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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域が前側に設けられる遊技盤と、該遊技盤に配設される枠状
の装飾体と、前記遊技盤の裏側に配設され、図柄を変動表示可能な表示部を前記装飾体の
開口部から前側に臨ませる図柄表示装置と、動作により演出を行う可動演出装置とを備え
た遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　前記図柄表示装置の表示部に沿って前記装飾体の開口部縁部側の待機位置と該待機位置
より開口部中央側の作動位置との間を往復移動する支持部材と、
　前記支持部材に支持されて第１姿勢および意匠面が前側を向く第２姿勢に姿勢変化可能
な可動体と、
　前記支持部材が待機位置と作動位置との間で移動する際に、前記可動体を第１姿勢と第
２姿勢とに姿勢変化させる姿勢変化機構とを備え、
　前記姿勢変化機構は、第２姿勢における可動体の意匠面の表示部に交差する方向の寸法
が第１姿勢での寸法より小さく、かつ第２姿勢における可動体の意匠面の表示部に沿う方
向の寸法が第１姿勢での寸法より大きくなるように可動体を姿勢変化させるよう構成され
、
　前記姿勢変化機構は、
　前記支持部材に回転自在に枢支された作動軸と、
　前記支持部材の移動方向に延在し、前記作動軸に設けた係合部が係合するカム部が設け
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られたカム部材と、
　前記作動軸に一体的に回転するよう配設され、前記可動体に設けた揺動ギヤに噛合する
作動ギヤとを備え、
　前記支持部材の往復移動に伴って係合部がカム部に沿って移動することで作動軸が正転
方向および逆転方向に回転し、該作動軸と共に回転する前記作動ギヤと揺動ギヤとの噛合
作用下に前記可動体が揺動して第１姿勢と第２姿勢とに姿勢変化するよう構成される
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技球が流下可能な遊技領域が前側に設けられる遊技盤と、該遊技盤に配設される枠状
の装飾体と、前記遊技盤の裏側に配設され、図柄を変動表示可能な表示部を前記装飾体の
開口部から前側に臨ませる図柄表示装置と、動作により演出を行う可動演出装置とを備え
た遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　前記図柄表示装置の表示部に沿って前記装飾体の開口部縁部側の待機位置と該待機位置
より開口部中央側の作動位置との間を往復移動する支持部材と、
　前記支持部材に支持されて第１姿勢および意匠面が前側を向く第２姿勢に姿勢変化可能
な可動体と、
　前記支持部材が待機位置と作動位置との間で移動する際に、前記可動体を第１姿勢と第
２姿勢とに姿勢変化させる姿勢変化機構とを備え、
　前記姿勢変化機構は、第２姿勢における可動体の意匠面の表示部に交差する方向の寸法
が第１姿勢での寸法より小さく、かつ第２姿勢における可動体の意匠面の表示部に沿う方
向の寸法が第１姿勢での寸法より大きくなるように可動体を姿勢変化させるよう構成され
、
　前記可動体は、前記支持部材に揺動自在に支持される本体部と、該本体部に対して本体
部の揺動軸線に対する近接・離間方向に移動自在に配設される分割部とを備え、
　前記分割部を、前記可動体の第２姿勢において前記揺動軸線から離間して本体部と共に
前記意匠面を形成する合体位置となるように移動すると共に、該可動体の第１姿勢におい
て前記揺動軸線に近接して本体部の外周縁から退避した退避位置となるように移動する進
退機構を備える
ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　遊技球が流下可能な遊技領域が前側に設けられる遊技盤と、該遊技盤に配設される枠状
の装飾体と、前記遊技盤の裏側に配設され、図柄を変動表示可能な表示部を前記装飾体の
開口部から前側に臨ませる図柄表示装置と、動作により演出を行う第１および第２の可動
演出装置とを備えた遊技機において、
　前記第１の可動演出装置は、
　前記図柄表示装置の表示部に沿って前記装飾体の開口部縁部側の待機位置と該待機位置
より開口部中央側の作動位置との間を往復移動する第１の支持部材と、
　前記第１の支持部材に支持され、該第１の支持部材が待機位置と作動位置との間で移動
する際に、第１姿勢および意匠面が前側を向く第２姿勢に姿勢変化可能な第１の可動体と
を備え、
　前記第２姿勢における第１の可動体の意匠面の表示部に交差する方向の寸法が第１姿勢
での寸法より小さく、かつ第２姿勢における第１の可動体の意匠面の表示部に沿う方向の
寸法が第１姿勢での寸法より大きく構成され、
　前記第２の可動演出装置は、
　作動機構によって第１位置および第２位置の間で往復移動する第２の支持部材と、
　前記第２の支持部材に回転可能に支持され、軸回りに第１意匠面と第２意匠面とが設け
られた第２の可動体と、
　前記第２の支持部材の移動に伴って前記第２の可動体を回転させて、前記第２の支持部
材の第１位置で前記第１意匠面を前側に向けると共に、該第２の支持部材の第２位置で前
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記第２意匠面を前側に向ける回転機構とを備え、
　前記第２の可動演出装置は、
　前記第２の支持部材が第１位置と第２位置との間を往復移動する領域において、前記第
２の可動体が姿勢を変化しないまま移動する非姿勢変化領域と、該第２の可動体が前記回
転機構によって姿勢を変化する姿勢変化領域とが設定されている
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動作による演出を行う可動演出装置を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域の略中央位置に枠状の枠状装飾体(所謂センター役物)が配設されて、該枠状装飾体の
窓口を介して複数の図柄を変動表示する液晶式やドラム式等の図柄表示装置を後方から臨
ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、パチンコ球(遊技球)の入賞に
より図柄表示装置での図柄変動を開始させる始動入賞装置(始動入賞手段)や大当り時等に
開放する特別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。この種のパ
チンコ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘
等との接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で
前記始動入賞装置に入賞することにより、所定数の賞球が払い出されると共に、前記図柄
表示装置での図柄変動演出に伴うリーチ演出等の各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装
置に図柄が所定の組み合わせで停止することにより所謂大当りが発生し、前記特別入賞装
置が開放して多数の賞球を獲得し得るよう構成される。
【０００３】
　また、近年のパチンコ機には、前記枠状装飾体等に、所要の動作を行う可動体を備えた
可動式の演出装置(可動演出装置)が配設されて、可動体を図柄表示装置での図柄変動演出
に合わせて動作させることにより演出効果の向上を図っている。例えば、特許文献１に開
示された可動演出装置では、図柄表示装置の表示部の前方を、該表示部の上縁部側の待機
位置と中央部側の作動位置との間で可動体を昇降移動するよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－９０８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記パチンコ機では、近年の図柄表示装置の大型化に伴い、該図柄表示装置の表示部を
前側に臨ませる枠状装飾体の開口部を大きくして、インパクトのある図柄変動演出を行う
傾向にある。また、表示部の前方を移動する可動体においても、該可動体が表示部の中央
部側に移動した際のインパクトを高めるために大型化されている。しかしながら、大型の
可動体を採用する場合は、待機位置に位置する可動体によって図柄表示装置の表示部が隠
れる領域が大きくなってしまい、せっかく大型の図柄表示装置を採用してもインパクトの
ある演出を行うことができなくなってしまう難点が指摘される。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、図柄表示装置でのインパクトのある表示演出を行
い得ると共に、可動体の大型化を図ることができる遊技機を提供することを目的とする。
【０００７】
　前記課題を解決するために、本願の請求項１に記載の発明では、
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　遊技球が流下可能な遊技領域(21a)が前側に設けられる遊技盤(20)と、該遊技盤(20)に
配設される枠状の装飾体(27)と、前記遊技盤(20)の裏側に配設され、図柄を変動表示可能
な表示部(17a)を前記装飾体(27)の開口部(27a)から前側に臨ませる図柄表示装置(17)と、
動作により演出を行う可動演出装置(M3)とを備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(M3)は、
　前記図柄表示装置(17)の表示部(17a)に沿って前記装飾体(27)の開口部縁部側の待機位
置と該待機位置より開口部中央側の作動位置との間を往復移動する支持部材(36)と、
　前記支持部材(36)に支持されて第１姿勢および意匠面(35a)が前側を向く第２姿勢に姿
勢変化可能な可動体(35)と、
　前記支持部材(36)が待機位置と作動位置との間で移動する際に、前記可動体(35)を第１
姿勢と第２姿勢とに姿勢変化させる姿勢変化機構(77)とを備え、
　前記姿勢変化機構(77)は、第２姿勢における可動体(35)の意匠面(35a)の表示部(17a)に
交差する方向の寸法が第１姿勢での寸法より小さく、かつ第２姿勢における可動体(35)の
意匠面(35a)の表示部(17a)に沿う方向の寸法が第１姿勢での寸法より大きくなるように可
動体(35)を姿勢変化させるよう構成され、
　前記姿勢変化機構(77)は、
　前記支持部材(36)に回転自在に枢支された作動軸(71)と、
　前記支持部材(36)の移動方向に延在し、前記作動軸(71)に設けた係合部(74)が係合する
カム部(76)が設けられたカム部材(37c,75)と、
　前記作動軸(71)に一体的に回転するよう配設され、前記可動体(35)に設けた揺動ギヤ(6
2)に噛合する作動ギヤ(72)とを備え、
　前記支持部材(36)の往復移動に伴って係合部(74)がカム部(76)に沿って移動することで
作動軸(71)が正転方向および逆転方向に回転し、該作動軸(71)と共に回転する前記作動ギ
ヤ(72)と揺動ギヤ(62)との噛合作用下に前記可動体(35)が揺動して第１姿勢と第２姿勢と
に姿勢変化するよう構成されることを要旨とする。
【０００８】
　請求項１の発明によれば、支持部材の待機位置において可動体を第１姿勢とすることで
、該可動体によって表示部が隠れる領域を小さくすることができるので、大型の可動体を
採用し得ると共に図柄表示装置でのインパクトのある表示演出を行い得る。また、支持部
材の作動位置において可動体を意匠面が前側を向く第２姿勢とすることで、該可動体の前
側から見た投影面積は大きくなるので、可動体によるインパクトのある演出ができ、遊技
の興趣を向上し得る。
　また、支持部材の移動に伴って可動体を揺動することができるので、可動体を揺動する
ための駆動源を別途必要とせず、製造コストを低廉に抑えることができる。
【０００９】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記装飾体(27)は、遊技盤(20)の前面より前方に突出し、前記遊技領域(21a)から該装
飾体(27)の開口部(27a)側への遊技球の移動を規制する庇状部(27b)を備え、
　前記可動体(35)の第１姿勢において該可動体(35)は庇状部(27b)の前端よりも後方に位
置するよう構成されることを要旨とする。
　この構成によれば、支持部材の待機位置において可動体を第１姿勢としても該可動体が
庇状部より前方に突出しないので、該可動体が庇状部より前方にある部品と干渉すること
はない。
【００１０】
　前記課題を解決するために、本願の請求項２に記載の発明では、
　遊技球が流下可能な遊技領域(21a)が前側に設けられる遊技盤(20)と、該遊技盤(20)に
配設される枠状の装飾体(27)と、前記遊技盤(20)の裏側に配設され、図柄を変動表示可能
な表示部(17a)を前記装飾体(27)の開口部(27a)から前側に臨ませる図柄表示装置(17)と、
動作により演出を行う可動演出装置(M3)とを備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(M3)は、
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　前記図柄表示装置(17)の表示部(17a)に沿って前記装飾体(27)の開口部縁部側の待機位
置と該待機位置より開口部中央側の作動位置との間を往復移動する支持部材(36)と、
　前記支持部材(36)に支持されて第１姿勢および意匠面(35a)が前側を向く第２姿勢に姿
勢変化可能な可動体(35)と、
　前記支持部材(36)が待機位置と作動位置との間で移動する際に、前記可動体(35)を第１
姿勢と第２姿勢とに姿勢変化させる姿勢変化機構(77)とを備え、
　前記姿勢変化機構(77)は、第２姿勢における可動体(35)の意匠面(35a)の表示部(17a)に
交差する方向の寸法が第１姿勢での寸法より小さく、かつ第２姿勢における可動体(35)の
意匠面(35a)の表示部(17a)に沿う方向の寸法が第１姿勢での寸法より大きくなるように可
動体(35)を姿勢変化させるよう構成され、
　前記可動体(35)は、前記支持部材(36)に揺動自在に支持される本体部(54)と、該本体部
(54)に対して本体部(54)の揺動軸線に対する近接・離間方向に移動自在に配設される分割
部(55)とを備え、
　前記分割部(55)を、前記可動体(35)の第２姿勢において前記揺動軸線から離間して本体
部(54)と共に前記意匠面(35a)を形成する合体位置となるように移動すると共に、該可動
体(35)の第１姿勢において前記揺動軸線に近接して本体部(54)の外周縁から退避した退避
位置となるように移動する進退機構(78)を備えることを要旨とする。
　請求項２の発明によれば、支持部材の待機位置において可動体を第１姿勢とすることで
、該可動体によって表示部が隠れる領域を小さくすることができるので、大型の可動体を
採用し得ると共に図柄表示装置でのインパクトのある表示演出を行い得る。また、支持部
材の作動位置において可動体を意匠面が前側を向く第２姿勢とすることで、該可動体の前
側から見た投影面積は大きくなるので、可動体によるインパクトのある演出ができ、遊技
の興趣を向上し得る。
　また、本体部と合体して意匠面を構成する分割部を合体位置から退避位置に移動するこ
とで、第１姿勢となった可動体を収容するのに必要となる前後寸法を小さくすることがで
きるので、可動体の大型化を図りつつ他の遊技部品の配設スペースを圧迫するのを抑える
ことができる。
【００１１】
　前記課題を解決するために、本願の請求項３に記載の発明では、
　遊技球が流下可能な遊技領域(21a)が前側に設けられる遊技盤(20)と、該遊技盤(20)に
配設される枠状の装飾体(27)と、前記遊技盤(20)の裏側に配設され、図柄を変動表示可能
な表示部(17a)を前記装飾体(27)の開口部(27a)から前側に臨ませる図柄表示装置(17)と、
動作により演出を行う第１および第２の可動演出装置(M3,M1)とを備えた遊技機において
、
　前記第１の可動演出装置(M3)は、
　前記図柄表示装置(17)の表示部(17a)に沿って前記装飾体(27)の開口部縁部側の待機位
置と該待機位置より開口部中央側の作動位置との間を往復移動する第１の支持部材(36)と
、
　前記第１の支持部材(36)に支持され、該第１の支持部材(36)が待機位置と作動位置との
間で移動する際に、第１姿勢および意匠面(35a)が前側を向く第２姿勢に姿勢変化可能な
第１の可動体(35)とを備え、
　前記第２姿勢における第１の可動体(35)の意匠面(35a)の表示部(17a)に交差する方向の
寸法が第１姿勢での寸法より小さく、かつ第２姿勢における第１の可動体(35)の意匠面(3
5a)の表示部(17a)に沿う方向の寸法が第１姿勢での寸法より大きく構成され、
　前記第２の可動演出装置(M1)は、
　作動機構(32)によって第１位置および第２位置の間で往復移動する第２の支持部材と、
　前記第２の支持部材に回転可能に支持され、軸回りに第１意匠面(30a)と第２意匠面(30
b)とが設けられた第２の可動体(30)と、
　前記第２の支持部材の移動に伴って前記第２の可動体(30)を回転させて、前記第２の支
持部材の第１位置で前記第１意匠面(30a)を前側に向けると共に、該第２の支持部材の第
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２位置で前記第２意匠面(30b)を前側に向ける回転機構(33)とを備え、
　前記第２の可動演出装置(M1)は、
　前記第２の支持部材が第１位置と第２位置との間を往復移動する領域において、前記第
２の可動体(30)が姿勢を変化しないまま移動する非姿勢変化領域と、該第２の可動体(30)
が前記回転機構(33)によって姿勢を変化する姿勢変化領域とが設定されていることを要旨
とする。
　請求項３の発明によれば、第１の支持部材の待機位置において第１の可動体を第１姿勢
とすることで、該第１の可動体によって表示部が隠れる領域を小さくすることができるの
で、大型の可動体を採用し得ると共に図柄表示装置でのインパクトのある表示演出を行い
得る。また、第１の支持部材の作動位置において第１の可動体を意匠面が前側を向く第２
姿勢とすることで、該第１の可動体の前側から見た投影面積は大きくなるので、第１の可
動体によるインパクトのある演出ができ、遊技の興趣を向上し得る。
【００１２】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記進退機構(78)は、
　前記支持部材(36)の往復移動に伴って正転方向および逆転方向に回転する作動軸(71)に
設けられた第２の係合部(72a)と、
　前記分割部(55)に配設され、前記第２の係合部(72a)が係合するカム部(70a)が設けられ
た第２のカム部材(70)とを備え、
　前記作動軸(71)が正転方向および逆転方向に回転するのに伴って変位する第２の係合部
(72a)とカム部(70a)との係合作用下に第２のカム部材(70)が移動することで、前記分割部
(55)が合体位置と退避位置との間を移動するよう構成されることを要旨とする。
　この構成によれば、支持部材の移動に伴って分割部を進退移動することができるので、
分割部を進退移動する駆動源を別途必要とせず、製造コストを低廉に抑えることができる
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、図柄表示装置でのインパクトのある表示演出を行い得る
と共に可動体の大型化を図ることができ、演出による興趣を向上し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤の正面図であって、各可動体が窓口縁部側に位置している状
態で示している。
【図３】実施例に係る遊技盤を前側から見た概略斜視図である。
【図４】実施例に係る可動演出装置を配設した設置部材を示す正面図である。
【図５】実施例に係る遊技盤を、図２の状態で縦断した側面図である。
【図６】実施例に係る遊技盤の正面図であって、第３可動体が窓口中央側に位置している
状態で示している。
【図７】実施例に係る遊技盤の正面図であって、各可動体が窓口中央側に位置している状
態で示している。
【図８】実施例に係る遊技盤を、図７の状態で縦断した側面図である。
【図９】実施例に係る遊技盤の要部縦断側面図であって、第３可動体が待機位置の状態を
拡大して示している。
【図１０】実施例に係る遊技盤の要部縦断側面図であって、第３可動体が作動位置の状態
を拡大して示している。
【図１１】実施例に係る第３可動演出装置の正面図である。
【図１２】実施例に係る第３可動演出装置の背面図であって、支持基体を省略している。
【図１３】実施例に係る第３可動演出装置を支持基体の第３取付部の位置で縦断した側面
図である。
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【図１４】実施例に係る第３可動演出装置を第３可動体が第１姿勢となっている状態で示
す要部左側面図である。
【図１５】実施例に係る第３可動演出装置を第３可動体が第１姿勢となっている状態で示
す要部右側面図である。
【図１６】実施例に係る第３可動体を裏側から見た状態で示す説明図であって、分割部は
退避位置に位置している。
【図１７】実施例に係る第３可動演出装置の支持基体、駆動機構および支持部材を前側か
ら見た分解斜視図である。
【図１８】実施例に係る第３可動演出装置の支持基体、駆動機構および支持部材を後側か
ら見た分解斜視図である。
【図１９】実施例に係る第３可動体を分解した状態を上側から見た概略斜視図であって、
支持部材の支持台部を併せて図示してある。
【図２０】実施例に係る第３可動体を分解した状態を裏側から見た分解斜視図であって、
支持部材の支持台部を併せて図示してある。
【図２１】実施例に係る第３可動演出装置の支持部材から支持台部および姿勢変化機構の
構成部品を分解した状態を前側から見た概略斜視図である。
【図２２】実施例に係る第３可動演出装置の支持部材から支持台部および姿勢変化機構の
構成部品を分解した状態を後側から見た概略斜視図である。
【図２３】実施例に係る第３可動体の要部左側断面図であって、(ａ)は第１姿勢の状態を
示し、(ｂ)は第２姿勢の状態を示している。
【図２４】実施例に係る第３可動体の要部右側断面図であって、(ａ)は第１姿勢の状態を
示し、(ｂ)は第２姿勢の状態を示している。
【図２５】実施例に係る第３可動体の待機位置と作動位置との間の移動時の動作を示す説
明図である。
【図２６】実施例に係る第３可動体と遊技盤および枠状装飾体との関係を示す説明図であ
って、(ａ)は第３可動体が待機位置で第１姿勢となっている状態を示し、(ｂ)は第３可動
体が作動位置で第２姿勢となっている状態を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチ
ンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「
右」、「上」、「下」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(
遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１６】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、全体として縦長の矩形状に構成さ
れており、遊技者がパチンコ機１０の前面に向かう姿勢でパチンコ遊技を行うことができ
るよう、パチンコ球の発射操作を行うための操作ハンドル１６が前面右下部に設けられて
いる。このパチンコ機１０には、矩形枠状に形成されて遊技店の図示しない設置枠台に固
定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、後述する遊技盤２０(図２参照)を着脱
可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に組付けられると共に、遊
技盤２０の後側に、図柄を変動表示可能な図柄表示装置１７(図１参照)が着脱し得るよう
配設されている。また、中枠１２の前面側には、遊技盤２０を透視可能に保護する透明板
(透明部材)１３ａを窓部に備えた装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組付けられると共
に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組付けられる
。なお、実施例では、前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１４が一
体的に組付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４も一体的に開閉する
よう構成される。また実施例では、前記図柄表示装置１７としては、各種図柄を表示可能
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な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されるが、これに限られるもの
ではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリックス式の図柄表示装置等の各種図柄
を停止および変動表示可能な従来公知の各種の図柄表示装置を採用し得る。
【００１７】
　前記前枠１３には、図１に示す如く、下球受け皿１５の右側方に、前記中枠１２に配設
された打球発射装置(図示せず)を作動する前記操作ハンドル１６が設けられる。この操作
ハンドル１６は、左回転方向に付勢された操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー
１６ａを右回転するよう遊技者が回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上
球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０に向けて発射されるようになって
いる。また、前枠１３の前部には、ＬＥＤ等の発光体による発光演出が可能なランプ装置
１８や、音声や効果音を出力可能なスピーカ１９が配設されており、前記図柄表示装置１
７での図柄変動演出に合わせてランプ装置１８で発光演出を行ったりスピーカ１９で音声
演出を行い得るよう構成されている。
【００１８】
(遊技盤２０について)
　本実施例では、所定板厚の略矩形状に形成されたアクリルやポリカーボネート等の合成
樹脂材等からなる透明な平板状の板状部材２１と、該板状部材２１の裏側に着脱自在に取
付けられる設置部材２２とから前記遊技盤２０が構成されている。板状部材２１の表面に
は、略円形状に湾曲形成された案内レール２３が配設され、該案内レール２３によってパ
チンコ球が流下可能な遊技領域２１ａが画成されている。そして、該遊技領域２１ａ内に
、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が打ち出され、該遊技領域２１ａ内をパチ
ンコ球が流下して遊技が行われる。また、板状部材２１の遊技領域２１ａ内には、多数の
遊技釘が植設されており、該遊技釘との接触により遊技領域２１ａを流下するパチンコ球
の流下方向が不規則に変化するよう構成してある。なお、板状部材２１をベニア板等から
形成してもよい。
【００１９】
　前記板状部材２１には、図２に示す如く、後述する枠状装飾体２７の下縁より下方位置
に、前記遊技領域２１ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置２４および特別
入賞装置２５等が配設される。始動入賞装置２４は、遊技領域２１ａを流下するパチンコ
球が入賞可能な始動入賞口が設けられる。そして、始動入賞装置２４の始動入賞口へ入賞
したパチンコ球が始動入賞センサ(図示せず)で検出されることで、図柄表示装置１７の表
示部１７ａで図柄変動が開始されると共に、所定数(例えば５個)のパチンコ球が賞球とし
て前記上下の球受け皿１４,１５に払い出される。
【００２０】
　前記特別入賞装置２５は、入賞口が開閉扉で常には閉鎖されており、前記図柄表示装置
１７での図柄変動の結果、図柄表示装置１７の表示部１７ａに所定の図柄組み合わせ(例
えば同一図柄の三つ揃い等)で図柄が停止表示されることで所謂「大当り」が発生し、こ
れにより開閉扉が開放するよう作動制御されて、入賞口への入賞により多数の賞球を獲得
し得るようになっている。なお、図２の符号２６は、板状部材２１に配設されて、常に入
賞口を遊技領域２１ａに開口している普通入賞装置を示す。
【００２１】
(枠状装飾体２７について)
　前記板状部材２１の中央には、前後に貫通する大型の貫通孔２１ｂ(図５,図８参照)が
形成されており、該貫通孔２１ｂに対して前後に開口する枠状の枠状装飾体(所謂センタ
ー役物,装飾体)２７が嵌め込まれるように着脱可能に配設される。そして、前記設置部材
２２の開口部２２ａ(後述)から臨む前記図柄表示装置１７の表示部１７ａは、枠状装飾体
２７における前後に開口する窓口(開口部)２７ａを介して板状部材２１(遊技盤２０)の前
側に露出して、該図柄表示装置１７の表示部１７ａで展開される図柄変動演出を前側から
視認し得るようになっている。
【００２２】
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　前記枠状装飾体２７には、図２,図３,図５等に示す如く、上縁部から左右両縁部に亘り
、板状部材２１の前面より前方に突出する円弧状の庇状部２７ｂが設けられており、前記
遊技領域２１ａに打ち出されたパチンコ球を外周部の庇状部２７ｂで案内し得ると共に、
該パチンコ球が枠状装飾体２７の窓口２７ａを横切って流下するのを該庇状部２７ｂで規
制している。また枠状装飾体２７には、窓口２７ａの下側に、ステージ２７ｃが設けられ
ると共に、窓口２７ａの左側に、遊技領域２１ａに開口して該遊技領域２１ａを流下する
パチンコ球を取込んでステージ２７ｃに案内する球導入部２７ｄが設けられ、該球導入部
２７ｄからステージ２７ｃに通出されたパチンコ球は、ステージ２７ｃ上を左右に転動し
た後に、前記各入賞装置２４,２５,２６が配設されている遊技領域２１ａに排出される。
また、前記ステージ２７ｃの後端縁には、左右方向の全長に亘って上側に向けて所定高さ
で立上がる透明壁２７ｅが設けられ、ステージ２７ｃ上を転動するパチンコ球が前記図柄
表示装置１７の表示部１７ａ側に移動するのを該透明壁２７ｅで防止している。
【００２３】
(設置部材２２について)
　前記設置部材２２は、図３,図５,図８に示す如く、前記板状部材２１の外郭形状より僅
かに小さい形状に形成された略矩形状の背面板(設置部)２８と、該背面板２８の外周縁部
から前方に突出する画壁部２９とから前方に開口した箱状に形成されて、該画壁部２９の
開口前端部を板状部材２１の裏面に当接させた状態で、当該板状部材２１と設置部材２２
とがネジ止め固定される。そして、前記設置部材２２において前記板状部材２１との間に
画成される空間に、動作により演出を行う複数の可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４が設
置されて、設置部材２２を基材とする１つのユニットとして扱い得るようになっている。
前記設置部材２２の背面板２８には、前記枠状装飾体２７の窓口２７ａと前後に整列する
位置に、略矩形状の開口部２２ａが前後に開口するよう開設される。そして、背面板２８
の裏面に配設した前記図柄表示装置１７の表示部１７ａが、前記開口部２２ａおよび窓口
２７ａを介して板状部材２１の前側に臨むようになっている。なお、以下の説明では、設
置部材２２の背面板２８について、開口部２２ａに対する上下左右の各部位を、上板部２
８ａ,下板部２８ｂ,左板部２８ｃ,右板部２８ｄと指称して区別する場合もある。
【００２４】
(第１および第２可動演出装置Ｍ１,Ｍ２について)
　図４に示すように、前記設置部材２２の背面板２８における開口部２２ａの左側前面(
左板部２８ｃの前面)に、第１可動演出装置Ｍ１が配設されると共に、背面板２８におけ
る開口部２２ａの右側前面(右板部２８ｄの前面)に、第２可動演出装置Ｍ２が配設されて
いる。第１可動演出装置Ｍ１および第２可動演出装置Ｍ２は、左右対称であるので、第１
可動演出装置Ｍ１の構成について説明し、第２可動演出装置Ｍ２については第１可動演出
装置Ｍ１と同じ部材に同一の符号を付して詳細説明は省略する。
【００２５】
　前記第１可動演出装置(第２の可動演出装置)Ｍ１は、前記図柄表示装置１７における表
示部１７ａの前側において、前記背面板２８の板面に沿って左右方向に往復移動する第１
可動体(第２の可動体)３０と、該第１可動体３０に動作可能に配設された第２可動体３１
とを備える。第１可動体３０は、背面板２８に配設されて左右方向に延在するレール部材
に移動自在に支持された支持部材(第２の支持部材)に配設されており、駆動モータを備え
る第１作動機構(作動機構)３２によって支持部材と共に第１可動体３０を前記枠状装飾体
２７の窓口縁部側(開口部縁部側)の第１位置(図２,図４)と、該第１位置より窓口中央側(
開口部中央側)の第２位置(図７)との間を直線的に往復移動させ得るよう構成される。
【００２６】
　前記第１可動体３０は、支持部材に対して該支持部材の往復移動方向と交差する方向(
実施例では上下方向)の軸回りに回転自在に支持されている。また、第１可動体３０は、
設置部材２２における開口部２２ａの上下方向の略全長に亘って臨む長さに設定されると
共に、第１位置において前側を向く面と後側を向く面とに異なる意匠面３０ａ,３０ｂが
形成されている。なお、第１位置において前側を向く意匠面を第１意匠面３０ａと指称す
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ると共に、後側を向く意匠面を第２意匠面３０ｂと指称するものとする。そして、第１可
動演出装置Ｍ１は、第１可動体３０に設けたピニオンと設置部材２２に設けたラックとか
らなる回転機構３３によって、前記第１作動機構３２による支持部材(第１可動体３０)の
往復移動に伴って第１可動体３０を第１意匠面３０ａが前側を向く第１姿勢と、第２意匠
面３０ｂが前側を向く第２姿勢とに反転するよう構成される。また、第１可動演出装置Ｍ
１では、支持部材が第１位置と第２位置との間を往復移動する領域において、第１可動体
３０が姿勢を変化しないまま左右方向に往復移動する非姿勢変化領域と、該第１可動体３
０が第１姿勢から第２姿勢または第２姿勢から第１姿勢に変化する姿勢変化領域とが設定
されている。実施例では、第１位置側に非姿勢変化領域が設けられると共に第２位置側に
姿勢変化領域が設けられており、第１位置において第１姿勢となっている第１可動体３０
は、第１作動機構３２によって支持部材が非姿勢変化領域を第１位置から第２位置に向け
て移動している間は第１姿勢のまま窓口中央側に向けて移動し、支持部材が姿勢変化領域
を第２位置に向けて移動する際に第１可動体３０が前記回転機構３３によって第１姿勢か
ら第２姿勢に反転して、第２意匠面３０ｂを前側に向けるよう構成される。すなわち、第
１可動体３０は、窓口中央側の第２位置では第２姿勢となるよう構成してある(図７参照)
。
【００２７】
　ここで、前記第１可動演出装置Ｍ１および第２可動演出装置Ｍ２は、後述する第３可動
演出装置Ｍ３の第３可動体３５が窓口中央の作動位置に移動した状態で、各第１可動体３
０が第１位置と第２位置との間を移動することで作動位置の第３可動体３５に対して近接
・離間移動するよう構成される。そして、第１可動体３０が窓口中央側の第２位置に移動
することで、第３可動体３５と２つの第１可動体３０,３０が、前記図柄表示装置１７の
表示部１７ａの前側で集合するよう構成される(図７参照)。また、第１可動体３０の第２
意匠面３０ｂは、第３可動体３５の意匠面３５ａと共通する特徴を有する意匠とされてお
り、作動位置に位置する第３可動体３５に対して左右両側から接近する一対の第１可動体
３０,３０が第２姿勢に変化して集合した状態で、これらの可動体３５,３０,３０の意匠
面３５ａ,３０ｂ,３０ｂによって一つの意匠が構成されるようになっている。なお、第１
可動体３０は、各意匠面３０ａ,３０ｂに異なる光透過部が設けられると共に、該第３可
動体３０の内部に発光装置を備え、該発光装置によって各意匠面３０ａ,３０ｂを裏側か
ら照明して異なる形態で光透過部を明輝し得るよう構成されている。
【００２８】
　前記第２可動体３１は、図４に示す如く、前記第１可動体３０の第１意匠面側において
、該第１可動体３０の往復移動方向と交差する上下方向に離間する２箇所に配設されてい
る。一対の第２可動体３１,３１は、駆動モータを備える第２作動機構３４によって同期
して動作するよう構成されている。実施例の第２可動体３１は、第１意匠面３０ａに全体
が重なって第１可動体３０から外側方に延出しない収容姿勢(図４の実線位置)と、一部が
第１可動体３０から外側方に延出する延出姿勢(図４の二点鎖線位置)とに第２作動機構３
４により動作されるようになっている。なお、第１可動体３０が姿勢変化する際には、第
２可動体３１は収容姿勢に保持されるよう構成される。
【００２９】
(第３可動演出装置Ｍ３について)
　前記設置部材２２の背面板２８に、前記第１可動体３０の往復移動方向と交差する上下
方向に第３可動体(可動体，第１の可動体)３５を移動自在に備える第３可動演出装置(可
動演出装置，第１の可動演出装置)Ｍ３が配設されている。第３可動演出装置Ｍ３は、後
述する第３作動機構３９によって第３可動体３５が配設される支持部材(第１の支持部材)
３６を、前記枠状装飾体２７における窓口２７ａの上縁部側(開口部縁部側)の待機位置(
図２,図５)と、該待機位置より窓口中央側(開口部中央側)の作動位置(図６,図７,図８)と
の間を往復移動するよう構成される。また、第３可動演出装置Ｍ３は、支持部材３６を待
機位置と作動位置との間で移動する際に、後述する姿勢変化機構７７によって第３可動体
３５の姿勢を変化するよう構成されている。なお、第３可動体３５は、支持部材３６と一
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体で上下方向に移動するので、該第３可動体３５の位置についても、支持部材３６の待機
位置および作動位置と対応して窓口縁部側に移動した位置を待機位置と指称すると共に窓
口中央側に移動した位置を作動位置と指称するものとする。
【００３０】
(支持基体３７について)
　前記第３可動演出装置Ｍ３は、前記背面板２８における上板部２８ａ、左板部２８ｃお
よび右板部２８ｄの前側に配設されて、前記支持部材３６(第３可動体３５)が移動自在に
支持される支持基体(設置部)３７を備える。この支持基体３７は、図１１,図１７,図１８
に示す如く、上板部２８ａの前面に重なる第１取付部３７ａと、第１取付部３７ａの左端
部から下方に延在して左板部２８ｃの前面に重なる第２取付部３７ｂと、第１取付部３７
ａの右端部から下方に延在して右板部２８ｄの前面に重なる第３取付部３７ｃとを備え、
これら各取付部３７ａ,３７ｂ,３７ｃが対応する板部２８ａ,２８ｃ,２８ｄにネジ止め固
定されている。支持基体３７は、３つの取付部３７ａ,３７ｂ,３７ｃによって門型に形成
されて、該支持基体３７の前後方向に開口する開口部が前記設置部材２２の開口部２２ａ
と略一致するよう構成される。
【００３１】
　前記第２取付部３７ｂおよび第３取付部３７ｃには、その前面にガイドレール３８が夫
々上下方向に延在するよう配設されて、両ガイドレール３８,３８に、第３可動体３５が
配設された前記支持部材３６が移動自在に支持されている。そして、支持部材３６(第３
可動体３５)は、支持基体３７に配設された第３作動機構３９によって前記待機位置と作
動位置との間を往復移動するよう構成される。実施例では、第２取付部３７ｂに配設され
た第１駆動機構４０および第３取付部３７ｃに配設された第２駆動機構４１から第３作動
機構３９が構成されており、一対の駆動機構４０,４１を同期して駆動することによって
支持部材３６を往復移動するよう構成してある。
【００３２】
(支持部材３６について)
　前記支持部材３６は、図１１,図１２に示す如く、左右方向に所定長さで延在する部材
であって、該支持部材３６の左端部に第１移動体５２が上下方向に延在するように配設さ
れると共に、該支持部材３６の右端部に第２移動体５３が上下方向に延在するように配設
されている。そして、第１移動体５２が前記第２取付部３７ｂのガイドレール３８に移動
自在に支持されると共に、第２移動体５３が前記第３取付部３７ｃのガイドレール３８に
移動自在に支持されており、両移動体５２,５３の間に架設される支持部材３６は、一対
のガイドレール３８,３８に沿って前記図柄表示装置１７の表示部１７ａに沿って上下方
向に平行移動するよう構成される。また、図１２に示す如く、第１移動体５２の外側縁(
第２移動体５３から離間する側縁)に、上下方向に延在するように第１ラック５２ａが形
成されると共に、第２移動体５３の外側縁(第１移動体５２から離間する側縁)に、上下方
向に延在するように第２ラック５３ａが形成されている。
【００３３】
(第１駆動機構４０について)
　前記第２取付部３７ｂに配設される第１駆動機構４０は、図１７,図１８に示す如く、
該第２取付部３７ｂに配設される第１駆動モータ(駆動手段)４２と、該第１駆動モータ４
２で回転駆動される第１駆動歯車４３と、第２取付部３７ｂに対して上下方向に移動自在
に配設されて側縁にラック４４ａが形成されたラック部材４４と、該ラック部材４４に回
転自在に配設された第１作動歯車４５と、第２取付部３７ｂに設けられて第１作動歯車４
５が噛合する固定ラック３７ｄとを備える。すなわち、前記第１駆動モータ４２は、第２
取付部３７ｂの前側に配設された第１モータ取付部材４６に前側から取り付けられて、該
第１駆動モータ４２における第１モータ取付部材４６の裏側(第２取付部３７ｂと第１モ
ータ取付部材４６との間)に突出する出力軸に前記第１駆動歯車４３が配設されている。
また、第２取付部３７ｂと第１モータ取付部材４６との間に、前記ラック部材４４が上下
方向に移動自在に支持されており、該ラック部材４４の一側縁(実施例では開口部から離
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間する側の左側縁)に沿って上下方向に延在するように形成された前記ラック４４ａが、
前記第１駆動歯車４３に噛合するよう構成される(図１２参照)。すなわち、第１駆動モー
タ４２を正転および逆転するように駆動することで、ラック部材４４が上下方向に直線的
に往復移動するよう構成される。
【００３４】
　前記第２取付部３７ｂには、図１７に示す如く、上下方向に延在するように長孔３７ｅ
が形成されており、該長孔３７ｅに、前記第１作動歯車４５が回転自在でかつ該長孔３７
ｅに沿って上下方向に移動自在に支持されている。また第２取付部３７ｂには、長孔３７
ｅの形成位置に隣り合って前記固定ラック３７ｄが上下方向に延在するように形成されて
おり、該固定ラック３７ｄに第１作動歯車４５が噛合している。すなわち、前記第１駆動
モータ４２の駆動によってラック部材４４が上下方向に移動する際に、固定ラック３７ｄ
に噛合している第１作動歯車４５が回転するように構成される。そして、この第１作動歯
車４５が、前記支持部材３６に設けた第１移動体５２の第１ラック５２ａに噛合している
(図１２参照)。なお、ラック部材４４と第２取付部３７ｂまたは第１モータ取付部材４６
との間に引張りバネ等の弾性手段を張架して、ラック部材４４を常には弾性手段によって
上方(支持部材３６および第３可動体３５の待機位置側)に向けて付勢する構成を採用し得
る。
【００３５】
(第２駆動機構４１について)
　前記第３取付部３７ｃに配設される第２駆動機構４１は、図１７,図１８に示す如く、
該第３取付部３７ｃに配設される第２駆動モータ(駆動手段)４７と、該第２駆動モータ４
７で回転駆動される第２駆動歯車４８と、第２駆動歯車４８の回転に伴って回転する第２
作動歯車４９とを備える。すなわち、前記第２駆動モータ４７は、第３取付部３７ｃの前
側に配設された第２モータ取付部材５０に前側から取り付けられて、該第２駆動モータ４
７における第２モータ取付部材５０の裏側(第３取付部３７ｃと第２モータ取付部材５０
との間)に突出する出力軸に前記第２駆動歯車４８が配設されている。また、第３取付部
３７ｃと第２モータ取付部材５０との間に、前記第２作動歯車４９が回転自在に配設され
ると共に、該第２作動歯車４９と第２駆動歯車４８とが、第３取付部３７ｃと第２モータ
取付部材５０との間に回転自在に配設された複数(実施例では２つ)の従動歯車５１を介し
て連繋されている。すなわち、第２駆動モータ４７を正転および逆転するように駆動する
ことで、第２作動歯車４９が定位置で正転および逆転するよう構成される。そして、この
第２作動歯車４９が、前記支持部材３６に設けた第２移動体５３の第２ラック５３ａに噛
合している(図１２参照)。
【００３６】
　前記第１駆動モータ４２および第２駆動モータ４７は、図示しない制御手段によって同
期して回転駆動されるよう構成され、一対の作動歯車４５,４９が同期回転することで、
前記ラック５２ａ,５３ａとの噛合作用下に支持部材３６が上下方向に往復移動するよう
構成される。実施例では、第１および第２駆動モータ４２,４７を同一方向に回転するこ
とで、一対の作動歯車４５,４９が逆方向に回転して支持部材３６を上昇および下降する
ようになっている。また、第１駆動モータ４２および第２駆動モータ４７の回転方向につ
いて、支持部材３６(第３可動体３５)を待機位置から作動位置へ移動させる方向を正転方
向、支持部材３６(第３可動体３５)を作動位置から待機位置へ移動させる方向を逆転方向
と指称する場合もある。
【００３７】
(第３可動体３５について)
　前記第３可動体３５は、前記支持部材３６に対して該支持部材３６の移動方向と交差す
る左右方向に延在する軸回りに揺動自在に支持されて、意匠面３５ａが前斜め下方を向く
第１姿勢(図２,図５)と、該意匠面３５ａが遊技盤２０の正面(前側)を向く第２姿勢(図６
,図８)とに姿勢変化可能に構成されている。第３可動体３５は、前記支持部材３６の前側
に揺動自在に支持される本体部５４と、該本体部５４に対して移動自在に配設され、本体
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部５４と合体して意匠面３５ａを構成する分割部５５とを備える。
【００３８】
(本体部５４について)
　前記本体部５４は、図１９,図２０に示す如く、全体が非光透過性に構成されて一部が
切り欠かれた略環状の装飾部材５６と、該装飾部材５６に形成されて前後方向に開放する
開口５６ａを後側から塞ぐ透光性のレンズ体５７と、装飾部材５６の裏側に配設されたカ
バー体５８とを備える。実施例のレンズ体５７は、略円形に形成されて全体が赤色に着色
されると共に、裏面には同心円状に凸部が形成された光拡散加工が施されている。また、
装飾部材５６とカバー体５８との間に画成された空間に、図９,図１０に示す如く、前面
に複数のＬＥＤ等の発光体５９ａが実装された発光基板５９がレンズ体５７の裏側に配置
されて、該発光体５９ａの光をレンズ体５７に裏側から照射するよう構成される。更に、
実施例の本体部５４には、レンズ体５７と発光基板５９との間に、全体が透明で光拡散加
工が施された光拡散部材６０が配設されており、発光体５９ａの光を光拡散部材６０で拡
散してレンズ体５７の全体を明輝し得るよう構成してある。なお、光拡散部材６０に、発
光基板５９の各発光体５９ａと対向して後方に向けて突出する導光部を設け、各発光体５
９ａの光を導光部を介してレンズ体５７に向けて効率的に照射し得るよう構成することが
できる。
【００３９】
　前記本体部５４は、装飾部材５６とレンズ体５７とで構成される意匠が、前記第２姿勢
においての正面視において下縁部(第１姿勢において図柄表示装置１７の表示部１７ａを
向く端縁部)が弧状に切り欠かれた形状に構成されると共に、この下縁側の切欠部５４ａ
と対向する本体部５４の上縁側に、輪郭が設置部材２２の開口部２２ａにおける上側の開
口縁と略平行な弦状となる弦状部５４ｂが設けられている。また第３可動体３５は、図９
に示す如く、弦状部５４ｂが上側前端に位置する第１姿勢において、前記枠状装飾体２７
における庇状部２７ｂの前端より後方に位置するようになっている。なお、装飾部材５６
の開口５６ａを後側から塞ぐレンズ体５７は、該開口５６ａと対応する部分が装飾部材５
６から前側に突出している。
【００４０】
　前記支持部材３６における左右方向の略中央に、図１４に示す如く、前方に向けて支持
台部３６ａが突出するように配設される。また、前記本体部５４におけるカバー体５８の
裏面に、本体部５４の略中央から後方に突出する枢支部５８ａが設けられており、該枢支
部５８ａが、支持部材３６の支持台部３６ａに揺動軸６１を介して枢支されている。揺動
軸６１は、支持部材３６の移動方向と交差する左右方向に軸心が延在しており、支持部材
３６に対して本体部５４は、左右方向に延在する軸回りに揺動するように支持される。ま
た、カバー体５８には、後述する姿勢変化機構７７の作動ギヤ７２に噛合する揺動ギヤ６
２が配設されており(図１５参照)、両ギヤ７２,６２の噛合作用下に本体部５４が揺動軸
６１を中心として揺動することで第３可動体３５が第１姿勢と第２姿勢とに姿勢変化する
よう構成される。なお、支持部材３６と第３可動体３５(カバー体５８)との間に付勢手段
としての引張りコイルバネ(図示せず)が張架されており、第３可動体３５は、常には引張
りコイルバネによって第１姿勢に向けて付勢されている。
【００４１】
(分割部５５について)
　前記本体部５４に移動自在に配設される分割部５５は、図２０に示す如く、本体部５４
における前記切欠部５４ａの形状に略一致する形状に形成されており、該分割部５５が切
欠部５４ａに臨むことで、図６に示すように略円形の意匠面３５ａが形成されるようにな
っている。なお、本体部５４のみで構成される意匠を合体前意匠と指称すると共に、該本
体部５４と分割部５５とが合体して構成される意匠を合体後意匠と指称する場合があり、
本実施例では合体前意匠および合体後意匠の前側から見える面が意匠面となる。
【００４２】
　前記分割部５５は、該分割部５５に連繋されたスライド部材６３を介して本体部５４に
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対して該本体部５４の揺動軸線に対する近接・離間方向に移動自在に支持されるよう構成
される。すなわち、前記カバー体５８の裏面には、図１６に示す如く、下端縁に近接した
位置(枢支部５８ａと本体部５４の切欠部５４ａとの間)に、左右方向に離間して一対のガ
イド部６４,６４が配設され、両ガイド部６４,６４によってスライド部材６３がカバー体
５８の裏面に沿って移動自在に支持される。なお、一方のガイド部６４の裏面には、図２
４に示す如く、前記揺動軸６１から離間するにつれてカバー体５８の裏面から離間するよ
うに傾斜する傾斜面６４ａが形成してある。
【００４３】
　前記分割部５５の裏面に保持部材６５が配設され、該保持部材６５が、図２４に示す如
く、スライド部材６３に設けられて前後方向に貫通する貫通孔６３ａに摺動自在に挿通さ
れており、分割部５５は、スライド部材６３と共に本体部５４の揺動軸線に対する近接・
離間方向に移動すると共に、該スライド部材６３に対しては前後方向への移動が許容され
る状態で支持されている。そして、分割部５５は、後述する進退機構７８によりスライド
部材６３がカバー体５８の裏面に沿って移動するのに伴って、前記本体部５４の揺動軸線
(揺動軸６１)から離間して前記切欠部５４ａに臨んで該本体部５４と共に前記意匠面３５
ａを形成する合体位置(図２３(ｂ),図２４(ｂ))と、前記揺動軸線(揺動軸６１)に近接し
て本体部５４の切欠部５４ａ(本体部５４の外周縁)から退避した退避位置(図２３(ａ),図
２４(ａ))との間を移動するよう構成される。
【００４４】
(分割部５５の前後変位構造について)
　前記スライド部材６３には、図２３に示す如く、該スライド部材６３の移動方向と交差
する左右方向(本体部５４の揺動軸心と平行な方向)に軸心が延在する支持軸６６を介して
傾動部材６７が揺動自在に軸支されている。この傾動部材６７は、支持軸６６で軸支され
る軸支部６７ａから径方に延出する作動片６７ｂを備え、該作動片６７ｂが、前記保持部
材６５に形成されてスライド部材６３の移動方向(カバー体５８の裏面に沿う方向)に貫通
する通孔６５ａに挿通されている。そして、傾動部材６７が支持軸６６を中心に前後方向
に揺動することで、作動片６７ｂに保持部材６５を介して連繋する分割部５５がスライド
部材６３に対して前後方向に変位するよう構成される。
【００４５】
　前記傾動部材６７の作動片６７ｂにおけるカバー体５８の裏面に対向する前面に、該カ
バー体５８の裏面に当接可能な突部６８が設けられており、スライド部材６３が後述する
進退機構７８によって進退移動する際には、突部６８がカバー体５８の裏面を摺動するよ
う構成される。そして、該突部６８がカバー体５８の下端(本体部５４の切欠部側の端部)
から離間することで、図２３(ｂ),図２４(ｂ)に示す如く、作動片６７ｂの延出端が前方
に向けて変位する傾動部材６７の傾動が許容されるようになっている。なお、突部６８に
おける支持軸側の面は、突出端(前端)から軸支部６７ａに向かうにつれて作動片６７ｂの
前面に近接する傾斜面６８ａとなっている。
【００４６】
　前記傾動部材６７の軸支部６７ａには、作動片６７ｂとは支持軸６６を挟んで反対方向
に延出するアーム部６９が設けられると共に、該アーム部６９には支持軸６６と平行な係
合ピン６９ａが突設されている。この係合ピン６９ａは、図２４に示す如く、スライド部
材６３の移動に伴って前記一方のガイド部６４に形成された前記傾斜面６４ａ上を摺動す
るよう構成されている。すなわち、係合ピン６９ａが傾斜面６４ａに沿って移動すると共
に、前記突部６８がカバー体５８の裏面に当接する状態とカバー体５８の下端から外方に
離間する状態とに変化することで傾動部材６７が支持軸６６を中心として揺動し、前記保
持部材６５を介して作動片６７ｂが連繋している分割部５５が本体部５４の前後方向に変
位するよう構成される。実施例では、分割部５５が退避位置から合体位置に向けて移動す
る際に、突部６８がカバー体５８の下端から外方に離間すると共に、係合ピン６９ａが傾
斜面６４ａに沿って後方に移動することで、図２３(ｂ),図２４(ｂ)に示す如く、作動片
６７ｂによって分割部５５が前側に変位されて、合体位置では分割部５５が切欠部５４ａ
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に入り込むことで、本体部５４の装飾部材５６と該分割部５５とが前後方向に段差のない
状態となるよう構成される。また、分割部５５が合体位置から退避位置に向けて移動する
際に、突部６８の傾斜面６８ａがカバー体５８の下端に当接して該カバー体５８の裏面に
乗り上がると共に係合ピン６９ａが傾斜面６４ａに沿って前方に移動することで、図２３
(ａ),図２４(ａ)に示す如く、作動片６７ｂによって分割部５５が後側に変位されるよう
になっている。なお、分割部５５が退避位置に移動することで、該分割部５５は全体が本
体部５４(具体的にはレンズ体５７)の後側に隠れるよう構成してある。
【００４７】
　ここで、分割部５５が退避位置から合体位置に向けて移動する際に、前記傾動部材６７
の突部６８がカバー体５８の裏面に当接すると共に、該傾動部材６７の係合ピン６９ａが
ガイド部６４の傾斜面６４ａに接触しない非変位領域が設けられており、該非変位領域に
おいて分割部５５は前方に変位することなくスライド部材６３と共にカバー体５８の裏面
に沿って移動するよう構成される。この非変位領域は、分割部５５がレンズ体５７の後側
から外方に突出するまでの長さに設定されており、分割部５５がレンズ体５７に干渉する
ことなく前方に変位して前記切欠部５４ａに入り込むようになっている。
【００４８】
　前記スライド部材６３には、図２５に示す如く、後方に延出するカム板(第２のカム部
材)７０が設けられ、該カム板７０に、揺動軸方向に貫通する所定形状の進退用カム孔(カ
ム部)７０ａが形成されている。そして、この進退用カム孔７０ａに、後述する進退機構
７８のカムピン７２ａが摺動自在に挿通されるようになっている。
【００４９】
(姿勢変化機構７７について)
　前記支持部材３６には、図２１,図２２に示す如く、左右方向に延在する作動軸７１が
回転自在に支持されている。この作動軸７１における第３可動体３５の後側に臨む一方の
軸端に、該作動軸７１と一体的に回転する扇状の作動ギヤ７２が設けられている。この作
動ギヤ７２は、前記本体部５４のカバー体５８に配設された前記揺動ギヤ６２に噛合して
いる(図１５参照)。また、前記支持基体３７における第３取付部３７ｃの前側に臨む作動
軸７１の他方の軸端に、該作動軸７１と一体的に回転する揺動部材７３が配設されると共
に、揺動部材７３における作動軸７１の軸心から偏倚する位置にローラ(係合部)７４が回
転自在に枢支されている。
【００５０】
　前記支持基体３７における第３取付部３７ｃの前面に、図１３,図１７に示す如く、上
下方向に延在する第１カム突壁３７ｆが突設されている。また、第３取付部３７ｃに前側
から配設されるカム形成部材７５の後面に、図１３,図１８に示す如く、第１カム突壁３
７ｆと対向して上下方向に延在する第２カム突壁７５ａが突設されており、両カム突壁３
７ｆ,７５ａによって左右方向に開口する姿勢変化用カム孔(カム部)７６が上下方向に延
在するように形成されている。前記揺動部材７３に設けたローラ７４が、姿勢変化用カム
孔７６に転動自在に挿入されており、前記支持部材３６が上下方向に往復移動するのに伴
って姿勢変化用カム孔７６に沿ってローラ７４が転動することで、作動軸７１が所定角度
範囲で正転方向および逆転方向に回転するよう構成される。すなわち、作動軸７１と一体
で回転する作動ギヤ７２と揺動ギヤ６２との噛合作用下に、第３可動体３５の本体部５４
が前記揺動軸６１を中心として揺動して、前記第１姿勢と第２姿勢とに変化するよう構成
される。
【００５１】
　前記姿勢変化用カム孔７６は、図１３に示す如く、上部側に設けられて第３可動体３５
を第１姿勢のまま上下方向に移動させる第１カム孔部７６ａと、該第１カム孔部７６ａの
下端に接続されて第３可動体３５を第１姿勢と第２姿勢との間で姿勢変化させる第２カム
孔部７６ｂと、該第２カム孔部７６ｂの下端に接続されて第３可動体３５を第２姿勢のま
ま上下方向に移動させる第３カム孔部７６ｃとから構成される。すなわち、第１カム孔部
７６ａに前記ローラ７４が位置している状態では、第３可動体３５は、図９に示す如く、
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意匠面３５ａが前斜め下向きで、前記弦状部５４ｂが揺動軸６１より上方に位置する第１
姿勢に保持される。そして、ローラ７４が第１カム孔部７６ａから第２カム孔部７６ｂに
移行して該第２カム孔部７６ｂを移動することで、第３可動体３５は、揺動軸６１を中心
として弦状部５４ｂが後側に変位すると共に前記切欠部５４ａが前側に変位するように回
転する。そして、ローラ７４が第２カム孔部７６ｂから第３カム孔部７６ｃに移行するこ
とで、第３可動体３５は、図１０に示す如く、意匠面３５ａが遊技盤２０の正面を向く第
２姿勢となるよう構成される。実施例では、姿勢変化用カム孔７６(姿勢変化用カム孔７
６を形成する第３取付部３７ｃおよびカム形成部材７５)、ローラ７４、揺動部材７３、
作動軸７１、作動ギヤ７２および揺動ギヤ６２から、第３可動体３５の姿勢を変化させる
姿勢変化機構７７が構成されている。また、第３取付部３７ｃとカム形成部材７５とから
カム部材が構成されている。
【００５２】
(進退機構７８について)
　前記作動ギヤ７２には、作動軸７１の軸心から偏倚する位置にカムピン(第２の係合部)
７２ａが作動軸７１の軸方向に延出しており、該カムピン７２ａが、前記スライド部材６
３(分割部５５)に設けられた前記カム板７０の進退用カム孔７０ａに摺動自在に挿通され
ている(図２５参照)。そして、作動ギヤ７２の正転方向および逆転方向の回転に伴ってカ
ムピン７２ａが変位することでカム板７０、すなわちスライド部材６３が進退用カム孔７
０ａの形状に倣って移動するよう構成される。前記進退用カム孔７０ａは、スライド部材
６３を介して分割部５５を、第３可動体３５の第２姿勢において切欠部５４ａに臨んで本
体部５４と共に前記意匠面３５ａを形成する合体位置と、該第３可動体３５の第１姿勢に
おいて本体部５４の切欠部５４ａから退避した退避位置との間で移動させる形状に形成さ
れている。実施施では、カムピン７２ａ、進退用カム孔７０ａおよびカム板７０から、分
割部５５を本体部５４に対して進退移動する進退機構７８が構成されている。
【００５３】
　図１７に示す如く、前記第２移動体５３に検出片５３ｂが設けられ、該検出片５３ｂは
、カム形成部材７５に配設された検出手段７９によって検出可能に構成されている。検出
手段７９は、前記制御手段に配線接続されており、該検出手段７９からの検出信号の入力
に基づいて制御手段が前記第１および第２駆動モータ４２,４７を駆動制御し得るよう構
成される。前記検出片５３ｂは、図１４,図１５に示す如く、待機位置において検出手段
７９で検出されて、該検出手段７９の検出信号の入力に基づいて第１および第２駆動モー
タ４２,４７を制御手段が停止制御することで、支持部材３６(第３可動体３５)を待機位
置に停止保持し得るよう構成される。第１および第２駆動モータ４２,４７としてステッ
ピングモータが採用され、該第１および第２駆動モータ４２,４７の駆動によって待機位
置から移動を開始した支持部材３６(第３可動体３５)を、移動パルス信号の制御によって
作動位置で停止するように第１および第２駆動モータ４２,４７を制御手段で駆動制御し
得るよう構成されている。
【００５４】
(第３可動体３５と遊技盤２０および枠状装飾体２７の関係について)
　ここで、第１姿勢と第２姿勢とに姿勢変化する第３可動体３５と、前記遊技盤２０(板
状部材２１,設置部材２２)および枠状装飾体２７の関係について説明する。なお、第３可
動体３５と各部材２１,２２,２７との関係について、図２６に示すと共に下記のように定
義するものとする。
【００５５】
　前記第３可動体３５の揺動軸６１の中心から背面板２８の前面までの長さをＤ1、該揺
動軸６１の中心から庇状部２７ｂの前端までの長さをＤ2とする。また、第１姿勢におけ
る第３可動体３５の揺動軸６１の中心から上端縁までの長さをＲ1、第１姿勢における第
３可動体３５の揺動軸６１の中心から下端縁までの長さをＲ2とし、第２姿勢における第
３可動体３５の揺動軸６１の中心から上端縁までの長さをＲ3、第２姿勢における第３可
動体３５の揺動軸６１の中心から下端縁(合体位置の分割部５５の下端縁)までの長さをＲ
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4とする。更に、第１姿勢における第３可動体３５の意匠面(合体前意匠の意匠面)３５ａ
の表示部１７ａに直交する方向(前後方向)の長さをＬ1、第２姿勢における第３可動体３
５の意匠面(合体後意匠の意匠面)３５ａの表示部１７ａに直交する方向(前後方向)の長さ
をＬ2とする。
【００５６】
　前記第３可動体３５は、Ｌ1＞Ｌ2で、かつ(Ｒ3＋Ｒ4)＞(Ｒ1＋Ｒ2)の関係に設定されて
おり、第３可動体３５の第１姿勢では図柄表示装置１７の表示部１７ａが該第３可動体３
５で隠れる領域を小さくし得ると共に、第３可動体３５が第１姿勢から第２姿勢に変化す
ることで、大きな意匠面３５ａが窓口中央に現れてインパクトのある演出を行うことがで
きるようになっている。言い替えると、前記姿勢変化機構７７は、支持部材３６の往復移
動に伴って第３可動体３５を、第２姿勢における意匠面３５ａの表示部１７ａに直交する
方向の寸法が第１姿勢での寸法より小さく、かつ第２姿勢における意匠面３５ａの表示部
１７ａに沿う方向の寸法が第１姿勢での寸法より大きくなるように姿勢変化させるよう構
成されている。
【００５７】
　また、前記第３可動体３５は、本体部５４に対して分割部５５が進退移動する構成によ
ってＲ4＞Ｒ2の関係に設定されており、Ｒ4＞Ｄ1の関係に設定することで、第２姿勢で上
下方向に大きな意匠面３５ａを現わし得るもとで、第１姿勢となった場合に必要となるＤ

1寸法を小さくし得る。すなわち、設置部材２２の奥行き寸法を小さくすることで、遊技
盤２０の前後幅を小さくして薄型化を図ることができる。更に、第３可動体３５は、Ｄ2

＞Ｒ3の関係に設定されており、第２姿勢で上下方向に大きな意匠面３５ａを現わし得る
もとで、第３可動体３５が第１姿勢と第２姿勢との間で揺動しても該第３可動体３５が枠
状装飾体２７の庇状部２７ｂから前方に突出することはなく、該第３可動体３５が前記透
明板１３ａに接触するのを防止し得るようになっている。
【００５８】
(カバー可動体８０について)
　前記設置部材２２の背面板２８における上板部２８ａに、左右方向に延在する軸回りに
回転可能なカバー可動体８０が配設されている。このカバー可動体８０は、前記第３可動
体３５の上方に位置する待機位置(図９参照)と、作動位置に移動した第３可動体３５の前
側に位置する作動位置(図７,図１０参照)との間をカバー用作動機構８１によって移動す
るよう構成される。なお、カバー可動体８０を作動位置に移動した状態では、図７,図１
０に示す如く、作動位置に位置する第３可動体３５の上端部側の一部分を覆うと共に、前
記図柄表示装置１７における第３可動体３５の上側に臨む表示部１７ａを隠すようになっ
ている。また、作動位置に移動したカバー可動体８０の前側に臨む表面には、前記第１可
動体３０の第２意匠面３０ｂや第３可動体３５の意匠面３５ａと共通する特徴を有する意
匠が施された意匠面８０ａが形成されている。そして、枠状装飾体２７の窓口中央側に集
合した第１可動体３０,３０、第３可動体３５および作動位置のカバー可動体８０の意匠
面３０ｂ,３０ｂ,３５ａ,８０ａによって一つの意匠が構成されるようになっている。
【００５９】
(第４可動演出装置Ｍ４について)
　前記設置部材２２の背面板２８に、前記第１可動体３０の往復移動方向と交差する上下
方向に第４可動体８２を移動自在に備える第４可動演出装置Ｍ４が配設されている。この
第４可動演出装置Ｍ４は、第４作動機構(図示せず)によって第４可動体８２を、前記枠状
装飾体２７における窓口２７ａの下縁部側(開口部縁部側)の待機位置(図５参照)と、該待
機位置より窓口中央側の作動位置(図８)との間を往復移動するよう構成される。また、第
４可動体８２は、左右方向に延在する軸回りに回転可能に構成されると共に、回転軸周り
に複数(実施例では３つ)の異なる意匠面８２ａを備えており、第５作動機構(図示せず)に
よって前側を向く意匠面８２ａを切り替え得るよう構成される。なお、図５,図８に示す
如く、第４可動体８２は、前側に位置する意匠面８２ａが斜め上向きとなる姿勢が基準姿
勢として設定されており、第４可動体８２を回転して前側を向く意匠面８２ａを切り替え
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た際に、該切り替えられた意匠面８２ａが斜め上向きとなる基準姿勢に保持されるように
なっている。また、第４可動体８２の複数の意匠面８２ａの中の１つには、前記第１可動
体３０の第２意匠面３０ｂ、第３可動体３５の意匠面３５ａおよびカバー可動体８０の意
匠面８０ａと共通する特徴を有する意匠が形成されている。第４可動体８２において、他
の可動体３０,３５,８０の意匠面３０ｂ,３０ａ,８０ａと特徴を共通とする意匠面８２ａ
については、共通意匠面８２ａと指称する場合がある。そして、枠状装飾体２７の窓口中
央側に集合した第１可動体３０,３０、第３可動体３５、カバー可動体８０および第４可
動体８２の共通の特徴を有する意匠面３０ｂ,３０ｂ,３５ａ,８０ａ,８２ａによって一つ
の意匠が構成されるようになっている(図７参照)。なお、第４可動体８２は、各意匠面８
２ａに光透過部が設けられると共に、該第４可動体８２の内部に発光装置を備え、該発光
装置によって各意匠面８２ａを裏側から照明し得るよう構成される。
【００６０】
　実施例では、図７に示す如く、前記第３可動体３５は作動位置において前記枠状装飾体
２７における窓口２７ａの略中央部に位置し、左右の第１可動体３０,３０が第１位置か
ら第２位置に移動することで第３可動体３５に接近すると共に、下の第４可動体８２が待
機位置から作動位置に移動することで第３可動体３５に接近するよう構成される。そして
、第１可動体３０,３０、第３可動体３５および第４可動体８２が窓口中央側に移動する(
集合する)と共に、前記カバー可動体８０が作動位置に移動した状態では、前記図柄表示
装置１７における窓口２７ａに臨む表示部１７ａの略全体が可動体３０,３０,３５,８０,
８２で覆われるよう構成される。
【００６１】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００６２】
　前記前枠１３に設けられた前記操作ハンドル１６の操作レバー１６ａを遊技者が回転操
作すると、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が前記板状部材２１の遊技領域２
１ａ内に打ち出される。この遊技領域２１ａに打ち出されたパチンコ球は、前記枠状装飾
体２７の外周囲を流下し、該パチンコ球が前記始動入賞装置２４の始動入賞口に入賞する
と、前記図柄表示装置１７の図柄が変動開始され、所要の図柄変動演出が展開される。図
柄表示装置１７で展開される図柄変動演出の結果、該図柄表示装置１７の表示部１７ａに
所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されたときに大当りが発生する。そして、大当りが
発生すると、図柄表示装置１７の表示部１７ａに表示された図柄組み合わせに応じて、前
記板状部材２１の下部に設けられた特別入賞装置２５の特別入賞口が開放され、遊技者は
多くの賞球が獲得可能となる。
【００６３】
　前記図柄表示装置１７で展開される図柄変動演出に応じて、前記可動演出装置Ｍ１,Ｍ
２,Ｍ３,Ｍ４の各可動体３０,３０,３５,８２およびカバー可動体８０が動作されて動的
な演出により遊技の興趣が高められる。また、図柄変動演出に応じてパチンコ機１０に配
設されたランプ装置１８で発光演出が行われたりスピーカ１９で音声演出が行われること
で、遊技の興趣が高められる。
【００６４】
(第３可動演出装置Ｍ３の作用について)
　前記第３可動演出装置Ｍ３において、前記第３可動体３５が待機位置に位置する状態で
は、図２,図５に示す如く、該第３可動体３５は第１姿勢となっており、前側から見える
上下寸法は小さく、遊技者から目立たない状態となっている。前記第３作動機構３９を作
動(第１および第２駆動モータ４２,４７を正転方向に回転するように駆動)することで、
前記支持部材３６は、一対の移動体５２,５３のラック５２ａ,５３ａと作動歯車４５,４
９との噛合作用下に待機位置から作動位置に向けて移動する。支持部材３６の移動に伴っ
て、該支持部材３６に枢支されている作動軸７１のローラ７４が、前記第３取付部３７ｃ
およびカム形成部材７５のカム突壁３７ｆ,７５ａにより形成される姿勢変化用カム孔７
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６に沿って移動することで、該ローラ７４の変位に伴って作動軸７１が所定角度だけ回転
する。そして、作動軸７１と一体的に回転する前記作動ギヤ７２と揺動ギヤ６２との噛合
作用下に、第３可動体３５の本体部５４が支持部材３６に対して揺動軸６１を中心として
回転することで、該第３可動体３５は第２姿勢となるように変化する(図２５(ａ),(ｂ)参
照)。
【００６５】
　ここで、前記支持部材３６の待機位置から作動位置への移動に伴う第３可動体３５の姿
勢変化について具体的に説明する。前記姿勢変化用カム孔７６の第１カム孔部７６ａを前
記作動軸７１のローラ７４が移動する間は、作動軸７１は回転することはなく、第３可動
体３５は姿勢を変化することなく移動する。すなわち、待機位置から作動位置に向けて移
動を開始すると同時に前記揺動軸６１を中心として第３可動体３５が揺動することはなく
、該第３可動体３５が前記カバー可動体８０等の他の部品に接触干渉するのを防止するこ
とができる。そして、ローラ７４が第１カム孔部７６ａから第２カム孔部７６ｂに移行し
て該第２カム孔部７６ｂを移動することで、ローラ７４の変位に伴って作動軸７１が回転
し、前記作動ギヤ７２と揺動ギヤ６２との噛合作用下に第３可動体３５が揺動軸６１を中
心として回転して姿勢が徐々に変化する(図２５(ｂ)参照)。また、作動ギヤ７２の回転に
伴って前記カム板７０の進退用カム孔７０ａに係合しているカムピン７２ａが変位するこ
とで、図２５(ａ),(ｂ)に示す如く、前記スライド部材６３および分割部５５が退避位置
から合体位置に向けて前記カバー体５８の裏面に沿って移動する。
【００６６】
　前記支持部材３６の移動に伴い前記ローラ７４が第２カム孔部７６ｂから第３カム孔部
７６ｃに移行することで、第３可動体３５は、図１０に示す如く、意匠面３５ａが遊技盤
２０の正面を向く第２姿勢となる。また、前記進退用カム孔７０ａに係合するカムピン７
２ａの変位に伴って移動する前記スライド部材６３の傾動部材６７における係合ピン６９
ａがガイド部６４の傾斜面６４ａに沿って移動すると共に、該傾動部材６７の突部６８が
前記カバー体５８の下端から離間することで、図２３(ｂ),図２４(ｂ)に示す如く、傾動
部材６７が傾動して分割体５５が前側に変位して前記切欠部５４ａに入り込む。そして、
ローラ７４が第３カム孔部７６ｃに位置する状態で支持部材３６が作動位置まで移動する
間(ローラ７４が第３カム孔部７６ｃを移動する間)は、前記本体部５４と分割部５５とが
合体した意匠面３５ａを形成した状態の第３可動体３５が第２姿勢のまま移動する(図２
５(ｃ)参照)。
【００６７】
　前記第３可動演出装置Ｍ３の第３可動体３５が作動位置に位置する状態から前記第３作
動機構３９を逆方向に作動する(第１および第２駆動モータ４２,４７を逆転方向に回転す
るように駆動)すると、前記作動歯車４５,４９とラック５２ａ,５３ａとの噛合作用下に
支持部材３６が待機位置に向けて移動する。また、支持部材３６の移動に伴って前記作動
軸７１のローラ７４が姿勢変化用カム孔７６に沿って移動することで、待機位置から作動
位置への移動時とは逆方向に作動軸７１が回転し、前記作動ギヤ７２と揺動ギヤ６２との
噛合作用下に、第３可動体３５の本体部５４が支持部材３６に対して回転して第１姿勢に
変化する。また、支持部材３６が待機位置に至る前に、前記スライド部材６３に配設した
傾動部材６７の傾動と、スライド部材６３の移動とによって、前記分割部５５は本体部５
４に対して後側に変位すると共に揺動軸６１に近接移動して該本体部５４の後側に隠れる
退避位置に至る。すなわち、第３可動体３５が第２姿勢から第１姿勢に変化する際には、
該第３可動体３５における前記図柄表示装置１７の表示部１７ａに近接する側の端部に位
置する分割部５５が該表示部１７ａから逃げるように移動し、分割部５５が表示部１７ａ
と干渉することなく姿勢変化が行われる。そして、前記検出手段７９が第２移動体５３の
検出片５３ｂを検出すると、前記制御手段により第１および第２駆動モータ４２,４７が
停止制御され、第１姿勢となった第３可動体３５は、支持部材３６と共に待機位置で停止
する。
【００６８】
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　実施例の第３可動演出装置Ｍ３では、支持部材３６の待機位置において前記枠状装飾体
２７の窓口縁部側で第３可動体３５が第１姿勢となっているので、図２に示す如く、該第
３可動体３５によって図柄表示装置１７の表示部１７ａが隠れる領域を小さくすることが
できる。従って、大型の第３可動体３５を採用しても図柄表示装置１７でのインパクトの
ある表示演出を行うことができる。また、支持部材３６の待機位置において第１姿勢とな
っている第３可動体３５は、図９に示すように前側上端に位置する部分に前記弦状部５４
ｂを形成して、該第３可動体３５が前記枠状装飾体２７における庇状部２７ｂの前端より
後方に位置するよう構成してある。すなわち、枠状装飾体２７と干渉する可能性のある部
分に、第１姿勢において枠状装飾体２７から退避する弦状部５４ｂを形成することで、第
３可動体３５の大型化を図りつつ枠状装飾体２７との干渉を防止し得る。また、待機位置
において第３可動体３５は庇状部２７ｂの前方に突出しないので、該第３可動体３５が前
記透明板１３ａに干渉することもない。
【００６９】
　図６に示す如く、前記支持部材３６の作動位置において第３可動体３５は、枠状装飾体
２７の窓口中央側で意匠面３５ａが遊技盤正面を向く第２姿勢となっているので、該第３
可動体３５の前側から見た投影面積(上下寸法)は第１姿勢に比べて大きくなり、第３可動
体３５によるインパクトのある演出ができ、遊技の興趣を向上し得る。また、実施例の第
３可動体３５は、本体部５４に対して進退移動する分割部５５を備え、第３可動体３５が
第２姿勢となった際には本体部５４と分割部５５とが合体した大きな意匠面３５ａが形成
されるので、よりインパクトのある演出を行い得る。しかも、第３可動体３５は、図２３
,図２４に示す如く、本体部５４と合体して意匠面３５ａを構成する分割部５５を合体位
置から退避位置に移動することで、第１姿勢となった第３可動体３５を収容するのに必要
となる前後寸法を小さくすることができる。すなわち、第２姿勢において大きな意匠面３
５ａを現わすことができる第３可動体３５を採用しつつ、収容時(待機位置)では他の遊技
部品の配設スペースを圧迫するのを抑えることができる。
【００７０】
　また、前記本体部５４に対して分割部５５を前後方向に変位し得るよう構成したので、
本体部５４の後側を進退移動する分割部５５を前方に変位することで、該分割部５５を本
体部５４に形成した切欠部５４ａに入り込ませることができ、分割部５５を本体部５４と
前後方向に略段差なく合体して意匠面３５ａを形成し得る。すなわち、第２姿勢に変化し
た第３可動体３５では、本体部５４と分割部５５とがあたかも一体物のように見せること
ができ、第３可動体３５の装飾性を向上し得る。
【００７１】
　実施例では、前記第３可動体３５に設けた揺動ギヤ６２に噛合する作動ギヤ７２を、支
持部材３６の往復移動に伴って姿勢変化用カム孔７６とローラ７４とによって回転するよ
う構成したので、第３可動体３５を揺動するための駆動源を別途必要とせず、製造コスト
を低廉に抑えることができる。また、第３可動体３５を揺動するための作動ギヤ７２に設
けたカムピン７２ａを、スライド部材６３に設けた進退用カム孔７０ａに係合して、該作
動ギヤ７２の回転に伴って分割部５５を本体部５４に対して進退移動するよう構成したの
で、分割部５５を進退移動する駆動源を別途必要とせず、製造コストを低廉に抑えること
ができる。
【００７２】
　前記第１～第４可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の各可動体３０,３０,３５,８２が第
１位置または待機位置に位置する状態では、図２に示す如く、前記枠状装飾体２７の窓口
２７ａの縁部側に各可動体３０,３０,３５,８２が位置して、該窓口２７ａを介して図柄
表示装置１７の表示部１７ａは広い範囲で前側に露出し、大画面によって図柄変動演出を
楽しむことができる。また、第１～第４可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の各可動体３
０,３０,３５,８２およびカバー可動体８０を第１位置または待機位置から第２位置また
は作動位置に移動することで、図７に示す如く、各可動体３０,３０,３５,８０,８２によ
って図柄表示装置１７の表示部１７ａが略全面的に隠れるので、該可動体３０,３０,３５
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,８０,８２によって表示部１７ａを略全面的に隠すインパクトのある演出により興趣を向
上し得る。
【００７３】
　前記作動位置に移動した前記第３可動体３５に対して左右側方から接近して第１姿勢か
ら第２姿勢に反転した第１可動体３０,３０の第２意匠面３０ｂ,３０ｂは、該第３可動体
３５の前側を向く意匠面３５ａとによって一つの意匠を構成するので、第３可動体３５お
よび第１可動体３０,３０が窓口中央側に集合した状態での装飾効果を向上することがで
きる。また、前記第４可動体８２について、前記共通意匠面８２ａが前側を向く状態で待
機位置から第３可動体３５に下側から接近させることで、第１可動体３０,３０の第２意
匠面３０ｂ,３０ｂ、第３可動体３５の意匠面３５ａおよび前記カバー可動体８２の意匠
面８２ａとによって一つの意匠を構成するので、全ての可動体３０,３０,３５,８０,８２
が窓口中央側に集合した状態での装飾効果をより向上し得る。なお、第４可動体８２は、
第５作動機構により意匠面８２ａを切り替え得るよう構成してあるので、共通意匠面８２
ａ以外の意匠面８２ａを前側に向けた状態で待機位置から作動位置に移動した後に、第５
作動機構により前側を向く意匠面を共通意匠面８２ａに切り替えることで、演出の興趣を
向上し得る。
【００７４】
〔変更例〕
　なお、遊技機の構成としては、実施例のものに限らず、種々の変更が可能である。
(1) 実施例では、第３可動体(支持部材)を、枠状装飾体の窓口における上方の縁部側の待
機位置と窓口中央側の作動位置との間を上下方向に移動するよう構成したが、窓口におけ
る下方の縁部側の待機位置と窓口中央側の作動位置との間で第３可動体(支持部材)を上下
方向に移動するよう構成してもよい。また、第３可動体(支持部材)を、枠状装飾体の窓口
における左右何れかの縁部側の待機位置と窓口中央側の作動位置との間を左右方向に移動
する構成を採用し得る。なお、第３可動体(支持部材)の待機位置を窓口の下方または側方
の縁部側に設定した場合における第３可動体の第１姿勢は、揺動軸を挟んで前側に位置す
る端部より後側(図柄表示装置の表示部側)に位置する端部が窓口中央側に位置し、該第１
姿勢から第２姿勢に変化する場合には揺動軸より後側の端部が前方に変位すると共に後側
の端部が後方に変位するように揺動軸を中心として第３可動体が回転するようになってい
ればよい。すなわち、支持部材を左右方向に移動する場合における第３可動体の揺動軸線
は上下方向となると共に、意匠面の表示部に沿う方向の寸法とは、第３可動体の左右方向
の寸法となる。また、待機位置を窓口の下縁部側や左右の側縁部側とした場合における本
体部に対する分割部の進退方向は、本体部に対して第１姿勢において図柄表示装置の表示
部側を向く端部から該表示部に対して近接・離間するように出没する方向であればよい。
【００７５】
(2) 実施例では、第３可動体を略円形としたが、該第３可動体の形状は円形に限られるも
のでなく、第２姿勢における意匠面の表示部に直交する方向の寸法が第１姿勢での寸法よ
り小さく、かつ第２姿勢における意匠面の表示部に沿う方向の寸法が第１姿勢での寸法よ
り大きくなるものであれば、多角形や星形等、各種の形状を採用し得る。
(3) 実施例では、作動軸に設けたローラが係合するカム部としてカム孔(姿勢変化用カム
孔)を用いたが、該ローラが転動可能なカム溝であってもよい。
(4) 実施例では、作動軸に係合部としてローラを設けたが、該係合部は、カム部材に設け
た孔、溝あるいは突条等のカム部に係合案内されて作動軸を回転し得るものであればよい
。
(5) 実施例の姿勢変化機構では、作動軸に設けた作動ギヤと第３可動体に設けた揺動ギヤ
とを噛合して、作動軸の回転に伴って第３可動体を揺動するよう構成したが、作動軸の回
転を第３可動体に伝える機構は、リンク手段やベルト、その他各種公知の機構を採用し得
る。
(6) 実施例では、支持部材の移動に伴って作動する姿勢変化機構によって第３可動体の姿
姿を変化するよう構成したが、独立した駆動源(モータやソレノイド等)を備えた機構を採
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用することができ、この構成によれば任意の位置において第３可動体の姿勢を変化させる
ことができる。
【００７６】
(7) 実施例の進退機構では、作動ギヤに設けたカムピンが係合するカム部としてカム孔(
進退用カム孔)を用いたが、該カム部はカムピンが係合可能な溝や突条等であってもよい
。また、カム部としてカムピンやローラを用い、該カムピンやローラが係合する第２の係
合部として孔、溝、突条等を作動ギヤに設ける構成を採用し得る。
(8) 実施例では、姿勢変化機構と進退機構とで共通の作動軸を用いるようにしたが、支持
部材の往復移動に伴って正転方向および逆転方向に回転するよう構成された別々の作動軸
によって、第３可動体の姿勢を変化すると共に分割部を進退移動する構成を採用し得る。
(9) 実施例では、支持部材の移動に伴って作動する進退機構によって本体部に対して分割
部を進退移動するよう構成したが、独立した駆動源(モータやソレノイド等)を備えた機構
を採用することができ、この構成によれば任意の位置において分割部を移動させることが
できる。
(10) 実施例の進退機構では、支持部材の往復移動に伴って正転方向および逆転方向に回
転する作動軸に設けた第２の係合部(カムピン)が変位することによって分割部を進退移動
するよう構成したが、第２の係合部を変位する手段は作動軸に限定されるものではなく、
支持部材の往復移動に伴って第２の係合部を変位し得る各種の手段を採用し得る。
(11) 実施例では、本体部に対して１つの分割部を移動自在に配設したが、本体部に対し
て複数の分割部を移動自在に配設し、複数の分割部と本体部とが合体して１つの意匠面を
形成するようにしてもよい。
(12) 実施例では、第３可動体を本体部と分割部とに分けて構成したが、本体部のみで第
３可動体を構成することができる。
(13) 実施例では、第３作動機構を構成する駆動機構として、駆動モータの回転を歯車と
ラックとを介して支持部材に伝えて直線的に往復移動する構成を採用した場合で説明した
が、駆動モータの回転を支持部材に伝える機構は、歯車とラックとを用いた機構に限定さ
れるものでなく、リンク手段やベルト、その他各種公知の機構を採用し得る。
(14) 実施例では、支持部材を待機位置と作動位置との間で移動する第３作動機構を、一
対の駆動機構で構成したが、１つの駆動機構で第３作動機構を構成することができる。例
えば、実施例の第１または第２駆動機構の何れか一方のみを用いることができる。
(15) 実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるもの
ではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用し
得る。
【符号の説明】
【００７７】
　１７　図柄表示装置
　１７ａ　表示部
　２０　遊技盤
　２１ａ　遊技領域
　２７　枠状装飾体(装飾体)
　２７ａ　窓口(開口部)
　３０　第１可動体(第２の可動体)
　３０ａ　第１意匠面
　３０ｂ　第２意匠面
　３２　第１作動機構(作動機構)
　３３　回転機構
　３５　第３可動体(可動体，第１の可動体)
　３５ａ　意匠面
　３６　支持部材(第１の支持部材)
　３７ｃ　第３取付部(カム部材)
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　５４　本体部
　５５　分割部
　６２　揺動ギヤ
　７１　作動軸
　７２　作動ギヤ
　７４　ローラ(係合部)
　７５　カム形成部材(カム部材)
　７６　姿勢変化用カム孔(カム部)
　７７　姿勢変化機構
　７８　進退機構
　Ｍ１　第１可動演出装置(第２の可動演出装置)
　Ｍ３　第３可動演出装置(可動演出装置，第１の可動演出装置)

【図１】 【図２】
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