック８４の上端が
規制部３８から離間して自由状態となるものの、第１ラック８２がラックストッパ７７ａ
で支持されて第２位置で保持される。そして、可動機構部７０は、ベース７２の下段位置
で演出体Ｋが下降位置になる。このように、可動機構部７０は、ベース７２の上段位置と
中間位置との間において、第１ラック８２が、ベース７２の上方または下方変位距離に応
じて上方または下方に変位するよう構成される。
【００３８】
　前記演出体Ｋは、該演出体Ｋの意匠面を構成する装飾カバー９０と、この装飾カバー９
０の内側に嵌め込まれる発光手段９２とから構成されている(図６参照)。装飾カバー９０
は、後側に開放した円筒形の部材であって、前面が不透明な光透過性の部材に所要の模様
を施して構成されている。発光手段９２は、装飾カバー９０の後側から組み付けられる円
形の基板９３と、この基板９３の前面に配置された複数の発光体としてのＬＥＤ９４とか
ら構成され、基板９３を配線保持片９５を介してスライドブロック８８に取り付けて、第
１ラック８２と連結される。配線保持片９５は、基板９３の裏側に設けた図示しないコネ
クタとケース２２の設置凹部２６ｂに取り付けられる中継基板９６に設けられたコネクタ
９６ａとに接続される配線(図示せず)を保持する保持溝９５ａを有し、第１ラック８２お
よびベース７２の上下変位につれて変位する演出体Ｋに繋がる配線が、他の部材に干渉す
ることを防止している。演出装置２０では、駆動機構部４０の作動に連動する可動機構部
７０によって演出体Ｋを上下に変位する動的な演出だけでなく、発光手段９２のＬＥＤ９
４の点滅によって演出体Ｋにおいて光による演出が行われる。
【００３９】
　前記演出装置２０は、演出体Ｋの原点となる上昇位置を検知する位置検知手段１００を
備え、この位置検知手段１００の検知結果に基づき制御手段ＰによりモータＭを制御する
よう構成される。演出装置２０では、アーム５０が上限位置にあるときに演出体Ｋが上昇
位置に配置されるので、位置検知手段１００でアーム５０の上限位置を検知するよう構成
されている(図４または図８(ａ)参照)。実施例では、位置検知手段として、発光部と受光
部とを備えるフォトセンサ１００が用いられている。フォトセンサ１００は、左右方向に
離間する発光部および受光部を収容空間２２ａに臨ませた状態で後半体２４に取り付けら
れ、上限位置にあるアーム５０の右端部(連結部位５０ｂ側の端部)に対向する位置に配置
されている(図８(ａ)参照)。一方、アーム５０の右端部には、後方に突出する検知片６６
が設けられている。検知片６６は、アーム５０の上限位置でフォトセンサ１００における
発光部と受光部との間に臨み、アーム５０が上限位置から外れると、検知片６６が発光部
と受光部との間から外れるようになっている(図８～図１０参照)。そして、フォトセンサ
１００は、検知片６６が発光部と受光部との間に位置したことを条件として、演出体Ｋが
上昇位置にあることを制御手段(実施例では、制御手段Ｐの後述のサブ統括制御基板Ｐ２)
Ｐに対し出力するよう構成される。
【００４０】
　前記演出装置２０は、制御手段Ｐの制御下に、パチンコ機に設けられた図柄表示装置Ｓ
やＬＥＤやランプ等の発光装置や音声出力手段あるいは他の演出装置と連動して、演出体
Ｋを動作および発光させる。図７に示すように、制御手段Ｐは、パチンコ機全体を総合的
に制御する主制御基板Ｐ１と、この主制御基板Ｐ１の制御下に図柄表示装置Ｓや発光装置
等を制御するサブ統括制御基板Ｐ２とを備えている。なお、パチンコ機では、主制御基板
Ｐ１とサブ統括制御基板Ｐ２とが、信号中継端子板Ｐａを介して電気的に接続されている
。また、実施例のパチンコ機は、ランプ中継端子板Ｐｂ、装飾部材１４の下側に設けられ
た下ＬＥＤ基板Ｐｃおよび装飾部材１４の右側に設けられた右ＬＥＤ基板Ｐｄを有してい
る。そして、モータＭおよびフォトセンサ１００は、ランプ中継端子板Ｐｂ、下ＬＥＤ基
板Ｐｃおよび右ＬＥＤ基板Ｐｄを介してサブ統括制御基板Ｐ２に電気的に接続され、フォ
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トセンサ１００による演出体Ｋの位置情報は、サブ統括制御基板Ｐ２に入力される。サブ
統括制御基板Ｐ２は、主制御基板Ｐ１の信号およびフォトセンサ１００による演出体Ｋの
位置情報に基づいて、モータＭを駆動または停止制御すると共に、演出体Ｋの発光手段９
２、下ＬＥＤ基板Ｐｃおよび右ＬＥＤ基板ＰｄのＬＥＤを点灯制御するようになっている
。
【００４１】
　　〔実施例の作用〕
　次に、実施例に係る演出装置２０の作用について説明する。なお、演出装置２０は、演
出体Ｋが待機姿勢である上昇位置(アーム５０：上限位置,ベース７２：上段位置,第１ラ
ック８２：第１位置)にあるものとする(図５(ａ)または図８(ａ)参照)。なお、演出装置
２０は、演出体Ｋが上昇位置にあっても、図柄表示装置Ｓにおける図柄変動ゲームや遊技
球が入賞装置に入賞すること等に合わせて、制御手段Ｐによって発光手段９２のＬＥＤ９
４が点灯制御されて、下ＬＥＤ基板Ｐｃおよび右ＬＥＤ基板ＰｄのＬＥＤの発光と合わせ
てまたは独立して、演出体Ｋの光による演出が行われる。
【００４２】
　前記演出装置２０は、図柄表示装置Ｓにおける図柄変動ゲームや遊技球が入賞装置に入
賞すること等を契機として、サブ統括制御基板Ｐ２によって演出体Ｋが所定の演出動作を
行うよう制御される。先ず、演出装置２０は、駆動機構部４０のモータＭが回転駆動され
て従動歯車４２が反時計回りに回転されて、演出体Ｋの上昇位置で変位経路の上端に位置
していた支持部４４が受部６０を支持しつつ反時計回りに変位する。この際、実施例の受
部６０は、アーム５０の上限位置で、支持部４４の回転方向前側となる左端部が僅かに下
方に湾曲しているので、アーム５０が上限位置から僅かに下方変位する。すなわち、演出
体Ｋが上昇位置から僅かに下方変位するので、遊技者に期待感を抱かせ、演出体Ｋを注目
させることができ、後述する演出体Ｋが大きく変位する動作の演出効果が高くなる。
【００４３】
　前記演出装置２０は、従動歯車４２が更に回転して、支持部４４が変位経路の上端から
ずれた位置で受部６０の下方から外れることで、アーム５０が連結部位５０ｂ側の支持部
分を失って自由状態になり、連結部位５０ｂ側が自重により落下する(図５(ｂ)または図
８(ｂ)参照)。そして、アーム５０は、可動機構部７０の本体側ボス７８ｂがストッパ２
８ａに受止められることで、下限位置で停止される。またアーム５０は、ケース２２の内
面に設けられた補助ストッパ３６によって、該アーム５０における連結部位５０ｂより支
持部位５０ａ側の部位が補助的に受止められる。ここで、アーム５０の受部６０は、上部
位置から下方位置に向かう支持部４４の変位経路である従動歯車４２の左側領域ではなく
、従動歯車４２の右側領域を通って変位するので支持部４４と干渉せず、アーム５０を下
限位置まで一挙に勢いよく下方変位させることができる。なお、演出装置２０は、アーム
５０が上限位置より下方変位することで、検知片６６がフォトセンサ１００から外れて非
検知状態に移行するので、制御手段Ｐにおいて駆動機構部４０が作動していることを判断
し得る。
【００４４】
　前記演出装置２０は、可動機構部７０や演出体Ｋなどの引っ掛かり等によって、受部６
０から支持部４４から外れてもアーム５０が下限位置まで変位しないことが想定される。
演出装置２０では、仮にアーム５０の下方変位不良が生じた際に、アーム５０の補助受部
６２が支持部４４の上部位置から下部位置への変位経路上に延在しているので、支持部４
４が下部位置に至る前に補助受部６２に上方から当接する(図１４参照)。これにより、ア
ーム５０は、従動歯車４２の回転に伴う支持部４４の変位によって補助受部６２を介して
押し下げられ、下限位置まで確実に変位する。また補助受部６２は、アーム５０の下限位
置において支持部４４の変位経路の外側に退避するので、補助受部６２と支持部４４との
当接下にアーム５０を押し下げた後に、補助受部６２が支持部４４の邪魔とならず、演出
装置２０をそのまま通常通りに動作させることが可能である(図８(ｂ)参照)。同様に、補
助受部６２は、アーム５０が通常通りに下方変位した際に機能しない。このように、演出
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装置２０は、可動機構部７０や演出体Ｋなどの引っ掛かり等によるアーム５０の下方変位
不良の如き軽微な不具合を、人手を煩わせることなく解消することができる。
【００４５】
　前記可動機構部７０は、アーム５０が上限位置から落下するに伴ってベース７２が落下
し、この際、ベース７２が規制部３８から離間するにつれて第２ラック８４のベース７２
に対して上方変位が許容されるので、第１ラック８２が自重によりベース７２に対して下
方変位する。ここで、ベース７２は、アーム５０と同様に本体側ボス７８ｂがストッパ２
８ａに係止されて下段位置で停止され、第１ラック８２は、演出体側ボス８３がラックス
トッパ７７ａに係止されて第２位置で停止される(図５(ｂ)または図８(ｂ)参照)。このよ
うに、演出装置２０では、アーム５０が上限位置から下限位置まで一挙に落下することで
、ベース７２が下段位置まで一挙に到達すると共に第１ラック８２が下降した第２位置ま
で下方変位し、これにつれて演出体Ｋが下降位置まで一挙に落下する(図３参照)。また演
出体Ｋは、ベース７２におけるケース２２に対する上段位置から下段位置までの変位距離
に、第１ラック８２におけるベース７２に対する第１位置から第２位置までのラック変位
距離を加えた距離だけ上昇位置から大きく下方に変位させることができる。しかも、演出
体Ｋは、上昇位置から下降位置に大きく変位するものの、アーム５０、ベース７２および
第１ラック８２の自由な状態での落下に伴うものであるから、変位スピードを速くするこ
とができる。すなわち、演出体Ｋは、大きく素早く下方変位するので、遊技者に大きなイ
ンパクトを与え、演出効果が高い。
【００４６】
　前記アーム５０は、下限位置において、該アーム５０における屈曲部５２より連結部位
５０ｂ側が支持部位５０ａ側から連結部位５０ｂ側に向かうにつれて下方傾斜し、受部６
０が支持部４４の下部位置から上部位置への変位経路に交差するよう斜めに延在している
(図９(ａ))。すなわち、駆動機構部４０は、従動歯車４２の回転に伴って下部位置に到来
した支持部４４が回転方向前側に延在する受部６０に当接して、支持部４４の下部位置か
ら上部位置への回転変位に伴ってアーム５０が下限位置から上限位置に押し上げられる(
図９(ｂ)参照)。
【００４７】
　一方、可動機構部７０は、アーム５０が上方変位するにつれてベース７２も上方変位し
、この際、第１ラック８２は、第２ラック８４の上端が規制部３８に当接するまで第２位
置のままベース７２と共に上方変位する(図９(ａ)参照)。可動機構部７０では、ベース７
２が更に上方変位されて、第２ラック８４の上端が規制部３８に当接することで、第２ラ
ック８４のケース２２に対する上方への変位が規制される(図９(ｂ)参照)。そして、可動
機構部７０は、第２ラック８４の上端を規制部３８に当接したもとでベース７２を上方変
位すると、ケース２２に対し位置規制された第２ラック８４との噛合下に、ベース７２に
伴って上方変位する伝達ギア８６が転動するので、第１ラック８２が第２位置から上方変
位する(図１０(ａ)参照)。すなわち、第２ラック８４が、ケース２２に対して位置を変え
ることはなく、ベース７２が上方変位すると共に、このベース７２の上方変位距離分だけ
第１ラック８２が、自重および演出体Ｋの重さによる下方付勢に抗して上方に変位される
。このように、可動機構部７０では、ベース７２の上方変位に加えて第１ラック８２のベ
ース７２に対する上方変位が開始され、第２ラック８４の上端が規制部３８に当接したも
とでは、第２ラック８４の上端が規制部３８に当接するまでと比べて演出体Ｋの上昇速度
が速くなる。
【００４８】
　前記駆動機構部４０は、上限位置に至ると検知片６６がフォトセンサ１００で検知され
て、モータＭが停止されてアーム５０が上限位置で保持されるので、ベース７２が上段位
置で保持されると共に、規制部３８による第２ラック８４の上方変位規制によって第１ラ
ック８２がその自重等による下方付勢に抗して第１位置で保持される(図１０(ｂ)参照)。
すなわち、演出体Ｋは、上昇位置で保持される(図１参照)。またこの際、演出装置２０で
は、上昇位置のベース７２がケース２２からはみ出ないように設置凹部２６ｂに整合し、
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第１ラック８２および第２ラック８４がベース本体７４の前面に重なるので、コンパクト
になる。
【００４９】
　前記演出装置２０によれば、自重により下方変位するアーム５０を、ケース２２に設け
たストッパ２８ａで受止める構成であるので、回転等する都合上、固定部材であるケース
２２と比べて荷重支持力に劣る支持部４４、従動歯車４２、駆動歯車４６やモータＭ等の
動く部材に荷重が加わらない。すなわち、演出装置２０は、支持部４４、従動歯車４２、
駆動歯車４６やモータＭ等の動く部材の軸ずれや変形、またはこれらの部材の連繋状態へ
の悪影響を回避して、該演出装置を構成するアーム５０や演出体Ｋ等を円滑に動作させる
ことができる。また、演出装置２０は、アーム５０を比較的強度のあるストッパ２８ａで
受止めるので、アーム５０を自由な状態で勢いよく落下させることが可能となり、演出体
Ｋを重く変位距離が大きくしても、アーム５０を適切に停止することができる。しかも、
ストッパ２８ａは、可動機構部７０の下方変位を規制するものとしても共用されるので、
構成要素を減らし、機構全体を簡略化できる。
【００５０】
　前記駆動機構部４０は、アーム５０の支持部位５０ａと連結部位５０ｂとの間で、アー
ム５０の前側を突条部３２,３２で支持し、アーム５０の後側への変位を位置決め片５８
と後半体２４との当接下に規制している。すなわち、駆動機構部４０は、アーム５０を上
限位置から下限位置に向けて急速に変位させても、アーム５０を収容空間２２ａでがたつ
きなく変位させることができる。しかも、駆動機構部は、アーム５０の支持部位５０ａと
連結部位５０ｂとの間が離間していてもがたつきを抑えること可能であるので、アーム５
０を長く設定して連結部位５０ｂの変位幅を大きくすることができ、演出体Ｋをより大き
く変位させることができる。
【００５１】
　前記演出装置２０は、演出体Ｋをベース７２の変位距離に留まらず、この変位距離に第
１ラック８２のラック変位距離を合わせた範囲で大きく変位させることができ、演出体Ｋ
による視覚的効果を向上し得る。例えば、単一のラックで実施例の演出体Ｋと同様の変位
範囲を得るためには、変位範囲と同じ長さのラックを要するから、演出装置の上下寸法が
大きくなったり、ラックが上方または下方に突出して、他の部材と干渉する弊害がある。
これに対し、実施例の演出装置２０では、演出体Ｋの変位範囲と同じ長さのベース７２ま
たは第１ラック８２は必要はなく、ベース７２および第１ラック８２の上下寸法を抑える
ことができる。しかも、ベース７２の上段位置において、第１ラック８２および第２ラッ
ク８４は、ベース７２に相対する範囲内に配置される構成であるから(図８(ａ)参照)、装
置全体をより小型化し得ると共に、ベース７２または第１ラック８２と他の部材との干渉
を回避して、遊技盤１０のスペースの有効利用を図り得る。このように、演出装置２０に
よれば、装置全体の省スペース化と、演出体Ｋの大きな動作とを両立し得る。
【００５２】
　前記演出装置２０は、モータＭを一定速度で一方向に回転するだけで、演出体Ｋが上昇
位置から急速に下方変位し、演出体Ｋを下降位置から上昇する際にも途中で上昇速度を変
えることができる。すなわち、演出装置２０は、簡単な制御で、演出体Ｋの効果的な演出
動作を達成することができる。また可動機構部７０は、ベース７２の上下変位に応じて第
１ラック８２が上下変位する構成であるので、第１ラック８２を変位させるために別の駆
動手段を必要としない。このように、１つのモータＭによりアーム５０を上下動すること
で、ベース７２および第１ラック８２を上下に変位し得るから、部品点数を減少させて製
造コストを低廉に抑えることができる。
【００５３】
(変更例)
　なお、前述した実施例のものに限られるものではなく、以下の如く種々の変更が可能で
ある。
(１)複数の演出体を設け、夫々を上下動させる構成であってもよい。
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(２)実施例では、固定部としてのケースに、駆動手段およびベースを配設する構成である
が、駆動手段およびベースを装飾部材に直接取付ける構成であってもよい。この場合、装
飾部材が固定部となる。
(３)実施例では、第１ラックとこの第１ラックに設けた演出体等の総重量を第２ラックよ
り重くなるよう設定することで、第１ラックを常に下方に向けて付勢する構成であるが、
この構成に限定されず、第１ラックをばねやゴム等の弾性手段で下方に向けて付勢する構
成も採用し得る。また、第２ラックを上方に付勢することによっても、第２ラックの上方
付勢により伝達ギアを介して第１ラックが間接的に下方付勢されるので、本発明において
採用し得る。
(４)駆動手段としては、モータに限らずロータリー式のソレノイド等の各種ロータリーア
クチュエータ等を用いることが可能である。
(５)実施例では、装飾部材に液晶式の図柄表示装置を配設して主たる遊技演出を行なうよ
うにしたが、ドラム式やベルト式等のように図柄を変動表示するものであればよい。
(６)演出装置を配設する遊技機としては、パチンコ機に限らずアレンジボール機やパチン
コ式スロットマシン等であってもよく、主たる遊技演出を行なう図柄表示装置が臨む装飾
部材を備えたものであれば何れのものであってもよい。
(７)なお、ベースを上段位置と下段位置との間を一往復させて、演出体を上昇位置と下降
位置との間を一往復する動作だけではなく、ベースを上段位置と下降位置との間で複数回
往復したり、上方変位の途中で上下動させたり、途中で一時停止するように制御して、演
出体に複雑な動作をさせることも可能である。例えば、受部を支持部で下方から支持した
状態において、モータを正逆駆動して従動歯車を正逆回転することで、アームの上下動に
応じて演出体を上下に往復移動させることができる。
【００５４】
(付記１)
　前記アーム(50)の連結部位(50b)側の端部には、上限位置にあるアーム(50)の連結部位(
50b)側の端部に対応して設けた位置検知手段(100)の検知対象となる検知片(66)が設けら
れる。
　付記１によれば、変位幅が大きいアームの連結部位側の端部に検知片を設けることで、
位置検知手段での検知片の誤検知を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の好適な実施例に係る演出装置を備えた遊技盤を示す正面図である。
【図２】実施例の遊技盤と演出体との位置関係を示す概略図であって、(ａ)は演出体が上
昇位置に配置され、(ｂ)は演出体が下降位置に配置された場合を示す。
【図３】実施例の演出装置を示す正面図である。
【図４】実施例の演出装置の要部を示す概略斜視図である。
【図５】実施例の演出装置の要部を示す概略斜視図であって、(ａ)は演出体が上昇位置に
あり、(ｂ)は演出体が下降位置にある場合を示す。
【図６】実施例の演出装置を分解して示す概略斜視図である。
【図７】実施例の制御手段を示すブロック図である。
【図８】実施例の演出装置の要部を示す正面図であって、(ａ)はアームが上限位置にあり
、(ｂ)はアームが下限位置にある場合を示す。
【図９】実施例の演出装置の要部を示す正面図であって、(ａ)は支持部が下部位置にあり
、(ｂ)はアームが支持部により押し上げられている状況を示す。
【図１０】実施例の演出装置の要部を示す正面図であって、(ａ)はアームが支持部により
押し上げられている状況を示し、(ｂ)は支持部が上部位置に到来した状況を示す。
【図１１】実施例のケースにおける前半体を後側から臨む概略斜視図である。
【図１２】実施例のアームの背面図である。
【図１３】実施例のアームを後側から臨む概略斜視図である。
【図１４】実施例の演出装置の要部を示す正面図であって、アームが下方変位途中で停止
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【符号の説明】
【００５６】
　１４　装飾部材
　２２　ケース(固定部)
　２８ａ　ストッパ
　３２　突条部
　３８　規制部
　４０　駆動機構部
　４２　従動歯車(回転体)
　４４　支持部
　５０　アーム
　５０ａ　支持部位
　５０ｂ　連結部位
　５８　位置決め片
　６０　受部
　６２　補助受部(第２の受部)
　７０　可動機構部
　７２　ベース
　８２　第１ラック
　８４　第２ラック
　８６　伝達ギア
　Ｋ　演出体
　Ｍ　モータ(駆動手段)
　Ｓ　図柄表示装置
【図１】 【図２】
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