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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の遊技領域に配設され、電子抽選の結果を可動態様によって遊技者に示唆する可
動役物装置において、
　モータを駆動源として正逆両方向へ回転動作される回転体と、この回転体に同軸配置さ
れて前記遊技盤の盤面と平行または傾斜する平面内を回動可能な揺動体と、この揺動体を
角度規制して傾倒位置で停止させるストッパと、前記揺動体の長手方向に沿って往復移動
可能なスライド体と、このスライド体と前記回転体とを連結する可撓性の伝達部材とを備
え、
　前記揺動体にその回動方向へ延びる切欠き部を設けると共に、前記回転体に前記切欠き
部に挿入される駆動突起を設け、
　前記回転体が初期状態から所定角度まで回転するとき、前記切欠き部の端部を前記揺動
体の自重によって前記駆動突起に当接させることにより、前記揺動体が起立位置から前記
傾倒位置まで前記回転体と一体的に回動するようになし、
　前記傾倒位置で停止した前記揺動体に対して前記回転体が前記所定角度よりさらに回転
するとき、前記駆動突起を前記切欠き部の周方向に沿って移動させることにより、前記回
転体の回転運動が前記伝達部材を介して前記スライド体の直線運動に変換されるようにし
たことを特徴とする可動役物装置。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記回転体が、中心位置に円筒状のガイド突起を有する歯車
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部材と、前記ガイド突起の上端に一体化された鍔状部材とを備え、前記揺動体に設けられ
た円形孔を前記ガイド突起に挿入すると共に、前記鍔状部材によって前記円形孔の前記ガ
イド突起からの脱落を阻止するようにしたことを特徴とする可動役物装置。
【請求項３】
　請求項２の記載において、前記揺動体に円弧状の外壁部を有するガイド部材を設けると
共に、前記鍔状部材に前記外壁部に対向する円弧状の内壁部を設け、前記伝達部材の一部
を前記外壁部と前記内壁部間に画成されるリング状空間内に配置したことを特徴とする可
動役物装置。
【請求項４】
　請求項２または３の記載において、前記伝達部材がコイルスプリングからなり、このコ
イルスプリングの両端を前記鍔状部材と前記スライド体にそれぞれ掛止したことを特徴と
する可動役物装置。
【請求項５】
　請求項１の記載において、前記スライド体が、中空構造の外装部材と、この外装部材の
内部に固定された中継部材と、前記揺動体に前後進可能に支持された作動部材と、この作
動部材に軸支された２段歯車とを備え、前記２段歯車の前記小径ギアを前記揺動体に設け
た第１のラックに噛合すると共に、前記２段歯車の大径ギアを前記中継部材に設けた第２
のラックに噛合し、前記伝達部材の一端を前記作動部材に連結したことを特徴とする可動
役物装置。
【請求項６】
　請求項５の記載において、前記中継部材に複数の発光体が実装された回路基板を搭載し
、前記発光体から発せられる光が前記外装部材を透して外部に照射されるようにしたこと
を特徴とする可動役物装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機に備えられる可動役物装置に係り、特に、揺動動作とスライド動
作という複合運動が可能な可動部を有する可動役物装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機に代表される弾球遊技機の中には、遊技盤の遊技領域に可変表示装置や始動
入賞口を設け、遊技領域に向けて発射された遊技球が始動入賞口に入賞したことを契機に
電子抽選を行い、その抽選結果に基づいて可変表示装置が図柄の変動表示および停止表示
を行うようにした機種が存在する。電子抽選の抽選結果には当たり（当選）とハズレ（非
当選）があり、抽選結果が当たりの場合には、可変表示装置に所定の特別図柄の組み合わ
せが表示され、通常モードから特別遊技モードへと移行する。この特別遊技モードでは、
例えばアタッカーが開放動作して露呈された大入賞口に遊技球が入るので、遊技者は多く
の賞球を獲得することができる。
【０００３】
　このような弾球遊技機において、可動態様を変化させることができる可動役物装置を可
変表示装置の近傍に配置し、電子抽選で当選していることを可動役物装置の可動態様によ
って示唆または報知するようにしたものが広く採用されている。かかる可動役物装置はモ
ータやソレノイド等のアクチュエータを駆動源として種々の運動を行うようになっており
、従来より、２つの可動部の一方を回転動作して他方を揺動動作させるようにした可動役
物装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３４７３２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述したように可動役物装置は電子抽選の結果を遊技者に示唆させるものであるため、
その運動形態や運動方向には多種多様なバリエーションが求められており、例えば可動役
物装置の一部に揺動動作とスライド動作という複合運動が可能な可動部を持たせて斬新な
動きを実現したいという要望がある。この場合、第１のアクチュエータを駆動源として揺
動体を揺動動作させると共に、この揺動体にスライド体と第２のアクチュエータを搭載し
、揺動体上で第２のアクチュエータを駆動源としてスライド体をスライド動作させれば、
スライド体と揺動体を含む可動部にスライド運動と揺動運動を行わせることができる。し
かしながら、２つのアクチュエータを必要とすることで可動部の駆動機構が大型化すると
いう問題があり、また、第２のアクチュエータが搭載された揺動体を第１のアクチュエー
タによって揺動動作しなければならないため、第１のアクチュエータとしてトルクの大き
い大型モータを用いる必要があり、この点からも可動部の駆動機構が大型化するという問
題があった。
【０００６】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、１つのモ
ータを駆動源として揺動体とスライド体を個別に動作させることができる可動役物装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明は、遊技盤の遊技領域に配設され、電子抽選の結
果を可動態様によって遊技者に示唆する可動役物装置において、モータを駆動源として正
逆両方向へ回転動作される回転体と、この回転体に同軸配置されて前記遊技盤の盤面と平
行または傾斜する平面内を回動可能な揺動体と、この揺動体を角度規制して傾倒位置で停
止させるストッパと、前記揺動体の長手方向に沿って往復移動可能なスライド体と、この
スライド体と前記回転体とを連結する可撓性の伝達部材とを備え、前記揺動体にその回動
方向へ延びる切欠き部を設けると共に、前記回転体に前記切欠き部に挿入される駆動突起
を設け、前記回転体が初期状態から所定角度まで回転するとき、前記切欠き部の端部を前
記揺動体の自重によって前記駆動突起に当接させることにより、前記揺動体が起立位置か
ら前記傾倒位置まで前記回転体と一体的に回動するようになし、前記傾倒位置で停止した
前記揺動体に対して前記回転体が前記所定角度よりさらに回転するとき、前記駆動突起を
前記切欠き部の周方向に沿って移動させることにより、前記回転体の回転運動が前記伝達
部材を介して前記スライド体の直線運動に変換されるように構成した。
【０００８】
　このように構成された可動役物装置では、モータを駆動源として回転体が初期状態から
所定角度まで回転するとき、揺動体に設けられた切欠き部の端部が揺動体の自重によって
回転体の駆動突起に当接しているため、揺動体は起立位置から傾倒位置まで回転体と一体
的に回動し、この間、スライド体は揺動体と一緒に回動するだけでスライド動作しない。
そして、揺動体がストッパに当接して傾倒位置で停止すると、その後の回転体の回転に伴
って駆動突起が切欠き部内を移動することにより、回転体の回転運動が伝達部材を介して
スライド体の直線運動に変換されるため、傾倒位置で停止している揺動体の長手方向に沿
ってスライド体がスライド動作する。したがって、低トルクで小型の１つのモータを用い
て揺動体とスライド体を個別に動作させることができると共に、揺動体とスライド体を含
む可動部の駆動機構を小型化することができる。
【０００９】
　上記の構成において、前記回転体が、中心位置に円筒状のガイド突起を有する歯車部材
と、前記ガイド突起の上端に一体化された鍔状部材とを備え、前記揺動体に設けられた円
形孔を前記ガイド突起に挿入すると共に、前記鍔状部材によって前記円形孔の前記ガイド
突起からの脱落を阻止するように構成すると、回転体に対して揺動体を簡単に組み立てる
ことができて好ましい。
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【００１０】
　この場合において、前記揺動体に円弧状の外壁部を有するガイド部材を設けると共に、
前記鍔状部材に前記外壁部に対向する円弧状の内壁部を設け、前記伝達部材の一部を前記
外壁部と前記内壁部間に画成されるリング状空間内に配置すると、伝達部材の折れ曲がり
を円弧状の外壁部と内壁部によって確実に防止することができる。
【００１１】
　なお、前記伝達部材としてピアノ線や樹脂ワイヤー等を用いることも可能であるが、伝
達部材としてコイルスプリングを用い、このコイルスプリングの両端を前記鍔状部材と前
記スライド体にそれぞれ掛止すると、回転体の回転に伴ってコイルスプリングをスムーズ
に移動させることができて好ましい。
【００１２】
　また、上記の構成において、前記スライド体が、中空構造の外装部材と、この外装部材
の内部に固定された中継部材と、前記揺動体に前後進可能に支持された作動部材と、この
作動部材に軸支された２段歯車とを備え、前記２段歯車の前記小径ギアを前記揺動体に設
けた第１のラックに噛合すると共に、前記２段歯車の大径ギアを前記中継部材に設けた第
２のラックに噛合し、前記伝達部材の一端を前記作動部材に連結すると、作動部材の揺動
体に対するスライド動作が２段歯車で増速されて中継部材と外装部材に伝達されるため、
スライド体を揺動体に対して素早い動きで前後進させることができる。
【００１３】
　この場合において、前記中継部材に複数の発光体が実装された回路基板を搭載し、前記
発光体から発せられる光が前記外装部材を透して外部に照射されるように構成すると、外
装部材の前後進動作と発光体の点灯動作とを関連付けて演出効果を高めることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の可動役物装置は、モータを駆動源とする回転体の回転角度に応じて、揺動体が
起立位置から傾倒位置まで回転体と一体的に回動したり、傾倒位置で停止している揺動体
に対してスライド体がスライド動作するため、低トルクで小型の１つのモータを用いて揺
動体とスライド体を個別に動作させることができると共に、揺動体とスライド体を含む可
動部の駆動機構を小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の可動役物装置が適用されたパチンコ機の外観を示す斜視図である。
【図２】図１のパチンコ機に備えられる遊技盤の正面図である。
【図３】図２の遊技盤に設けられた中央役物ユニットの正面図である。
【図４】該中央役物ユニットの斜視図である。
【図５】該中央役物ユニットに備えられる可動役物装置の正面図である。
【図６】該可動役物装置の側面図である。
【図７】該可動役物装置の斜視図である。
【図８】図５のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図９】該可動役物装置の分解斜視図である。
【図１０】該可動役物装置に備えられる第１の可動体の正面図である。
【図１１】図１０のＢ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図１２】該第１の可動体の分解斜視図である。
【図１３】該第１の可動体の内部構造を示す正面図である。
【図１４】図１３のＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図１５】該第１の可動体の動作説明図である。
【図１６】該第１の可動体に備えられるフラットケーブルの引き回し状態を示す斜視図で
ある。
【図１７】図１６に対応する正面図である。
【図１８】図１７のＤ－Ｄ線に沿う断面図である。
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【図１９】図１８のＥ部拡大図である。
【図２０】該フラットケーブルの止め具を示す斜視図である。
【図２１】該止め具の正面図である。
【図２２】該止め具の側面図である。
【図２３】該可動役物装置に備えられる第２の可動体の斜視図である。
【図２４】該第２の可動体の駆動機構の一部を示す分解斜視図である。
【図２５】該第２の可動体の動作説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１に示すように、本発明の可動
役物装置が適用されたパチンコ機Ｐは、遊技場の島設備に配置される機枠１と、機枠１に
扉状に開閉自在に取り付けられた前面枠２と、前面枠２に収納保持された後述する遊技盤
３と、前面枠２の前面に扉状に開閉自在に取り付けられたガラス扉４と、前面枠２の下方
に配設された前面ボード５と、前面ボード５に取り付けられた発射ハンドル６等を具備し
ており、前面ボード５には受け皿７が設けられている。
【００１７】
　図２に示すように、遊技盤３の盤面はガイドレール８等で囲まれた遊技領域９となって
おり、発射ハンドル６が遊技者によって任意角度に回転操作されると、図示せぬ発射装置
が受け皿７に貯留された遊技球を遊技領域９に向けて連続的に打ち出すようになっている
。遊技領域９の上部中央付近には中央役物ユニット１０が配設されており、この中央役物
ユニット１０の左右両側が遊技球の流下通路となっている。中央役物ユニット１０は、中
央部に開口１１を有する枠状の装飾ケース１２と、装飾ケース１２の右側部に配置された
可動役物装置１３とを具備しており、後述するように、可動役物装置１３は第１の可動体
２５と第２の可動体２６やそれらの駆動機構等によって構成されている。また、中央役物
ユニット１０の裏面側には液晶パネル（ＬＣＤ）からなる可変表示装置１４が配設されて
おり、この可変表示装置１４の表示画面１４ａは装飾ケース１２の開口１１から露出して
いる。
【００１８】
　装飾ケース１２には開口１１の下辺に隣接するステージ１５が設けられており、ステー
ジ１５の中央部には溝１５ａが形成されている。この溝１５ａの真下位置には第１の始動
入賞口１６が配設されており、第１の始動入賞口１６の右方には通過チャッカー１７と第
２の始動入賞口１８が横一列に配設されている。第１の始動入賞口１６は上面に入賞孔が
開口された単純構造の始動入賞口であるが、第２の始動入賞口１８は一対の可動片を有す
る電動チューリップ構造の始動入賞口となっている。そして、第１および第２の始動入賞
口１６，１８のいずれか一方に遊技球が入賞すると、それを契機として特別図柄表示の電
子抽選が行われ、可変表示装置１４の表示画面１４ａ上で図柄の変動表示と停止表示が行
われる。また、通過チャッカー１７を遊技球が通過したことを契機に普通図柄表示の電子
抽選が行われ、その抽選結果が当たりの場合に第２の始動入賞口１８の可動片を一時的に
開放して遊技球の入球を許可するようになっている。
【００１９】
　第１の始動入賞口１６の真下位置にはアタッカー１９が配設されており、このアタッカ
ー１９によって図示せぬ大入賞口が覆われている。アタッカー１９は、第１および第２の
始動入賞口１６，１８のいずれか一方に遊技球が入賞することを契機に行われる特別図柄
表示の電子抽選の結果、当たりとなって大当たり遊技状態（特別遊技モード）に移行した
場合に作動される装置である。具体的には、特別図柄表示の抽選結果が当たりの場合、可
変表示装置１４の表示画面１４ａ上で図柄の変動表示を例えば「７７７」のように特定図
柄で停止させると共に、アタッカー１９が複数回繰り返し開放動作して大入賞口を露呈さ
せる。アタッカー１９は１回の開放動作について例えば３０秒通過するまで、あるいは遊
技球が大入賞口に例えば１０個入球するまで開放状態を維持し、かかる開放動作を例えば
１５回繰り返した後に大当たりが終了する。その他、遊技領域９には遊技球の払い出しの
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みを行う複数の一般入賞口２０が配設されており、いずれの始動入賞口１６，１８や一般
入賞口２０にも入賞しなかった遊技球は、遊技領域９の最下端部に設けられたアウト口２
１から遊技盤３の裏面側に排出されるようになっている。
【００２０】
　図３と図４に示すように、前記装飾ケース１２の左側壁には中空構造のワープ通路２２
が形成されており、このワープ通路２２の入口は遊技領域９に開口していると共に、ワー
プ通路２２の出口２２ａはステージ１５の左上部に開口している。したがって、中央役物
ユニット１０の左側の遊技領域９を流下する遊技球がワープ通路２２の入口に入球すると
、その遊技球はワープ通路２２の内部から出口２２ａを通ってステージ１５上に誘導され
る。そして、前述したようにステージ１５の溝１５ａの真下に第１の始動入賞口１６が配
置されているため、溝１５ａから落下した遊技球は高い確率で第１の始動入賞口１６へと
導かれる。また、装飾ケース１２の下側壁にはステージ１５の後端から開口１１の下辺に
向かって上り勾配で連続する傾斜面２３が形成されており、この傾斜面２３にはハート形
状をなす複数の装飾突部２３ａが形成されている。
【００２１】
　図５～図９に示すように、装飾ケース１２の右側部に配置された可動役物装置１３は、
装飾ケース１２の一部をなす装飾体２４と、装飾体２４の前方に配置された第１の可動体
２５および第２の可動体２６と、装飾体２４の裏面にネジ止めにより一体化されたベース
板２７と、ベース板２７に取り付けられたモータ２８およびソレノイド２９と、ベース板
２７の裏面側に固定された支持基板３０等を備えており、支持基板３０に実装されたフォ
トインタラプタ３１はベース板２７に開設された透孔２７ａと対向している。ここで、第
１の可動体２５はバナナを模した役物であり、後述するように、この第１の可動体２５は
図２の実線で示す起立姿勢と同図の２点破線で示す傾倒姿勢との間を揺動動作するように
なっている。一方、第２の可動体２６は腰掛け姿勢の女性を模した役物であり、後述する
ように、この第２の可動体２６は装飾体２４の前方を上下方向へ往復移動するようになっ
ている。
【００２２】
　ベース板２７はその上端が後端よりも前方へ突出した前傾姿勢に保たれており、本実施
形態例の場合、遊技盤３の盤面と平行な垂直面に対するベース板２７の傾斜角度θは約１
２度に設定されている（図６参照）。ベース板２７の下端部は装飾体２４から突出して装
飾ケース１２の前面壁で覆われており、この装飾ケース１２の後方とベース板２７の下端
部前方との間にできる下側スペースＳ１にモータ２８が配置されている。この下側スペー
スＳ１はベース板２７を前傾姿勢にすることで奥行き寸法（前後方向の長さ）に余裕があ
り、下側スペースＳ１と両可動体２５，２６とは平面的にオーバーラップしない位置関係
にある。一方、ソレノイド２９はベース板２７の上端部後方にできる上側スペースＳ２に
配置されており、この上側スペースＳ２は装飾体２４の内部に画成されて第２の可動体２
６と平面的にオーバーラップしている。
【００２３】
　モータ２８には減速ギアユニット３２が積層・一体化されており、これらモータ２８と
減速ギアユニット３２の一体品はベース板２７の下端部に突出形成された載置部２７ｂに
ネジ止めされている。モータ２８の回転軸は減速ギアユニット３２に内蔵された図示せぬ
減速ギア列の最初段ギアに連結されており、この減速ギア列の最終段ギアに連結された出
力軸３２ａが減速ギアユニット３２から突出している。モータ２８の回転軸と減速ギアユ
ニット３２の出力軸３２ａはベース板２７の板面に対して直交しており、出力軸３２ａは
載置部２７ｂによって包囲された凹所内に突出している。ベース板２７には載置部２７ｂ
近傍に一対の歯車３３ａ，３３ｂが軸支されており、減速ギアユニット３２の出力軸３２
ａは前段側の歯車３３ａに連結されている。一方、後段側の歯車３３ｂは後述する歯車部
材３５に噛合しており、この歯車部材３５はベース板２７に立設された支軸３４に回転可
能に支持されている。したがって、モータ２８が正逆いずれかの方向へ回転すると、その
回転が減速ギアユニット３２の減速ギア列や一対の歯車３３ａ，３３ｂを介して歯車部材
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３５に伝達され、これらモータ２８から歯車部材３５に至る各部品によって第１の可動体
２５を動作させる第１の駆動機構が構成されている。なお、ベース板２７の下端部近傍に
は円筒状のストッパ２７ｃが立設されており、このストッパ２７ｃは下側スペースＳ１内
を通って装飾体２４の前方に突出している。
【００２４】
　図１０～図１５に示すように、第１の可動体２５は、モータ２８を駆動源として正逆両
方向へ回転する前記歯車部材３５と、歯車部材３５と一体的に回転する鍔状部材３６と、
歯車部材３５を支持する支軸３４を中心に正逆両方向へ回動する揺動体３７と、揺動体３
７の回転中心寄りの基端側に固定されたガイド部材３８と、揺動体３７の自由端側の長方
形部分に前後進可能に支持された作動部材３９と、作動部材３９に軸支された２段歯車４
０と、作動部材３９と鍔状部材３６との間に架設されたコイルスプリング４１と、２段歯
車４０を介して揺動体３７に連結された中継部材４２と、中継部材４２に搭載された回路
基板４３と、回路基板４３に接続されたフラットケーブル４４と、フラットケーブル４４
をガイド部材３８に固定する止め具４５と、歯車部材３５やガイド部材３８を内包するよ
うに揺動体３７に固定された下側包囲体４６および上側包囲体４７と、作動部材３９や回
路基板４３を内包するように中継部材４２に固定された中空構造の外装部材４８，４９等
によって主に構成されている。
【００２５】
　歯車部材３５は円板状の基部３５ａを有しており、この基部３５ａの裏面周縁部に刻設
された歯部３５ｂが前述した後段側の歯車３３ｂと噛合している。基部３５ａの裏面には
検出突片３５ｃが形成されており、この検出突片３５ｃはベース板２７の透孔２７ａを挿
通して支持基板３０と対向している（図９参照）。これにより、歯車部材３５の回転に伴
って検出突片３５ｃが支持基板３０に実装されたフォトインタラプタ３１の光路を遮断す
ると、フォトインタラプタ３１から歯車部材３５の原点位置を示す切替信号が検出される
ようになっている。一方、基部３５ａの表面側には、その中心位置から前方へ突出する円
筒状のガイド突起３５ｄと、ガイド突起３５ｄの外側から前方へ突出する円弧状の駆動突
起３５ｅとが形成されており、これらガイド突起３５ｄと駆動突起３５ｅは支軸３４を中
心とする同心円上に配置されている。ガイド突起３５ｄの外周面には軸線方向へ延びる複
数の摺動リブ３５ｆが形成されており、ガイド突起３５ｄの上端には複数の凹部３５ｇが
形成されている。
【００２６】
　鍔状部材３６は外周縁の一部に切欠き状の凹部３６ａを有する板状体であり、その中心
位置に形成された貫通孔３６ｂを支軸３４に挿入して図示せぬＥリング等で抜け止めする
ことにより、鍔状部材３６は歯車部材３５と共に支軸３４に回転可能に支持されている。
また、図１３の破線で示すように、鍔状部材３６の裏面には、貫通孔３６ｂを中心に円弧
状に延びる内壁部３６ｃと、貫通孔３６ｂから内壁部３６ｃに向かって放射状に延びる複
数の連結リブ３６ｄと、内壁部３６ｃの外側に位置する係止ピン３６ｅとが形成されてお
り、各連結リブ３６ｄをガイド突起３５ｄの対応する凹部３５ｇに嵌合することにより、
歯車部材３５と鍔状部材３６は回転方向に位置決めされた状態で一体化されて回転体５０
を構成している。
【００２７】
　揺動体３７の基端側には円形孔３７ａを有する環状筒部３７ｂが形成されており、この
環状筒部３７ｂの外周縁には周方向に沿って所定の角度範囲（約９０度）で延びる切欠き
部３７ｃが形成されている。また、環状筒部３７ｂから外方へ突出する揺動体３７の自由
端側には細長形状のガイド孔３７ｄが形成されると共に、このガイド孔３７ｄの長手方向
に沿って延びる第１のラック３７ｅが刻設されている。円形孔３７ｂは歯車部材３５のガ
イド突起３５ｄに回転可能に挿入されており、その際、環状筒部３７ｂの両端面が基部３
５ａと鍔状部材３６とで挟持されることにより、揺動体３７は回転体５０からの脱落しな
いようになっている。また、歯車部材３５の駆動突起３５ｅは切欠き部３７ｃ内に位置し
ており、駆動突起３５ｅが切欠き部３７ｃの内部を周方向に移動する角度範囲だけ、揺動
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体３７と回転体５０とは相対的に回動可能となっている。この点については後ほど詳細に
説明することとし、ここでは簡単に説明すると、第１の可動体２５が図２の実線で示す起
立姿勢にあるとき、駆動突起３５ｅは切欠き部３７ｃの一方の端部に当接しており、この
状態から回転体５０（歯車部材３５と鍔状部材３６）が図２の反時計方向へ回転し始める
と、揺動体３７は回転体５０と一体的に同方向へ回動する。そして、第１の可動体２５が
図２の破線で示す傾倒姿勢まで回動すると、環状筒部３７ｂの近傍がベース板２７に立設
されたストッパ２７ｃに当接して揺動体３７の回転が規制されるため、その後は回転体５
０のみが同方向へ回転を続行し、この間で駆動突起３５ｅが切欠き部３７ｃ内を他方の端
部に向かって移動する。
【００２８】
　ガイド部材３８は揺動体３７の環状筒部３７ｂとガイド孔３７ｄ間にネジ止めされてお
り、このガイド部材３８の一端側には円弧状の外壁部３８ａが形成されている。外壁部３
８ａは環状筒部３７ｂの外側に約半周に亘って延びており、図１３と図１４に示すように
、この外壁部３８ａと前述した鍔状部材３６の内壁部３６ｃとの間にはリング状空間Ｓ３
が画成されている。また、ガイド部材３８の裏面には湾曲状に延びるガイド溝３８ｂが形
成されており、このガイド溝３８ｂはリング状空間Ｓ３に連通している。ガイド部材３８
の他端側は後述する止め具４５の受け面３８ｃとなっており、この受け面３８ｃには凹部
３８ｄが形成されている。また、受け面３８ｃを挟んで対向するガイド部材３８の両側面
にはそれぞれ係止溝３８ｅが形成されており、前述したガイド溝３８ｂは受け面３８ｃと
反対側の面に形成されている。
【００２９】
　作動部材３９の裏面には一対のボス３９ａが突設されており、これらボス３９ａをガイ
ド孔３７ｄに挿入することにより、作動部材３９は揺動体３７の長手方向に沿って直線的
に往復移動できるようになっている。なお、揺動体３７の裏面側から一方のボス３９ａに
対して図示せぬ抜け止めワッシャがネジ止めされており、この抜け止めワッシャによって
作動部材３９のガイド孔３７ｄからの脱落が阻止されている。図１１に示すように、２段
歯車４０は上段側の大径ギア４０ａと下段側の小径ギア４０ｂを一体化した歯車であり、
小径ギア４０ｂは揺動体３７の第１のラック３７ｅに噛合している。この２段歯車４０は
作動部材３９に立設された支軸５１に軸支されると共に、ブラケット５２によって作動部
材３９からの脱落が阻止されている。
【００３０】
　コイルスプリング４１は作動部材３９と回転体５０とを連結する可撓性の伝達部材であ
り、このコイルスプリング４１の両端は作動部材３９の端面に形成された係止孔３９ｂと
揺動体３７の係止ピン３６ｅとにそれぞれ掛止めされている。コイルスプリング４１はガ
イド部材３８の裏面に形成されたガイド溝３８ｂに挿通されると共に、ガイド溝３８ｂに
連続するリング状空間Ｓ３内に配置されており、これらガイド溝３８ｂとリング状空間Ｓ
３によってコイルスプリング４１の折れ曲がりが防止されている。したがって、歯車部材
３５の駆動突起３５ｅが揺動体３７の切欠き部３７ｃ内を移動するとき、すなわち、スト
ッパ２７ｃに当接して回転停止した揺動体３７に対して回転体５０のみが回転するとき、
回転体５０の回転に伴ってコイルスプリング４１がガイド溝３８ｂとリング状空間Ｓ３内
をスムーズに移動するため、回転体５０の回転運動をコイルスプリング４１で直線運動に
変換して作動部材３９を確実に前後方向へスライド移動させることができる。
【００３１】
　中継部材４２は、作動部材３９を覆う長方形状の平板部４２ａと、平板部４２ａの両長
辺から直角に突出する一対の側壁部４２ｂとを有しており、これら側壁部４２ｂは揺動体
３７の裏面側に配置された外装部材４８にネジ止めされている。図１１に示すように、一
方の側壁部４２ｂの内面には第２のラック４２ｃが刻設されており、この第２のラック４
２ｃは２段歯車４０の大径ギア４０ａに噛合している。このように、作動部材３９に軸支
した２段歯車４０の小径ギア４０ｂを揺動体３７の第１のラック３７ｅに噛合すると共に
、この２段歯車４０の大径ギア４０ａを中継部材４２の第２のラック４２ｃに噛合してい
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るため、揺動体３７に対する作動部材３９の前後進動作を２段歯車４０で増速して中継部
材４２に伝達することができる。
【００３２】
　回路基板４３には発光体としての複数のＬＥＤ５３が実装それており、この回路基板４
３は中継部材４２の平板部４２ａ上にネジ止めされている。回路基板４３の長手方向の一
端側には導光体５４がネジ止めされており、この導光体５４には最先端のＬＥＤ５３の真
上に位置する円柱状突部５４ａが形成されている。また、回路基板４３の長手方向の他端
側にはコネクタ５５が実装されており、このコネクタ５５と各ＬＥＤ５３は図示せぬ引き
回しパターンを介して接続されている。
【００３３】
　フラットケーブル４４は互いに平行に延びる複数本の導体を一対のベースフィルム間に
担持した帯状体であり、このフラットケーブル４４の両端をコネクタ５５と図示せぬ制御
装置に接続することにより、回路基板４３上の各ＬＥＤ５３に制御装置からフラットケー
ブル４４を介して電力が供給されるようになっている。ここで、フラットケーブル４４は
止め具４５を用いてガイド部材３８の受け面３８ｃに固定されており、止め具４５とコネ
クタ５５との間でフラットケーブル４４をＵ字状に撓めて長さ方向に余裕を持たせること
により、回路基板４３が搭載された作動部材３９の前後進動作をフラットケーブル４４の
伸縮によって吸収するようになっている。以下、この止め具４５を用いたフラットケーブ
ル４４の取付構造について図１６～図２２を参照して詳細に説明する。
【００３４】
　図２０～図２２に示すように、止め具４５は、一対のスナップ脚５６ａの一端部間を矩
形状の平板部５６ｂで橋絡した断面コ字状の本体５６と、平板部５６ｂに並設された平面
視Ｌ字状のフック部５７とを有する合成樹脂の成形品であり、本体５６とフック部５７と
の間には一側端を開放したスリット５８が画成されている。両スナップ脚５６ａの内壁に
は係止爪５６ｃがそれぞれ形成されており、平板部５６ｂの裏面には凸部５６ｄが形成さ
れている。
【００３５】
　このような止め具４５を用いてフラットケーブル４４をガイド部材３８の受け面３８ｃ
に固定する場合、まず、フラットケーブル４４の所定箇所をガイド部材３８の受け面３８
ｃに載置した後、このフラットケーブル４４の上方から止め具４５の両スナップ脚５６ａ
をガイド部材３８に押し込んで係止爪５６ｃをガイド部材３８の係止溝３８ｅに係止する
。その際、図１９に示すように、平板部５６ｂの裏面に形成した凸部５６ｄが受け面３８
ｃに形成した凹部３８ｄに挿入されるため、フラットケーブル４４の所定箇所が凸部５６
ｄと凹部３８ｄとの間で厚み方向に挟圧される。しかる後、止め具４５から突出するフラ
ットケーブル４４の先端部分を平板部５６ｂの表面側に折り返してスリット５８に挿入し
、当該部分をフック部５７の裏面側を通って表面側に導出することにより、フラットケー
ブル４４の所定箇所をガイド部材３８の受け面３８ｃに対して簡単かつ確実に固定するこ
とができる。最後に、図１６～図８に示すように、フック部５７の表面側に導出するフラ
ットケーブル４４をＵ字状に撓めてコネクタ５５に接続すれば、このＵ字状部分４４ａに
よってコネクタ５５と止め具４５との間の位置変位を吸収することができる。
【００３６】
　図１０～図１５に戻り、下側包囲体４６には揺動体３７の基端部がネジ止めされており
、この下側包囲体４６に対して上側包囲体４７が揺動体３７の前面側からスナップ結合さ
れている。これら下側包囲体４６と上側包囲体４７はバナナの皮を模した装飾体であり、
揺動体３７と下側包囲体４６および上側包囲体４７は回転体５０に同軸配置されて一体的
に回動するようになっている。
【００３７】
　また、前述したように、揺動体３７の裏面側に配置された外装部材４８には中継部材４
２の側壁部４２ｂがネジ止めされており、この外装部材４８に対して他の外装部材４９が
回路基板４３の前面側からスナップ結合されている。これら外装部材４８，４９はバナナ
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の果実を模した装飾体であり、光透過性の有色樹脂を用いて成形されている。回路基板４
３の前面側に配置される外装部材４９の先端部には透孔４９ａが形成されており、この透
孔４９ａから導光体５４の円柱状突部５４ａが露出している。これにより、回路基板４３
に実装されたＬＥＤ５３の光を外装部材４９を透して外部に照射することができると共に
、最先端のＬＥＤ５３の光を導光体５４の円柱状突部５４ａから外部に直接照射すること
ができる。なお、これら外装部材４８，４９と中継部材４２（回路基板４３を含む）およ
び作動部材３９（２段歯車４０を含む）によってスライド体が構成されている。
【００３８】
　次に、このように構成された第１の可動体２５の動作を主として図１５（ａ）～（ｃ）
を参照して説明する。なお、図１５において、フラットケーブル４４と上側包囲体４７お
よび外装部材４９は図示省略されている。
【００３９】
　回転体５０（歯車部材３５と鍔状部材３６）が初期位置にあるとき、図１５（ａ）に示
すように、第１の可動体２５は表示画面１４ａに向けて若干前傾した起立姿勢に保持され
ており、揺動体３７に形成された切欠き部３７ｃの一端は自重によって歯車部材３５の駆
動突起３５ｅに当接している。この場合、作動部材３９はコイルスプリング４１に引っ張
られてガイド孔３７ｄの後端側に位置しており、中継部材４２や回路基板４３を内包する
外装部材４８，４９の基端側は下側包囲体４６と上側包囲体４７の内部に大きく入り込ん
でいる。
【００４０】
　この状態でモータ２８の回転（例えば正転）によって歯車部材３５が同図の反時計方向
へ回転すると、駆動突起３５ｅに自重で当接している揺動体３７も歯車部材３５と一体的
に回動し、図１５（ｂ）に示すように、揺動体３７はベース板２７の下端部近傍に立設さ
れたストッパ２７ｃに当接することによって停止する。これにより、第１の可動体２５は
支軸３４を中心として表示画面１４ａの前方を起立位置から傾倒位置までに回動し、この
間、コイルスプリング４１の両端が掛止めされた係止孔３９ｂと係止ピン３６ｅの相対位
置は変化しないため、作動部材３９は揺動体３７と一緒に回動するだけである。
【００４１】
　このように揺動体３７がストッパ２７ｃに当接して傾倒位置で停止した後、歯車部材３
５がさらに同方向へ回転すると、図１５（ｃ）に示すように、駆動突起３５ｅが切欠き部
３７ｃ内を一端から他端に向かって移動し、それに伴って鍔状部材３６の係止ピン３６ｅ
が外壁部３８ａの内側を同図の反時計方向へ回動する。その結果、作動部材３９がコイル
スプリング４１に押されてガイド孔３７ｄの前端側へ移動し、それに伴って中継部材４２
と回路基板４３および外装部材４８，４９が同図の矢印Ｘ１方向へ向かって前進する。こ
のとき、作動部材３９に軸支された２段歯車４０の小径ギア４０ｂが揺動体３７の第１の
ラック３７ｅに噛合し、大径ギア４０ａが中継部材４２の第２のラック４２ｃに噛合して
いるため、揺動体３７に対する作動部材３９の矢印Ｘ１方向への動きが２段歯車４０で増
速されて中継部材４２に伝達され、外装部材４８，４９の基端側が下側包囲体４６と上側
包囲体４７の内部から突出する。したがって、バナナ全体を模した第１の可動体２５を表
示画面１４ａの前面に沿って起立位置から傾倒位置まで回動させた後、この傾倒位置でバ
ナナの身を模した外装部材４８，４９を皮を模した外装部材４８，４９から突出させると
いう一連の動きを低トルクで小型の１つのモータ２８を用いて行うことができる。
【００４２】
　また、作動部材３９が矢印Ｘ１方向へ移動している途中で回路基板４３上の各ＬＥＤ５
３を基端側から先端側に向かって順次点灯させることにより、各ＬＥＤ５３から順次発せ
られた光が外装部材４９を透して外部に照射されると共に、最先端のＬＥＤ５３の光が導
光体５４の円柱状突部５４ａから外部に直接照射されるため、外装部材４８，４９の突出
動作とＬＥＤ５３の点灯動作とを関連付けて演出効果を高めることができる。その際、回
路基板４３上の各ＬＥＤ５３にはコネクタ５５に接続されたフラットケーブル４４から電
力供給されるが、前述したように、フラットケーブル４４は止め具４５を用いてガイド部
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材３８の受け面３８ｃに固定されており、止め具４５とコネクタ５５との間でフラットケ
ーブル４４をＵ字状に撓めて長さ方向に余裕を持たせてあるため、作動部材３９の移動に
伴うコネクタ５５と止め具４５間の相対的な位置変動はフラットケーブル４４のＵ字状部
分４４ａによって吸収される。
【００４３】
　なお、第１の可動体２５が図１５（ｃ）に示す状態にあるとき、モータ２８を逆転させ
て歯車部材３５が同図の時計方向へ回転すると、図１５（ｂ）に示すように、駆動突起３
５ｅが切欠き部３７ｃ内を他端から一端に向かって移動し、この間で中継部材４２と回路
基板４３および外装部材４８，４９が同図の矢印Ｘ２方向へ後退する。そして、駆動突起
３５ｅが切欠き部３７ｃの一端に当接した後、歯車部材３５がさらに同方向へ回転すると
、作動部材３９が駆動突起３５ｅに押圧されて歯車部材３５と一体的に回動し、歯車部材
３５が初期位置まで回転して停止すると、第１の可動体２５は図１５（ａ）に示す起立姿
勢に復帰する。
【００４４】
　次に、第２の可動体２６について詳細に説明すると、図２３と図２５に示すように、第
２の可動体２６の後方には支持体５９が配設されており、この支持体５９の内部には上下
方向へ延びるスリット６０が形成されている。支持体５９は装飾体２４の裏面に一体形成
された部材であり、スリット６０の前端側は装飾体２４を貫通して開口している。支持体
５９の後端面の上下２箇所には半円状の切欠き５９ａ，５９ｂが形成されており、これら
切欠き５９ａ，５９ｂには駆動リンク６１の支軸６１ａと従動リンク６２の支軸６２ａが
それぞれ回転可能に支持されている。
【００４５】
　駆動リンク６１の後端側には扇形の受け部６１ｂが形成されており、この受け部６１ｂ
の後方に回動アーム６３が配置されている。回動アーム６３は軸部６３ａを中心に略直交
方向へ延びる第１および第２の腕部６３ｂ，６３ｃを有しており、第１の腕部６３ｂの先
端は駆動リンク６１の受け部６１ｂの後端面に接離可能に対向している。第２の腕部６３
ｃの先端は前記ソレノイド２９のプランジャー２９ａにピン６４を用いて回転可能に結合
されており、このソレノイド２９は枠状のブラケット６５によってベース板２７の裏面に
固定されている。また、回動アーム６３の軸部６３ａはブラケット６５にピン６６を用い
て回転可能に支持されており、ベース板２７には回動アーム６３を挿通させる長孔２７ｄ
が形成されている（図９参照）。ここで、ソレノイド２９は内部にスプリング等の復帰機
構を持たないタイプであり、非通電時にプランジャー２９ａは自重によってソレノイド２
９の本体部分から下方へ突出している。なお、ソレノイド２９から第２の可動体２６に至
る各部品、すなわち回動アーム６３と駆動リンク６１および従動リンク６２により、第２
の可動体２６を動作させる第２の駆動機構が構成されている。
【００４６】
　従動リンク６２は駆動リンク６１の下方に平行に配置されており、これら駆動リンク６
１と従動リンク６２の先端は第２の可動体２６の背面にネジ止めされた連結体６７に回転
可能に連結されている。図２４に示すように、この連結体６７は互いに平行な一対の支持
壁６７ａ間を取付部６７ｂで橋絡したＨ形状の成形品であり、両支持壁６７ａの内面の上
下２箇所には突起６７ｃが形成されている。上側２つの突起６７ｃは駆動リンク６１の先
端側に設けられた軸受部６１ｃの軸孔６１ｄに嵌め込まれ、下側２つの突起６７ｃは従動
リンク６２の先端側に設けられた軸受部６２ｂの軸孔６２ｃに嵌め込まれている。なお、
駆動リンク６１の軸受部６１ｃと従動リンク６２の軸受部６２ｂはスリット６０を通って
装飾体２４の前方へ突出しており、このスリット６０を覆い隠すように装飾体２４の前方
に配置された第２の可動体２６の背面側で連結体６７と両軸受部６１ｃ，６２ｂとが連結
されている。ここで、軸受部６１ｃの外周面には両突起６７ｃを軸孔６１ｄにガイドする
一対のテーパ６１ｅが形成され、軸受部６２ｂの外周面にも両突起６７ｃを軸孔６２ｃに
ガイドする一対のテーパ６２ｄが形成されている。したがって、装飾体２４の前方から駆
動リンク６１と従動リンク６２に向けて第２の可動体２６を押し込むことにより、スリッ
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ト６０から突出している両軸受部６１ｃ，６２ｂの軸孔６１ｄ，６２ｃに連結体６７の対
応する突起６７ｃを簡単かつ確実に嵌め込むことができる。
【００４７】
　図２５（ａ）はソレノイド２９に通電されていない非通電状態を示し、かかる非通電時
にプランジャー２９ａはソレノイド２９の本体部分から下方へ突出しており、回動アーム
６３の第１の腕部６３ｂの先端は駆動リンク６１の受け部６１ｂの後端面下部と当接して
している。この場合、駆動リンク６１の上端は支持体５９の天井面５９ｃ（スリット６０
の上端）から大きく離れており、駆動リンク６１と従動リンク６２の先端に連結された第
２の可動体２６は上下方向（矢印Ｙ１－Ｙ２）の最下部に位置している。
【００４８】
　ソレノイド２９に通電されると、図２５（ｂ）に示すように、プランジャー２９ａが上
方へ引き込まれるため、回動アーム６３が軸部６３ａを中心に同図の時計方向へ回転し、
駆動リンク６１が第１の腕部６３ｂからの押圧力を受けて上方へ回転する。また、従動リ
ンク６２も駆動リンク６１に同期して上方へ回転し、それに伴って第２の可動体２６が最
下部から矢印Ｙ１方向へ上昇する。その際、プランジャー２９ａの上死点で回動アーム６
３が停止しても、駆動リンク６１は天井面５９ｃと当接する位置までは回転しておらず、
両者間に微小寸法のクリアランスＣ１が確保されるようになっている。ただし、回動アー
ム６３と駆動リンク６１はピン等を用いて結合されておらず、単に第１の腕部６３ｂと受
け部６１ｂとが接離可能に対向配置されているだけであるため、図２５（ｃ）に示すよう
に、駆動リンク６１は回動アーム６３の停止後も慣性によってクリアランスＣ１内を上方
へ回転して天井面５９ｃに衝突した後、その反動で下方へ回転して回動アーム６３の第１
の腕部６３ｂに衝突し、かかる動作を慣性力がなくなるまで続けて停止する。したがって
、ソレノイド２９への通電に伴って回動アーム６３が図２５（ｂ）に示す角度で停止した
後も、第２の可動体２６はクリアランスＣ１の範囲内で矢印Ｙ１－Ｙ２方向へ僅かに上下
動作を繰り返し、その間、第２の可動体２６はガクガクと不規則な動きで上下動すること
となる。
【００４９】
　前述した第１の可動体２５と第２の可動体２６は、遊技球が始動入賞口１６，１８に入
賞することを契機に行われる特別図柄表示の電子抽選の結果に応じて単独または複合的に
動作されるようになっている。例えば、スーパーリーチ時などに第１の可動体２５を起立
位置と傾倒位置との間で揺動動作だけさせたり、この揺動動作に引き続いて第１の可動体
２５を傾倒位置で前後進動作させたり、あるいは第１の可動体２５の傾倒位置での前後進
動作に連動して第２の可動体２６を上下動させる、というように第１の可動体２５と第２
の可動体２６の可動態様にバリエーションを持たせるようになっており、遊技者はこれら
の可動態様によって大当たりである可能性が高いのではないかとドキドキしながら遊技を
楽しむことができる。
【００５０】
　以上説明したように本実施形態例に係る可動役物装置１３では、第１の可動体２５が、
モータ２８を駆動源として正逆両方向へ回転動作される回転体５０（歯車部材３５と鍔状
部材３６）と、この回転体５０に同軸配置された回動可能な揺動体３７と、この揺動体３
７を角度規制して傾倒位置で停止させるストッパ２７ｃと、揺動体３７の長手方向に沿っ
てスライド可能な作動部材３９と、作動部材３９と鍔状部材３６とを連結するコイルスプ
リング４１と、作動部材３９に連動して前後進動作する中継部材４２と回路基板４３およ
び外装部材４８，４９等を備えており、モータ２８を駆動源として回転体５０が初期状態
から所定角度まで回転するとき、揺動体３７に形成した切欠き部３７ｃの端部を自重によ
って歯車部材３５の駆動突起３５ｅに当接させることにより、揺動体３７が起立位置から
傾倒位置まで回転体５０と一体的に回動するようになし、揺動体３７がストッパ２７ｃに
当接して傾倒位置で停止した後、回転体５０のさらなる回転に伴って駆動突起３５ｅが切
欠き部３７ｃ内を移動することにより、回転体５０の回転運動がコイルスプリング４１を
介して作動部材３９の直線運動に変換されるようにしたので、低トルクで小型の１つのモ
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ータ２８を用いて揺動体３７と作動部材３９を個別に動作させることができると共に、揺
動体３７と作動部材３９を含む第１の可動体２５の駆動機構を小型化することができる。
【００５１】
　また、モータ２８を駆動源として回転動作される回転体５０が、中心位置に円筒状のガ
イド突起３５ｄを有する歯車部材３５と、ガイド突起３５ｄの上端に一体化された鍔状部
材３６とで構成され、揺動体３７の基端側に設けられた円形孔３７ａをガイド突起３５ｄ
に挿入すると共に、鍔状部材３６によって円形孔３７ａのガイド突起３５ｄからの脱落が
阻止するようにしたので、回転体５０に対して揺動体３７を簡単に組み立てることができ
る。さらに、円弧状の外壁部３８ａを有するガイド部材３８を揺動体３７の基端側に固定
すると共に、鍔状部材３６の裏面側に外壁部３８ａに対向する円弧状の内壁部３６ｃを設
け、これら外壁部３８ａと内壁部３６ｃ間に画成されるリング状空間Ｓ３内にコイルスプ
リング４１を配置したので、コイルスプリング４１の折れ曲がりを円弧状の外壁部３８ａ
と内壁部３６ｃによって確実に防止することができると共に、回転体５０の回転に伴って
コイルスプリング４１をスムーズに移動させることができる。
【００５２】
　また、前述した作動部材３９と中継部材４２および外装部材４８，４９等によってスラ
イド体を構成し、この作動部材３９に軸支した２段歯車４０の小径ギア４０ｂを揺動体３
７に設けた第１のラック３７ｅに噛合すると共に、２段歯車４０の大径ギア４０ａを中継
部材４２に設けた第２のラック４２ｃに噛合したので、回転体５０の回転に伴ってスライ
ド動作する作動部材３９の動きが２段歯車４０で増速されて中継部材４２と外装部材４８
，４９に伝達され、スライド体を揺動体３７に対して素早い動きで前後進させることがで
きる。しかも、中継部材４２に複数のＬＥＤ５３が実装された回路基板４３を搭載し、各
ＬＥＤ５３から発せられる光が外装部材４９を透して外部に照射されるようにしたので外
装部材４８，４９の前後進動作とＬＥＤ５３の点灯動作とを関連付けて演出効果を高める
ことができる。
【００５３】
　なお、上記実施形態例では、ベース板２７の下端部近傍に立設したストッパ２７ｃによ
って揺動体３７を傾倒位置で角度規制するようにしているが、ストッパは揺動体３７の回
動領域内に存在する構造物であればベース板２７以外の部材に設けることも可能である。
【００５４】
　また、上記実施形態例では、揺動体３７を含むスライド体が可変表示装置１４の表示画
面１４ａと平行な平面内を回動する場合について説明したが、揺動体３７は遊技盤３の盤
面と平行または傾斜する平面内を回動するものであれば良く、その配設位置も装飾ケース
１２の右側部に限定されるものではない。
【００５５】
　さらに、上記実施形態例では、バナナの身と皮を模した第１の可動体２５について説明
したが、揺動動作とスライド動作という複合運動が可能な可動部を有する他の可動役物装
置についても本発明は適用可能である。
【符号の説明】
【００５６】
　３　遊技盤
　９　遊技領域
　１０　中央役物ユニット
　１１　開口
　１２　装飾ケース
　１３　可動役物装置
　１４　可変表示装置
　１４ａ　表示画面
　１６　第１の始動入賞口
　１８　第２の始動入賞口
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　２４　装飾体
　２５　第１の可動体
　２６　第２の可動体
　２７　ベース板
　２７ｂ　載置部
　２７ｃ　ストッパ
　２８　モータ
　２９　ソレノイド
　３２　減速ギアユニット
　３３ａ，３３ｂ　歯車
　３４　支軸
　３５　歯車部材
　３５ａ　基部
　３５ｂ　歯部
　３５ｃ　検出突片
　３５ｄ　ガイド突起
　３５ｅ　駆動突起
　３５ｆ　摺動リブ
　３５ｇ　凹部
　３６　鍔状部材
　３６ｂ　貫通孔
　３６ｃ　内壁部
　３６ｄ　連結リブ
　３６ｅ　係止ピン
　３７　揺動体
　３７ａ　円形孔
　３７ｂ　環状筒部
　３７ｃ　切欠き部
　３７ｄ　ガイド孔
　３７ｅ　第１のラック
　３８　ガイド部材
　３８ａ　外壁部
　３８ｂ　ガイド溝
　３８ｃ　受け面
　３９　作動部材
　３９ａ　ボス
　３９ｂ　係止孔
　４０　２段歯車
　４０ａ　大径ギア
　４０ｂ　小径ギア
　４１　コイルスプリング（伝達部材）
　４２　中継部材
　４２ｃ　第２のラック
　４３　回路基板
　４４　フラットケーブル
　４４ａ　Ｕ字状部分
　４５　止め具
　４６　下側包囲体
　４７　上側包囲体
　４８，４９　外装部材
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　５０　回転体
　５３　ＬＥＤ（発光体）
　５４　導光体
　５４ａ　円柱状突部
　５５　コネクタ
　Ｓ１　下側スペース
　Ｓ２　上側スペース
　Ｓ３　リング状空間
　Ｐ　パチンコ機
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【図１２】 【図１３】
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【図２１】

【図２２】
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【図２３】
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【図２５】
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