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(57)【要約】
　
【課題】複数の可動体による個々の変動態様に変化をつ
けて、遊技者の興趣を高める。
【解決手段】パチンコ機１（遊技機）の可動演出装置４
Ｃは、後側回転体１０（第一可動体）、前側回転体２０
、電動モータ４０（駆動源）、固定側伝達機構５０（第
一伝達機構）、及び可動側伝達機構６０（第二伝達機構
）を備える。電動モータ４０の駆動力が固定側伝達機構
５０を介して後側回転体１０に伝達され、後側回転体１
０が予め定められた初期位置と停止位置との間を回転す
るときは、電動モータ４０の駆動力が可動側伝達機構６
０を経由して前側回転体２０に伝達されないことにより
、前側回転体２０が後側回転体１０と一体回転する。後
側回転体１０が停止位置にあるときは、電動モータ４０
の駆動力が固定側伝達機構５０及び可動側伝達機構６０
を経由して前側回転体２０に伝達されることにより、前
側回転体２０が後側回転体１０に対して単独回転する。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者側を前方側としたとき、遊技盤の盤面に対して移動可能に設けられる第一可動体
と、該第一可動体に所定方向に移動可能に支持される第二可動体とを備えた遊技機用可動
演出装置であって、
　前記第一可動体と第一伝達機構を介して駆動力を伝達可能に連結されるとともに、前記
第二可動体と前記第一伝達機構及び第二伝達機構を介して駆動力を伝達可能に連結される
単一の駆動源を備え、
　前記駆動源の駆動力が前記第一伝達機構を介して前記第一可動体に伝達され、該第一可
動体が予め定められた初期位置と停止位置との間を移動するときは、前記駆動源の駆動力
が前記第二伝達機構を経由して前記第二可動体に伝達されないことにより、前記第二可動
体が前記第一可動体と一体に移動し、前記第一可動体が前記停止位置にあるときは、前記
駆動源の駆動力が前記第一伝達機構及び前記第二伝達機構を経由して前記第二可動体に伝
達されることにより、前記第二可動体が前記第一可動体に対して単独で所定方向に移動す
るように設定されていることを特徴とする遊技機用可動演出装置。
【請求項２】
　遊技者側を前方側としたとき、遊技盤の盤面と交差する第一回転軸線周りに回転可能に
配置される第一可動体と、該第一可動体に所定方向に回転可能に支持される第二可動体と
を備えた遊技機用可動演出装置であって、
　前記第一可動体と第一伝達機構を介して駆動力を伝達可能に連結されるとともに、前記
第二可動体と前記第一伝達機構及び第二伝達機構を介して駆動力を伝達可能に連結される
単一の駆動源を備え、
　前記第一伝達機構は、前記第一回転軸線と同軸に配置され前記第一可動体の回転位置に
応じて該第一可動体を支持可能な支持体を一体的に有するメインギアを有し、前記第二伝
達機構は、前記第一回転軸線と交差する位置関係にある第二回転軸線周りに回転する回転
伝達軸を介して前記第一可動体に取り付けられ前記メインギアとギア結合するピニオンギ
アを有しており、
　前記第一可動体は、前記支持体に支持された状態のうち予め定められた初期位置と、前
記メインギアの回転に伴い前記支持体に支持されつつ所定の位置規制部に当接するに至っ
た停止位置との間を前記第一回転軸線周りに回転し、
　前記第二可動体は、前記第一可動体が前記初期位置と前記停止位置との間を回転すると
き前記ピニオンギアが前記メインギアに対して噛み合い位置を変えないことにより、前記
第一可動体に対する位置関係を保持した状態で前記第一回転軸線周りに前記第一可動体と
一体回転し、前記第一可動体が前記停止位置にあるとき前記メインギアの回転に伴って前
記ピニオンギアが前記第二回転軸線周りに回転することにより、前記停止位置にある前記
第一可動体に対して単独回転するように設定されていることを特徴とする遊技機用可動演
出装置。
【請求項３】
　前記停止位置が前記初期位置よりも下方側に設定されており、前記第一可動体は、該初
期位置から該停止位置へ向けて移動するとき前記メインギアの回転に伴い前記支持体に支
持されつつ該支持体の回転に追従する請求項２に記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項４】
　前記支持体は、前記メインギアの回転に伴い前記第一可動体が前記初期位置と前記停止
位置との間を回転するときは、弾性復帰によって前記第一可動体に当接する係合態様とな
ることで該第一可動体との相対回転を阻止され、前記第一可動体が前記停止位置にあると
きは、前記メインギアの回転に伴う前記第一可動体との接触時に弾性変形によって該第一
可動体から退避する係合解除態様となることで前記第一可動体との相対回転を許容される
請求項２又は３に記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項５】
　前記第二可動体は、前記第一可動体に前記第二回転軸線と交差する位置関係にある第三
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回転軸線周りに回転可能に支持される請求項２ないし４のいずれか１項に記載の遊技機用
可動演出装置。
【請求項６】
　前記第二可動体は、前記第一可動体に前記第二回転軸線周りに回転可能に支持される請
求項２ないし４のいずれか１項に記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項７】
　前記第二可動体は、前記第一可動体に前記第二回転軸線と交差する位置関係にある第三
回転軸線周りに回転可能に支持されるもの、及び前記第一可動体に前記第二回転軸線周り
に回転可能に支持されるもののいずれか一方を複数含むか、両方を含んで構成される請求
項２ないし４のいずれか１項に記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の遊技機用可動演出装置を備えることを特徴と
する遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機のセンター役物等に用いられる遊技機用可動演出装置と、そのよ
うな可動演出装置を備えたパチンコ機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の可動演出装置として、例えば下記特許文献１に記載の可動演出装置は、パチン
コ機の装飾部材（センター役物）において、演出表示用の可変表示装置の側方に配置され
た２つの演出用可動体を、単一の駆動モータ（駆動源）により同一方向に揺動させて一連
の演出動作を実行するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１２８４７号公報
【０００４】
　上記特許文献１に記載の可動演出装置によれば、２つの演出用可動体を単一の駆動モー
タで一連に演出動作させることによって、構成の簡略化を図りつつ遊技者の関心を惹くこ
とができる。ところが、２つの演出用可動体を異なる軌道で可動するとはいえ、これら一
連の演出動作は同一方向にかつ同時に実行されるので動きが単調になりがちであり、演出
動作に意外性が乏しく遊技者の興趣を高めるには十分とは言えなかった。また、２つの演
出用可動体によるそれぞれの演出動作は単一の駆動モータにより異なる軌道で同時に実行
されるので、例えば何れかの軌道に僅かでも製造誤差が生じると、両演出用可動体間にこ
じれを生じ易くなり、誤動作や破損のおそれもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、複数の可動体による個々の変動態様に斬新かつ顕著な変化を付加する
ことによって、遊技者の興趣を飛躍的に高めることができ、また、各可動体の変動態様の
実行タイミングを区分することによって両可動体間にこじれを生じ難くし、誤動作や破損
のおそれの小さい遊技機用可動演出装置とそれを備えた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の遊技機用可動演出装置は、
　遊技者側を前方側としたとき、遊技盤の盤面に対して移動可能に設けられる第一可動体
と、該第一可動体に所定方向に移動可能に支持される第二可動体とを備えた遊技機用可動
演出装置であって、
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　第一可動体と第一伝達機構を介して駆動力を伝達可能に連結されるとともに、第二可動
体と第一伝達機構及び第二伝達機構を介して駆動力を伝達可能に連結される単一の駆動源
を備え、
　駆動源の駆動力が第一伝達機構を介して第一可動体に伝達され、該第一可動体が予め定
められた初期位置と停止位置との間を移動するときは、駆動源の駆動力が第二伝達機構を
経由して第二可動体に伝達されないことにより、第二可動体が第一可動体と一体に移動し
、第一可動体が停止位置にあるときは、駆動源の駆動力が第一伝達機構及び第二伝達機構
を経由して第二可動体に伝達されることにより、第二可動体が第一可動体に対して単独で
所定方向に移動するように設定されていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の遊技機用可動演出装置において、第一可動体が予め定められた初期位置と停止
位置との間を移動するときは、第二可動体が第一可動体と一体に移動し、第一可動体が停
止位置にあるときは、第二可動体が第一可動体に対して単独で所定方向に移動する。この
ように、第一可動体及び第二可動体が一体に移動する態様、及び第二可動体のみが単独で
移動する態様という異なる演出動作を簡素な構成で容易に実現することができる。また、
第一可動体の回転位置に基づいて単一の駆動源からの駆動力を第二可動体に伝達するタイ
ミングを区分することができるので、両可動体間にこじれが生じ難くなり、誤動作や破損
のおそれが小さくなる。
【０００８】
　なお、「単一の駆動源」としては、例えばステッピングモータ等の電動モータが好適で
あるが、ロータリアクチュエータ等の空気圧モータを用いることも可能である。また、第
一可動体の回転位置（初期位置、停止位置等）や第二可動体の回転位置（回転停止位置等
）については、接触式の検知手段（リミットスイッチ、マイクロスイッチ等）又は非接触
式の検知手段（近接スイッチ、光電センサ、超音波センサ等）で検知したり、例えばステ
ッピングモータでのステップ数に基づいて演算手段で求めることができる。そして、駆動
源を駆動制御するための制御手段を用いることにより各可動体の回転動作を予め設定する
ことができる。
【０００９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の遊技機用可動演出装置は、より具体的態様
として、
　遊技者側を前方側としたとき、遊技盤の盤面と交差する第一回転軸線周りに回転可能に
配置される第一可動体と、該第一可動体に所定方向に回転可能に支持される第二可動体と
を備えた遊技機用可動演出装置であって、
　第一可動体と第一伝達機構を介して駆動力を伝達可能に連結されるとともに、第二可動
体と第一伝達機構及び第二伝達機構を介して駆動力を伝達可能に連結される単一の駆動源
を備え、
　第一伝達機構は、第一回転軸線と同軸に配置され第一可動体の回転位置に応じて該第一
可動体を支持可能な支持体を一体的に有するメインギアを有し、第二伝達機構は、第一回
転軸線と交差する位置関係にある第二回転軸線周りに回転する回転伝達軸を介して第一可
動体に取り付けられメインギアとギア結合するピニオンギアを有しており、
　第一可動体は、支持体に支持された状態のうち予め定められた初期位置と、メインギア
の回転に伴い支持体に支持されつつ所定の位置規制部に当接するに至った停止位置との間
を第一回転軸線周りに回転し、
　第二可動体は、第一可動体が初期位置と停止位置との間を回転するときピニオンギアが
メインギアに対して噛み合い位置を変えないことにより、第一可動体に対する位置関係を
保持した状態で第一回転軸線周りに第一可動体と一体回転し、第一可動体が前記停止位置
にあるときメインギアの回転に伴ってピニオンギアが第二回転軸線周りに回転することに
より、停止位置にある第一可動体に対して単独回転するように設定されていることを特徴
とする。
【００１０】
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　この遊技機用可動演出装置において、第一可動体が予め定められた初期位置と停止位置
との間を第一回転軸線周りに回転するときは、第二可動体が第一可動体と一体回転し、第
一可動体が停止位置にあるときは、第二可動体が第一可動体に対して単独回転する。この
ように、第一可動体と第二可動体が一体回転する態様、及び第二可動体のみが単独回転す
る態様という異なる演出動作をメインギア及びピニオンギア等を用いた簡易な構成で容易
に実現することができる。また、第一可動体の回転位置に基づいて単一の駆動源からの駆
動力を第二可動体に伝達するタイミングを区分することができるので、両可動体間にこじ
れが生じ難くなり、誤動作や破損のおそれが小さくなる。
【００１１】
　この場合、停止位置が初期位置よりも下方側に設定されており、第一可動体は、該初期
位置から該停止位置へ向けて移動するときメインギアの回転に伴い支持体に支持されつつ
該支持体の回転に追従するように構成することができる。具体的には、例えば第一可動体
の重心が第一回転軸線よりも支持体側に位置するように設定すれば、第一可動体の自重を
利用して、第一可動体が支持体により回転を抑制されつつ初期位置から停止位置へ向けて
回転するようになるので、第一可動体の回転機構がシンプルになる。
【００１２】
　また、支持体は、メインギアの回転に伴い第一可動体が初期位置と停止位置との間を回
転するときは、弾性復帰によって第一可動体に当接する係合態様となることで該第一可動
体との相対回転を阻止され、第一可動体が停止位置にあるときは、メインギアの回転に伴
う第一可動体との接触時に弾性変形によって該第一可動体から退避する係合解除態様とな
ることで第一可動体との相対回転を許容されるように構成することができる。
【００１３】
　例えば、支持体が第一可動体の下側を支持する構成とされている場合、支持体は第一可
動体が停止位置に達した後、メインギアの回転に伴って第一可動体の下面から離間し、メ
インギアがおよそ１回転すると第一可動体の上面に接近するようになる。このため、支持
体を例えば剛体状に形成した場合には、第一可動体の上面に当接した後、第一可動体によ
ってそれ以上の回転を阻止される。すなわち、メインギア及び支持体の第一回転軸線を回
転中心とする回転角度範囲は、停止位置にある第一可動体と干渉しない範囲に制限される
こととなる。したがって、ピニオンギアの回転角度も制限されるため、第二可動体が第一
可動体に対して単独回転できる範囲が所望の範囲（例えば１回転）とならないおそれがあ
る。これに対し、支持体が第一可動体に対して係合解除態様となり得るものとすれば、そ
の係合解除態様において第二可動体が第一可動体に対して単独回転できる範囲を無制限に
設定することが可能であり、これによって遊技者の関心を強く惹きつけることができる。
支持体が第一可動体の上側を支持する構成とされている場合も同様である。
【００１４】
　また、第二可動体は、第一可動体に第二回転軸線と交差する位置関係にある第三回転軸
線周りに回転可能に支持される構成とし、あるいは第一可動体に第二回転軸線周りに回転
可能に支持される構成とし、さらにはいずれか一方の構成を複数含むか、両方の構成を含
むようにすることもできる。
【００１５】
　第二可動体が第三回転軸線周りに回転可能に支持される構成とした場合には、例えば、
第三回転軸線を第一回転軸線と平行に設定することで、第二可動体が演出表示用の表示部
における表示演出に合わせたタイミングで表示画面と平行な鉛直面内にて第三回転軸線周
りに回転するような演出動作を実行させることができる。また、第二可動体が第二回転軸
線周りに回転可能に支持される構成とした場合には、例えば、第二回転軸線を演出表示用
の表示部（例えば液晶表示装置）と平行かつ左右方向に水平に延び出すように設定するこ
とで、表示部における停止演出用図柄（各桁が「０」～「９」で表される２桁の数字）の
変動表示と同期して、第二可動体（例えば、「０」～「９」で表され停止演出用図柄の２
桁の数字と合わせることで３桁目の数字を形成可能なドラム部材を含むものが考えられる
）を第二回転軸線周りに回転させ、表示部での停止演出用図柄の停止表示と同時に第二可
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動体での図柄を停止表示させるという演出動作を実行させることができる。これにより、
遊技者の関心をより一層強く惹きつけることができる。
【００１６】
　そして、上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、以上のような遊技機用可動演
出装置を備えることを特徴とする。
【００１７】
　このように、２つの可動体による２つの変動態様に斬新かつ顕著な変化を付加した可動
演出装置を備えることによって、遊技者の興趣が飛躍的に向上する遊技機を提供すること
ができる。
【００１８】
　なお、本発明の遊技機には、パチンコ機等の弾球遊技機や、スロットマシン、パチスロ
機等の回胴式遊技機、ポーカーゲーム機、雀球遊技機等の各種ゲーム機が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例１に係る遊技機用可動演出装置を備えたパチンコ機を例示する正
面図。
【図２】図１に示した遊技機用可動演出装置の作動状態を示す正面図。
【図３】図１に示した遊技機用可動演出装置（初期位置）の正面図。
【図４】図３の平面図。
【図５】固定側伝達機構を分解して示す前方からの斜視図。
【図６】固定側伝達機構を分解して示す後方からの斜視図。
【図７】前側回転体、後側回転体及び可動側伝達機構を分解して示す後方からの斜視図。
【図８】図３のＡ－Ａ断面図。
【図９】図４のＢ－Ｂ断面図。
【図１０】後側回転体が初期位置から停止位置へ回転したときの前側回転体及び後側回転
体の位置関係を示す正面図。
【図１１】前側回転体が回転中間位置にあるときの正面図。
【図１２】前側回転体が回転停止位置にあるときの正面図。
【図１３】実施例１の変形例に係り、（ａ）は後側回転体が初期位置にあるときの正面図
。（ｂ）は後側回転体が停止位置にあるときの正面図。
【図１４】（ａ）は本発明の実施例２に係る遊技機用可動演出装置の支持爪（支持体）を
示す正面断面図。（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ断面図。
【図１５】（ａ）は図１３の支持爪が回転中間位置にあるときの正面断面図。（ｂ）は（
ａ）のＤ－Ｄ断面図。
【図１６】（ａ）は図１３の支持爪が回転停止位置にあるときの正面断面図。（ｂ）は（
ａ）のＥ－Ｅ断面図。
【図１７】（ａ）は本発明の実施例３に係る遊技機用可動演出装置を示す模式図。（ｂ）
は（ａ）のＦ－Ｆ断面図。
【図１８】本発明の実施例４に係る遊技機用可動演出装置を示す模式図。
【図１９】本発明の実施例５に係る遊技機用可動演出装置を示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００２１】
　図１は、本発明の遊技機の一実施例であるパチンコ機１を示している。パチンコ機１の
遊技盤２の盤面（前面）には、ほぼ左半周が内外２本のガイドレール２ｂによって区画さ
れ、全体として円形の遊技領域２ａが形成されている。遊技領域２ａの中央には、遊技盤
２上での遊技状態の変化に応じた演出表示を行う液晶表示部３（可変表示手段）が配置さ
れている。この液晶表示部３と、液晶表示部３を保持する矩形枠状の中央フレーム４Ａと
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、中央フレーム４Ａの前方に固定されて液晶表示部３の上方に配置された装飾部４Ｂと、
中央フレーム４Ａに取り付けられて装飾部４Ｂの下方に配置された遊技機用可動演出装置
（以下、単に可動演出装置という）４Ｃとを含むセンター役物４が遊技盤２に搭載されて
いる。液晶表示部３の下方（遊技領域２ａの中央下部）に大入賞口５（アタッカー）が配
置されている。また、液晶表示部３と大入賞口５との間には、電動チューリップ（電チュ
ー）にて構成される始動口６が配置されている。
【００２２】
　なお、本明細書において、上下方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で遊技球が流下する方
向（例えば、鉛直方向）を意味する。また、左右方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で上下
方向と交差する方向（例えば、水平方向）を意味し、遊技者側からみて左側、右側をいう
。さらに、前後方向とは遊技盤２と交差（例えば、直交）する方向を意味し、遊技者に対
面する側（手前側）が前面側（前方側）であり、その反対側（奥側）が後面側（後方側）
となる。
【００２３】
　可動演出装置４Ｃは、図１及び図２に示すように、前後に重なり合うように配置された
後側回転体１０（第一可動体）と前側回転体２０（第二可動体）とを備えている。後側回
転体１０と前側回転体２０は、図１に示す初期位置にて、液晶表示部３の上縁に沿って左
右方向に水平状に延び出した静止状態にあるが、図２に示す停止位置まで一体回転した後
は、停止位置にある後側回転体１０に対して前側回転体２０のみが単独で回転するという
演出作動を行うようになる。以下、図３～図９を参照して、可動演出装置４Ｃの具体的構
成について説明する。
【００２４】
　可動演出装置４Ｃは、後側回転体１０と前側回転体２０に加えて、図３～図６に示すよ
うに中央フレーム４Ａに取り付けられるケース体３０と、後側回転体１０と共にケース体
３０に取り付けられる電動モータ４０（駆動源）及び固定側伝達機構５０（第一伝達機構
）と、後側回転体１０に取り付けられる可動側伝達機構６０（第二伝達機構）とを備えて
いる。
【００２５】
　ケース体３０は、図３及び図５に示すように、前方に向けて開口する容器状のものであ
り、後側回転体１０の基端部１１から中間部１２の一部位までを収容可能とされている。
ケース体３０の上下左右に位置する周囲壁のうち左側壁から下側壁に渡る部位には、他の
周囲壁の壁高さよりも壁高さを低くする切欠き部３１が形成されている。
【００２６】
　これにより、後側回転体１０は、その基端部１１から中間部１２の一部位までがケース
体３０に収容された状態で、その中間部１２の一部位から先端部１３までが切欠き部３１
を通してケース体３０の外部へ突出され、切欠き部３１の上縁に形成された上側位置規制
部３１ａに当接することで上方への回転が規制され、切欠き部３１の下縁に形成された下
側位置規制部３１ｂに当接することで下方への回転が規制されるようになっている。
【００２７】
　電動モータ４０は、固定側伝達機構５０を介して駆動力を後側回転体１０に伝達し、ま
た固定側伝達機構５０及び可動側伝達機構６０を介して駆動力を前側回転体２０に伝達す
るものであり、駆動軸４１がケース体３０の底壁（後側壁）に形成された軸孔３２を通し
てケース体３０の内部に突出した状態となるように、ケース体３０の底壁の外側面に固定
されている。
【００２８】
　固定側伝達機構５０は、電動モータ４０の駆動軸４１に固定されるモータギア５１と、
モータギア５１にギア結合する第一中間ギア５２と、第一中間ギア５２にギア結合する第
二中間ギア５３と、第二中間ギア５３にギア結合するメインギア５４とを備えたギア列で
構成されている。
【００２９】
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　モータギア５１は、図５及び図６に示すように、モータギア５１を覆うようにしてケー
ス体３０の取付部３３、３３に固定されるギアカバー５５によりケース体３０の内方への
抜け出しを阻止されている。第一中間ギア５２及び第二中間ギア５３は、いずれも歯数の
異なる平歯車を前後に一体配置したものであり、各回転軸５２ａ、５３ａがケース体３０
の底壁に形成された軸取付部３４、３５にブシュ５２ｂ、５３ｃを介して回転可能に支持
された状態で、止め輪５２ｃ、５３ｃにより軸取付部３４、３５からの抜け出しを阻止さ
れている。
【００３０】
　メインギア５４は、異なる歯数のギアを前後に一体に備えたものであり、後段側が第二
中間ギア５３に噛み合う平歯車とされ、前段側がかさ歯車とされている。メインギア５４
は、回転軸５４ａの第一回転軸線Ｏ１周りに回転可能に支持され、回転軸５４ａがケース
体３０の底壁に形成された軸固定部３６に固定されることで、メインギア５４がケース体
３０に対して回転可能とされている。メインギア５４には、径方向外側に延び出す支持ア
ーム５４ｂが一体に形成されている。支持アーム５４ｂには、後側回転体１０を支持可能
な支持突起５４ｃ（支持体）が一体に形成されている。
【００３１】
　後側回転体１０は、図７及び図８に示すように、後方に向けて開口する容器状のもので
あり、円筒状の基端部１１と、基端部１１と一体に形成され基端部１１の径方向外側に延
び出す細長矩形状の中間部１２と、中間部１２と一体に形成され中間部１２に対して段付
き状に配置される先端部１３とを備えている。
【００３２】
　基端部１１の回転中心には、メインギア５４の回転軸５４ａを貫通させる軸孔部１１ａ
がリブ１１ｂにより補強された形態で形成されている。メインギア５４の回転軸５４ａは
、一対のブシュ５４ｄ、５４ｄを介して軸孔１１ａを貫通し、止め輪５４ｅにより軸孔部
１１ａからの抜け出しを阻止されている。これにより、後側回転体１０はメインギア５４
の回転軸５４ａ周りに回転可能とされている。先端部１３には、前側回転体２０の回転軸
２１ｂを貫通させる軸支持部１３ａが形成されている。この場合、後側回転体１０の重心
は回転軸５４ａ（第一回転軸線Ｏ１）よりもメインギア５４の支持突起５４ｃ側に位置し
ている。このため、支持突起５４ｃは後側回転体１０と前側回転体２０との両方の重さを
受けるようになっている。なお、後側回転体１０とケース体３０との間に、後側回転体１
０が支持突起５４ｃに向かうようにアシストする補助手段（例えば、引張ばね等の付勢手
段）を設けるようにしてもよい。すなわち、回転軸５４ａと軸孔部１１ａとの間に例えば
ゴミ等が侵入すると、後側回転体１０と前側回転体２０との自重を利用するだけでは、後
側回転体１０が回転軸５４ａ周りに滑らかに回転できなくなる可能性もあるが、上記補助
手段を設けるようにすれば、後側回転体１０による回転軸５４ａ周りの回転を良好に維持
することができる。
【００３３】
　可動側伝達機構６０は、図７及び図８に示すように、同じ歯数及びピッチに形成された
ピニオンギア６１、６２と、各ピニオンギア６１、６２と一体に連結される回転伝達軸６
３とを備えている。ピニオンギア６１は、メインギア５４とギア結合し、ピニオンギア６
２は、前側回転体２０のギア部２１ａにギア結合する。回転伝達軸６３は、メインギア５
４の回転中心線である第一回転軸線Ｏ１と直交する方向に延び出す第二回転軸線Ｏ２を有
しており、後側回転体１０の中間部１２の内側に嵌合固定される軸カバー１４によって後
側回転体１０に回転可能に支持されている。
【００３４】
　前側回転体２０は、後方側に配置される板状のベース部材２１と、前方側に配置され後
方側に開口する容器状に形成されるとともに所定の意匠的図柄（例えば文字、図形等）の
輪郭形状にくり貫かれた図柄用孔２２ａを有する前側装飾部材２２と、それらの中間位置
に配置され後方側に開口する容器状に形成されるとともに前側装飾部材２２の図柄用孔２
２ａに嵌合して外部から視認可能な凸状の図柄部２３ａ（図８参照）を有する透明な後側
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装飾部材２３とを備えている。後側装飾部材２３は、前側装飾部材２２の内部に収容され
るように前側装飾部材２２よりも一回り小さく形成されており、その内部には照明機能を
付与する照明手段（例えばＬＥＤ）が実装可能とされている。
【００３５】
　ベース部材２１の後壁外面には、可動側伝達機構６０のピニオンギア６２にギア結合す
るギア部２１ａが一体に形成されている。ギア部２１ａは、固定側伝達機構５０のメイン
ギア５４と同じピッチ及び歯数に設定されたかさ歯車であり、このギア部２１ａには、第
一回転軸線Ｏ１と平行な位置関係にある第三回転軸線Ｏ３を有する回転軸２１ｂが突設さ
れている。回転軸２１ｂは、一対のブシュ２１ｃ、２１ｃを介して後側回転体１０の先端
部１３における軸支持部１３ａを貫通し、止め輪２１ｄにより軸支持部１３ａからの抜け
出しを阻止されている。これにより、前側回転体２０は、後側回転体１０に対して第三回
転軸線Ｏ３周りに回転可能とされている。
【００３６】
　次に、上記のように構成された可動演出装置４Ｃの作動について説明する。初期状態で
は、図１、図３及び図９に示すように、後側回転体１０がその中間部１２にてメインギア
５４の支持突起５４ｃに支持され、かつ中間部１２がケース体３０の上側位置規制部３１
ａに当接した初期位置にある。また、前側回転体２０が左右方向に水平に延び出した静止
状態にある。
【００３７】
　電動モータ４０の駆動により、モータギア５１が図９にて時計回りに回転すると、図１
０に示すように、中間ギア５２、５３の回転に応じてメインギア５４が回転軸５４ａの第
一回転軸線Ｏ１周りを反時計回りに回転し、後側回転体１０がメインギア５４の支持突起
５４ｃに支持されつつ支持突起５４ｃの回転に追従して反時計回りに回転する。そして、
図１０に示すように、後側回転体１０の中間部１２がケース体３０の下側位置規制部３１
ｂに当接することで、後側回転体１０が停止位置に達する。
【００３８】
　このように、後側回転体１０が初期位置から停止位置へ向けて回転するときは、可動側
伝達機構６０がその全体としてメインギア５４と一体的に回転するため、ピニオンギア６
１がメインギア５４に対して噛み合い位置を変えない。これにより、電動モータ４０の駆
動力が固定側伝達機構５０から可動側伝達機構６０を経由して前側回転体２０のギア部２
１ａに伝達されないので、図１０に示すように、前側回転体２０が後側回転体１０と一体
回転することとなる。
【００３９】
　後側回転体１０が停止位置にある状態で、メインギア５４の反時計回りの回転に伴って
支持突起５４ｃが後側回転体１０の中間部１２から離間するよう第一軸線Ｏ１周りを反時
計回りに回転すると、ピニオンギア６１、６２が回転伝達軸６３の第二回転軸線Ｏ２周り
に回転する。ピニオンギア６２とギア部２１ａとの噛み合いによって、前側回転体２０が
、図１１に示すように、停止位置にある後側回転体１０に対して単独で回転軸２１ｂの第
三回転軸線Ｏ３周りを反時計回りに回転するようになる。
【００４０】
　図１１に示す状態から、さらにメインギア５４の反時計回りの回転に伴って支持突起５
４ｃが後側回転体１０の中間部１２の上部に接近するよう第一軸線Ｏ１周りを反時計回り
に回転すると、図１２に示すように、支持突起５４ｃが後側回転体１０の中間部１２の上
部に当接するのとほぼ同時に、前側回転体２０が回転停止位置に達し回転が停止する。
【００４１】
　以後は、上記の作動順序と逆の順序、すなわち図１２に示した状態から、メインギア５
４の時計回りの回転に伴って支持突起５４ｃが後側回転体１０の中間部１２から離間する
よう第一軸線Ｏ１周りを時計回りに回転すると、ピニオンギア６１、６２が回転伝達軸６
３の第二回転軸線Ｏ２周りに回転する。ピニオンギア６２とギア部２１ａとの噛み合いに
よって、前側回転体２０が、図１１に示したように、停止位置にある後側回転体１０に対
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して単独で回転軸２１ｂの第三回転軸線Ｏ３周りを時計回りに回転するようになる。
【００４２】
　図１１に示した状態から、さらにメインギア５４の時計回りの回転に伴って支持突起５
４ｃが後側回転体１０の中間部１２の下部に接近するよう第一軸線Ｏ１周りを時計回りに
回転すると、図１０に示したように、支持突起５４ｃが後側回転体１０の中間部１２の下
部に当接し後側回転体１０を支持し始めるのとほぼ同時に、前側回転体２０の回転が停止
する。
【００４３】
　後側回転体１０がメインギア５４の支持突起５４ｃに支持されつつ支持突起５４ｃの回
転に追従して時計回りに回転し、図９に示したように、後側回転体１０の中間部１２がケ
ース体３０の上側位置規制部３１ａに当接することで、後側回転体１０が初期位置に復帰
することとなる。
【００４４】
　以上の説明からも明らかなように、上記実施例１では、後側回転体１０（第一可動体）
が予め定められた初期位置と停止位置との間を第一回転軸線周りＯ１に回転するときは、
前側回転体２０（第二可動体）が後側回転体１０と一体回転し、後側回転体１０が停止位
置にあるときは、前側回転体２０が後側回転体１０に対して第三回転軸線周りＯ３に単独
回転する。
【００４５】
　これにより、後側回転体１０と前側回転体２０が一体回転する態様、及び前側回転体２
０のみが単独回転する態様という異なる演出動作を固定側伝達機構５０のメインギア５４
と、可動側伝達機構６０のピニオンギア６１等を用いた簡易な構成で容易に実現すること
ができる。また、後側回転体１０の回転位置、すなわち停止位置を基準として電動モータ
４０（単一の駆動源）の駆動力が前側回転体２０に伝達されるか伝達されないかを設定す
ることができるので、両回転体１０、２０間にこじれが生じ難くなり、誤動作や破損のお
それが小さくなる。
【００４６】
　なお、上記実施例１では、固定側伝達機構５０のメインギア５４と、前側回転体２０の
ギア部２１ａとが同じピッチ及び歯数に設定されるとともに、可動側伝達機構６０の各ピ
ニオンギア６１、６２が同じピッチ及び歯数に設定されていた。このため、メインギア５
４の支持突起５４ｃが前側回転体２０の中間部１２の下部を離れた後、中間部１２の上部
に当接するまでの第一回転軸線Ｏ１を回転中心とする回転角度範囲が３６０度未満となる
ことに対応して、前側回転体２０の最大回転角度が３６０度を超えない範囲に制限されて
いた。
【００４７】
　ただし、メインギア５４、ギア部２１ａ又は各ピニオンギア６１、６２におけるギア比
は適宜変更可能であり、このギア比を変更することによって前側回転体２０の最大回転角
度が３６０度を超えるように設定することもできる（例えば、メインギア５４が約１回転
する間にギア部２１ａが２回転するような設定等）。
【００４８】
　また、後側回転体１０の停止位置は適宜変更可能であり、上記実施例１のように下側位
置規制部３１ｂに当接させてもよいし、上記実施例１とは逆に上側位置規制部３１ａに当
接させることもできる（後述する変形例参照）。また、他部材やソレノイドなどで規制す
ることもできる。このように機種に合わせて、あるいは演出ごとに停止位置を変更するよ
うにすれば、演出の汎用性を高めることができる。
【００４９】
（変形例）
　上記実施例１では、メインギア５４の支持突起５４ｃが回転軸５４ａを支点として後側
回転体１０（中間部１２）を下側で支持する構成、すなわち、支持突起５４ｃが後側回転
体１０と前側回転体２０との両方の重さを受ける構成とした。ただし、これに代えて、例
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えば図１３に示すように、中間部１２に形成したばね係止部１２ａと、ケース体３０に形
成したばね係止部３１ｃとの間に引張ばね３２（付勢部材）を介装し、後側回転体１０が
引張ばね３２により回転軸５４ａを支点として上側に付勢されるようにして、支持突起５
４ｃが引張ばね３２の付勢力に抗して後側回転体１０を上側で支持するように構成するこ
ともできる。
【００５０】
　この変形例では、図１３（ａ）に示すように、初期状態において後側回転体１０が支持
突起５４ｃにより上側への回転を規制され、下側位置規制部３１ｂに当接している（初期
位置）。メインギア５４が時計回りに回転して支持突起５４ｃが時計回りに回転するのに
伴い、引張ばね３２の付勢力によって後側回転体１０も上側へ回転する。そして、図１３
（ｂ）に示すように、後側回転体１０は上側位置規制部３１ａに当接して停止する（停止
位置）。つまり、この変形例では、初期位置の上側に停止位置が設定されている。
【実施例２】
【００５１】
　上記変形例では、メインギア５４、ギア部２１ａ又は各ピニオンギア６１、６２におけ
るギア比を変更することで、前側回転体２０の最大回転角度を変更するようにしたが、こ
れに代えて、例えば図１４～図１６に示すように、メインギア５４に形成される支持体の
形態を変更することによって、前側回転体２０の最大回転角度が３６０度を超えるように
設定することができる。なお、図１４～図１６において、上記実施例１と同様の機能を果
たす部材には同一の符号を付して説明は省略する。
【００５２】
　この実施例２においては、図１４（ａ）に示すように、支持体が連結基端側を弾性支点
として後方へ向けて弾性変形可能な支持爪１５４ａとされている。支持爪１５４ａは、図
１４（ｂ）に示すように、メインギア５４の周方向にて基端から遠ざかるほど厚肉となる
断面傾斜状に形成されている。
【００５３】
　支持爪１５４ａは、図１４に示すように、メインギア５４が反時計回りに回転するとき
は、弾性復帰によって後側回転体１０の自重による反時計回りの回転を抑制するようにリ
ブ１１ｂの内壁面に当接する係合態様となり、後側回転体１０に対する上側から下側への
通り抜けを阻止される。これにより、後側回転体１０がメインギア５４による反時計回り
の回転に追従（同期）して初期位置から停止位置へ向けて回転するようになる。
【００５４】
　図１５は、図１４に示した状態から後側回転体１０が停止位置へ達した後メインギア５
４が反時計回りに約１周した状態を示す。後側回転体１０が停止位置にあるとき、支持爪
１５４ａは、図１５に示すように、メインギア５４の反時計回りの回転に伴いリブ１１ｂ
に対する下側からの接触時に弾性変形によってリブ１１ｂの内壁面から退避する係合解除
態様となり、停止位置にある後側回転体１０に対する下側から上側への通り抜けを許容さ
れる。これにより、メインギア５４の反時計回りの回転に応じて、前側回転体２０が後側
回転体１０に対して単独で時計回りに回転するようになる。
【００５５】
　図１６は、メインギア５４が反時計回りから時計回りへと回転方向を変える場合の支持
爪１５４ａとリブ１１ｂの位置関係を示している。支持爪１５４ａは、弾性復帰した状態
（後側回転体１０に対する上側から下側への通り抜けを阻止された状態）にあり、メイン
ギア５４の時計回りの回転に伴いリブ壁１１ｂの内壁面に当接する係合態様となる。そし
て、支持爪１５４ａは、リブ壁１１ｂの内壁面を押し下げつつ後側回転体１０と一体的に
回転し、後側回転体１０を初期位置に復帰させる。
【００５６】
　上記実施例２によれば、支持爪１５４ａ（支持体）が後側回転体１０に対して係合解除
態様となり得るので、その係合解除態様において前側回転体２０が後側回転体１０に対し
て単独回転できる範囲を無制限に設定することが可能であり、これによって遊技者の関心
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を強く惹きつけることができる。
【００５７】
　上記実施例２では、メインギア５４の支持爪１５４ａが回転軸５４ａを支点として後側
回転体１０（リブ壁１１ｂ）を上側で支持する構成としたので、支持爪１５４ａが後側回
転体１０に対して上側から下側への通り抜けを阻止され、下側から上側への通り抜けを許
容されることとなった。ただし、例えば実施例１の変形例のように、後側回転体１０が引
張ばね３２により回転軸５４ａを支点として上側に付勢される構成の場合には、停止位置
にある後側回転体１０に対して支持爪１５４ａが下側から上側への通り抜けを阻止され、
上側から下側への通り抜けを許容されることとなる。
【実施例３】
【００５８】
　上記各実施例等では、前側回転体２０が後側回転体１０の先端部１３にて第一回転軸線
Ｏ１と平行に延び出す第三回転軸線Ｏ３周りに回転するように構成したが、例えば図１７
にて模式的に示すように、前側回転体１２０が後側回転体１０の先端部１３にて第二回転
軸線Ｏ２周りに回転するように構成してもよい。なお、図１３において、上記実施例１と
同様の機能を果たす部材には同一の符号を付して説明は省略する。
【００５９】
　前側回転体１２０は、可動側伝達機構６０の回転伝達軸６３に固定されるピニオンギア
１２１と、中間ギア１２３を介してピニオンギア１２１にギア結合される内歯１２２ａを
有する底付き円筒状のドラム部材１２２とを備えている。ドラム部材１２２の底部には、
回転伝達軸６３と平行に延び出す回転軸１２３ａが設けられており、中間ギア１２３は、
回転軸１２３ａの軸線周りに回転可能とされている。
【００６０】
　ドラム部材１２２の外周面には、例えば「０」～「９」の数字や文字、図形等で表され
る演出用図柄が表示されており、ドラム部材１２２の回転停止位置に応じて遊技者から視
認可能とされている。
【００６１】
　この実施例３によれば、後側回転体１０が停止位置にあるとき、ドラム部材１２２を第
二回転軸線Ｏ２周りに回転させることでドラム部材１２２に表示された演出用図柄を変動
表示状態とし、液晶表示部３での停止演出用図柄の停止表示と同時にドラム部材１２２で
の図柄を停止表示させるという演出動作が実行可能であり、遊技者の関心を強く惹きつけ
ることができる。
【実施例４】
【００６２】
　上記各実施例等では、第二可動体を一つの前側回転体２０（１２０）で構成したが、例
えば図１８にて模式的に示すように、第二可動体を複数の前側回転体２０で構成してもよ
い（図１７では二つの前側回転体２０で構成される場合を例示）。なお、図１８において
、上記実施例１と同様の機能を果たす部材には同一の符号を付して説明は省略する。
【００６３】
　前側回転体２０は、実施例１と同様、後側回転体１０の先端部１３にて第三回転軸線Ｏ
３周りに回転する態様のものに加えて、後側回転体１０の中間部１２にて第三回転軸線Ｏ
３と平行に延び出す第四回転軸線Ｏ４周りに回転する態様のものとで構成されている。
【００６４】
　この実施例４によれば、複数の前側回転体２０を用いることで、多様な演出動作が実行
可能となり、遊技者の関心をより一層強く惹きつけることができる。
【実施例５】
【００６５】
　上記実施例３と実施例４を組み合わせ、例えば図１９にて模式的に示すように、第二可
動体を、後側回転体１０の先端部１３にて第三回転軸線Ｏ３周りに回転する前側回転体２
０と、後側回転体１０の中間部１２にて第二回転軸線Ｏ２周りに回転する前側回転体１２
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部１３にて第二回転軸線Ｏ２周りに回転する前側回転体１２０と、後側回転体１０の中間
部１２にて第四回転軸線Ｏ４周りに回転する前側回転体２０とで構成してもよい。また、
前側回転体２０、１２０がそれぞれ複数配置される構成としてもよい。
【００６６】
　この実施例５のように、前側回転体２０、１２０を適宜配置することで、多様な演出動
作が実行可能となり、遊技者の関心をより一層強く惹きつけることができる。
【００６７】
　上記各実施例では、後側回転体１０が遊技盤２の盤面の前方側で回転するように構成し
たが、これに限らず、例えば遊技盤２の盤面の後方側、すなわちセンター役物４の奥側（
中央フレーム４Ａの奥側）で回転するように構成してもよい。
【００６８】
　また、上記各実施例では、可動側伝達機構６０における回転伝達軸６３の第二回転軸線
Ｏ２が遊技盤２の盤面に対して平行な位置関係となるように構成したが、これに限らず、
例えば第二回転軸線Ｏ２が遊技盤２の盤面に対して前後に傾斜する位置関係となるように
構成してもよい。
【００６９】
　また、上記実施例１、２、５では、第一回転軸線Ｏ１と第三回転軸線Ｏ３とが平行な位
置関係となるように構成し、上記実施例４では、第一回転軸線Ｏ１、第三回転軸線Ｏ３及
び第四回転軸線Ｏ４が互いに平行な位置関係となるように構成したが、これに限らず、例
えば各回転軸線がねじれの位置関係となるように構成してもよい。
【００７０】
　また、上記各実施例では、以上に説明した可動演出装置４Ｃがパチンコ機１の遊技盤２
に配置されている。このような斬新かつ顕著な変化を付加した可動演出装置４Ｃを備える
ことによって、遊技者の興趣が飛躍的に向上する遊技機を提供することができる。
【００７１】
　また、本発明の可動演出装置はパチンコ機に限らず、各種遊技機に適用することができ
る。
【符号の説明】
【００７２】
　１　パチンコ機（遊技機）
　２　遊技盤
４Ｃ　可動演出装置（遊技機用可動演出装置）
１０　後側回転体（第一可動体）
２０、１２０　前側回転体（第二可動体）
３０　ケース体
４０　電動モータ（駆動源）
５０　固定側伝達機構（第一伝達機構）
５４　メインギア
５４ｃ　支持突起（支持体）
６０　可動側伝達機構（第二伝達機構）
６１、６２　ピニオンギア
６３　回転伝達軸
１５４a　支持爪（支持体）
Ｏ１　第一回転軸線
Ｏ２　第二回転軸線
Ｏ３　第三回転軸線
Ｏ４　第四回転軸線
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