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(57)【要約】
【課題】可動体に複雑な演出動作を可能ならしめて演出
効果を向上させかつ省スペースでもコンパクトに設置可
能な遊技機用演出装置及びこれを備えた遊技機を提供す
る。
【解決手段】第１の駆動手段２８により駆動される第１
の可動体２２が所定の可動範囲内のうちいずれの可動位
置にあっても第２の可動体２４は第２の駆動手段２９に
より第１の可動体２２とは別個独立に移動可能に設けら
れている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の所定箇所に設けられる機構ベースに対して直動又は回動可能に設けられる第１
の可動体と、
　前記第１の可動体に移動可能に組み付けられ当該第１の可動体の移動方向と交差する向
きに移動する第２の可動体と、
　前記機構ベースに組み付けられ、前記第１の可動体を移動させる第１の駆動手段と、
　前記機構ベースに組み付けられ、前記第１の駆動手段による前記第１の可動体の移動方
向と交差する向きに前記第２の可動体を移動させる第２の駆動手段と、を備え、
　前記第１の駆動手段により駆動される第１の可動体が所定の可動範囲内のうちいずれの
可動位置にあっても前記第２の可動体は前記第２の駆動手段により前記第１の可動体とは
別個独立に移動可能に設けられていることを特徴とする遊技機用演出装置。
【請求項２】
　前記第１の可動体には、当該第１の可動体が前記可動範囲内のうち所定位置にあるとき
、前記第２の駆動手段から前記第２の可動体への駆動伝達を遮断する規制手段が設けられ
ている請求項１記載の遊技機用演出装置。
【請求項３】
　前記第２の駆動手段から駆動伝達される前記第２の可動体の可動位置から駆動伝達が解
除される原点位置に向けて当該第２の可動体を付勢する付勢手段が前記第１の可動体に設
けられている請求項１又は請求項２記載の遊技機用演出装置。
【請求項４】
　前記第１の可動体が可動位置から所定の基準位置へ復帰するのを補助する補助手段が設
けられている請求項１乃至３のいずれか１項記載の遊技機用演出装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項記載の遊技機用演出装置が遊技領域内において遊技状態
に応じて変位可能に設けられた遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機用演出装置及びこれを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機などの遊技機には、外枠に対して開閉可能に設けられた内枠に遊技盤が着脱
可能に組み付けられている。内枠には前面枠が開閉可能に設けられている。
【０００３】
　遊技盤の盤面上に形成される遊技領域においては、遊技領域の拡大と共に図柄表示装置
（液晶表示装置）の周囲に様々な役物が設けられ、図柄表示装置の周縁部には様々な可動
体を備えた演出装置が設けられている。例えば、図柄表示装置の遊技状態に応じて可動演
出部材を動作させることにより演出効果を高めた様々な遊技機が提案されている。
【０００４】
　具体的には、演出部材に第１の駆動手段により第１の演出動作を行なわせ、その動作終
了を条件として第２の駆動手段を駆動して演出部材に第２の演出動作を行なわせる遊技機
が提案されている（特許文献１）。
【０００５】
　また、可動演出装置に設けられた可動演出部材を有する可動演出ユニットを取付ベース
部に対して上下方向にモータ駆動で揺動させ、可動演出ユニットの駆動ベースに設けられ
たソレノイドによって当該可動演出ユニットを駆動ベースに対して左右方向に揺動させる
ことで、可動演出部材の複雑な動きを実現して演出効果を高めた遊技機も提案されている
（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００８－１２５５６５号公報
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【特許文献２】特開２００６－３１４６５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１の演出部材は、時系列に沿って第１の演出動作を行
なってから第２の演出動作を行なうように構成されているため、演出部材の演出動作が変
化に乏しく、所期の演出効果は得られない。また、演出部材が予め定められた位置まで移
動しないと、次の動作を行なうことができないという、演出動作に制約がある。
【０００７】
　また、特許文献２の可動演出装置は、可動演出部材を複数の駆動源を用いて各々個別に
異なる方向に駆動できるため、可動演出部材の複雑な動作は実現できる。しかしながら、
取付べースに設けられた第１の駆動源（モータ）の前方に可動演出ユニットが設けられ、
該可動演出ユニットの駆動ベースに設けられた第２の駆動源（ソレノイド）より前方に可
動演出部材が設けられている。このため、遊技機の厚み方向に構造物が大型化し、図柄表
示装置も大画面化しているため大きな設置スペースを要する。また、第１，第２の駆動源
により各々駆動される可動演出部材が機構的に連結しているため、一方の動作不良が他方
の演出動作に影響し易く動作信頼性も低くなる。可動演出ユニットにソレノイドを設けて
いるため、大きなユニットであれば組み付けられるが、小型のユニットでは組み付けられ
ず汎用性に乏しい。
【０００８】
　本発明の目的は、可動体に複雑な演出動作を可能ならしめて演出効果を向上させかつ省
スペースでもコンパクトに設置可能な遊技機用演出装置及びこ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】
【０００９】
　本発明は上記目的を達成するため、次の構成を備えることを特徴とする。
　遊技機の所定箇所に設けられる機構ベースに対して直動又は回動可能に設けられる第１
の可動体と、前記第１の可動体に移動可能に組み付けられ当該第１の可動体の移動方向と
交差する向きに移動する第２の可動体と、前記機構ベースに組み付けられ、前記第１の可
動体を移動させる第１の駆動手段と、前記機構ベースに組み付けられ、前記第１の駆動手
段による前記第１の可動体の移動方向と交差する向きに前記第２の可動体を移動させる第
２の駆動手段と、を備え、前記第１の駆動手段により駆動される第１の可動体が所定の可
動範囲内のうちいずれの可動位置にあっても前記第２の可動体は前記第２の駆動手段によ
り前記第１の可動体とは別個独立に移動可能に設けられていることを特徴とする。
　ここで、直動とは、直線的に進退動作を行なうことを言う。
【００１０】
　また、前記第１の可動体には、前記可動範囲内のうち所定位置にあるとき、前記第２の
駆動手段から前記第２の可動体への駆動伝達を遮断する規制手段が設けられていることを
特徴とする。
【００１１】
　また、前記第２の駆動手段から駆動伝達される前記第２の可動体の可動位置から駆動伝
達が解除される原点位置に向けて当該第２の可動体を付勢する付勢手段が前記第１の可動
体に設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　また、前記第１の可動体が可動位置から所定の基準位置へ復帰するのを補助する補助手
段が設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　また、遊技機においては、上述したいずれかの遊技機用演出装置が遊技領域内において
遊技状態に応じて変位可能に設けられたことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１４】
　上述した遊技機用演出装置を用いれば、第１の駆動手段により駆動される第１の可動体
が所定の可動範囲内のうちいずれの可動位置にあっても第２の可動体は第２の駆動手段に
より第１の可動体とは別個独立に移動可能に設けられている。
　このように、第１，第２の可動体は異なる駆動手段によって異なる向きに任意のタイミ
ングで各々駆動されるので、複雑で変化に富んだ多彩な演出動作が可能となり、演出効果
を高めることができる。
　また、第１，第２の可動体、第１，第２の駆動手段は同一の機構ベースに一体に組み付
けられているので、演出装置を限られた設置領域内において省スペースでコンパクトに組
み付けることができる。
【００１５】
　また、第１の可動体には、当該第１の可動体が所定位置にあるとき、第２の駆動手段か
ら第２の可動体への駆動伝達を遮断する規制手段が設けられていると、簡易な構成で第１
の可動体に対して第２の可動体が不用意に移動することがなくなる。
【００１６】
　また、第１の可動体が可動位置から所定の基準位置へ復帰するのを補助する補助手段が
設けられていると、第１の可動体を確実に基準位置へ復帰させることができる。また、補
助手段は第１の可動体の可動範囲を規定するとともに第１の可動体が可動位置から基準位
置へ復帰する際の第１の駆動手段による駆動負荷を軽減することができる。更には、遊技
機を搬送する際に第１の可動体を振動等の衝撃から保護することができる。
【００１７】
　また、上述した遊技機用演出装置を備えた遊技機においては、第１，第２の可動体が異
なる駆動手段により各々駆動されるので遊技状態に応じて複雑で変化に富んだ動作を行う
ことができ、限られた遊技領域内に設置して遊技者の興趣が尽きない多彩な演出を行なう
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
　図１を参照して本実施形態に係る遊技機の概略構成について説明する。本実施形態では
遊技機の一例としてパチンコ機を例示して説明するものとする。パチンコ機１は、外枠２
と遊技盤３が設けられた内枠（図示せず）と、該内枠を覆う前面枠４を備えている。図示
しない内枠は、ヒンジ５により外枠２に対して開閉可能に取り付けられている。また前面
枠４は内枠に対して開閉可能に取り付けられている（ヒンジ部図示せず）。前面枠４の中
央部には遊技者が遊技盤３を視認できる窓部６が設けられている。該窓部６の周囲には装
飾部７ａ，７ｂやスピーカー（図示せず）などが設けられる。
【００１９】
　また、前面枠４の窓部６の下方には、貸球や賞球を貯留し図示しない発射装置へ球を誘
導する上球受け皿９ａが設けられ、その下方には上球受け皿９ａの余剰球を貯留する下球
受け皿９ｂが設けられている。また、下球受け皿９ｂの左側にタバコの吸殻を収容する灰
皿１０が設けられ、下球受け皿９ｂの右側には図示しない発射装置が遊技球を遊技領域に
向けて打ち出すための発射ハンドル１１が設けられている。
【００２０】
　遊技盤３の盤面上に形成される遊技領域内には、中央部に図柄表示装置（液晶表示装置
）８を備えたセンター役物１２が設けられ、その周囲には図示しない釘、スルーチャッカ
ー１３、風車１４、電動チューリップ１５、アタッカー１６、レール１７、サイドランプ
１８などの盤面部品やアウト口１９などが設けられている。
【００２１】
　センター役物１２には、図柄表示装置８が配置される前方空間部Ｓに遊技状態に応じて
可動体が移動する演出装置２１が設けられている。可動体には例えば後述する発光基板な
どの電気部品が設けられており、後述する駆動手段により回動動作と直動動作を交互或い
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は組み合わせて複雑な移動動作を行なわせることができる。
【００２２】
　演出装置２１の概略構成について図２乃至図４、図６及び図７を参照して説明する。図
２及び図３に示すように、演出装置２１は、遊技領域の所定箇所に組み付けられる機構ベ
ース２３を備え、該機構ベース２３を貫通して設けられる回動軸２５を中心に回動（正逆
いずれの方向へ回転）する第１の可動体２２が組み付けられている。
【００２３】
　第２の可動体（装飾体２４ａ）は、第１の可動体２２に移動可能に組み付けられる。具
体的には、装飾体２４ａは第１の可動体２２に対して、当該第１の可動体２２の回動軸２
５を中心とする径方向に往復動可能に組み付けられている。ロケット形状をした装飾体２
４ａは可動スライダー２４と連繋しており、可動スライダー２４と一体となって第１の可
動体２２の長手方向に往復動可能に組み付けられている。第１の可動体２２には、後述す
るように例えばＬＥＤ２６（図４参照）が基板実装された発光基板２７が一体に組み付け
られている。
【００２４】
　また、機構ベース２３には、駆動モータ（第１の駆動手段）２８が一体に組み付けられ
ている。駆動モータ２８は、後述するギヤ列を通じて第１の可動体２２を回動軸２５を中
心に所定範囲で回動（正逆いずれの方向にも回転）させる。また、図３において、機構ベ
ース２３には、ソレノイド（第２の駆動手段）２９が一体に組み付けられている。図６（
ａ）（ｂ）において、ソレノイド２９は、プランジャ２９ａ（可動軸）をソレノイド本体
２９ｃより突出する突出位置と当該ソレノイド本体２９ｃに引き込まれる引き込み位置と
の間で往復動させる。図７において、ソレノイド２９は、第１の可動体２２の回動軸２５
を中心とする径方向に往復動可能に組み付けられている第２の可動体（装飾体２４ａ）の
移動方向に対してプランジャ２９ａの移動方向が交差するように機構ベース２３上に設け
られている。ソレノイド２９は、回動アーム３０を通じて第２の可動体（装飾体２４ａ）
を往復動させる。
【００２５】
　図４において、第１の可動体２２の構造をより詳細に説明する。第１の可動体２２は、
先端側は枠体フレームに形成され、後端側は回動軸２５と嵌合する板状体に形成されてい
る。第１の可動体２２の一方の面にロケット形状をした装飾体２４ａ（第２の可動体）及
び固定部材２４ｂが一体に組み付けられる。固定部品２４ｂに突設されたボス部２４ｃに
はスライダーブッシュ２４ｄが嵌め込まれ、ボス部２４ｃの先端は第１の可動体２２の長
孔２２ａを貫通して他方の面から組み付けられる可動スライダー２４のボス孔２４ｅと嵌
め合うようになっている。スライダーブッシュ２４ｄは一方の面から長孔２２ａを介して
他方の面に対向するボス孔２４ｅと嵌合することで、当該長孔２２ａを固定部材２４ｂと
可動スライダー２４で挟み込んでスライド可能に組み付けられる。これにより、装飾体２
４ａは可動スライダー２４と一体に組み付けられて、第１の可動体２２の長手方向にスラ
イド可能に組み付けられる。
【００２６】
　また、第１の可動体２２に設けられたガイド孔２２ｂを両面から各々挟み込む押さえブ
ッシュ２４ｆ,２４ｇのうち飾り押さえブッシュ２４ｆが装飾体２４ａに設けられたボス
（図示せず）と嵌め合うようになっている。これによって、装飾体２４ａの先端側は、第
１の可動体２２からの浮き上がりが抑えられたままガイド孔２２ｂに沿ってスライド可能
に組み付けられる。
【００２７】
　また、図４において、第１の可動体２２の長孔２２ａの一端側にコイルばね２４ｈの一
端が固定され他端は可動スライダー２４の突起２４ｉに嵌め込まれる。よって、図５にお
いて、可動スライダー２４（装飾体２４ａ）は、コイルばね２４ｈによって常時第１の可
動体２２の回動軸２５側に向かって付勢されている（直動方向原点位置）。
　また、図４において、発光基板２７は、第１の可動体２２の他方の面に重ね合わせて固
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定される。第１の可動体２２の他方の面には、発光基板２７に給電する接続配線（図示せ
ず）を結束するハーネス押さえ４０が組み付けられる。
【００２８】
　図７において、回動アーム３０は、機構ベース２３に設けられた回動軸３２とプランジ
ャ２９ａとを連結する第１アーム部３０ａと、ソレノイド本体２９ｃの側方のオフセット
空間部Ｋへ延設され原点位置にある可動スライダー２４と所要の隙間３１を介して対峙す
る第２アーム部３０ｂとを具備している。第２アーム部３０ｂには、可動スライダー２４
に近接するよう湾曲する円弧状の当接部３０ｃが形成されている。尚、当接部３０ｃの形
状は、円弧に限らず他の曲線形状であってもよい。
【００２９】
　回動アーム３０は、ソレノイド２９のプランジャ２９ａの直動運動を回動軸３２を中心
とする回転運動に変換し可動スライダー２４を通じて装飾体２４ａ（第２の可動体）へ駆
動伝達する。即ち、ソレノイド２９がＯＮ／ＯＦＦする際にプランシャ２９ａの直動を回
動アーム３０の回動軸３２を中心とする回動に変えて当接部３０ｃの外周縁部によって隙
間３１を介して対峙する原点位置にある可動スライダー２４に当接し、当該可動スライダ
ー２４と一体に組み付けられた装飾体２４ａを第１の可動体２２の回動方向と交差する向
き（例えば第１の可動体２２の回転半径方向）に押動するようになっている。
【００３０】
　このように、第２の可動体（装飾体２４ａ）が組み付けられた第１の可動体２２、駆動
モータ２８、ソレノイド２９が同一の機構ベース２３に一体に組み付けられているので、
演出装置２１を限られた設置領域内において省スペースでコンパクトに組み付けることが
できる。
【００３１】
　ここで、駆動モータ２８からの駆動伝達機構の一例について説明する。図３において、
機構ベース２３の一端側背面に駆動モータ２８が組み付けられている。駆動モータ２８の
モータ軸にはモータギヤ２８ａが組み付けられている。また、第１の可動体２２の回動軸
２５には扇形ギヤ３３が一体に組み付けられている。モータギヤ２８ａと扇形ギヤ３３と
は機構ベース２３に回転可能に組み付けられたギヤ列３４を介して互いに噛み合っている
。扇形ギヤ３３にはピン３３ａが突設されており機構ベース２３に突設されたピン２３ａ
との間に引っ張りばね３５（補助手段）によって連結されている。引っ張りばね３５は、
第１の可動体２２を図３の基準位置で保持するように常時引っ張り力を作用しており、駆
動モータ２８は、引っ張りばね３５の引っ張り力に抗して第１の可動体２２を可動位置へ
回動軸２５中心に所定範囲で回転させるようになっている。引っ張りばね３５は第１の可
動体２２が可動位置から図３の元の位置へ戻る際には駆動モータ２８の駆動負荷を軽減す
る作用するほかに、ギヤ間のバックラッシュを吸収する。図２において、ギヤ列３４は機
構ベース２３に組み付けられる機構カバー３６に覆われている。
【００３２】
　図７において、機構ベース２３の第１の可動体２２の基準位置に対応する部位には基準
位置規制壁２３ｂが突設され、第１の可動体２２の回動端部に対応する位置には回動端規
制壁２３ｃが突設されている。また、図４において、第１の可動体２２には、上記基準位
置規制壁２３ｂ，回動端規制壁２３ｃと各々当接可能なストッパー２２ｃが突設されてい
る。第１の可動体２２は、基準位置においてストッパー２２ｃが基準位置規制壁２３ｂに
当接して基準位置で停止するようになっている。また、第１の可動体２２は、回動端にお
いてストッパー２２ｃが回動端規制壁２３ｃと当接して回動範囲が規制されるようになっ
ている。
【００３３】
　図５において、第１の可動体２２には回動軸２５の近傍に遮光板３７が設けられ、該遮
光板３７には切欠き３７ａが形成されている。図３において、機構ベース２３に組み付け
られたフォトセンサ３８が遮光板３７により遮光される範囲で駆動モータ２８が所定方向
に駆動されるようになっている。また、フォトセンサ３８が遮光板３７に設けられた切欠
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き３７ａを検出することで、駆動モータ２８の駆動を一時的に停止し、第１の可動体２２
の回動を一旦停止させる。この状態で例えばソレノイド２９を作動させて、第２の可動体
（装飾体２４ａ）を往復動させる演出動作を行なわせることができる。図２において、機
構ベース２３にはフォトセンサ３８に給電する中継基板４１が、中継基板押さえ４２によ
って組み付けられている。中継基板４１に接続する接続配線（図示せず）はハーネスガイ
ドカバー４３に覆われて配線の広がりが抑えられる。
【００３４】
　次に、ソレノイド２９から第２の可動体（装飾体２４ａ）への駆動伝達機構の一例につ
いて説明する。図６（ａ）（ｃ）に示すように、ソレノイド２９は、プランジャ２９ａの
外周にはコイルばね２９ｂが弾発可能に組み付けられており、プランジャ２９ａを突出位
置側に付勢している。プランジャ２９ａの先端部には連結具３９が設けられている。連結
具３９は、回動アーム３０のうち第１のアーム３０ａに設けられたピン３０ｄを長孔３９
ａに挿入することで連結している。図６（ｂ）（ｄ）において、ソレノイド２９に通電す
ると、プランジャ２９がソレノイド本体２９ｃ内部に吸引されて連結具３９を介して回動
アーム３０が回動軸３２を中心に時計回り方向（図６（ｂ）矢印ＣＷ方向）に所定量回転
する。このとき、図９において第２のアーム３０ｂに設けられた当接部３０ｃが可動スラ
イダー２４の端部を押動して後述するコイルばね２４ｈの付勢力に抗して装飾体２４ａを
第１の可動体２２の長手方向先端側に向かってスライドさせるようになっている。尚、回
動アーム３０の回動範囲は、第２のアーム部３０ｂが回動端規制壁２３ｃの一部に設けら
れた突部と当接することで規制されるようになっている。
【００３５】
　図６（ｃ）（ｄ）において、第２のアーム３０ｂに設けられた当接部３０ｃの先端側下
部には突起４５が突設されている。また、図５及び図７において、第１の可動体２２の回
動軸２５の近傍には規制壁４４（規制手段）が突起４５と対向して突設されている。第１
の可動体２２が図７に示す回動方向原点位置にあるとき、突起４５と規制壁４４は回動軸
２５を中心とする径方向に重なった位置にある（規制状態）。
【００３６】
　よって、仮に図７の位置でソレノイド２９がＯＮしても、回動アーム３０は回動軸３２
を中心に時計回り方向へ回転できず、ソレノイド２９から可動スライダー２４への駆動伝
達が遮断される。これにより、基準位置において第１の可動体２２に対して、装飾体２４
ａが不用意に移動することがなくなり、センター役物１２を保護することができる。また
、第１の可動体２２の規制壁４４と突起４５の第２アーム部３０ｂの突起４５の突設位置
を調節することで、第１の可動体２２の回動範囲内の所望の位置で第２の可動体（装飾体
２４ａ）の可動を規制することができる。
【００３７】
　また、第１の可動体２２は引っ張りばね３５により基準位置に引っ張られており（図３
参照）、可動スライダー２４は第１の可動体２２の長手方向先端側（回転半径方向外向き
）の可動位置から駆動伝達が解除される長手方向回動軸側（回転半径方向内向き）の直動
方向原点位置に向けてコイルばね２４ｈによって付勢されたままにある。
【００３８】
　引っ張りばね３５による引っ張り力により第１の可動体２２が基準位置から可動位置へ
回動する際には常時引っ張り力を受けてがたつくことなく安定した状態で回動でき、更に
は第１の可動体２２を確実に基準位置へ復帰させることができるうえに、第１の可動体２
２が可動位置から基準位置へ復帰する際の駆動モータ２８の駆動負荷を軽減することがで
きる。更には、パチンコ機１を搬送する際に第１の可動体２２を振動等の衝撃から保護す
ることができる。
【００３９】
　また、図７において、可動スライダー２４（装飾体２４ａ）の原点位置がソレノイド本
体２９ｃの側方のオフセット空間部Ｋに位置するように配置されるので、ソレノイド本体
２９ｃと可動スライダー２４（装飾体２４ａ）を可能な限り接近させて配置することがで
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きる。また、駆動伝達機構は、原点位置にある可動スライダー２４と所要の隙間３１を介
して対峙し、ソレノイド２９のプランジャ２９ａと連繋して当該プランジャ２９ａの直動
運動を回動軸３２を中心とする回動アーム３０の回動運動に変換することで、可動スライ
ダー２４（装飾体２４ａ）を原点位置から可動位置に変位させるので、ソレノイド２９か
らの駆動伝達経路も直列方向にならずに駆動伝達される。
【００４０】
　これにより、パチンコ機１の限られた設置領域内において演出装置２１をコンパクトに
組み付けることができる。また、回動軸３２に連繋する第１アーム部３０ａと第２アーム
部３０ｂとの長さを調節することで、プランジャ２０ａの僅かな直動を回動アーム３０の
所定範囲の回動に変換して限られた設置領域で効率よく駆動伝達が行える。
【００４１】
　特に、第２アーム部３０ｂには、可動スライダー２４に近接するよう円弧状に湾曲した
当接部３０ｃが形成されていると、プランジャ２９ａの進退動は小さくても回動アーム３
０の回転に伴う当接部３０ｃによる可動スライダー２４への当接範囲が広がるため、装飾
体２４ａの移動範囲を拡大することができるうえに、プランジャ２９が作動してから当接
部３０ｃが可動スライダー２４を押動するまでのタイムラグを短縮することができる。
　また、第１の可動体２２の回動動作と装飾体２４ａの往復動作が重畳して行なわれるこ
とも想定されるが、回動アーム３０と可動スライダー２４とは隙間３１を介して駆動伝達
されるので、第１の可動体２２と第２の可動体（装飾体２４ａ）が互いに干渉するおそれ
はなく動作信頼性を確保することができる。
【００４２】
　次に、演出装置２１の演出動作の一例について図７乃至図９を参照して説明する。
　図７において、第１の可動体２２は、回動軸２５の回動方向原点位置にありかつ第２の
可動体（装飾体２４ａ）も径方向において直動方向原点位置（回動軸２５近傍）にある。
即ち、駆動モータ２８は停止し、ソレノイド２９はＯＦＦした状態にある。ソレノイド２
９がＯＦＦしているときには、プランシャ２９ａはコイルばね２９ｂにより押し出された
状態にある。このとき、回動アーム３０はコイルばね２９ｂによって回動軸３２を中心に
反時計回り方向に付勢され、当接部３０ｃは隙間３１を隔てて可動スライダー２４と対峙
している。また、このとき、第１の可動体２２の規制壁４４と当接部３０ｃの突起４５と
が回動軸２５を中心とする径方向に重なった位置にあるため、回動アーム３０の時計回り
方向の回転は規制されている。
【００４３】
　図８において、駆動モータ２８を起動すると第１の可動体２２が回動軸２５を中心にし
て時計回り方向（ＣＷ方向）に所定量回転する。このとき、第１の可動体２２に組み付け
られた装飾体２４ａは、図１の図柄表示装置８の前方空間部Ｓへ回転する。駆動モータ２
８は遮光板３７の切欠き３７ａがフォトセンサ３８に検出されると駆動停止する。尚、第
１の可動体２２が回転すると、規制壁４４と突起４５の径方向の重なりが解除されるため
、回動アーム３０が回動可能になる。
【００４４】
　図９において、第１の可動体２２が所定停止位置にあるとき、ソレノイド２９を作動さ
せる（ＯＮする）と、プランジャ２９ａが矢印Ｐ方向に吸引されると連結具３９を介して
回動アーム３０は回動軸３２を中心に矢印Ｑ方向（時計回り方向）に回転する。このとき
、当接部３０ｃによって可動スライダー２４をコイルばね２４ｈの付勢に抗して押動して
、装飾体２４ａを第１の可動体２２の長手方向先端側の可動位置に向けてスライドさせる
。
　尚、ソレノイド２９をＯＮ／ＯＦＦを繰り返すことで、第２の可動体（装飾体２４ａ）
は、図９の矢印Ｒ方向に可動位置と原点位置との間を繰り返し往復動するようになってい
る。
【００４５】
　よって、図１において、遊技者は図柄表示装置８の表示や入賞などの遊技状態に応じて



(9) JP 2010-35718 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

、第１の可動体２２と第２の可動体（装飾体２４ａ）の回動と直動を組み合わせた動作を
交互あるいは組み合わせて行なうことで、遊技者の興趣の尽きない、複雑な演出動作を行
なわせて、多彩な演出を行なうことができる。
【００４６】
　尚、上記発明実施の態様では、第１の可動体２２が回動、第２の可動体（装飾体２４ａ
）が直動する場合について例示したが、第１の可動体２２が直動、第２の可動体（装飾体
２４ａ）が回動でもよく、双方が回動、双方が直動するようになっていても良い。
【００４７】
　また、第１の可動体２２がソレノイド２９の側方のオフセット空間部Ｋにおいてプラン
ジャ２９ａの移動方向と平行となるように直動するようにしてもよい。また、プランジャ
２９ａが遊技盤３と平行に移動するようにソレノイド２９を配置し、第２の可動体（装飾
体２４ａ）を遊技盤３に交差（直交）する向きに往復動させるようにしてもよい。この場
合には、パチンコ機１の前後方向において省スペース化を図ることができる。
【００４８】
　また、ソレノイド２９を作動させたまま、即ち第２の可動体（装飾体２４ａ）を第１の
可動体２２の長手方向先端側の可動位置に向けてスライドさせたまま駆動モータ２８を駆
動して第１の可動体２２を所定方向に回転させてもよい。この場合には、回動アーム３０
の当接部３０ｃが可動スライダー２４に押し当てられた状態で可動スライダー２４が第１
の可動体２２と共に回転する。この場合には、当接部３０ｃの形状に沿った回動動作或い
は回動動作と直動動作の複合動作を実現することも可能である。
【００４９】
　また、ソレノイド２９と第２の可動体（装飾体２４ａ）はプランジャ２９ａの進退動と
第２の可動体（装飾体２４ａ）の移動方向とが二次元的に交差するようにオフセットして
配置されていたが、ソレノイド２９と第２の可動体（装飾体２４ａ）とが異なるベースに
設けられ、プランジャ２９ａの直動と第２の可動体（装飾体２４ａ）の移動方向とが立体
的に交差するようにオフセットして配置されていてもよい。
【００５０】
　また、遊技機の一例としてパチンコ遊技機について説明したが、他に例えばアレンジボ
ール遊技機、パチスロ遊技機、雀球遊技機等の他の遊技機に設けられる演出装置に適用す
ることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】遊技機の正面図である。
【図２】演出装置の正面図及び背面図である。
【図３】演出装置の正面斜視図及び背面斜視図である。
【図４】第１，第２の可動体の分解斜視図である。
【図５】第１、第２の可動体の組み付け状態の斜視図である。
【図６】第２の駆動手段及び駆動伝達機構の動作前後の正面図及び斜視図である。
【図７】原点位置にある第１、第２の可動体の回動軸近傍の部分拡大図である。
【図８】第１の可動体が回転位置にある回動軸近傍の部分拡大図である。
【図９】動作状態にある第１、第２の可動体の回動軸近傍の部分拡大図である。
【符号の説明】
【００５２】
　Ｓ　前方空間部
　Ｋ　オフセット空間部
　１　遊技機
　２　外枠
　３　遊技盤
　４　前面枠
　５　ヒンジ
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　６　窓部
　７ａ，７ｂ　装飾部
　８　図柄表示装置
　９ａ　上球受け皿
　９ｂ　下球受け皿
　１０　灰皿
　１１　ハンドル
　１２　センター役物
　１３　スルーチャッカー
　１４　風車
　１５　電動チューリップ
　１６　アタッカー
　１７　レール
　１８　サイドランプ
　１９　アウトロ
　２１　演出装置
　２２　第１の可動体
　２２ａ　長孔
　２２ｂ　ガイド孔
　２２ｃ　ストッパー
　２３　機構ベース
　２３ａ，３０ｄ　ピン
　２３ｂ　基準位置規制壁
　２３ｃ　回動端規制壁
　２４　可動スライダー
　２４ａ　装飾体（第２の可動体）
　２４ｂ　固定部材
　２４ｃ　ボス部
　２４ｄ　スライダーブッシュ
　２４ｅ　ボス孔
　２４ｆ，２４ｇ　押さえブッシュ
　２４ｈ　コイルばね
　２４ｉ　突起
　２５　回動軸
　２６　ＬＥＤ
　２７　発光基板
　２８　駆動モータ（第１の駆動手段）
　２９　ソレノイド（第２の駆動手段）
　２９ａ　プランジャ
　２９ｂ　コイルばね
　２９ｃ　ソレノイド本体
　３０　回動アーム
　３０ａ　第１アーム部
　３０ｂ　第２アーム部
　３０ｃ　当接部
　３１　隙間
　３２　回動軸
　３３　扇形ギヤ
　３４　ギヤ列
　３５　引っ張りばね
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　３６　機構カバー
　３７　遮光板
　３７ａ　切欠き
　３８　フォトセンサ
　３９　連結具
　３９ａ　長孔
　４０　ハーネス押さえ
　４１　中継基板
　４２　中継基板押さえ
　４３　ハーネスガイドカバー
　４４　規制壁（規制手段）
　４５　突起

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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