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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光により演出を行なう演出装置が配設された遊技機において、
　前記演出装置は、
　光を透過する第１光透過部を備えた第１の光透過部材と、
　前記第１の光透過部材の第１光透過部に対向して光を透過可能な第２光透過部を備える
第２の光透過部材と、
　前記第２の光透過部材の第２光透過部を挟んで前記第１光透過部と反対側に配設され、
第２光透過部に向けて光を照射する発光体とを有し、
　前記第２光透過部は、
　前記発光体の配設側に臨む第１面側に形成されて、前記発光体が収容される収容凹部と
、
　前記第１光透過部側に臨む第２面および前記第１面との間で前記収容凹部と対応する位
置に形成され、第２面に向けて拡開するＶ字状の第１光拡散部と、
　前記収容凹部に連続するように第１面側に形成され、第２面から離間する外方へ突出す
る三角形状の第２光拡散部と、
　前記第２光拡散部に対応する位置に形成され、前記第１面から第２面に向かうにつれて
第１光拡散部側に傾斜する傾斜面を備える第３光拡散部と、
　前記第１光拡散部と第２面との間で前記第３光拡散部と対応する位置に形成され、第１
面に向けて拡開するＶ字状の第４光拡散部とを備え、
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　前記発光体の照射光の一部を第１光拡散部で第２光拡散部に向けて反射し、該第１光拡
散部からの反射光の一部を第２光拡散部で第３光拡散部に向けて反射し、該第２光拡散部
からの反射光の一部を第３光拡散部で第４光拡散部に向けて反射し、該第３光拡散部から
の反射光の一部を第４光拡散部で前記第２面に向けて反射するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第２光拡散部は、前記収容凹部から離間する方向に連続して形成されると共に、各
第２光拡散部の突出端部が収容凹部から離間するにつれて第２面側へ変位するよう構成さ
れた請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記収容凹部における発光体と対向する面は、該発光体側に凸となる弧状に形成された
請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１の光透過部材は、前記第１光透過部と交差する別の光透過部を備え、
　前記第２の光透過部材における第２光透過部の第２面には、前記第１光透過部から離間
するにつれて別の光透過部から離間する傾斜面が形成された請求項１～３の何れか一項に
記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光体の発光により演出を行なう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、遊技盤の盤面に画成した遊技領域の略中央位置に
枠状の枠状装飾部材(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾部材の開口部を
介して複数の図柄を変動表示して図柄変動ゲームを行なう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部材の下方位置に、パチンコ
球(遊技球)の入賞により図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置や大当り時等に
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。このような
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、前記図柄表示装置で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、遊技盤に設けられた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。一方で、遊技領域を流下する過程で遊技盤に設けられた
始動入賞装置等の各種入賞装置に入賞せず遊技領域の最下部まで流下したパチンコ球は、
遊技領域の最下部に設けられたアウト口を介してパチンコ機裏側の球回収部に回収される
ようになっている(例えば、特許文献１参照)。
【０００３】
　また、近年の多くのパチンコ機では、前記枠状装飾部材に所要の動作が可能な可動体を
備えた可動演出装置を配設し、該可動体を前記図柄表示装置で行なわれる演出に合わせて
動作させることで視覚的な演出効果を高め、遊技の興趣を向上するようにしたパチンコ機
も知られている。例えば、特許文献１には、図柄表示装置が臨む枠状装飾部材に、棒状に
形成された可動体が揺動可能に支持されて、種々のタイミングで可動体を動作させる構成
が開示されている。また、特許文献１に開示された可動体は、後面をなすベース部材およ
び前面をなす光透過製のカバー部材の間に画成される空間部に発光体を備えた基板を収容
して、該発光体を発光することで所謂「保留数」を表示するよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１１０８６２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のように可動体に設けた発光体を点光源として利用する場合
は別として、該発光体で可動体の発光領域を広範囲に設定する場合には、カバー部材にダ
イヤカットや球面状カット等の光拡散処理をなしたとしても、その光拡散効果は充分では
なく、１つの発光体で明輝させ得る範囲は限定的にならざるを得ない。すなわち、可動体
に設定した発光領域を一度に同じような明るさで明輝させる場合には、カバー部材に光拡
散処理を施すだけでなく発光体の配設数を増加させる必要があり、部品点数が増加すると
共に、製造工程が多くなって製造コストが嵩む問題がある。
　そこで本発明は、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、１つの発光体により明輝可能な領域を拡大し得る演
出装置を備えた遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　発光により演出を行なう演出装置(M1)が配設された遊技機において、
　前記演出装置(M1)は、
　光を透過する第１光透過部(70)を備えた第１の光透過部材(64)と、
　前記第１の光透過部材(64)の第１光透過部(70)に対向して光を透過可能な第２光透過部
(66b)を備える第２の光透過部材(66)と、
　前記第２の光透過部材(66)の第２光透過部(66b)を挟んで前記第１光透過部(70)と反対
側に配設され、第２光透過部(66b)に向けて光を照射する発光体(72)とを有し、
　前記第２光透過部(66b)は、
　前記発光体(72)の配設側に臨む第１面(71a)側に形成されて、前記発光体(72)が収容さ
れる収容凹部(73)と、
　前記第１光透過部(70)側に臨む第２面(71b)および前記第１面(71a)との間で前記収容凹
部(73)と対応する位置に形成され、第２面(71b)に向けて拡開するＶ字状の第１光拡散部(
74)と、
　前記収容凹部(73)に連続するように第１面(71a)側に形成され、第２面(71b)から離間す
る外方へ突出する三角形状の第２光拡散部(75)と、
　前記第２光拡散部(75)に対応する位置に形成され、前記第１面(71a)から第２面(71b)に
向かうにつれて第１光拡散部(74)側に傾斜する傾斜面(76a)を備える第３光拡散部(76)と
、
　前記第１光拡散部(74)と第２面(71b)との間で前記第３光拡散部(76)と対応する位置に
形成され、第１面(71a)に向けて拡開するＶ字状の第４光拡散部(77)とを備え、
　前記発光体(72)の照射光の一部を第１光拡散部(74)で第２光拡散部(75)に向けて反射し
、該第１光拡散部(74)からの反射光の一部を第２光拡散部(75)で第３光拡散部(76)に向け
て反射し、該第２光拡散部(75)からの反射光の一部を第３光拡散部(76)で第４光拡散部(7
7)に向けて反射し、該第３光拡散部(76)からの反射光の一部を第４光拡散部(77)で前記第
２面(71b)に向けて反射するよう構成されたことを要旨とする。
　請求項１に係る発明によれば、発光体の光照射方向に複数の光透過部材を重ね合わせる
ようにしたことで、発光体の発光時における光拡散効果が向上し、１つの発光体でより広
範囲を明輝させ得るようになる。従って、発光体の数を低減でき、部品点数の削減により
製造工程の簡略化を図り得ると共に、コストの低減を実現できる。しかも、第２の光透過
部材に第１～第４光拡散部を形成したことで、各光拡散部で相互に反射した光が広範囲に
拡散され、１つの発光体で光を照射できる範囲が格段に広がる。また、第１光拡散部と第
２面との間に第４光拡散部を設け、第１光拡散部から第２光拡散部に反射された光の一部
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を第３光拡散部を介して第４光拡散部に反射し、その光を第２面に向けて反射するように
したので、第２面における第１光拡散部に対応する部位の照度が低くなるのを防止し、第
２面を均等に明輝させることができる。
【０００７】
　請求項２に係る発明では、前記第２光拡散部(75)は、前記収容凹部(73)から離間する方
向に連続して形成されると共に、各第２光拡散部(75)の突出端部が収容凹部(73)から離間
するにつれて第２面(71b)側へ変位するよう構成されたことを要旨とする。
　請求項２に係る発明によれば、第２光拡散部を複数連続して形成することで、第１光拡
散部の反射面で広範囲に反射された反射光を第２光拡散部の反射面で確実に受け止めて第
２面に向けて反射させることができる。しかも、各第２光拡散部の突出端部が収容凹部か
ら離間するにつれて第２面側へ変位することで、収容凹部から離れた位置の第２光拡散部
の反射面に対しても反射光を確実に行き渡らせることができ、１つの発光体で光を照射で
きる範囲の拡大が図られる。
　請求項３に係る発明では、前記収容凹部(73)における発光体(72)と対向する面(73a)は
、該発光体(72)側に凸となる弧状に形成されたことを要旨とする。
　請求項３に係る発明によれば、発光体の光を第１光拡散部に集め、該第１光拡散部から
第２光拡散部に対してより多くの光を反射することができる。
　請求項４に係る発明では、前記第１の光透過部材(64)は、前記第１光透過部(70)と交差
する別の光透過部(69)を備え、
　前記第２の光透過部材(66)における第２光透過部(66b)の第２面(71b)には、前記第１光
透過部(70)から離間するにつれて別の光透過部(69)から離間する傾斜面(78a)が形成され
たことを要旨とする。
　請求項４に係る発明によれば、１つの発光体で第１の光透過部材における交差する２つ
の光透過部を照らすことができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る遊技機によれば、１つの発光体の光が効果的に拡散でき、明輝される領域
を拡大することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の好適な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を、第１および第２の可動体が作動位置に移動した状態で示
す正面図である。
【図３】実施例に係る設置部材と遊技盤および枠状装飾体を分解して前側から示す斜視図
である。
【図４】実施例に係る遊技盤を取外した設置部材を、第１および第２の可動体が待機位置
の状態で示す正面図である。
【図５】実施例に係る遊技盤を取外した設置部材を、第１および第２の可動体が作動位置
に移動した状態で示す正面図である。
【図６】実施例に係る遊技盤と設置部材と枠状装飾体とを組付けた状態での要部横断平面
図である。
【図７】実施例に係る設置部材から第１および第２可動演出装置を分離した状態で前側か
ら示す斜視図である。
【図８】実施例に係る第１および第２可動演出装置を裏側から示す斜視図である。
【図９】実施例に係る第１可動演出装置を分解して前側から視た状態で示す概略斜視図で
ある。
【図１０】実施例に係る第１可動演出装置を分解して裏側から視た状態で示す概略斜視図
である。
【図１１】実施例に係る設置部材を第１可動演出装置の配設箇所で縦断して示す要部側面
図である。
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【図１２】実施例に係る第１可動演出装置における前後の球体による支持箇所を夫々示す
要部断面図である。
【図１３】実施例に係る第１可動演出装置を、第１カバー体を取外した状態で前後の球体
と可動基部との位置関係を示す要部正面図である。
【図１４】実施例に係る第１可動演出装置において、第１配線の引き回し状態を示す要部
正面図である。
【図１５】実施例に係る第１可動演出装置において、第１カバー体を取外した状態で第１
の可動体の移動時に第１配線の状態が変化する様子を示す説明図である。
【図１６】実施例に係る第１可動演出装置の第１の可動体の断面図を示すと共に、第５光
拡散部の拡大図を丸で囲んで示す。
【図１７】実施例に係る第１可動演出装置の第１の可動体に設けた光拡散部を示す拡大図
であって、ＬＥＤからの光が各光拡散部で反射する様子を説明的に示す。
【図１８】実施例に係る第１の可動体の第２光透過部材を裏側から示す要部拡大斜視図で
ある。
【図１９】実施例に係る第２可動演出装置を分解して前側から視た状態で示す概略斜視図
である。
【図２０】実施例に係る第２可動演出装置を分解して裏側から視た状態で示す概略斜視図
である。
【図２１】実施例に係る設置部材を第２可動演出装置の配設箇所で縦断して示す要部側面
図である。
【図２２】実施例に係る第２可動演出装置における前後の球体による支持箇所を夫々示す
要部断面図である。
【図２３】実施例に係る第２可動演出装置を、第２カバー体を取外した状態で前後の球体
と可動基部との位置関係を示す要部正面図である。
【図２４】実施例に係る第２可動演出装置において、第２配線の引き回し状態を示す要部
正面図である。
【図２５】実施例に係る第２可動演出装置において、第２カバー体を取外した状態で第２
の可動体の移動時に第２配線の状態が変化する様子を示す説明図である。
【図２６】実施例に係る第３可動演出装置の縦断側面図である。
【図２７】実施例に係る第３の可動体を分解して前側から視た状態で示す斜視図である。
【図２８】実施例に係る第３の可動体を分解して後側から視た状態で示す斜視図である。
【図２９】実施例に係る第３可動演出装置に設けた光拡散構成部を示す拡大図であって、
ＬＥＤからの光が反射する様子を説明的に示すと共に、第８光拡散部を更に拡大した図を
丸で囲んで示している。
【図３０】実施例に係る第３可動演出装置に設けた異形光拡散部を示す拡大図であって、
ＬＥＤからの光が反射する様子を説明的に示すと共に、第９光拡散部を更に拡大した図を
丸で囲んで示している。
【図３１】実施例に係る第３の可動体の装飾カバー体を裏側から示す要部拡大斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　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なうパ
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】
【００１１】
(パチンコ機について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
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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
１７(図２参照)が着脱可能に保持された本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に
組付けられて、該遊技盤１７の裏側に対して、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置１
３が着脱し得るよう配設されている。前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤１７を透視
保護するガラス板を備えた装飾枠としての前枠１４が開閉可能に組付けられている。この
前枠１４の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１５が一体的に組付けられてお
り、前枠１４の開閉に合わせて上球受け皿１５も一体的に開閉するよう構成される。また
前記中枠１２には、前記前枠１４の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１６が開閉可
能に組付けられている。
【００１２】
(遊技盤について)
　前記中枠１２に配設される前記遊技盤１７は、図２に示すように、前面(盤面)にパチン
コ球が流下可能な遊技領域１７ａが画成され、アクリルやポリカーボネート等の光透過性
の合成樹脂材からなる平板状の透明板で構成される。遊技盤１７の前面には、円弧状に形
成した案内レール１８が配設されると共に、該案内レール１８の右方位置に、左端縁が右
方に凹む円弧状に形成した盤面飾り部材１９が配設される。そして、案内レール１８およ
び盤面飾り部材１９により遊技領域１７ａが略円形状に画成され、該遊技領域１７ａ内に
、中枠１２に配設された図示しない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１７ａ内をパチンコ球が流下して遊技が行なわれる。また、遊技盤１７の遊
技領域１７ａ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
１７ａ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。
【００１３】
　前記遊技盤１７には、図１または図２に示す如く、後述する枠状装飾部材２３の下縁よ
り下方位置に、前記遊技領域１７ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置２０
および特別入賞装置２１等が配設される。始動入賞装置２０は、遊技領域１７ａ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２０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１３の表示部１３ａ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１５,１６に払い出される。
【００１４】
　前記特別入賞装置２１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
１３での図柄変動の結果、図柄表示装置１３の表示部１３ａ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２２は、遊技盤１７に配設されて、常に入賞
口を開放している普通入賞装置を示す。
【００１５】
(装飾部材について)
　前記遊技盤１７の中央には、図３に示す如く、前後に貫通する大型の貫通孔１７ｂが形
成されており、該貫通孔１７ｂに対して前後に開口する枠状の枠状装飾部材(所謂センタ
ー役物)２３が嵌め込まれるように着脱可能に配設される。そして、後述する設置部材２
８の開口部２８ａから臨む前記図柄表示装置１３の表示部１３ａは、枠状装飾部材２３に
おける前後に開口する窓口(可視部)２３ａを介して遊技盤１７の前側に露出して、該図柄
表示装置１３の表示部１３ａ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。
【００１６】
　前記枠状装飾部材２３には、図１～図３に示す如く、上縁部から左右両縁部に亘り、遊
技盤１７の前面より前方に突出する円弧状の庇状部２３ｂが設けられており、前記遊技領
域１７ａに打ち出されたパチンコ球を外周部の庇状部２３ｂで案内し得ると共に、該パチ
ンコ球が枠状装飾部材２３の窓口２３ａを横切って流下するのを該庇状部２３ｂで規制し
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ている。また枠状装飾部材２３には、窓口２３ａの下側に、ステージ２４が配設されると
共に、窓口２３ａの左側に、遊技領域１７ａに開口して該遊技領域１７ａを流下するパチ
ンコ球を取込んでステージ２４に案内する球導入部２５が設けられ、該球導入部２５から
ステージ２４に通出されたパチンコ球は、ステージ２４上を左右に転動した後に、前記各
入賞装置２０,２１,２２が配設されている遊技領域１７ａに排出される。
【００１７】
　前記ステージ２４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２６が設けられ、ステージ２４上を転動するパチンコ球が図柄表示装置１３の
表示部１３ａ側に移動するのを該透明壁２６で防止している。
【００１８】
(設置部材について)
　前記遊技盤１７の裏面には、図３～図７に示す如く、前記図柄表示装置１３が着脱可能
に配設されると共に、後述する可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３や複数の発光装置１４４,１
４５,１４６等の遊技部品が配設される合成樹脂材で形成された設置部材２８が配設され
、該設置部材２８に形成された前後に開口する開口部２８ａを介して図柄表示装置１３の
表示部１３ａを遊技盤１７の前側から視認し得るよう構成されている。実施例では、設置
部材２８の開口部２８ａは、上辺、下辺、左辺および右辺で画成される略４角形状に開口
しており、図柄表示装置１３の表示部１３ａは開口部２８ａから視認可能な領域となるこ
とから、該開口部２８ａの縁部が表示部１３ａの外縁となっている。
【００１９】
　前記設置部材２８は、図３～図７に示すように、前方に開口する矩形箱状に形成された
箱状本体２９と、該箱状本体２９の開口前端部に形成されて当該箱状本体２９の開口外側
へ延出し、前記遊技盤１７の裏面に当接する取付部３０とから構成される。箱状本体２９
は、遊技盤１７に対向する矩形板状に形成された対向面壁３１と、該対向面壁３１におけ
る上下左右の各縁部から前方に延出する画壁３２とから前方に開口するよう形成されて、
各画壁３２の前端部から箱状本体２９の開口外側へ向けて延出するよう取付部３０が形成
される。そして、取付部３０の前面を遊技盤１７の裏面に当接した状態で、取付部３０を
遊技盤１７にネジ止めすることによって遊技盤１７に設置部材２８が固定される。
【００２０】
　前記対向面壁３１には、図７に示す如く、上下および左右幅の大部分が開口する大型の
前記開口部２８ａが形成されている。以下の説明において、対向面壁３１における開口部
２８ａに対する上下左右に位置する部分について、上対向面壁３１ａ、下対向面壁３１ｂ
、左対向面壁３１ｃ、右対向面壁３１ｄと夫々指称するものとする。
【００２１】
　前記遊技盤１７の裏側に設置部材２８を取付けた状態で、該設置部材２８の対向面壁３
１と遊技盤１７との間に所要の設置空間Ｓが画成される。設置部材２８の対向面壁３１に
は、図４および図６に示す如く、左対向面壁３１ｃおよび下対向面壁３１ｂに第１可動演
出装置Ｍ１が配設されると共に、右対向面壁３１ｄおよび下対向面壁３１ｂに第２可動演
出装置Ｍ２が配設され、これら第１可動演出装置Ｍ１および第２可動演出装置Ｍ２は、遊
技盤１７の盤面に沿う方向で左右に離間している。また、上対向面壁３１ａに、第３可動
演出装置Ｍ３が配設される。そして、これら３つの可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３が、設置
部材２８と遊技盤１７との間に画成される設置空間Ｓに夫々収容される。
【００２２】
(第１可動演出装置について)
　図４～図９に示すように、前記第１可動演出装置Ｍ１は、前記設置部材２８に取付けら
れる第１の本体をなす第１支持部材３３と、該第１支持部材３３に支持されて遊技盤１７
の盤面に沿って所要の動作を行ない得る第１の可動体３４と、第１支持部材３３の前側に
配設されて第１の可動体３４を駆動する第１の駆動手段としての第１モータ３５とを備え
ている。第１の可動体３４は、刀の刀身を模した長尺な形状に形成された第１装飾体部３
６と、該第１装飾体部３６の長手方向の一端に設けられて前記第１支持部材３３に揺動可
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能に支持される第１可動基部３７とから構成される。第１支持部材３３は、設置部材２８
の左対向面壁３１ｃと下対向面壁３１ｂとが交差する隅部(箱状本体２９の下左隅部)に突
設された複数の第１取付突部３８の前端にネジ止め固定されて、該第１支持部材３３に支
持されている第１の可動体３４は、通常時には設置部材２８の左開口端に沿って上下方向
に延在する姿勢(図４参照)となる待機位置に保持されている。前記第１取付突部３８の前
端位置は、第２可動演出装置Ｍ２を設置部材２８に固定するための後述する第２取付突部
９０の前端位置より後方に位置し、該第１取付突部３８の前端に第１支持部材３３を固定
した状態で、図６に示す如く、該第１支持部材３３の裏面は対向面壁３１に近接し、設置
部材２８の前側に取付けられる遊技盤１７と第１支持部材３３との間に、第１モータ３５
を収容可能な空間を確保し得るよう構成される。
【００２３】
　実施例では、図１に示すように、前記第１の可動体３４が待機位置にある状態において
、該第１の可動体３４の前側に前記遊技盤１７および枠状装飾部材２３が位置するよう構
成されており、該枠状装飾部材２３で第１の可動体３４の右側部分が覆われている。なお
、待機位置の第１の可動体３４と遊技盤１７との間には、後述する左発光装置１４４が位
置して、該左発光装置１４４により第１の可動体３４の左側部分が覆われるようになって
いる(図６参照)。また第１の可動体３４は、後述する作動位置において前記窓口２３ａの
対応する左端縁部から図柄表示装置１３における表示部１３ａの略中央まで延出する大型
のものであって(図２,図５参照)、待機位置と作動位置との間を、前記設置空間Ｓにおけ
る設置部材２８の対向面壁３１側に偏倚した第１の移動領域を遊技盤１７の盤面に沿って
移動するよう構成される。実施例では、設置空間Ｓの前後方向の中間より後側を第１の可
動体３４が移動するようになっている。
【００２４】
(第１支持部材について)
　図６、図９～図１１に示す如く、前記第１支持部材３３は、前記設置部材２８の対向面
壁３１(箱状本体２９の下左隅部)に取付けられる第１取付ベース体３９と、該第１取付ベ
ース体３９の前面に取付けられる第１カバー体４０とから構成される。第１取付ベース体
３９は、平板状に形成された後板３９ａの外周縁部に前方に向けて側壁３９ｂを突設した
前方に開口する箱状に形成される。また第１カバー体４０は、平板状に形成された前板４
０ａの外周縁部に、後方に向けて側壁４０ｂが突設されている。そして、第１取付ベース
体３９と第１カバー体４０とを、後板３９ａおよび前板４０ａを対向して両側壁３９ｂ,
４０ｂの端部を当接するように組付けることで、第１取付ベース体３９と第１カバー体４
０との間に第１収容空間Ｓ１が画成されるようになっている(図６,図１１参照)。なお、
第１取付ベース体３９および第１カバー体４０は、何れも合成樹脂材から形成されている
。
【００２５】
(第１取付ベース体について)
　前記第１取付ベース体３９における後板３９ａの裏面には、図８～図１０に示すように
、平板状の第１補強板金４１が複数のネジを介してネジ止め固定されると共に、該第１補
強板金４１に配設されて前方に突出する第１支持軸４１ａが、後板３９ａに形成した中心
通孔３９ｃに挿通されて前記第１収容空間Ｓ１に臨んでいる。そして、前記第１の可動体
３４の第１可動基部３７に形成されて前後に貫通する軸孔５３ａに第１支持軸４１ａを挿
通することで、該第１の可動体３４が第１取付ベース体３９(第１支持部材３３)に対して
前後方向に沿う第１支持軸４１ａ(回転軸)を中心として左右方向に揺動可能に支持される
。なお、前記中心通孔３９ｃは、第１支持軸４１ａの直径より大きな内径に設定されて、
前記第１の可動体３４の第１可動基部３７に形成された後述する支持突部３７ｃの挿入を
許容するようになっている。また、第１取付べース体３９の側壁３９ｂは、図９に示すよ
うに、後板３９ａの上側において所定長さに亘って切欠かれており、この切欠部３９ｄに
おいて前記第１支持部材３３の第１収容空間Ｓ１は外部に開口し、この切欠部３９ｄから
第１の可動体３４の後述する固定部５５が外部に延出するよう構成される。なお、第１支
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持部材３３には、切欠部３９ｄの左端に対応する位置に、第１の可動体３４に配設した後
述する磁石５８が磁力吸着することで該第１の可動体３４を待機位置に保持するべく機能
する金属体４２が配設されている。
【００２６】
　前記第１取付べース体３９における後板３９ａの前面には、図９に示す如く、前記中心
通孔３９ｃを中心とする所定直径で環状の補強リブ４３が突設されると共に、該補強リブ
４３には後受部４４が周方向に等間隔で設けられている。実施例では、周方向に９０°の
角度間隔で４つの後受部４４が設けられる。各後受部４４には、図１２(ａ)に示す如く、
前側に開口する凹部４４ａが形成されて、該凹部４４ａに前側から後球体(転動体)４５が
転動自在に遊嵌されて、該後球体４５の後受部４４から前方に突出する部分が前記第１可
動基部３７の裏面に転動自在に接触するよう構成される。なお、後球体４５としては、該
後球体４５が接触する第１可動基部３７より硬い材質のものが好適に使用され、実施例で
はステンレス製の球体が用いられる。また、前記第１取付ベース体３９における後板３９
ａには、前記補強リブ４３と中心通孔３９ｃとの間に、周方向に離間する一対の片部から
なるバネ用係止部４６が前方に向けて突設され、該バネ用係止部４６に後述する第１捻り
コイルバネ５７の一方の係合片が係止するよう構成される。
【００２７】
　前記第１取付ベース体３９の下部には、下側の側壁３９ｂの前端から下方に向けて後板
３９ａと平行に延在するモータ設置部４７が形成される。モータ設置部４７の前面に、前
記第１の可動体３４を揺動させる前記第１モータ３５が、出力軸を後方に向けて前側から
配設され、該モータ３５におけるモータ設置部４７の裏側に延出する出力軸に、板状の第
１駆動歯車４８が配設される。なお、モータ設置部４７の形成位置に対応する下側の側壁
３９ｂの一部が切欠かれ、この切欠き部分から前記第１駆動歯車４８の一部が前記第１収
容空間Ｓ１に臨むよう構成される(図１１参照)。図８～図１１において符号４９は、モー
タ設置部４７の裏側に配設されて、前記第１駆動歯車４８を回転自在に支持する支持板を
示す。
【００２８】
　前記第１取付ベース体３９の下端部における前記第１モータ３５の配設位置に隣接する
部位には、前記第１の可動体３４の揺動位置を検出する第１位置検出センサ５０が取付け
られている。この第１位置検出センサ５０として、実施例では受光素子と発光素子とを備
えた光学式センサを採用しているが、これに限らず、磁気センサやマイクロスイッチ、そ
の他従来公知のセンサを第１の可動体３４側に設けられる被検出部(後述)に応じて採用す
ることができる。
【００２９】
　前記第１取付ベース体３９の側壁３９ｂには、前記第１モータ３５の配設位置を挟んで
周方向に離間する２箇所に、内側(第１収容空間Ｓ１側)に突出するストッパ５１ａ,５１
ｂが設けられている。これらストッパ５１ａ,５１ｂは、第１支持部材３３に対して第１
の可動体３４が揺動された際に、第１可動基部３７に設けた後述する歯車部３７ｄの周方
向の端部が各ストッパ５１ａ,５１ｂに当接することで第１の可動体３４の揺動範囲を制
限するようになっている。なお、以下の説明では、右側に位置するストッパ５１ａを第１
ストッパと指称し、左側に位置するストッパ５１ｂを第２ストッパと指称する。
【００３０】
　前記第１取付ベース体３９には、図９、図１３、図１４に示す如く、前記第１モータ３
５および第１位置検出センサ５０の配設位置に近接してベース側配線止め部５２が設けら
れる。そして、前記第１位置検出センサ５０から導出する配線、第１モータ３５から導出
する配線、および前記第１の可動体３４の後述する第１ＬＥＤ基板６５から導出する第１
配線Ｈ１が、纏められた状態でベース側配線止め部５２に結束具５２ａを介して係止され
て、これらの配線Ｈ１が第１支持部材３３の前方へ大きく変位するのを防止するよう構成
されている(図１４参照)。
【００３１】
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(第１カバー体について)
　前記第１カバー体４０の前板４０ａは、図１１に示す如く、前記第１取付ベース体３９
におけるモータ設置部４７の上側の開口部分を覆い得る寸法および形状に形成されており
、第１取付ベース体３９の前側に第１カバー体４０をネジ止め固定した状態で、モータ設
置部４７に配設した第１モータ３５が第１カバー体４０より前側に延出するよう構成され
る。また、第１カバー体４０の側壁４０ｂは、前記第１取付ベース体３９の側壁３９ｂを
切欠くことで形成した前記切欠部３９ｄに対応する部位が切欠かれており、前記第１の可
動体３４の固定部５５が外方に延出するのを許容すると共に、該固定部５５(第１の可動
体３４)の左右方向への移動を許容し得る寸法の隙間を確保し得るようになっている。
【００３２】
　前記第１カバー体４０における前板４０ａの裏面(第１収容空間Ｓ１側の面)には、図１
０および図１１に示す如く、前記第１の可動体３４の軸孔５３ａに挿通されて前側に突出
する前記第１支持軸４１ａの先端を支持する左第１軸受部４０ｃが形成してある。また前
板４０ａの裏面には、左第１軸受部４０ｃを囲繞する筒状で後方に開口する左第２軸受部
４０ｄが所要長さで突設され、該左第２軸受部４０ｄには、第１の可動体３４の軸孔５３
ａが形成される後述する軸支部５３の前端が回動自在に挿入されるようになっている。
【００３３】
　前記第１カバー体４０における前板４０ａの裏面に、図１０に示す如く、前記左第１軸
受部４０ｃを中心として所要直径で環状の第１の突条部４０ｅが突設され、該突条部４０
ｅに、図１２(ｂ)に示す如く、前記第１の可動体３４における第１可動基部３７に設けた
後述する前球体６１が転動自在に接触するよう構成される。実施例では、第１の突条部４
０ｅは、前記第１取付ベース体３９の補強リブ４３と同一直径で形成されて、第１の突条
部４０ｅは、第１可動基部３７を挟んで補強リブ４３上に設けた前記各後受部４４に遊嵌
されている後球体４５の前方に臨むようになっている。また、第１カバー体４０の前板４
０ａには、図１０に示す如く、前記第１の突条部４０ｅと左第２軸受部４０ｄとの間に、
前後方向に貫通する配線口４０ｆが周方向に所要長さで形成されており、該配線口４０ｆ
を介して後述する第１配線Ｈ１が第１支持部材３３の外部に引き出されるようになってい
る(図１４参照)。
【００３４】
(第１の可動体について)
　図９または図１０に示すように、前記第１の可動体３４は、前記第１支持部材３３に対
して第１取付ベース体３９の後板３９ａおよび第１カバー体４０の前板４０ａとの対向方
向と交差する方向に回動自在に枢支される前記第１可動基部３７と、該第１可動基部３７
に第１支持部材３３の外部で取付けられた前記第１装飾体部３６とから構成される。そし
て、前記第１支持部材３３に配設された前記第１モータ３５を正逆方向に駆動することで
、第１の可動体３４は前記第１支持軸４１ａを中心として揺動するよう構成されている。
なお、第１の可動体３４における第１装飾体部３６は後述する第１ＬＥＤ基板６５を備え
、該第１ＬＥＤ基板６５に配設したＬＥＤ７２,８１の発光により発光演出を行ない得る
よう構成されており、第１可動演出装置Ｍ１は、発光により演出を行なう演出装置として
も機能する。
【００３５】
(第１可動基部について)
　前記第１可動基部３７は、図９～図１３に示すように、略円盤状に形成された本体部３
７ａにおける外周縁部に、前方および後方に向けて突出する側壁３７ｂが設けられている
。本体部３７ａの略中央には、壁を凹ませることで後方に向けて突出する支持突部３７ｃ
が設けられると共に、該支持突部３７ｃの中心から前方に向けて筒状の軸支部５３が突設
され、該軸支部５３に穿設された前後に貫通する軸孔５３ａに、前記第１支持軸４１ａが
回動自在に挿通される。すなわち、第１可動基部３７は、軸支部５３の軸孔５３ａに挿通
された第１支持軸４１ａを中心として回動可能に第１支持部材３３に支持される。また、
図１１に示す如く、本体部３７ａの支持突部３７ｃが、第１取付ベース体３９の前記中心
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通孔３９ｃに回動自在に挿入されると共に、軸支部５３の前端が、第１カバー体４０の左
第２軸受部４０ｄに回動自在に挿入されることで、第１支持部材３３に対して第１可動基
部３７を安定して回動自在に支持するよう構成される。
【００３６】
　前記軸支部５３は、支持突部３７ｃより小径に設定されて、支持突部３７ｃの前側に画
成される凹部の内側と軸支部５３との間には略筒状の溝部５４が形成されるようになって
いる。また軸支部５３は、前記側壁３７ｂより前方に突出する寸法に設定される。そして
、第１取付べース体３９に第１カバー体４０を組付けた状態で、図１１に示す如く、軸支
部５３の前端が前記左第２軸受部４０ｄに挿入されると共に、該左第２軸受部４０ｄの後
端が、前記溝部５４内に臨むよう構成される。
【００３７】
　前記第１可動基部３７の外周縁には、第１の可動体３４の待機位置において、前記第１
支持軸４１ａの上方に臨む位置に、径方向に延出する固定部５５が設けられ、該固定部５
５が第１支持部材３３の前記切欠部３９ｄから外方に延出している(図８参照)。前記第１
可動基部３７の本体部３７ａには、図９に示す如く、軸孔５３ａを挟んで固定部５５とは
略反対側(待機位置において下側)に、径方向外方に延出する歯車部３７ｄが所要中心角で
設けられている。そして、歯車部３７ｄは、第１可動基部３７を第１支持部材３３に配設
した状態で、前記第１ストッパ５１ａと第２ストッパ５１ｂとの間に位置すると共に、前
記第１駆動歯車４８に噛合している(図１３参照)。すなわち、前記第１モータ３５を駆動
して第１駆動歯車４８を正転および逆転方向に回転することで、第１可動基部３７(第１
の可動体３４)は、前記第１支持軸４１ａを中心として左右方向に揺動する。実施例では
、歯車部３７ｄを備えた第１可動基部３７が、板状の可動ギヤとして機能する。また、第
１の可動体３４の前記待機位置において歯車部３７ｄにおける周方向の一端が第１ストッ
パ５１ａに当接することで第１の可動体３４の揺動が規制されており、該待機位置から第
１の可動体３４が右方向に傾倒するよう揺動して歯車部３７ｄにおける周方向の他端が第
２ストッパ５１ｂに当接することで、第１の可動体３４の揺動が規制されるようになって
いる。なお、以下の説明では、歯車部３７ｄが第２ストッパ５１ｂに当接して第１の可動
体３４の揺動が規制される位置を作動位置(図５,図１５(ｂ)参照)と指称する。すなわち
、第１の可動体３４は待機位置と作動位置との間で揺動される。
【００３８】
　前記第１可動基部３７における本体部３７ａには、図１３に示す如く、前記軸支部５３
を囲う溝部５４に連通すると共に前後方向に貫通する扇形の通孔３７ｅが形成されており
、該通孔３７ｅ内に、前記第１取付ベース体３９に設けた前記バネ用係止部４６が臨んで
いる。また、本体部３７ａの前面には、溝部５４および通孔３７ｅの内周縁から前方に突
出するように画壁部５６が突設されると共に、該画壁部５６には、通孔３７ｅの形成位置
から周方向に離間する所要位置に、溝部５４に連通するバネ用係止部５６ａが凹設されて
いる。そして、コイル部に軸支部５３が挿通されるように配設した第１捻りコイルバネ５
７の一方の係合片が、第１取付ベース体３９のバネ用係止部４６に係止されると共に、該
第１捻りコイルバネ５７の他方の係合片が、画壁部５６のバネ用係止部５６ａに係止され
ており、第１の可動体３４は、第１捻りコイルバネ５７によって常には待機位置に向けて
付勢されるようになっている。また、第１可動基部３７には、前記固定部５５の左端部に
磁石５８が配設され、第１の可動体３４の待機位置において、該磁石５８が第１取付ベー
ス体３９に配設した前記金属体４２を磁力吸着するよう構成してある。
【００３９】
　なお、前記第１取付ベース体３９に第１カバー体４０を組付けた状態で、図１１に示す
如く、前記左第２軸受部４０ｄの後端が画壁部５６の内側において溝部５４内に臨み、該
左第２軸受部４０ｄで第１捻りコイルバネ５７の前方への移動を規制し得るようになって
いる。
【００４０】
　前記第１可動基部３７の本体部３７ａにおける裏面(他方の面)に、前記第１取付ベース
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体３９に設けた前記補強リブ４３と対向する位置に環状の第２の突条部５９が突設され、
該突条部５９に、前記後受部４４に遊嵌されている後球体４５が転動自在に接触するよう
構成される(図１２(ａ)参照)。また、本体部３７ａにおける前面(一方の面)には、図９に
示す如く、外周縁部近傍に、前側に突出する前受部６０が周方向に等間隔で複数設けられ
ている。実施例では、前記軸孔５３ａを中心として前記後球体４５が位置する補強リブ４
３に前後で整合する仮想円の周上において周方向に９０°の角度間隔で４つの前受部６０
が設けられる。各前受部６０には、前側に開口する凹部６０ａが設けられ、各凹部６０ａ
に前側から前球体(転動体)６１が転動自在に遊嵌される。そして、前球体６１の前受部６
０から前方に突出する部分が、図１２(ｂ)に示す如く、前記第１カバー体４０の前記第１
の突条部４０ｅに転動自在に接触するよう構成される。すなわち、第１可動基部３７の本
体部３７ａは、前後両側で夫々複数の球体４５,６１により回動自在に支持されて、前記
第１支持軸４１ａを中心に第１可動基部３７が揺動する際には、後球体４５および前球体
６１に接触した状態で安定して揺動するよう構成されている。なお、前球体６１としては
、該前球体６１が接触する第１カバー体４０より硬い材質のものが好適に使用され、実施
例ではステンレス製の球体が用いられる。
【００４１】
　前記第１の可動体３４の待機位置において第１可動基部３７の裏面に接触する各後球体
４５は、図１３に示す如く、該第１可動基部３７の前面に配設されて周方向(第１の可動
体３４の移動方向)に隣り合う前球体６１,６１の中間に臨むように設定される。すなわち
、後球体４５および前球体６１は、夫々４つ球体が周方向に９０°の角度間隔で配置され
ているから、待機位置における正面視において、前球体６１と周方向に隣り合う後球体４
５とは４５°の角度間隔で臨むようになっている。
【００４２】
　前記第１可動基部３７の前記歯車部３７ｄには、径方向外方に延出する前記被検出部と
しての位置検出片６２が形成されている。位置検出片６２は、前記第１位置検出センサ５
０の発光素子と受光素子との間に臨み得る位置に設けられており、前記第１可動基部３７
の揺動に伴って該発光素子と受光素子との間を位置検出片６２が移動し得るようになって
いる。そして、位置検出片６２を第１位置検出センサ５０で検出した際に、前記待機位置
に第１の可動体３４が位置(図１３参照)するよう設定されている。実施例では、第１位置
検出センサ５０が位置検出片６２を検出した位置(待機位置)を基準として、第１の可動体
３４を右方に所定角度移動するように、図示しない制御手段で第１モータ３５を駆動制御
することで、該第１の可動体３４を作動位置に位置させるよう構成してある。なお、歯車
部３７ｄに２つの位置検出片を周方向に離間して形成し、第１位置検出センサ５０で一方
の位置検出片を検出する位置を待機位置、他方の位置検出片を検出する位置を作動位置と
して、第１位置検出センサ５０による各位置検出片の検出に基づいて制御手段が第１モー
タ３５を駆動制御する構成としてもよい。
【００４３】
　前記第１可動基部３７における本体部３７ａの前面には、図１３、図１４、図１５に示
す如く、前記固定部５５の形成位置から軸孔側に向けて延在する一対の案内壁６３,６３
が、所定間隔離間して平行に突設されている。両案内壁６３,６３の間の本体部３７ａは
後側に向けて凹設されると共に、両案内壁６３,６３の径方向外側は開口し、前記第１装
飾体部３６に設けた後述する第１ＬＥＤ基板６５から導出する第１配線Ｈ１を第１収容空
間Ｓ１内において引き回す経路を、両案内壁６３,６３間に確保するよう構成される。ま
た、前記第１カバー体４０に形成された前記配線口４０ｆは、両案内壁６３,６３におけ
る画壁部５６側の端部前側に位置し、両案内壁６３,６３の間を引き回された第１配線Ｈ
１が配線口４０ｆから外部に引き出されるようになっている。
【００４４】
(第１装飾体部について)
　前記第１装飾体部３６は、図９、図１０に示す如く、第１光透過部材６４(第１の光透
過部材)と、該第１光透過部材６４の裏側に配設された第１ＬＥＤ基板(電気部品)６５と
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、第１光透過部材６４および第１ＬＥＤ基板６５の間に配設された第２光透過部材(第２
の光透過部材)６６とから基本的に構成されて、第１光透過部材６４の長手方向の一端が
前記第１可動基部３７の固定部５５にネジ止め固定される。
【００４５】
　前記第１光透過部材６４は、図９、図１０に示す如く、光透過性を有する合成樹脂材に
より刀の刀身を模した形状に形成された装飾本体６７と、該装飾本体６７の長手方向の一
端から外方に延出する被固定部６８とを備え、該被固定部６８が、前記第１可動基部３７
の固定部５５にネジ止め固定されている。装飾本体６７は、図１６に示す如く、板状の前
面板(別の光透過部)６９と、前面板６９の外周縁から該前面板６９と交差するよう後方に
突出する側面板(第１光透過部)７０とから後方に開口する箱状に形成されて、該装飾本体
６７(第１光透過部材６４)の内部に前記第２光透過部材６６および第１ＬＥＤ基板６５が
収容された状態で配設される。なお、第２光透過部材６６および第１ＬＥＤ基板６５は、
何れも装飾本体６７と略相似形に形成されている。また、装飾本体６７における前面板６
９には、遮光処理により光を透過不能な遮光部で、パチンコ機１０のモチーフに応じた模
様や文字が形成されると共に、その他の部分には光透過度が異なる光透過部が形成されて
おり、後述するＬＥＤ７２,８１の光によって光透過部を裏側から照らすことで、遮光部
で形成された模様や文字の周囲が照明されるようになっている。
【００４６】
　前記装飾本体６７における側面板７０は、前面板６９における遊技盤１７の中央側を向
く端縁(刀身における刃先側)から後方に延出する部分は、図１６に示す如く、後方に向か
うにつれて前面板６９から離間する傾斜面７０ａと、該傾斜面７０ａの延出端から後方に
向けて遊技盤１７の盤面に直交するように延出する垂直面７０ｂとから構成されている。
【００４７】
（第２光透過部材について)
　図９、図１０、図１６に示すように、前記第２光透過部材６６は、前記装飾本体６７に
おける前面板６９がなす輪郭形状に略合致する形状に形成された板状の面板部６６ａと、
該面板部６６ａの外周縁に沿って設けられ、当該面板部６６ａから後方に突出する突出壁
６６ｂとから構成され、全体が光を透過し得る透明に形成される。すなわち、装飾本体６
７の後方開口を介して該装飾本体６７の内側に第２光透過部材６６を収容した際に、面板
部６６ａの前面が前記前面板６９の裏側に対向当接すると共に、突出壁６６ｂが前記側面
板７０に対向するよう配設される。そして、前記第１ＬＥＤ基板６５は、前面を第２光透
過部材６６における突出壁６６ｂの後端面に当接した状態で位置決め固定されて、面板部
６６ａの裏面から基板前面が所定間隔離間する位置に位置決めされるようになっている。
なお、装飾本体６７、第２光透過部材６６および第１ＬＥＤ基板６５は、位置決め突起と
孔とを嵌合する等の位置決め手段により相互に正確に位置決めされると共に、装飾本体６
７に第１ＬＥＤ基板６５をネジ止め固定することで、装飾本体６７と第１ＬＥＤ基板６５
とで第２光透過部材６６が挟持固定される。
【００４８】
(第２光透過部材の光拡散部について)
　次に、前記第２光透過部材６６に設けられる光拡散部の具体的構成について説明する。
図１６、図１７、図１８に示すように、該第２光透過部材６６には、前記装飾本体６７に
おける傾斜面７０ａが設けられる側面板７０に対応する端縁(図４の正面視において遊技
盤１７の中央側を向く右端縁であって、以後の説明においては発光縁と称する場合もある
)に設けられた突出壁(第２光透過部)６６ｂにおいて、面板部６６ａから立上がる内側の
第１面７１ａ側に、前記第１ＬＥＤ基板６５に対向する裏面側および内側(図１６では右
側)に開口するよう形成されて該第１ＬＥＤ基板６５の第１ＬＥＤ７２が嵌り込む収容凹
部７３と、該突出壁６６ｂにおける装飾本体６７の側面板７０(具体的には傾斜面７０ａ)
に対向する外側の第２面７１ｂおよび第１面７１ａとの間で前記収容凹部７３と対応する
位置に形成され、第２面７１ｂに向けて拡開するＶ字状の第１光拡散部７４と、前記収容
凹部７３に連続するように第１面７１ａ側に形成され、第２面７１ｂから離間する外方へ
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突出する三角形状の第２光拡散部７５と、前記第２光拡散部７５に対応する位置に形成さ
れ、前記第１面７１ａから第２面７１ｂに向かうにつれて第１光拡散部７４側に傾斜する
傾斜面(第３反射面７６ａ)を備える第３光拡散部７６と、前記第１光拡散部７４と第２面
７１ｂとの間で前記第３光拡散部７６と対応する位置に形成され、第１面７１ａに向けて
拡開するＶ字状の第４光拡散部７７とを備えている。そして、第２光透過部材６６には、
上記４つの光拡散部７４,７５,７６,７７(但し、第２光拡散部７５については複数が１組
となっている)からなる光拡散部組が、前記発光縁に沿って複数連続して設けられる。
【００４９】
　前記収容凹部７３は、図１７に示すように、発光縁の延在方向に長手が位置する矩形状
を呈し、該収容凹部７３に収容された第１ＬＥＤ７２の発光面と対向する第２面７１ｂ側
の面は、該第１ＬＥＤ７２側に凸となる弧状に形成されて、該弧状面７３ａのレンズ作用
によって光を前記第１光拡散部７４へ集光し得るよう構成される。
【００５０】
(第１光拡散部について)
　前記第１光拡散部７４は、図１６または図１７に示すように、前記収容凹部７３の側方
位置に対応して、前記突出壁６６ｂを前面側へ凹設することで形成された凹部における収
容凹部７３に対向する２つの傾斜面から構成される。ここで、前記第１光拡散部７４を構
成する傾斜面を第１反射面７４ａと指称する。そして、両第１反射面７４ａ,７４ａは、
収容凹部７３における長手方向の中央を通る基準線Ｌ１を基準として第２面７１ｂに向け
てＶ字状となるよう接続し、前記収容凹部７３に収容された第１ＬＥＤ７２からの光が第
１光拡散部７４の各第１反射面７４ａ,７４ａに照射されるようになっている。すなわち
、前記収容凹部７３に収容された第１ＬＥＤ７２から側方へ向けて照射された光は、該収
容凹部７３の弧状面７３ａを透過して前記第１光拡散部７４の第１反射面７４ａに照射さ
れる。そして、前記第１反射面７４ａに照射される光の一部が前記上方または下方(第２
光透過部材６６の長手方向)に向けて反射されるようになっている。また、前記第１反射
面７４ａで反射されることなく側方に透過する光は、該第１反射面７４ａに対する光の入
射角に応じた屈折角で屈折されて前記第４光拡散部７７に向けて照射される。
【００５１】
　なお、実施例における基準線Ｌ１と各第１反射面７４ａとが交差する第２面７１ｂ側の
角度θ１は、略４５°より小さく設定してある。すなわち、基準線Ｌ１と各第１反射面７
４ａとが交差する第１面７１ａ側の角度は略１３５°より大きく設定されて、第１ＬＥＤ
７２から照射された光の第１反射面７４ａに対する反射位置が、基準線Ｌ１から離間する
につれて第２面７１ｂ側へ偏倚するように反射するよう構成される。
【００５２】
(第２光拡散部について)
　前記第２光拡散部７５は、図１７、図１８に示すように、前記収容凹部７３の上下両側
において、該収容凹部７３から離間する方向に連続して複数形成されて、鋸刃状を呈する
よう構成されている。第２光拡散部７５は、対応する光拡散部組を構成する収容凹部７３
を向く面が第１面７１ａ側から第２面７１ｂ側に向かうにつれて該収容凹部７３から離間
するように傾斜しており、該傾斜面を、第２反射面７５ａと指称する。ここで、実施例に
おける第２反射面７５ａと、第２光拡散部７５の第１面７１ａ側の頂部を通り、前記基準
線Ｌ１と平行な基準線Ｌ２とが交差する角度θ２は、略４５°に設定されている。なお、
実施例では、収容凹部７３に最も近接する第２光拡散部７５と該収容凹部７３との間に、
光拡散部組を構成する第２光拡散部群の基端となる傾斜面が形成されており、該傾斜面も
第２光拡散部７５の第２反射面７５ａと同一の機能を有することから、該基端部側の傾斜
面については基端第２反射面７５ａと指称することとする。
【００５３】
　図１７に示すように、前記各第２光拡散部７５は、各第２光拡散部７５における第２反
射面７５ａの第２面７１ｂの側の先端部が前記収容凹部７３から離間するにつれて第２面
７１ｂ側へ変位するよう形成されている。すなわち、隣接する第２光拡散部７５の第２反
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射面７５ａは、第２面７１ｂ側の部位が、前記第１光拡散部７４の第１反射面７４ａと対
向するよう構成されている。従って、前記第１反射面７４ａで反射した光は、第２光拡散
部７５の第２反射面７５ａに照射され、該第２反射面７５ａにおいて側方(第２面７１ｂ
側)へ反射されるようになっている。実施例では、第２光拡散部群の基端となる基端第２
反射面７５ａの先端部が、最も第１面７１ａ側に位置している。
【００５４】
(第３光拡散部について)
　前記第３光拡散部７６は、図１７、図１８に示すように、前記第１光拡散部７４の上下
両側の第２面７１ｂ側に偏倚した位置で第２光拡散部７５の側方に対応する位置の夫々に
設けられる。第３光拡散部７６は、前記突出壁６６ｂを前面側へ凹設することで形成され
、該凹状の第３光拡散部７６は第１光拡散部７４側を向く傾斜面を備える。ここで、前記
第３光拡散部７６を構成する傾斜面を第３反射面７６ａと指称する。また実施例では、第
２光拡散部群の基端第２反射面７５ａおよび該基端第２反射面７５ａに接続する第２光拡
散部７５の第２反射面７５ａの側方に第３反射面７６ａが位置している。
【００５５】
　前記第３反射面７６ａと、該第３反射面７６ａにおける第１面７１ａ側の頂部を通り、
前記基準線Ｌ１と平行な基準線Ｌ３とが交差する角度θ３は、略４５°に設定されている
。すなわち、前記基端第２反射面７５ａおよび第２反射面７５ａで反射した光の一部は、
第３反射面７６ａで第１光拡散部７４側および第４光拡散部７７側に向けて反射されるよ
うになっている。また、前記第３反射面７６ａで反射されることなく側方に透過する光は
、該第３反射面７６ａに対する光の入射角に応じた屈折角で屈折され、第３光拡散部７６
を構成する他の面(実施例では左右方向または上下方向に平行な面)で乱反射して、拡散効
果を高めるようにしている。
【００５６】
(第４光拡散部について)
　前記第４光拡散部７７は、図１７、図１８に示す如く、前記第１光拡散部７４を形成す
る凹部における第２面７１ｂ側の面に形成されたものであって、前記基準線Ｌ１を基準と
して第１面７１ａに向けてＶ字に拡開するよう傾斜する一対の傾斜面を備える。また実施
例では、各傾斜面に接続する別の第４光拡散部７７が形成され、実施例では第１光拡散部
７４の側方に３つの第４光拡散部７７が形成されている。ここで、中央の第４光拡散部７
７を構成する傾斜面および上下両側の別の第４光拡散部７７の各傾斜面を、何れも第４反
射面７７ａと指称するものとする。
【００５７】
　前記中央の第４光拡散部７７を構成する各第４反射面７７ａと、前記基準線Ｌ１とが交
差する角度θ４および上下両側の別の第４光拡散部７７の各第４反射面７７ａと、該第４
反射面７７ａにおける第２面７１ｂ側の端部を通り、前記基準線Ｌ１と平行な基準線Ｌ４

とが交差する角度θ４は、何れも略４５°に設定されている。すなわち、第４光拡散部７
７を構成する一対の第４反射面７７ａ,７７ａは、略９０°で交差するようになっている
。また、中央の第４光拡散部７７における両第４反射面７７ａ,７７ａの交点(第２面７１
ｂ側の頂部)は、上下の各第４光拡散部７７における両第４反射面７７ａ,７７ａの交点(
第２面７１ｂ側の頂部)より第２面７１ｂ側に位置するよう設定されている。すなわち、
前記第３光拡散部７６の第３反射面７６ａで反射した光の一部は、複数の第４反射面７７
ａで第２面７１ｂ側に向けて反射されるようになっている。また、前記第４反射面７７ａ
で反射されることなく凹部内に透過する光は、該第４反射面７７ａに対する光の入射角に
応じた屈折角で屈折され、他の第４反射面７７ａで乱反射して、拡散効果を高めるように
している。
【００５８】
(後方傾斜面について)
　前記突出壁６６ｂにおける第２面７１ｂには、図１６に示す如く、前記第４光拡散部７
７の側方に対向する位置に、装飾本体６７における側面板７０に近接するよう側方に突出
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する突出部７８が形成されている。この突出部７８における前記装飾本体６７の前面板６
９から離間する後面(第２面７１ｂの一部を構成する面)は、前記側面板７０から離間する
につれて前面板６９から離間する傾斜面とされている。ここで、突出部７８に形成された
傾斜面を、後方傾斜面７８ａと指称するものとする。この後方傾斜面７８ａは、第２光透
過部材６６の裏面から前面に向けて略４５°の角度で傾斜するよう設定され、前記第４光
拡散部７７から側方に照射された光の一部は、該後方傾斜面７８ａで前記前面板６９(具
体的には前面板６９と側面板７０との接続部)に向けて反射されるようになっている。
【００５９】
(前側光拡散部について)
　前記第２光透過部材６６における面板部６６ａに、複数の前側光拡散部７９が形成され
ている。この前側光拡散部７９は、図１６または図１８に示す如く、面板部６６ａの裏面
に形成された平坦面７９ａと、面板部６６ａの前面における平坦面７９ａの前方に対向す
る位置に形成されて後方へ円弧状に凹む第５光拡散部８０と、面板部６６ａの裏面におい
て平坦面７９ａを中心として同心円状に形成された複数の第６光拡散部８２とを備える。
平坦面７９ａは、前記第１ＬＥＤ基板６５に配設した第２ＬＥＤ８１の発光面と対向し、
第２ＬＥＤ８１から平坦面７９ａに照射されて該平坦面７９ａを透過した光が、第５光拡
散部８０の円弧面に照射されるようになっている。なお、第５光拡散部８０を構成する円
弧面を、第５反射面８０ａと指称することとする。
【００６０】
　ここで、実施例における第５光拡散部８０の第５反射面８０ａは、当該第５光拡散部８
０を構成する最も外側の第６光拡散部８２に向けて光を反射可能な角度に設定される。従
って、第５光拡散部８０で反射した光は、複数の第６光拡散部８２に照射されるようにな
っている。
【００６１】
　前記各第６光拡散部８２は、図１６に示す如く、断面形状が前方に向けて凹む略三角形
状の溝から構成される。前記前側光拡散部７９では、各第６光拡散部８２における各前端
部が前記平坦面７９ａから離間するにつれて前側へ変位するよう形成されている。また第
６光拡散部８２は、平坦面７９ａを向く面が後側から前側に向かうにつれて平坦面７９ａ
から離間するように傾斜しており、該傾斜面を、第６反射面８２ａと指称する。ここで、
実施例における第６反射面８２ａと、該第６反射面８２ａの前端部を通る基準線Ｌ６とが
交差する角度θ６は、略４５°に設定されている。すなわち、各第６光拡散部８２の各第
６反射面８２ａは、前記第５光拡散部８０を向くよう構成されている。従って、前記第５
光拡散部８０の第５反射面８０ａで反射した光は、第６光拡散部８２の第６反射面８２ａ
に照射され、該第６反射面８２ａにおいて前方へ反射されるようになっている。
【００６２】
(第１ＬＥＤ基板について)
　前記第１ＬＥＤ基板６５には、前記第２光透過部材６６に形成された各収容凹部７３に
対応する位置に、側方へ向けて光を照射する姿勢で第１ＬＥＤ(発光体)７２が設けられて
いる。また第１ＬＥＤ基板６５には、第２光透過部材６６の面板部６６ａに形成された各
前側光拡散部７９における平坦面７９ａに対応する位置に、前方へ向けて光を照射する姿
勢で第２ＬＥＤ８１が設けられている。すなわち、第１ＬＥＤ７２および第２ＬＥＤ８１
を発光することで、前記１の可動体３４における第１装飾体部３６は、前記光拡散部を介
して前方および側方(遊技盤１７の中央を向く側方)が明輝するよう構成される。なお、実
施例では、第１ＬＥＤ基板６５における第２光透過部材６６の光拡散部が形成されていな
い位置にもＬＥＤが配設されており、光拡散部を介することなく第１装飾体部３６の前側
(具体的には装飾本体６７の前面板６９)を異なる態様で明輝し得るようになっている。前
記各ＬＥＤ６５,８１は、発光色が単色のものであってもよく、また複数色を発光し得る
ものであってもよい。
【００６３】
　前記第１ＬＥＤ基板６５の前面には、前記固定部５５側の端部(下端部)に、該第１ＬＥ
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Ｄ基板６５に沿って下方側からコネクタを接続可能なコネクタ受け部６５ａが設けられて
いる。このコネクタ受け部６５ａには、第１配線Ｈ１の一端がコネクタ接続され、該第１
配線Ｈ１は、第１光透過部材６４と固定部５５との隙間から第１可動基部３７の本体部３
７ａ前側に引き込まれるようになっている。そして、前記第１支持部材３３の内部から、
前記第１カバー体４０の前板４０ａに形成した配線口４０ｆを介して第１配線Ｈ１が外部
に引き出される。また、第１支持部材３３の外部に引き出された第１配線Ｈ１は、前記第
１モータ３５および第１位置検出センサ５０から導出された配線と纏められた後、前記設
置部材２８の裏側に設けた設置部に配設された図示しない中継基板(基板)に接続される。
【００６４】
（第１配線について)
　前記第１配線Ｈ１は、前記第１光透過部材６４と固定部５５との隙間から第１可動基部
３７の本体部３７ａと第１カバー体４０の前板４０ａとの間の前記案内壁６３,６３間に
引き込まれた後、図１４、図１５に示す如く、前記左第２軸受部４０ｄの近傍において前
記配線口４０ｆから外部に引き出され、第１カバー体４０(前板４０ａ)の前側で第１の可
動体３４の揺動軸線(正面視において左第２軸受部４０ｄ)を囲むように環状に巻かれるよ
う構成されており、該環状に巻かれた部分が第１移動許容部(移動許容部)８３として機能
するようになっている。また、第１配線Ｈ１における第１移動許容部８３より基板接続部
側の部位が、前記第１カバー体４０における前板４０ａの前面に形成されたカバー側配線
止め部(保持部)８４に結束具(保持手段)８４ａを介して結束されて移動しないように保持
されている。なお、カバー側配線止め部８４による第１配線Ｈ１の保持位置は、前記第１
の可動体３４の待機位置において前記配線口４０ｆを挟んで第１装飾体部３６とは反対側
(第１配線Ｈ１の本体部３７ａおよび前板４０ａとの間への引き込み部とは反対側)に設定
されて、第１移動許容部８３が正面視において環状を保持し得るようになっている。なお
、図１５では、第１支持部材３３の第１カバー体４０を省略して示している。
【００６５】
　前記環状の第１移動許容部８３は、前記第１の可動体３４の待機位置において、該第１
配線Ｈ１が断線しない所要の負荷が加わった初期状態を保持し、図１５(ｂ)に示す如く、
該第１の可動体３４が待機位置から作動位置へ揺動する際に径が大きくなることで、前記
負荷が低減する許容状態へと状態変化するよう構成される。すなわち、第１の可動体３４
は、待機位置から右方へ移動して作動位置に至るように移動することから、第１移動許容
部８３は、配線口４０ｆから引き出された第１配線Ｈ１が、第１の可動体３４の揺動軸線
(左第２軸受部４０ｄ)の回りを右側－下側－左側－上側の順で通る右回りに巻かれる。こ
れにより、第１の可動体３４が待機位置から作動位置へ揺動する際には、第１移動許容部
８３におけるカバー側配線止め部８４に固定される側に対して前記第１ＬＥＤ基板６５の
接続側が右方に移動することで、該第１移動許容部８３は径が大きくなる方向に変化する
。なお、第１移動許容部８３の初期状態において、該移動許容部８３の内径は前記左第２
軸受部４０ｄの外径より充分に大きく設定される。
【００６６】
　前記第１移動許容部８３は、第１配線Ｈ１を環状に巻いた際の交差部において、第１Ｌ
ＥＤ基板６５側に引き回される第１部位８３ａが、前記カバー側配線止め部８４に保持さ
れる側に引き回される第２部位８３ｂに対して第１可動基部３７の本体部３７ａ側である
第１の可動体３４の揺動領域側で重なっている。すなわち、実施例では第１部位８３ａに
対して第２部位８３ｂが前側で重なるよう構成され、第１の可動体３４の揺動に際して第
１移動許容部８３の状態が変化する際に、第１部位８３ａが前側へ変位するのを第２部位
８３ｂで抑制するようになっている。
【００６７】
(第２可動演出装置について)
　図４～図８、図１９および図２０に示すように、前記第２可動演出装置Ｍ２は、基本的
な構成は前記第１可動演出装置Ｍ１と同じであって、該第２可動演出装置Ｍ２は、前記設
置部材２８に取付けられる第２の本体をなす第２支持部材８５と、該第２支持部材８５に
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支持されて遊技盤１７の盤面に沿って所要の動作を行ない得る第２の可動体８６と、第２
支持部材８５の後側に配設されて第２の可動体８６を駆動する第２の駆動手段としての第
２モータ８７とを備えている。第２可動演出装置Ｍ２および第１可動演出装置Ｍ１とでは
、基本的な構成において、支持部材３３,８５に対するモータ３５,８７の配設位置を前後
に異ならせて、両可動演出装置Ｍ１,Ｍ２を設置部材２８に配設した際の前後寸法の大型
化を抑制するようになっている。
【００６８】
　前記第２の可動体８６は、図１９、図２０に示すように、槍の穂先部を模した長尺な形
状に形成された第２装飾体部８８と、該第２装飾体部８８の長手方向の一端に設けられて
前記第２支持部材８５に揺動可能に支持される第２可動基部(可動基部)８９とから構成さ
れる。第２支持部材８５は、設置部材２８の右対向面壁３１ｄと下対向面壁３１ｂとが交
差する隅部(箱状本体２９の下右隅部)に突設された複数の第２取付突部９０の前端にネジ
止め固定されて、該第２支持部材８５に支持されている第２の可動体８６は、通常時には
設置部材２８の右開口端に沿って上下方向に延在する姿勢(図４参照)となる待機位置に保
持されている。前記第２取付突部９０の前端位置は、前記第１取付突部３８の前端位置よ
り前方に位置し、該第２取付突部９０の前端に第２支持部材８５を固定した状態で、図６
に示す如く、該第２支持部材８５の裏面と対向面壁３１との間に、第２モータ８７を収容
可能な空間を確保し得るよう構成される。
【００６９】
　また、第２の可動体８６は、後述する作動位置において前記窓口２３ａの対応する右端
縁部から図柄表示装置１３における表示部１３ａの略中央まで延出する大型のものであり
(図２参照)、該第２の可動体８６は、作動位置において前記第１の可動体３４と相互に干
渉しないように、当該第２の可動体８６が移動する第２の移動領域が、前記第１の可動体
３４が移動する第１の移動領域の前側に離間するよう設定される。すなわち、前記第２取
付突部９０の前端に第２支持部材８５を固定した状態で、第２の可動体８６は、前記設置
空間Ｓにおいて第１の可動体３４が移動する第１の移動領域に対して遊技盤１７側に偏倚
した第２の移動領域を遊技盤１７の盤面に沿って移動するよう構成される。実施例では、
設置空間Ｓの前後方向の中間より前側を第２の可動体８６が移動するようになっている。
なお、実施例では、図１に示すように、前記第２の可動体８６が待機位置にある状態にお
いて、該第２の可動体８６の前側に前記枠状装飾部材２３が位置するよう構成されており
、該枠状装飾部材２３で第２の可動体８６の大部分(右側部)が覆われている。
【００７０】
(第２支持部材について)
　図１９および図２０に示す如く、前記第２支持部材８５は、前記設置部材２８の対向面
壁３１(箱状本体２９の下右隅部)に取付けられる第２取付ベース体９１と、該第２取付ベ
ース体９１の前面に取付けられる第２カバー体９２とから構成される。第２取付ベース体
９１の裏面に、前記第２の可動体８６を揺動させる前記第２モータ８７が、出力軸を第２
支持部材８５の内部に臨ませるように裏側から配設される。第２取付ベース体９１は、平
板状に形成された後板(第２対向板)９１ａの外周縁部に前方に向けて側壁９１ｂを突設し
た前方に開口する箱状に形成される。また第２カバー体９２は、平板状に形成された前板
(第１対向板)９２ａの外周縁部に後方に向けて側壁９２ｂが突設されている。そして、第
２取付ベース体９１と第２カバー体９２とを、後板９１ａおよび前板９２ａを対向して両
側壁９１ｂ,９２ｂの端部を当接するように組付けることで、第２取付ベース体９１と第
２カバー体９２との間に第２収容空間Ｓ２が画成されるようになっている(図６,図２１参
照)。なお、第２取付ベース体９１および第２カバー体９２は、何れも合成樹脂材から形
成されている。
【００７１】
(第２取付ベース体について)
　前記第２取付ベース体９１における後板９１ａの裏面には、図８,図１９に示すように
平板状の第２補強板金９３が複数のネジを介してネジ止め固定されると共に、該第２補強
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板金９３に配設されて前方に突出する第２支持軸９３ａが、後板９１ａに形成した中心通
孔９１ｃに挿通されて前記第２収容空間Ｓ２に臨んでいる。そして、前記第２の可動体８
６の第２可動基部８９に形成されて前後に貫通する軸孔１０７ａに第２支持軸９３ａを挿
通することで、該第２の可動体８６が第２取付ベース体９１(第２支持部材８５)に対して
前後方向に沿う第２支持軸９３ａ(回転軸)を中心として左右方向に揺動可能に支持される
。なお、前記中心通孔９１ｃは、第２支持軸９３ａの直径より大きな内径に設定されて、
前記第２の可動体８６の第２可動基部８９に形成された後述する支持突部８９ａの挿入を
許容するようになっている。また、第２取付べース体９１の側壁９１ｂは、図１９および
図２０に示すように、後板９１ａの上側において所定長さに亘って切欠かれており、この
切欠部９１ｄにおいて前記第２支持部材８５の第２収容空間Ｓ２は外部に開口し、この切
欠部９１ｄから第２の可動体８６における第２装飾体部８８が外部に延出するよう構成さ
れる。
【００７２】
　前記第２取付べース体９１における後板９１ａの前面には、図１９に示す如く、前記中
心通孔９１ｃを中心とする所定直径で円弧状の２つの補強リブ９４,９５が同心状に突設
されている。外側に位置する外補強リブ９４および内側に位置する内補強リブ９５に、複
数の後受部(第１の受部)９６,９７が設けられる。実施例では、外補強リブ９４に、３つ
の外後受部９６が周方向に９０°の角度間隔で設けられるのに対し、内補強リブ９５には
、１つの内後受部９７が、外補強リブ９４において周方向に１８０°の角度間隔で隣り合
う２つの外後受部９６,９６の間において、残る１つの外後受部９６と中心通孔９１ｃを
挟んで対向する位置に設けられる。すなわち、外補強リブ９４および内補強リブ９５に設
けられた合計４つの後受部９６,９６,９６,９７は、中心通孔９１ｃの中心から各後受部
９６,９６,９６,９７を通る放射線が周方向に９０°の角度間隔となるように設けられる
。
【００７３】
　前記各後受部９６,９７には、前側に開口する凹部９６ａ,９７ａが形成されて、該凹部
９６ａ,９７ａに前側から後球体(第２転動体)９８が転動自在に遊嵌されて、該後球体９
８の後受部９６,９７から前方に突出する部分が前記第２可動基部８９の裏面(他方の面)
に転動自在に接触するよう構成される(図２２(ａ)参照)。前記後球体９８としては、該後
球体９８が接触する第２可動基部８９より硬い材質のものが好適に使用され、実施例では
ステンレス製の球体が用いられる。なお、前記第２取付ベース体９１における後板９１ａ
には、前記外補強リブ９４と内補強リブ９５との間に、周方向に離間する一対の片部から
なるバネ用係止部９９が前方に向けて突設され、該バネ用係止部９９に後述する第２捻り
コイルバネ１１１の一方の係合片が係止するよう構成される。
【００７４】
　前記第２取付ベース体９１には、前記内後受部９７を挟んで中心通孔９１ｃとは反対側
に位置する右側の側壁９１ｂに、前記外補強リブ９４より内側(中心通孔９１ｃ側)まで突
出する規制部１００が設けられている(図２３参照)。この規制部１００は、第２支持部材
８５に対して第２の可動体８６が揺動された際に、前記第２可動基部８９に設けた後述す
る規制壁１０６ｃ,１０６ｄが規制部１００に当接することで、第２の可動体８６の揺動
範囲を制限するようになっている(図２５参照)。
【００７５】
　前記第２取付ベース体９１における後板９１ａの下端部側の裏面に前記第２モータ８７
が配設され、該モータ８７における後板９１ａ前側に延出する出力軸に板状の第２駆動歯
車１０１が前記第２収容空間Ｓ２に臨むように配設される。また、後板９１ａの下端部に
おける第２駆動歯車１０１の配設位置に隣接する部位には、前記第２の可動体８６の揺動
位置を検出する第２位置検出センサ１０２が取付けられている。この第２位置検出センサ
１０２として、実施例では受光素子と発光素子とを備えた光学式センサを採用しているが
、これに限らず、磁気センサやマイクロスイッチ、その他従来公知のセンサを第２の可動
体側に設けられる被検出部(後述)に応じて採用することができる。なお、第２位置検出セ
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ンサ１０２から導出する配線(図示せず)は、後板９１ａに形成した通孔９１ｅを介して外
部に引き出されている。
【００７６】
　前記第２取付ベース体９１には、前記第２モータ８７および第２位置検出センサ１０２
の配設位置に近接する側壁９１ｂの外側に配線フック１０４が設けられ、前記第２位置検
出センサ１０２から導出する配線および第２モータ８７から導出する配線が纏めて該配線
フック１０４に係止された状態で裏側から前側へ側壁９１ｂ外面に沿って引き回されてい
る。また、第２取付ベース体９１における下側の側壁９１ｂには、該側壁９１ｂの外面と
によって前後方向に貫通する通路１０５ａを画成する案内部１０５が設けられ、前記配線
フック１０４に係止されて一旦前側に引き回された配線は、該通路１０５ａに挿通されて
裏側へ引き出されるようになっている。
【００７７】
(第２カバー体について)
　前記第２カバー体９２の前板９２ａは、前記第２取付ベース体９１における案内部１０
５の上側の開口部分を覆い得る寸法および形状に形成されており、第２取付ベース体９１
の前側に第２カバー体９２をネジ止め固定することで、内部に前記第２収容空間Ｓ２が画
成される。また第２カバー体９２における前板９２ａの裏面には、前記第２の可動体８６
の軸孔１０７ａに挿通されて前側に突出する前記第２支持軸９３ａの先端を支持する右第
１軸受部９２ｃが形成してある。また前板９２ａの裏面には、右第１軸受部９２ｃを囲繞
する筒状で後方に開口する右第２軸受部９２ｄが所要長さで突設され、該右第２軸受部９
２ｄには、第２の可動体８６の軸孔１０７ａが形成される後述する軸支部１０７の前端が
回動自在に挿入されるようになっている(図２１参照)。
【００７８】
　前記第２カバー体９２における前板９２ａの裏面に、図２０に示す如く、前記右第１軸
受部９２ｃを中心として所要直径で環状の外突条部９２ｅが突設されると共に、該外突条
部９２ｅより内側(右第１軸受部９２ｃ側)の前板９２ａ裏面に、外突条部９２ｅと同心で
円弧状の内突条部９２ｆが突設されている。内・外の突条部９２ｅ,９２ｆには、図２２(
ｂ)に示す如く、前記第２の可動体８６における第２可動基部８９に設けた後述する前球
体１１９が転動自在に接触するよう構成される。実施例では、外突条部９２ｅおよび内突
条部９２ｆは、前記第２取付ベース体９１の対応する外補強リブ９４および内補強リブ９
５と夫々同一直径で形成されて、外突条部９２ｅは、第２可動基部８９を挟んで前記各外
後受部９６に遊嵌されている後球体９８の前方に臨み、内突条部９２ｆは、第２可動基部
８９を挟んで前記内後受部９７に遊嵌されている後球体９８の前方に臨むようになってい
る。
【００７９】
(第２の可動体について)
　図１９または図２０に示すように、前記第２の可動体８６は、前記第２支持部材８５に
対して第２取付ベース体９１の後板９１ａおよび第２カバー体９２の前板９２ａとの対向
方向と交差する方向に回動自在に枢支される前記第２可動基部８９と、該第２可動基部８
９に取付けられた前記第２装飾体部８８とから構成される。そして、前記第２支持部材８
５に配設された前記第２モータ８７を正逆方向に駆動することで、第２の可動体８６は前
記第２支持軸９３ａを中心として揺動するよう構成されている。
【００８０】
(第２可動基部について)
　前記第２可動基部８９は、図１９、図２３に示すように、略円盤状に形成された本体部
１０９における外周縁部に、前方に向けて側壁１０６ａ,１０６ｂ,１０６ｃ,１０６ｄが
突設されている。本体部１０９の略中央には、壁を凹ませることで後方に向けて突出する
支持突部８９ａが設けられると共に、該支持突部８９ａの中心から前方に向けて筒状の軸
支部１０７が突設され、該軸支部１０７に穿設された前後に貫通する軸孔１０７ａに、前
記第２支持軸９３ａが回動自在に挿通される。すなわち、第２可動基部８９は、軸支部１
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０７の軸孔１０７ａに挿通された第２支持軸９３ａを中心として回動可能に第２支持部材
８５に支持される。また、本体部１０９の支持突部８９ｂが、第２取付ベース体９１の前
記中心通孔９１ｃに回動自在に挿入されると共に、軸支部１０７の前端が、第２カバー体
９２の右第２軸受部９２ｄに回動自在に挿入されることで、第２支持部材８５に対して第
２可動基部８９を安定して回動自在に支持するよう構成される(図２１参照)。
【００８１】
　前記軸支部１０７は、図２１に示す如く、支持突部８９ｂより小径に設定されて、支持
突部８９ｂの前側に画成される凹部の内側と軸支部１０７との間には略筒状の溝部１０８
が形成されるようになっている。また軸支部１０７は、前記側壁１０６ａ,１０６ｂ,１０
６ｃ,１０６ｄより前方に突出する寸法に設定される。そして、第２取付べース体９１に
第２カバー体９２を組付けた状態で、軸支部１０７の前端が前記右第２軸受部９２ｄに挿
入されると共に、該右第２軸受部９２ｄの後端が、前記溝部１０８内に臨むよう構成され
る。
【００８２】
　前記第２可動基部８９の本体部１０９は、図２３に示す如く、軸孔１０７ａを中心とし
て外径が異なる大径部１０９ａと小径部１０９ｂとが設けられており、大径部１０９ａの
外周縁部に設けられた側壁を大径側壁１０６ａと指称し、小径部１０９ｂの外周縁部に設
けられた側壁を小径側壁１０６ｂと指称する。また小径側壁１０６ｂにおける周方向両端
と対応する大径側壁１０６ａの端部とを連設する一方の側壁を第１規制壁１０６ｃ、他方
を第２規制壁１０６ｄと夫々指称する。前記小径部１０９ｂにおける外周縁をなす円弧の
中心角、すなわち小径側壁１０６ｂの周方向の長さは、前記第２取付べース体９１の規制
部１００の周方向の長さより大きく設定され、第２可動基部８９を第２支持部材８５に配
設した状態で、両規制壁１０６ｃ,１０６ｄの間に規制部１００が位置するよう構成され
る。そして、第２の可動体８６の前記待機位置において規制部１００に第１規制壁１０６
ｃが当接することで第２の可動体８６の揺動が規制されており(図２５(ａ)参照)、該待機
位置から第２の可動体８６が左方向に傾倒するよう揺動して規制部１００に第２規制壁１
０６ｄが当接することで第２の可動体８６の揺動が規制されるようになっている。なお、
以下の説明では、第２規制壁１０６ｄが規制部１００に当接して第２の可動体８６の揺動
が規制される位置を作動位置(図２６(ｂ)参照)と指称する。すなわち、第２の可動体８６
は待機位置と作動位置との間で揺動される。また、小径部１０９ｂにおける外周縁をなす
円弧の中心角は、第２支持部材８５に対して第２可動基部８９を揺動自在に支持する周方
向に隣り合う２つの前球体１１９,１１９間の中心角および後球体９８,９８間の中心角よ
り大きく設されている。
【００８３】
　前記第２可動基部８９における本体部１０９には、前記軸支部１０７を囲う溝部１０８
に連通すると共に前後方向に貫通する扇形の通孔８９ｂが形成されており、該通孔８９ｂ
内に、前記第２取付ベース体９１に設けたバネ用係止部９９が臨んでいる。また、本体部
１０９の前面には、溝部１０８および通孔８９ｂの内周縁から前方に突出するように画壁
部１１０が突設されると共に、該画壁部１１０には、通孔８９ｂの形成位置から周方向に
離間する所要位置に、溝部１０８に連通するバネ用係止部１１０ａが凹設されている。そ
して、コイル部に軸支部１０７が挿通されるように配設した第２捻りコイルバネ１１１の
一方の係合片が、第２取付ベース体９１のバネ用係止部９９に係止されると共に、該第２
捻りコイルバネ１１１の他方の係合片が、画壁部１１０のバネ用係止部１１０ａに係止さ
れており、第２の可動体８６は、第２捻りコイルバネ１１１によって常には待機位置に向
けて付勢されるようになっている。
【００８４】
　なお、前記第２取付ベース体９１に第２カバー体９２を組付けた状態で、図２１に示す
如く、前記右第２軸受部９２ｄの後端が画壁部１１０の内側において溝部１０８内に臨み
、該右第２軸受部９２ｄで第２捻りコイルバネ１１１の前方への移動を規制するようにな
っている。
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【００８５】
　前記第２の可動体８６の待機位置において、前記第２支持軸９３ａの上方に臨む前記大
径側壁１０６ａに、周方向に所要長さの切欠部１１２が形成されると共に、該切欠部１１
２に対応する本体部１０９に、径方向外方に延在する固定部１０３が一体に設けられる。
固定部１０３は、第２取付ベース体９１における後板９１ａの外周縁から外方に突出しな
い寸法に設定される。また固定部１０３には、図２０に示す如く、突出端側において左右
方向に離間して複数(実施例では２つ)の筒受部１１４が形成されると共に、各筒受部１１
４にはネジ挿通用の通孔１１４ａが形成されている。更に、本体部１０９には、固定部１
０３と前記画壁部１１０との間であって、後述する複数の外前受部１１７を通る第１仮想
円Ｔ１の内側位置に、ネジ挿通用の通孔１０９ｃが形成されている。
【００８６】
　前記第２可動基部８９の本体部１０９における裏面(他方の面)に、前記第２取付ベース
体９１に設けた前記外補強リブ９４および内補強リブ９５と対向する位置に円弧状の外突
条部１１５および内突条部１１６が夫々突設される。そして、内・外の突条部１１５,１
１６には、図２２(ａ)に示す如く、前記第２取付ベース体９１の内・外の後受部９６,９
７に遊嵌されている後球体９８が転動自在に接触するよう構成される。また、本体部１０
９における前面(一方の面)には、図２３に示す如く、前記大径部１０９ａにおける外周縁
部近傍に、前側に突出すると共に前側に開口する凹部１１７ａが形成された外前受部(第
２の受部)１１７が周方向に離間して設けられると共に、前記小径部１０９ｂにおける外
周縁部近傍に、前側に突出すると共に前側に開口する凹部１１８ａが形成された内前受部
(第２の受部)１１８が設けられている。実施例では、大径部１０９ａに、３つの外前受部
１１７が周方向に９０°の角度間隔で設けられるのに対し、小径部１０９ｂには、１つの
内前受部１１８が、大径部１０９ａにおいて周方向に１８０°の角度間隔で隣り合う２つ
の外前受部１１７,１１７の間において、残る１つの外前受部１１７と軸孔１０７ａを挟
んで対向する位置に設けられる。すなわち、大径部１０９ａおよび小径部１０９ｂに設け
られた合計４つの前受部１１７,１１７,１１７,１１８は、軸孔１０７ａの中心から各前
受部１１７,１１７,１１７,１１８を通る放射線が周方向に９０°の角度間隔となるよう
に設けられる。
【００８７】
　内・外の各前受部１１７,１１８には、凹部１１７ａ,１１８ａに前側から前球体(第１
転動体)１１９が転動自在に遊嵌されて、図２２(ｂ)に示す如く、該前球体１１９の各前
受部１１７,１１８から前方に突出する部分が前記第２カバー体９２の対応する前記内・
外の突条部９２ｅ,９２ｆに転動自在に接触するよう構成される。すなわち、第２可動基
部８９の本体部１０９は、前後両側で夫々複数の球体９８,１１９により回動自在に支持
されて、前記第２支持軸９３ａを中心に第２可動基部８９が揺動する際には、後球体９８
および前球体１１９に接触した状態で安定して揺動するよう構成されている。なお、各前
受部１１７,１１８の本体部１０９からの突出寸法は、前記側壁１０６ａ,１０６ｂ,１０
６ｃ,１０６ｄより長く設定されて、各側壁１０６ａ,１０６ｂ,１０６ｃ,１０６ｄの前端
が第２カバー体９２の裏面に接触しないようにしてある。なお、前球体１１９としては、
該前球体１１９が接触する第２カバー体９２より硬い材質のものが好適に使用され、実施
例ではステンレス製の球体が用いられる。
【００８８】
　前記第２の可動体８６の待機位置において第２可動基部８９の裏面に接触する各後球体
９８は、図２３に示す如く、該第２可動基部８９の前面に配設されて周方向(第２の可動
体８６の移動方向)に隣り合う前球体１１９,１１９の中間に臨むように設定される。すな
わち、後球体９８および前球体１１９は、夫々４つ球体が周方向に９０°の角度間隔で配
置されているから、待機位置における正面視において、前球体１１９と周方向に隣り合う
後球体９８とは４５°の角度間隔で臨むようになっている。なお、４つの後球体９８の内
の２つは、第２の可動体８６の待機位置および作動位置において、第２可動基部８９に配
設される第２装飾体部８８の長手方向に略整列するように前記第２支持軸９３ａを挟む両
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側に位置している。また、前記外前受部１１７および外後受部９６に遊嵌されて第２可動
基部８９を前後から支持する外側の前球体１１９および外側の後球体９８の夫々は、第２
可動基部８９の小径部１０９ｂの外周(具体的には小径側壁１０６ｂの外周)を通り、軸支
部１０７を中心(第２の可動体８６の回転中心)とする第２仮想円Ｔ２より外側に位置して
、該第２可動基部８９を安定して支持し得るよう構成されている。
【００８９】
　前記第２可動基部８９の本体部１０９における大径側壁１０６ａには、前記切欠部１１
２から周方向に離間した位置に、前記第２駆動歯車１０１と噛合する歯車部８９ｃが所定
角度範囲で形成されている。すなわち、前記第２モータ８７を駆動して第２駆動歯車１０
１を正転および逆転方向に回転することで、第２可動基部８９(第２の可動体８６)は前記
第２支持軸９３ａを中心として左右方向に揺動する。実施例では、歯車部８９ｃを備えた
第２可動基部８９が、板状の可動ギヤとして機能する。
【００９０】
　前記第２可動基部８９の歯車部８９ｃには、径方向外方に延出する前記被検出部として
の第１位置検出片１２０ａおよび第２位置検出片１２０ｂが周方向に離間して形成されて
いる。両位置検出片１２０ａ,１２０ｂは、前記第２位置検出センサ１０２の発光素子と
受光素子との間に臨み得る位置に設けられており、前記第２可動基部８９の揺動に伴って
該発光素子と受光素子との間を位置検出片１２０ａ,１２０ｂが移動し得るようになって
いる。そして、第１位置検出片１２０ａを第２位置検出センサ１０２で検出した際には、
前記待機位置に第２の可動体８６が位置し(図２３,図２５(ａ)参照)、第２位置検出片１
２０ｂを第２位置検出センサ１０２が検出した際には、前記作動位置に第２の可動体８６
が位置している(図２５(ｂ)の参照)。そして、前記第２位置検出センサ１０２が検出する
第２の可動体８６の位置に基づいて、図示しない制御手段により第２モータ８７が駆動制
御されるよう構成される。なお、歯車部８９ｃに形成する位置検出片を１つとし、前記第
１可動演出装置Ｍ１と同様に、第２位置検出センサ１０２で位置検出片を検出した位置を
基準として制御手段が第２モータ８７を駆動制御する態様としてもよい。
【００９１】
(第２装飾体部について)
　前記第２装飾体部８８は、図１９、図２０に示す如く、装飾ベース１２１と、該装飾ベ
ース１２１の裏側に配設された第２ＬＥＤ基板(電気部品)１２２と、装飾ベース１２１お
よび第２ＬＥＤ基板１２２の間に配設されたレンズカバー１２３および装飾ベース１２１
の前側に配設された複数の装飾品１２４とから基本的に構成されて、装飾ベース１２１の
長手方向の一端が前記第２可動基部８９の固定部１０３および本体部１０９にネジ止め固
定される。
【００９２】
　前記装飾ベース１２１は、光透過性を有する合成樹脂材により槍の穂先部を模した形状
に形成されると共に、全体が前方に膨出するよう形成された装飾本体１２５と、該装飾本
体１２５の長手方向の一端から外方に延出する被固定部１２６とを備える。装飾本体１２
５における被固定部１２６側の端部には、前記第２可動基部８９の固定部１０３に設けた
前記各筒受部１１４に対応する固定用ボス１２７が後側に向けて突設されており、該固定
用ボス１２７を対応する筒受部１１４に夫々前側から嵌挿することで、第２可動基部８９
に対して装飾ベース１２１(第２装飾体部８８)が位置決めされる。また各固定用ボス１２
７にネジ孔１２７ａが形成されると共に、前記被固定部１２６の延出端側にネジ孔１２６
ａが形成されており、各筒受部１１４および本体部１０９に形成した各通孔１１４ａ,１
０９ｃに後側から挿通したネジを、対応する固定用ボス１２７のネジ孔１２７ａおよび被
固定部１２６のネジ孔１２６ａに螺挿することで、第２可動基部８９に対して装飾ベース
１２１(第２装飾体部８８)が位置決め固定される。第２可動基部８９に対して装飾ベース
１２１の被固定部１２６は、前記固定用ボス１２７を筒受部１１４に嵌挿した状態で、図
２３に示す如く、前記複数の外前受部１１７を通る第１仮想円Ｔ１より内側(軸支部側)に
延出しており、この延出部分において本体部１０９に被固定部１２６がネジ止めされてい
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る。また実施例では、前記通孔１０９ｃは、被固定部１２６を挟んで周方に隣り合う一対
の外前受部１１７,１１７に遊嵌された前球体１１９,１１９を結ぶ仮想支持ラインＴ３よ
り軸支持側に設けられ、第２可動基部８９に対して装飾ベース１２１は、該仮想支持ライ
ンＴ２の内側と外側とで夫々ネジ止め固定されている。
【００９３】
　前記装飾ベース１２１の前面の一部分には、遮光処理により光を透過不能な遮光部が設
けられており、後述するＬＥＤ１２２ａの光が遮光部で遮られることで、装飾ベース１２
１の前面に所要の模様が明輝表示されるようになっている。すなわち、遮光処理されてい
ない領域が、ＬＥＤ１２２ａからの光を透過可能な光透過部として機能する。なお、遮光
処理としては、装飾ベース１２１に塗装を施したり、アルミ等の金属を蒸着することで実
現でき、また光を透過不能な部材を別途取付けることにより実現することも可能である。
【００９４】
　前記装飾ベース１２１には、図１９、図２０に示す如く、前後方向に貫通する開口部分
１２１ａが長手方向に離間して複数箇所に形成され、各開口部分１２１ａには、前記レン
ズカバー１２３が裏側から夫々嵌合されている。前記第２ＬＥＤ基板１２２は、前記装飾
ベース１２１と略相似形で、裏側に隠れる寸法に設定され、該第２ＬＥＤ基板１２２と装
飾ベース１２１とでレンズカバー１２３が挟まれる。第２ＬＥＤ基板１２２の前面には、
各レンズカバー１２３と対応する位置、および装飾ベース１２１の光透過部に対応する位
置の夫々に複数のＬＥＤ１２２ａが実装されており、該ＬＥＤ１２２ａの光がレンズカバ
ー１２３および光透過部を介して前側に照射されるよう構成してある。なお、ＬＥＤ１２
２ａは、発光色が単色のものであってもよく、また複数色を発光し得るものであってもよ
い。
【００９５】
　前記第２ＬＥＤ基板１２２の前面には、前記固定部１０３側の端部に、該第２ＬＥＤ基
板１２２に沿って下方側からコネクタを接続可能なコネクタ受け部１２２ｂが設けられて
いる。このコネクタ受け部１２２ｂに一端が接続する第２配線Ｈ２は、装飾ベース１２１
と固定部１０３との隙間から第２可動基部８９の本体部１０９前側に引き出されるように
なっている。前記第２カバー体９２の前板９２ａには、図２０に示す如く、前記外突条部
９２ｅの内側位置に、前後方向に貫通する配線口９２ｇが周方向に所要長さで形成されて
おり、該配線口９２ｇを介して前記第２配線Ｈ２が第２支持部材８５の外部に引き出され
る。また、第２支持部材８５の外部に引き出された第２配線Ｈ２は、図２４に示す如く、
前記案内部１０５の通路１０５ａから裏側に引き出された後、前記設置部材２８の裏側に
設けた設置部に配設された図示しない中継基板(基板)に接続される。
【００９６】
（第２配線について)
　前記第２配線Ｈ２の引き回し形態は、前記第１配線Ｈ１の引き回し形態と基本的に同じ
である。すなわち、第２配線Ｈ２は、前記装飾ベース１２１と固定部１０３との隙間から
第２可動基部８９の本体部１０９と第２カバー体９２の前板９２ａとの間に引き込まれた
後、前記右第２軸受部９２ｄの近傍において前記配線口９２ｇから外部に引き出され、第
２カバー体９２(前板９２ａ)の前側で第２の可動体８６の揺動軸線(正面視において右第
２軸受部９２ｄ)を囲むように環状に巻かれるよう構成されており、該環状に巻かれた部
分が第２移動許容部(移動許容部)１２８として機能するようになっている。また、第２移
動許容部１２８より基板接続部側の部位が、図２４に示す如く、前記第２カバー体９２に
おける前板(保持部)９２ａの前面に、粘着テープ等からなる保持手段１２９によって移動
しないように保持されている。なお、保持手段１２９による第２配線Ｈ２の保持位置は、
前記第２の可動体８６の待機位置において前記配線口９２ｇを挟んで第２装飾体部８８と
は反対側(第２配線Ｈ２の本体部１０９および前板９２ａとの間への引き込み部とは反対
側)に設定されて、第２移動許容部１２８が正面視において環状を保持し得るようになっ
ている。また実施例では、第２配線Ｈ２は、前記案内部１０５の通路１０５ａへ引き込ま
れる直前でも保持手段１２９で保持されている。なお、図２５では、第２支持部材８５の
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第２カバー体９２を省略して示している。
【００９７】
　前記環状の第２移動許容部１２８は、図２６に示す如く、前記第２の可動体８６の待機
位置において、該第２配線Ｈ２が断線しない所要の負荷が加わった初期状態を保持し、該
第２の可動体８６が待機位置から作動位置へ揺動する際に径が大きくなることで、前記負
荷が低減する許容状態へと状態変化するよう構成される。すなわち、第２の可動体８６は
、待機位置から左方へ移動して作動位置に至るように移動することから、第２移動許容部
１２８は、配線口９２ｇから引き出された第２配線Ｈ２が、第２の可動体８６の揺動軸線
(右第２軸受部９２ｄ)の回りを左側－下側－右側－上側の順で通る左回りに巻かれる。こ
れにより、第２の可動体８６が待機位置から作動位置へ揺動する際には、第２移動許容部
１２８における保持手段１２９により固定される側に対して前記第２ＬＥＤ基板１２２の
接続側が左方に移動することで、該第２移動許容部１２８は径が大きくなる方向に変化す
る。なお、第２移動許容部１２８の初期状態において、該移動許容部１２８の内径は前記
右第２軸受部９２ｄの外径より充分に大きく設定される。
【００９８】
　前記第２移動許容部１２８は、第２配線Ｈ２を環状に巻いた際の交差部において、第２
ＬＥＤ基板１２２側に引き回される第１部位１２８ａが、前記配線口９２ｇから引き出さ
れて前記保持手段１２９で保持される側に引き回される第２部位１２８ｂに対して第２可
動基部８９の本体部１０９側(第２の可動体８６の揺動領域側)で重なっている。すなわち
、実施例では第１部位１２８ａに対して第２部位１２８ｂが前側で重なるよう構成され、
第２の可動体８６の揺動に際して第２移動許容部１２８の状態が変化する際に、第１部位
１２８ａが前側へ変位するのを第２部位１２８ｂで抑制するようになっている。
【００９９】
(第３可動演出装置について)
　前記第３可動演出装置Ｍ３は、図１,図２または図４に示す如く、上対向面壁３１ａに
沿って上下方向に移動自在に配設された第３の可動体１３０と、該第３の可動体１３０を
移動する駆動機構(図示せず)とを備え、駆動機構によって第３の可動体１３０は、前記図
柄表示装置１３における表示部１３ａの前側に臨む作動位置と該表示部１３ａの前側から
退避する待機位置との間を移動するよう構成される。なお、第３の可動体１３０は、後述
する第３ＬＥＤ基板１３３を備え、該第３ＬＥＤ基板１３３に配設したＬＥＤ１３３ａ,
１３３ｂの発光により発光演出を行ない得るよう構成されており、第３可動演出装置Ｍ３
は、動作による演出のみならず発光により演出を行なう演出装置としても機能するように
なっている。
【０１００】
(第３の可動体について)
　前記第３の可動体１３０は、図２６～図２８にように、前面をなす光透過性のレンズ体
部１３１と、該レンズ体部１３１の後側に配設されて前記駆動機構に連結される後カバー
体１３２と、該レンズ体部１３１および後カバー体１３２の間に配設される第３ＬＥＤ基
板１３３とから基本的に構成されて、該第３ＬＥＤ基板１３３のＬＥＤ１３３ａ,１３３
ｂからの光がレンズ体部１３１を透過して前方へ照射されるようになっている。前記レン
ズ体部１３１は、前面部１３４ａおよび該前面部１３４ａの外周縁から後方に突出する外
周壁部１３４ｂから形成されて後方に開口する第３光透過部材(第１の光透過部材)１３４
と、該第３光透過部材１３４の外周壁部１３４ｂがなす内側輪郭形状に合致する形状に形
成されて該第３光透過部材１３４の内側に収容される第４光透過部材(第２の光透過部材)
１３５とからなる二重構造とされており、該第３光透過部材１３４および第４光透過部材
１３５の夫々を透明な合成樹脂材により形成してある。なお、第３光透過部材１３４、第
４光透過部材１３５、第３ＬＥＤ基板１３３および後カバー体１３２は、位置決め突起と
孔とを嵌合する等の位置決め手段により相互に正確に位置決めされると共に、第３光透過
部材１３４に後カバー体１３２をネジ止め固定することで、第３光透過部材１３４と後カ
バー体１３２との間に第４光透過部材１３５および第３ＬＥＤ基板１３３が挟持固定され
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る。
【０１０１】
(第３光透過部材について)
　前記第３光透過部材１３４における前面部１３４ａの一部および外周壁部１３４ｂには
、光を遮断する遮光処理がなされており、該前面部１３４ａの一部が光を透過する光透過
部として機能するようになっている。なお、実施例では、前記第３光透過部材１３４の前
面部１３４ａの一部および外周壁部１３４ｂに金属メッキ処理を施すことで、適宜形態で
光透過部を形成してある。実施例では、前面部１３４ａに形成された光透過部は、当該パ
チンコ機１０のモチーフに関連する文字等が表示されるようになっている。前記第３光透
過部材１３４における前面部１３４ａの裏面側には、光拡散加工が全面的に施されており
、前記第３ＬＥＤ基板１３３に設けたＬＥＤ１３３ａ,１３３ｂからの光を拡散して前側
に照射するようになっている。なお、実施例では、前記第３光透過部材１３４の裏面に光
拡散加工として波形の凸を多数並列に形成しているが、これに限られるものではなく、光
を拡散する従来公知の形状に形成してもよい。
【０１０２】
(第４光透過部材について)
　図２６、図２８に示すように、前記第４光透過部材１３５は、前記第３光透過部材１３
４における外周壁部１３４ｂがなす内側輪郭形状に合致する形状に形成されると共に光拡
散加工がなされた板状の対向面部１３５ａと、該対向面部１３５ａの外周縁に沿って設け
られ、当該対向面部１３５ａから後方に突出する当接壁１３５ｂとから構成される。第３
光透過部材１３４の後方開口を介して該第３光透過部材１３４の内側に第４光透過部材１
３５を収容した際に、当接壁１３５ｂの前端部が第３光透過部材１３４の前面部１３４ａ
の裏面に突設した規制突部に当接することで、対向面部１３５ａが第３光透過部材１３４
の前面部１３４ａから所定間隔離間する位置に位置規制される。すなわち、前記第４光透
過部材１３５の裏側に配設された前記第３ＬＥＤ基板１３３のＬＥＤ１３３ａ,１３３ｂ
からの光を、該第４光透過部材１３５で拡散させた後に第３光透過部材１３４に照射する
ことで、該第３光透過部材１３４の光透過部を全体的に明輝し得るようになっている。
【０１０３】
(第４光透過部材の光拡散部について)
　次に、前記第４光透過部材１３５に設けられる光拡散部の具体的構成について説明する
。図３１に示すように、該第４光透過部材１３５の対向面部１３５ａに、光拡散構成部(
光拡散部)１３６が多数形成されている。この光拡散構成部１３６は、図２９に示す如く
、対向面部１３５ａの裏面に形成されて後方に突出する弧状凸面１３７と、対向面部１３
５ａの前面における弧状凸面１３７の中心部の前方に対向する位置に形成されて後方へ略
円錐状に凹む第７光拡散部(反射凹部)１３８と、該弧状凸面１３７を中心として同心円状
に形成された複数の第８光拡散部１３９とを備える。弧状凸面１３７は、前記第３ＬＥＤ
基板１３３に配設した第１ＬＥＤ１３３ａの発光面と対向し、第１ＬＥＤ１３３ａから弧
状凸面１３７に照射された光を、該弧状凸面１３７で集光し得るよう構成される。そして
、該弧状凸面１３７で集光された光が、第７光拡散部１３８の円錐面に照射されるように
なっている。なお、第７光拡散部１３８を構成する円錐面を、第７反射面１３８ａと指称
することとする。
【０１０４】
　ここで、実施例における第７光拡散部１３８の第７反射面１３８ａは、後端から前端に
向かうにつれて前側に凸となる弧状に形成されており、第７反射面１３８ａと、対向面部
１３５ａに垂直な基準線Ｌ７とが交差する角度θ７は、後側から前側に向かうにつれて４
５°から徐々に大きくなるよう設定されている。すなわち、第７光拡散部１３８の第７反
射面１３８ａは、前側に向かうにつれて対向面部１３５ａの裏側に近接するよう構成され
て、第７反射面１３８ａに照射された光を、前記第８光拡散部１３９に向けて反射し得る
ようになっている。但し、第７反射面１３８ａの前記角度θ７は、当該光拡散構成部１３
６を構成する最も外側の第８光反射部１３９に向けて光を反射可能な角度に設定される。
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従って、前記第７光拡散部１３８で反射した光は、複数の第８光拡散部１３９に照射され
るようになっている。
【０１０５】
　前記第８光拡散部１３９は、図２９に示す如く、断面形状が前方に向けて傾斜面が収束
する略三角形状の凹部から構成される。そして、光拡散構成部１３６では、各第８光拡散
部１３９における各前端部が前記弧状凸面１３７から離間するにつれて前側へ変位するよ
う形成されている。ここで、対向面部１３５ａを前側に凹設して形成された第８光拡散部
１３９は、中心側(弧状凸面１３７側)の傾斜面と中心から離間する傾斜面から構成されて
おり、第８光拡散部１３９を構成する中心側に臨む傾斜面を内側第８反射面１３９ａと指
称すると共に、中心とは反対側に臨む傾斜面を外側第８反射面１３９ｂと指称するものと
する。そして、実施例では、内側および外側第８反射面１３９ａ,１３９ｂと、第８光拡
散部１３９の前端部を通る対向面部１３５ａに垂直な基準線Ｌ８とが交差する角度θ８は
、夫々略４５°に設定されている。すなわち、各第８光拡散部１３９の各内側第８反射面
１３９ａは、前記第７光拡散部１３８を向くよう構成されている。従って、前記第７光拡
散部１３８で反射した光は、第８光拡散部１３９の内側第８反射面１３９ａに照射され、
該内側第８反射面１３９ａにおいて前方へ反射されるようになっている。なお、内側第８
反射面１３９ａで反射されることなく透過する光は、該内側第８反射面１３９ａに対する
光の入射角に応じた屈折角で屈折されて外側第８反射面１３９ｂで乱反射することで拡散
効果を向上するよう構成されている。
【０１０６】
(第４光透過部材の異形光拡散部について)
　前記対向面部１３５ａの裏面には、前記光拡散構成部１３６での光の拡散形態(明輝形
態)が異なる異形光拡散部(光透過部)１４０が、光拡散構成部１３６とは区分けして複数
形成されている。この異形光拡散部１４０は、図３０,図３１に示す如く、対向面部１３
５ａを前側に向けて略十字形状に凹設した凹溝部１４１から構成される。この凹溝部１４
１は、中央(２本の線部の交差部)から外方に延在する部分が延在端側に向けて幅が小さく
なるよう設定される。異形光拡散部１４０の裏面、すなわち凹溝部１４１の底となる面に
は、光拡散加工として複数の第９光拡散部１４２が形成されている。この第９光拡散部１
４２は、図３０に示す如く、断面形状が後方に向けて突出する略三角形状で、凹溝部１４
１の中央から延在端側に並列となるように配置されている。
【０１０７】
　実施例では、各第９光拡散部１４２を構成する２つの傾斜面を第９反射面１４２ａと指
称する。そして、各第９反射面１４２ａと、該第９反射面１４２ａの前端部を通る対向面
部１３５ａに垂直な基準線Ｌ９とが交差する角度θ９は、夫々略４５°に設定されている
。これにより、前記第３ＬＥＤ基板１３３に配設されて凹溝部１４１の中央に対応する第
２ＬＥＤ１３３ｂから照射された光は、各第９光拡散部１４２の一方の第９反射面１４２
ａから、隣接する別の第９光拡散部１４２の対向する第９反射面１４２ａに向けて反射し
、該第９反射面１４２ａから前方へ反射されるようになっている。
【０１０８】
　前記対向面部１３５ａの前面(表面)には、前記異形光拡散部１４０を除く部位に、光拡
散加工が施されている。実施例では、対向面部１３５ａの前面に施される光拡散加工とし
て、前記第３光透過部材１３４に施した光拡散加工とは異なる形態の拡散加工が施されて
、第３光透過部材１３４の前面(表面)に面白みのある発光形態を現わせ得るようになって
いる。なお、実施例では、対向面部１３５ａに施される光拡散加工としてダイヤモンド加
工を施してあるが、これに限られるものでなく、第３光透過部材１３４に施した光拡散加
工とは異なる形態であれば、従来公知の各種形態を採用し得る。
【０１０９】
　前記対向面部１３５ａの前面には、前記異形光拡散部１４０に対応する部位は平坦に形
成され、この平坦面１４３に現われる発光形態を、前記各光拡散構成部１３６に対応する
対向面部１３５ａの前面に現われる発光形態とは際だって異なるようにしてある。
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【０１１０】
(第３ＬＥＤ基板について)
　前記第３ＬＥＤ基板１３３には、前記第４光透過部材１３５の対向面部１３５ａに形成
された各光拡散構成部１３６の中心部に位置する弧状凸面１３７に対応する位置に、前方
向けて光を照射する姿勢で第１ＬＥＤ(第１発光体)１３３ａが設けられている。また第３
ＬＥＤ基板１３３には、第４光透過部材１３５の対向面部１３５ａに形成された各異形光
拡散部１４０における凹溝部１４１の中央(交差部)に対応する位置に、前方へ向けて光を
照射する姿勢で第２ＬＥＤ(第２発光体)１３３ｂが設けられている。すなわち、第１ＬＥ
Ｄ１３３ａおよび第２ＬＥＤ１３３ｂを発光することで、前記第３の可動体１３０におけ
る第３光透過部材１３４の前面は、各ＬＥＤ１３３ａ,１３３ｂの対応箇所において異な
る形態で明輝するよう構成される。なお、各ＬＥＤ１３３ａ,１３３ｂは、発光色が単色
のものであってもよく、また複数色を発光し得るものであってもよい。
【０１１１】
(その他の発光装置について)
　前記設置部材２８における左右の対向面壁３１ｃ,３１ｄには、対応する第１可動演出
装置Ｍ１および第２可動演出装置Ｍ２の前側に離間して左発光装置１４４および右発光装
置１４５が配設される。左発光装置１４４と左対向面壁３１ｃとの間に画成される空間(
設置空間Ｓ)に、第１可動演出装置Ｍ１における第１の可動体３４が待機位置において収
容され、また右発光装置１４５と右対向面壁３１ｄとの間に画成される空間(設置空間Ｓ)
に、第２可動演出装置Ｍ２の第２の可動体８６が待機位置において収容される。各発光装
置１４４,１４５は、光透過性の装飾部品の裏側に、複数のＬＥＤを実装した発光基板を
備え、ＬＥＤから前方に向けて照射した光で装飾部品を照明するよう構成される。なお実
施例では、左発光装置１４４は、透明な前記遊技盤１７の裏側に位置し、照明された装飾
部品が遊技盤１７を透して前側から視認されるようになっているのに対し、右発光装置１
４５は、前記枠状装飾部品２３の窓口内に露出して位置し、照明された装飾部品が前側か
ら直接視認(具体的にはガラス板を介して視認)されるようになっている。
【０１１２】
　前記設置部材２８の上対向面壁３１ａに上発光装置１４６が配設され、該上発光装置１
４６は、前記第３可動演出装置Ｍ３における待機位置に位置する第３の可動体１３０の裏
側に臨んで大部分が隠れるよう構成される(図１参照)。そして、第３の可動体１３０が作
動位置に移動することで、図２に示す如く、上発光装置１４６が前面側に大きく露出する
ようになっている。上発光装置１４６は、光透過性の装飾部品の裏側に、複数のＬＥＤを
実装した発光基板を備え、ＬＥＤから前方に向けて照射した光で装飾部品を照明するよう
構成される。
【０１１３】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機の作用につき説明する。
【０１１４】
　前記遊技領域１７ａに打ち出されたパチンコ球は、前記枠状装飾部材２３の外周囲を流
下し、該パチンコ球が前記球導入部２５に通入すると、該パチンコ球は前記ステージ２４
に通出され、該ステージ２４を左右に転動した後に遊技領域１７ａに排出され、このパチ
ンコ球は始動入賞装置２０や普通入賞装置２２等に入賞可能となる。そして、始動入賞装
置２０にパチンコ球が入賞すると、前記図柄表示装置１３の図柄が変動開始され、所要の
図柄組合わせゲームが展開される。前記図柄表示装置１３で展開される図柄変動ゲームの
結果、図柄表示装置１３の表示部１３ａ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１３の表示部１３ａ
に表示された図柄組み合わせに応じて、前記遊技盤１７の下方に設けられた特別入賞装置
２１の入賞口が開放され、遊技者は多くの賞球が獲得可能となる。
【０１１５】
　前記図柄表示装置１３で展開される図柄変動ゲームの演出に応じて、前記可動演出装置
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Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３の各可動体３４,８６,１３０が作動されて動的な演出により遊技の興趣が
高められる。また、各発光装置１４４,１４５,１４６および遊技盤１７に配設されている
他の各種照明装置等も、図柄変動ゲームの演出に応じて発光されて、発光による演出によ
り遊技の興趣が向上される。
【０１１６】
　特に、前記第１可動演出装置Ｍ１における第１の可動体３４および第２可動演出装置Ｍ
２における第２の可動体８６は、図２に示す如く、作動位置において前記枠状装飾部材２
３における窓口２３ａの左右の縁部から前記図柄表示装置１３における表示部１３ａの中
央部まで延出する大型のものであり、演出効果を極めて向上することができる。しかも、
第１の可動体３４と第２の可動体８６とは表示部１３ａの中央部で前後に重なって交差す
るから、遊技者に、よりインパクトを与えることができる。
【０１１７】
　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との構成は、設置部材
２８に配設される支持部材３３,８５と、支持部材３３,８５から遊技盤１７の盤面に沿っ
て延出する可動体３４,８６と、支持部材３３,８５に配設されて可動体３４,８６を駆動
するモータ３５,８７とを備えるものであって、基本的な構成は同じである。そして、実
施例では、図６に示す如く、前記遊技盤１７の盤面に沿って第１の移動領域を第１の可動
体３４が移動する前記第１可動演出装置Ｍ１では、第１モータ３５を第１支持部材３３の
前側に配設する一方、第１の移動領域より前側の第２の移動領域を遊技盤１７の盤面に沿
って第２の可動体８６が移動するよう設定された前記第２可動演出装置Ｍ２では、第２モ
ータ８７を第２支持部材８５の後側に配設している。これにより、略同一構成の両可動演
出装置Ｍ１,Ｍ２の一方における前後寸法のスペース内で、両可動演出装置Ｍ１,Ｍ２を設
置することが可能となり、前後方向の設置スペースを小さく抑えることができる。すなわ
ち、２基の可動演出装置において、各モータを支持部材の前または後の同一側に配設する
場合は、２基の可動体を前後に交差させる演出を行なうためには、一方の可動演出装置に
対して他方の可動演出装置の全体を前後何れかの方向にずらして設置する必要があり、可
動演出装置の設置スペースにおける前後方向の寸法が大きくなってしまう。これに対し、
実施例では支持部材３３,８５に対するモータ３５,８７の配設側を前後逆にするだけの簡
単な構成で、可動演出装置Ｍ１,Ｍ２の設置スペースにおける前後寸法を大きくすること
なく、大型で作動位置において前後に重なる演出を行ない得る可動体３４,８６を採用し
得るものである。従って、パチンコ機１０自体の前後寸法も小さく抑えることが可能とな
る。
【０１１８】
　また、前記両可動演出装置Ｍ１,Ｍ２では、前後方向に延在する支持軸４１ａ,９３ａに
板状の可動基部３７,８９を回転自在に配設すると共に、モータ３５,８７の前後方向に延
在する出力軸に板状の駆動歯車４８,１０１を配設し、該駆動歯車４８,１０１と可動基部
３７,８９の歯車部３７ｄ,８９ｃとの噛合作用下に、モータ３５,８７の動力を可動体３
４,８６に伝えて該可動体３４,８６を移動するよう構成されている(図１３,図２３参照)
。すなわち、モータ３５,８７の動力を可動体３４,８６に伝える駆動機構部に、板状の駆
動歯車４８,１０１および板状の可動基部３７,８９を採用したことで、該駆動機構部が収
容される支持部材３３,８５自体の前後寸法も小さく抑えることができ、可動演出装置Ｍ
１,Ｍ２の設置スペースにおける前後寸法をより小さくし得る。
【０１１９】
(第１可動演出装置の作用について)
　前記第１の可動体３４の第１可動基部３７は、図１２に示す如く、前後の両側から転動
自在な前球体６１および後球体４５で移動自在に支持されている。すなわち、第１の可動
体３４の揺動時には対応する前後の球体６１,４５が夫々転動することで、摺動する場合
に比べて著しく抵抗を低減することができる。従って、前記第１支持部材３３に支持され
ている第１可動基部３７に対して第１装飾体部３６が長く設定された大型の第１の可動体
３４においても、該可動体３４を円滑に揺動させることができ、かつ第１の可動体３４を
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揺動する第１モータ３５に加わる負荷も低く抑え得る。
【０１２０】
　前記第１の可動体３４の揺動に際しては、第１可動基部３７の裏面に接触する後球体４
５および第１カバー体４０の裏面に接触する前球体６１の夫々が転動するから、該球体４
５,６１が接触する面の摩耗は抑制され、球体４５,６１による第１の可動体３４の長期に
亘る安定した支持が図られ、よって第１の可動体３４の円滑な動作は長期に亘って維持さ
れる。更に、前記第１の可動体３４の揺動に際し、前記第１取付ベース体３９に配設した
後球体４５は、前記第１可動基部３７に突設した第２の突条部５９に接触して転動し、該
可動基部３７に配設した前球体６１は、前記第１カバー体４０に突設した第１の突条部４
０ｅに接触して転動する。すなわち、各突条部５９,４０ｅは、第１可動基部３７の裏面
または第１カバー体４０の裏面から所要高さで突出しているから、各球体４５,６１が接
触する各突条部５９,４０ｅが摩耗したとしても、第１取付ベース体３９(具体的には後受
部４４)が第１可動基部３７の裏面に摺接したり、第１可動基部３７(具体的には前受部６
０)が第１カバー体４０の裏面に摺接してしまうまでの期間を延ばすことができる。
【０１２１】
　前記第１可動基部３７の前後に配置される前球体６１および後球体４５は、図１３に示
す如く、何れも周方向に等間隔で配置されているから、第１可動基部３７が前記第１支持
軸４１ａを中心として揺動する際の第１の可動体３４の動作が安定する。また、前記第１
取付ベース体３９の後板３９ａには裏側に第１補強板金４１が配設されているから、該後
板３９ａが変形するのは抑制される。すなわち、第１の可動体３４の揺動時における前後
方向の偏倚は抑制されるから、前述したように第１の可動体３４と第２の可動体８６とが
動作時に前後の関係で交差可能な構成において、両可動体３４,８６の移動領域を相互に
干渉しない範囲でより近づけることができ、パチンコ機自体の前後寸法の短縮化に寄与し
得る。
【０１２２】
　また、前記第１可動演出装置Ｍ１の第１の可動体３４の基準となる待機位置において、
前記第１可動基部３７に対する前球体６１および後球体４５の各位置は、後側に位置して
周方向に隣り合う後球体４５と後球体４５との中間に、前側に位置する各前球体６１が臨
んでいる(図１３参照)。すなわち、正面視において前記第１支持軸４１ａを中心とする同
一の円周上において８個の球体６１,４５が等間隔(４５°の角度間隔)で位置して第１可
動基部３７を支持しているから、当該待機位置において第１可動基部３７を安定して支持
することができ、第１の可動体３４を適正な姿勢に保持し得る。また、正面視において前
後の球体６１,４５が周方向に交互に位置することで、正面視において第１可動基部３７
に対して球体６１,４５が接触する周方向の間隔は、前球体６１のみまたは後球体４５の
みでの間隔より小さくなる(半分となる)。すなわち、第１可動基部３７に配設される前球
体６１、および第１取付ベース体３９に配設される後球体４５について、少ない配設数で
第１可動基部３７を安定して支持することができ、部品点数を低減してコストを抑えるこ
とができる。なお、第１の可動体３４の待機位置において、前記第１装飾体部３６の長手
方向が前記第１支持軸４１ａの上方に略整列した状態で延在しており、該長手方向に沿っ
て２つの前球体６１が第１支持軸４１ａが挟んで位置することで、該第１の可動体３４の
安定した保持に寄与している。
【０１２３】
　前記第１の可動体３４の待機位置において、図１３に示す如く、前記第１支持部材３３
に配設した金属体４２に、第１の可動体３４に配設した磁石５８が磁力吸着して該第１の
可動体３４は待機位置に保持されている。すなわち、前記第１装飾体部３６を大型化して
も、第１の可動体３４を待機位置に確実に保持しておくことができ、パチンコ機１０が振
動等した際に、第１の可動体３４が意図しない動きを行なってしまうのを防止し得る。ま
た第１可動演出装置Ｍ１では、前記第１可動基部３７に配設した第１捻りコイルバネ５７
によって第１の可動体３４は待機位置に向けて付勢されるようなっているから、該第１捻
りコイルバネ５７によっても第１の可動体３４を待機位置に保持し得る。
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【０１２４】
　ここで、実施例の第１の可動体３４は、図４および図５に示す如く、待機位置では第１
装飾体部３６が略上下方向に延在する立った姿勢であるのに対し、作動位置において第１
装飾体部３６は斜め右向きの傾斜姿勢となる。すなわち、大型で長尺な第１装飾体部３６
を傾斜姿勢から立った姿勢に引き起こす際には、前記第１モータ３５に加わる負荷は大き
くなるが、このときには前記第１捻りコイルバネ５７の付勢力によって第１の可動体３４
が待機位置に移動するのを補助するので、第１モータ３５に加わる負荷を軽減することが
できる。従って、第１モータ３５として小型のものを使用し得ると共に、耐久寿命を延ば
すことができる。なお、第１の可動体３４が待機位置から作動位置に移動する際には、第
１捻りコイルバネ５７の付勢力に抗して第１モータ３５が第１の可動体３４を駆動するこ
ととなるが、このときには第１装飾体部３６の重量が作動位置に向かう方向に作用するか
ら、第１捻りコイルバネ５７の付勢力が第１モータ３５にとって大きな負担となることは
ない。
【０１２５】
　前記第１の可動体３４に設けた第１ＬＥＤ基板６５のコネクタ受け部６５ａに接続する
第１配線Ｈ１は、第１光透過部材６４と固定部５５との隙間から、第１可動基部３７の本
体部３７ａと第１カバー体４０の前板４０ａとの間の前記案内壁６３,６３間に引き込ま
れている。また第１配線Ｈ１は、図１４、図１５に示す如く、前記配線口４０ｆから外部
に引き出された後に、正面視において第１カバー４０の前側で前記左第２軸受部４０ｄを
囲むように環状に巻かれると共に、第１カバー体４０における前板４０ａの前面に形成さ
れたカバー側配線止め部８４に結束具８４ａを介して結束されて移動しないように保持さ
れている。
【０１２６】
　前記第１の可動体３４が待機位置から作動位置へ揺動する際には、図１５(ｂ)に示す如
く、前記第１カバー体４０の前側で巻かれている第１移動許容部８３は、径が大きくなっ
て負荷が低減する許容状態へと状態変化することで、第１配線Ｈ１が引っ張られることな
く第１の可動体３４の移動が許容される。また、第１の可動体３４が作動位置から待機位
置へ揺動する際には、第１移動許容部８３は径が小さくなる状態に変化するものの、第１
移動許容部８３の初期状態において該第１移動許容部８３には配線を破損するような大き
な負荷は加わらないように設定されている。すなわち、第１の可動体３４が待機位置と作
動位置との間を移動するに際し、第１移動許容部８３に大きな負荷が加わることはなく、
第１配線Ｈ１の破損を防止し得る。
【０１２７】
　前記第１配線Ｈ１の第１移動許容部８３は環状に形成されて、第１の可動体３４の移動
時には径が大きくなったり小さくなるよう変化するから、第１配線Ｈ１の特定部位が鋭角
に屈曲して負荷が集中することはなく、第１配線Ｈ１の破損をより防止し得る。また、第
１移動許容部８３は、第１の可動体３４の揺動中心を囲む環状に形成されているから、該
第１の可動体３４の揺動に際して第１移動許容部８３はスムーズに状態変化し、第１配線
Ｈ１に加わる負荷をより軽減し得る。
【０１２８】
　ここで、前記第１の可動体３４の移動に際して第１移動許容部８３では、可動側となる
第１ＬＥＤ基板６５側に引き回されている前記第１部位８３ａが、前記カバー側配線止め
部８４に固定されている側に引き回されている前記第２部位８３ｂより大きく移動する。
この場合に、第１部位８３ａは第２部位８３ｂの後側に位置し、第２部位８３ｂと第１カ
バー体４０の前板４０ａとで第１部位８３ａが挟まれているから、大きく移動する第１部
位８３ａが前方へ変位するのを第２部位８３ｂで抑制することができる。すなわち、第１
配線Ｈ１が意図しない前方へ移動して他の部品に接触するのを確実に防止し得る。また、
第１部位８３ａ側の第１配線Ｈ１は、図１５に示す如く、前記案内壁６３,６３で案内さ
れて本体部３７ａの板面に沿った方向への移動は規制されているから、第１ＬＥＤ基板６
５から第１移動許容部８３に至るまでの間の第１配線Ｈ１が意図しない方向に変位してし
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まうことはない。すなわち、第１の可動体３４の移動に際しては、第１移動許容部８３を
変位させることができ、第１配線Ｈ１に大きな負荷が加わったり他の部品に引っ掛かった
りするのを防止し、第１配線Ｈ１が破損したり第１の可動体３４の円滑な移動が阻害され
るのを防ぐことができる。
【０１２９】
　前記第１の可動体３４における第２光透過部材６６は、図１６、図１７に示す如く、前
記第１ＬＥＤ基板６５の第１ＬＥＤ７２を収容する収容凹部７３の側方に第１光拡散部７
４を位置させて、該第１ＬＥＤ基板６５の第１ＬＥＤ７２から側方へ向けて照射された光
の一部を、第１光拡散部７４の第１反射面７４ａを介して第２光透過部材６６の長手方向
へ反射し、この反射光を第２光拡散部７５の第２反射面７５ａで側方(第１光透過部材６
４の側面板７０側)へ反射するようになっている。
【０１３０】
　ここで、前記第２光拡散部７５を収容凹部７３から離間する方向に連続して複数形成す
ると共に、各第２反射面７５ａにおける第２面７１ｂ側の先端部が前記収容凹部７３から
離間するにつれて側方(第２面７１ｂ側)へ変位するよう位置させているから、第１反射面
７４ａで反射された反射光を収容凹部７３から離間位置する第２反射面７５ａに対しても
効果的に照射することができる。これにより、第１光拡散部７４の第１反射面７４ａを介
して反射された反射光を、第２光拡散部７５の第２反射面７５ａで確実に受け止めて側方
に反射させることができる。しかも、収容凹部７３(すなわち第１ＬＥＤ基板６５におけ
る第１ＬＥＤ７２の配置位置)から離れた位置の第２光拡散部７５の第２反射面７５ａに
対しても反射光を確実に行き渡らせることができ、１つの第１ＬＥＤ７２の光を照射可能
な範囲を格段に広げることができる。従って、広い範囲に光を照射する必要がある場合に
おいても第１ＬＥＤ７２の数を低減でき、部品点数の削減により製造工程の簡略化を図り
得ると共に、コストの低減を実現できる。そして、第２反射面７５ａで側方に反射された
光によって、前記第１光透過部材６４における傾斜面７０ａが形成された側面板７０が明
輝する。実施例では、第１光透過部材６４の傾斜面７０ａが、刀身の刃先に対応している
から、該刃先が明輝することで演出効果を向上することができる。
【０１３１】
　前記収容凹部７３における第１ＬＥＤ７２からの光が直接照射される面を、該第１ＬＥ
Ｄ７２側に凸となる弧状面７３ａとしてあるから、該弧状面７３ａで光を集光して第１光
拡散部７４の第１反射面７４ａに照射することができ、収容凹部７３から離れた位置の第
２光拡散部７５の第２反射面７５ａに対しても強い光を照射し得る。また、前記第１光拡
散部７４を挟んで第２光透過部材６６の長手方向の両側に第３光拡散部７６を形成すると
共に、第１光拡散部７４の第２面７１ｂ側に第４光拡散部７７を形成し、収容凹部７３に
隣り合う基端第２反射面７５ａおよび近接する第２光拡散部７５の第２反射面７５ａから
の反射光の一部を、第３光拡散部７６の第３反射面７６ａを介して第４光拡散部７７の第
４反射面７７ａに照射し、該第４反射面７７ａで側方(第１光透過部材６４の側面板７０
側)へ反射するようにしている。すなわち、第１光拡散部７４の第１反射面７４ａで第２
光拡散部７５に光が反射されることで、該第１光拡散部７４を透過して側方へ照射される
光量が少なくなるが、第２反射面７５ａから側方に反射される光の一部を再び第１光拡散
部７４の側方に戻すことで、前記第１光透過部材６４の側面板７０を長手方向に略均一の
明るさで明輝させることができる。
【０１３２】
　また、前記第２光透過部材６６における第１光透過部材６４の側面板７０に対向する端
面に突出部７８を設け、前記第４光拡散部７７から側方に照射された光の一部を、該突出
部７８の後方傾斜面７８ａで第１光透過部材６４の前面板６９に向けて反射するようにし
ている。すなわち、前記第１ＬＥＤ７２から照射された光で、第１光透過部材６４におけ
る交差する前面板６９と側面板７０とを明輝させることができ、少ないＬＥＤで効果的な
発光演出を行ない得る。
【０１３３】
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　更に、前記第１の可動体３４では、図１８に示す如く、前記第２光透過部材６６の面板
部６６ａに複数の前側光拡散部７９を設け、前記第１ＬＥＤ基板６５に設けた第２ＬＥＤ
８１から照射された光を、該前側光拡散部７９を介して第１光透過部材６４の前面板６９
に照射するようになっている。前側光拡散部７９では、図１６に示す如く、第２ＬＥＤ８
１と対向する平坦面７９ａを中心として第６光拡散部８２を同心円状に連続して複数形成
すると共に、各第６光拡散部８２の第６反射面８２ａにおける前端部が前記平坦面７９ａ
から離間するにつれて前側へ変位するよう位置させているから、第５反射面８０ａで反射
された反射光を平坦面７９ａから離間位置する第６反射面８２ａに対しても効果的に照射
することができる。これにより、第５光拡散部８０の第５反射面８０ａを介して反射され
た反射光を、第６光拡散部８２の第６反射面８２ａで確実に受け止めて前方に反射させる
ことができる。しかも、平坦面７９ａ(すなわち第１ＬＥＤ基板６５における第２ＬＥＤ
８１の配置位置)から離れた位置の第６光拡散部８２の第６反射面８２ａに対しても反射
光を確実に行き渡らせることができ、１つの第２ＬＥＤ８１の光を照射可能な範囲を格段
に広げることができる。従って、第２ＬＥＤ８１の数を低減でき、部品点数の削減により
製造工程の簡略化を図り得ると共に、コストの低減を実現できる。そして、第６反射面８
２ａで前方に反射された光によって、前記第１光透過部材６４における前面板６９が明輝
する。実施例では、第１ＬＥＤ７２の光を拡散する光拡散部による拡散形態と、第２ＬＥ
Ｄ８１の光を拡散する光拡散部による拡散形態とを異ならせているから、第１光透過部材
６４の表面において異なる明輝形態が現われ、全体が同じ形態で明輝する場合に比べて演
出効果を向上することができる。
【０１３４】
　次に、ユニット化されている前記第１可動演出装置Ｍ１における第１支持部材３３に対
する第１の可動体３４の組付けについて説明する。
【０１３５】
　前記後板３９ａの裏側に第１補強板金４１を配設して第１支持軸４１ａが前側に突出さ
れている前記第１取付ベース体３９を、作業台等に後板３９ａの前面が上向きとなる姿勢
で載置したもとで、前記各後受部４４の凹部４４ａに上方から後球体４５を夫々嵌め込む
。次に、第１の可動体３４における第１可動基部３７を、第１取付ベース体３９の上方か
ら接近して前記軸孔５３ａに第１支持軸４１ａを挿通すると共に支持突部３７ｃを中心通
孔３９ｃに挿入し、該第１可動基部３７の裏面に形成されている第２の突条部５９を後球
体４５に接触させる。このように第１取付べース体３９に第１可動基部３７を取付けた後
、該第１可動基部３７の前受部６０の凹部６０ａに対し、上方から前球体６１を夫々嵌め
込む。そして、第１可動基部３７に対し、前記固定部５５が切欠部３９ｄに臨むと共に前
記第１の突条部４０ｅが前球体６１に接触するように前記第１カバー体４０を被せる。こ
のとき、前記第１支持軸４１ａの先端を左第１軸受部４０ｃで支持すると共に、軸支部５
３を左第２軸受部４０ｄに挿入する。最後に、第１カバー体４０を第１取付ベース体３９
にネジ止め固定することで、第１支持部材３３に対して第１の可動体３４が揺動自在に支
持された状態で組付けられる。
【０１３６】
　前述したように、前記後球体４５が転動自在に遊嵌される後受部４４を第１取付ベース
体３９の前側に設けると共に、前記前球体６１が転動自在に遊嵌される前受部６０を第１
可動基部３７の前側に設けることで、第１支持部材３３に対する第１の可動体３４の組付
けに際しては、各部品を一方向から順に組付けるだけでよく、組付け作業が容易となる。
【０１３７】
(第２可動演出装置の作用について)
　次に、前記第２可動演出装置Ｍ２の作用を説明する。前記第２の可動体８６の第２可動
基部８９は、図２２に示す如く、前後の両側から転動自在な前球体１１９および後球体９
８で移動自在に支持されている。すなわち、第２の可動体８６の揺動時には対応する前後
の球体１１９,９８が夫々転動することで、摺動する場合に比べて著しく抵抗を低減する
ことができる。従って、前記第２支持部材８５に支持されている第２可動基部８９に対し
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て第２装飾体部８８が長く設定された大型の第２の可動体８６においても、該可動体８６
を円滑に揺動させることができ、かつ第２の可動体８６を揺動する第２モータ８７に加わ
る負荷も低く抑え得る。
【０１３８】
　前記第２の可動体８６の揺動に際しては、第２可動基部８９の裏面に接触する後球体９
８および第２カバー体９２の裏面に接触する前球体１１９の夫々が転動するから、該球体
９８,１１９が接触する面の摩耗は抑制され、球体９８,１１９による第２の可動体８６の
長期に亘る安定した支持が図られ、よって第２の可動体８６の円滑な動作は長期に亘って
維持される。更に、前記第２の可動体８６の揺動に際し、前記第２取付ベース体９１に配
設した後球体９８は、前記第２可動基部８９に突設した対応する外突条部１１５および内
突条部１１６に接触して転動し、該第２可動基部８９に配設した前球体１１９は、前記第
２カバー体９２に突設した対応する外突条部９２ｅおよび内突条部９２ｆに接触して転動
する。すなわち、各突条部１１５,１１６,９２ｅ,９２ｆは、第２可動基部８９の裏面ま
たは第２カバー体９２の裏面から所要高さで突出しているから、各球体９８,１１９が接
触する各突条部１１５,１１６,９２ｅ,９２ｆが摩耗したとしても、第２取付ベース体９
１(具体的には内外の後受部９６,９７)が第２可動基部８９の裏面に摺接したり、第２可
動基部８９(具体的には内外の前受部１１７,１１８)が第２カバー体９２の裏面に摺接し
てしまうまでの期間を延ばすことができる。
【０１３９】
　前記第２可動基部８９の前後に配置される前球体１１９および後球体９８は、何れも周
方向に等間隔で配置されているから、第２可動基部８９が前記第２支持軸９３ａを中心と
して揺動する際の第２の可動体８６の動作が安定する。また、前記第２取付ベース体９１
の後板９１ａには裏側に第２補強板金９３が配設されているから、該後板９１ａが変形す
るのは抑制される。すなわち、第２の可動体８６の揺動時における前後方向の偏倚は抑制
されるから、前述したように第２の可動体８６と第１の可動体３４とが動作時に前後の関
係で交差可能な構成において、両可動体８６,３４の移動経路を相互に干渉しない範囲で
より近づけることができ、パチンコ機自体の前後寸法の短縮化に寄与し得る。
【０１４０】
　前記第２可動演出装置Ｍ２の第２の可動体８６の基準となる待機位置において、前記第
２可動基部８９に対する前球体１１９および後球体９８の各位置は、後側に位置して周方
向に隣り合う後球体９８と後球体９８との周方向における中間に、前側に位置する各前球
体１１９が臨んでいる(図２３参照)。また、第２可動基部８９の本体部１０９における大
径部１０９ａを支持する前後の球体１１９,９８が、該大径部１０９ａの外周縁に近接し
た位置を支持すると共に、本体部１０９における小径部１０９ｂを支持する前後の球体１
１９,９８が、該小径部１０９ｂの外周縁に近接した位置を支持している。すなわち、正
面視において周方向に８個の球体１１９,９８が等間隔(４５°の角度間隔)で位置し、か
つ第２可動基部８９の外周縁に近接した位置で該第２可動基部８９を夫々支持しているか
ら、当該待機位置において第２可動基部８９を安定して支持することができ、第２の可動
体８６を適正な姿勢に保持し得る。しかも、第２の可動体８６の移動時においても、前後
の球体１１９,９８は第２可動基部８９の外周縁を支持する関係を保っているので、第２
可動基部８９の軸方向への変位を抑制して第２の可動体８６の安定した動作を達成するこ
とができる。
【０１４１】
　また、正面視において前後の球体１１９,９８が周方向に交互に位置することで、正面
視において第２可動基部８９に対して球体１１９,９８が接触する周方向の間隔は、前球
体１１９のみまたは後球体９８のみでの間隔より小さくなる(半分となる)。すなわち、第
２可動基部８９に配設される前球体１１９、および第２取付ベース体９１に配設される後
球体９８について、少ない配設数で第２可動基部８９を安定して支持することができ、部
品点数を低減してコストを抑えることができる。なお、第２の可動体８６の待機位置にお
いて、前記第２装飾体部８８の長手方向が前記第２支持軸９３ａの上方に整列した状態で
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延在しており、該長手方向に沿って２つの後球体９８が第２支持軸９３ａを挟んで位置す
ることで、該第２の可動体８６の安定した保持に寄与している。
【０１４２】
　ここで、前記第２可動基部８９に対して第２装飾体部８８は、第２可動基部８９の固定
部１０３に対して第２装飾体部８８の被固定部１２６が、前記複数の固定用ボス１２７を
対応する筒受部１１４に夫々嵌挿してネジ止め固定しているから、両者８８,８９は強固
に位置決め固定される。しかも、第２装飾体部８８の被固定部１２６は、図２３に示す如
く、該被固定部１２６を周方向で挟む両側の外前受部１１７,１１７に遊嵌された前球体
１１９,１１９を結ぶ仮想支持ラインＴ３より内側に延出すると共に、該延出部分におい
て第２可動基部８９の本体部１０９に対してネジ止め固定されている。すなわち、第２可
動基部８９に対して第２装飾体部８８は、該第２可動基部８９を支持する２つの前球体１
１９,１１９を結ぶ仮想支持ラインＴ３を挟んで径方向の内側と外側とでネジ止め固定さ
れているから、第２装飾体部８８が前後方向へ変位するのを前球体１１９,１１９で規制
することができ、第２の可動体８６のより安定した動作を達成し得る。
【０１４３】
　前記第２可動演出装置Ｍ２では、図２５に示す如く、第２支持部材８５に収容可能なで
きるだけ大きな第２可動基部８９(大径部１０９ａ)を採用することで、前記球体１１９,
９８による安定した支持を図り得るようにする一方で、該第２可動基部８９の一部に小径
部１０９ｂを設け、第２支持部材８５に設けた規制部１００が小径部１０９ｂ内に位置す
るようにしている。そして、小径部１０９ｂと大径部１０９ａとの間の規制壁１０６ｃ,
１０６ｄが規制部１００に当接する範囲で、第２の可動体８６の移動範囲を規制するよう
構成してある。すなわち、第２の可動体８６を安定して支持し得ると共に、該第２の可動
体８６の移動範囲を規制することができる。しかも、大径部１０９ａおよび小径部１０９
ｂの何れにおいても、前述したように外周縁に近接した位置が前後の球体１１９,９８で
支持されるから、第２の可動体８６の安定した移動を達成し得る。
【０１４４】
　前記第２可動演出装置Ｍ２では、前記第２可動基部８９に配設した第２捻りコイルバネ
１１１によって第２の可動体８６は待機位置に向けて付勢されるようなっており、前記第
２装飾体部８８を大型化しても、第２の可動体８６を待機位置に確実に保持しておくこと
ができ、パチンコ機１０が振動等した際に、第２の可動体８６が意図しない動きを行なっ
てしまうのを防止し得る。
【０１４５】
　ここで、実施例の第２の可動体８６は、図４および図５に示す如く、待機位置では第２
装飾体部８８が上下方向に延在する立った姿勢であるのに対し、作動位置において第２装
飾体部８８は斜め左向きの傾斜姿勢となる。すなわち、大型で長尺な第２装飾体部８８を
傾斜姿勢から立った姿勢に引き起こす際には、前記第２モータ８７に加わる負荷は大きく
なるが、このときには前記第２捻りコイルバネ１１１の付勢力によって第２の可動体８６
が待機位置に移動するのを補助するので、第２モータ８７に加わる負荷を軽減することが
できる。従って、第２モータ８７として小型のものを使用し得ると共に、耐久寿命を延ば
すことができる。なお、第２の可動体８６が待機位置から作動位置に移動する際には、第
２捻りコイルバネ１１１の付勢力に抗して第２モータ８７が第２の可動体８６を駆動する
こととなるが、このときには第２装飾体部８８の重量が作動位置に向かう方向に作用する
から、第２捻りコイルバネ１１１の付勢力が第２モータ８７にとって大きな負担となるこ
とはない。
【０１４６】
　前記第２の可動体８６に設けた第２ＬＥＤ基板１２２のコネクタ受け部１２２ｂに接続
する第２配線Ｈ２は、装飾本体１２５と固定部１０３との隙間から、第２可動基部８９の
本体部１０９と第２カバー体９２の前板９２ａとの間に引き込まれている。また第２配線
Ｈ２は、図２４、図２５に示す如く、前記配線口９２ｇから外部に引き出された後に、正
面視において第２カバー体９２の前側で前記右第２軸受部９２ｄを囲むように環状に巻か
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れると共に、第２カバー体９２における前板９２ａの前面に保持手段１２９によって移動
しないように保持されている。
【０１４７】
　前記第２の可動体８６が待機位置から作動位置へ揺動する際には、図２５(ｂ)に示す如
く、前記第２カバー体９２の前側で巻かれている第２移動許容部１２８は、径が大きくな
って負荷が低減する許容状態へと状態変化することで、第２配線Ｈ２が引っ張られること
なく第２の可動体８６の移動が許容される。また、第２の可動体８６が作動位置から待機
位置へ揺動する際には、第２移動許容部１２８は径が小さくなる状態に変化するものの、
第２移動許容部１２８の初期状態において該第２移動許容部１２８には配線を破損するよ
うな大きな負荷は加わらないように設定されている。すなわち、第２の可動体８６が待機
位置と作動位置との間を移動するに際し、第２移動許容部１２８に大きな負荷が加わるこ
とはなく、第２配線Ｈ２の破損を防止し得る。
【０１４８】
　前記第２配線Ｈ２の第２移動許容部１２８は環状に形成されて、第２の可動体８６の移
動時には径が大きくなったり小さくなるよう変化するから、第２配線Ｈ２の特定部位が鋭
角に屈曲して負荷が集中することはなく、第２配線Ｈ２の破損をより防止し得る。また、
第２移動許容部１２８は、第２の可動体８６の揺動中心を囲む環状に形成されているから
、該第２の可動体８６の揺動に際して第２移動許容部１２８はスムーズに状態変化し、第
２配線Ｈ２に加わる負荷をより軽減し得る。
【０１４９】
　ここで、前記第２の可動体８６の移動に際して第２移動許容部１２８では、可動側とな
る第２ＬＥＤ基板１２２側に引き回されている前記第１部位１２８ａが、前記第２カバー
体９２の前面に保持手段１２９で固定されている側に引き回されている前記第２部位１２
８ｂより大きく移動する。この場合に、第１部位１２８ａは第２部位１２８ｂの後側に位
置し、第２部位１２８ｂと第２カバー体９２の前板９２ａとで第１部位１２８ａが挟まれ
ているから、大きく移動する第１部位１２８ａが前方へ変位するのを第２部位１２８ｂで
抑制することができる。すなわち、第２配線Ｈ２が意図しない前方へ移動して他の部品に
接触するのを確実に防止し得る。従って、第２の可動体８６の移動に際して第２配線Ｈ２
に大きな負荷が加わったり他の部品に引っ掛かったりするのを防止し、第２配線Ｈ２が破
損したり第２の可動体８６の円滑な移動が阻害されるのを防ぐことができる。
【０１５０】
　次に、ユニット化されている前記第２可動演出装置Ｍ２における第２支持部材８５に対
する第２の可動体８６の組付けについて説明する。
【０１５１】
　前記後板９１ａの裏側に第２補強板金９３を配設して第２支持軸９３ａが前側に突出さ
れている前記第２取付ベース体９１を、作業台等に後板９１ａの前面が上向きとなる姿勢
で載置したもとで、前記内外の各後受部９６,９７の凹部９６ａ,９７ａに上方から後球体
９８を夫々嵌め込む。次に、第２の可動体９６における第２可動基部８９を、第２取付ベ
ース体９１の上方から接近して前記軸孔１０７ａに第２支持軸９３ａを挿通すると共に支
持突部８９ａを中心通孔９１ｃに挿入し、該第２可動基部８９の裏面に形成されている内
外の各突条部１１５,１１６を後球体９８に接触させる。このように第２取付べース体９
１に第２可動基部８９を取付けた後、該第２可動基部８９の内外の１１７,１１８の凹部
１１７ａ,１１８ａに対し、上方から前球体１１９を夫々嵌め込む。そして、第２可動基
部８９に対し、前記固定部１０３が切欠部９１ｄの内側に臨むと共に前記内外の突条部９
２ｅ,９２ｆが前球体１１９に接触するように前記第２カバー体９２を被せる。このとき
、前記第２支持軸９３ａの先端を右第１軸受部９２ｃで支持すると共に、軸支部１０７を
右第２軸受部９２ｄに挿入する。最後に、第２カバー体９２を第２取付ベース体９１にネ
ジ止め固定することで、第２支持部材８５に対して第２の可動体８６が揺動自在に支持さ
れた状態で組付けられる。
【０１５２】
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　前述したように、前記後球体９８が転動自在に遊嵌される後受部９６,９７を第２取付
ベース体９１の前側に設けると共に、前記前球体１１９が転動自在に遊嵌される前受部１
１７,１１８を第２可動基部８９の前側に設けることで、第２支持部材８５に対する第２
の可動体８６の組付けに際しては、各部品を一方向から順に組付けるだけでよく、組付け
作業が容易となる。
【０１５３】
(第３可動演出装置の作用について)
　次に、前記第３可動演出装置Ｍ３の作用を説明する。すなわち、前記駆動機構を作動す
ることで、前記第３の可動体１３０は、図１および図２に示す如く、前記枠状装飾部材２
３における窓口２３ａの上縁部の待機位置と図柄表示装置１３の表示部１３中央側の作動
位置との間を移動する。
【０１５４】
　前記第３の可動体１３０では、図３１に示す如く、前記第４光透過部材１３５の対向面
部１３５ａに複数の光拡散構成部１３６を設け、前記第３ＬＥＤ基板１３３に設けた第１
ＬＥＤ１３３ａから照射された光を、該光拡散構成部１３６を介して第３光透過部材１３
４の前面部１３４ａに照射するようになっている。光拡散構成部１３６では、図２９に示
す如く、第１ＬＥＤ１３３ａと対向する弧状凸面１３７を中心として第８光拡散部１３９
を同心円状に連続して複数形成すると共に、各第８光拡散部１３９の内側第８反射面１３
９ａにおける前端部が前記弧状凸面１３７から離間するにつれて前側へ変位するよう位置
させているから、前記第７反射面１３８ａで反射された反射光を弧状凸面１３７から離間
位置する内側第８反射面１３９ａに対しても効果的に照射することができる。しかも、第
１ＬＥＤ１３３ａからの光が直接照射される面を、該第１ＬＥＤ１３３ａ側に凸となる弧
状凸面１３７としてあるから、該弧状凸面１３７で光を集光して第７光拡散部１３８の第
７反射面１３８ａに照射することができ、弧状凸面１３７から離れた位置の第８光拡散部
１３９の内側第８反射面１３９ａに対しても強い光を照射し得る。これにより、第７光拡
散部１３８の第７反射面１３８ａを介して反射された反射光を、第８光拡散部１３９の内
側第８反射面１３９ａで確実に受け止めて前方に反射させることができる。しかも、弧状
凸面１３７(すなわち第３ＬＥＤ基板１３３における第１ＬＥＤ１３３ａの配置位置)から
離れた位置の第８光拡散部１３９の内側第８反射面１３９ａに対しても強い反射光を確実
に行き渡らせることができる。
【０１５５】
　前記内側第８反射面１３９ａで前方に反射された光は、第４光透過部材１３５を透過し
た後に前記第３光透過部材１３４の前面部１３４ａに照射され、該前面部１３４ａが照明
される。この場合に、第４光透過部材１３５の前面に光拡散加工が施されると共に、第３
光透過部材１３４の前面部１３４ａにも光拡散加工が施されているから、内側第８反射面
１３９ａで前方に反射された光は、第４光透過部材１３５および第３光透過部材１３４で
夫々乱反射してより広範囲を明輝することができる。すなわち、１つの第１ＬＥＤ１３３
ａの光を照射可能な範囲を格段に広げることができ、ＬＥＤの数を低減でき、部品点数の
削減により製造工程の簡略化を図り得ると共に、コストの低減を実現できる。また、第４
光透過部材１３５および第３光透過部材１３４に施される光拡散加工の形態を異ならせて
いるから、興趣のある発光演出を行なうことができる。
【０１５６】
　また前記第３の可動体１３０では、図３１に示す如く、前記第４光透過部材１３５の対
向面部１３５ａには、前記光拡散構成部１３６とは形態が異なる複数の異形光拡散部１４
０を設け、前記第３ＬＥＤ基板１３３に設けた第２ＬＥＤ１３３ｂから照射された光を、
該異形光拡散部１４０を介して第３光透過部材１３４の前面部１３４ａに照射するように
なっている。異形光拡散部１４０は、前記光拡散構成部１３６とは区画された十字状の凹
溝からなり、該溝内に複数の第９光拡散部１４２が形成されており、前記第２ＬＥＤ１３
３ｂから前側に向けて照射された光は、図３０に示す如く、第９光拡散部１４２の第９反
射面１４２ａで乱反射して、当該異形光拡散部１４０の全体を明輝することができる。
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【０１５７】
　ここで、異形光拡散部１４０の第９光拡散部１４２は、溝の幅方向に直線的に延在し、
かつ溝の延在方向に並列に配置されるのに対し、前記光拡散構成部１３６の第８光拡散部
１３９は、前記弧状凸面１３７を中心に同心円状に配置されている。すなわち、異形光拡
散部１４０の第９光拡散部１４２で光が乱反射した際に明輝する形態と、光拡散構成部１
３６の第８光拡散部１３９で光が反射した際に明輝する形態とは明らかに異なり、第３光
透過部材１３４の表面において異なる明輝形態として現われ、全体が同じ形態で明輝する
場合に比べて演出効果を向上することができる。
【０１５８】
　また、前記第４光透過部材１３５における対向面部１３５ａの前面では、前記異形光拡
散部１４０に対応する位置を除く部位に光拡散加工が施されているのに対し、該異形光拡
散部１４０に対応する位置は平坦面１４３とされている。これにより、異形光拡散部１４
０の形成部位と光拡散構成部１３６の形成部位とでの明輝形態が異なることが明確となり
、より興趣のある発光演出を行なうことができる。
【０１５９】
(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、可動体を所定角度範囲で回転(揺動)するよう構成したが、これに限らず
、可動体を３６０°回転するよう構成してもよく、また往復直線運動する構成を採用し得
る。
(2) 実施例では、移動する第１の可動体に第１光透過部材(第１の光透過部材)および第１
光透過部材(第２の光透過部材)を配設したが、該第１光透過部材(第１の光透過部材)およ
び第２光透過部材(第２の光透過部材)の配設部位は、遊技盤や枠状装飾部材等の固定部位
であってもよい。
(3) 第１光透過部材(第１の光透過部材)および第２光透過部材(第２の光透過部材)に対す
る光拡散加工としては、実施例に示した構成のものに限られるものではなく、シボ加工等
のように光を拡散する従来公知の光拡散加工により形成してもよい。また別途設けた光拡
散シートを貼付する構成も採用可能である。
(4) 第２光透過部材(第２の光透過部材)に形成される各光拡散部の数や設置位置は、実施
例のものに限らず、任意に決定することができる。
(5) 第２光透過部材(第２の光透過部材)に形成される各光拡散部における断面形状や反射
面の角度は、実施例のものに限らず、任意に決定することができる。
(6) 実施例では、第２光透過部材(第２の光透過部材)に形成される第２光拡散部を全て同
一の断面形状に形成するようにしたが、第２光拡散部毎に断面形状を変更するようにして
もよい。
(7) 実施例では、１つの収容凹部に対して複数の第２光拡散部を連続して形成したが、該
第２光拡散部を１つだけ備える構成も採用できる。
(8) 実施例では、第１の可動体に設けた光拡散部において、第３光拡散部を１つの第３反
射面で構成したが、光拡散部組を構成する第２光拡散部群における形成形態や第２面側へ
の変位形態に応じ、第３反射面を前記基準線Ｌ３を挟んで上下対称となるように形成し、
第２光拡散部材の第２反射面から照射される光を、第１光拡散部および第４光拡散部から
離間する方向に反射する構成を採用し得る。すなわち、第２光拡散部を、第３光拡散部を
挟んで第１光拡散部および第４光拡散部とは反対側に臨む位置まで形成すれば、１つのＬ
ＥＤによってより広範囲を明輝させることができる。
(9) 実施例では、１つの第１光拡散部に対して３つの第４光拡散部を形成したが、該第４
光拡散部を１つ、２つあるいは４つ以上備える構成も採用できる。
(10) 実施例では、遊技盤を透明板から構成するようにしたが、ベニヤ板等の木製の遊技
盤を採用することもできる。
(11) 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
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【符号の説明】
【０１６０】
　６４　第１光透過部材(第１の光透過部材)
　６６　第２光透過部材(第２の光透過部材)
　６６ｂ　突出壁(第２光透過部)
　６９　前面板(別の光透過部)
　７０　側面板(第１光透過部)
　７１ａ　第１面
　７１ｂ　第２面
　７２　第１ＬＥＤ(発光体)
　７３　収容凹部
　７３ａ　弧状面
　７４　第１光拡散部
　７５　第２光拡散部
　７６　第３光拡散部
　７６ａ　第３反射面(傾斜面)
　７７　第４光拡散部
　７８ａ　後方傾斜面
　Ｍ１　第１可動演出装置(演出装置)

【図１】 【図２】



(40) JP 5431394 B2 2014.3.5

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(41) JP 5431394 B2 2014.3.5

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(42) JP 5431394 B2 2014.3.5

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(43) JP 5431394 B2 2014.3.5

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(44) JP 5431394 B2 2014.3.5
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【図２７】 【図２８】
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【図３１】
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