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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の盤面に画成した遊技領域に配設されて図柄を変動表示させて主たる遊技演出を
行なう図柄表示装置が臨む装飾部材に配設され、前記図柄表示装置の遊技演出に合わせて
複数の可動部材に所要の動作を行なわせて補助的な遊技を演出する遊技機の補助演出装置
であって、
　前記装飾部材に固定される本体部に配設した単一の駆動手段と、
　前記本体部に配設されて、前記駆動手段により直線的に往復移動される作動手段と、
　前記作動手段の往復移動方向と交差する方向に延在する第２枢軸に回動自在に配設され
ると共に、前記作動手段に設けた第１の連繋部に連繋され、該作動手段の往復移動に際し
て第１の連繋部との連繋により第２枢軸を中心に揺動する第１の伝達部と、
　前記第１の伝達部に連繋されて、該第１の伝達部の揺動に伴い前記作動手段の往復移動
方向と交差する方向に直線的に往復移動される第２の伝達部と、
　前記第２枢軸と平行な第１枢軸に回動自在に配設されると共に前記第２の伝達部に連繋
されて、該第２の伝達部の直線的な往復移動に伴って第１枢軸を中心に揺動する第１の可
動部材と、
　前記作動手段に設けられた第２の連繋部に連繋され、該作動手段の直線的な往復移動に
伴い、作動手段の往復移動方向および前記第１枢軸の何れとも交差する方向に延在する軸
を中心に揺動する伝達手段と、
　前記伝達手段に連結支軸を介して連結固定され、該伝達手段と一体的に揺動する第２の
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可動部材とから構成した
ことを特徴とする遊技機の補助演出装置。
【請求項２】
　前記本体部は、上下方向に長尺な略矩形状に形成されて上下および前側に開放する基部
と、該基部に対して所要の空間部をあけて前側に配設される支持板部とから構成されて、
該基部と支持板部との間に、前記作動手段が上下方向に往復移動可能に配設され、
　前記作動手段は上下方向に長尺の略矩形状に形成されて、下部部位には第１収容部およ
び前後に貫通すると共に上下方向に延在する第１の溝部が形成され、
　前記第１収容部に、円板状のカム部材が回転自在に収容され、
　前記カム部材の偏心位置に後方に向かって突設された軸部が、前記第１の溝部に挿通さ
れて前記基部に回転自在に枢支されると共に、該カム部材には前記支持板部に配設された
前記駆動手段としてのモータの回転軸が前記軸部と同心位置に連結され、
　前記第１収容部の上下方向の寸法は、前記カム部材の直径寸法と略同等に設定されると
共に、該第１収容部の左右方向の寸法は、前記軸部を中心として回転するカム部材の該軸
部から最も離間する外周位置が第１収容部の内側面に略当接する寸法に設定されており、
　前記モータの駆動によりカム部材が第１収容部に略内接状態で偏心回転することで、前
記作動手段が上下方向に直線的に往復移動するよう構成される請求項１記載の遊技機の補
助演出装置。
【請求項３】
　前記作動手段の上端面に突設された突片に、前記第１の連繋部としての第１鉤部が形成
され、
　前記第２枢軸が左右方向に延在するように配設されるケース体に、前記第２の伝達部が
前後方向に平行移動するよう配設されると共に、該第２の伝達部に第２鉤部が形成され、
　前記第２枢軸に回動自在に配設される前記第１の伝達部には、一側面に、前記第１鉤部
と係脱可能に係合する第１支軸が第２枢軸と平行に突設されると共に、他側面に、前記第
２鉤部と係脱可能に係合する第２支軸が第２枢軸と平行に突設されて、前記作動手段の上
下動に際し第１鉤部と第１支軸との連繋により前記第１の伝達部が第２枢軸を中心に揺動
し、該第１の伝達部の揺動運動に伴い前記第２支軸と第２鉤部との連繋により前記第２の
伝達部が前後方向に往復移動するよう構成され、
　前記ケース体に左右方向に延在して前記第１枢軸が配設され、該第１枢軸に回動自在に
配設された前記第１の可動部材とケース体との間に張設されたバネ部材によって第１の可
動部材は、前記第１枢軸を中心として該第１の可動部材に形成した突起部が前記第２の伝
達部に形成された突出片に常に当接するように回動付勢され、前記第２の伝達部の前後動
によって第１の可動部材が前記第１枢軸を中心に揺動するよう構成され、
　前記作動手段の上部位置に、第２収容部および前後に貫通すると共に上下方向に延在す
る第２の溝部が形成され、
　前記第２収容部に、前記伝達手段としての歯車が収容され、
　前記歯車の後方に突出する台部が、前記第２の溝部に挿通されて前記基部に回動自在に
枢支され、
　前記作動手段における第２収容部の内側面には、前記歯車と噛合して作動手段の上下動
により歯車との噛合作用で該歯車を揺動する前記第２の連繋部としての歯車部が上下方向
に形成されて、該歯車の揺動運動に伴い前後方向に延在する前記連結支軸を中心として前
記第２の可動部材が揺動するよう構成される請求項２記載の遊技機の補助演出装置。
【請求項４】
　前記基部に上下方向に延在する案内孔が形成されると共に、前記突片には、前記案内孔
に挿通されて前記作動手段の上下動に際して該案内孔に沿ってスライドする案内片が突設
され、
　前記第２の伝達部の側面に前後方向に延在するスライド溝が形成され、このスライド溝
には、前記ケース体に突設した案内板が挿通されて、該第２の伝達部が案内板に沿って平
行移動するよう構成される請求項３記載の遊技機の補助演出装置。
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【請求項５】
　前記第１の可動部材は、半球状に形成された球形部材が、前記ケース体から前側に膨出
する向きで前記第１枢軸を介して配設され、
　前記第２の可動部材は、左右方向に長尺に形成されて前記第１の可動部材の下方に臨み
、長手方向の一端が前記連結支軸に連結される請求項３または４記載の遊技機の補助演出
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、遊技機の補助演出装置に関し、更に詳細には、図柄を変動表示させて主た
る遊技演出を行なう図柄表示装置が臨む装飾部材に配設されて、該図柄表示装置での遊技
演出に合わせて複数の可動部材を動作させる遊技機の補助演出装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技領
域の略中央位置に装飾部材が配設されて、該装飾部材に形成した開口部から液晶式やドラ
ム式等の図柄表示装置を臨ませ、この図柄表示装置で図柄組合わせゲームやリーチ演出等
の主たる遊技演出を行なうようになっている。また、前記装飾部材に所要の動作を行なう
可動部材を備えた補助演出装置を配設し、該可動部材を前記図柄表示装置で行なわれる遊
技演出に合わせて動作させることにより、視覚的な演出効果を向上させ、遊技の興趣を一
層増大するようにしたパチンコ機も知られている。例えば、前記補助演出装置としては、
複合装置(装飾部材)に往復運動可能にハンマー(可動部材)を配設し、該ハンマーと連繋さ
せたソレノイド(駆動手段)を特別図柄表示器(図柄表示装置)での遊技演出に合わせて駆動
させるようにしたものがある(特許文献１参照)。また、表示装置(装飾部材)に手袋やシル
クハットを模した複数の可動体(可動部材)を揺動可能に配設すると共に、各可動体に対応
してソレノイド(駆動手段)を夫々配設し、複数の可動体を可変表示部(図柄表示装置)での
遊技演出に合わせて揺動させることで、より遊技の興趣を高めるようにしたものもある(
特許文献２参照)。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００１－２５５４６号公報(第３項、第２図)
【特許文献２】
特開２００１－３８００５号公報(第３項－第４項、第４図)
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このように、図柄表示装置での遊技演出に合わせて可動部材を動作させれば、視覚的な演
出効果を向上させて遊技の興趣を増大することが可能となり、更に可動部材を複数設ける
ことで、その効果がより一層高められる。しかし、前述のように補助演出装置に複数の可
動部材を設ける場合には、各可動部材を駆動させる駆動手段を対応的に配設するため、複
数の駆動手段が必要となり、装置全体が大型化する欠点がある。しかも、パチンコ機の裏
側には、前記図柄表示装置や補助演出装置等を制御する制御基板や効果音出力装置、その
他多数の構成部品が配設されるため、スペース的に余裕があるとは言い難く、前記複数の
可動部材を備えた大型の補助演出装置をパチンコ機に配設するスペースの確保が困難とな
る問題も招く。また、前記各可動部材を動作させるに際して駆動手段毎に制御する必要が
あるので、各可動部材の動作制御が複雑となる難点も指摘される。
【０００５】
【発明の目的】
　本発明は、前述した従来の技術に内在している前記課題に鑑み、これを好適に解決する
べく提案されたものであって、複数の可動部材により遊技の興趣を増大させ、かつ小型化
を達成し得る遊技機の補助演出装置を提供することを目的とする。
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【０００６】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を克服し、所期の目的を好適に達成するため、本発明に係る遊技機の補助演出
装置は、
　遊技盤の盤面に画成した遊技領域に配設されて図柄を変動表示させて主たる遊技演出を
行なう図柄表示装置(K)が臨む装飾部材(15)に配設され、前記図柄表示装置(K)の遊技演出
に合わせて複数の可動部材(41,60)に所要の動作を行なわせて補助的な遊技を演出する遊
技機の補助演出装置であって、
　前記装飾部材(15)に固定される本体部(21)に配設した単一の駆動手段(28)と、
　前記本体部(21)に配設されて、前記駆動手段により直線的に往復移動される作動手段(3
1)と、
　前記作動手段(31)の往復移動方向と交差する方向に延在する第２枢軸(54)に回動自在に
配設されると共に、前記作動手段(31)に設けた第１の連繋部(32a)に連繋され、該作動手
段(31)の往復移動に際して第１の連繋部(32a)との連繋により第２枢軸(54)を中心に揺動
する第１の伝達部(51)と、
　前記第１の伝達部(51)に連繋されて、該第１の伝達部(51)の揺動に伴い前記作動手段の
往復移動方向と交差する方向に直線的に往復移動される第２の伝達部(56)と、
　前記第２枢軸(54)と平行な第１枢軸(46)に回動自在に配設されると共に前記第２の伝達
部(56)に連繋されて、該第２の伝達部(56)の直線的な往復移動に伴って第１枢軸(46)を中
心に揺動する第１の可動部材(41)と、
　前記作動手段(31)に設けられた第２の連繋部(34)に連繋され、該作動手段(31)の直線的
な往復移動に伴い、作動手段(31)の往復移動方向および前記第１枢軸(46)の何れとも交差
する方向に延在する軸を中心に揺動する伝達手段(62)と、
　前記伝達手段(62)に連結支軸(61)を介して連結固定され、該伝達手段(62)と一体的に揺
動する第２の可動部材(60)とから構成したことを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に係る発明では、前記本体部(21)は、上下方向に長尺な略矩形状に形成されて
上下および前側に開放する基部(22)と、該基部(22)に対して所要の空間部をあけて前側に
配設される支持板部(26)とから構成されて、該基部(22)と支持板部(26)との間に、前記作
動手段(31)が上下方向に往復移動可能に配設され、
　前記作動手段(31)は上下方向に長尺の略矩形状に形成されて、下部部位には第１収容部
(33)および前後に貫通すると共に上下方向に延在する第１の溝部(33a)が形成され、
　前記第１収容部(33)に、円板状のカム部材(29)が回転自在に収容され、
　前記カム部材(29)の偏心位置に後方に向かって突設された軸部(29b)が、前記第１の溝
部(33a)に挿通されて前記基部(22)に回転自在に枢支されると共に、該カム部材(29)には
前記支持板部(26)に配設された前記駆動手段としてのモータ(28)の回転軸が前記軸部(29b
)と同心位置に連結され、
　前記第１収容部(33)の上下方向の寸法は、前記カム部材(29)の直径寸法と略同等に設定
されると共に、該第１収容部(33)の左右方向の寸法は、前記軸部(29b)を中心として回転
するカム部材(29)の該軸部(29b)から最も離間する外周位置が第１収容部(33)の内側面に
略当接する寸法に設定されており、
　前記モータ(28)の駆動によりカム部材(29)が第１収容部(33)に略内接状態で偏心回転す
ることで、前記作動手段(31)が上下方向に直線的に往復移動するよう構成されることを特
徴とする。
【０００８】
　請求項３に係る発明では、前記作動手段(31)の上端面に突設された突片(32)に、前記第
１の連繋部としての第１鉤部(32a)が形成され、
　前記第２枢軸(54)が左右方向に延在するように配設されるケース体(47)に、前記第２の
伝達部(56)が前後方向に平行移動するよう配設されると共に、該第２の伝達部(56)に第２
鉤部(57)が形成され、
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　前記第２枢軸(54)に回動自在に配設される前記第１の伝達部(51)には、一側面に、前記
第１鉤部(32a)と係脱可能に係合する第１支軸(53a)が第２枢軸(54)と平行に突設されると
共に、他側面に、前記第２鉤部(57)と係脱可能に係合する第２支軸(53b)が第２枢軸(54)
と平行に突設されて、前記作動手段(31)の上下動に際し第１鉤部(32a)と第１支軸(53a)と
の連繋により前記第１の伝達部(51)が第２枢軸(54)を中心に揺動し、該第１の伝達部(51)
の揺動運動に伴い前記第２支軸(53b)と第２鉤部(57)との連繋により前記第２の伝達部(56
)が前後方向に往復移動するよう構成され、
　前記ケース体(47)に左右方向に延在して前記第１枢軸(46)が配設され、該第１枢軸(46)
に回動自在に配設された前記第１の可動部材(41)とケース体(47)との間に張設されたバネ
部材(36)によって第１の可動部材(41)は、前記第１枢軸(46)を中心として該第１の可動部
材(41)に形成した突起部(43c)が前記第２の伝達部(56)に形成された突出片(58)に常に当
接するように回動付勢され、前記第２の伝達部(56)の前後動によって第１の可動部材(41)
が前記第１枢軸(46)を中心に揺動するよう構成され、
　前記作動手段(31)の上部位置に、第２収容部(35)および前後に貫通すると共に上下方向
に延在する第２の溝部(34a)が形成され、
　前記第２収容部(35)に、前記伝達手段としての歯車(62)が収容され、
　前記歯車(62)の後方に突出する台部(62a)が、前記第２の溝部(34a)に挿通されて前記基
部(22)に回動自在に枢支され、
　前記作動手段(31)における第２収容部(35)の内側面には、前記歯車(62)と噛合して作動
手段(31)の上下動により歯車(62)との噛合作用で該歯車(62)を揺動する前記第２の連繋部
としての歯車部(34)が上下方向に形成されて、該歯車(62)の揺動運動に伴い前後方向に延
在する前記連結支軸(61)を中心として前記第２の可動部材(60)が揺動するよう構成される
ことを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に係る発明では、前記基部(22)に上下方向に延在する案内孔(23)が形成される
と共に、前記突片(32)には、前記案内孔(23)に挿通されて前記作動手段(31)の上下動に際
して該案内孔(23)に沿ってスライドする案内片(32b)が突設され、
　前記第２の伝達部(56)の側面に前後方向に延在するスライド溝(56a)が形成され、この
スライド溝(56a)には、前記ケース体(47)に突設した案内板(49d)が挿通されて、該第２の
伝達部(56)が案内板(49d)に沿って平行移動するよう構成されることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に係る発明では、前記第１の可動部材(41)は、半球状に形成された球形部材(4
2)が、前記ケース体(47)から前側に膨出する向きで前記第１枢軸(46)を介して配設され、
　前記第２の可動部材(60)は、左右方向に長尺に形成されて前記第１の可動部材(41)の下
方に臨み、長手方向の一端が前記連結支軸(61)に連結されることを特徴とする。
【００１１】
【作用】
　本発明に係る遊技機の補助演出装置は、単一の駆動手段により作動手段を駆動し、該作
動手段の作動に際し、複数の可動部材に対応して設けた複数の伝達手段を該作動手段に設
けた対応の各連繋部と連繋することで、各可動部材は所要の動作を行なう。このように、
複数の可動部材を駆動することで、視覚的な演出効果を向上して遊技の興趣が一層増大さ
れ、かつ複数の可動部材が単一の駆動手段で動作されるので、補助演出装置の組付けに必
要な部品点数を少なくでき、装置自体の小型化を図り得る。また、前記複数の可動部材を
夫々異なる方向に動作させることにより、各可動部材による動的な遊技演出による興趣を
一層増大させ得る。
【００１２】
　更に、本発明に係る遊技機の補助演出装置では、図柄表示装置における遊技演出と、補
助演出装置による動的な遊技演出によって、より興趣に富んだ遊技が可能となる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
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　次に、本発明に係る遊技機の補助演出装置につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を
参照しながら、以下詳細に説明する。なお、実施例では、補助演出装置を一般的なパチン
コ機(遊技機)に配設した場合で説明する。
【００１４】
(遊技盤について)
図２に示すように、実施例に係るパチンコ機の遊技盤Ｊは、略円形状に湾曲形成したレー
ル１０により画成された遊技領域Ｉの前側において、縦央やや下部に配設されて遊技球を
スイッチで検出し得る始動入賞具１１と、この始動入賞具１１の直上方に配設されて該遊
技盤Ｊを装飾する装飾部材１５と、大型電動式の入賞装置Ｍ等が配設されている。そして
、前記装飾部材１５に開設した可視表示部１４に、前記始動入賞具１１への遊技球の通入
に応じて図柄を変動表示させ、所要の図柄組合わせゲーム(主たる遊技演出)を行なう図柄
表示装置Ｋが後方から臨んでいる。なお、前記遊技盤Ｊにおける遊技領域Ｉの側部には、
該遊技盤Ｊを装飾する装飾ランプＮが配設されている。
【００１５】
また前記入賞装置Ｍは、図柄表示装置Ｋの大当り成立時に対する特別遊技状態として、開
成作動条件が付与される大型の入賞装置であって、図２に示すように、特別入賞具１７に
対設された扉状の開閉板１８が、後側の電磁ソレノイドに係る設定駆動条件に基づいて、
通常の閉鎖状態から開放状態に変化されるようになっている。そして、特別入賞具１７の
後側内部にセーフ球用のカウントスイッチと、開放作動継続用の特別スイッチ(Ｖスイッ
チ)が組込まれている(何れも図示せず)。なお、入賞装置Ｍの左右両側に普通入賞具１９,
１９が設けられている。
【００１６】
(補助演出装置について)
図２に示すように、前記図柄表示装置Ｋが臨む前記装飾部材１５の右上方位置には、ワニ
型の装飾を施した装飾部２０ａで被覆された補助演出装置２０が配設されて、該図柄表示
装置Ｋでの図柄組合わせゲームに合わせて、「眼」を模した第１の可動部材４１および「
下顎」を模した第２の可動部材６０を揺動運動するよう構成されている。前記補助演出装
置２０は、図１または図６に示すように、前記装飾部材１５に取付けられる本体部２１と
、該本体部２１に配設される駆動手段としての単一のモータ２８と、該本体部２１に配設
されてモータ２８の回転運動に伴い直線的に往復移動するスライド部材(作動手段)３１と
、前記第１および第２の可動部材４１,６０に対応的に設けられて、スライド部材３１の
往復移動に際し第１の可動部材４１を揺動運動させる第１の伝達手段としてのアーム部材
(第１の伝達部)５１および作用板(第2の伝達部)５６と、第2の可動部材６０を揺動運動さ
せる第２の伝達手段としての欠歯歯車６２とから基本的に構成されている。なお、前記補
助演出装置２０は、前記装飾部材１５に対して右下がりに傾斜した状態で配設してあるの
で(図２参照)、以下において補助演出装置２０の説明に関しては、上下方向は後述する基
部２２の長手方向を指称し、左右方向は基部２２の短手方向を指称するものとする。
【００１７】
(本体部について)
図３に示すように、前記本体部２１は、上下方向に長尺な略矩形状に形成されて上下およ
び前側に開放する基部２２と、該基部２２に対して所要の空間部をあけて前側に配設され
る支持板部２６とから構成されており、該基部２２と支持板部２６との間に、前記スライ
ド部材３１が往復移動可能に配設されている。そして、前記基部２２における左右の両側
壁部２２ａ,２２ａの下部位置には、前記支持板部２６を固定する係止フック２２ｂ,２２
ｂが夫々形成されると共に、該基部２２における係止フック２２ｂ,２２ｂの近傍には、
支持板部２６を位置決めする突出部２２ｃ,２２ｃが設けてある。
【００１８】
前記基部２２の上部位置には、図３に示すように、上下方向に所要距離だけ延在する案内
孔２３が形成されており、該案内孔２３に前記スライド部材３１の案内片３２ｂ(後述)が
挿通されている。このように、前記案内孔２３に案内片３２ｂを挿通することで、前記ス
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ライド部材３１の上下方向移動を案内孔２３の長さ範囲で規制すると共に、該スライド部
材３１の左右方向の移動を規制するようになっている。また、前記基部２２の下部位置に
、前記モータ２８の図示しない回転軸に取付けられた後述するカム部材(変換手段)２９の
軸部２９ｂを挿入する下孔部２５が形成されると共に、前記案内孔２３と下孔部２５との
間に、前記欠歯歯車６２を位置決めする上孔部２４を形成してある。
【００１９】
前記支持板部２６における左右の両側部には、前記係止フック２２ｂ,２２ｂと係脱可能
に係合する係合部２６ａ,２６ａが夫々形成されており、該支持板部２６と基部２２とで
前記スライド部材３１を挟んだ状態で、各係合部２６ａに係止フック２２ｂを係合させる
ことにより、基部２２に対して支持板部２６が着脱可能に組付けられる。このように、前
記基部２２と支持板部２６とを組付けることで、両部材２２,２６間に配設された前記ス
ライド部材３１の前後方向の移動を規制している。また、前記支持板部２６における前記
基部２２の各突出部２２ｃと前後に整列する位置には、位置決め孔２６ｂ(図３において
１つのみ図示)が夫々形成されており、係合部２６ａと係止フック２２ｂとを係合させた
際に各位置決め孔２６ｂに突出部２２ｃが対応的に通入され、該支持板部２６が前記基部
２２に対して位置決めされるようになっている。
【００２０】
前記支持板部２６の略中央位置には、前記モータ２８の回転軸を挿通し得る挿通孔２６ｃ
が形成されており、該挿通孔２６ｃにモータ２８の回転軸を挿通させた状態で、該支持板
部２６にモータ２８がネジ止めされる。また、前記支持板部２６の挿通孔２６ｃから通出
した前記モータ２８の回転軸に、前記スライド部材３１を往復移動させるカム部材２９が
取付けられている。なお、前記支持板部２６の上端部に前記基部２２の通孔２２ｄと前後
に整列する上通孔２７ａが形成されると共に、該支持板部２６の下端部に下通孔２７ｂが
形成されており、該支持板部２６の前側から該上通孔２７ａおよび下通孔２７ｂの夫々に
挿通させたネジを、前記装飾部材１５に螺挿することで、前記本体部２１およびモータ２
８が固定される。
【００２１】
このように、前記基部２２と支持部材２６とにより、前記スライド部材３１を往復移動可
能に挟み込むと共に、該支持部材２６にモータ２８を固定することで、前記本体部２１と
前記スライド部材３１および前記モータ２８がユニット化されて、一体的に取り扱い得る
よう構成されている。
【００２２】
前記カム部材２９は略円板状に形成されており、図３または図５に示すように、その前面
側の中心から所要量だけ変位した位置に軸孔２９ａが形成され、該軸孔２９ａに前記モー
タ２８の回転軸が挿通されている。また、前記カム部材２９の後面側には、前記軸孔２９
ａの形成箇所と対応する位置に、後方に向かって突出する前記軸部２９ｂが設けられ、該
軸部２９ｂが前記基部２２の下孔部２５に挿通するようになっている。すなわち、前記カ
ム部材２９には、前記軸孔２９ａおよび軸部２９ｂが偏心して形成されている。
【００２３】
(スライド部材について)
前記スライド部材３１は、図３または図５に示すように、上下方向に長尺の略矩形状に形
成されて、このスライド部材３１の上端面に、上方に向かって突片３２を突設してある。
そして、前記突片３２の端部近傍に、前側および左右に開口する第１鉤部(第１の連繋部)
３２ａが形成されており、該第１鉤部３２ａに前記アーム部材５１の第１支軸５３ａ(後
述)が係止される。また、前記突片３２の後側には、前記基部２２の案内孔２３に挿通さ
れる前記案内片３２ｂが後方に向かって突設されており、該スライド部材３１の案内片３
２ｂは案内孔２３に沿ってスライドするよう構成されている。
【００２４】
更に、前記スライド部材３１における下部部位には、前記カム部材２９を収容する第１収
容部３３が形成されており、該第１収容部３３には前記案内片３２ｂと上下方向に整列し
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、該カム部材２９の軸部２９ｂを挿通可能な第１の溝部３３ａが形成されている。なお、
前記第１収容部３３の上下方向の寸法は、前記カム部材２９の直径寸法と略同等に設定さ
れており、該第１収容部３３の左右方向の寸法は、前記軸部２９ｂを前記第１の溝部３３
ａに挿通したもとでカム部材２９を回転させた際に、当該カム部材２９の軸部２９ｂから
最も離間するカム部材２９の外周位置が、第１収容部３３の内周面に略当接する寸法に設
定されている(図３および図５参照)。すなわち、前記カム部材２９の軸部２９ｂを前記第
１の溝部３３ａに挿通した状態で前記モータ２８を駆動すると、該カム部材２９が前記第
１収容部３３に略内接状態で偏心回転すると共に、前記スライド部材３１が前記案内片３
２ｂと軸部２９ｂとを結ぶ直線上を往復移動する。なお、前記カム部材２９は、常には前
記スライド部材３１を最も上方に位置する第１位置(図５(a))に保持されるようになって
おり、該カム部材２９が１８０度回転すると、該スライド部材３１が最も下方に位置する
第２位置(図５(c))に変位される。
【００２５】
また、図３または図５に示すように、前記スライド部材３１における前記基部２２の上孔
部２４と前後に整列する位置には、前記第２の可動部材６０に対応して設けた前記欠歯歯
車６２を収容する第２収容部３５が形成されており、該第２収容部３５の左内側面に、該
欠歯歯車６２と噛合する歯車部(第２の連繋部)３４が上下方向に形成されている。そして
、前記歯車部３４と対応する部位には、前後に貫通する第２の溝部３４ａが形成されてお
り、前記欠歯歯車６２の後方に突出した台部６２ａを該第２の溝部３４ａを通出させたも
とで該台部６２ａが前記基部２２の上孔部２４に挿通され、該欠歯歯車６２を位置決めし
ている。なお、前記スライド部材３１の前面側および後面側における各四隅には突部３１
ａが夫々設けられており、各突部３１ａが対向する前記基部２２および支持板部２６に当
接した状態でスライド部材３１が往復移動されるようになっている。
【００２６】
(第１の可動部材について)
次に、前記第１の可動部材４１を揺動運動させる構成について説明する。前記第１の可動
部材４１は、図４に示すように、中空の略半球状に形成された球形部材４２と、該球形部
材４２の内部に上下方向に内接する略円板状の連結部材４３とから構成され、略矩形箱状
に形成されたケース体４７に球形部材４２が前側に膨出する向きで配設される。ここで、
前記球形部材４２の外周面は上側と下側を区切る段状に形成されており、該球形部材４２
の下側に「黒目」の装飾を施してある(図１参照)。また、前記球形部材４２における左右
方向の膨出部位には、左右方向に整列する位置に、前記第１の可動部材４１の揺動中心と
しての第１枢軸４６を挿通する軸孔４２ａ(図４において右側の軸孔のみ図示)が形成され
ている。更に、前記球形部材４２の内周面における前側の膨出部位に凹部４２ｂが形成さ
れると共に、下方の膨出部位に切欠部(図示せず)が形成されている。
【００２７】
なお、前記ケース体４７は、左右に分離可能な右半体４８と左半体４９とから形成されて
おり、該右半体４８の上端部および下端部にボス部４８ｄ,４８ｄを夫々形成すると共に
、左半体４９に各ボス部４８ｄと対応して通孔４９ｅ,４９ｅを夫々設け、各通孔４９ｅ
を介してネジを螺挿することにより、両半体４８,４９がネジ止めされている。そして、
両半体４８,４９の前端部に、左右方向に整列する第１支持孔４８ｂ,４９ｂを備えた支持
片４８ａ,４９ａが形成され、該第１支持孔４９ｂに前記球形部材４２の軸孔４２ａから
突出する前記第１枢軸４６の軸端部が挿通される。また、前記両半体４８,４９の後方位
置には、左右方向に整列するよう第２支持孔４８ｃ,４９ｃを形成してある。なお、前記
右半体４８の上端部に形成したボス部４８ｄには、後述するバネ部材３６の後方端が係止
されるようになっている。
【００２８】
また、図４に示すように、前記連結部材４３における前記球形部材４２の各軸孔４２ａと
整列する位置には、前記第１枢軸４６を挿通する軸孔４３ｂを形成したボス部４３ａ(図
４において一方のボス部のみ図示)が突設されており、該球形部材４２の軸孔４２ａと連
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結部材４３の軸孔４３ｂを整列させたもとで、第１枢軸４６を挿通するようになっている
。なお、前記連結部材４３の右側面における前記ボス部４３ａの上側近傍には突起部４３
ｃが設けてある。
【００２９】
また、前記連結部材４３の上端部には、前記バネ部材３６の前方端を係止するフック状の
係止鉤部４４ａが形成され、下端部には前記球形部材４２の切欠部と係合する第１位置決
め突部４４ｂが形成されると共に、該連結部材４３における前側の膨出部位には、前記球
形部材４２の凹部４２ｂに挿入される第２位置決め突部４４ｃが形成されている。すなわ
ち、前記第１および第２位置決め突部４４ｂ,４４ｃが、前記切欠部および凹部４２ｂに
対応的に係合することにより、前記球形部材４２に対して連結部材４３が所定の位置に位
置決めされ、両部材４２,４３が一体的に揺動するようになっている。なお、前記係止鉤
部４４ａの端縁は、前記球形部材４２の端部に当接するよう構成されており、該係止鉤部
４４ａに係止した前記バネ部材３６の脱落を防止している。
【００３０】
(第１の伝達手段について)
前記第１の伝達手段としての前記アーム部材５１は略３角形状に形成され、その一角部に
ボス部５２が左右方向に突設されると共に、該ボス部５２を貫通するた軸孔５２ａに挿通
した第２枢軸５４を中心に揺動し得るよう構成されている。なお、前記アーム部材５１の
軸孔５２ａを挿通した前記第２枢軸５４は、前記ケース体４７に設けた前記各第２支持孔
４８ｃ,４９ｃに枢着される(図４参照)。また、前記アーム部材５１の左側面には、前記
スライド部材３１の第１鉤部３２ａと係脱可能に係合する前記第１支軸５３ａが左方に向
けて突設されており(図３参照)、該スライド部材３１の往復移動に際し第１鉤部３２ａと
第１支軸５３ａとが連繋して、前記アーム部材５１を揺動するようになっている。更に、
前記アーム部材５１の右側面には、前記作用板５６の第２鉤部５７(後述)と係脱可能に係
合する第２支軸５３ｂを突設してあり、該第２支軸５３ｂと第２鉤部５７とが連繋するよ
う構成してある。
【００３１】
前記作用板５６は、前後方向に長尺な略平板状に形成されて、前記ケース体４７に前記ス
ライド部材３１の移動方向と交差する前後方向に平行移動し得るよう配設される。そして
、前記作用板５６の後端部近傍に、前記アーム部材５１の第２支軸５３ｂと係脱可能に係
合する第２鉤部５７が形成され、該作用板５６の前端部に、前記第１の可動部材４１にお
ける連結部材４３の前記突起部４３ｃに当接する突出片５８が形成されている。また、前
記作用板５６の左側面には、前後方向に延在する所要幅寸法のスライド溝５６ａを形成し
てある(図７参照)。このスライド溝５６ａには、前記ケース体４７の左半体４９に突設し
た案内板４９ｄが挿通され、該作用板５６が案内板４９ｄに沿って平行移動可能に構成さ
れている。これにより、前記アーム部材５１の揺動運動に伴い前記第２支軸５３ｂと第２
鉤部５７とが連繋して、前記作用板５６が案内板４９ｄに沿って前後方向(前記スライド
部材３１の移動方向と交差する方向)に往復移動する。
【００３２】
すなわち、前記カム部材２９が回転して前記スライド部材３１を上方移動させると、前記
アーム部材５１が第２枢軸５４を中心として揺動するのに伴って、前記作用板５６が前方
移動して該作用板５６の突出片５８で前記連結部材４３の突起部４３ｃを押圧し、前記球
形部材４２を前記バネ部材３６の弾性力に抗して前記第１枢軸４６を中心に下方向(図７
における反時計回り)に揺動する。そして、前記スライド部材３１が前記第１位置に位置
すると、前記球形部材４２は「眼」を閉じた第１状態となるまで揺動される(図６(a)また
は図７(a)参照)。一方、前記スライド部材３１を下方移動させると、前記作用板５６が後
方移動して該作用板５６の突出片５８による前記突起部４３ｃの押圧が解除されて、前記
球形部材４２は前記バネ部材３６の弾性力により前記第１枢軸４６を中心に上方向(図７
における時計回り)に揺動する。そして、前記スライド部材３１が前記第２位置に位置す
ると、前記球形部材４２は「眼」を開けた第２状態となるまで揺動される(図６(b)または
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図７(b)参照)。
【００３３】
(第２の可動部材について)
次に、前記第２の可動部材６０を揺動運動させる構成について説明する。図１または図６
に示すように、前記第２の可動部材６０は、前後方向に延在する連結支軸(枢支点)６１を
介して前記スライド部材３１の歯車部３４と連繋する前記欠歯歯車６２の軸孔６２ｂに連
結固定されており(図３参照)、該スライド部材３１の往復移動に際し歯車部３４と欠歯歯
車６２とが噛合して該欠歯歯車６２が揺動すると共に、第２の可動部材６０も揺動される
。ここで、前記連結支軸６１の延在方向と、前記アーム部材５１の第２枢軸５４における
延在方向とは交差するようになっているので、前記欠歯歯車６２は、前記スライド部材３
１の往復運動に際して該アーム部材５１と異なる方向に揺動することとなる。
【００３４】
すなわち、前記カム部材２９が回転して前記スライド部材３１を上方移動させると、前記
第２の可動部材６０は前記連結支軸６１を中心に上方向(図６における時計回り)に揺動さ
れ、該スライド部材３１が前記第１位置に位置すると、第２の可動部材６０は該連結支軸
６１を基準として左上がりに傾斜して「口」を閉じた第１状態となる(図６(a)参照)。一
方、前記スライド部材３１を下方移動させると、前記第２の可動部材６０は前記連結支軸
６１を中心に下方向(図６における反時計回り)に揺動され、該スライド部材３１が前記第
２位置に位置すると、第２の可動部材６０は左下がりに傾斜して「口」を開けた第２状態
となるよう設定されている(図６(b)参照)。
【００３５】
【実施例の作用】
　次に、本実施例に係る遊技機の補助演出装置の作用につき説明する。
【００３６】
前記装飾部材１５に配設した前記補助演出装置２０は、常には前記スライド部材３１が第
１位置に保持されており、眼を模した第１の可動部材４１および下顎を模した第２の可動
部材６０により、「眼」および「口」が閉じた第１状態に保持されている(図６(a)参照)
。この状態で、前記補助演出装置２０のモータ２８を駆動して該モータ２８に取付けた前
記カム部材２９を回転させると、前記スライド部材３１は前記第１位置から第２位置に移
動する(図５(a)→(c)参照)。
【００３７】
このとき、前記スライド部材３１の第１鉤部３２ａが前記アーム部材５１の第１支軸５３
ａを下方に引張るので、該アーム部材５１が第２枢軸５４を中心に下方(図７における時
計回り)に揺動すると共に、該アーム部材５１の第２支軸５３ｂが前記作用板５６の第２
鉤部５７を後側に引張り、該作用板５６が後方移動する。このため、前記作用板５６によ
る前記第１の可動部材４１の連結部材４３における突起部４３ｃへの押圧が解除され、該
第１の可動部材４１は係止鉤部４４ａに係止したバネ部材３６の弾性力により引張られて
前記第１枢軸４６を中心に上方向に揺動し、「眼」が開いた第２状態となる。また、前記
スライド部材３１の第１位置から第２位置への移動に際し、該スライド部材３１に形成し
た前記歯車部３４と噛合する欠歯歯車６２が揺動され、該欠歯歯車６２と連結された前記
第２の可動部材６０が連結支軸６１を中心に反時計回りに揺動されて、「口」が開いた第
２状態となる(図６(b)参照)。
【００３８】
前記モータ２８を更に駆動してカム部材２９を回転させると、前記スライド部材３１は第
２位置から第１位置に移動する(図５(c)→(a)参照)。このとき、前記スライド部材３１の
第１鉤部３２ａが前記アーム部材５１の第１支軸５３ａを上方に押圧するので、該アーム
部材５１は第２枢軸５４を中心に上方(図７における反時計回り)に揺動され、該アーム部
材５１の第２支軸５３ｂにより前記作用板５６の第２鉤部５７が前側に押圧されて前方移
動する。このため、前記第１の可動部材４１の連結部材４３における突起部４３ｃが前記
作用板５６の突出片５８により前方へ押圧されて、該第１の可動部材４１は前記バネ部材
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３６の弾性力に抗して前記第１枢軸４６を中心に下方に揺動し、「眼」が閉じた第１状態
となる。このとき、前記スライド部材３１に形成した歯車部３４により前記第２の可動部
材６０に連結する欠歯歯車６２が揺動されるので、該第２の可動部材６０も連結支軸６１
を中心に上方に揺動されて、「口」が閉じた第１状態に復帰する(図６(a)参照)。
【００３９】
このように、第１および第２の可動部材４１,６０を揺動させることで、視覚的な演出効
果が向上されて遊技の興趣を増大することが可能となる。このとき、前記第１および第２
の可動部材４１,６０を単一のモータ２８を駆動して同時に揺動し得るようになっている
ので、補助演出装置２０の組付けに必要な部品点数を少なくでき、装置自体の小型化を図
り得ると共に、モータ２８を複数配設することに伴うコストの増大を防止することができ
る。また、単一のモータ２８を制御するだけで第１および第２の可動部材４１,６０を動
作させ得るので、各可動部材４１,６０の動作制御を簡単に行なうことが可能である。更
に、前記第１の可動部材４１の第１枢軸４６と第２の可動部材６０の連結支軸６１とを異
なる方向(左右方向と前後方向)に延在させたから、第１および第２の可動部材４１,６０
は夫々異なる方向に揺動されるため、より一層視覚的な演出効果が向上されて遊技の興趣
を増大し得る。
【００４０】
また、前記本体部２１(基部２２)の下孔部２５および案内孔２３に、前記カム部材２９の
軸部２９ｂおよびスライド部材３１の案内片３２ｂを挿通しているので、該スライド部材
３１を確実に下孔部２５と案内孔２３とを結ぶ直線上を往復移動させることができる。更
に、前記欠歯歯車６２の台部６２ａを前記本体部２１(基部２２)の上孔部２４に挿通して
あるので、前記スライド部材３１の歯車部３４により該欠歯歯車６２を揺動するに際し、
当該欠歯歯車６２を一定位置で揺動させることが可能である。更にまた、前記スライド部
材３１に形成した各突部３１ａを介して、該スライド部材３１と前記本体部２１(基部２
２および支持板部２６)とが当接するようにしたので、両部材２１,３１の接触面積が小さ
くなり、当該スライド部材３１を円滑に往復移動させることができる。なお、前記補助演
出装置２０の第１の可動部材４１を揺動する手段としてバネ部材３６の弾性力を利用する
ようにしたので、リンク機構やクランク機構等の複雑な構成にすることなく第１の可動部
材４１を揺動させることができ、部品点数を少なくして該装置２０の構成の簡略化を図り
得る。また、前記ケース体４７の右半体４８に形成したボス部４８ｄに、前記バネ部材３
６の後方端を係止したことで、新たに該バネ部材３６を係止する部材を設ける必要がない
。
【００４１】
【変更例】
なお、補助演出装置の構成としては、実施例のものに限られるものではなく種々の変更が
可能である。例えば、カム部材を介してスライド部材を往復移動させるようにしたが、ク
ランク機構等の回転運動を直線運動に変換する各種の変換手段を採用することができる。
また、駆動手段としては、モータに限らずロータリー式のソレノイド等の各種ロータリー
アクチュエータや、直線的に駆動するソレノイドやシリンダ等のリニアアクチュエータを
用いることが可能である。
【００４２】
そして、第１および第２の可動部材を夫々揺動させるようにしたが、前記スライド部材の
連繋部と該第１および第２の可動部材の伝達手段とを所要に応じて組合わせることで、直
線運動等を行なわせることもでき、更に動作方向も所要に応じて変更することができる。
また、補助演出装置に配設する可動部材としては２つに限らず、３つ以上の可動部材を配
設し各可動部材に夫々所要の動作をさせてもよい。なお、実施例では、装飾部材に液晶式
の図柄表示装置を配設して主たる遊技演出を行なうようにしたが、ドラム式やベルト式等
のように図柄を変動表示するものであればよい。また、前記補助演出装置を配設する遊技
機としては、パチンコ機に限らずアレンジボール機等であってもよく、主たる遊技演出を
行なう図柄表示装置が臨む装飾部材を備えたものであれば何れのものであってもよい。
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【００４３】
【発明の効果】
　以上に説明したように、本発明に係る遊技機の補助演出装置は、単一の駆動手段により
駆動される作動手段の作動に際し、伝達手段および連繋部を介して複数の可動部材に所要
の動作を行なわせるよう構成したから、視覚的な演出効果を向上させて遊技の興趣が一層
増大され、かつ複数の可動部材が単一の駆動手段で動作されるので、装置自体の小型化を
図り得る。また、前記複数の可動部材を夫々異なる方向に動作させることにより、各可動
部材による動的な遊技演出による興趣を一層増大させ得る。
【００４４】
　そして、更に本発明に係る遊技機の補助演出装置では、図柄表示装置における遊技演出
と、補助演出装置による動的な遊技演出によって、より興趣に富んだ遊技が可能となる。
また、第１の可動部材を揺動する手段としてバネ部材の弾性力を利用するようにしたので
、リンク機構やクランク機構等の複雑な構成にすることなく第１の可動部材を揺動させる
ことができ、部品点数を少なくして補助演出装置の構成の簡略化を図り得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例に係る補助演出装置を示す斜視図である。
【図２】実施例に係るパチンコ機の遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例に係る本体部、スライド板およびモータを分解した状態で示す斜視図であ
る。
【図４】実施例に係る第１の伝達手段および第１の可動部材を分解した状態で示す斜視図
である。
【図５】実施例に係るカム部材の動作に伴うスライド部材の動作を示す平面図である。
【図６】実施例に係る補助演出装置の動作を示す斜視図であり、(a)は第１状態を示し、(
b)は第２状態を示す。
【図７】実施例に係るスライド部材と、第１の連繋部と、第１の可動部材との連繋状態を
示す側面図であり、(a)は第１状態を示し、(b)は第２状態を示す。
【符号の説明】
　１５　装飾部材
　２０　補助演出装置
　２１　本体部
　２２　基部
　２３　案内孔
　２６　支持板部
　２８　モータ(駆動手段)
　２９　カム部材
　２９ｂ　軸部
　３１　スライド部材(作動手段)
　３２　突片
　３２a　第１鉤部(第１の連繋部)
　３２ｂ　案内片
　３３　第１収容部
　３３ａ　第１の溝部
　３４　歯車部(第２の連繋部)
　３４ａ　第２の溝部
　３６　バネ部材
　４１　第１の可動部材(可動部材)
　４２　球状部材
　４３ｃ　突起部
　４６　第１枢軸
　４７　ケース体
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　４９ｄ　案内板
　５１　アーム部材(第１の伝達部)
　５３ａ　第１支軸
　５３ｂ　第２支軸
　５４　第２枢軸
　５６　作用板(第２の伝達部)
　５６ａ　スライド溝
　５７　第２鉤部
　５８　突出片
　６０　第２の可動部材
　６２　欠歯歯車(歯車,伝達手段)
　６２ａ　台部
　６１　連結支軸
　Ｉ　遊技領域
　Ｊ　遊技盤
　Ｋ　図柄表示装置

【図１】 【図２】
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