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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　待機位置および該待機位置から離間した移動位置の間を往復移動可能に構成された可動
体を備えた遊技機において、
　前記可動体は、作動機構の作動により前記待機位置と移動位置との間で往復移動される
可動基体と、この可動基体の前側に前記往復移動方向へ移動可能に配設された意匠体とを
備え、
　前記可動体は、最も待機位置側に位置する待機側端縁と最も移動位置側に位置する移動
側端縁とが、前記可動基体に対して前記意匠体が往復移動方向へ移動することで、該可動
体の往復移動方向において相対的に近接・離間するよう形状変化可能に構成され、
　前記可動体は、前記意匠体の可動基体に対する待機位置側への変位により前記移動側端
縁と待機側端縁とが遠ざかって前記移動位置において往復移動方向の本体幅が最も広くな
ると共に、前記意匠体の可動基体に対する移動位置側への変位により前記移動側端縁と待
機側端縁とが近づいて前記待機位置において往復移動方向の本体幅が最も狭くなるよう設
定され、
　前記意匠体に配設された部材に設けられて、該部材から後方に延出する当受け部と、
　前記可動基体の前記待機位置と移動位置との間の往復移動に際し、前記当受け部に当接
離間する押付け部とを備え、
　前記可動体は、前記可動基体が待機位置から移動位置への移動に際して前記意匠体の当
受け部が押付け部から離れることで、該意匠体が待機位置側へ移動し、前記可動基体が移
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動位置から待機位置への移動に際して前記意匠体の当受け部が押付け部に当接することで
、該意匠体が移動位置側へ移動されるよう構成され、
　前記可動基体における待機位置側の縁部に、待機位置側に開放して前記意匠体の当受け
部が出入り可能な凹部が設けられ、
　前記可動基体の移動位置から待機位置への移動に際して、前記押付け部に当接した前記
意匠体の当受け部が前記凹部に入るよう構成した
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記意匠体は、前面に意匠面が設けられた装飾部材の後側に、前記当受け部が設けられ
る部材として、発光基板のＬＥＤからの光を乱反射するレンズ部材を備えた請求項１記載
の遊技機。
【請求項３】
　前記作動機構は、
　支持体の前後方向における一面側に取り付けられる取付部材に固定されて該一面側に配
設された駆動手段と、
　前記支持体の前後方向における一面側に配設されて前記駆動手段と連係し、該駆動手段
の駆動に伴って定位置で回転する第１連係手段と、
　前記支持体の前後方向における一面側および反対の他面側の両方へ臨むよう配設され、
前記第１連係手段に連係して該第１連係手段の回転に連動して定位置で回転する第２連係
手段と、
　前記支持体の他面側に配設され、前記第２連係手段に連係すると共に前記可動体に連係
し、該第２連係手段の回転に連動して該支持体に沿って直線的に往復移動して、前記可動
体の可動基体を前記待機位置および移動位置の間で移動させる第３連係手段とを備え、
　前記第３連係手段は、その移動範囲が前記駆動手段および前記第１連係手段と前記前後
方向において重なるように前記支持体に配設された請求項１または２記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、待機位置および該待機位置から離間した移動位置の間を往復移動可能に構
成された可動体を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機やスロットマシンに代表される遊技機は、遊技に関連する演出表示(図柄組
合せ演出や該図柄組合せ演出に関連する映像や画像等)を行う表示装置が配設された本体
と、該本体の前側に配設された前側部材とを備え、表示装置の表示部が前側部材の開口を
介して機前側から視認可能になっている。そして、遊技機は、表示装置の表示部での演出
表示に合わせて移動可能な可動体を備えた可動演出装置が、本体や前側部材における該表
示部を囲う上下や左右に設けられた設置部に配設されたものがある(特許文献１)。ここで
、特許文献１の可動演出装置は、遊技機に搭載された制御手段により制御される駆動モー
タを備えた昇降ユニットと、該昇降ユニットに連係された装飾体とを備えている。このよ
うな可動演出装置は、昇降ユニットの作動に伴って装飾体が表示画面の上側に待機した上
昇位置および該表示画面の前側となる下降位置の間を往復移動するよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－３１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、特許文献１の可動演出装置における装飾体は、上昇位置から意匠形状を変えず
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に下降位置に落下し、また下降位置から意匠形状を変えずに上昇位置に戻るよう構成され
ている。このため、装飾体が上昇位置において待機している際に大きなスペースを占める
こととなり、隣接する他の装置や部材の配設スペースが圧迫される不都合がある。
【０００５】
　そこで本発明は、前述した課題を解決するために案出されたものであって、可動体の往
復移動方向における本体幅を変化可能に構成して、該可動体を待機位置でコンパクトにし
得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】
【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に係る発明は、
　待機位置および該待機位置から離間した移動位置の間を往復移動可能に構成された可動
体(53)を備えた遊技機において、
　前記可動体(53)は、作動機構(54)の作動により前記待機位置と移動位置との間で往復移
動される可動基体(125)と、この可動基体(125)の前側に前記往復移動方向へ移動可能に配
設された意匠体(101A)とを備え、
　前記可動体(53)は、最も待機位置側に位置する待機側端縁(53a)と最も移動位置側に位
置する移動側端縁(53b)とが、前記可動基体(125)に対して前記意匠体(101A)が往復移動方
向へ移動することで、該可動体(53)の往復移動方向において相対的に近接・離間するよう
形状変化可能に構成され、
　前記可動体(53)は、前記意匠体(101A)の可動基体(125)に対する待機位置側への変位に
より前記移動側端縁(53a)と待機側端縁(53b)とが遠ざかって前記移動位置において往復移
動方向の本体幅(H)が最も広くなると共に、前記意匠体(101A)の可動基体(125)に対する移
動位置側への変位により前記移動側端縁(53a)と待機側端縁(53b)とが近づいて前記待機位
置において往復移動方向の本体幅(H)が最も狭くなるよう設定され、
　前記意匠体(101A)に配設された部材(127)に設けられて、該部材(127)から後方に延出す
る当受け部(145)と、
　前記可動基体(125)の前記待機位置と移動位置との間の往復移動に際し、前記意匠体(10
1A)の当受け部(145)に当接離間する押付け部(144)とを備え、
　前記可動体(101A)は、前記可動基体(125)が待機位置から移動位置への移動に際して前
記意匠体(101A)の当受け部(145)が押付け部(144)から離れることで、該意匠体(101A)が待
機位置側へ移動し、前記可動基体(125)が移動位置から待機位置への移動に際して前記意
匠体(101A)の当受け部(145)が押付け部(144)に当接することで、該意匠体(101A)が移動位
置側へ移動されるよう構成され、
　前記可動基体(125)における待機位置側の縁部に、待機位置側に開放して前記意匠体(10
1A)の当受け部(145)が出入り可能な凹部が設けられ、
　前記可動基体(125)の移動位置から待機位置への移動に際して、前記押付け部(144)に当
接した前記意匠体(101A)の当受け部(145)が前記凹部に入るよう構成したことを要旨とす
る。
【０００７】
　請求項１に係る発明によれば、待機位置および移動位置の間を往復移動可能に構成され
た可動体が、移動位置においては、移動側端縁と待機側端縁とが遠ざかるように形状変化
して本体幅が広くなると共に、待機位置においては、移動側端縁と待機側端縁とが近づく
ように形状変化して本体幅が移動位置と比べて狭くなる。従って、移動位置においては可
動体の本体幅が広くなって演出効果を高め得ると共に、待機位置においては可動体がコン
パクトになって配置に要するスペースを縮小し得る。
　また、可動体が移動位置では、意匠体が可動基体に対して待機位置側へ変位することで
該可動体の本体幅が最も広くなり、該可動体が所定の意匠形状をなして演出効果を高める
ことができる。また、可動体が待機位置では、意匠体が可動基体に対して移動位置側へ変
位することで該可動体の本体幅が最も狭くなり、該可動体がコンパクトになる。
【０００８】
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　請求項２に記載の発明では、
　前記意匠体(101A)は、前面に意匠面が設けられた装飾部材(126)の後側に、前記当受け
部(145)が設けられる部材として、発光基板(128)のＬＥＤ(128b)からの光を乱反射するレ
ンズ部材(127)を備えたことを要旨とする。
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記可動体(53)は、駆動手段(55)の駆動により前記待機位置と移動位置との間で往復移
動される可動基体(125)と、この可動基体(125)に前記往復移動方向へ移動可能に配設され
た意匠体(101A)とにより、移動位置において前側から視認可能な意匠部分が構成され、
　前記可動体(53)は、前記移動位置で前記意匠体(101A)が可動基体(125)に対して待機位
置側に変位して前記本体幅(H)が最も広くなると共に、前記待機位置で前記意匠体(101A)
が可動基体(125)に対して移動位置側に変位して前記本体幅(H)が最も狭くなるよう設定さ
れたことを要旨とする。
　この構成によれば、可動体が移動位置では、意匠体が可動基体に対して待機位置側へ変
位することで該可動体の本体幅が最も広くなり、該可動体が所定の意匠形状をなして演出
効果を高めることができる。また、可動体が待機位置では、意匠体が可動基体に対して移
動位置側へ変位することで該可動体の本体幅が最も狭くなり、該可動体がコンパクトにな
る。
【０００９】
　請求項３に記載の発明では、
　前記作動機構(54)は、
　支持体(51)の前後方向における一面側に取り付けられる取付部材(70)に固定されて該一
面側に配設された駆動手段(55)と、
　前記支持体(51)の前後方向における一面側に配設されて前記駆動手段(55)と連係し、該
駆動手段(55)の駆動に伴って定位置で回転する第１連係手段(80)と、
　前記支持体(51)の前後方向における一面側および反対の他面側の両方へ臨むよう配設さ
れ、前記第１連係手段(80)に連係して該第１連係手段(80)の回転に連動して定位置で回転
する第２連係手段(85)と、
　前記支持体(51)の他面側に配設され、前記第２連係手段(85)に連係すると共に前記可動
体(53)に連係し、該第２連係手段(85)の回転に連動して該支持体(51)に沿って直線的に往
復移動して、前記可動体(53)の可動基体(125)を前記待機位置および移動位置の間で移動
させる第３連係手段(90)とを備え、
　前記第３連係手段(90)は、その移動範囲が前記駆動手段(55)および前記第１連係手段(8
0)と前記前後方向において重なるように前記支持体(51)に配設されたことを要旨とする。
　請求項３に記載の発明では、駆動手段に連係された第１連係手段を支持体の前後方向に
おける一面側に配設すると共に、可動体に連係された第３連係手段を該支持体の他面側に
配設したことで、定位置で回転する第１連係手段と直線的に往復移動する第３連係手段と
が干渉しないよう構成することができる。そして、第１連係手段と第３連係手段の移動範
囲とが支持体の前後方向において重なるように該第３連係手段を支持体に配設することで
、作動機構をコンパクトに構成することができる。また、第３連係手段の移動量が第１連
係手段で制約されないので、可動体の移動量を大きく設定することも可能である。
　また、駆動手段を第１連係手段と同じ支持体の一面側に配設すると共に、第３連係手段
が支持体の前後方向において該駆動手段と重なる範囲を移動するよう構成したことで、作
動機構をコンパクトに構成し得る。また、第３連係手段の移動範囲を、支持体の前後方向
において駆動手段と重なるように設定することで、該第３連係手段の移動量を大きく設定
することが可能である。
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記意匠体(101A)を待機位置側へ付勢する付勢手段(143)と、
　前記待機位置で前記意匠体(101A)に当接して該意匠体(101A)を移動位置側へ移動させる
押付け部(144)とを備え、
　前記可動体(53)は、前記待機位置から移動位置への移動に際して前記意匠体(101A)が押
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付け部(144)から離れることで、前記付勢手段(143)の付勢により意匠体(101A)を待機位置
側へ移動し、前記移動位置から待機位置への移動に際して前記意匠体(101A)が押付け部(1
44)に当接することで、移動位置側へ移動した該意匠体(101A)が保持されるよう構成した
ことを要旨とする。
　この構成によれば、付勢手段および押付け部による簡単な構成により、可動基体に対し
て可動体の移動方向へ意匠体を移動させることができる。
【００１０】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記意匠体(101A)には、前面に設けられた意匠面から外れた部位に、前記押付け部(144
)に当接する当受け部(145)を備えたことを要旨とする。
　この構成によれば、意匠体の意匠面から外れた部位に設けられた当受け部に押付け部が
当接するので、押付け部との当接により意匠面に傷が付くのを防止し得る。
【００１１】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記可動体(53)は、遊技に関連する演出表示がなされる表示部(45a)を囲う位置に設け
られた収容部(47)に前記待機位置で収容されると共に、前記移動位置で前記表示部(45a)
の前側に位置することを要旨とする。
　この構成によれば、可動体が待機位置では、該可動体がコンパクトになるので収容部を
小さくすることができる。また、可動体が移動位置では、本体幅が広くなった該可動体が
表示部の前側に位置するので、該可動体による演出効果を高めることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、可動体をコンパクトに変化させた状態で待機位置に待機
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例のパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機に配設される遊技盤の正面図である。
【図３】遊技盤の後側に取り付けられる設置部材および該設置部材に取り付けられる可動
演出装置を、前方右斜め上方から見た分解斜視図である。
【図４】遊技盤の後側に取り付けられる設置部材および該設置部材に取り付けられる可動
演出装置を、後方左斜め上方から見た分解斜視図である。
【図５】設置部材に取り付けた可動演出装置を、第１可動体および第２可動体が待機位置
にある状態で示す正面図である。
【図６】設置部材に取り付けた可動演出装置を、第１可動体および第２可動体が移動位置
にある状態で示す正面図である。
【図７】図６のＸ１－Ｘ１線で破断した部分断面図である。
【図８】可動演出装置を、各構成部材を分離した状態で前方右斜め上方から見た分解斜視
図である。
【図９】可動演出装置を、各構成部材を分離した状態で後方左斜め上方から見た分解斜視
図である。
【図１０】(ａ)は、第１可動体および第２可動体が待機位置にある状態での作動機構を前
方右斜め上方から見た斜視図であり、(ｂ)は、第１可動体および第２可動体が移動位置に
ある状態での作動機構を前方右斜め上方から見た斜視図である。
【図１１】(ａ)は、第１可動体および第２可動体が待機位置にある状態での作動機構を示
す平面図であり、(ｂ)は、第１可動体および第２可動体が待機位置にある状態での作動機
構を示す正面図である。
【図１２】(ａ)は、第１可動体および第２可動体が移動位置にある状態での作動機構を示
す平面図であり、(ｂ)は、第１可動体および第２可動体が移動位置にある状態での作動機
構を示す正面図である。
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【図１３】(ａ)は、第２可動体に配設される可動意匠体を前方右斜め上方から見た分解斜
視図であり、(ｂ)は、第２可動体に配設される可動意匠体を後方左斜め上方から見た分解
斜視図である。
【図１４】前方から見た第２可動体を、移動位置と待機位置との中間にある状態および待
機位置にある状態を同時に示した説明図である。
【図１５】後方から見た第２可動体を、移動位置と待機位置との中間にある状態および待
機位置にある状態を同時に示した説明図である。
【図１６】第１可動体に配設された第１発光基板と中継基板とを電気的に接続する第１フ
ラットケーブルの配設態様と、第２可動体に配設された第２発光基板と中継基板とを電気
的に接続する第２フラットケーブルの配設態様とを、関連部材を分離した状態で後方左斜
め上方から見た説明図である。
【図１７】第１可動体および第２可動体が待機位置にある状態において、ガイド部に配設
される第１フラットケーブルおよび第２フラットケーブルの各余剰部の態様を示す説明図
である。
【図１８】第１可動体および第２可動体が移動位置にある状態において、ガイド部に配設
される第１フラットケーブルおよび第２フラットケーブルの各余剰部の態様を示す説明図
である。
【図１９】各可動体の移動部に配設された移動部材により、ガイド部に配設されたフラッ
トケーブルの余剰部の挟み込みおよび抜け出しが防止される構造を示す説明断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　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なうパ
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」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】
【００１５】
(パチンコ機)
　図１に示すように、実施例に係るパチンコ機１０は、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤２０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
脱可能に組み付けられている。そして、図２に示すように、遊技盤２０の裏側に、所定条
件の成立(後述する第１始動入賞装置３０の始動入賞口または第２始動入賞装置の始動入
賞口へのパチンコ球(遊技球)の入賞)を契機として演出用の図柄(以下飾図という)を変動
表示させて図柄変動演出を行う演出実行手段としての図柄表示装置４５が、着脱可能に配
設されている。また、中枠１２の前面側には、遊技盤２０を透視保護するガラス板や透明
な合成樹脂材により形成された透視保護板１９(図１参照)で前後に開口する窓口１３ａを
覆うよう構成された装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠
１３の下部前側に、パチンコ球を貯留する上球皿１４および下球皿１５が組み付けられて
おり、前枠１３の開閉に合わせて上球皿１４および下球皿１５も一体的に開閉するよう構
成される。前枠１３には、窓口１３ａの外周を囲繞するようランプ装置１６が配設される
と共に、該前枠１３の上部左右に、音声や効果音を出力可能なスピーカ１７が配設されて
いる。すなわち、ランプ装置１６に設けられたＬＥＤ等の発光体(図示せず)を点灯・点滅
したり、スピーカ１７から適宜の音声を出力することで、図柄表示装置４５の表示部４５
ａでの図柄変動演出に合わせて発光演出や音声演出を行い得るよう構成されている。
【００１６】
　また、図１に示すように、前枠１３の右下方位置には、中枠１２に配設された球発射装
置(図示せず)および該前枠１３の裏側に配設された球送り装置(図示せず)を作動する操作
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ハンドル１８が設けられており、該操作ハンドル１８の回転操作により、球送り装置およ
び球発射装置が連動して作動することで、上球皿１４に貯留されたパチンコ球が所定間隔
で１球ずつ遊技盤２０に向けて連続的に発射されるようになっている。
【００１７】
(遊技盤)
　遊技盤２０は、ベニヤ材や合成樹脂材により形成された略矩形状の板部材であって、図
２に示すように、中枠１２に設けた遊技盤保持部(図示せず)の内縁形状に整合する外縁形
成された略矩形の平板状に形成され、その前側には遊技領域２１が設けられると共に、そ
の後側には設置部材４０が配設されている。遊技盤２０の前側には、左下部から右上部に
かけて円弧状に延在する外レール２２と、この外レール２２の内側に右下部から左上部に
かけて並べて配置された内レール２３と、外レール２２の右上部から内レール２３の右下
部までの間の右方へ凹む湾曲形状に構成された盤面飾り部材２４等が配設されており、両
レール２２,２３および盤面飾り部材２４で囲まれた内側が遊技領域２１として構成され
ている。また、遊技領域２１の最下方に、遊技領域２１を流下したパチンコ球を遊技盤２
０の裏側へ排出するアウト口２５が形成されている。これにより、前枠１３の上球皿１４
から中枠１２に配設された球発射装置へ案内されて、該球発射装置から発射されたパチン
コ球は、外レール２２と内レール２３との間を通って遊技領域２１の左上部に打ち出され
た後に該遊技領域２１内を流下し、該パチンコ球の一部が始動入賞装置３０、特別入賞装
置３２または普通入賞具３３等に入賞し、これらに入賞しないパチンコ球は、アウト口２
５から遊技盤２０の裏側へ排出されるようになっている。
【００１８】
　遊技盤２０には、前後に貫通する複数の装着口が開設されており、該装着口には、各種
の遊技盤設置部品(具体的には枠状装飾体２６、第１始動入賞装置３０、特別入賞装置３
２、ゲート部材３４、普通入賞具３３等が各装着口に対し前側から取り付けられる。すな
わち、遊技盤２０の略中央において前後に開口する大きな装着口には、図２に示すように
、前後に開口した演出窓口２６ａが形成されたセンター役とも称される枠状装飾体２６が
配設されており、該演出窓口２６ａ内が演出領域とされている。枠状装飾体２６は、複数
の装飾部材を環状に連結してユニット化されており、設置部材４０の後側に着脱可能に配
設された図柄表示装置４５の表示部４５ａで演出表示される遊技内容に合わせた所定の装
飾等が施されている。そして、枠状装飾体２６の演出窓口２６ａには、設置部材４０に配
設された図柄表示装置４５の表示部４５ａや、該設置部材４０の前側に配設される後述の
可動演出装置５０や、その他の演出装置および装飾部品等が臨むようになっている。
【００１９】
　図２示すように、枠状装飾体２６の演出窓口２６ａに臨む下側部分に、パチンコ球が転
動可能なステージ部２７が左右に延在して設けられていると共に、該ステージ部２７の後
側に、透明な部材から形成された透明保護部材２８が配設されている。この透明保護部材
２８は、枠状装飾体２６の左部に形成された球通入口２９からステージ部２７へ導入され
て該ステージ部２７を左右に転動するパチンコ球が、該ステージ部２７の後方へ落下する
のを防止する。なお、透明保護部材２８は、図柄表示装置４５の表示部４５ａの下部と前
後に重なっているが、透明な部材であるから該表示部４５ａの透視を阻害するものではな
い。ステージ部２７の左右中央、すなわち第１始動入賞装置３０の直上となる位置には、
該第１始動入賞装置３０に向けてパチンコ球を排出する凹部２７ａが、前下がりの傾斜状
に形成されている。
【００２０】
　遊技盤２０の遊技領域２１内の下方に形成された装着口には、図２に示すように、遊技
領域２１における枠状装飾体２６の左右中央下部に第１始動入賞装置３０が配設されてい
る。遊技領域２１において、枠状装飾体２６の右側には、装飾部材３７に隠れて第２始動
入賞装置(図示せず)が配設されている。また、遊技盤２０の遊技領域２１内において、第
１始動入賞装置３０が配設される装着口の右側に形成された装着口には、特別入賞装置３
２が配設されると共に、枠状装飾体２６の右部分には、別の特別入賞装置３２が配設され
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ている。更に、遊技盤２０の遊技領域２１内において、第１始動入賞装置３０が配設され
る装着口の左側に形成された装着口には、普通入賞具３３配設されている。そして、遊技
盤２０の遊技領域２１内には、多数の遊技釘３５が打設されると共に、回転案内具３６お
よびゲート部材３４等が配設されている。なお、装着口の形成数は、遊技盤２０に取り付
けられる各種遊技盤設置部品の個数や配設位置等により必要に応じて適宜変更される。
【００２１】
(始動入賞装置)
　第１始動入賞装置３０は、始動入賞口が遊技領域２１内で常に上方へ開口する常時開放
タイプの入賞口とされ、遊技領域２１を流下するパチンコ球が常時一定の確率で入賞可能
に構成されている。また、図示しない第２始動入賞装置は、該遊技領域２１に開口する始
動入賞口を開閉自在に閉成する開閉部材を備えており、駆動手段の駆動に伴って開閉部材
が閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置とに変位して、該開閉部材が開放位置に変位した
際に始動入賞口が開口するよう構成されている。すなわち、第１始動入賞装置３０は、遊
技領域２１を流下するパチンコ球が常時一定の確率で入賞可能に構成され、第２始動入賞
装置は、遊技領域２１に配設されたゲート部材３４をパチンコ球が通過したことを条件と
して実施される普図当り判定(普図当り抽選)の結果に応じて開閉部材が開閉することで、
パチンコ球の入賞確率を可変し得るよう構成されている。そして、第１始動入賞装置３０
および第２始動入賞装置は、始動入賞口に入賞したパチンコ球を検出する始動入賞センサ
が配設されており、該始動入賞センサによる球検出信号が、中枠１２の裏側に配設された
主制御装置(図示せず)入力される。そして、各始動入賞センサによるパチンコ球の検出(
すなわち第１始動入賞装置３０または第２始動入賞装置へのパチンコ球の入賞)を契機と
して、所定数のパチンコ球が賞球として払い出されるようになっている。また、始動入賞
センサによるパチンコ球の検出を契機として、図柄表示装置４５の表示部４５ａにおいて
図柄変動演出が行われる。
【００２２】
(特別入賞装置)
　第１始動入賞装置３０の右隣りに配設された特別入賞装置３２は、横長に開口する特別
入賞口を開閉する開閉部材３２ａを備えており、駆動手段の駆動に伴って板状の開閉部材
３２ａが前後方向へ回動することで特別入賞口を開閉するようになっている。枠状装飾体
２６の右側部分に配設された特別入賞装置３２は、左右方向へ回動する開閉部材３２ａを
備えており、駆動手段の駆動に伴って開閉部材３２ａが閉鎖位置から開放位置へ回動する
ことで特別入賞口が画成されるよう構成されている。また、各特別入賞装置３２には、特
別入賞口に入賞したパチンコ球を検出する特別入賞検出手段としての特別入賞センサ(図
示せず)が設けられて、該特別入賞センサはメイン制御基板に配線接続されており、該特
別入賞センサからメイン制御基板への入賞検出信号の入力に伴って所定数(実施例では１
５個)の賞球が払い出されるようになっている。ここで、特別入賞装置３２の駆動手段は
、第１始動入賞装置３０または第２始動入賞装置へのパチンコ球の入賞を契機として各特
別入賞装置３２の特別入賞口を開放する当り遊技(大当り遊技)が付与される場合に、当り
の種類に応じた所定の開閉条件に従ってメイン制御基板によって駆動制御され、開閉部材
３６ａが回動することで特別入賞口に対して多数のパチンコ球が入賞可能となる。
【００２３】
(設置部材)
　設置部材４０は、図３および図４に示す如く、遊技盤２０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設置壁部４１と、該設置壁部４１の外周縁部から前方に突出
する外周壁部４２とを備え、設置壁部４１から前方に開口した箱状に形成されて、外周壁
部４２の開口前端部を遊技盤２０の後面に当接させた状態で、当該遊技盤２０に設置部材
４０がネジ止め固定される。そして、設置部材４０における設置壁部４１の前側には、遊
技盤２０の後面との間に空間が画成され、該空間には、実施例の可動演出装置５０や、そ
の他の演出装置および装飾部材等(図示せず)が配設される。設置壁部４１は、その後面に
図柄表示装置４５が着脱自在に取り付けられると共に、枠状装飾体２６の演出窓口２６ａ
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と前後に整列する位置に、略矩形状の表示開口４３が前後に開口するよう開設される。表
示開口４３には、設置壁部４１の後面に取り付けた図柄表示装置４５の表示部４５ａが後
方から臨むようになり、表示開口４３および演出窓口２６ａを介して図柄表示装置４５の
表示部４５ａが遊技盤２０の前側に臨むようになっている。設置壁部４１は、図３よび図
４に示すように、中央に開口する表示開口４３の左方に位置する左板部４１ａ、表示開口
４３の右方に位置する右板部４１ｂ、表示開口４３の上方に位置する上板部４１ｃおよび
下方に位置する下板部４１ｄから構成されている。設置壁部４１における上板部４１ｃお
よび下板部４１ｄの前側に、可動演出装置５０が取り付けられるようになっている。
【００２４】
(図柄表示装置)
　図柄表示装置４５は、各種図柄を表示可能な表示部４５ａをなす液晶パネルが収容ケー
スに収容されたユニット部材であって、該収容ケースの後面には、該図柄表示装置４５の
表示部４５ａの表示制御を行う表示制御装置と、当該パチンコ機１０の遊技演出を統括的
に制御する統括制御基板が収容された統括制御装置が配設されている。図柄表示装置４５
の表示部４５ａには、飾図を変動表示可能な図柄列が複数列(例えば３列)設定されており
、第１始動入賞装置３０または第２始動入賞装置へのパチンコ球の入賞を契機として、各
図柄列の飾図が変動開始されると共に背景画像等が表示され、選択された図柄変動演出(
リーチ演出や外れ演出等)を行った後に、予め決定された最終停止図柄を、入賞ライン上
に停止表示するようになっている。なお実施例では、図柄表示装置４５として、表示部４
５ａが液晶パネルである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表示装置も採用可能である。
【００２５】
(主制御装置)
　実施例のパチンコ機１０の遊技を総合的に制御する主制御装置の主制御基板は、設置部
材４０における設置壁部４１の下板部４１ｂの後側(図柄表示装置４５の配設位置の下側)
に、基板ケースに収容されて配設されている。主制御基板は、制御動作を所定の手順で実
行することができるメイン制御ＣＰＵ、メイン制御ＣＰＵの制御プログラムを格納するメ
イン制御ＲＯＭおよび必要なデータの書き込みおよび読み出しができるメイン制御ＲＡＭ
を備えている。
【００２６】
　主制御基板は、大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数、変動パターン振分用乱数、普図
当り判定用乱数等の各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値をメイン制御ＲＡ
Ｍの設定領域に記憶(設定)することで更新前の値を書き換えており、乱数更新処理(乱数
生成処理)を実行するようになっている。例えば、主制御基板では、第１始動入賞装置３
０または第２始動入賞装置の始動入賞センサから検出信号が入力されると、メイン制御Ｃ
ＰＵがメイン制御ＲＯＭから大当り判定用乱数を取得し、この大当り判定用乱数とメイン
制御ＲＯＭに記憶されている大当り判定値とを比較し、大当りとするか否かの大当り判定
(大当り抽選)を行う。また主制御基板では、大当り判定の結果が肯定の場合には、変動パ
ターンテーブルから大当り演出用の変動パターンを決定する。これに対して、大当り判定
の結果が否定の場合には、変動パターンテーブルからはずれ演出用の変動パターンを決定
する。大当り演出用およびはずれ演出用の変動パターンの決定は、大当り判定と同様に、
メイン制御ＣＰＵがメイン制御ＲＯＭから取得した乱数により行う。なお、変動パターン
テーブルから決定される大当り演出およびはずれ演出の変動パターンは、少なくとも図柄
変動ゲームの変動時間および演出内容を特定するものである。そして、パチンコ機１０で
は、主制御基板の大当り判定の結果に応じて出力された統括制御基板の制御信号に基づい
て、図柄表示装置４５に所定の演出表示を行わせると共に、主制御基板の制御により出力
された球払出しに係る制御信号に基づいて、図示しない球払出装置によって所定数の賞球
が上球皿１４へ払い出される。
【００２７】
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(統括制御装置)
　統括制御装置の統括制御基板には、統括制御ＣＰＵが備えられると共に、該統括制御Ｃ
ＰＵには、統括制御ＲＯＭおよび統括制御ＲＡＭが接続されている。また、統括制御ＣＰ
Ｕは、実行可否判定用乱数や動作演出パターン抽選用乱数等の各種乱数の値を所定の周期
毎に更新し、更新後の値を統括制御ＲＡＭの設定領域に記憶(設定)して更新前の値を書き
換えている。更に、統括制御ＲＯＭには、図柄表示装置４５の表示部４５ａにおける演出
内容を制御する表示制御基板、ランプ装置１６を制御するランプ制御基板を統括的に制御
するプログラムや、スピーカ１７を制御する音制御基板等を統括的に制御するプログラム
や、可動演出装置５０およびその他の演出装置を作動制御するプログラム等が記憶されて
いる。
【００２８】
　統括制御ＣＰＵは、各種制御コマンドを入力すると、統括制御プログラムに基づき各種
制御を実行する。例えば、統括制御基板では、主制御基板のメイン制御ＣＰＵから変動パ
ターン指定コマンドが入力されると、統括制御ＣＰＵが統括制御ＲＯＭから実行可否判定
用乱数を取得し、この実行可否判定用乱数と統括制御ＲＯＭに記憶されている実行可否判
定値とを比較し、実施例の可動演出装置５０の可動体演出を実行するか否かの実行可否判
定を行う。そして、統括制御基板は、実行可否判定の結果が肯定の場合において、可動演
出装置５０を動作させる。
【００２９】
(可動演出装置)
　次に、可動演出装置５０につき、図面を引用して説明する。なお、以下の説明において
、可動演出装置５０の「前」、「後」、「左」、「右」とは、特に断りのない限り、設置
部材４０の設置壁部４１に取り付けた当該可動演出装置５０をパチンコ機１０の前側から
見た状態で指称する。
【００３０】
　可動演出装置５０は、図３～図５に示すように、設置部材４０の設置壁部４１の前側に
取り付けられ、支持体５１に配設された作動機構５４の作動に伴って、待機位置および該
待機位置から離間した移動位置の間を往復移動可能に構成された可動体５２,５３を備え
ている。実施例の可動演出装置５０は、左右方向で隣り合う一対の可動体５２,５３を支
持体５１に備えており、作動機構５４の作動に伴って、各可動体５２,５３が夫々に設定
された待機位置(第１位置)および移動位置(第２位置)の間を移動するよう構成されている
(以降、正面左側の可動体５２を「第１可動体」と指称すると共に、正面右側の可動体５
３を「第２可動体」と指称する)。支持体５１は、設置部材４０における設置壁部４１の
上板部４１ｃに取り付けられ、第１可動体５２および第２可動体５３は、支持体５１に配
設された作動機構５４に夫々の上部が連係されている。そして、第１可動体５２および第
２可動体５３は、作動機構５４に懸下した状態に配設されると共に、設置壁部４１の下板
部４１ｃに設けられたガイド部１５０に夫々の下部が係合され、作動機構５４の作動に伴
って表示開口４３の前側(演出窓口２６ａの後側)において、待機位置および移動位置の間
を移動するようになっている。
【００３１】
(支持体)
　支持体５１は、設置部材４０における設置壁部４１の上板部４１ｃに前側から固定され
る(図３～図６参照)。支持体５１は、図３、図４および図７～図９に示すように、左右方
向に細長い板状のベース基板５６と、該ベース基板５６の外周縁に沿って延在すると共に
、該外周縁から該ベース基板５６の裏側(設置壁部４１の上板部４１ｃ側)へ延出する外周
壁５７とを備えている。支持体５１は、ベース基板５６の左右長が上板部４１ｃの左右長
より僅かに小さく、設置部材４０へ取り付けた際には、該支持体５１の左部分が、表示開
口４３の左開口縁よりも左方へ延出して左板部４１ａの上方に位置すると共に、該支持体
５１の右部分が、表示開口４３の右開口縁よりも右方へ延出して右板部４１ｂの上方に位
置している。外周壁５７は、ベース基板５６の外縁における下縁の左半分を除いた部分に
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、該外縁に沿って延在するよう形成されている。そして、支持体５１は、外周壁５７の突
出端(後端)を設置壁部４１における上板部４１ｃの前面に当接させた状態で、該上板部４
１ｃに複数のネジにより固定されるようになっている。これにより、上板部４１ｃの前面
とベース基板５６の裏面との間には、作動機構５４における第３連係手段９０および第４
連係手段９５が収容可能な空間が画成されるようになっている(図７参照)。
【００３２】
　ベース基板５６には、図８および図９に示すように、第１可動体５２および第２可動体
５３を夫々の待機位置および移動位置の間で移動させる作動機構５４と、該作動機構５４
を作動させる駆動手段としての駆動モータ５５が配設される。ここで、実施例の作動機構
５４は、支持体５１の表裏方向(前後方向)における一面(実施例では表面５６ａ)側に配設
されて駆動モータ５５と連係する第１連係手段８０と、支持体５１の表裏方向における表
面５６ａ側および反対の他面(実施例では裏面５６ｂ)側の両方へ臨むよう配設された第２
連係手段８５と、支持体５１の裏面５６ｂ側に配設された第３連係手段９０および第４連
係手段９５とを備えている。
【００３３】
(モータベース)
　図３～図６、図８および図９に示すように、支持体５１におけるベース基板５６の表面
左部には、駆動モータ５５を該支持体５１に固定するモータベース(取付部材)７０が取り
付けられる。モータベース７０は、略台形板状をなすモータ固定板７１と、該モータ固定
板７１の外縁からベース基板５６側へ延出した外周板７２とを備えている。モータベース
７０は、モータ固定板７１に設けられたネジ挿通孔を介して挿通したネジを、支持体５１
のベース基板５６に設けた複数(実施例では２つ)のベース固定部５８に締結することで、
外周板７２の突出端がベース基板５６の表面に当接した状態で該支持体５１に固定され、
該ベース基板５６の表面とモータ固定板７１との間に、駆動ギア７６を収容可能な空間を
画成するようになっている。モータ固定板７１は、駆動モータ５５の駆動軸５５ａが挿通
可能な軸挿通孔７３と、該駆動モータ５５を固定するネジが締結されるネジ締結孔７４が
設けられている。また、モータベース７０の右部には、後方へ延出した第１連係支軸５９
が設けられている。第１連係支軸５９には、駆動ギア７６に噛合する従動ギア７７および
第１連係手段８０を構成する後述のギア(第１ギア)８０Ａが回転可能に配設される。なお
、ベース固定部５８は、ベース基板５６の前面から前方へ延出した複数(実施例では２つ)
のボスであって、各ベース固定部５８の延出端には、モータベース７０を固定するネジが
締結するネジ締結孔が形成されている。
【００３４】
(駆動モータ)
　駆動手段としての駆動モータ５５は、図８～図１０に示すように、モータ本体にギアボ
ックスを備えた電動モータであり、該ギアボックスから駆動軸５５ａが延出している。駆
動モータ５５は、モータベース７０のモータ固定板７１の表面に、駆動軸５５ａを後方に
向けた姿勢でネジ締結孔７４に締結したネジにより固定され、軸挿通孔７３から該モータ
固定板７１の裏側へ延出した該駆動軸５５ａに駆動ギア７６が固定されている。そして、
第１連係支軸５９に回転自在に配設された従動ギア７７が、駆動ギア７６に噛合するよう
になっている。なお、従動ギア７７は、図１０に示すように、第１連係手段８０の第１連
係ギア８０Ａと一体に形成されている。
【００３５】
(第１連係手段)
　第１連係手段８０は、図１０～図１２に示すように、駆動モータ５５と連係し、該駆動
モータ５５の駆動に伴って、支持体５１の表面５６ａにおいて定位置で回転するようにな
っている。第１連係手段８０は、駆動モータ５５の駆動ギア７６に噛合するギアおよび第
２連係手段８５に噛合するギアを含む複数のギアを、第３連係手段９０の往復移動方向へ
並べて構成されている。実施例では、第３連係手段９０および第４連係手段９５の往復移
動方向において離間する駆動モータ５５と第２連係手段である第２連係ギア８５との間に
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、該第３連係手段９０および第４連係手段９５の移動方向である左右方向に並んだ４つの
ギア(第１～第４連係ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄ)から第１連係手段８０が構成さ
れている。すなわち、第１連係手段８０は、従動ギア７７と一体に形成された第１ギア８
０Ａと、第１ギア８０Ａの右側に位置して該第１ギア８０Ａに噛合する第２ギア８０Ｂと
、第２ギア８０Ｂの右側に位置して該第２ギア８０Ｂに噛合する第３ギア８０Ｃと、第３
ギア８０Ｃの右側に位置して該第３ギア８０Ｃおよび第２連係ギア８５に噛合する第４ギ
ア８０Ｄとを備え、第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄはほぼ直線状に配列さ
れている。第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄは、直径に比べて軸方向の厚み
が小さい円板状の平歯車であり、中心には、第１連係支軸５９が挿通する軸支孔８１が設
けられている。
【００３６】
(第１連係支軸)
　図８に示すように、モータベース７０の右部には、前述したように第１ギア８０Ａを回
転自在に支持する第１連係支軸５９が、後方へ延出するよう突設されると共に、ベース基
板５６の表面５６ａにおける左右中央から左寄りに、第２～第４ギア８０Ｂ,８０Ｃ,８０
Ｄを回転自在に支持する第１連係支軸５９,５９,５９が、前方へ延出するように突設され
ている。４つの各第１連係支軸５９は、左右方向へ離間してほぼ直線状に配置されている
。なお、第２～第４ギア８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄを回転自在に支持する第１連係支軸５９,
５９,５９の前方への延出長さは、該第２～第４ギア８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄの厚みより大
きく設定されており、各第１連係支軸５９,５９,５９の延出端は、支持体５１の表側に取
り付けられる装飾カバー部材６０の裏面に当接するようになっている。これにより、第１
連係支軸５９,５９,５９に配設された第２～第４ギア８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄは、装飾カバ
ー部材６０により、該第１連係支軸５９,５９,５９からの脱落が防止されている。
【００３７】
(第２連係ギア)
　第２連係手段８５は、図１０～図１２に示すように、第１連係手段８０に連係して該第
１連係手段８０の回転に連動して定位置で回転するようになっている。具体的に実施例で
は、第２連係手段は１つのギアから構成されている。第２連係手段としての第２連係ギア
８５は、その軸方向の歯幅が、ベース基板５６の表裏方向の厚みより大きく設定されてお
り、実施例では、ベース基板５６の厚みの３～４倍の歯幅のものが採用されている。第２
連係ギア８５には、厚み方向に貫通する軸支孔８６が設けられている。
【００３８】
(第２連係支軸)
　ベース基板５６の左右略中央には、図７～図９に示すように、ベース基板５６の表面５
６ａ側へ突出して該ベース基板５６の裏面５６ｂから凹むと共に、後方へ開口する凹部６
１が形成されており、該凹部６１には、第２連係ギア８５の一部が収容可能となっている
。凹部６１には、後方へ延出する第２連係支軸６２が突設されており、該第２連係支軸６
２が軸支孔８６に挿通されることで、第２連係ギア８５が該第２連係支軸６２に回転自在
に配設される。凹部６１は、ベース基板５６の表面５６ａより前方へ突出しており、該凹
部６１における前後方向に延在する周壁には、第１連係手段８０の第４ギア８０Ｄが臨む
開口６３が形成されている(図７、図８参照)。これにより、第２連係支軸６２に回転自在
に配設された第２連係ギア８５は、図７に示すように、ベース基板５６の表面５６ａおよ
び裏面５６ｂの両方に臨むように配設される。そして、第２連係ギア８５は、開口６３を
介して凹部６１内に臨んだ第４ギア８０Ｄと噛合している。
【００３９】
(第３連係手段および第４連係手段)
　第３連係手段９０は、図８、図１０～図１２に示すように、第２連係ギア８５の上側に
配設されて該第２連係手段８５に連係すると共に第２可動体５３に連係し、該第２連係手
段８５の回転に連動して支持体５１に沿って直線的に往復移動して、第２可動体５３を待
機位置および移動位置の間で移動させるようになっている。また、第４連係手段９５は、
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第２連係ギア８５の下側に配設されて第２連係手段８５に連係すると共に第１可動体５２
に連係し、該第２連係手段８５の回転に連動して支持体５１に沿って第３連係手段９０と
反対に直線的に往復移動して、第１可動体５２を待機位置および移動位置の間で移動させ
るようになっている。ここで、第３連係手段９０は、第２連係ギア８５に噛合するラック
ギアであり、支持体５１の表裏方向において、第１連係手段８０における第１～第４ギア
８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄの少なくとも１つと重なる範囲を移動するよう構成されて
いる。実施例では、第３連係手段９０は、第１連係手段８０における第１～第４ギア８０
Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄの全てと重なる範囲を移動するようになっている。
【００４０】
　第３連係手段９０および第４連係手段９５は、図８～図１２に示すように、夫々の移動
方向である左右方向に長尺で、かつ前後寸法が小さい細長の部材である。第３連係手段９
０は、その下縁において左右方向に延在して第２連係ギア８５に噛合する歯部９０ａが設
けられると共に、第４連係手段９５は、その上縁において左右方向に延在して第２連係ギ
ア８５に噛合する歯部９５ａが設けられている。第３連係手段９０の前面右部には、前後
に延在する支軸に回転自在に配設される第１ガイドローラ９１,９１が、該第３連係手段
９０の移動方向に離間して複数(実施例では２つ)備えられていると共に、第４連係手段９
５の前面左部には、前後に延在する支軸に回転自在に配設される第２ガイドローラ９６,
９６が、該第４連係手段９５の移動方向に離間して複数(実施例では２つ)備えられている
。第１ガイドローラ９１,９１は、支持体５１のベース基板５６に設けられた後述の第２
ガイド溝８８に回転自在に係合され、第１ガイドローラ９１,９１が第２ガイド溝８８に
沿って移動することで第３連係手段９０を左右方向へ移動可能に支持すると共に、第２ガ
イドローラ９６,９６は、支持体５１のベース基板５６に設けられた後述の第１ガイド溝
８７に回転自在に係合され、第２ガイドローラ９６,９６が第１ガイド溝８７に沿って移
動することで第４連係手段９５を左右方向へ移動可能に支持する。そして、第３連係手段
９０の前面右部には、第２可動体５３の上部と連結される取付片９２が、下方へ延出した
状態で設けられると共に、第４連係手段９５の前面左部には、第１可動体５２の上部と連
結される取付片９７が、下方へ延出した状態で設けられる。第３連係手段９０の取付片９
２は、該第３連係手段９０とは別体に形成されたもので、第１ガイドローラ９１,９１を
支持する支軸の前端に取り付けられ、支持体５１のベース基板５６の表面５６ａの前側に
位置して、支持体５１の表裏方向において、第４連係手段９５の移動範囲と重なっている
(図３、図８、図９参照)。すなわち、第２可動体５３は、第４連係手段９５の移動領域を
上下方向に跨ぐよう配設された取付片９２により第３連係手段９０に連係されている。
【００４１】
(ガイド溝)
　支持体５１のベース基板５６には、図８および図９に示すように、凹部６１に配設され
た第２連係ギア８５を境とした左右両側に、前述した第１ガイド溝８７および第２ガイド
溝８８が設けられている。第１ガイド溝８７は、第２～第４ギア８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄを
回転自在に支持する第１連係支軸５９,５９,５９よりも下側に設けられていると共に、第
２ガイド溝８８は、該第１連係支軸５９,５９,５９よりも上側に設けられている。また、
第１ガイド溝８７と第２ガイド溝８８とは、左右方向にずれた位置に設けられており、上
下方向において重なっていない。ベース基板５６の左部に設けられる第１ガイド溝８７は
、該ベース基板５６を前後に貫通する細長の開口であって、ベース基板５６の下縁に沿っ
て左右方向へ水平に延在している。第１ガイド溝８７には、第４連係手段９５に設けられ
た一対の第２ガイドローラ９６,９６が移動可能に係合するようになっている。また、ベ
ース基板５６の右部に設けられる第２ガイド溝８８は、該ベース基板５６を前後に貫通す
る細長の開口であって、ベース基板５６の上縁に沿って左右方向へ水平に延在している。
第２ガイド溝８８には、第３連係手段９０に設けられた一対の第１ガイドローラ９１,９
１が移動可能に係合するようになっている。
【００４２】
　前述のように構成された作動機構５４は、図１０～図１２に示すように、第３連係手段
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９０が、支持体５１の表裏方向において、第１連係手段８０の第１～第４ギア８０Ａ,８
０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄの全ておよび駆動モータ５５と重なる範囲を移動するよう構成されて
いる。また、第４連係手段９５は、支持体５１の表裏方向において、第１連係手段８０の
第１ギア８０Ａ、第２ギア８０Ｂおよび第４ギア８０Ｄおよび駆動モータ５５と歯部９５
Ａが重なる範囲を移動するよう構成されている。
【００４３】
　実施例の作動機構５４は、図１１(ａ)および図１２(ａ)に示すように、第４連係手段９
５と第１可動体５２とが支持体５１のベース基体５６の裏面５６ｂ側で連係されており、
該ベース基体５６の表面５６Ａに配設されている第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,
８０Ｄおよび駆動モータ５５に第１可動体５２が干渉しないよう構成されている。また、
実施例の作動機構５４は、図１１(ａ)および図１２(ａ)に示すように、第３連係手段９０
と第２可動体５３とが、取付片９２を介して支持体５１のベース基体５６の表面５６ａ側
で連係されていると共に、該ベース基体５６の表面５６Ａに配設されている第１～第４ギ
ア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄおよび駆動モータ５５の配設位置から外れた右側部分を
取付片９２が移動するようになっている。これにより、第２可動体５３が、第４連係手段
９５、第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄおよび駆動モータ５５の夫々に干渉
しないよう構成されている。
【００４４】
　実施例の可動演出装置５０は、図５および図６に示すように、第４連係手段９５に連結
して支持された第１可動体５２が、該第４連係手段９５の移動に伴い、設置部材４０の設
置壁部４１における左板部４１ａの前側である待機位置および表示開口４３の前方におけ
る中央左側である移動位置の間を移動するよう構成されている。また、第３連係手段９０
に連結して支持された第２可動体５３が、該第３連係手段９０の移動に伴い、設置部材４
０の設置壁部４１における右板部４１ｂの前側である待機位置および表示開口４３の前方
における中央右側である移動位置の間を移動するよう構成されている。そして、第１可動
体５２および第２可動体５３が夫々の移動位置へ移動した際に、図６および図１０(ｂ)に
示すように、該第１可動体５２を構成する第１装飾部材１０６および第２可動体５３を構
成する第２装飾部材１２６が左右に連なって所要形状の装飾体１００を形成するよう構成
されている。実施例の装飾体１００は、所要形状(実施例では円形状)をなす意匠体１０１
が、周方向へ所要間隔毎に複数(実施例では５つ)が連なって配列された形状をなしている
。ここで、最上に位置する意匠体１０１は、第１装飾部材１０６に設けられた半円状の意
匠半体１０１ａおよび第２装飾部材１２６に設けられた逆半円状の意匠半体１０１ｂが左
右から整合することで円形に形成される。また、第２可動体５３の第２装飾部材１２６に
おいて最も右側に位置する意匠体１０１(１０１Ａ)は、後述するように、第２可動体５３
の待機位置および移動位置の間の往復移動に合わせて該第２可動体５３の往復移動方向に
移動が可能に構成されている(以降の説明では「可動意匠体」と指称する)。すなわち、第
２可動体５３は、可動意匠体１０１Ａの往復移動により、第１可動体５２と左右対称形状
および左右非対称形状に変形し得るよう構成されている。
【００４５】
(第１可動体)
　第１可動体５２は、図３、図４、図８～図１０に示すように、第４連係手段９５の取付
片９７に固定された第１可動基体１０５と、第１可動基体１０５の前側に配設される第１
装飾部材１０６と、第１装飾部材１０６の裏側に配設される第１レンズ部材１０７と、第
１可動基体１０５と第１装飾部材１０６との間に配設された第１発光基板(電気部品)１０
８とを備えている。
【００４６】
(第１可動基体)
　第１可動基体１０５は、図４、図８および図９に示すように、第１発光基板１０８およ
び第１装飾部材１０６が配設される第１ベース部１０９と、第１ベース部１０９の上部に
連設された第１上支持部１１０と、第１ベース部１０９の下部に連設された第１下支持部
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１１１とを備えている。第１ベース部１０９は、左方へ凸となると共に右方へ凹となる半
円弧状に湾曲した形状をなす板状部であり、第２可動体５３の第２可動基体(可動基体)１
２５に設けられた第２ベース基板５６とにより、前述した円形リング形状を構成するよう
になっている。第１ベース部１０９は、前述した２つの意匠体１０１,１０１に対応する
部分および意匠半体１０１ａに対応する部分が、外縁側および内縁側へ円弧状に膨出して
いる。第１ベース部１０９の表面には、第１発光基板１０８を位置決めする位置決めボス
１１２が形成されている。また、第１ベース部１０９には、第１装飾部材１０６に締結さ
れるネジが挿通されるネジ挿通孔１１３が形成されている。更に、第１ベース部１０９に
おける第１下支持部１１１の上方には、第１発光基板１０８の裏面に設けられた第１コネ
クタ部材１１９を、第１可動基体１０５に裏側へ露出させるコネクタ開口１１４が形成さ
れている。
【００４７】
　第１上支持部１１０は、図４、図８～図１０に示すように、第１ベース部１０９の外縁
上部から上方へ鉛直に延出した板状をなしている。第１上支持部１１０の上部後側には、
後方へ延出した複数(実施例では２つ)の取付ボス１１５,１１５が左右に離間して設けら
れ、各取付ボス１１５,１１５は、第４連係手段９５の取付片９７に設けられた取付凹部
９２ａ,９２ａに嵌合すると共にネジ止めされるようになっている。また、第１上支持部
１１０の表面には、所要の意匠が施されている。
【００４８】
　第１下支持部１１１は、図４、図８～図１０に示すように、第１ベース部１０９の外縁
下部から下方へ鉛直に延出した板状をなしている。第１下支持部１１１の下部前側には、
左方へ延出した板状の延出部１１６が設けられている。図１６に示すように、第１下支持
部１１１の裏面は、コネクタ開口１１４から下方へ延在する凹部が形成されており、第１
発光基板１０８の第１コネクタ部材１１９に接続された第１フラットケーブル(フラット
ケーブル)ＦＷ１が上下に延在するように配設される。
【００４９】
(第１スライド部材)
　第１下支持部１１１の下部には、図８、図９、図１６および図１９に示すように、設置
部材４０における設置壁部４１の下板部４１ｄに設けられたガイド部１５０に収容される
第１スライド部材１１７が配設される。第１スライド部材１１７は、第１下支持部１１１
の裏面から延出部１１６の裏面に略直角に折り曲げた第１フラットケーブルＦＷ１の折り
曲げ部分を該第１下支持部１１１と挟んで保持するケーブル保持部１１７ａを備えている
。また、第１スライド部材１１７は、ガイド部１５０を構成する第１ガイド壁１５１に接
触する第１上摺動部(摺動部)１１７ｂを備えている。第１上摺動部１１７ｂは、第１ガイ
ド壁１５１に向けて突出すると共に、第１可動体５２の移動方向に沿って延在し、第１ガ
イド壁１５１におけるガイド部１５０の上部開口に臨む上縁に接触する位置に設けられて
いる。また、第１スライド部材１１７は、第１上摺動部１１７ｂの下側において、第１ガ
イド壁１５１と対向する部分に、該第１ガイド壁１５１との間に隙間を画成する退避部１
１７ｃが設けられている。この退避部１１７ｃは、後述するように、第１ガイド壁１５１
に沿って配設される第１フラットケーブルＦＷ１を、該第１ガイド壁１５１および第１ス
ライド部材１１７で挟み込むのを防止するためのものである。
【００５０】
(第１装飾部材)
　第１装飾部材１０６は、透光性を有する樹脂製の成形部材であり、図８～図１０に示す
ように、前述した装飾体１００の左半体を構成し、２つの意匠体１０１および左側の意匠
半体１０１ａが一体に形成されており、第１可動基体１０５における第１ベース部１０９
の表面全体を覆い得るようになっている。実施例の第１装飾部材１０６は、透明の部材で
あり、第１発光基板１０８の第１ＬＥＤ１０８ａが発光することで、各意匠体１０１およ
び意匠半体１０１ａが照明されるようになっている。
【００５１】
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(第１レンズ部材)
　第１レンズ部材１０７は、図８および図９に示すように、２つの意匠体１０１および意
匠半体１０１ａに対応するよう３つに分割構成されており、各意匠体１０１の裏面および
意匠半体１０１ちの裏面に個別に装着されるようになっている。実施例の第１レンズ部材
１０７は、透明な樹脂材から形成されると共に、第１発光基板１０８の第１ＬＥＤ１０８
ａからの光を乱反射させる加工が表面に施されている。
【００５２】
(第１発光基板)
　第１発光基板１０８は、図８および図９に示すように、第１可動基体１０５の第１ベー
ス部１０９より一回り小さい輪郭形状に形成されている。第１発光基板１０８は、各意匠
体１０１および左側の意匠半体１０１ａに対応する部分の夫々に、複数の第１ＬＥＤ１０
８ａが配設されている。従って、第１ＬＥＤ１０８ａが発光制御されることで、各意匠体
１０１および意匠半体１０１ａが照明される。また、第１発光基板１０８の下部裏側には
、第１フラットケーブルＦＷ１が接続される第１コネクタ部材１１９が配設されており、
第１ベース部１０９に設けたコネクタ開口１１４を介して、第１可動基体１０５の裏側に
露出するようになっている(図１６参照)。なお、第１ＬＥＤ１０８ａとしては、フルカラ
ーＬＥＤまたは単色発光ＬＥＤを採用し得ると共に、フルカラーＬＥＤからなる第１ＬＥ
Ｄ１０８ａと単色発光ＬＥＤからなる第１ＬＥＤ１０８ａとを組み合わせることもできる
。
【００５３】
(第２可動体)
　第２可動体５３は、図３、図４、図８～図１０に示すように、第３連係手段９０に取り
付けた取付片９２に固定された第２可動基体１２５と、第２可動基体１２５の前側に配設
される第２装飾部材１２６と、第２装飾部材１２６の裏側に配設される第２レンズ部材１
２７と、第２可動基体１２５と第２装飾部材１２６との間に配設された第２発光基板(電
気部品)１２８とを備えている。第２可動体５３は、可動意匠体１０１Ａが該第２可動体
５３の移動方向に移動することで、移動方向において待機位置側へ最も突出した右側端縁
(待機側端縁)５３ｂと移動位置側へ最も突出した左側端縁(移動側端縁)５３ａとの該移動
方向における本体幅Ｈが広狭変化可能に構成されている。そして、第２可動体５３は、待
機位置での該第２可動体５３の本体幅である待機時本体幅Ｈ１(図１４、図１５参照)が、
移動位置での該第１可動体５２の本体幅である移動時本体幅Ｈ２(図１４、図１５参照)よ
り狭くなるよう構成されている。
【００５４】
　ここで、第２可動体５３は、図８、図９、図１４および図１５に示すように、第２可動
基体１２５に第２可動体５３の移動方向へ移動可能に配設され、該第２可動基体１２５の
端部から該移動方向へ突出すると共に突出量が大小変化する可動意匠体(意匠体)１０１Ａ
を備えている。実施例では、最も右側に位置する意匠体１０１が、可動意匠体１０１Ａと
なっている。可動意匠体１０１Ａは、第２可動基体１２５が移動位置において、該第２可
動基体１２５の移動方向において第２可動基体１２５から最大に突出して、第２可動体５
３が前述した移動時本体幅Ｈ２となる。また、可動意匠体１０１Ａは、第２可動基体１２
５が待機位置において、該第２可動基体１２５の移動方向において第２可動基体１２５の
右端部から退避して、該第２可動体５３が前述した待機時本体幅Ｈ１となるよう構成され
ている。
【００５５】
(第２可動基体)
　第２可動基体１２５は、図４、図８および図９に示すように、第２発光基板１２８およ
び第２装飾部材１２６が配設される第２ベース部１２９と、第２ベース部１２９の上部に
連設された第２上支持部１３０と、第２ベース部１２９の下部に連設された第２下支持部
１３１とを備えている。第２ベース部１２９は、右方へ凸となると共に左方へ凹となる半
円弧状に湾曲した形状をなす板状部であり、第１可動体５２の第１可動基体１０５に設け



(17) JP 6263106 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

られた第１ベース部１０９とにより、前述した円形リング形状を構成するようになってい
る。第２ベース部１２９は、前述した２つの意匠体１０１,１０１Ａに対応する部分およ
び意匠半体１０１ｂに対応する部分が、外縁側および内縁側へ膨出している。第２ベース
部１２９の表面には、第２発光基板１２８を位置決めする位置決めボス１３２が形成され
ている。また、第２ベース部１２９には、第２装飾部材１２６に締結されるネジが挿通さ
れるネジ挿通孔１３３が形成されている。更に、第２ベース部１２９における第２下支持
部１３１の上方には、第２発光基板１２８の裏面に設けられた第２コネクタ部材１４０を
、第２可動基体１２５に裏側へ露出させるコネクタ開口１３４が形成されている。
【００５６】
(ガイド孔)
　第２可動基体１２５の第２ベース部１２９における上下中間部(最も右側に突出した部
位)には、図８、図９、図１３(ａ)および図１３(ｂ)に示すように、可動意匠体１０１Ａ
を該第２可動基体１２５の移動方向へ移動可能に案内するガイド孔１３５が複数(実施例
では３つ)設けられている。各ガイド孔１３５は、第２ベース部１２９を貫通する貫通孔
であり、第２可動体５３の移動方向である左右方向が長手となる長孔となっている。各ガ
イド孔１３５の周囲には、第２ベース部１２９の表面５６ａおよび裏面５６ｂの両方へ突
出した周壁１３５ａが形成されており、各ガイド孔１３５は、該第２ベース部１２９の厚
みより大きい前後幅となっており、可動意匠体１０１Ａのガタツキが発生し難くなってい
る。
【００５７】
　第２上支持部１３０は、図４、図８～図１０に示すように、第２ベース部１２９の外縁
上部から上方へ鉛直に延出した板状をなしている。第２上支持部１３０の上部後側には、
後方へ延出した複数(実施例では２つ)の取付ボス１３６,１３６が左右に離間して設けら
れ、各取付ボス１３６,１３６は、第３連係手段９０に固定された取付片９２に設けられ
た取付凹部９４ａ,９４ａに嵌合すると共にネジ止めされるようになっている。また、第
２上支持部１３０の表面には、所要の意匠が施されている。
【００５８】
　第２下支持部１３１は、図４、図８～図１０に示すように、第２ベース部１２９の外縁
下部から下方へ鉛直に延出した板状をなしている。第２下支持部１３１の下部前側には、
右方へ延出した板状の延出部１３７が設けられている。図１６に示すように、第２下支持
部１３１の裏面は、コネクタ開口１３４から下方へ延在する凹部が形成されており、第２
発光基板１２８の第２コネクタ部材１４０に接続された第２フラットケーブル(フラット
ケーブル)ＦＷ２が上下に延在するように配設される。
【００５９】
(第２スライド部材)
　第２下支持部１３１の下部には、図８、図９、図１６および図１９に示すように、設置
部材４０における設置壁部４１の下板部４１ｄに設けられたガイド部１５０に収容される
第２スライド部材１３８が配設される。第２スライド部材１３８は、第２下支持部１３１
の裏面から延出部１３７の裏面に略直角に折り曲げた第２フラットケーブルＦＷ２の折り
曲げ部分を該第２下支持部１３１と挟んで保持するケーブル保持部１３８ａを備えている
。また、第２スライド部材１３８は、ガイド部１５０を構成する第１ガイド壁１５１に接
触する第２上摺動部(摺動部)１３８ｂを備えている。第２上摺動部１３８ｂは、第１ガイ
ド壁１５１に向けて突出すると共に、第２可動体５３の移動方向に沿って延在し、第１ガ
イド壁１５１におけるガイド部１５０の上部開口に臨む上縁に接触する位置に設けられて
いる。また、第２スライド部材１３８は、第２上摺動部１３８ｂの下側において、第１ガ
イド壁１５１と対向する部分に、該第１ガイド壁１５１との間に隙間を画成する退避部１
３８ｃが設けられている。この退避部１３８ｃは、後述するように、第１ガイド壁１５１
に沿って配設される第２フラットケーブルＦＷ２を、該第１ガイド壁１５１および第２ス
ライド部材１３８で挟み込むのを防止するためのものである。
【００６０】
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(第２装飾部材)
　第２装飾部材１２６は、透光性を有する樹脂製の成形部材であり、図８～図１０に示す
ように、前述した装飾体１００の右半体を構成し、１つの意匠体１０１が一体に形成され
た部材と、可動意匠体１０１Ａに対応する部材と、右側の意匠半体１０１ｂが一体に形成
された部材との３つに分割されている。各第２装飾部材１２６は、透明の部材であり、第
２発光基板１２８の第２ＬＥＤ１２８ｂが発光することで、意匠体１０１、可動意匠体１
０１Ａおよび意匠半体１０１ｂの夫々が照明されるようになっている。
【００６１】
(第２レンズ部材)
　第２レンズ部材１２７は、図８および図９に示すように、意匠体１０１、可動意匠体１
０１Ａおよび意匠半体１０１ｂの夫々に対応するよう３つに分割構成されており、意匠体
１０１、可動意匠体１０１Ａおよび意匠半体１０１ｂの裏面に個別に装着されるようにな
っている。各第２レンズ部材１２７は、透明な樹脂材から形成されると共に、第２発光基
板１２８の第２ＬＥＤ１２８ｂからの光を乱反射させる加工が表面に施されている。
【００６２】
(第２発光基板)
　第２発光基板１２８は、図８および図９に示すように、第２可動基体１２５の第２ベー
ス部１２９より一回り小さい輪郭形状に形成されている。第２発光基板１２８は、意匠体
１０１、可動意匠体１０１Ａおよび右側の意匠半体１０１ｂに対応する部分の夫々に、複
数の第２ＬＥＤ１２８ｂが配設されている。従って、第２ＬＥＤ１２８ｂが発光制御され
ることで、意匠体１０１、可動意匠体１０１Ａおよび意匠半体１０１ｂが照明される。ま
た、第２発光基板１２８の下部裏側には、第２フラットケーブルＦＷ２が接続される第２
コネクタ部材１４０が配設されており、第２ベース部１２９に設けたコネクタ開口１３４
を介して、第２可動基体１２５の裏側に露出するようになっている(図１６参照)。なお、
第２ＬＥＤ１２８ａとしては、フルカラーＬＥＤまたは単色発光ＬＥＤを採用し得ると共
に、フルカラーＬＥＤからなる第１ＬＥＤ１２８ａと単色発光ＬＥＤからなる第１ＬＥＤ
１２８ａとを組み合わせることもできる。
【００６３】
(可動意匠体)
　第２可動体５３に配設される可動意匠体１０１Ａは、図１３(ａ)および図１３(ｂ)に示
すように、円形状の第２装飾部材１２６と、該第２装飾部材１２６の裏側に取り付けられ
る第２レンズ部材１２７とを備えると共に、該第２レンズ部材１２７の裏側に、前述した
各ガイド孔１３５に移動可能に挿通されるスライド部１４１とを備えている。各スライド
部１４１は、対応のガイド孔１３５の前後幅と同じ延出長さで後方へ延出していると共に
、第２レンズ部材１２７の裏面側から見て三角形の各頂点に位置する関係で配置されてい
る。各スライド部１４１の延出端には、第２ベース部１２９の背面側から脱落防止ネジ１
４２が固定され、これにより可動演出体１０１Ａが第２可動基体１２５に移動可能に配設
される。このような可動意匠体１０１Ａは、各スライド部１４１が対応のガイド孔１３５
内を摺動することで、第２可動基体１２５に対して最も該第２可動基体１２５の待機位置
側へ移動した演出位置(図１４、図１５参照)と、第２可動基体１２５に対して最も該第２
可動基体１２５の移動位置側へ移動した退避位置(図１４、図１５参照)との間を、第２可
動体５３に移動方向に沿って移動可能となっている。実施例では、演出位置に移動した可
動演出体１０１Ａは、第２可動基体１２５の基体端縁１２５ａから右方へ突出し、退避位
置に移動した該第２可動基体１２５は、第２可動基体１２５の基体端縁１２５ａから殆ど
突出しないように設定されている。
【００６４】
(付勢手段)
　第２可動体５３は、図８、図９、図１３および図１５に示すように、第２可動基体１２
５からの可動意匠体１０１Ａの突出量が大きくなる方向へ該可動意匠体１０１Ａを付勢す
る付勢手段１４３を備えている。実施例では、付勢手段１４３として、第２可動基体１２
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５の第２ベース部１２９に一端が連結されると共に、可動意匠体１０１ａのスライド部１
４１の１つに他端が連結される引張りコイルバネが採用されている。実施例では、上下中
央に位置するスライド部１４１の延出端に、付勢手段１４３における他端が連結され、当
該スライド部１４１より第２可動体５３の待機位置側において、第２ベース部１２９の裏
側に付勢手段１４３における一端が連結されている。ここで、付勢手段１４３は、可動意
匠体１０１Ａの演出位置においても適宜に伸張変形するように配設されており、該可動意
匠体１０１Ａが演出位置に弾力的に保持され得るようになっている。また、付勢手段１４
３は、可動意匠体１０１Ａが演出位置から退避位置へ移動する従って伸張変形量が大きく
なって付勢力が増加するようになっている。
【００６５】
(押付け部)
　図１４および図１５に示すように、第２可動基体１２５が待機位置となる際に可動意匠
体１０１Ａに当接して、付勢手段１４３に付勢された該可動意匠体１０１Ａを退避位置側
へ移動させる押付け部１４４を備えている。実施例では、設置部材４０の外周壁部４２に
おいて、設置壁部４１の右板部４１ｂに連設される右壁部に、可動意匠体１０１Ａ側へ突
出するように押付け部１４４が形成されている。押付け部１４４は、外周壁部４２の右壁
部から左方(第２可動体５３側)へ突出した突縁部である。
【００６６】
(当受け部)
　一方、可動意匠体１０１Ａは、図１３および図１５に示すように、第２装飾部材１２６
の前面に設けられた意匠面から外れた部位に、押付け部１４４に当接する当受け部１４５
を備えている。実施例では、可動意匠体１０１Ａを構成する第２レンズ部材１２７の右端
部に、後方へ延出するように当受け部１４５が設けられている。すなわち、当受け部１４
５は、第２レンズ部材１２７の前面に設けられた意匠面から外れた位置に設けられている
。
【００６７】
　従って、可動意匠体１０１Ａは、第２可動基体１２５が移動位置で、付勢手段１４３の
付勢により第２可動基体１２５からの突出量が最大となった演出位置で弾力的に保持され
る。これにより、第２可動基体１２５が移動位置では、可動意匠体１０１Ａが移動方向に
おいて第２可動基体１２５から最大に突出することで、第２可動体５３の本体幅が移動時
本体幅Ｈ２となる。一方、可動意匠体１０１Ａは、該第２可動基体１２５が待機位置で、
当受け部１４５に対する押付け部１４４の押し付けにより、退避位置に移動すると共に該
退避位置に保持される。これにより、第２可動基体１２５が待機位置では、可動意匠体１
０１Ａが退避位置となることで、第２可動体５３の本体幅が待機時本体幅Ｈ１となる。
【００６８】
　図５および図６に示すように、遊技盤２０と設置部材４０と間において、表示開口４３
の左側に位置する左板部４１ａの前側に、第１可動体５２が待機位置で収容される第１収
容部４６が設けられると共に、該表示開口４３の右側に位置する右板部４１ｂの前側に、
第２可動体５３が待機位置で収容される第２収容部４７が設けられている。ここで、第２
収容部４７における第２可動体５３の移動方向における収容幅Ｌ(図６参照)は、第２可動
体５３の移動時本体幅Ｈ２より小さく設定されている。そして、実施例の可動演出装置５
０の第２可動体５３は、第２収容部４７から移動位置側へ移動した際の移動時本体幅Ｈ２
が第２可動体５３の収容幅Ｌより大きくなるが、第２収容部４７に収容された際の待機時
本体幅Ｈ１が、該第２収容部４７の収容幅Ｌ以下となるよう構成されている。
【００６９】
(ガイド部)
　図５～図７に示すように、設置部材４０の設置壁部４１における下板部４１ｄの表示開
口４３の下開口縁に沿う部位に、第１可動体５２の下部および第２可動体５３の下部を案
内するガイド部１５０が設けられている。ガイド部１５０は、第１可動体５２および第２
可動体５３の移動方向に沿って延在すると共に上方へ開口する半樋状をなしており、第１
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可動体５２の移動部１２０および第２可動体５３の移動部１４６が上方から挿入されると
共に、前後方向への移動が規制された状態で移動方向(実施例では左右方向)へ移動可能と
なっている。ガイド部１５０は、設置部材４０の下板部４１ｄにおいて演出窓口２６ａの
下縁に沿って左右方向へ延在するよう形成された第１ガイド壁(他方のガイド壁)１５１と
、左右方向へ細長い板状に形成されて、第１ガイド部１５０と前後に対向した第２ガイド
壁(一方のガイド壁)１５２とを備えている。第１ガイド壁１５１および第２ガイド壁１５
２は、左右方向へ平行に延在している。第２ガイド壁１５２は、下板部４１ｄに取り付け
られるガイド部材１５３に形成されている。ガイド部材１５３は、図７および図９に示す
ように、第２ガイド壁１５２の下縁から後方へ延出する板状部１５４を備え、該板状部１
５４がガイド部１５０の底部を画成している。
【００７０】
(第１フラットケーブルおよび第２フラットケーブル)
　第１フラットケーブルＦＷ１および第２フラットケーブルＦＷ２は、幅方向において撓
み変形が発現し難く、厚み方向において撓み変形が発現し易くなっている。第１および第
２フラットケーブルＦＷ１,ＦＷ２は、導線が変形することで厚み方向において折り曲げ
ることが可能となっており、直角、鈍角または鋭角に延在方向を変更することが可能とな
っている。第１フラットケーブルＦＷ１は、設置部材４０の設置壁部４１における下板部
４１ｄの裏側に配設された中継基板１６０(図７、図１６、図１９参照)と第１可動体５２
の第１発光基板１０８とを電気的に接続するものである。第２フラットケーブルＦＷ２は
、下板部４１ｄの裏側に配設された中継基板１６０と第２可動体５３の第２発光基板１２
８とを電気的に接続するものである。
【００７１】
(フラットケーブルの配設態様について)
　実施例の可動演出装置５０は、図１６に示すように、第１可動体５２の第１発光基板１
０８に接続される第１フラットケーブルＦＷ１が、第１下支持部１１１の裏側に沿って下
方へ配設されると共に、該第１下支持部１１１の下部で左方へ直角に折り曲げられる。そ
して、第１フラットケーブルＦＷ１は、第１可動体５２における移動部(延出部１１６お
よび第１スライド部材１１７で構成される部分)１２０から該ガイド部１５０内へ引き回
され、該ガイド部１５０から設置部材４０における設置壁部４１の裏側へ延出して、中継
基板１６０に接続されるよう構成されている。また、第２可動体５３の第２発光基板１２
８に接続される第２フラットケーブルＦＷ２は、第２下支持部１３１の裏側に沿って下方
へ配設されると共に、該第２下支持部１３１の下部で右方へ直角に折り曲げられる。そし
て、第２フラットケーブルＦＷ２は、第２可動体５３におけるガイド部１５０に挿入され
た移動部(延出部１３７および第２スライド部材１３８で構成される部分)１４６から該ガ
イド部１５０内へ引き回され、該ガイド部１５０から設置部材４０における設置壁部４１
の裏側へ延出して、中継基板１６０に接続されるよう構成されている。すなわち、第１フ
ラットケーブルＦＷ１および第２フラットケーブルＦＷ２は、左右対称の関係で配設され
ている。なお、第１フラットケーブルＦＷ１および第２フラットケーブルＦＷ２の対応す
る部分は、同一の符号で指示する。
【００７２】
　図１６～図１８に示すように、第１フラットケーブルＦＷ１は、第１可動体５２の待機
位置および移動位置の間の移動に追従して変位する余剰部１６５を備え、該余剰部１６５
が、ガイド部１５０に収容した状態で設けられる。また、第２フラットケーブルＦＷ２は
、第２可動体５３の待機位置および移動位置の間の移動に追従して変位する余剰部１６５
を備え、該余剰部１６５が、ガイド部１５０に収容した状態で設けられる。第１フラット
ケーブルＦＷ１の余剰部１６５および第２フラットケーブルＦＷ２の余剰部１６５は、第
１延在部１６５ａと、第２延在部１６５ｂと、湾曲部１６５ｃとを有している。余剰部１
６５の第１延在部１６５ａは、第１可動体５２の移動部１２０からガイド部１５０におけ
る第２ガイド壁(一方のガイド壁)１５２に沿って第１可動体５２の往復移動方向に延在す
る部分である。第２延在部１６５ｂは、ガイド部１５０における第１ガイド壁(他方のガ
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イド壁)１５１に沿って第１可動体５２の往復移動方向に延在し、第１フラットケーブル
ＦＷ１では第１ガイド壁１５１に設けられた第１挿通部(挿通部)１５５まで延在する部分
であり、第２フラットケーブルＦＷ２では第１ガイド壁１５１に設けられた第２挿通部(
挿通部)１５６まで延在する部分である。湾曲部１６５ｃは、第１ガイド壁１５１と第２
ガイド壁１５２との間で円弧状に折り返して、第１延在部１６５ａおよび第２延在部１６
５ｂに連なる部分である。
【００７３】
　第１フラットケーブルＦＷ１の余剰部１６５は、第１可動体５２における移動部１２０
の往復移動につれて、第１延在部１６５ａおよび第２延在部１６５ｂの延在長さが変化す
ると共に、湾曲部１６５ｃが該第１可動体５２の往復移動方向に移り変わるようになって
おり、第２フラットケーブルＦＷ２の余剰部１６５は、第２可動体５３における移動部１
２０の往復移動につれて、第１延在部１６５ａおよび第２延在部１６５ｂの延在長さが変
化すると共に、湾曲部１６５ｃが該第１可動体５２の往復移動方向に移り変わるようにな
っている。そして、実施例では、第１可動体５２の移動部１２０および第２可動体５３の
移動部１４６は、第１ガイド壁１５１および第２ガイド壁１５２に案内されて、余剰部１
６５の第２延在部１６５ｂに重なる位置を少なくとも含んだ範囲を移動可能に構成されて
いる。すなわち、図１７および図１８に示すように、第１可動体５２の移動部１２０およ
び第２可動体５３の移動部１４６は、該第１可動体５２および第２可動体５３が待機位置
から移動位置へ移動する際に、該待機位置から後述する第１挿通部１５５または第２挿通
部１５６の位置までは余剰部１６５の第２延在部１６５ｂに重なる位置を移動し、該第１
挿通部１５５または第２挿通部１５６の位置から移動位置までは余剰部１６５の第２延在
部１６５ｂと重ならない位置を移動する。
【００７４】
(挿通部)
　第１ガイド壁１５１には、図１６～図１８に示すように、第１フラットケーブルＦＷ１
をガイド部１５０の内外へ通す第１挿通部１５５と、第２フラットケーブルＦＷ２をガイ
ド部１５０の内外へ通す第２挿通部１５６とが設けられている。第１挿通部１５５は、第
１ガイド壁１５１において、待機位置および移動位置の間を移動する第１可動体５２の移
動部１２０が移動する範囲の中間部に設けられている。同様に、第２挿通部１５６は、第
１ガイド壁１５１において、待機位置および移動位置の間を移動する第２可動体５３の移
動部１４６が移動する範囲の中間部に設けられている。従って、第１可動体５２の移動部
１２０および第２可動体５３の移動部１４６は、第１ガイド壁１５１に案内されて、第２
延在部１６５ｂに重なる位置を少なくとも含んだ範囲を移動可能に構成されている。
【００７５】
(退避部)
　図７および図１９に示すように、第１可動体５２の移動部１２０は、第１スライド部材
１１７における第１ガイド壁１５１と対向する部位に、第１フラットケーブルＦＷ１にお
ける余剰部１６５の第２延在部１６５ｂが通過可能な隙間を画成する退避部１１７ｃを備
えている。同様に、第２可動体５３の移動部１４６は、第２スライド部材１１７における
第１ガイド壁１５１と対向する部位に、第２フラットケーブルＦＷ２における余剰部１６
５の第２延在部１６５ｂが通過可能な隙間を画成する退避部１３８ｃを備えている。第１
可動体５２の移動部１２０に設けられた退避部１１７ｃは、後述する第１上摺動部１１７
ｂの突出端から、少なくとも余剰部１６５の厚みより大きく退避するように形成されてお
り、該退避部１１７ｃと第１ガイド壁１５１との間に、余剰部１６５の厚みより幅広の隙
間を画成して、該移動部１２０と第１ガイド壁１６１とで該余剰部１６５の第２延在部１
６５ｂを挟み込むことを防止するよう構成されている。また、第２可動体５３の移動部１
４６に設けられた退避部１３８ｃは、後述する第２上摺動部１３８ｂの突出端から、少な
くとも余剰部１６５の厚みより大きく退避するように形成されており(図１９参照)、該退
避部１３８ｃと第１ガイド壁１５１との間に、余剰部１６５の厚みより幅広の隙間を画成
して、該移動部１４６と第１ガイド壁１６１とで該余剰部１６５の第２延在部１６５ｂを
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挟み込むことを防止するよう構成されている。
【００７６】
(摺動部)
　図１６～図１９に示すと共に前述したように、第１可動体５２の移動部１２０は、退避
部１１７ｃの傍らに第１ガイド壁１５１に摺接可能に設けられ、第１可動体５２の往復移
動に際して該第１ガイド壁１５１に案内される第１上摺動部(摺動部)１１７ｂを備えてい
る。また、第１可動体５２の移動部１２０は、第２ガイド壁１５２に摺接可能に設けられ
、第１可動体５２の往復移動に際して該第２ガイド壁１５２に案内される第１下摺動部１
１７ｄを備えている。一方、第２可動体５３の移動部１４６は、退避部１３８ｃの傍らに
第１ガイド壁１５１に摺接可能に設けられ、第２可動体５３の往復移動に際して該第１ガ
イド壁１５１に案内される第２上摺動部(摺動部)１３８ｂを備えている。第２可動体５３
の移動部１４６は、第２ガイド壁１５２に摺接可能に設けられ、第２可動体５３の往復移
動に際して該第２ガイド壁１５２に案内される第２下摺動部１３８ｄを備えている。第１
１上摺動部１１７ｂおよび第２上摺動部１３８ｂは、第１下摺動部１１７ｄまたは第２下
摺動部１３８ｄが第２ガイド壁１５２に当接した状態において、第１ガイド壁１５１との
間に余剰部１６５の厚みより幅狭の隙間が画成されるように、該第１ガイド壁１５１に対
向している。これにより、第１可動体５２がガイド部１５０に沿って往復移動する際には
、移動部１２０がガイド部１５０内において該ガイド部１５０の延在方向と直交する前後
方向へ移動したとしても、余剰部１６５の第２延在部１６５ｂが、第１上摺動部１１７ｂ
と第１ガイド壁１５１との間からガイド部１５０の外へ抜け出るのを防止し得るようにな
っている。同様に、第２可動体５３がガイド部１５０に沿って往復移動する際には、移動
部１４８がガイド部１５０内において該ガイド部１５０の延在方向と直交する前後方向へ
移動したとしても、余剰部１６５の第２延在部１６５ｂが、第２上摺動部１３８ｂと第１
ガイド壁１５１との間からガイド部１５０の外へ抜け出るのを防止し得るようになってい
る。
【００７７】
(延出部)
　図１６～図１８に示すと共に前述したように、第１可動体５２の移動部１２０および第
２可動体５３の移動部１４６は、第１フラットケーブルＦＷ１および第２フラットケーブ
ルＦＷ２の余剰部１６５の第１延在部１６５ａと第２ガイド壁１５２との間に、該第２ガ
イド壁１５２に沿って湾曲部１６５ｃ側に向けて延出する延出部１１６,１３７が形成さ
れている。各延出部１１６,１３７は、余剰部１６５の第１延在部１６５ａの幅寸法より
上下方向の幅寸法が大きい板状に形成されている。延出部１１６,１３７は、第２ガイド
壁１５２との間に余剰部１６５の第２延在部１６５ｂの厚みより小さい隙間が画成された
状態で、該第２ガイド壁１５２に対向している。これにより、第１可動体５２の移動部１
２０および第２可動体５３の移動部１４６がガイド部１５０内を移動する際に、余剰部１
６５の第２延在部１６５ｂが、延出部１１６,１３７と第２ガイド壁１５２との間に挟み
込まれるのを防止し得るように構成されている。また、延出部１１６,１３７の上縁には
、余剰部１６５の第１延在部１６５ａの上方へ突出する庇状の保持片１１６ａ,１３７ａ
が形成されており(図１６、図１８、図１９参照)、該第１延在部１６５ａが上方へ移動す
るのを該保持片１１６ａ,１３７ａにより規制し得るようになっている。
【００７８】
〔実施例の作用〕
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００７９】
　前述のように構成された実施例のパチンコ機１０では、例えば統括制御装置の統括制御
基板による可動体演出の実行可否判定の結果により、可動演出装置５０を作動しないこと
が決定された場合は、可動演出装置５０は初期状態に保持される。可動演出装置５０の初
期状態では、図５に示すように、第１可動体５２は、待機位置に保持されて第１収容部４
６に収容されると共に、第２可動体５３は、待機位置に保持されて第２収容部４７に収容
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される。ここで、第２可動体５３では、図１４および図１５に示すように、可動意匠体１
０１Ａの当受け部１４５と設置部材４０に設けた押付け部１４４とが当接することで、該
可動意匠体１０１Ａが退避位置へ移動しており、第２可動体５３は、待機時本体幅Ｈ１と
なって第２収容部４７内に収容される。すなわち、第２可動体５３は、第２収容部４７の
収容幅Ｌ以下となり、表示窓口４３へはみ出していない。
【００８０】
　統括制御装置の統括制御基板が、可動体演出の実行可否判定の結果により、可動演出装
置５０を作動させることを決定した場合には、該統括制御基板は可動演出装置５０に所定
の制御信号を送信する。なお、制御信号としては、駆動モータ５５用の駆動制御信号と、
第１発光基板１０８および第２発光基板１２８に対する発光制御信号とが送信される。統
括制御基板の発光制御信号は、中継基板１６０および第１フラットケーブルＦＷ１を介し
て第１可動体５２の第１発光基板１０８へ入力され、該中継基板１６０および第２フラッ
トケーブルＦＷ２を介して第２可動体５３の第２発光基板１２８へ入力される。
【００８１】
(作動機構による待機位置から移動位置への各可動体の移動)
　統括制御装置の統括制御基板からの制御信号が可動演出装置５０に送信されると、駆動
モータ５５が、駆動制御されて回転駆動を開始する。これにより、駆動ギア７６と従動ギ
ア７７の噛合のもとで、第１連係機構８０における第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ
,８０Ｄが回転することで、第４ギア８０Ｄに噛合した第２連係ギア８５が、図１１(ｂ)
において反時計方向へ従動回転する。これにより、第２連係ギア８５に噛合した第４連係
手段９５は、図１１(ａ)の位置から図１２(ｂ)の位置に向けて右方へ移動し、該第４連係
手段９５に支持された第１可動体５２は、第１収容部４６に収容された待機位置から、図
柄表示装置４５の表示部４５ａが臨む表示開口４３の前方となる移動位置に向けて移動す
る。
【００８２】
　また、第２連係ギア８５に噛合した第３連係手段９０は、図１１(ａ)の位置から図１２
(ｂ)の位置に向けて左方へ移動し、これにより該第３連係手段９０に支持された第２可動
体５３は、第２収容部４７に収容された待機位置から、図柄表示装置４５の表示部４５ａ
が臨む表示開口４３の前方となる移動位置に向けて移動する。ここで、第２可動体５３は
、第２収容部４７に収容された待機位置において、押付け部１４４に当受け部１４５が当
接して可動意匠体１０１Ａが退避位置に移動していることで待機時本体幅Ｈ１となってい
る。しかるに、第２可動基体１２５が待機位置から移動位置に向けて移動開始すると、付
勢手段１４３の付勢力により、可動意匠体１０１Ａは押付け部１４４に当受け部１４５が
当接する位置に一時的に停止した状態となる。そして、可動意匠体１０１Ａは、第２可動
基体１２５の移動に伴って第２可動基体１２５に対して演出位置となると、付勢手段１４
３の付勢力により該演出位置に保持された状態で該第２可動基体１２５と一緒に移動位置
に向けて移動開始するようになる。従って、第２可動体５３は、待機位置から移動位置へ
移動する際に、可動意匠体１０１Ａが演出位置となった時点で、移動時本体幅Ｈ２まで拡
幅する。
【００８３】
　第１可動体５２および第２可動体５３が夫々の移動位置へ移動すると、図６および図１
０(ｂ)に示すように、第１可動体５２の第１装飾部材１０６および第２可動体５３の第２
装飾部材１２６が左右から当接するようになり、図柄表示装置４５の表示部４５ａが臨む
表示開口４３の前方に、５つの意匠体１０１が周方向へ並んだ装飾体１００が形成される
。なお、第２可動体５３は、移動時本体幅Ｈ２になっていることで、可動意匠体１０１を
含む５つの意匠体１０１が同一円周上に等間隔でバランスよく配置される。
【００８４】
　また、第１可動体５２の第１発光基板１０８に接続された第１フラットケーブルＦＷ１
の余剰部１６５および第２可動体５３の第１発光基板１２８に接続された第２フラットケ
ーブルＦＷ２の余剰部１６５は、第１可動体５２および第２可動体５３が待機位置から移
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動位置へ移動する間に、ガイド部１５０内において図１８の状態から図１９の状態へ変化
する。すなわち、第１可動体５２および第２可動体５３が待機位置においては、図１８に
示すように、第１フラットケーブルＦＷ１および第２フラットケーブルＦＷ２の余剰部１
６５,１６５は、第２ガイド壁１５２に沿う第１延在部１６５ａよりも第１ガイド壁１５
１に沿う第２延在部１６５ｂが長くなっている。そして、第１可動体５２および第２可動
体５３が待機位置から移動位置へ移動するにつれて、第２ガイド壁１５２に沿う第１延在
部１６５ａが徐々に長くなると共に、第１ガイド壁１５１に沿う第２延在部１６５ｂが徐
々に短くなる。第１可動体５２および第２可動体５３が待機位置になると、図１９に示す
ように、第１フラットケーブルＦＷ１および第２フラットケーブルＦＷ２の余剰部１６５
,１６５は、第２ガイド壁１５２に沿う第１延在部１６５ａが第１ガイド壁１５１に沿う
第２延在部１６５ｂよりも長くなる。
【００８５】
(作動機構について)
　従って、実施例のパチンコ機１０における可動演出装置５０の作動機構５４においては
、駆動手段としての駆動モータ５５に連係された第１連係手段８０としての第１～第４ギ
ア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄを支持体５１の表裏方向における表面５６ａ側に配設す
ると共に、第１可動体５２に連係された第４連係手段９５および第２可動体５３に連係さ
れた第３連係手段９０を該支持体５１の裏面５６ｂ側に配設したことで、定位置で回転す
る第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄと、直線的に往復移動する第３連係手段
９０および第４連係手段９５とが干渉しないよう構成することができる。そして、第１～
第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄと第３連係手段９０の移動範囲とが支持体５１の
表裏方向において重なるように該第３連係手段９０を支持体５１に配設したことで、作動
機構５４をコンパクトに構成することができる。また、第３連係手段９０および第４連係
手段９５の移動量が第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄで制約されないので、
第１可動体５２および第２可動体５３の移動量を大きく設定することも可能である。
【００８６】
　また、第２連係手段である第２連係ギア８５に噛合する第３連係手段９０および第４連
係手段９５を、支持体５１の裏面５６ｂ側において該第２連係ギア８５を挟んで上下に配
設すると共に、該支持体５１の表面５６ａ側において、第３連係手段９０および第４連係
手段９５の往復移動方向に第１連係手段の第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄ
を並べた構成としても、第３連係手段９０が第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０
Ｄと表裏方向において重なる範囲を移動するようになっているので、作動機構５４をコン
パクトに構成することができる。これにより、作動機構５４が配設される支持体５１もコ
ンパクトに構成することができ、設置部材４０の設置壁部４１における上板部４１ｃでの
支持体５１の占有面積を小さくすることが可能となる。
【００８７】
　また、支持体５１の裏面５６ｂ側に配設された第３連係手段９０に対して、第２可動体
５３が該支持体５１の表面５６ａ側から連係されているので、第２可動体５３の移動範囲
と第４連係手段９５の移動範囲とが支持体５１の表裏方向において重なるように設定され
ていても、該第２可動体５３と第４連係手段９５とが接触することを防止し得る。また、
第３連係手段９０に連係された第２可動体５３は、支持体５１の表面５６ａ側において、
第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄに対して往復移動方向において第２連係ギ
ア８５を挟む領域を通るように配設されているので、該第２可動体５３と第１～第４ギア
８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄとの接触も回避される。
【００８８】
　更に、駆動手段である駆動モータ５５を第１～第４ギア８０Ａ,８０Ｂ,８０Ｃ,８０Ｄ
と同じ支持体５１の表面５６ａ側に配設すると共に、支持体５１の表裏方向において該駆
動モータ５５と重なる範囲を移動するように第３連係手段９０および第４連係手段９５を
配設したことで、作動機構５４の更なるコンパクト化が可能である。また、第３連係手段
９０の移動範囲および第４連係手段９５の移動範囲を、支持体５１の表裏方向において駆
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動モータ５５と重なるように設定することで、該第３連係手段９０および第４連係手段９
５の移動量を大きく設定することが可能となり、第１可動体５２および第２可動体５３の
待機位置および移動位置の間の移動量を大きくすることが可能となる。
【００８９】
(第２可動体の可動意匠体について)
　実施例の可動演出装置５０では、待機位置および移動位置の間を往復移動可能に構成さ
れた第２可動体５３が、移動位置においては、左外側面５３ａと右外側面５３ｂとが遠ざ
かるように形状変化して本体幅Ｈが広くなると共に、待機位置においては、左外側面５３
ａと右外側面５３ｂとが近づくように形状変化して本体幅Ｈが移動位置と比べて狭くなる
よう構成した。従って、移動位置においては第２可動体５３の本体幅が移動時本体幅Ｈ２
まで広くなって演出効果を高め得ると共に、待機位置においては該第２可動体５３が収容
時本体幅Ｈ１までコンパクトになって配置に要するスペースを縮小し得る。すなわち、第
２可動体５３が待機位置では、該第２可動体５３がコンパクトになるので第２収容部４７
を小さくすることができる。また、第２可動体５３が移動位置では、本体幅Ｈが広くなっ
た該第２可動体５３が表示部４５ａの前側に位置するので、第１可動体５２および該第２
可動体５３による演出効果を高めることができる
【００９０】
　そして、可動演出装置５０では、第２可動体５３が移動位置において、可動意匠体１０
１Ａが、第２可動基体１２５に対して待機位置側へ変位して演出位置となることで該第２
可動体５３の本体幅Ｈが最も広くなり、該第２可動体５３が所定の意匠形状をなして演出
効果を高めることができる。また、第２可動体５３が待機位置において、可動意匠体１０
１Ａが、第２可動基体１２５に対して移動位置側へ変位して退避位置となることで該第２
可動体５３の本体幅Ｈが最も狭くなり、該第２可動体５３がコンパクトになって配置に要
するスペースを縮小し得る。
【００９１】
　また、第２可動体５３に配設された付勢手段１４３および設置部材４０に設けられた押
付け部１４４による簡単な構成により、第２可動基体１２５に対して第２可動体５３の移
動方向へ可動意匠体１０１Ａを移動させることができる。しかも、可動意匠体１０１Ａの
意匠面から外れた部位に設けられた当受け部１４５に押付け部１４４が当接するので、押
付け部１４４との当接により意匠面に傷が付くのを防止し得る。
【００９２】
(フラットケーブルの変形について)
　実施例の可動演出装置５０では、第１可動体５２に配設された第１発光基板１０８に繋
がる第１フラットケーブルＦＷ１の余剰部１６５および第２可動体５３に配設された第２
発光基板１２８に繋がる第２フラットケーブルＦＷ２の余剰部１６５を、該可動体５２,
５３の移動部１２０,１４６が挿入したガイド部１５０に収容した状態で設けた。これに
より、ガイド部１５０を、第１フラットケーブルＦＷ１および第２フラットケーブルＦＷ
２の配設スペースとして兼用するよう構成したので、第１可動体５２および第２可動体５
３の周辺に該第１フラットケーブルＦＷ１および第２フラットケーブルＦＷ２の配設スペ
ースを別途設ける必要がなくなり、第１可動体５２および第２可動体５３の周辺をコンパ
クトに構成することができる。そして、第１フラットケーブルＦＷ１および第２フラット
ケーブルＦＷ２の余剰部１６５は、第１可動体５２および第２可動体５３の移動部１２０
,１４６の往復移動につれて、第２ガイド壁１５２に沿う第１延在部１６５ａおよび第１
ガイド壁１５１に沿う第２延在部１６５ｂの延在長さが変化すると共に、第１延在部１６
５ａおよび第２延在部１６５ｂに連なる湾曲部１６５ｃが該第１可動体５２および第２可
動体５３の往復移動方向に移り変わるので、余剰部１６５がガイド部１５０内で移動しな
がら変形して第１可動体５２および第２可動体５３をスムーズに往復移動させ得る。また
、第１フラットケーブルＦＷ１の余剰部１６５および第２フラットケーブルＦＷ２の余剰
部１６５を、ガイド部１５０の第１ガイド壁１５１および第２ガイド壁１５２に沿うよう
配設したので、該余剰部１６５を安定的に配設することができる。
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【００９３】
　そして、第１可動体５２および第２可動体５３の移動部１２０,１４６に設けられた退
避部１１７ｃ,１３８ｃにより、第１可動体５２および第２可動体５３が移動する際に余
剰部１６５の第２延在部１６５ｂが該退避部１１７ｃ,１３８ｃと第１ガイド壁１５１と
の間に挟み込まれないので、該第１フラットケーブルＦＷ１および第２フラットケーブル
ＦＷ１２の損傷または断線を防止し得ると共に、第１可動体５２および第２可動体５３の
移動不良の発生を防止し得る。また、第１可動体５２の移動部１２０は、第１上摺動部１
１７ｂおよび第１下摺動部１１７ｄが第１ガイド壁１５１および第２ガイド壁１５２に案
内されることで、第１可動体５２が該ガイド部１５０に沿って安定して移動するようにし
得ると共に、第２可動体５３の移動部１４６は、第２上摺動部１３８ｂおよび第２下摺動
部１３８ｄが第１ガイド壁１５１および第２ガイド壁１５２に案内されることで、第２可
動体５３が該ガイド部１５０に沿って安定して移動するようにし得る。更に、第１フラッ
トケーブルＦＷ１の余剰部１６５は、第１上摺動部１１７ｂによりガイド部１５０内に保
持されると共に、第２フラットケーブルＦＷ２の余剰部１６５は、第２上摺動部１３８ｂ
によりガイド部１５０内に保持される。
【００９４】
　そして、各移動部１２０,１４６から余剰部１６５の湾曲部１６５ｃに向けて延出した
延出部１１６,１３７が、該余剰部１６５の第１延在部１６５と第１ガイド壁１５１の間
に形成されているので、該余剰部１６５の第１延在部１６５を、移動部１２０,１４６の
移動に伴ってガイド部１５０内をスムーズに移動させることができる。また、延出部１１
６,１３７を設けたことで、ガイド部１５０内を移動する移動部１２０,１４６と第２ガイ
ド壁１５２との間に余剰部１６５が挟み込まれることを防止し得る。
【００９５】
〔変更例〕
　本発明に係る遊技機は、実施例に例示の形態に限らず種々の変更が可能である。
（１）作動機構は、駆動手段および第１連係手段を支持体の他面側に設けると共に、第３
連係手段および第４連係手段を支持体の一面側に設けるようにしてもよい。
（２）第１連係手段は、駆動手段と連係して該駆動手段の駆動に伴って定位置で回転する
ものであれば、ベルトを掛止するプーリやチェンが掛止されるスプロケット等であっても
よい。
（３）駆動手段は、ロータリソレノイドやロータリアクチュエータ等であってもよい。
（４）第１連係手段を構成するギアは、実施例で例示した４つに限るものでなく、３つ以
下または５つ以上であってもよい。
（５）第２連係手段は、支持体のベース部を表裏方向へ貫通して表側および裏側へ延出し
た支軸と、該支軸の一方端部に配設されて第１連係手段と連係する第１連係部と、該支軸
の他方端部に配設されて第３連係手段と連係する第２連係部とで構成されたものであって
もよい。
（６）第４連係手段は、該第４連係手段の移動範囲が、支持体の表裏方向における第１連
係手段と第３連係手段の移動範囲と同程度に重なるように配設してもよい。
（７）第１連係手段と支持体の表裏方向において重なる第３連係手段を第２連係手段の下
側に配設すると共に、第４連係手段を第２連係手段の上側に配設するようにしてもよい。
このような構成では、第１可動体が第３連係手段に連結されると共に、第２可動体が第４
連係手段に連結される。そして、第２可動体は、支持体の他面側に配設された第４連係手
段に該支持体の一面側から連結されると共に、第１連係手段に対して往復移動方向におい
て第２連係手段を挟む領域を通るように配設され、第３連係手段の移動範囲と第２可動体
の移動範囲とが、支持体の表裏方向において重なるよう設定される。
（８）支持体は、設置部材の設置壁部における下板部に配設されて、該支持体から上方へ
延出する可動体を備えたものであってもよい。また、支持体は、設置部材の設置壁部にお
ける左板部または右板部に配設されて、該支持体から横方向へ延出する可動体が昇降移動
するよう構成されたものであってもよい。
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（９）第２可動体は、可動意匠体を移動する作動手段を可動基体に備えて、該可動意匠体
を作動手段で移動させることで、本体幅を移動時本体幅および収容時本体幅に変化するよ
う構成したものであってもよい。このような構成によれば、付勢手段や押付け部を省略す
ることができる。
（１０）第１可動体を、本体幅が移動時本体幅および収容時本体幅に変化するよう構成し
てもよいし、第１可動体および第２可動体の両方を、本体幅が移動時本体幅および収容時
本体幅に変化するよう構成してもよい。
（１１）第１可動体の第１装飾部材および第２可動体の第２装飾部材は、夫々が単独で所
定の意匠を形成するものであってもよい。
（１２）可動体に配設されてフラットケーブルが接続される電気部品は、発光基板に限る
ものではなく、スピーカ、スイッチ、検知センサ、電動モータ、電磁ソレノイド、液晶表
示装置等であってもよい。
（１３）ガイド部を、上下方向で対向する一方のガイド壁および他方のガイド壁から構成
して、該ガイド部に配設されるフラットケーブルの余剰部を、上方に位置する一方のガイ
ド壁の下面に沿って可動体の往復移動方向に延在する第１延在部と、下方に位置する他方
のガイド壁に上面に沿って可動体の往復移動方向に延在する第２延在部と、一方のガイド
壁と他方のガイド壁との間で円弧状に折り返して、第１延在部および第２延在部に連なる
湾曲部とから構成してもよい。
（１４）実施例では、統括制御基板により可動演出装置を作動制御するようにしたが、主
制御基板により可動演出装置を作動制御するようにしてもよい。
（１５）実施例では、遊技機としてのパチンコ機を示したが、遊技機はパチンコ機に限ら
れるものではなく、アレンジボール機やスロットマシン等であってもよい。
【符号の説明】
【００９６】
４５ａ 表示部，４７ 第２収容部(収容部)，５１ 支持体
５３ 第２可動体(可動体)，５３ａ 左側端縁(移動側端縁)
５３ｂ 右側端縁(待機側端縁)，５４ 作動機構，５５ 駆動モータ(駆動手段)
５６ａ 表面(一面)，５６ｂ 裏面(他面)，７０ モータベース(取付部材)
８０ 第１連係手段，８５ 第２連係ギア(第２連係手段)，９０ 第３連係手段
１０１Ａ 可動意匠体(意匠体)，１２５ 第２可動基体(可動基体)
１２６ 第２装飾部材(装飾部材)，１２７ 第２レンズ部材(部材、レンズ部材)
１２８ 第２発光基板(発光基板)，１２８ｂ 第２ＬＥＤ(ＬＥＤ)
１４４ 押付け部，１４５ 当受け部，Ｈ 本体幅
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