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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の画像を表示する画像表示手段を備えた遊技機において、
　光透過性を有する装飾部と、
　発光手段が設けられ且つ前記装飾部の後側の収納位置と前記画像表示手段の前側の作動
位置とにわたって移動可能な可動体と、
　前記発光手段を発光させるための発光制御手段とを備え、
　前記可動体は基端側の回転軸心廻りに回動可能な第１アームと、
　先端側が前記第１アームの先端側に連結され且つ該第１アームに連動して基端側の回転
軸心廻りに回動可能な第２アームと、
　前記アームの先端側に設けられた前記発光手段とを備えた
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１アームの基端側を支持する回動手段と、
　前記第１アームに連動して前記第２アームが回動するときに該第２アームの基端側を摺
動可能に支持する摺動支持部とを備えた
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１アームは先端側に光透過性の飾りレンズを備え、
　該飾りレンズの背後に前記発光手段を配設した
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　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記画像表示手段が配置される開口部が形成された遊技盤と、
　前記開口部に対応して前記遊技盤に前側から取り付けられた枠部材と、
　前記開口部に対応して前記遊技盤に後側から取り付けられた後側部材とを備え、
　前記装飾部は前記枠部材に取り付け、
　前記可動体は前記後側部材に取り付けた
　ことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、遊技盤の前側にガイドレールで取り囲まれた遊技領域が設
けられており、画像表示手段（液晶ディスプレイ等）を取り付けたセンターケースが遊技
領域の略中央箇所に配設され、センターケースの正面側の上部中央箇所に装飾部品が配置
されるとともにこの装飾部品の前側位置で昇降可能な可動体が配設されたものがある。こ
の装飾部品は、複数個のＬＥＤ（発光ダイオード）が実装されたＬＥＤ実装基板と、この
ＬＥＤ実装基板のＬＥＤ実装面側に配設されてＬＥＤからの光を導光するレンズとを備え
、レンズを発光させて装飾表示を行う。また、この可動体は、複数個のＬＥＤ（発光ダイ
オード）が実装されたＬＥＤ実装基板によって発光するランプを備え、ランプ発光による
装飾表示を行うようになっている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２２４０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、この種の遊技機では、センターケースは、遊技者が注目する画像表示手段の
表示画面の周縁箇所に位置しており、遊技機の美的印象を左右する構成であることから、
当該センターケースの装飾部品と可動体にそれぞれ発光部品を配設しているが、発光部品
点数が多くなるという問題がある。だからと言って、発光部品点数増加を抑えるために装
飾部品又は可動体のうちの一方の発光部品を設けないようにすると、当然に発光装飾性に
劣り、発光部品を設けないとする訳にもいかない。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、発光部品点数を低減しつつ装飾演出
効果を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、所定の画像を表示する画像表示手段を備えた遊技機において、光透過性を有
する装飾部と、発光手段が設けられ且つ前記装飾部の後側の収納位置と前記画像表示手段
の前側の作動位置とにわたって移動可能な可動体と、前記発光手段を発光させるための発
光制御手段とを備え、前記可動体は基端側の回転軸心廻りに回動可能な第１アームと、先
端側が前記第１アームの先端側に連結され且つ該第１アームに連動して基端側の回転軸心
廻りに回動可能な第２アームと、前記アームの先端側に設けられた前記発光手段とを備え
たものである。
【０００８】
　また、前記第１アームの基端側を支持する回動手段と、前記第１アームに連動して前記
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第２アームが回動するときに該第２アームの基端側を摺動可能に支持する摺動支持部とを
備えたものでもよい。
【００１０】
　また、前記第１アームは先端側に光透過性の飾りレンズを備え、該飾りレンズの背後に
前記発光手段を配設してもよい。
【００１１】
　また、前記画像表示手段が配置される開口部が形成された遊技盤と、前記開口部に対応
して前記遊技盤に前側から取り付けられた枠部材と、前記開口部に対応して前記遊技盤に
後側から取り付けられた後側部材とを備え、前記装飾部は前記枠部材に取り付け、前記可
動体は前記後側部材に取り付けてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、発光部品点数を低減しつつ装飾演出効果を向上させることができる遊
技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すパチンコ機の斜視図である。
【図２】同パチンコ機の正面図である。
【図３】同じくパチンコ機のセンターケース箇所のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】同じく遊技盤のセンターケース箇所の拡大正面図である。
【図５】可動役物が作動位置にあるときのセンターケース右上箇所の部分正面図である。
【図６】収納位置と作動位置とに変位する可動役物を備えた後構造体の正面図である。
【図７】センターケース箇所のＢ－Ｂ線断面図である。
【図８】センターケース箇所のＣ－Ｃ線断面図である。
【図９】センターケース箇所のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１０】（ａ）は可動役物が収納位置にあるとき（ｂ）は可動役物が作動位置にあると
きのセンターケース及び可動役物の発光態様を示す図である。
【図１１】可動役物に関する制御系のブロック図である。
【図１２】変形例のセンターケース及び可動役物の発光態様を示す図である。
【図１３】変形例のセンターケース及び可動役物の発光態様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１１は本発明をパチンコ
機に採用した一実施形態を例示している。図１において、遊技機１は、矩形状の外枠２と
、この外枠２の前側に開閉自在に枢着された前枠３とを備えている。前枠３の前側には、
ガラス扉４と前面板５とが上下に配置され、このガラス扉４と前面板５とが前枠３に開閉
自在に枢支されている。
【００１５】
　前面板５には、その前側に、発射手段（図示省略）に供給するための遊技球を貯留する
貯留皿６、発射手段を作動させるための発射ハンドル７等が設けられている。
【００１６】
　ガラス扉４に設けられた窓孔８には例えば２枚のガラス板９が嵌め込まれ、その後側に
は図２に示す遊技盤１１が前枠３に対して例えば前側から着脱自在に装着されている。図
２に示すように、遊技盤１１の前面側には、発射手段から発射された遊技球を案内するガ
イドレール１２が環状に装着されると共に、そのガイドレール１２の内側の遊技領域１３
に、センターケース１４、普通図柄始動手段１５、特別図柄始動手段１６、大入賞手段１
７、普通入賞手段１８等の各種遊技部品が配置されている。なお、ガラス扉４の閉状態で
は、ガラス板９は、遊技盤１１の遊技領域１３に対して遊技球が流下可能な間隔（遊技球
の直径よりも大きく遊技球２個分よりも小さい間隔）を空けて位置している。
【００１７】
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　センターケース１４は、図３に示すように、遊技盤１１の前後方向に開口した装着孔１
１ａ（開口部）に対して前側から着脱自在に装着される前構造体２１（枠部材）と、液晶
式その他の画像表示手段２２が装着され且つ前構造体２１に対応して遊技盤１１の裏側に
着脱自在に装着される後構造体２３（後側部材）と、を備えている。
【００１８】
　前構造体２１は、図２に示すように、装着孔１１ａに沿って配置される環状の装飾枠２
４と、この装飾枠２４の下部側に沿って左右方向に配置され且つ入球口２５に入球してワ
ープ通路２５ａを通って案内された遊技球を自由に転動させて前側に落下させるステージ
２６とを備え、装飾枠２４上に、普通図柄表示手段２７、特別図柄表示手段２８、普通保
留個数表示手段２９等が設けられている。
【００１９】
　前構造体２１は、例えば、正面視で装飾枠２４の外縁箇所に沿って複数箇所（図２では
７箇所）に形成されたネジ孔２１ａにネジを挿入して遊技盤１１に螺入することで、遊技
盤１１の前側にネジ止め固定されている。なお、前構造体２１を、遊技盤１１に対して、
係止固定、嵌合（遊嵌も含む）固定、接着固定、スライド支持固定、打ち付け固定など固
定してもよい。
【００２０】
　なお、普通図柄表示手段２７、特別図柄表示手段２８又は普通保留個数表示手段２９の
少なくとも一つを、装飾枠２４ではなく、画像表示手段２２において画像表示するように
しても良いし、遊技領域１３外の所定箇所に設けるようにしても良い。
【００２１】
　また、後構造体２３は、図３、図６に示すように、その後側に装着される画像表示手段
２２の表示画面２２ａに対応する例えば矩形状の表示窓３１が形成された背壁部３２と、
この背壁部３２の外縁側から前向きに延設された周壁部３３とを一体に備え、遊技盤１１
の後側から当該遊技盤１１の装着孔１１ａを含む箇所に取り付けられている。
【００２２】
　後構造体２３は、例えば、図６に示すように、周壁部３３の先端側に形成されたフラン
ジ部３４の複数箇所（図６では５箇所）に形成されたネジ孔３４ａにネジを挿入して遊技
盤１１に螺入することで、遊技盤１１の後側にネジ止め固定されている。なお、後構造体
２３を、遊技盤１１に対して、係止固定、嵌合（遊嵌も含む）固定、接着固定、スライド
支持固定、打ち付け固定など固定してもよい。
【００２３】
　画像表示手段２２は、図３に示すように、後構造体２３において装着孔１１ａ後方に形
成される開口空間２３ａを介して表示画面２２ａが視認可能に当該後構造体２３の後側に
配設されている。なお、画像表示手段２２は、図２に示すように演出図柄表示手段３５と
特別保留個数表示手段３６とを備えている。この特別保留個数表示手段３６を装飾枠２４
に設けるようにしても良いし、遊技領域１３外の所定箇所に設けるようにしても良い。
【００２４】
　ところで、図２に示すように、普通図柄表示手段２７は、普通図柄を変動表示するため
のもので、例えば「○」「×」の２種類の普通図柄に対応する２個の発光体（例えばＬＥ
Ｄ）により構成されており、通過ゲート等よりなる普通図柄始動手段１５が遊技球を検出
することを条件にそれら２つの発光体が所定時間交互に点滅して、普通図柄始動手段１５
による遊技球検出時に取得された当たり判定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致
する場合には当たり態様に対応する「○」側の発光体が発光した状態で、それ以外の場合
には外れ態様に対応する「×」側の発光体が発光した状態で、点滅が終了するようになっ
ている。
【００２５】
　また、普通図柄表示手段２７の変動表示中、又は後述する普通利益状態中に普通図柄始
動手段１５が遊技球を検出した場合には、その検出時に取得された当たり判定乱数値が予
め定められた上限保留個数、例えば４個を限度として記憶されると共に、例えば上限保留
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個数と同数の発光体よりなる普通保留個数表示手段２９がその発光個数により当たり判定
乱数値の記憶個数（以下、普通保留個数という）を表示して、その時点での普通保留個数
を遊技者に報知するようになっている。
【００２６】
　特別図柄始動手段１６は、特別図柄表示手段２８による図柄変動を開始させるためのも
ので、例えば上下２つの特別始動口１６ａ，１６ｂを備え、センターケース１４の下側等
に配置されている。上側の特別始動口１６ａは開閉手段等を有しない非作動式入賞口、下
側の特別始動口１６ｂは開閉手段３８により開閉可能な作動式入賞口で、普通図柄表示手
段２７の変動後の停止図柄が当たり態様となって普通利益状態が発生したときに、開閉手
段３８が所定時間、所定回数だけ閉状態から開状態に変化するように構成されている。
【００２７】
　特別図柄表示手段２８は、１個又は複数個、例えば１個の特別図柄（遊技図柄）を変動
表示可能な７セグメント式等の表示手段により構成されており、特別図柄始動手段１６の
特別始動口１６ａ，１６ｂの何れかに遊技球が入賞することを条件に特別図柄を所定時間
変動表示して、特別始動口１６ａ，１６ｂへの入賞時に取得された大当たり判定乱数値が
予め定められた大当たり判定値と一致する場合には所定の大当たり態様で、それ以外の場
合には外れ態様で停止するようになっている。
【００２８】
　特別図柄には、例えば大当たり態様及び外れ態様が夫々１又は複数種類ずつ設けられて
いる。なお、それら各態様には夫々数字図柄等を割り当ててもよいし、遊技者がその特別
図柄の種類を容易に区別できないように、任意の線や点の組み合わせのような特別な意味
を持たない図柄を割り当ててもよい。
【００２９】
　また、特別図柄の変動表示中、又は後述する特別利益状態中に特別始動口１６ａ，１６
ｂに遊技球が入賞した場合には、その入賞時に取得された大当たり判定乱数値等が夫々所
定の上限保留個数、例えば各４個を限度として記憶されると共に、特別保留個数表示手段
３６が大当たり判定乱数値の記憶個数（以下、特別保留個数という）を表示して、その時
点での特別保留個数を遊技者に報知するようになっている。
【００３０】
　演出図柄表示手段３５は、例えば特別図柄表示手段２８による特別図柄の変動表示と並
行して演出図柄を変動表示するもので、１個又は複数個、例えば左右方向に３個の演出図
柄を例えば各種の演出画像と共に画像表示手段２２の表示画面２２ａに変動表示可能に構
成されており、特別図柄始動手段１６の特別始動口１６ａ，１６ｂの何れかに遊技球が入
賞することを条件に特別図柄の変動開始と同時に所定の変動パターンに従って演出図柄の
変動を開始すると共に、特別図柄の変動停止と同時に最終停止するように、演出図柄を左
、右、中等の所定の順序で停止させるようになっている。
【００３１】
　特別保留個数表示手段３６は、特別保留個数を報知するもので、表示画面２２ａ上の所
定箇所（例えば表示画面２２ａの下側箇所）に特別保留個数分のシンボルを表示するよう
になっている。
【００３２】
　大入賞手段１７は、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに切り換え可能
な開閉板３９を備えた作動式入賞手段で、特別図柄表示手段２８の変動後の特別図柄が大
当たり態様となることに基づいて特別利益状態が発生したときに、開閉板３９が所定の開
放パターンに従って前側に開放して、その上に落下した遊技球を内部へと入賞させるよう
になっている。
【００３３】
　また、前構造体２１は、図２、図３に示すように、そのステージ２６の奥側端部箇所に
位置するように透明薄板状の透明区画部材４０が取り付けられている。この透明区画部材
４０は、ステージ２６を転動する遊技球が当該ステージ２６よりも奥側に進入することを
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阻止するように当該ステージ２６とそれよりも奥側とを区画するものである。つまり、透
明区画部材４０は、ステージ２６を転動する遊技球が開口空間２３ａに進入することを阻
止するようにステージ２６と開口空間２３ａとを区画している。
【００３４】
　さらに、この前構造体２１は、図３，図４に示すように、その正面視で上部中央箇所に
位置する中央装飾部４１（第１装飾部）を備えている。中央装飾部４１は、光透過性部材
により形成されている。この中央装飾部４１は、例えば有色で且つ光透過性の樹脂成型品
としている。また、中央装飾部４１は、その後側に、入射光を拡散させる光拡散部４２が
形成されている。この光拡散部４２は、中央装飾部４１の後側全体にわたって形成された
複数の微小凹凸（例えば数ミリ程度の大きさの凹凸）が挙げられる。
【００３５】
　中央装飾部４１は有色で且つ光拡散部４２（後側全面に形成された微小凹凸）を備えて
いるため、正面視でその背後側を透視することができないようになっている。つまり、後
述する可動役物５０において中央装飾部４１の背後に隠れる箇所（第１、第２可動アーム
６０，８０の連結側箇所）については中央装飾部４１を介して見えないようになっている
。なお、中央装飾部４１が有色であること又は光拡散部４２を備えていることによって、
その背後側が透視できないようにしてもよい。
【００３６】
　なお、中央装飾部４１の後側箇所に光拡散部４２を形成しているが、中央装飾部４１の
前側箇所に光拡散部４２を形成してもよいし、中央装飾部４１を、光拡散粒子を含んだ光
透過樹脂成形品とするなどとしてもよい。
【００３７】
　ところで後構造体２３は、図３、図６に示すように、その前面側上部箇所に可動役物５
０を備えている。この可動役物５０は、図３、図６に示すように、その内部に、複数色で
発光可能なＬＥＤ５１（発光部）を複数個実装したＬＥＤ実装基板５３（発光手段）を備
え、前構造体２１の中央装飾部４１の後側に位置する収納位置（図１０（ａ）参照）と、
画像表示手段２２の前側に位置する作動位置（図１０（ｂ）参照）とにわたって移動可能
な構造となっている。以下に、可動役物５０の構造について詳細に説明する。
【００３８】
　具体的には、可動役物５０は、図６に示すように、複数色で発光可能なＬＥＤ５１を複
数個実装したＬＥＤ実装基板５３を内部に備えた第１可動アーム６０と、この第１可動ア
ーム６０をその基端側を回転軸心として回動させる回動機構７５と、先端側が第１可動ア
ーム６０の先端側と回動可能に連結され且つＬＥＤ実装基板５３を備えた第２可動アーム
８０と、第１可動アーム６０の回動に連動して第２可動アーム８０が回動するに際して当
該第２可動アーム８０の基端側を摺動可能に支持する摺動支持部９０と、を備えている。
【００３９】
　つまり、この可動役物５０は、その第１、第２可動アーム６０，８０の連結側部分が画
像表示手段２２の前側に位置する突出姿勢状態（図１０（ｂ）参照）と、前記連結側部分
が中央装飾部４１の後側に位置する収納姿勢状態（図１０（ａ）参照）とに変位可能とな
っている。この実施形態では、図１０（ｂ）に示すように、突出姿勢状態は、第１、第２
可動アーム６０，８０がその連結箇所で折れ曲がった例えばＶ字屈曲状態（屈曲状態）と
しており、収納姿勢状態では、図１０（ａ）に示すように、Ｖ字屈曲状態とは逆に折れ曲
がった逆Ｖ字屈曲状態（逆屈曲状態）としている。
【００４０】
　第１可動アーム６０は、図６～図８に示すように、当該第１可動アーム６０の前面側に
位置し且つ正面視で基端側から先端側に向けて湾曲した湾曲胴部６１とこの湾曲胴部６１
の先端側に位置する円形状の頭部６２とを有する第１アーム飾り６３（飾り部材）を備え
ている。この第１アーム飾り６３は、当該第１アーム飾り６３の頭部６２の前面箇所に形
成された円形の第１貫通部６２ａ（被挿入部）と、当該頭部６２の外形を構成し且つ光を
通さない非透過性の頭部外形部６４（非透過部）と、当該第１アーム飾り６３の湾曲胴部
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６１の外形を構成し且つ光を通さない胴部外形部６５と、当該湾曲胴部６１の前面箇所に
複数形成された三角形の第２貫通部６６と、を備えている。
【００４１】
　さらに、この第１可動アーム６０は、図６～図８に示すように、第１貫通部６２ａに挿
入される円形の第１挿入部６７（挿入部、先端側発光部、透過部）を有し且つ第１アーム
飾り６３の頭部６２の裏面側に取り付けられる光透過性で円形状の頭部飾りレンズ６８（
飾りレンズ）と、第２貫通部６６に挿入される三角形の第２挿入部６９が複数形成され且
つ第１アーム飾り６３の湾曲胴部６１の裏面側に取り付けられる光透過性で円弧状の胴部
飾りレンズ７０と、この頭部飾りレンズ６８及び胴部飾りレンズ７０の後側に位置し且つ
第１アーム飾り６３が取り付けられる第１アームベース７１と、を備えている。胴部飾り
レンズ７０の背面側（ＬＥＤ実装基板５３と対向する側）で第２挿入部６９の箇所には、
例えば複数の微小凹凸が形成されており、第２挿入部６９においてＬＥＤ５１が対応する
箇所を中心として拡大発光するようになっている。
【００４２】
　第１可動アーム６０のＬＥＤ実装基板５３は、図６に示すように、その長手方向の先端
側に配設されたＬＥＤ群５２（一部の発光部：例えば８個のＬＥＤ５１）が第１挿入部６
７の後側箇所に位置するように、第１アームベース７１の前側に配設されている。なお、
ＬＥＤ群５２として、８個以外のＬＥＤ５１を採用してもよいし、単数のＬＥＤ５１を採
用してもよい。また、このＬＥＤ実装基板５３は、ＬＥＤ群５２以外のＬＥＤ５１（他の
発光部：湾曲胴部６１に位置する４個のＬＥＤ５１）が胴部飾りレンズ７０の各第２挿入
部６９の後側箇所にそれぞれ位置している。また、図４に示すように、第１可動アーム６
０の基端側から３番目のＬＥＤ５１（特定の発光部）に対応する第２挿入部６９は、第１
可動アーム６０の収納姿勢状態において中央装飾部４１に隠れない箇所に位置している。
なお、第１可動アーム６０は、少なくとも先端側にＬＥＤ実装基板５３を備えたものとし
てもよい。
【００４３】
　ＬＥＤ実装基板５３は、複数個のＬＥＤ５１を個別に発光可能としている。つまり、第
１アーム飾り６３の頭部６２の第１貫通部６２ａに挿入された頭部飾りレンズ６８の第１
挿入部６７と、第１アーム飾り６３の湾曲胴部６１の第２貫通部６６に挿入された胴部飾
りレンズ７０の第２挿入部６９とが、ＬＥＤ実装基板５３の対応するＬＥＤ５１からの光
でそれぞれ発光可能となっている。
【００４４】
　回動機構７５は、図６、図８に示すように、後構造体２３に取り付けられたステッピン
グモータ７６を備え、ステッピングモータ７６の回動軸７７（例えば、キー付き軸、スプ
ライン軸）が第１アームベース７１の基端側下部箇所の締結部７８（例えばボス）に締結
された構成（例えば、キー締結、スプライン嵌め合い）としており、図６においてステッ
ピングモータ７６の回動軸７７が正転（時計回りに回動）することで第１可動アーム６０
が時計回りに回動し、図６においてステッピングモータ７６の回動軸７７が反転（反時計
回りに回動）することで第１可動アーム６０が反時計回りに回動する。
【００４５】
　また、回動機構７５は、図６に示すように、第１可動アーム６０の基端側上部箇所に後
方に突出した突出ピン７９と、この突出ピン７９が挿入され且つ後構造体２３に形成され
た円弧状の案内溝２３ｂとを備え、第１可動アーム６０の回動を案内するようになってい
る。また、この案内溝２３ｂは、第１可動アーム６０の回動範囲が所定範囲（例えば４５
度程度）となるように、その円弧方向長さが決められており、この案内溝２３ｂの範囲内
で第１可動アーム６０が回動できるように規制している。
【００４６】
　第１可動アーム６０は、例えば以下のように組み立てられている。図８に示すように、
第１アームベース７１の前側にＬＥＤ実装基板５３の裏面側（半田面側）を対向させた状
態で、ＬＥＤ実装基板５３に複数形成された貫通孔５３ａに挿入したネジ５４を第１アー
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ムベース７１の前側に形成された複数のボス部７２に螺入し、ＬＥＤ実装基板５３を第１
アームベース７１にネジ止めする。ＬＥＤ実装基板５３は、第１アームベース７１に対し
て間隔を空けて当該第１アームベース７１のボス部７２で支持された状態となっている。
また、頭部飾りレンズ６８と胴部飾りレンズ７０とが裏面側の各箇所にそれぞれ取り付け
られた第１アーム飾り６３を、第１アームベース７１の前側に合わせた状態とし、第１ア
ームベース７１のボス受け部７３に挿入したネジ７４を第１アーム飾り６３のボス部６３
ａに螺入することで第１可動アーム６０が組み立てられる。頭部飾りレンズ６８及び胴部
飾りレンズ７０の各裏面側に突出形成された複数の支持凸部９５がＬＥＤ実装基板５３の
前面側（実装面側）の複数の当接部５３ｂにそれぞれ当接した状態となっている。
【００４７】
　第２可動アーム８０は、図６、図７に示すように、当該第２可動アーム８０の前面側に
位置し且つ正面視で基端側から先端側に向けて湾曲した湾曲胴部８１を有する第２アーム
飾り８３を備えている。この第２アーム飾り８３は、当該第２アーム飾り８３の湾曲胴部
８１の外形を構成し且つ光を通さない胴部外形部８５と、当該湾曲胴部８１の前面箇所に
複数形成された三角形の第２貫通部８６と、を備えている。
【００４８】
　さらに、この第２可動アーム８０は、図６、図７に示すように、第２貫通部８６に挿入
される三角形の第２挿入部８９が複数形成され且つ第２アーム飾り８３の湾曲胴部８１の
裏面側に取り付けられる光透過性で円弧状の胴部飾りレンズ８４と、この胴部飾りレンズ
８４の後側に位置し且つ第２アーム飾り８３が取り付けられる第２アームベース８７と、
第１可動アーム６０の回動に追動して第２可動アーム８０が回動可能に第２アームベース
８７の先端側と第１アームベース７１の先端側とを連結する連結部８８と、を備えている
。
【００４９】
　第２可動アーム８０のＬＥＤ実装基板５３は、第２挿入部８９の後側箇所にＬＥＤ５１
が位置するように、第２アームベース８７の前側に配設されている。つまり、第２アーム
飾り８３の湾曲胴部８１の第２貫通部８６に挿入された胴部飾りレンズ８４の第２挿入部
８９が、ＬＥＤ実装基板５３の対応するＬＥＤ５１からの光で発光可能となっている。Ｌ
ＥＤ実装基板５３は、複数個のＬＥＤ５１を個別に発光可能としている。胴部飾りレンズ
８４の背面側（ＬＥＤ実装基板５３と対向する側）で第２挿入部８９の箇所には、例えば
複数の微小凹凸が形成されており、第２挿入部８９においてＬＥＤ５１が対応する箇所を
中心として拡大発光するようになっている。
【００５０】
　連結部８８は、図３、図７に示すように、第１アームベース７１の先端側で後面箇所に
突出形成されたピン部８８ａと、一端側がピン部８８ａに対して回動可能に締結され且つ
他端側が第２アームベース８７に取り付けられた（例えばネジ８８ｃによって第２アーム
ベース８７にネジ止めされた）連結板８８ｂとを備えており、第１可動アーム６０の回動
に第２可動アーム８０が追動するようにしている。
【００５１】
　摺動支持部９０は、図６、図７及び図９に示すように、第２アームベース８７の基端側
に横長形成された摺動溝９１と、後構造体２３における摺動溝９１に対応する箇所に前方
に突出形成され且つ当該摺動溝９１に挿入支持される支持ピン９２とを備えている。第１
可動アーム６０の回動に追動して第２可動アーム８０が回動するに際して第２可動アーム
８０が横滑り可能なように第２可動アーム８０の基端側を摺動支持している。
【００５２】
　第２可動アーム８０は、例えば以下のように組み立てられている。図７に示すように、
第２アームベース８７の前側にＬＥＤ実装基板５３の裏面側（半田面側）を対向させた状
態で、ＬＥＤ実装基板５３に複数形成された図示省略の貫通孔（図８の貫通孔５３ａと同
様）に挿入した図示省略のネジ（図８のネジ５４と同様）を第２アームベース８７の前側
に形成された複数の図示省略のボス部（図８のボス部７２と同様）に螺入し、ＬＥＤ実装
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基板５３を第２アームベース８７にネジ止めする。ＬＥＤ実装基板５３は、第２アームベ
ース８７に対して間隔を空けて当該第２アームベース８７の図示省略のボス部（図８のボ
ス部７２と同様）で支持された状態となっている。また、胴部飾りレンズ８４が裏面側の
各箇所に取り付けられた第２アーム飾り８３を、第２アームベース８７の前側に合わせた
状態とし、第２アームベース８７のボス受け部７３に挿入したネジ７４を第２アーム飾り
８３のボス部８３ａに螺入することで第１可動アーム６０が組み立てられる。胴部飾りレ
ンズ８４の各裏面側に突出形成された複数の支持凸部９５がＬＥＤ実装基板５３の前面側
（実装面側）の複数の当接部５３ｂにそれぞれ当接した状態となっている。
【００５３】
　図３，図４に戻って、前構造体２１は、中央装飾部４１の他に、中央装飾部４１の左側
箇所に位置する左部装飾部４３（第２装飾部）と、中央装飾部４１の右側箇所に位置する
右部装飾部４４（第３装飾部）とを備えている。
【００５４】
　左部装飾部４３は、図４に示すように、収納位置に位置する第１可動アーム６０の複数
の第２挿入部６９のうち最も基端側にある第２挿入部６９（基端側発光部）が後側に位置
し、且つ、当該最基端側の第２挿入部６９に対応する形状の透過装飾部４５と、この透過
装飾部４５の周囲所定箇所（例えば右上箇所）に形成された貫通部４６とを備えている。
また、この左部装飾部４３は、透過装飾部４５及び貫通部４６を除く外形部位を例えば光
を通さない非透過部としている。
【００５５】
　可動役物５０が収納位置に収納されているときには、図１０（ａ）に示すように、第１
可動アーム６０の最基端側の第２挿入部６９が左部装飾部４３の透過装飾部４５に不一致
状態で位置している。より具体的には最基端側の第２挿入部６９が、左部装飾部４３の透
過装飾部４５ではなくその隣の貫通部４６に位置しており、図８、図１０（ａ）に示すよ
うに、左部装飾部４３の貫通部４６を介して第１可動アーム６０の最基端側の第２挿入部
６９の発光が視認可能である。
【００５６】
　これに対して、可動役物５０が作動位置にあるときには、図１０（ｂ）に示すように、
第１可動アーム６０の最基端側の第２挿入部６９が左部装飾部４３の透過装飾部４５に一
致する状態で位置している。つまり、図１０（ｂ）に示すように、ＬＥＤ実装基板５３に
おいて第２挿入部６９の背後に位置するＬＥＤ５１からの光が当該第２挿入部６９に入射
され、この第２挿入部６９から出射された光が左部装飾部４３の透過装飾部４５の後側箇
所に照射され、この透過装飾部４５が発光する。
【００５７】
　また、右部装飾部４４は、図４に示すように、収納位置に位置する第２可動アーム８０
の複数の第２挿入部８９のうち最も基端側にある第２挿入部８９（基端側発光部）が後側
に位置し、且つ、当該最基端側の第２挿入部８９に対応する形状の透過装飾部４５と、こ
の透過装飾部４５の周囲所定箇所（例えば左上箇所）に形成された貫通部４６とを備えて
いる。また、この右部装飾部４４は、透過装飾部４５及び貫通部４６を除く外形部位を例
えば光を通さない非透過部としている。
【００５８】
　可動役物５０が収納位置に収納されているときには、図１０（ａ）に示すように、第２
可動アーム８０の最基端側の第２挿入部８９が右部装飾部４４の透過装飾部４５に不一致
状態で位置している。より具体的には最基端側の第２挿入部８９が、右部装飾部４４の透
過装飾部４５ではなくその隣の貫通部４６に位置しており、図７、図１０（ａ）に示すよ
うに、右部装飾部４４の貫通部４６を介して第２可動アーム８０の最基端側の第２挿入部
８９の発光が視認可能である。
【００５９】
　これに対して、可動役物５０が作動位置にあるときには、図１０（ｂ）に示すように、
第２可動アーム８０の最基端側の第２挿入部８９が右部装飾部４４の透過装飾部４５に一



(10) JP 5608195 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

致する状態で位置している。つまり、図５に示すように、第２可動アーム８０の最基端側
の第２挿入部８９が右部装飾部４４の透過装飾部４５に一致する状態で位置しており、図
９に示すように、ＬＥＤ実装基板５３において第２挿入部８９の背後に位置するＬＥＤ５
１からの光が当該第２挿入部８９に入射され、この第２挿入部８９から出射された光が右
部装飾部４４の透過装飾部４５の後側箇所に照射され、この透過装飾部４５が発光する。
【００６０】
　ところで、本実施形態の遊技機１は、図１１に示すように、遊技動作を統括的に制御す
る主制御基板１０１と、この主制御基板１０１からのコマンドに基づいて、画像表示手段
２２の表示制御（例えば演出図柄表示手段３５の表示制御など）、可動役物５０の駆動及
び発光制御等を行う演出制御基板１０２と、を備えている。
【００６１】
　演出制御基板１０２は、図１１に示すように、可動役物５０を構成する第１、第２可動
アーム６０，８０を突出姿勢状態（図１０（ｂ）参照）と収納姿勢状態（図１０（ａ）参
照）とに変位するためのステッピングモータ７６を駆動制御する駆動制御手段１０３と、
第１、第２可動アーム６０，８０の各ＬＥＤ実装基板５３を発光制御する発光制御手段１
０４とを備えている。演出制御基板１０２は、画像表示手段２２の表示内容に応じて、収
納姿勢状態の可動役物５０を発光制御したり、収納姿勢状態の可動役物５０を突出姿勢状
態に変位させるとともに可動役物５０を発光させるように制御したりする。
【００６２】
　具体的には、演出制御基板１０２は、主制御基板１０１からのコマンド（演出図柄の変
動パターンを指定する変動パターンコマンド）に基づいて、演出図柄を当該変動パターン
コマンドに対応する変動パターンで変動表示するように演出図柄表示手段３５を表示制御
するとともに、当該変動パターンに対応した駆動内容及び発光内容で可動役物５０を駆動
制御及び発光制御する。
【００６３】
　発光制御手段１０４は、可動役物５０を収納位置に収納しているときに、例えばＬＥＤ
実装基板５３の先端側に配設されたＬＥＤ群５２（例えば８個のＬＥＤ５１）を所定の発
光態様（例えば緑色発光）で発光させて中央装飾部４１を後側から光照射するとともに、
ＬＥＤ実装基板５３の最基端側のＬＥＤ５１も前記と同様に発光させるように当該ＬＥＤ
実装基板５３を制御する。
【００６４】
　図１０（ａ）に示すように、可動役物５０が収納位置に収納されているときには、第１
可動アーム６０の先端側の第１挿入部６７が中央装飾部４１の後側に位置し、この第１可
動アーム６０のＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ群５２からの光（緑色の光）が第１挿入部６
７を通じて中央装飾部４１の背面側に照射され、中央装飾部４１が発光した状態（緑色発
光）となる。図１０では発光箇所にはハッチングを施している。また、第１可動アーム６
０のＬＥＤ実装基板５３の最基端側のＬＥＤ５１が例えば緑色発光し、左部装飾部４３の
貫通部４６を介して、第１可動アーム６０の最基端側の第２挿入部６９の緑色発光が視認
可能となっている。また、第２可動アーム８０のＬＥＤ実装基板５３の最基端側のＬＥＤ
５１が例えば緑色発光し、右部装飾部４４の貫通部４６を介して、第２可動アーム８０の
最基端側の第２挿入部８９の緑色発光も視認可能となっている。
【００６５】
　また、発光制御手段１０４は、可動役物５０を作動位置に作動させているときに、例え
ばＬＥＤ実装基板５３の全ＬＥＤ５１を、当該可動役物５０の収納位置での発光態様（緑
色発光）とは異なる発光態様（例えば赤色発光）で発光させるように当該ＬＥＤ実装基板
５３を制御する。
【００６６】
　図１０（ｂ）に示すように、可動役物５０が作動位置にあるときには、第１可動アーム
６０の第１挿入部６７及び第２挿入部６９にＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１からの赤色
光が照射されることによって、第１挿入部６７及び第２挿入部６９が赤色発光するように
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なっている。また、第１可動アーム６０の最基端側のＬＥＤ５１からの赤色光が左部装飾
部４３の透過装飾部４５に照射されることでこの透過装飾部４５が赤色発光している。ま
た、第２可動アーム８０の第２挿入部８９にＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１からの赤色
光が照射されることによって、第２挿入部８９が赤色発光するようになっている。また、
第２可動アーム８０の最基端側のＬＥＤ５１からの赤色光が右部装飾部４４の透過装飾部
４５に照射されることでこの透過装飾部４５も赤色発光している。
【００６７】
　また、演出制御基板１０２は、画像表示手段２２の表示内容に応じて、所定の音声（声
、音楽、効果音など各種の音）を音声出力手段から出力するように制御している。
【００６８】
　この実施形態では、所定の画像（演出図柄など）を表示する画像表示手段２２を備える
パチンコ機において、光透過性部材により形成された中央装飾部４１と、内部にＬＥＤ実
装基板５３が設けられ、中央装飾部４１の後側に位置する収納位置と画像表示手段２２の
前側に位置する作動位置とにわたって移動可能な可動役物５０と、可動役物５０を収納位
置に収納しているときにＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１を発光させて中央装飾部４１を
後側から光照射し、可動役物５０を作動位置に作動させているときにＬＥＤ実装基板５３
のＬＥＤ５１を発光させる発光制御手段１０４と、を備えている。
【００６９】
　したがって、可動役物５０のＬＥＤ実装基板５３によって当該可動役物５０が発光可能
であるだけでなく、中央装飾部４１も発光可能であるので、可動役物５０及び中央装飾部
４１に個々に発光手段（ＬＥＤ実装基板５３など）を備える構成に比べて、発光手段（Ｌ
ＥＤ実装基板５３など）の部品点数を低減することができる。また、可動役物５０が収納
位置に位置する場合には、ＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１による光で中央装飾部４１の
後側が照射され、当該中央装飾部４１を発光させることができ、可動役物５０が作動位置
に位置する場合にはＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１を発光させて当該可動役物５０が発
光するので、単一のＬＥＤ実装基板５３によって中央装飾部４１及び可動役物５０を発光
表示することができ、装飾演出効果を向上させることができる。また、可動役物５０が作
動位置に位置する場合には、この可動役物５０が作動位置（画像表示手段２２の前側）で
発光し、中央装飾部４１が非発光となっているので、可動役物５０が中央装飾部４１より
も目立ち、非発光の中央装飾部４１ではなく、画像表示手段２２の表示画像と関連して作
動される発光態様の可動体に遊技者を注視させることができ、可動体演出をより効果的に
実行することができる。
【００７０】
　また、発光制御手段１０４は、可動役物５０を収納位置に収納しているときに、ＬＥＤ
実装基板５３のＬＥＤ５１を所定の発光態様で発光させて中央装飾部４１を後側から光照
射させ、可動役物５０を作動位置に作動させているときに、ＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ
５１の発光態様を前記所定の発光態様とは異なる発光態様で発光させるので、可動役物５
０が収納位置に位置する場合には、ＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１の所定発光態様によ
る光で中央装飾部４１の後側が照射され、当該中央装飾部４１を発光させることができ、
可動役物５０が作動位置に位置する場合にはＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１を前記所定
発光態様とは異なる発光態様で発光して当該可動役物５０が発光するので、単一のＬＥＤ
実装基板５３によって中央装飾部４１及び可動役物５０を異なる発光表示態様とすること
ができ、装飾演出効果をさらに向上させることができる。
【００７１】
　また、可動役物５０は、少なくとも先端側にＬＥＤ実装基板５３を備えた第１可動アー
ム６０と、第１可動アーム６０をその基端側を回転軸心として回動させる回動機構７５と
、先端側が第１可動アーム６０の先端側と連結され且つ当該第１可動アーム６０の回動に
追動して回動可能な第２可動アーム８０と、第１可動アーム６０の回動に連動して第２可
動アーム８０が回動するに際して当該第２可動アーム８０の基端側を摺動可能に支持する
摺動支持部９０と、を備えている。よって、第１可動アーム６０がその基端側を回動軸心
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としてその先端側が回動すると、この第１可動アーム６０の先端側に連結された第２可動
アーム８０の先端側が追動するとともに、当該第２可動アーム８０の基端側が摺動支持部
９０で摺動支持されているので、第２可動アーム８０もその基端側を変位可能な回動軸心
としてその先端側が回動することになる。つまり、可動役物５０を、その第１，第２可動
アーム６０，８０の連結側部分が画像表示手段２２の前側に位置する突出姿勢状態と、前
記連結側部分が中央装飾部４１の後側に位置する収納姿勢状態とに変位させることができ
る。また、単一の回動機構７５によって第１，第２可動アーム６０，８０からなる可動役
物５０を収納位置と作動位置とに変位することができ、第１，第２可動アーム６０，８０
毎に回動機構７５を設ける必要がなく、部品点数を低減することができる。
【００７２】
　また、第１可動アーム６０は、当該第１可動アーム６０の前面側に位置する第１アーム
飾り６３と、第１アーム飾り６３の先端側の前面箇所に形成された第１貫通部６２ａと、
第１貫通部６２ａに挿入される第１挿入部６７を有し且つ第１アーム飾り６３の裏面側に
取り付けられる光透過性の頭部飾りレンズ６８とを備え、頭部飾りレンズ６８の第１挿入
部６７の背後箇所にＬＥＤ実装基板５３が配設されている。したがって、第１可動アーム
６０のＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１からの光が頭部飾りレンズ６８に入射され、第１
アーム飾り６３の第１貫通部６２ａに挿入された第１挿入部６７から光が出射され、可動
役物５０が収納位置にある場合には、この頭部飾りレンズ６８の第１挿入部６７からの出
射光が中央装飾部４１の後側に照射され、中央装飾部４１を発光させることができる。ま
た、可動役物５０が作動位置にある場合には、第１可動アーム６０の先端側の前面箇所に
形成された、頭部飾りレンズ６８の第１挿入部６７が発光し、中央装飾部４１が非発光と
なっているので、頭部飾りレンズ６８の第１挿入部６７が中央装飾部４１よりも目立ち、
非発光の中央装飾部４１ではなく、画像表示手段２２の表示画像と関連して作動される発
光態様の可動役物５０に遊技者を注視させることができ、可動体演出をより効果的に実行
することができる。
【００７３】
　また、前後方向に開口し且つ画像表示手段２２の表示画面２２ａが位置する装着孔１１
ａが形成された遊技盤１１と、遊技盤１１の前側から当該遊技盤１１の装着孔１１ａ箇所
に取り付けられる前構造体２１と、遊技盤１１の後側から当該遊技盤１１の装着孔１１ａ
箇所に取り付けられる後構造体２３と、を備え、中央装飾部４１は前構造体２１の所定箇
所に形成されており、可動役物５０は、後構造体２３に取り付けられている。したがって
、遊技盤１１の前側に取り付けられる前構造体２１は、その所定箇所の中央装飾部４１を
光透過性部材により形成し、当該中央装飾部４１に発光手段を構成するＬＥＤ実装基板５
３やその配線を設けていないので、前構造体２１の遊技盤１１への取り付け作業において
配線が可動役物５０に引っかけにように引き回したりすることなく作業することができ、
取り付け作業性に優れる。また、後構造体２３に取り付けられる可動役物５０にＬＥＤ実
装基板５３を備え、可動役物５０が収納位置に収納されているときには、ＬＥＤ実装基板
５３のＬＥＤ５１からの光が前構造体２１の中央装飾部４１の後側に照射され、中央装飾
部４１を発光させることができ、可動役物５０が作動位置に作動しているときには、可動
役物５０が画像表示手段２２の前側に位置して発光態様とすることができるので、装飾演
出効果を向上させることができる。
【００７４】
　また、この実施形態では、所定の画像（演出図柄など）を表示する画像表示手段２２を
備える遊技機において、光透過性部材により形成された中央装飾部４１と、内部にＬＥＤ
実装基板５３が設けられ、中央装飾部４１の後側に位置する収納位置と画像表示手段２２
の前側に位置する作動位置とにわたって移動可能な可動役物５０と、を備え、可動役物５
０は、ＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１からの光を透過する第１挿入部６７と、その第１
挿入部６７の周囲に形成され且つ非透過性の頭部外形部６４とを備え、当該可動役物５０
が収納位置に収納されているときに、第１挿入部６７が中央装飾部４１の後側に位置する
ように構成されている。
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【００７５】
　したがって、可動役物５０のＬＥＤ実装基板５３によって当該可動役物５０が発光可能
であるだけでなく、中央装飾部４１も発光可能であるので、可動役物５０及び中央装飾部
４１に個々にＬＥＤ実装基板５３を備える構成に比べて、発光手段（ＬＥＤ実装基板５３
など）の部品点数を低減することができる。また、可動役物５０が収納位置に位置する場
合には、可動役物５０の第１挿入部６７が中央装飾部４１の後側に位置しているので、Ｌ
ＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１の光が可動役物５０の第１挿入部６７を透過して中央装飾
部４１の後側に照射され、当該中央装飾部４１を発光させることができる。また、可動役
物５０は、その第１挿入部６７がＬＥＤ実装基板５３によって発光可能であるので、例え
ば可動役物５０が作動位置に位置する場合に、当該可動役物５０が発光させることができ
、単一のＬＥＤ実装基板５３によって中央装飾部４１及び可動役物５０をそれぞれ発光さ
せることができ、装飾演出効果を向上させることができる。また、可動役物５０は、第１
挿入部６７の周囲に頭部外形部６４を形成した構成としているので、第１挿入部６７のみ
を発光させ、第１挿入部６７の周囲の頭部外形部６４を発光させないようにでき、当該可
動役物５０が収納位置にある場合にその第１挿入部６７からの光が中央装飾部４１の後側
に照射させることができ、第１挿入部６７の周囲の頭部外形部６４から光が漏れることを
低減でき、中央装飾部４１周囲の外部箇所（発光が予定されていない箇所）が漏れ出た光
で発光することを低減できる。
【００７６】
　また、中央装飾部４１は、その後側に入射された光を拡散させる光拡散部４２を備え、
可動役物５０の第１挿入部６７からの光を拡散させて当該中央装飾部４１の前面が発光す
るものである。したがって、中央装飾部４１は、その後側から入射された光が光拡散部４
２で拡散されて、当該中央装飾部４１の前面が発光するので、中央装飾部４１を面状発光
させることができる。例えば、中央装飾部４１が可動役物５０の第１挿入部６７を含む大
きさで且つ両者が異なる形状とした場合であっても、可動役物５０の第１挿入部６７の形
状とは異なる形状の中央装飾部４１を面状発光させることができる。
【００７７】
　また、第１可動アーム６０は、その先端側と基端側の前面箇所に、ＬＥＤ実装基板５３
を構成する複数のＬＥＤ５１によってそれぞれ発光可能な第１挿入部６７及び第２挿入部
６９がそれぞれ形成され、第２可動アーム８０は、その先端側が第１可動アーム６０の先
端側と回動可能に連結され且つ基端側の前面箇所にＬＥＤ５１によって発光可能な第２挿
入部８９が形成され、中央装飾部４１は、収納位置の第１可動アーム６０の第１挿入部６
７が後側に位置しており、中央装飾部４１とは別の左部装飾部４３は、収納位置の第１可
動アーム６０の第２挿入部６９が後側に位置し且つ当該第２挿入部６９に対応する形状の
透過装飾部４５を有するものであり、中央装飾部４１及び左部装飾部４３とは別の右部装
飾部４４は、収納位置の第２可動アーム８０の第２挿入部８９が位置し且つ当該第２挿入
部８９に対応する形状の透過装飾部４５を有するものであり、可動役物５０が収納位置に
収納されているときには、第１，第２可動アーム６０，８０の各第２挿入部６９，８９が
左部装飾部４３，右部装飾部４４の透過装飾部４５に不一致状態でそれぞれ位置し、可動
役物５０が作動位置にあるときには、第１，第２可動アーム６０，８０の各第２挿入部６
９，８９が左部装飾部４３，右部装飾部４４の透過装飾部４５に一致する状態でそれぞれ
位置する。
【００７８】
　したがって、可動役物５０が収納位置に収納されているときには、第１，第２可動アー
ム６０，８０の各第２挿入部６９，８９が左部装飾部４３，右部装飾部４４の透過装飾部
４５に不一致状態でそれぞれ位置しているので、左部装飾部４３，右部装飾部４４の透過
装飾部４５の一部と当該透過装飾部４５以外の箇所とを発光させることができる。また、
可動役物５０が作動位置にあるときには、第１，第２可動アーム６０，８０の各第２挿入
部６９，８９が左部装飾部４３，右部装飾部４４の透過装飾部４５に一致する状態でそれ
ぞれ位置しているので、左部装飾部４３，右部装飾部４４の透過装飾部４５全体を発光さ
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せることができ、透過装飾部４５を強調して発光させることができる。
【００７９】
　また、この実施形態では、所定の画像（演出図柄など）を表示する画像表示手段２２を
備える遊技機において、光透過性部材により形成された中央装飾部４１と、複数のＬＥＤ
５１を有するＬＥＤ実装基板５３が内部に設けられ、中央装飾部４１の後側に位置する収
納位置と画像表示手段２２の前側に位置する作動位置とにわたって移動可能な可動役物５
０と、を備え、可動役物５０を収納位置に収納しているときに、複数のＬＥＤ５１のうち
の一部の発光部（ＬＥＤ群５２）が中央装飾部４１の後側に位置する。つまり、可動役物
５０のＬＥＤ実装基板５３によって当該可動役物５０が発光可能であるだけでなく、中央
装飾部４１もＬＥＤ実装基板５３の一部の発光部（ＬＥＤ群５２）によって発光可能であ
るので、可動役物５０及び中央装飾部４１に個々にＬＥＤ実装基板５３を備える構成に比
べて、発光手段（ＬＥＤ実装基板５３など）の部品点数を低減することができる。また、
可動役物５０が収納位置に位置する場合には、可動役物５０の複数のＬＥＤ５１のうちの
一部の発光部（ＬＥＤ群５２）が中央装飾部４１の後側に位置しているので、当該一部の
発光部（ＬＥＤ群５２）の光が中央装飾部４１の後側に照射され、当該中央装飾部４１を
発光させることができる。また、可動役物５０は、そのＬＥＤ実装基板５３によって発光
可能であるので、例えば可動役物５０が作動位置に位置する場合に、当該可動役物５０が
発光させることができ、単一のＬＥＤ実装基板５３によって中央装飾部４１及び可動役物
５０をそれぞれ発光させることができ、装飾演出効果を向上させることができる。
【００８０】
　また、ＬＥＤ実装基板５３は、一部の発光部（ＬＥＤ群５２）とそれ以外の他の発光部
（ＬＥＤ群５２以外のＬＥＤ５１）とをそれぞれ別々に発光制御可能であるので、一部の
発光部（ＬＥＤ群５２）のみを発光させたり、他の発光部（ＬＥＤ群５２以外のＬＥＤ５
１）のみを発光させたり、全てのＬＥＤ５１を発光させたりすることができ、発光表示バ
リエーションを増加させることができ、装飾演出効果を向上させることができる。
【００８１】
　また、可動役物５０が収納位置に位置する場合には、一部の発光部（ＬＥＤ群５２）を
発光させ且つ他の発光部（ＬＥＤ群５２以外のＬＥＤ５１）を発光させないので、可動役
物５０において中央装飾部４１に隠れない他の発光部（ＬＥＤ群５２以外のＬＥＤ５１）
を発光させずに、当該中央装飾部４１のみを発光させることができる。
【００８２】
　また、可動役物５０を作動位置に作動させているとき、つまり、画像表示手段２２の前
側に可動役物５０が位置するときに、当該可動役物５０の全てのＬＥＤ５１（一部の発光
部（ＬＥＤ群５２）及び他の発光部（ＬＥＤ群５２以外のＬＥＤ５１））を発光させ、中
央装飾部４１が非発光となっているので、可動役物５０が中央装飾部４１よりも目立ち、
非発光の中央装飾部４１ではなく、画像表示手段２２の表示画像と関連して作動される発
光態様の可動役物５０に遊技者を注視させることができ、可動体演出をより効果的に実行
することができる。
【００８３】
　また、他の発光部（ＬＥＤ群５２以外のＬＥＤ５１）のうちの特定の発光部（基端側か
ら３番目のＬＥＤ５１）は、可動役物５０を収納位置に収納しているときに、当該可動役
物５０において中央装飾部４１に隠れない箇所に位置している。したがって、可動役物５
０が収納位置にある場合に、可動役物５０の一部の発光部（ＬＥＤ群５２）のみを発光さ
せて中央装飾部４１のみを発光態様としたり、可動役物５０において中央装飾部４１に隠
れない箇所に配設された特定の発光部（基端側から３番目のＬＥＤ５１）のみを発光させ
たり、全てのＬＥＤ５１を発光させて中央装飾部４１と可動役物５０において当該中央装
飾部４１に隠れない特定の発光部（基端側から３番目のＬＥＤ５１）とを発光させること
ができ、可動役物５０が収納位置にある場合の発光表示バリエーションを増加させること
ができ、装飾演出効果を向上させることができる。
【００８４】
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　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００８５】
　前述の実施形態では、可動役物５０が作動位置にある状態（図１０（ｂ）に示す可動役
物５０の突出姿勢状態）に、当該可動役物５０のＬＥＤ実装基板５３のＬＥＤ５１を発光
させているが、この状態の他、可動役物５０が作動位置に移動する過程や作動位置から収
納位置に移動する過程においても発光させるようにしてもよいし、可動役物５０が作動位
置に移動する過程や作動位置から収納位置に移動する過程のみにおいて発光させるように
してもよい。
【００８６】
　また、前述の実施形態では、可動役物５０が収納位置にあるときにＬＥＤ実装基板５３
のＬＥＤ５１を例えば緑色発光させ、可動役物５０を作動位置に作動させているときにＬ
ＥＤ５１を赤色発光させることで、両者の発光色を異なるようにしているが、それ以外の
色で異ならせてもよいし、異なる発光態様としては、発光色、発光輝度、点灯パターン又
はこれらの組み合わせの少なくとも一つが異なる態様などとすることが挙げられる。
【００８７】
　前述の実施形態では、可動役物５０の突出姿勢状態が、第１、第２可動アーム６０，８
０がその連結箇所で折れ曲がったＶ字屈曲状態（図１０（ｂ）参照）の場合において、可
動役物５０の収納姿勢状態を、Ｖ字屈曲状態とは逆に折れ曲がった逆Ｖ字屈曲状態（図１
０（ａ）参照）としているが、この収納姿勢状態を、第１、第２可動アーム６０，８０が
直線状となった水平状態や、突出姿勢状態でのＶ字屈曲状態よりも緩やかに折れ曲がった
緩やかＶ字屈曲状態（緩屈曲状態）などとしてもよい。また、突出姿勢状態が、第１、第
２可動アーム６０，８０が直線状となった水平状態である場合には、収納姿勢状態として
、第１、第２可動アーム６０，８０がその連結箇所で折れ曲がった逆Ｖ字屈曲状態が挙げ
られる。
【００８８】
　また、前述の実施形態では、可動役物５０がセンターケース１４の上部側に位置してい
るが、センターケース１４の下部側に位置するようにしてもよい。この場合には、可動役
物５０の突出姿勢状態として逆Ｖ字屈曲状態や水平状態が挙げられ、収納姿勢状態として
Ｖ字屈曲状態、水平状態、前記逆Ｖ字屈曲状態よりも緩やかな逆Ｖ字屈曲状態などが挙げ
られる。
【００８９】
　また、可動役物５０がセンターケース１４の左部側や右部側に位置するようにしてもよ
い。例えば、可動役物５０が左部側に位置する場合には、可動役物５０の突出姿勢状態と
して逆「くの字」屈曲状態や垂直状態が挙げられ、収納姿勢状態としては、「くの字」屈
曲状態、垂直状態、前記逆「くの字」屈曲状態よりも緩やかな逆「くの字」屈曲状態など
が挙げられる。また、可動役物５０が右部側に位置する場合には、可動役物５０の突出姿
勢状態として「くの字」屈曲状態や垂直状態が挙げられ、収納姿勢状態としては、逆「く
の字」屈曲状態、垂直状態、前記「くの字」屈曲状態よりも緩やかな「くの字」屈曲状態
などが挙げられる。
【００９０】
　前述の実施形態では、図１０（ａ）に示すように、可動役物５０が収納位置にあるとき
に、第１可動アーム６０の先端側のＬＥＤ群５２及び第１、第２可動アーム６０，８０の
最基端側のＬＥＤ５１を発光させているが、第１可動アーム６０の先端側のＬＥＤ群５２
のみを点灯させ、第１、第２可動アーム６０，８０の最基端側のＬＥＤ５１を消灯させる
ようにしてもよい。
【００９１】
　また、図１２に示すように、可動役物５０を収納位置に収納しているとき及び作動位置
に作動させているときに、第１、第２可動アーム６０，８０の全ＬＥＤ５１を発光させる
ようにしてもよい。
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【００９２】
　また、図１３（ａ）に示すように、可動役物５０が収納位置に収納されているときには
、第１可動アーム６０の最基端側の第２挿入部６９が左部装飾部４３の透過装飾部４５の
一部と貫通部４６とに重なる状態で位置し、可動役物５０が作動位置にあるときには、図
１３（ｂ）に示すように、第１可動アーム６０の最基端側の第２挿入部６９が左部装飾部
４３の透過装飾部４５に一致する状態で位置するようにしてもよい。第２可動アーム８０
についてもこれと同様にしてもよい。
【００９３】
　この場合には、可動役物５０が収納位置に収納されているときには、第１、第２可動ア
ーム６０，８０の各最基端側の第２挿入部６９，８９（基端側発光部）が左部装飾部４３
，右部装飾部４４（第２，第３装飾部）の透過装飾部４５の一部と貫通部４６とに重なる
不一致状態でそれぞれ位置しているので、左部装飾部４３，右部装飾部４４の透過装飾部
４５の一部が発光するとともに、当該透過装飾部４５の周囲所定箇所の貫通部４６を通し
て後方位置の第１、第２可動アーム６０，８０の各最基端側の第２挿入部６９，８９の一
部が発光する態様を遊技者に見せることができ、前側の左部装飾部４３，右部装飾部４４
と後側の可動役物５０とによる奥行き感のある発光態様を提供することができる。また、
可動役物５０が作動位置にあるときには、第１、第２可動アーム６０，８０の各最基端側
の第２挿入部６９，８９が左部装飾部４３，右部装飾部４４の透過装飾部４５に一致する
状態でそれぞれ位置しており、左部装飾部４３，右部装飾部４４の貫通部４６に位置して
いないので、左部装飾部４３，右部装飾部４４の透過装飾部４５全体を発光させることが
でき、透過装飾部４５を強調して発光させることができる。
【００９４】
　また、透過装飾部４５の例えば裏面側に微小凹凸からなる光拡散部を形成したり、透過
装飾部４５を、光拡散粒子を含んだ光透過樹脂成形品により形成したりすることで、透過
装飾部４５を当該透過装飾部４５に裏面側に入射された光を拡散させて、この透過装飾部
４５全体がより一様に発光するようにしてもよい。
【００９５】
　また、前述した実施形態では、センターケース１４の前構造体２１とその後側の可動役
物５０との構成において、可動役物５０を収納位置に収納しているときに前構造体２１の
中央装飾部４１の背後に位置する可動役物５０からの光照射で当該中央装飾部４１が発光
する例を挙げて説明しているが、可動役物５０を収納位置に収納しているときにセンター
ケース１４の透明区画部材４０又はステージ２６の背後に位置し、収納位置にある可動役
物５０からの光照射によってセンターケース１４の透明区画部材４０とステージ２６の少
なくとも一方が発光するようにしてもよい。
【００９６】
　また、前構造体２１に替えて、可動役物５０とは別体で収納位置にある可動役物５０の
前側に位置する第２可動体を採用し、この第２可動体に形成された光透過性装飾部が、収
納位置にある可動役物５０からの光照射によって発光する構成を採用してもよい。
【００９７】
　前述した実施形態では、可動役物５０として第１、第２可動アーム６０，８０の両先端
側を連結した構成（図６参照）を例に挙げて説明しているが、単一アームとするもの、３
本以上のアームを連結したもの、複数アームが個別に存在するものの他、アーム以外の構
成などとしてもよい。また、可動役物５０の形状及び構造は、本実施形態の形状及び構造
に限定されるものではなく、種々の形状や構造を採用してもよい。
【００９８】
　前述した実施形態では、第１挿入部６７（透過部）はＬＥＤ実装基板５３からの光（可
視光）が透過するものであり、頭部外形部６４（非透過部）、胴部外形部６５，８５は、
光（可視光）を一切通さないもの又は殆ど通さないもの（遮光部材）としているが、頭部
外形部６４（非透過部）を、第１挿入部６７（第１透過部）に比べて減光量の多い（低発
光である）第２透過部（減光部材）としてもよい。また、胴部外形部６５，８５を、透過
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装飾部４５に比べて減光量の多い（低発光である）第２透過部（減光部材）としてもよい
。
【００９９】
　前述した実施形態では、演出制御基板１０２は可動役物５０の駆動及び発光制御してい
るが、主制御基板１０１が可動役物５０の駆動及び発光制御してもよい。
【０１００】
　また本発明は、アレンジボール機、雀球遊技機、スロットマシン等の他の遊技機におい
ても同様に実施することが可能である。
【０１０１】
　また、上述した複数の実施形態（変形例を含む）のうちいくつかを組み合わせた構成と
してもよいし、ある実施形態の一部の手段等（手段、構成、装置、部品、機能、要素、処
理ステップ、工程又はこれらの結合）を他の実施形態（いくつかの実施形態を組み合わせ
たものを含む）に組み合わせた構成としてもよいし、ある実施形態の一部の手段等と他の
実施形態における一部の手段等とを組み合わせた構成としてもよいし、ある実施形態の一
部の手段等を削除した構成としてもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
　１１　　遊技盤
　１１ａ　装着孔（開口部）
　２２　　画像表示手段
　２１　　前構造体（枠部材）
　２３　　後構造体（後側部材）
　４１　　中央装飾部（装飾部、第１装飾部）
　４２　　光拡散部
　４３　　左部装飾部（第２装飾部）
　４４　　右部装飾部（第３装飾部）
　４５　　透過装飾部
　４６　　貫通部
　５０　　可動役物（可動体）
　５１　　ＬＥＤ（発光部）
　５２　　ＬＥＤ群（一部の発光部）
　５３　　ＬＥＤ実装基板（発光手段）
　６０　　第１可動アーム（第１アーム）
　６２ａ　第１貫通部（被挿入部）
　６３　　第１アーム飾り（飾り部材）
　６４　　頭部外形部（非透過部）
　６７　　第１挿入部（挿入部、先端側発光部、透過部）
　６８　　頭部飾りレンズ（飾りレンズ）
　６９　　第２挿入部（基端側発光部）
　７５　　回動機構（回動手段）
　８０　　第２可動アーム（第２アーム）
　８９　　第２挿入部（基端側発光部）
　９０　　摺動支持部
１０４　　発光制御手段
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