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(57)【要約】
【課題】可動体に多様な演出動作を行わせて、装飾・演
出効果を向上し得る遊技機を提供する。
【解決手段】第１可動演出装置Ｍ１の支持基体３２に、
左右方向に往復移動自在に支持部材が配設される。支持
部材に、２つの意匠面が回転軸回りに設けられた第１可
動体３０が回転自在に配設される。支持部材は、支持基
体３２に配設した第１駆動モータ５５の駆動によって左
右方向に往復移動する。第１可動体３０にピニオン５２
が一体的に回転するように設けられる。支持基体３２に
、支持部材の移動方向に延在するように回転用ラック６
０が設けられる。ピニオン５２が回転用ラック６０に噛
合した状態で支持部材が左右方向に移動することで、第
１可動体３０が回転して意匠面が切り替わる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作により演出を行う可動演出装置を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　設置部に配設された駆動手段に連繋し、該駆動手段の駆動によって第１位置および第２
位置の間で往復移動する支持部材と、
　前記支持部材に、該支持部材の移動方向と交差する方向に延在する軸回りに回転可能に
支持され、回転軸周りに複数の意匠面が設けられた可動体と、
　前記支持部材の移動に伴って前記可動体を回転させる回転機構とを備え、
　前記回転機構により前記可動体を回転することで意匠面が切り替るよう構成される
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記回転機構は、
　前記可動体に設けられたピニオンと、
　前記ピニオンの移動経路上に設けられて前記支持部材の移動方向に延在し、前記ピニオ
ンが噛合可能なラックとを備え、
　前記ピニオンの移動経路上に、該ピニオンが前記ラックと噛合しない領域が設けられて
いる請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記ピニオンに設けられ、該ピニオンの歯部に対して軸方向に偏倚して位置する回転契
機当接部と、
　前記ラックに設けられて前記回転契機当接部が当接可能な規制部とを備え、
　前記支持部材と共に移動するピニオンの前記回転契機当接部が規制部に当接することを
契機に該ピニオンの回転が開始されてラックに噛合するよう構成される請求項２記載の遊
技機。
【請求項４】
　前記可動体には、前記支持部材の第１位置で前側を向く第１意匠面および該支持部材の
第２位置で前側を向く第２意匠面が設けられ、
　前記支持部材に対して可動体を第１意匠面が前側を向く方向に回転付勢する付勢手段を
備える請求項２または３記載の遊技機。
【請求項５】
　前記可動体は、前記支持部材に吊下げ支持されると共に、該可動体の下端部は、前記設
置部に形成されて支持部材の移動方向に延在するガイド溝に遊挿されている請求項１～４
の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項６】
　遊技球が流下可能な遊技領域が前側に設けられる遊技盤に、開口部から図柄表示装置の
表示部を前側に臨ませる枠状装飾体が配設され、前記可動体は、前記表示部の前側に位置
するように設けられると共に、該可動体は、枠状装飾体の開口部縁部側の第１位置と該第
１位置より開口部中央側の第２位置との間を移動するよう構成される請求項１～５の何れ
か一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動作による演出を行う可動演出装置を備えた遊技機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枠状の枠状装飾体(所謂センター役物)が配設されて、該枠状装飾体の
窓口を介して複数の図柄を変動表示する液晶式やドラム式等の図柄表示装置を後方から臨
ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、パチンコ球(遊技球)の入賞に
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より図柄表示装置での図柄変動を開始させる始動入賞装置(始動入賞手段)や大当り時等に
開放する特別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。この種のパ
チンコ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘
等との接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で
前記始動入賞装置に入賞することにより、所定数の賞球が払い出されると共に、前記図柄
表示装置での図柄変動演出に伴うリーチ演出等の各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装
置に図柄が所定の組み合わせで停止することにより所謂大当りが発生し、前記特別入賞装
置が開放して多数の賞球を獲得し得るよう構成される。
【０００３】
　また、近年のパチンコ機には、前記枠状装飾体等に、所要の動作を行う可動体を備えた
可動式の演出装置(可動演出装置)が配設されて、可動体を図柄表示装置での図柄変動演出
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(例えば、特許文献１参照)
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１９０４０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された可動演出装置では、回転軸を中心として可動体を揺動するよう
構成されている。このように、可動体を一定方向に揺動するだけでは、演出動作が単調で
、動作による装飾性の向上効果や演出態様の多様化は限られたものとなり、遊技者に飽き
られ易く、遊技の興趣を効果的に向上しているとは言い難かった。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、可動体に多様な演出動作を行わせて、装飾・演出
効果を向上し得る遊技機を提供することを目的とする。
【０００７】
　前記課題を解決するために、本願の請求項１に記載の発明では、
　動作により演出を行う可動演出装置(M1)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(M1)は、
　設置部(32)に配設された駆動手段(55)に連繋し、該駆動手段(55)の駆動によって第１位
置および第２位置の間で往復移動する支持部材(44)と、
　前記支持部材(44)に、該支持部材(44)の移動方向と交差する方向に延在する軸回りに回
転可能に支持され、回転軸周りに複数の意匠面(39a,40a)が設けられた可動体(30)と、
　前記支持部材(44)の移動に伴って前記可動体(30)を回転させる回転機構(59)とを備え、
　前記回転機構(59)により前記可動体(30)を回転することで意匠面(39a,40a)が切り替る
よう構成されることを要旨とする。
【０００８】
　請求項１の発明によれば、可動体に、支持部材と共に第１位置と第２位置との間を移動
する動作と、該可動体を支持部材に対して回転する動作とを行わせることができ、複数の
動作によって演出効果を向上することができる。また、可動体には複数の意匠面が設けら
れているので、該可動体の回転動作によって意匠面が切り替わり、１つの可動体による装
飾効果を向上することができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明では、前記回転機構(59)は、
　前記可動体(30)に設けられたピニオン(52)と、
　前記ピニオン(52)の移動経路上に設けられて前記支持部材(44)の移動方向に延在し、前
記ピニオン(52)が噛合可能なラック(60)とを備え、
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　前記ピニオン(52)の移動経路上に、該ピニオン(52)が前記ラック(60)と噛合しない領域
が設けられていることを要旨とする。
　請求項２の発明によれば、支持部材と共に移動する可動体を簡単な構成で回転させるこ
とができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明では、前記ピニオン(52)に設けられ、該ピニオン(52)の歯部(81)
に対して軸方向に偏倚して位置する回転契機当接部(82)と、
　前記ラック(60)に設けられて前記回転契機当接部(82)が当接可能な規制部(84)とを備え
、
　前記支持部材(44)と共に移動するピニオン(52)の前記回転契機当接部(82)が規制部(84)
に当接することを契機に該ピニオン(52)の回転が開始されてラック(60)に噛合するよう構
成されることを要旨とする。
　請求項３の発明によれば、ピニオンに設けた回転契機用当接部が規制部に当接すること
で、可動体の回転を確実に開始させることができる。
【００１１】
　請求項４に記載の発明では、前記可動体(30)には、前記支持部材(44)の第１位置で前側
を向く第１意匠面(39a)および該支持部材(44)の第２位置で前側を向く第２意匠面(40a)が
設けられ、
　前記支持部材(44)に対して可動体(30)を第１意匠面(39a)が前側を向く方向に回転付勢
する付勢手段(58)を備えることを要旨とする。
　請求項４の発明によれば、ラックとピニオンとの噛合状態が解除された際に、可動体を
第１意匠面が前側を向く姿勢に確実に戻すことができる。
【００１２】
　請求項５に記載の発明では、前記可動体(30)は、前記支持部材(44)に吊下げ支持される
と共に、該可動体(30)の下端部は、前記設置部(32)に形成されて支持部材(44)の移動方向
に延在するガイド溝(37)に遊挿されていることを要旨とする。
　請求項５の発明によれば、吊下げ支持した可動体の下端部をガイド溝に遊挿したので、
該可動体における移動時の挙動は画一的なものとはならず、動作の興趣を高めることがで
きる。
【００１３】
　請求項６に記載の発明では、遊技球が流下可能な遊技領域(21a)が前側に設けられる遊
技盤(20)に、開口部(27a)から図柄表示装置(17)の表示部(17a)を前側に臨ませる枠状装飾
体(27)が配設され、前記可動体(30)は、前記表示部(17a)の前側に位置するように設けら
れると共に、該可動体(30)は、枠状装飾体(27)の開口部縁部側の第１位置と該第１位置よ
り開口部中央側の第２位置との間を移動するよう構成されることを要旨とする。
　請求項６の発明によれば、図柄表示装置の表示部で行われる表示演出と可動体の動作演
出との組み合わせによって興趣を向上し得る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る遊技機によれば、可動体の動作演出の多様化を図ることができ、装飾・演
出効果を向上し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤の正面図であって、各可動体が窓口縁部側に位置している状
態で示している。
【図３】実施例に係る遊技盤の正面図であって、各可動体が窓口中央側に位置している状
態で示している。
【図４】実施例に係る遊技盤を前側から見た概略斜視図である。
【図５】実施例に係る可動演出装置を配設した設置部材を示す正面図である。
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【図６】実施例に係る遊技盤の縦断側面図であって、第１可動体が第１位置に位置する状
態の第１可動演出装置を示している。
【図７】実施例に係る設置部材における第１可動演出装置の配設部位を示す要部正面図で
ある。
【図８】実施例に係る第１可動演出装置の縦断側面図である。
【図９】実施例に係る第１可動演出装置の横断平面図である。
【図１０】実施例に係る第１可動演出装置の背面図であって、第２意匠体を取り外した状
態で示している。
【図１１】実施例に係る第１可動演出装置を前側から見た分解斜視図である。
【図１２】実施例に係る第１可動演出装置を後側から見た分解斜視図である。
【図１３】実施例に係る設置部材の正面図であって、第１可動演出装置における駆動系取
付部の配設部位を第１可動体が第１位置に位置している状態で示している。
【図１４】実施例に係る設置部材の正面図であって、第１可動演出装置における駆動系取
付部の配設部位を第１可動体が第２位置に位置している状態で示している。
【図１５】実施例に係る第１可動演出装置の要部横断平面図であって、第１可動体が途中
位置に位置している状態を示している。
【図１６】実施例に係る第１可動演出装置の要部横断平面図であって、(ａ)は第１可動体
が第１姿勢から第２姿勢に反転する途中の状態を示し、(ｂ)は第１可動体が第２姿勢に反
転した状態を示している。
【図１７】実施例に係る第１可動演出装置の要部を示す概略正面図であって、(ａ)は第２
可動体が収容姿勢となっている状態を示し、(ｂ)は第２可動体が延出姿勢となっている状
態を示している。
【図１８】実施例に係る遊技盤の縦断側面図であって、各可動体が窓口中央側に位置して
いる状態で示している。
【図１９】回転機構の別実施例を示す概略斜視図であって、駆動系取付部は前側から見た
状態で示しているのに対し、ピニオンは前後反転した状態で示している。
【図２０】回転機構の別実施例を示す説明図である。
【図２１】第１可動演出装置における作動部材と第１ラックとの位置関係の変更例を示す
説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチ
ンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「
右」、「上」、「下」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(
遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１７】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、全体として縦長の矩形状に構成さ
れており、遊技者がパチンコ機１０の前面に向かう姿勢でパチンコ遊技を行うことができ
るよう、パチンコ球の発射操作を行うための操作ハンドル１６が前面右下部に設けられて
いる。このパチンコ機１０には、矩形枠状に形成されて遊技店の図示しない設置枠台に固
定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、後述する遊技盤２０(図２参照)を着脱
可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に組付けられると共に、遊
技盤２０の後側に、図柄を変動表示可能な図柄表示装置１７(図１参照)が着脱し得るよう
配設されている。また、中枠１２の前面側には、遊技盤２０を透視可能に保護する透明板
(透明部材)１３ａを窓部に備えた装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組付けられると共
に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組付けられる
。なお、実施例では、前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１４が一
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体的に組付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４も一体的に開閉する
よう構成される。また実施例では、前記図柄表示装置１７としては、各種図柄を表示可能
な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されるが、これに限られるもの
ではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリックス式の図柄表示装置等の各種図柄
を停止および変動表示可能な従来公知の各種の図柄表示装置を採用し得る。
【００１８】
　前記前枠１３には、図１に示す如く、下球受け皿１５の右側方に、前記中枠１２に配設
された打球発射装置(図示せず)を作動する前記操作ハンドル１６が設けられる。この操作
ハンドル１６は、左回転方向に付勢された操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー
１６ａを右回転するよう遊技者が回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上
球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０に向けて発射されるようになって
いる。また、前枠１３の前部には、ＬＥＤ等の発光体による発光演出が可能なランプ装置
１８や、音声や効果音を出力可能なスピーカ１９が配設されており、前記図柄表示装置１
７での図柄変動演出に合わせてランプ装置１８で発光演出を行ったりスピーカ１９で音声
演出を行い得るよう構成されている。
【００１９】
(遊技盤２０について)
　本実施例では、所定板厚の略矩形状に形成されたアクリルやポリカーボネート等の合成
樹脂材等からなる透明な平板状の板状部材２１と、該板状部材２１の裏側に着脱自在に取
付けられる設置部材２２とから前記遊技盤２０が構成されている。板状部材２１の表面に
は、略円形状に湾曲形成された案内レール２３が配設され、該案内レール２３によってパ
チンコ球が流下可能な遊技領域２１ａが画成されている。そして、該遊技領域２１ａ内に
、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が打ち出され、該遊技領域２１ａ内をパチ
ンコ球が流下して遊技が行われる。また、板状部材２１の遊技領域２１ａ内には、多数の
遊技釘が植設されており、該遊技釘との接触により遊技領域２１ａを流下するパチンコ球
の流下方向が不規則に変化するよう構成してある。なお、板状部材２１をベニア板等から
形成してもよい。
【００２０】
　前記板状部材２１には、図２に示す如く、後述する枠状装飾体２７の下縁より下方位置
に、前記遊技領域２１ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置２４および特別
入賞装置２５等が配設される。始動入賞装置２４は、遊技領域２１ａを流下するパチンコ
球が入賞可能な始動入賞口が設けられる。そして、始動入賞装置２４の始動入賞口へ入賞
したパチンコ球が始動入賞センサ(図示せず)で検出されることで、図柄表示装置１７の表
示部１７ａで図柄変動が開始されると共に、所定数(例えば５個)のパチンコ球が賞球とし
て前記上下の球受け皿１４,１５に払い出される。
【００２１】
　前記特別入賞装置２５は、入賞口が開閉扉で常には閉鎖されており、前記図柄表示装置
１７での図柄変動の結果、図柄表示装置１７の表示部１７ａに所定の図柄組み合わせ(例
えば同一図柄の三つ揃い等)で図柄が停止表示されることで所謂「大当り」が発生し、こ
れにより開閉扉が開放するよう作動制御されて、入賞口への入賞により多数の賞球を獲得
し得るようになっている。なお、図２の符号２６は、板状部材２１に配設されて、常に入
賞口を遊技領域２１ａに開口している普通入賞装置を示す。
【００２２】
(枠状装飾体２７について)
　前記板状部材２１の中央には、前後に貫通する大型の貫通孔２１ｂ(図６参照)が形成さ
れており、該貫通孔２１ｂに対して前後に開口する枠状の枠状装飾体(所謂センター役物)
２７が嵌め込まれるように着脱可能に配設される。そして、前記設置部材２２の開口部２
２ａ(後述)から臨む前記図柄表示装置１７の表示部１７ａは、枠状装飾体２７における前
後に開口する窓口(開口部)２７ａを介して板状部材２１(遊技盤２０)の前側に露出して、
該図柄表示装置１７の表示部１７ａで展開される図柄変動演出を前側から視認し得るよう
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になっている。
【００２３】
　前記枠状装飾体２７には、図２～図４に示す如く、上縁部から左右両縁部に亘り、板状
部材２１の前面より前方に突出する円弧状の庇状部２７ｂが設けられており、前記遊技領
域２１ａに打ち出されたパチンコ球を外周部の庇状部２７ｂで案内し得ると共に、該パチ
ンコ球が枠状装飾体２７の窓口２７ａを横切って流下するのを該庇状部２７ｂで規制して
いる。また枠状装飾体２７には、窓口２７ａの下側に、ステージ２７ｃが設けられると共
に、窓口２７ａの左側に、遊技領域２１ａに開口して該遊技領域２１ａを流下するパチン
コ球を取込んでステージ２７ｃに案内する球導入部２７ｄが設けられ、該球導入部２７ｄ
からステージ２７ｃに通出されたパチンコ球は、ステージ２７ｃ上を左右に転動した後に
、前記各入賞装置２４,２５,２６が配設されている遊技領域２１ａに排出される。また、
前記ステージ２７ｃの後端縁には、左右方向の全長に亘って上側に向けて所定高さで立上
がる透明壁２７ｅが設けられ、ステージ２７ｃ上を転動するパチンコ球が前記図柄表示装
置１７の表示部１７ａ側に移動するのを該透明壁２７ｅで防止している。
【００２４】
(設置部材２２について)
　前記設置部材２２は、図４,図６に示す如く、前記板状部材２１の外郭形状より僅かに
小さい形状に形成された略矩形状の背面板(設置部)２８と、該背面板２８の外周縁部から
前方に突出する画壁部２９とから前方に開口した箱状に形成されて、該画壁部２９の開口
前端部を板状部材２１の裏面に当接させた状態で、当該板状部材２１と設置部材２２とが
ネジ止め固定される。そして、前記設置部材２２において前記板状部材２１との間に画成
される空間に、動作により演出を行う複数の可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４が設置さ
れて、設置部材２２を基材とする１つのユニットとして扱い得るようになっている。前記
設置部材２２の背面板２８には、前記枠状装飾体２７の窓口２７ａと前後に整列する位置
に、略矩形状の開口部２２ａが前後に開口するよう開設される。そして、背面板２８の裏
面に配設した前記図柄表示装置１７の表示部１７ａが、前記開口部２２ａおよび窓口２７
ａを介して板状部材２１の前側に臨むようになっている。なお、以下の説明では、設置部
材２２の背面板２８について、開口部２２ａに対する上下左右の各部位を、上板部２８ａ
,下板部２８ｂ,左板部２８ｃ,右板部２８ｄと指称して区別する場合もある。
【００２５】
(可動演出装置Ｍ１,Ｍ２について)
　図５に示すように、前記設置部材２２の背面板２８における開口部２２ａの左側前面(
左板部２８ｃの前面)に、第１可動演出装置Ｍ１が配設されると共に、背面板２８におけ
る開口部２２ａの右側前面(右板部２８ｄの前面)に、第２可動演出装置Ｍ２が配設されて
いる。第１可動演出装置Ｍ１および第２可動演出装置Ｍ２は、左右対称であるので、第１
可動演出装置Ｍ１の構成について説明し、第２可動演出装置Ｍ２については第１可動演出
装置Ｍ１と同じ部材に同一の符号を付して詳細説明は省略する。
【００２６】
　前記第１可動演出装置Ｍ１は、背面板２８の板面に沿って左右方向に往復移動する第１
可動体(可動体)３０と、該第１可動体３０に動作可能に配設された第２可動体３１とを備
える。そして、第１可動演出装置Ｍ１および第２可動演出装置Ｍ２は、第１可動体３０,
３０を、前記図柄表示装置１７の表示部１７ａの前側において左右方向で対向して相互に
近接・離間移動し得るよう構成される(図２,図３参照)。実施例では、第１可動体３０は
、姿勢を変化することなく左右方向に往復移動する動作とは別に、往復移動方向と交差す
る方向(実施例では上下方向)の軸回りに回転する動作を行い得るよう構成されている。ま
た、第２可動体３１は、第１可動体３０に対して該第１可動体３０の往復移動方向と交差
する上下方向に離間する２箇所に配設されると共に、一対の第２可動体３１,３１は、後
述する連繋部材６４の移動によって同期して動作するよう構成される。
【００２７】
(支持基体３２について)
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　前記第１可動演出装置Ｍ１は、前記背面板２８の前面における上板部２８ａの左隅部か
ら左板部２８ｃおよび下板部２８ｂにかけて配設されて、第１可動体３０が移動自在に支
持される支持基体(設置部)３２を備える。この支持基体３２は、上板部２８ａの前面に重
なる駆動系取付部３３と、該駆動系取付部３３から下方に延在して左板部２８ｃの前面に
重なる発光取付部３４と、該発光取付部３４の下端に連設されて下板部２８ｂの前面に重
なるガイド部３５とを備え(図７,図８参照)、これら各部３３,３４,３５が対応する板部
２８ａ,２８ｂ,２８ｃにネジ止め固定されている。駆動系取付部３３に、レール部材３６
が左右方向に延在するように配設されると共に、ガイド部３５には、レール部材３６と平
行に延在するガイド溝３７が形成されており、支持基体３２に対して第１可動体３０は、
レール部材３６およびガイド溝３７で案内されて背面板２８の前面に沿って左右方向に往
復移動自在に支持される。
【００２８】
　前記ガイド部３５は、図８,図１１,図１２に示す如く、前記発光取付部３４に一体形成
された後部材３５ａと、該後部材３５ａに対して前側から着脱自在に配設される前部材３
５ｂとで構成される。後部材３５ａは、平板状の後板の外周端から前側に向けて側壁を突
設して前方に開口する箱状に形成されている。また、前部材３５ｂは、平板状の前板の外
周端から後側に向けて側壁を突設して後方に開口する箱状に形成されており、後部材３５
ａの側壁前端に前部材３５ｂの側壁後端を対向するように当接した状態で両部材３５ａ,
３５ｂをネジ止め固定することで、両部材３５ａ,３５ｂの間に第１収容空間Ｓ１が画成
されるよう構成される。また、両部材３５ａ,３５ｂの上側の側壁間に、上下方向に開口
する前記ガイド溝３７が左右方向に所定長さで形成されて、前記第１可動体３０の後述す
る第２支持軸部４３が、ガイド溝３７に移動自在に遊挿されるようになっている。なお、
ガイド部３５の第１収容空間Ｓ１には、第１可動体３０に配設された後述の発光基板４１
に配線を介して接続する中継基板３８が収容されている。
【００２９】
(第１可動体３０について)
　前記支持基体３２の前側に移動自在に支持される前記第１可動体３０は、図８,図１１,
図１２に示す如く、該第１可動体３０の往復移動方向と交差する上下方向に長尺な第１意
匠体３９および第２意匠体４０と、両意匠体３９,４０の間に収容された発光基板４１と
を備える。第１および第２意匠体３９,４０は、上下方向に延在する板部材と、該板部材
の外周縁から板面と直交するように突出する側壁とからトレー状に形成された部材であっ
て、両意匠体３９,４０の側壁の突出端同士を当接した状態でネジ止め固定することで、
両意匠体３９,４０の間に第２収容空間Ｓ２が画成されるようになっている。
【００３０】
　図８,図１０に示す如く、前記第１可動体３０の上端部(長手方向の一端部)に、上方(外
方)に延出する第１支持軸部４２が設けられると共に、該第１可動体３０の下端部(長手方
向の他端部)に、下方(外方)に延出する第２支持軸部４３が設けられている。第１可動体
３０は、第１支持軸部４２が、前記レール部材３６に支持された支持部材４４に取着部材
４５を介して回転自在に支持されると共に、第２支持軸部４３が、前記ガイド部３５のガ
イド溝３７に回転可能に遊挿されている。また、第１可動体３０は、後述する回転機構５
９によって支持部材４４に対し、該支持部材４４の往復移動方向と交差する方向(実施例
では上下方向)に延在する軸回りに正転および逆転することで、第１意匠体３９の表面(第
１意匠面３９ａ)が前側を向く第１姿勢(図５,図７,図９参照)と、第２意匠体４０の表面(
第２意匠面４０ａ)が前側を向く第２姿勢(図３,図１６(ｂ)参照)とに変化可能に構成され
ている。すなわち、第１可動体３０には、上下方向に延在する回転軸回りに複数(実施例
では２つ)の意匠面３９ａ,４０ａが設けられており、該第１可動体３０を回転することに
よって前側を向く意匠面３９ａ,４０ａを切り替え得るよう構成される。実施例では、第
１姿勢において第１可動体３０は、図９に示す如く、第１意匠面(意匠面)３９ａが右斜め
前方を向く(窓口中央側の前方を向く)と共に、第２姿勢において第１可動体３０は、図１
６(ｂ)に示す如く、第２意匠面４０ａが遊技機正面を向く(板状部材２１の前面と略平行
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となる)よう設定されている。
【００３１】
(第１意匠体３９について)
　前記第１意匠体３９は、全体が光透過性に構成された部材であって、裏面(第２収容空
間Ｓ２に臨む面)にダイヤモンドカット等の光拡散加工が施されている。また、第１意匠
体３９の裏面に、該裏面の略全体を覆う透明なカバー部材４６が配設されると共に、該第
１意匠体３９における第１意匠面３９ａ(表面)の上下方向の中間位置に装飾部品４７が配
設されている。そして、第１意匠体３９の第１意匠面３９ａにおける装飾部品４７を挟む
上下位置に、前記第２可動体３１が夫々配設されている。また、第１可動体３０の第２収
容空間Ｓ２に収容されて第２意匠体４０の裏面(第２収容空間Ｓ２に臨む面)に配設された
発光基板４１には、第１意匠体３９の裏面(具体的にはカバー部材４６の裏面)と対向する
面に、複数のＬＥＤ等の第１発光体４１ａが実装されており(図１１参照)、該第１発光体
４１ａを点灯することで、第１意匠体３９に向けて光が照射されるよう構成される。前記
カバー部材４６には、ダイヤモンドカット等の光拡散加工が施されており、第１発光体４
１ａから照射された光を、カバー部材４６および第１意匠体３９に施された光拡散加工に
よって拡散することで、該第１意匠体３９の第１意匠面全体を明輝させ得るよう構成され
ている。
【００３２】
(第２意匠体４０について)
　前記第２意匠体４０は、全体が非光透過性に構成されると共に、図１１,図１２に示す
如く、上下方向に離間して複数(実施例では２つ)の開口４０ｂが表裏方向に貫通して形成
されており、各開口４０ｂは、該第２意匠体４０の裏側に配設された透光性を有するレン
ズ体４８で塞がれている。前記第１可動体３０に収容された前記発光基板４１における第
２意匠体４０の裏面と対向する面には、各レンズ体４８と対応する位置に複数のＬＥＤ等
の第２発光体４１ｂが実装されており、該第２発光体４１ｂを点灯することで、各レンズ
体４８に向けて光が照射されるよう構成される。なお、実施例では、上下のレンズ体４８
,４８がレンズ保持体４９に一体に設けられており、該レンズ保持体４９を第２意匠体４
０の裏面にネジ止め固定することで、各レンズ体４８が対応する開口４０ｂを塞ぐ位置に
位置決めされるようになっている。
【００３３】
　前記第２支持軸部４３は、第１可動体３０の第２収容空間Ｓ２内に臨む上端が開口する
中空に形成されると共に、前記ガイド部３５の第１収容空間Ｓ１内に臨む外周面にスリッ
トが形成されている。そして、第２収容空間Ｓ２に収容された前記発光基板４１に接続す
る配線が、上端開口から第２支持軸部４３内に挿入され、この配線がスリットから第１収
容空間Ｓ１内に引き出されて前記中継基板３８に接続されている。スリットから引き出さ
れて中継基板３８に接続されるまでの配線の長さは、第１可動体３０(第２支持軸部４３)
の左右方向の移動および回転を許容し得る寸法に設定される。また、実施例では、配線と
してフラットケーブルが用いられており、第２支持軸部４３の移動や回転に際してフラッ
トケーブルが絡まることなくスムーズに変位し得るよう構成されている。
【００３４】
(第１作動機構５６について)
　前記支持基体３２の駆動系取付部３３は、図１３,図１４に示す如く、前記上板部２８
ａにおける左端(背面板２８の左上隅)から前記背面板２８に開設した開口部２２ａの左開
口縁より右方に延在している。この駆動系取付部３３に配設されて左右方向に延在する前
記レール部材３６に、前記支持部材４４が移動自在に支持されている。この支持部材４４
は、図１１,図１２に示す如く、左右方向に長尺な矩形板状の部材であって、該支持部材
４４の上辺に、所定長さで第１ラック４４ａが設けられると共に、該支持部材４４の右端
部(長手方向の一端部)に、前記取着部材４５を介して前記第１支持軸部４２が回転可能に
支持されている。具体的には、第１支持軸部４２は、図８に示す如く、前記取着部材４５
に垂設した固定軸５０に回転自在に外嵌した抜け止め部材５１と、該抜け止め部材５１に
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一体的に回転するように連結したピニオン５２とから構成され、第１可動体３０は、第１
支持軸部４２を介して支持部材４４の取着部材４５に回転自在に吊下げ支持されている。
【００３５】
　前記駆動系取付部３３に、図１０に示す如く、第１駆動歯車５３が回転自在に配設され
ると共に、該第１駆動歯車５３および前記支持部材４４の第１ラック４４ａに噛合する第
１従動歯車５４が駆動系取付部３３に回転自在に配設されている。また、駆動系取付部３
３に、駆動手段としての第１駆動モータ(第１駆動手段)５５が配設され、該第１駆動モー
タ５５が第１駆動歯車５３に接続されている。すなわち、第１可動体３０と一体に移動す
る支持部材４４は、第１ラック４４ａ、第１従動歯車５４および第１駆動歯車５３を介し
て第１駆動モータ５５に連繋されている。そして、第１駆動モータ５５を正転および逆転
するように駆動することで、支持部材４４と共に第１可動体３０がレール部材３６に沿っ
て左右方向に直線的に往復移動するよう構成される。実施例では、支持部材４４(第１ラ
ック４４ａ)、歯車５３,５４および第１駆動モータ５５から、第１可動体３０を直線的に
往復移動させる第１作動機構５６が構成される。
【００３６】
　前記レール部材３６は、図１３,図１４に示す如く、前記背面板２８における左上隅部
から前記開口部２２ａの上側に臨む位置(開口部２２ａの左端縁より右方)まで延在し、左
板部２８ｃの前側の第１位置に臨む前記第１可動体３０が、第１位置より開口部２２ａの
中央側の第２位置に移動するまでレール部材３６で第１可動体３０(支持部材４４)を案内
支持し得るよう構成される。すなわち、前記図柄表示装置１７における表示部１７ａの前
側において、第１可動体３０は、第１駆動モータ５５の駆動によって前記枠状装飾体２７
の窓口縁部側(開口部縁部側)の第１位置(図２)と、該第１位置より窓口中央側(開口部中
央側)の第２位置(図３)との間を直線的に往復移動し得るよう構成される。なお、第１可
動体３０と一体で移動する支持部材４４の位置について、第１可動体３０の第１位置およ
び第２位置と対応して第１位置および第２位置と指称するものとする。また、前記支持部
材４４に支持される第１支持軸部４２と、前記ガイド溝３７に遊挿される第２支持軸部４
３とは、第１可動体３０の長手方向の端部に夫々独立して支持されており、このように両
支持軸部４２,４３を離間して第１可動体３０に配設することで、支持部材４４に吊下げ
支持されている第１可動体３０は、ガイド溝３７の延在方向に揺動し得るようになってい
る。
【００３７】
　図８に示す如く、前記取着部材４５に検出片４５ａが設けられ、該検出片４５ａは、駆
動系取付部３３に配設された第１検出手段５７によって検出可能に構成されている。第１
検出手段５７は、図示しない制御手段に配線接続されており、該第１検出手段５７からの
検出信号の入力に基づいて制御手段が第１駆動モータ５５を駆動制御し得るよう構成され
る。前記検出片４５ａは、第１位置において第１検出手段５７で検出されて、該第１検出
手段５７の検出信号の入力に基づいて第１駆動モータ５５を制御手段が停止制御すること
で、第１可動体３０を第１位置に停止保持し得るよう構成される。第１駆動モータ５５と
してステッピングモータが採用され、該第１駆動モータ５５の駆動によって第１位置から
移動を開始した第１可動体３０を、移動パルス信号の制御によって第２位置で停止するよ
うに第１駆動モータ５５を制御手段で駆動制御し得るよう構成されている。また、第１駆
動モータ５５の回転方向について、第１可動体３０を第１位置から第２位置へ移動させる
方向を正転方向、第１可動体３０を第２位置から第１位置へ移動させる方向を逆転方向と
指称する場合もある。
【００３８】
(ねじりコイルバネ５８について)
　前記第１支持軸部４２のピニオン５２に、図８に示す如く、上方に延出する円筒状のス
リーブ部５２ａが設けられており、該スリーブ部５２ａに、一端が取着部材４５に係合す
ると共に他端がピニオン５２に係合する付勢手段としてのねじりコイルバネ５８が巻かれ
ており、該ねじりコイルバネ５８によって第１可動体３０は、常には第１姿勢となる方向
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に回転付勢されるようになっている。実施例では、前記ピニオン５２に設けた規制片５２
ｂ(図１３,図１４参照)が、支持部材４４に設けたストッパ４４ｂに当接することで第１
可動体３０が第１姿勢に保持されるよう構成されており、ねじりコイルバネ５８は規制片
５２ｂをストッパ４４ｂに当接する向きに第１可動体３０を回転付勢するよう構成してあ
る。なお、ストッパ４４ｂに規制片５２ｂが当接した状態で、第１可動体３０の平面視に
おいて反時計方向への回転は許容されるようになっており、ピニオン５２と後述する回転
用ラック６０との噛合作用下に、第１可動体３０が第１姿勢から第２姿勢への姿勢変化が
可能に構成してある。
【００３９】
(回転機構５９について)
　前記支持部材４４に支持された第１可動体３０は、支持部材４４の移動に伴って回転機
構(切替機構)５９により回転されて、前記第１姿勢と第２姿勢とに変化するよう構成され
る。回転機構５９は、第１可動体３０に設けた前記ピニオン５２と、前記支持基体３２の
駆動系取付部３３に設けられて該ピニオン５２に噛合可能な回転用ラック(ラック)６０と
から構成される。回転用ラック６０は、支持部材４４の移動に伴って移動するピニオン５
２の移動経路上において、該支持部材４４の移動方向(左右方向)に所定長さで延在してい
る。具体的には、図９に示す如く、回転用ラック６０は駆動系取付部３３における右端に
偏った位置(第１可動体３０の第２位置側に偏った位置)に設けられており、前記支持部材
４４が第１位置から第２位置に向けて所定距離移動した後に、該回転用ラック６０にピニ
オン５２が噛合するよう構成される(図１５,図１６参照)。そして、回転用ラック６０に
ピニオン５２が噛合した状態で更に支持部材４４が第２位置に向けて移動することで第１
可動体３０は、前記第１意匠体３９の第１意匠面３９ａが前側を向く第１姿勢(図１５)か
ら第２意匠体４０の第２意匠面４０ａが前側を向く第２姿勢(図１６(ｂ))に反転するよう
構成されている。また、回転用ラック６０にピニオン５２が噛合した状態で支持部材４４
が第２位置から第１位置に向けて移動することで第１可動体３０は、第２姿勢から第１姿
勢に反転する。すなわち、回転用ラック６０にピニオン５２が噛合した状態で支持部材４
４が左右方向に往復移動することで、第１可動体３０が所要角度範囲で正逆回転して前側
を向く意匠面３９ａ,４０ａが切り替わるようになっている。実施例では、第１可動体３
０が第１姿勢から第２姿勢に反転した位置が第２位置となっている。
【００４０】
　ここで、第１位置から移動を開始した第１可動体３０のピニオン５２が回転用ラック６
０に噛合し始める位置を途中位置(第１可動体３０が第１姿勢から第２姿勢への回転を開
始する位置)と指称するものとすると、ピニオン５２の移動経路上には第１位置から途中
位置までの間に該ピニオン５２が回転用ラック６０に噛合しない非噛合領域が設けられて
いる。言い替えれば、ピニオン５２が非噛合領域内に位置する範囲であれば、第１可動体
３０を左右方向に移動しても該第１可動体３０は回転することなく第１姿勢に保持される
ようになっている。また、回転用ラック６０の形成位置は、前記第１可動体３０に配設さ
れて第２可動体３１,３１に連繋する後述の連繋部材６４が、該連繋部材６４を移動する
ための後述する作動部材６６との係合が可能な延在領域から外れる直前の位置まで移動し
たときに、回転用ラック６０とピニオン５２との噛合が開始されるように設定されている
。そして、第１可動体３０の途中位置から第２位置への移動に伴って該第１可動体３０が
回転することで、連繋部材６４の被係合片６４ｃは作動部材６６における係合片６６ｂ(
後述)の延在領域外に移動するようになっている。
【００４１】
(第２可動体３１について)
　前記第１可動体３０に配設される各第２可動体３１は、前記第１意匠体３９における第
１意匠面側(表面側)に、該第１可動体３０の回転軸方向と交差する方向に延在する作動軸
６１を介して回転自在に支持されている。第２可動体３１は、図７,図１７に示す如く、
作動軸６１が配設された基部３１ａに、作動軸６１の径方向に所定長さで延出する延出部
３１ｂを設けた砲塔を模した形状に形成されている。図１０に示す如く、第２可動体３１
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の作動軸６１における第１可動体３０の第２収容空間Ｓ２内に臨む軸端に作動歯車６２が
配設されると共に、該作動歯車６２が、第２従動歯車６３を介して第１可動体３０に配設
された連繋部材６４に連繋されており、該連繋部材６４の移動に伴って第２可動体３１が
作動軸６１を中心として揺動するよう構成される。
【００４２】
(連繋部材６４について)
　前記連繋部材６４は、図１０に示す如く、前記第１可動体３０の第２収容空間Ｓ２に収
容されて上下方向に延在する長尺な部材であって、該連繋部材６４には、上下方向に離間
して一対の長孔６４ａ,６４ａが形成されており、各長孔６４ａに、前記カバー部材４６
に突設された対応するガイドピン４６ａが摺動自在に挿通されている。すなわち、第１可
動体３０に対して連繋部材６４は、一対のガイドピン４６ａ,４６ａで案内されて長孔６
４ａ,６４ａの延在方向(上下方向)に移動自在に配設されている。また、連繋部材６４に
おける側面には、上下方向に離間して一対の第２ラック６４ｂ,６４ｂが設けられており
、各第２ラック６４ｂが対応する第２可動体３１に連繋する第２従動歯車６３に噛合して
いる。実施例では、上側(一方)の第２可動体３１の前記作動歯車６２が、１つの第２従動
歯車６３を介して対応する第２ラック６４ｂに噛合すると共に、下側(他方)の第２可動体
３１の前記作動歯車６２が、２つの第２従動歯車６３を介して対応する第２ラック６４ｂ
に噛合している。すなわち、連繋部材６４を上下方向に往復移動することで、一対の第２
可動体３１,３１は相互に反対方向に回転するよう構成される。実施例では、延出部３１
ｂ,３１ｂが相互に近接する収容姿勢(図５の実線位置)と、延出部３１ｂ,３１ｂが相互に
離間する延出姿勢(図５の二点鎖線位置)との間を第２可動体３１,３１が揺動するよう構
成してある。また、第２可動体３１は、収容姿勢において第１意匠体３９の第１意匠面３
９ａに全体が重なって第１意匠体３９(第１可動体３０)から外側方に延出しないよう構成
され(図１７(ａ)参照)、延出姿勢となることで延出部３１ｂが第１意匠体３９(第１可動
体３０)から外側方に延出するよう構成される(図１７(ｂ)参照)。
【００４３】
　前記連繋部材６４は、前記ガイドピン４６ａが長孔６４ａの上端縁に当接した位置が原
位置とされ、該原位置において一対の第２可動体３１,３１が収容姿勢となり、該原位置
より上方の作動位置まで連繋部材６４が移動することで、第２ラック６４ｂ,６４ｂと第
２従動歯車６３,６３との噛合作用下に、一対の第２可動体３１,３１が延出姿勢に変化す
るよう構成される。また、連繋部材６４の下端には、図１０に示す如く、前記カバー部材
４６に設けた係止片４６ｂとの間に付勢手段としての引張りコイルバネ６５が張架されて
おり、連繋部材６４は、常には引張りコイルバネ６５によって原位置(第２可動体３１を
収容姿勢とする位置)に向けて付勢されている。
【００４４】
　前記連繋部材６４の上端部は、第１可動体３０から上方に所定長さだけ延出すると共に
、延出端部に被係合片６４ｃが設けられている。被係合片６４ｃは、図９,図１７に示す
如く、第１可動体３０の第１位置において、前記第１支持軸部４２より左方、すなわち第
１可動体３０の第２位置側とは反対側に位置している。また被係合片６４ｃは、第１可動
体３０の第１位置において後方に向けて略水平に延在しており、該被係合片６４ａが後述
する作動部材６６の係合片６６ｂに係合可能に構成される。
【００４５】
(第２作動機構６９について)
　前記支持基体３２の駆動系取付部３３に、前記連繋部材６４と係合可能な作動部材６６
が、前記支持部材４４の移動方向と交差する上下方向に移動自在に支持されている。この
作動部材６６は、図１０に示す如く、駆動系取付部３３に移動自在に支持される支持部６
６ａの下端に、支持部材４４の移動方向に延在する係合片６６ｂが設けられると共に、支
持部６６ａには上下方向に延在するように第３ラック６６ｃが設けられている。また、駆
動系取付部３３に第２駆動手段としての第２駆動モータ６７が配設されると共に、該第２
駆動モータ６７の回転軸に連結した第２駆動歯車６８が第３ラック６６ｃと噛合するよう
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構成される。すなわち、第２駆動モータ６７を正転および逆転するように駆動することで
、作動部材６６が上下方向に往復移動するよう構成される。実施例では、作動部材６６は
、下方の待機位置(図１７(ａ))と、該待機位置から上方に離間する作動位置(図１７(ｂ))
との間を往復移動するよう構成される。また、作動部材６６の係合片６６ｂは、図１７に
示す如く、前記第１可動体３０の第１位置において、前記第１支持軸部４２より左方、す
なわち第１可動体３０の第２位置側とは反対側に位置して、該作動部材６６によって第１
可動体３０の第２位置への移動が規制されることがないよう構成してある。実施例では、
連繋部材６４、作動部材６６、第２駆動モータ６７および第２駆動歯車６８から、第２可
動体３１,３１を動作させる第２作動機構６９が構成されている。
【００４６】
　前記作動部材６６の待機位置では、図１７(ａ)に示す如く、前記第１可動体３０が第１
位置に位置する状態で前記連繋部材６４の被係合片６４ｃが係合片６６ｂの上方(作動位
置側)に離間位置して、該係合片６６ｂと被係合片６４ｃとは係合解除状態となるよう構
成される。そして、作動部材６６を待機位置から作動位置に移動することで、係合片６６
ｂが被係合片６４ｃに下方から係合して連繋部材６４が作動位置に向けて移動し、これに
よって前記第２可動体３１,３１が動作するよう構成される。また、作動部材６６が作動
位置から待機位置に移動する際には、連繋部材６４が前記引張りコイルバネ６５の付勢力
および自重によって原位置に戻るよう構成される。
【００４７】
　前記作動部材６６に検出片６６ｄが設けられ、該検出片６６ｄは、駆動系取付部３３に
配設された第２検出手段７０によって検出可能に構成されている。第２検出手段７０は、
前記制御手段に配線接続されており、該第２検出手段７０からの検出信号の入力に基づい
て制御手段が第２駆動モータ６７を駆動制御し得るようになっている。検出片６６ｄは、
待機位置において第２検出手段７０で検出されて、該第２検出手段７０の検出信号に基づ
いて第２駆動モータ６７を制御手段が停止制御することで、作動部材６６を、係合片６６
ｂと連繋部材６４の被係合片６４ｃとの係合が解除された待機位置に停止保持し得るよう
構成される。第２駆動モータ６７としてステッピングモータが採用され、該第２駆動モー
タ６７の駆動によって待機位置から移動を開始した作動部材６６を、移動パルス信号の制
御によって作動位置で停止するように第２駆動モータ６７を制御手段で駆動制御し得るよ
う構成されている。また、第２駆動モータ６７の回転方向について、作動部材６６を待機
位置から作動位置へ移動させる方向を正転方向、該作動部材６６を作動位置から待機位置
へ移動させる方向を逆転方向と指称する場合もある。
【００４８】
(連繋部材６４の被係合片６４ｃと作動部材６６の係合片６６ｂとの関係について)
　前記作動部材６６の係合片６６ｂは、待機位置において第１可動体３０の往復移動方向
に所定長さで延在しており、該係合片６６ｂの延在領域に、第１姿勢となっている第１可
動体３０における原位置の連繋部材６４の被係合片６４ｃが臨んでいる状態では、待機位
置から作動位置に移動する係合片６６ｂが被係合片６４ｃに下方から係合可能に構成され
る。すなわち、連繋部材６４の被係合片６４ｃが係合片６６ｂの延在領域に臨んでいる範
囲であれば、第１可動体３０を左右方向に移動しても第２可動体３１を作動部材６６によ
って動作させ得るようになっている。また、係合片６６ｂの延在領域の長さは、第１可動
体３０の第１位置と第２位置との間の移動距離より短かく設定されており、該第１可動体
３０が第１位置と第２位置との間を往復移動するのに伴って、連繋部材６４の被係合片６
４ｃは係合片６６ｂの延在領域および延在領域外に臨むようになっている。
【００４９】
　前記係合片６６ｂおよび被係合片６４ｃは、略平行に延在しており、係合片６６ｂとの
係合状態で被係合片６４ｃが第１可動体３０の移動方向に移動するのが許容されると共に
、該係合片６６ｂから被係合片６４ｃが離脱可能に構成されている。すなわち、連繋部材
６４の被係合片６４ｃが係合片６６ｂの延在領域に位置する範囲であれば、作動部材６６
によって第２可動体３１,３１を延出姿勢とした状態のまま、第１可動体３０を左右方向
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に移動し得るようになっている。また、作動部材６６の係合片６６ｂと連繋部材６４の被
係合片６４ｃとは、第１可動体３０の第１姿勢において第２可動体３１,３１を延出姿勢
に変化させたまま、第１可動体３０の第２姿勢となる向きの回転を許容し得るよう構成さ
れている。具体的には、係合片６６ｂに被係合片６４ｃが係合した状態のまま、被係合片
６４ｃが第１可動体３０の回転に伴って係合片６６ｂの前側へ移動して離脱可能になって
いる。また、作動部材６６が待機位置に位置する状態では、第１可動体３０が第１姿勢と
第２姿勢との間を回転する際に、前記連繋部材６４の被係合片６４ｃが作動部材６６の係
合片６６ｂと干渉しないように連繋部材６４の位置が設定されている。
【００５０】
(作動部材６６と回転用ラック６０との位置関係について)
　前記作動部材６６における係合片６６ｂの延在領域は、第１位置から第２位置に向けて
移動する第１可動体３０の前記ピニオン５２が前記回転用ラック６０に噛合した直後の位
置で、連繋部材６４の被係合片６４ｃが延在領域外に移動するよう設定される。すなわち
、作動部材６６により連繋部材６４が第２可動体３１,３１を延出姿勢とする作動位置に
保持されたもとで、第１位置から移動した第１可動体３０が前記途中位置に達した後に、
作動部材６６の係合片６６ｂと連繋部材６４の被係合片６４ｃとの係合が解除されて、前
記引張りコイルバネ６５の付勢作用によって連繋部材６４が原位置に戻ることで第２可動
体３１,３１が収容姿勢に変化し得るよう構成される。より具体的には、延出姿勢となっ
ている第２可動体３１が、第１可動体３０の第１姿勢から第２姿勢へ向けて回転する際に
他の部材と干渉するおそれのないタイミングで係合片６６ｂに対する被係合片６４ｃの係
合が解除されるように係合片６６ｂの延在領域が設定される。
【００５１】
(発光装置７１について)
　前記支持基体３２における発光取付部３４の前面に、発光装置７１が配設されている。
この発光装置７１は、発光取付部３４の前面に配設した発光基板７２と、該発光基板７２
の前面に実装された複数のＬＥＤ等の発光体と、発光基板７２の前側に配設されると共に
、複数の明輝部７３ａが設けられた装飾カバー７３とから構成され、発光体を点灯するこ
とで装飾カバー７３の各明輝部７３ａが明輝するよう構成される。前記第１可動体３０は
、第１位置において装飾カバー７３における一部の明輝部７３ａの前側に重なるように位
置しており(図７参照)、装飾カバー７３の複数の明輝部７３ａが明輝することで、第１位
置の第１可動体３０の周囲を照明し得るよう構成される。
【００５２】
(第３可動演出装置Ｍ３について)
　前記設置部材２２の背面板２８に、前記第１可動体３０の往復移動方向と交差する上下
方向に第３可動体７４を移動自在に備える第３可動演出装置Ｍ３が配設されている。この
第３可動演出装置Ｍ３は、第３作動機構７５(図１８参照)によって第３可動体７４を、前
記枠状装飾体２７における窓口２７ａの上縁部側(開口部縁部側)の待機位置と、該待機位
置より窓口中央側の作動位置との間を往復移動するよう構成される。第３可動体７４は、
略円盤状に形成されており、その表面が円形の意匠面７４ａとして構成されると共に、該
意匠面７４ａは光透過性に形成されている。また、第３可動体７４は、左右方向に延在す
る軸回りに回転可能に構成されており、待機位置では前記意匠面７４ａが斜め下方を向く
傾斜姿勢(図２参照)に保持されると共に、第３作動機構７５によって待機位置から作動位
置に移動されることで、意匠面７４ａが正面を向く姿勢(図３,図１８参照)に変化するよ
う構成される。第３可動体７４の意匠面７４ａには、前記第１可動体３０の第２意匠面４
０ａと共通する特徴を有する意匠が形成されており、作動位置に位置する第３可動体７４
に対して左右から近接する一対の第１可動体３０,３０が第２姿勢に変化して集合した状
態で、該可動体７４,３０,３０の意匠面７４ａ,４０ａ,４０ａによって一つの意匠が構成
されるようになっている。なお、第３可動体７４は、内部に発光装置を備え、該発光装置
によって意匠面７４ａを裏側から照明し得るよう構成されている。
【００５３】
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　前記設置部材２２の背面板２８における上板部２８ａに、左右方向に延在する軸回りに
回転可能なカバー可動体７９が配設されている。このカバー可動体７９は、前記第３可動
体７４の上方に位置する待機位置(図６参照)と、作動位置に移動した第３可動体７４の前
側に位置する作動位置(図１８参照)との間をカバー用作動機構８０によって移動するよう
構成される。なお、カバー可動体７９を作動位置に移動した状態では、図３に示す如く、
作動位置に位置する第３可動体７４の上端部側の一部分を覆うと共に、前記図柄表示装置
１７における第３可動体７４の上側に臨む表示部１７ａを隠すようになっている。また、
作動位置に移動したカバー可動体７９の前側に臨む表面には、前記第１可動体３０の第２
意匠面４０ａや第３可動体７４の意匠面７４ａと共通する特徴を有する意匠が施された意
匠面７９ａが形成されている。そして、枠状装飾体２７の窓口中央側に集合した第１可動
体３０,３０、第３可動体７４および作動位置のカバー可動体７９の意匠面７４ａ,４０ａ
,４０ａ,７９ａによって一つの意匠が構成されるようになっている。
【００５４】
(第４可動演出装置Ｍ４について)
　前記設置部材２２の背面板２８に、前記第１可動体３０の往復移動方向と交差する上下
方向に第４可動体７６を移動自在に備える第４可動演出装置Ｍ４が配設されている。この
第４可動演出装置Ｍ４は、第４作動機構７７(図１８参照)によって第４可動体７６を、前
記枠状装飾体２７における窓口２７ａの下縁部側(開口部縁部側)の待機位置と、該待機位
置より窓口中央側の作動位置との間を往復移動するよう構成される。また、第４可動体７
６は、左右方向に延在する軸回りに回転可能に構成されると共に、回転軸周りに複数(実
施例では３つ)の異なる意匠面７６ａを備えており、第５作動機構７８によって前側を向
く意匠面７６ａを切り替え得るよう構成される。なお、図１８に示す如く、第４可動体７
６は、前側に位置する意匠面７６ａが斜め上向きとなる姿勢が基準姿勢として設定されて
おり、第４可動体７６を回転して前側を向く意匠面７６ａを切り替えた際に、該切り替え
られた意匠面７６ａが斜め上向きとなる基準姿勢に保持されるようになっている。また、
第４可動体７６の複数の意匠面７６ａの中の１つには、前記第１可動体３０の第２意匠面
４０ａ、第３可動体７４の意匠面７４ａおよびカバー可動体７９の意匠面７９ａと共通す
る特徴を有する意匠が形成されている。第４可動体７６において、他の可動体３０,７４,
７９の意匠面４０ａ,７４ａ,７９ａと特徴を共通とする意匠面７６ａについては、共通意
匠面７６ａと指称する場合がある。そして、枠状装飾体２７の窓口中央側に集合した第１
可動体３０,３０、第３可動体７４、カバー可動体７９および第４可動体７６の共通の意
匠面４０ａ,４０ａ,７４ａ,７９ａ,７６ａによって一つの意匠が構成されるようになって
いる。なお、第４可動体７６は、各意匠面７６ａに光透過部が設けられると共に、該第４
可動体７６の内部に発光装置を備え、該発光装置によって各意匠面７６ａを裏側から照明
し得るよう構成される。
【００５５】
　実施例では、図３に示す如く、前記第３可動体７４は作動位置において前記枠状装飾体
２７における窓口２７ａの略中央部に位置し、左右の第１可動体３０,３０が第１位置か
ら第２位置に移動することで第３可動体７４に接近すると共に、下の第４可動体７６が待
機位置から作動位置に移動することで第３可動体７４に接近するよう構成される。そして
、第１可動体３０,３０、第３可動体７４および第４可動体７６が窓口中央側に移動する(
集合する)と共に、前記カバー可動体７９が作動位置に移動した状態では、前記図柄表示
装置１７における窓口２７ａに臨む表示部１７ａの略全体が可動体３０,３０,７４,７６,
７９で覆われるよう構成される。
【００５６】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００５７】
　前記前枠１３に設けられた前記操作ハンドル１６の操作レバー１６ａを遊技者が回転操
作すると、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が前記板状部材２１の遊技領域２
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１ａ内に打ち出される。この遊技領域２１ａに打ち出されたパチンコ球は、前記枠状装飾
体２７の外周囲を流下し、該パチンコ球が前記始動入賞装置２４の始動入賞口に入賞する
と、前記図柄表示装置１７の図柄が変動開始され、所要の図柄変動演出が展開される。図
柄表示装置１７で展開される図柄変動演出の結果、該図柄表示装置１７の表示部１７ａに
所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されたときに大当りが発生する。そして、大当りが
発生すると、図柄表示装置１７の表示部１７ａに表示された図柄組み合わせに応じて、前
記板状部材２１の下部に設けられた特別入賞装置２５の特別入賞口が開放され、遊技者は
多くの賞球が獲得可能となる。
【００５８】
　前記図柄表示装置１７で展開される図柄変動演出に応じて、前記可動演出装置Ｍ１,Ｍ
２,Ｍ３,Ｍ４の各可動体３０,３０,７４,７６およびカバー可動体７９が動作されて動的
な演出により遊技の興趣が高められる。また、図柄変動演出に応じてパチンコ機１０に配
設されたランプ装置１８で発光演出が行われたりスピーカ１９で音声演出が行われること
で、遊技の興趣が高められる。
【００５９】
(第１可動演出装置Ｍ１の作用について)
　前記第１可動演出装置Ｍ１において、前記第１可動体３０が第１位置に位置する状態(
第２可動体３１,３１は収容姿勢となっている状態)で前記第１駆動モータ５５を正転方向
に回転するように駆動すると、前記第１駆動歯車５３、第１従動歯車５４および第１ラッ
ク４４ａとの噛合作用下に、第１可動体３０は、レール部材３６およびガイド溝３７によ
り支持部材４４および第２支持軸部４３が案内されて窓口中央側に向けて直線的に移動す
る。第１可動体３０が、図１５に示す中途位置に至ると、前記第１支持軸部４２のピニオ
ン５２が回転用ラック６０と噛合し始め、該中途位置から更に窓口中央側に向けて第１可
動体３０が移動するのに伴って、該ピニオン５２と回転用ラック６０との噛合作用下に第
１可動体３０が回転する(図１６(ａ))。そして、第１駆動モータ５５が予め設定された回
転数(パルス数)だけ回転すると、前記制御手段により第１駆動モータ５５が停止制御され
、前記第１可動体３０は、図１６(ｂ)に示す如く、前記枠状装飾体２７における窓口２７
ａの中央側に最も移動した第２位置において、第２意匠面４０ａが前側を向く第２姿勢に
変化して停止する。
【００６０】
　前記第１可動体３０は、第１位置から途中位置に至るまでの間は、前記第１意匠面３９
ａを前側に向けた第１姿勢(図９,図１５参照)となっているので、前記第２収容空間Ｓ２
に収容した発光基板４１の第１発光体４１ａを点灯することで、該第１意匠面３９ａの全
体が明輝する発光演出が行われる。また、第１可動体３０が第２意匠面４０ａを前側に向
けた第２姿勢(図１６(ｂ))となった状態では、第２収容空間Ｓ２に収容した発光基板４１
の第２発光体４１ｂを点灯することで、該第２意匠面４０ａにおける２箇所のレンズ体４
８,４８が明輝する発光演出が行われる。すなわち、第１可動体３０を反転して前側を向
く意匠面３９ａ,４０ａを切り替えることで、意匠が切り替わるのみでなく、異なる態様
で発光演出を行うことができ、１つの可動体による演出の幅を広げて興趣を向上し得る。
【００６１】
　前記第１可動演出装置Ｍ１の第１可動体３０が第２位置に位置する状態から第１駆動モ
ータ５５を逆転方向に回転するように駆動すると、前記ピニオン５２と回転用ラック６０
との噛合作用下に第１可動体３０は第１位置に向けて移動しつつ回転する。そして、ピニ
オン５２が回転用ラック６０から離間することで、第１可動体３０の強制的な回転は中断
され、該第１可動体３０は前記ねじりコイルバネ５８の付勢力によってピニオン５２の規
制片５２ｂが支持部材４４のストッパ４４ｂに当接する第１姿勢に保持され、前記第１意
匠面３９ａが前側を向いたまま引き続き第１位置に向けて移動する。すなわち、第１可動
体３０はねじりコイルバネ５８によって常に第１姿勢となる向きに付勢されているので、
ピニオン５２と回転用ラック６０との噛合状態が解除された際には、第１可動体３０を確
実に第１姿勢とすることができ、意図しない姿勢のまま第１位置に戻るのは防止される。
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そして、前記第１検出手段５７が取着部材４５の検出片４５ａを検出すると、前記制御手
段により第１駆動モータ５５が停止制御され、第１可動体３０は第１位置で停止する。
【００６２】
　前記第１可動体３０に、第１位置と第２位置との間を移動する直線的な動作と、該第１
可動体３０を支持部材４４に対して回転する動作とを行わせるようにしたので、動作態様
を多様化して演出効果を向上することができる。また、第１可動体３０を回転機構５９に
より反転することで、該第１可動体３０に設けた意匠面３９ａ,４０ａが切り替わるので
、動作演出の興趣が向上する。更に、異なる意匠面３９ａ,４０ａを前側に向けることが
できるので、１つの第１可動体３０による装飾効果を向上することができる。更にまた、
第１可動体３０は、上端部に設けた第１支持軸部４２を介して支持部材４４に吊下げ支持
されると共に、該第１可動体３０の下端部に設けた第２支持軸部４３がガイド溝３７に遊
挿されているので、第１可動体３０が左右方向に移動する際の挙動は画一的なものとはな
らず、動作の興趣を高めることができる。すなわち、ガイド溝３７に対して第２支持軸部
４３は左右方向には自由に移動し得るよう構成されているので、第１可動体３０の移動時
や停止する際には、該第１可動体３０が第１支持軸部４２を支点として揺動する動作を行
うことで興趣が向上する。
【００６３】
　前記回転機構５９は、第１可動体３０に設けたピニオン５２と、駆動系取付部３３に設
けた回転用ラック６０とで構成したので、簡単な構成で第１可動体３０を回転させること
ができる。また、第１可動体３０を回転させる駆動源として、第１可動体３０を第１位置
と第２位置との間で直線的に移動させる第１駆動モータ５５を利用しているので、製造コ
ストを低減し得ると共に小型化が可能となる。
【００６４】
　前記第１可動演出装置Ｍ１において、前記第１可動体３０が第１位置に位置する状態(
図１７(ａ))で前記第２駆動モータ６７を正転方向に回転するように駆動すると、前記作
動部材６６が第２駆動歯車６８と第３ラック６６ｃとの噛合作用下に、該作動部材６６が
待機位置から作動位置に向けて移動する。作動部材６６の係合片６６ｂが、前記原位置の
連繋部材６４の被係合片６４ｃに下方から係合して、該連繋部材６４が上方に移動される
。これにより、連繋部材６４の前記第２ラック６４ｂ,６４ｂに第２従動歯車６３,６３を
介して噛合する作動歯車６２,６２が回転することで、前記第２可動体３１,３１が収容姿
勢から延出姿勢に向けて変位する(図１７(ｂ)参照)。第２駆動モータ６７が予め設定され
た回転数(パルス数)だけ回転すると、前記制御手段により第２駆動モータ６７が停止制御
され、前記作動部材６６および連繋部材６４が作動位置で停止すると共に、第２可動体３
１,３１は延出姿勢で停止する。第２可動体３１,３１の延出姿勢において前記延出部３１
ｂ,３１ｂは窓口中央側に延出するので、前記図柄表示装置１７の表示部１７ａで実行さ
れている図柄変動演出と第２可動体３１,３１の動作による演出とによって興趣が向上さ
れる。
【００６５】
　前記作動部材６６が作動位置に位置する状態から第２駆動モータ６７を逆転方向に回転
するように駆動すると、前記第２駆動歯車６８と第３ラック６６ｃとの噛合作用下に作動
部材６６は待機位置に向けて移動する。作動部材６６の移動に伴って連繋部材６４も作動
位置から原位置に向けて移動し、前記第２可動体３１,３１は延出姿勢から収容姿勢に向
けて変化する。そして、前記第２検出手段７０が作動部材６６の検出片４５ａを検出する
と、前記制御手段により第２駆動モータ６７が停止制御され、作動部材６６は待機位置で
停止する。前記連繋部材６４は、前記引張りコイルバネ６５によって常に原位置に向けて
付勢されているので、被係合片６４ｃと作動部材６６の係合片６６ｂとの係合が解除され
た状態では、第２可動体３１,３１を動作前の収容姿勢に確実に戻すことができる。また
、実施例では、連繋部材６４が下降することで第２可動体３１,３１が収容姿勢に変化す
るよう構成してあるので、作動部材６６を作動位置から待機位置に戻す際には連繋部材６
４の自重も該連繋部材６４を原位置に戻す方向に作用し、第２可動体３１,３１をより確
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実に収容姿勢に戻し得る。
【００６６】
　実施例では、直線的な動作および回転動作を行う第１可動体３０に、別の動作を行う第
２可動体３１,３１を配設しているので、動作態様を多様化して演出効果を向上すること
ができる。また、第１可動体３０に配設した第２可動体３１,３１を動作させる第２駆動
モータ６７は駆動系取付部３３に配設されているので、第２駆動モータ６７から導出する
配線を引き回す処理が簡単になる。すなわち、第２可動体３１,３１を動作させる駆動モ
ータを第１可動体３０に設けた場合は、該駆動モータから導出する配線が第１可動体３０
の動きを阻害しないように引き回す必要を生ずるが、実施例の構成ではその必要はなく、
配線処理が簡単になる。また、第１可動体３０にモータ等の重量物を搭載していないので
、該第１可動体３０を移動する第１駆動モータ５５として小型のものを用いることができ
、省スペース化を図り得ると共に製造コストを低廉に抑えることができる。
【００６７】
　実施例では、前記図柄表示装置１７の表示部１７ａの左右両側に可動演出装置Ｍ１,Ｍ
２を配設し、該表示部１７ａの前側で対向する一対の第１可動体３０,３０を近接・離間
移動するよう構成してあるので、表示部１７ａで行われる図柄変動演出と第１可動体３０
や第２可動体３１の動作演出との組み合わせによって興趣を向上することができる。また
、表示部１７ａの左右両側に位置する一対の第１可動体３０,３０は、枠状装飾体２７の
窓口縁部側と窓口中央側との間を直線的に移動するのみでなく、移動中に反転して意匠面
３９ａ,４０ａが切り替わる動作を行うので、図柄変動演出との組み合わせによる一層の
興趣向上を図り得る。
【００６８】
　前記作動部材６６の係合片６６ｂを、第１可動体３０の移動方向に所定長さで延在する
ようにしたので、前記連繋部材６４の被係合片６４ｃが係合片６６ｂの延在領域に臨む範
囲であれば、第１可動体３０を移動しても第２可動体３１,３１を動作させることができ
る。すなわち、第２駆動モータ６７を第１可動体３０に搭載していなくても、第１可動体
３０を移動した位置(実施例では第１位置と途中位置との間の任意の位置)で第２可動体３
１,３１を動作させることができ、該第２可動体３１,３１を動作させ得る位置の自由度が
高く、動作演出の幅が広がる。
【００６９】
　また、実施例の被係合片６４ｃおよび係合片６６ｂは、両係合片６４ｃ,６６ｂが係合
した状態での第１可動体３０の移動が許容されると共に、作動位置の係合片６６ｂからの
被係合片６４ｃの離脱が可能に構成してある。従って、作動部材６６と連繋部材６４とに
よって第２可動体３１,３１を延出姿勢とした状態のまま、第１可動体３０を左右方向に
移動する動作演出を行い得ると共に、第１可動体３０の第１姿勢から第２姿勢への回転に
伴って係合片６６ｂから被係合片６４ｃが離脱することで、第１可動体３０の回転中に第
２可動体３１,３１が収容姿勢に変化する動作を行わせることができる。この場合に、第
１可動体３０の第１姿勢から第２姿勢への回転初期に係合片６６ｂから被係合片６４ｃが
離脱して第２可動体３１,３１が収容姿勢となるので、第１可動体３０の外側方に延出す
る第２可動体３１,３１が第１可動体３０の回転中に他の部品に干渉するのは防止される
。
【００７０】
　前記第１～第４可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の各可動体３０,３０,７４,７６が第
１位置または待機位置に位置する状態では、図２に示す如く、前記枠状装飾体２７の窓口
２７ａの縁部側に各可動体３０,３０,７４,７６が位置して、該窓口２７ａを介して図柄
表示装置１７の表示部１７ａは広い範囲で前側に露出し、大画面によって図柄変動演出を
楽しむことができる。また、第１～第４可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の各可動体３
０,３０,７４,７６およびカバー可動体７９を第１位置または待機位置から第２位置また
は作動位置に移動することで、図３に示す如く、各可動体３０,３０,７４,７６,７９によ
って図柄表示装置１７の表示部１７ａが略全面的に隠れるので、該可動体３０,３０,７４
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,７６,７９によって表示部１７ａを略全面的に隠すインパクトのある演出により興趣を向
上し得る。
【００７１】
　作動位置に移動した前記第３可動体７４に対して左右側方から接近して第１姿勢から第
２姿勢に反転した第１可動体３０,３０の第２意匠面４０ａ,４０ａは、該第３可動体７４
の前側を向く意匠面７４ａとによって一つの意匠を構成するので、第３可動体７４および
第１可動体３０,３０が窓口中央側に集合した状態での装飾効果を向上することができる
。また、前記第４可動体７６について、前記共通意匠面７６ａが前側を向く状態で待機位
置から第３可動体７４に下側から接近させることで、第１可動体３０,３０の第２意匠面
４０ａ,４０ａ、第３可動体７４の意匠面７４ａおよび前記カバー可動体７９の意匠面７
９ａとによって一つの意匠を構成するので、全ての可動体３０,３０,７４,７６,７９が窓
口中央側に集合した状態での装飾効果をより向上し得る。なお、第４可動体７６は、第５
作動機構７８により意匠面７６ａを切り替え得るよう構成してあるので、共通意匠面７６
ａ以外の意匠面７６ａを前側に向けた状態で待機位置から作動位置に移動した後に、第５
作動機構７８により前側を向く意匠面を共通意匠面７６ａに切り替えることで、演出の興
趣を向上し得る。
【００７２】
〔別実施例〕
　図１９,図２０は、回転機構５９の別実施例を示すものであって、実施例と同一部分に
ついては同じ符号を付して説明は省略する。別実施例の回転機構５９を構成するピニオン
５２に設けられる所定位置の歯部には、軸方向の一方(別実施例では下方)に延在する回転
契機当接部８２が連設されている。なお、回転契機当接部８２が連設される歯部について
、他の歯部８１と区別する場合は第１特定歯部８１ａと指称する場合がある。この第１特
定歯部８１ａは、第１可動体３０が第１姿勢となっている状態で、前記駆動系取付部３３
と対向する位置に臨んでいる(図２０参照)。また、ピニオン５２には、前記第１特定歯部
８１ａに対して第１可動体３０が第１姿勢から第２姿勢に回転する方向とは逆方向に１つ
の歯部８１を挟んだ位置に、該第１特定歯部８１ａと軸方向の長さが略同一の第２特定歯
部８１ｂが設けられている。図２０では、第１および第２特定歯部８１ａ,８１ｂを他の
歯部８１と区別するためにハッチングを付してある。
【００７３】
　別実施例の回転機構５９を構成する回転用ラック６０には、図１９,図２０に示す如く
、前記第１可動体３０の第１位置側の端部に位置する歯部８３ａより第１位置側に延在す
る規制部８４が設けられている。この規制部８４は、前記ピニオン５２における歯部８１
に接触することなく第１特定歯部８１ａに設けた前記回転契機当接部８２に当接可能な位
置に設けられている。回転用ラック６０には、最も第１位置側の歯部８３ａおよび該歯部
８３ａと隣り合う歯部８３ａは、両歯部８３ａ,８３ａの対向面(歯面)が、前記ピニオン
５２の第２特定歯部８１ｂが軸方向の略全長に亘って当接可能な長さに設定されている。
なお、回転用ラック６０において他の歯部８３より歯面が長い歯部について、特定受け歯
部８３ａと指称して区別する場合もある。
【００７４】
　別実施例の回転機構５９では、第１姿勢の第１可動体３０が第１位置から第２位置に向
けて移動し、図２０に示す如く、前記ピニオン５２に設けた回転契機当接部８２が回転用
ラック６０に設けた規制部８４に当接すると、該ピニオン５２の回転が開始されて、ピニ
オン５２の歯部８１が回転用ラック６０の歯部８３に噛合する。すなわち、回転契機当接
部８２と規制部８４との当接を契機としてピニオン５２の回転を確実に開始させることが
できる。また、回転を開始したピニオン５２の第２特定歯部８１ｂが噛合する回転用ラッ
ク６０の特定受け歯部８３ａは、該第２特定歯部８１ｂの軸方向の略全長が当接する長さ
に設定されているので、両歯部８１ｂ,８３ａの噛合作用によってピニオン５２が確実に
回転を継続して第１可動体３０を第２姿勢に向けて変化させ得る。
【００７５】
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〔変更例〕
　なお、遊技機の構成としては、実施例のものに限らず、種々の変更が可能である。
(1) 実施例では、第１可動体の途中位置(ピニオンと回転用ラックとの噛合が開始される
位置)において、連繋部材の被係合片が作動部材における係合片の延在領域に臨むよう構
成したが、図２１に示す如く、第１位置から第２位置に向けて移動する第１可動体３０の
ピニオン５２が回転用ラック６０に噛合する前(途中位置に達する前)に、連繋部材６４の
被係合片６４ｃが延在領域外に移動するように設定してもよい。この構成によれば、作動
部材６６により第２可動体３１を延出姿勢としたまま第１可動体３０を第１位置から第２
位置に向けて移動する場合に、該第１可動体３０が第１姿勢から第２姿勢に向けて姿勢変
化する際には、第２可動体３１を確実に収容姿勢とすることができる。
(2) 実施例では、設置部材に対して支持基体を介して第１駆動モータ、第２駆動モータ、
作動部材を配設するよう構成したが、設置部材に直に第１駆動モータ、第２駆動モータ、
作動部材を配設する構成を採用できる。すなわち、第１駆動モータ、第２駆動モータ、作
動部材を配設する設置部は、遊技盤を構成する設置部材でも、該設置部材に別途配設され
る支持基体であってもよい。
(3) 実施例では、第１可動演出装置(第２可動演出装置)を、枠状装飾体の窓口における側
方(右または左)の縁部側に配設して左右方向に第１可動体を移動するよう構成したが、窓
口における上方または下方の縁部側に配設して第１可動体を上下方向に移動する構成を採
用し得る。この場合に、第１可動体の左右方向の端部に設けられる支持軸部の夫々の支持
構造や回転機構とし、実施例における支持部材と第１支持軸部との支持構造や回転機構を
採用することで、安定した往復移動動作および回転動作を達成し得る。そして、第１可動
体を上下方向に移動する場合は、該可動体は左右方向に延在する軸周りに回転して意匠面
が切り替わるようになる。
(4) 実施例では、第１可動体に２つの意匠面を設けたが、該意匠面は３つ以上であっても
よく、第１位置と第２位置との間を移動する第１可動体の停止位置を制御することで、回
転機構によって各意匠面が前側を向く姿勢に切り替えることができる。例えば、第１可動
体に、回転軸回りに３つの意匠面を設け、第１可動体が回転構構により１２０°づつ回転
する毎に該第１可動体の移動を停止するようにすればよい。
(5) 実施例では、第１可動体を第１姿勢に向けて付勢する手段および連繋部材を原位置に
向けて付勢する手段としてバネを用いたが、ゴム等の弾性部材であってもよい。
【００７６】
(6) 実施例では、第１可動体(可動体)を回転させる回転機構(切替機構)として、ラックと
ピニオンとを用いたが、第１可動体(可動体)の直線移動に伴って該第１可動体(可動体)を
回転し得る公知の各種機構を採用可能である。
(7) 実施例では、第１可動体に２つの第２可動体を配設したが、第２可動体の配設数は１
つでも３つ以上であってもよい。また、第２可動体の動作形態は、軸を中心に揺動する形
態に限らず、第１可動体に沿って姿勢を変化することなく往復移動(例えば、連繋部材の
往復移動方向に平行移動)する形態であってもよい。
(8) 実施例では、駆動モータの回転を歯車とラックとを介して支持部材(可動体)や作動部
材に伝えて直線的に往復移動するよう構成したが、駆動モータの回転を支持部材(可動体)
や作動部材に伝える機構は、歯車とラックとを用いた機構に限定されるものでなく、リン
ク手段やベルト、その他各種公知の機構を採用し得る。
(9) 実施例では、駆動手段として駆動モータを用いたが、リニアアクチュエータを用いる
ことができる。
(10) 実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるもの
ではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用し
得る。
【符号の説明】
【００７７】
　１７　図柄表示装置
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　１７ａ　表示部
　２０　遊技盤
　２１ａ　遊技領域
　２７　枠状装飾体
　２７ａ　窓口(開口部)
　３０　第１可動体(可動体)
　３２　支持基体(設置部)
　３７　ガイド溝
　３９ａ　第１意匠面(意匠面)
　４０ａ　第２意匠面(意匠面)
　４４　支持部材
　５２　ピニオン
　５５　第１駆動モータ(駆動手段)
　５８　ねじりコイルバネ(付勢手段)
　５９　回転機構
　６０　回転用ラック(ラック)
　８１　歯部
　８２　回転契機当接部
　８４　規制部
　Ｍ１　第１可動演出装置(可動演出装置)

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２０】

【図２１】
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