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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の後側に配設され、図柄変動に関連する動画像の表示演出が行なわれる表示部を
遊技盤の前側に臨ませた図柄表示装置を備える遊技機において、
　前記図柄表示装置の表示部の前方を移動可能な可動体と、
　前記図柄表示装置の表示部における前記動画像の表示演出制御および前記可動体の動作
制御を行なう制御手段とを備え、
　前記制御手段により、前記表示部に表示する前記動画像の表示演出制御が行なわれると
共に、該表示部での該動画像の表示演出と連動して前記可動体の動作制御が行なわれるよ
う構成され、
　前記可動体は、複数の支持体により支持され、
　前記複数の支持体の何れかが姿勢変位することで前記可動体を支持する支持間距離が変
化するよう構成され、
　前記支持間距離の変化に応じて、前記可動体において前記支持体に支持された部分の間
が該支持体の姿勢変位方向に対し交差する方向へ変形するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技盤の後側に配設され、図柄変動に関連する動画像の表示演出が行なわれる表示部を
遊技盤の前側に臨ませた図柄表示装置を備える遊技機において、
　前記図柄表示装置の表示部の外周部に沿って上下方向または左右方向に並ぶよう該表示
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部における外周部外側に配設された複数の可動部材を備え、該表示部に向けて移動可能な
可動体と、
　前記図柄表示装置の表示部における前記動画像の表示演出制御および前記可動体の動作
制御を行なう制御手段とを備え、
　前記制御手段により、前記表示部に表示する前記動画像の外周輪郭形状が変化する表示
演出制御が行なわれると共に、該表示部での該動画像の外周輪郭形状の変化に連動して、
前記各可動部材が該動画像の外周に沿う位置へ移動する前記可動体の動作制御が行なわれ
るよう構成され、
　前記可動体は、前記各可動部材が並んだ長手方向の両端部が、前記表示部の外側に配設
されて個別に作動制御される一対の作動手段の支持体で各々支持され、両端部間が前後方
向へ変位すると共に該両端部が長手方向で近接・離間移動する変形が可能に構成され、
　前記各作動手段の支持体は、前記可動体を支持する支持部が、前記表示部の外側となる
初期位置および該表示部の前側となる作動位置との間で姿勢変位可能に構成されると共に
、前記各作動手段は、初期位置と作動位置との間の中途位置または該作動位置における両
支持体の可動体を支持する支持間距離が、初期位置における両支持体の可動体を支持する
支持間距離より小さくなるよう構成され、
　前記制御手段の制御により、少なくとも前記一方の作動手段が作動して支持体が初期位
置と作動位置との間で姿勢変位することで、両支持体に支持された前記可動体の形状が、
前記支持間距離の変化に伴い、各支持体の初期位置での形状に比べて両端部間が遊技盤の
前後方向へ変位した形状に変化すると共に、前記表示部に表示する前記動画像を、前記可
動体の変形に合わせて表示演出するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、演出領域が形成された遊技盤の後側に図柄表示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、遊技店に設けられた設置枠台に固定される枠部材
である外枠と、該外枠に対して着脱および開閉可能に枢支され、遊技盤が交換可能に配設
される枠部材である中枠と、中枠の前面側に該中枠に着脱および開閉可能に枢支され、中
枠に配設した遊技盤を透視保護する透明板が配設される枠部材としての前枠とを備えてい
る。前枠には、透明板が配設される窓口の下方に、遊技球を貯留可能な上球貯留部や下球
貯留部が配設されると共に、下球貯留部の右方に、上球貯留部から供給される遊技球を遊
技盤に向けて発射させる打球発射装置を作動させる操作ハンドルが設けられている。
【０００３】
　前記遊技盤は、その前面に遊技領域が画成されていると共に該遊技領域内には前後に貫
通する開口が形成され、枠状に構成された枠状装飾部材が該開口の開口縁に取り付けられ
て、該枠状装飾部材の内側に演出領域が画成されている。遊技領域には、案内釘や、図柄
表示装置による図柄変動演出の契機となる始動入賞装置および普通入賞口や、大当りの発
生時に入賞口を開口して多数の入賞球を発生させる特別入賞装置や、その他の遊技部品等
が配設されている。また、演出領域には、遊技盤の後側に配設された図柄表示装置の表示
部や可動演出装置等が臨んでおり、該図柄表示装置の表示部での図柄変動演出や可動演出
装置の可動体による演出が当該演出領域内で視認可能となっている。
【０００４】
　前述のように構成されたパチンコ機、パチンコ遊技が開始されると、図柄表示装置の表
示部において図柄変動やリーチ演出等の様々な動画像による表示演出が実行されると共に
、該表示部での動画像による表示表示演出に合わせて可動演出装置の可動体が動作して視
覚的な演出効果の向上を図るようになっている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－３０８５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、近年においては、パチンコ遊技の興趣の向上に繋がる高い演出効果が得られ
ように、多彩な演出を実行可能な遊技機が希求されている。このため、図柄表示装置の表
示部に表示される動画像の表示演出の多様化および複雑化を図る必要があると共に、これ
に伴い、可動演出装置の可動体の動作演出の多様化および複雑化を図る必要があった。
【０００７】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、可動体の動作演出と図柄表示装置の表示部におけ
る動画像の表示演出とにより多彩な演出を実行可能とし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】
【０００８】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項１に係る発明は、
　遊技盤(D)の後側に配設され、図柄変動に関連する動画像(60)の表示演出が行なわれる
表示部(H1)を遊技盤(D)の前側に臨ませた図柄表示装置(H)を備える遊技機において、
　前記図柄表示装置(H)の表示部(H1)の前方を移動可能な可動体(100)と、
　前記図柄表示装置(H)の表示部(H1)における前記動画像(60)の表示演出制御および前記
可動体(100)の動作制御を行なう制御手段(251,252)とを備え、
　前記制御手段(251,252)により、前記表示部(H1)に表示する前記動画像(60)の表示演出
制御が行なわれると共に、該表示部(H1)での該動画像(60)の表示演出と連動して前記可動
体(100)の動作制御が行なわれるよう構成され、
　前記可動体(100)は、複数の支持体(147,147)により支持され、
　前記複数の支持体(147,147)の何れかが姿勢変位することで前記可動体(100)を支持する
支持間距離が変化するよう構成され、
　前記支持間距離の変化に応じて、前記可動体(100)において前記支持体(147,147)に支持
された部分の間が該支持体(147,147)の姿勢変位方向に対し交差する方向へ変形するよう
構成されたことを要旨とする。
【０００９】
　請求項１に係る発明によれば、表示部に表示する動画像の外周輪郭形状が変化する表示
演出が行なわれると共に、該表示部での該動画像の表示演出と連動して可動体の動作制御
が行なわれることで、表示部に表示される動画像の表示演出と可動体の動作演出とが連動
して見えるようになり、視覚的な演出効果が高まって遊技の興趣の向上を図り得る。
　また、支持体の何れかを姿勢変位することで、可動体において支持体に支持された部分
の間が該支持体の姿勢変位方向に対し交差する方向へ変形するので、該可動体の変形に合
わせて表示演出すれば、可動体および動画像によりインパクトがある表示演出が実行可能
となる。
【００１０】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項２に係る発明は、
　遊技盤(D)の後側に配設され、図柄変動に関連する動画像(60)の表示演出が行なわれる
表示部(H1)を遊技盤(D)の前側に臨ませた図柄表示装置(H)を備える遊技機において、
　前記図柄表示装置(H)の表示部(H1)の外周部に沿って上下方向または左右方向に並ぶよ
う該表示部(H1)における外周部外側に配設された複数の可動部材(190,191)を備え、該表
示部(H1)に向けて移動可能な可動体(100)と、
　前記図柄表示装置(H)の表示部(H1)における前記動画像(60)の表示演出制御および前記
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可動体(100)の動作制御を行なう制御手段(251,252)とを備え、
　前記制御手段(251,252)により、前記表示部(H1)に表示する前記動画像(60)の外周輪郭
形状が変化する表示演出制御が行なわれると共に、該表示部(H1)での該動画像(60)の外周
輪郭形状の変化に連動して、前記各可動部材(190,191)が該動画像の外周に沿う位置へ移
動する前記可動体(100)の動作制御が行なわれるよう構成され、
　前記可動体(100)は、前記各可動部材(190,191)が並んだ長手方向の両端部(100A,100B)
が、前記表示部(H1)の外側に配設されて個別に作動制御される一対の作動手段(101,102)
の支持体(147,147)で各々支持され、両端部(100A,100B)間が前後方向へ変位すると共に該
両端部(100A,100A)が長手方向で近接・離間移動する変形が可能に構成され、
　前記各作動手段(101,102)の支持体(147,147)は、前記可動体(100)を支持する支持部(15
2)が、前記表示部(H1)の外側となる初期位置および該表示部(H1)の前側となる作動位置と
の間で姿勢変位可能に構成されると共に、前記各作動手段(101,102)は、初期位置と作動
位置との間の中途位置または該作動位置における両支持体(147,147)の可動体(100)を支持
する支持間距離(W/W2)が、初期位置における両支持体(147,147)の可動体(100)を支持する
支持間距離(W/W1)より小さくなるよう構成され、
　前記制御手段(251,252)の制御により、少なくとも前記一方の作動手段(101,102)が作動
して支持体(147)が初期位置と作動位置との間で姿勢変位することで、両支持体(147,147)
に支持された前記可動体(100)の形状が、前記支持間距離(W)の変化に伴い、各支持体(147
,147)の初期位置での形状に比べて両端部(100A,100B)間が遊技盤(D)の前後方向へ変位し
た形状に変化すると共に、前記表示部(H1)に表示する前記動画像(60)を、前記可動体(100
)の変形に合わせて表示演出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、表示部に表示する動画像の外周輪郭形状が変化する表示
演出が行なわれると共に、該表示部での該動画像の表示演出と連動して可動体の動作制御
が行なわれることで、表示部に表示される動画像の表示演出と可動体の動作演出とが連動
して見えるようになり、視覚的な演出効果が高まって遊技の興趣の向上を図り得る。
　また、表示部での動画像の外周輪郭形状の変化に連動して、各可動部材が該動画像の外
周に沿う位置へ移動するよう可動体を動作させるので、各可動部材が動画像の外周輪郭形
状を変化させるように見せることができ、視覚的な演出効果を高めることが可能となる。
　更に、一対の作動手段の何れか一方を動作させると、可動体は長手方向における一方の
端部側を中心として他方の端部側が移動するようになり、該可動体を表示部の前側におい
て傾斜した姿勢に動作させ得る。また、一対の作動手段の両方を動作させると、可動体は
長手方向における両端部が同期して移動するようになり、該可動体を表示部の前側におい
て左右方向または上下方向に延在した姿勢で動作させ得る。
　更にまた、少なくとも何れか一方の作動手段を作動させることで、可動体における長手
方向の両端部間が前後に変位するように該可動体が変形しながら動作するので、該可動体
の変形に合わせて動画像を前方へ突出したり後方へ凹むように表示演出すれば、可動体お
よび動画像を立体的に見せたり前後に揺れ動くように見せることができ、インパクトがあ
る表示演出が実行可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る遊技機によれば、可動体の動作演出と図柄表示装置の表示部における動画
像の表示演出とにより、多彩な演出が実行可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施例のパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を、中枠から前枠を開放すると共に遊技盤の遊技領域内を省
略した状態で示す斜視図である。
【図３】実施例のパチンコ機の背面図である。
【図４】実施例の遊技盤を、可動演出装置の各可動体が待機姿勢となっている状態で示す
正面図である。
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【図５】遊技盤の斜視図である。
【図６】遊技盤の後側に取付けられる設置部材を、実施例の可動演出装置を取付けた状態
で示す斜視図である。
【図７】設置部材と可動演出装置とを分離した状態で示す斜視図である。
【図８】実施例の遊技盤を、可動演出装置の各可動体が第１動作姿勢となった状態で示す
正面図である。
【図９】左右の可動体が待機姿勢にある可動演出装置の正面図である。
【図１０】図９のＸ１－Ｘ１線断面図である。
【図１１】待機姿勢における左側の可動体の正面図である。
【図１２】待機姿勢における左側の可動体の背面図である。
【図１３】待機姿勢における左側の可動体の左側面図である。
【図１４】左右の可動体が第１動作姿勢となっている可動演出装置の正面図である。
【図１５】図１４のＸ２－Ｘ２線断面図であって、可動体が前方へ最大に移動した状態を
２点鎖線で同時に示している。
【図１６】図１４のＸ３－Ｘ３線で破断した部分断面図であって、可動体が待機姿勢から
第１動作姿勢に移動する軌跡を同時に示している。
【図１７】第１動作姿勢における左側の可動体の正面図である。
【図１８】第１動作姿勢における左側の可動体の背面図である。
【図１９】第１動作姿勢における左側の可動体の左側面図である。
【図２０】前上方から見た可動演出装置の分解斜視図である。
【図２１】後上方から見た可動演出装置の分解斜視図である。
【図２２】(ａ)は、前上方から見たベース体の斜視図であり、(ｂ)は、後上方から見たベ
ース体の斜視図である。
【図２３】斜め前方から見た左側の可動体の分解斜視図である。
【図２４】斜め後方から見た左側の可動体の分解斜視図である。
【図２５】(ａ)は、斜め前方から見た第２装飾部材の分解斜視図であり、(ｂ)は、斜め後
方から見た第２装飾部材の分解斜視図である。
【図２６】(ａ)は、前上方から見た駆動機構の分解斜視図であり、(ｂ)は、後上方から見
た駆動機構の分解斜視図である。
【図２７】図柄表示装置の表示部において動画像が標準表示演出されると共に、左右の各
可動体が待機姿勢に保持されている状態を示す説明図である。
【図２８】図柄表示装置の表示部において動画像が第１変形表示演出されると共に、左右
の各可動体が第１動作姿勢に動作している状態を示す説明図である。
【図２９】図柄表示装置の表示部において動画像が第２変形表示演出されると共に、左側
の可動体が第２動作姿勢に動作すると共に右側の可動体が第３動作姿勢に動作している状
態を示す説明図である。
【図３０】図柄表示装置の表示部において動画像が第３変形表示演出されると共に、左側
の可動体が第２動作姿勢に動作すると共に右側の可動体が待機姿勢に保持されている状態
を示す説明図である。
【図３１】図柄表示装置の表示部において動画像が第４変形表示演出される際の可動体の
動作を示す説明図であり、(ａ)は、左側の可動体が第１動作姿勢に動作すると共に右側の
可動体が待機姿勢に保持されている状態を示し、(ｂ)は、左側の可動体が待機姿勢に保持
されると共に右側の可動体が第１動作姿勢に動作する状態を示している。
【図３２】図柄表示装置の表示部において動画像が第５変形表示演出される際の可動体の
動作を示す説明図であり、(ａ)は、左側の可動体が第１動作姿勢に動作すると共に右側の
可動体が待機姿勢に保持されている状態を示し、(ｂ)は、左側の可動体が待機姿勢に保持
されると共に右側の可動体が第１動作姿勢に動作する状態を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　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
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下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチ
ンコ機Ｐ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」とは、図１に示すようにパチンコ機Ｐを前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１８】
(パチンコ機の概略構成について)
　実施例に係るパチンコ機Ｐは、図１～３に示すように、遊技店に設けられた「島」とも
称される設置枠台(図示せず)に固定される固定枠としての外枠Ａと、該外枠Ａに対して着
脱および開閉可能に枢支された本体枠としての中枠Ｂと、該中枠Ｂに着脱交換可能に取り
付けられて所要の遊技領域３３が画成された遊技盤Ｄと、中枠Ｂの前面側に着脱および開
閉可能に枢支され、該中枠Ｂに配設した遊技盤Ｄを透視保護する透明板１９が配設される
前枠Ｃとを備えている。前枠Ｃの前側には、透明板１９が配設された窓口２１の下方に、
遊技球を貯留可能な上球皿(上球貯留部)Ｅが配設されると共に、該上球皿Ｅの下方に、遊
技球を貯留可能な下球皿(下球貯留部)Ｆや、中枠Ｂに配設された打球発射装置Ｊ(図２参
照)および前枠Ｃに配設された球送り装置Ｋ(図２参照)を作動させるハンドルユニットＧ
が、左右に並んで配設されている。
【００１９】
　このようなパチンコ機Ｐでは、上球皿Ｅから球送り装置Ｋを介して打球発射装置Ｊへ供
給され、該打球発射装置Ｊにより遊技盤Ｄの遊技領域３３へ打ち込まれた遊技球が、後述
する第１始動入賞口３７または第２始動入賞口３８(図４、図５参照)に入賞することによ
り、機後側に配設されたメイン制御基板２５０において入賞時情報が取得されて大当り抽
選が行なわれると共に該大当り抽選結果に基づいた制御信号が遊技盤Ｄの後側に配設され
た統括制御基板２５１に出力され、該統括制御基板２５１の制御のもとで遊技盤Ｄに配設
された図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１(図３参照)での図柄変動演出が開始される。そしてパ
チンコ機Ｐは、図柄変動演出の結果として、表示部Ｈ１に図柄が所定の組み合わせで停止
することにより遊技者に有利な特別遊技状態(例えば「大当り」)が発生すると、遊技盤Ｄ
の遊技領域３３に設けられた特別入賞装置３９(図４、図５参照)の特別入賞口３９Ａが開
放されて多数の遊技球の入賞が可能となり、遊技球の入賞に基づいて機後側に設けられた
球払出制御基板２５３の制御により作動する球払出装置２５４から多数の遊技球が賞球と
して上球皿Ｅへ払出されるよう構成されている。
【００２０】
（中枠）
　中枠Ｂは、図２に示すように、上縁をなす上枠部１０と、下縁をなして、打球発射装置
Ｊ等が設置された下枠部１１と、左側縁をなす左枠部１２と、右側縁をなす右枠部１３と
から構成され、全体が外枠Ａの開口に整合する矩形枠状に形成される。中枠Ｂには、遊技
盤Ｄを前側から着脱可能に設置し得る遊技盤保持部１４が設けられている。そして中枠Ｂ
は、外枠Ａの左上および左下に設けられたヒンジ１５,１５を介して該外枠Ａに枢支され
、中枠Ｂは外枠Ａに対して左側端部を中心として開閉し得るようになっている。なお中枠
Ｂは、上下左右の各枠部１０,１１,１２,１３が一体成形されたものであってもよい。
【００２１】
(前枠)
　前枠Ｃは、図１および図２に示すように、中枠Ｂの外郭形状に略合致する板状に形成さ
れると共に前後方向に開口する窓口２１が開設された枠本体２０の前側に、該窓口２１を
囲むように複数の装飾部材２２が取付けられている。装飾部材２２内には、ＬＥＤチップ
を実装した照明基板(図示せず)が配設され、該ＬＥＤチップが発光制御されることで装飾
部材２２の光透過部分が明輝されるようになっている。更に、枠本体２０における窓口２
１の下部前側には、上球皿Ｅ等を前側から覆う第１前装飾部材２３や、下球皿Ｅ等を前側
から覆う第２前装飾部材２４が配設されている。
【００２２】
(遊技盤)
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　遊技盤Ｄは、図４および図５に示すように、ベニア等を貼り合わせた木製合板や合成樹
脂を材質とし、中枠Ｂに設けられた遊技盤保持部１４の内縁形状に整合する外形形状に形
成された略矩形の平板状の部材である。遊技盤Ｄの前側には、左下部から右上部にかけて
円弧状に延在する外レール３０と、この外レール３０の内側に中央下部から左上部にかけ
て並べて配置された内レール３１と、外レール３０の右上部から内レール３１の下部まで
の間に右方へ凹む湾曲形状に構成された盤面飾り部材３２等が配設されており、両レール
３０,３１および盤面飾り部材３２で囲まれた内側が遊技領域３３として構成されている
。遊技領域３３内には、流路変更部材としての多数の遊技釘３４やゲート部材３５が配設
され、該遊技領域３３における左側の第１球流下領域３３Ａの下方には複数(実施例では
３個)の普通入賞具４０が配設されると共に、該遊技領域３３における右側の第２球流下
領域３３Ｂの下方には特別入賞装置３９や普通入賞具４０等が配設されている。また、遊
技領域３３の最下部には、アウト口４１が設けられている。
【００２３】
(枠状装飾部材)
　遊技盤Ｄには、図４および図５に示すように、前後に開口する貫通口が形成されており
、該貫通口の開口縁には枠状装飾部材４５が配設されている。これにより遊技領域３３は
、前述したように、枠状装飾部材４５の左側に位置する第１球流下領域３３Ａと、枠状装
飾部材４５の上方から右側に位置する第２球流下領域３３Ｂとに分かれている。そして、
遊技盤Ｄに装着された枠状装飾部材４５の内側開口領域が、遊技領域３３と仕切られた演
出領域４６となっている。ここで演出領域４６は、枠状装飾部材４５の内側において、遊
技領域３３の上下中央よりもやや下方において左右方向に延在するように配設された球案
内部材４９を境として、該球案内部材４９から上側が第１演出領域４７とされると共に、
該球案内部材４９から下側が第２演出領域４８とされている。第１演出領域４７には、遊
技盤Ｄの後側に取付けられた後述する設置部材５０に配設された図柄表示装置Ｈの表示部
Ｈ１や、該設置部材５０に配設された可動演出装置Ｌ等が臨むようになっている。また、
第２演出領域４８には、設置部材５０に配設された遊技演出装置Ｍが臨むように構成され
ている。
【００２４】
　枠状装飾部材４５には、図３および図４に示すように、左右方向で最大幅となる部分の
左端部に、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１における図柄変動演出の契機となる第１始動入賞
口３７が設けられていると共に、左右方向で最大幅となる部分の右端部に、図柄表示装置
Ｈの表示部Ｈ１における図柄変動演出の契機となる第２始動入賞口３８が設けられている
。ここで、実施例のパチンコ機Ｐでは、第１始動入賞口３７に入賞して該第１始動入賞口
３７に配設された第１入賞球検知センサ(図示せず)で検知された検知後遊技球は、枠状装
飾部材４５に配設された前述の球案内部材４９の上面を右方へ転動した後に第２演出領域
４８へ落下して、該第２演出領域４８に配設された前述の遊技演出装置Ｍの遊技に供され
る遊技球として使用されるようになっている。また、第２始動入賞口３８に入賞して該第
２始動入賞口３８に配設された第２入賞球検知センサ(図示せず)で検知された検知後遊技
球は、遊技盤Ｄの後側へ通出された後に、機後側に設けられた排出経路を介して機外へ排
出されるようになっている。
【００２５】
(設置部材)
　遊技盤Ｄの後側に取付けられる設置部材５０は、図６および図７に示すように、前方に
開放する略矩形のケース状に一体成形された合成樹脂製の部材であって、前側の開放端を
遊技盤Ｄの後面に突き合わせて該遊技盤Ｄに取り付けられる。設置部材５０は、遊技盤Ｄ
の後面に対して後方から所要の間隔で平行に対向する設置壁部５１と、この設置壁部５１
の周縁から前方へ延出形成された外周壁部５２と、この外周壁部５２の前端から外方に向
けて屈曲した形状に形成された取付板部５３等を備えている。すなわち設置部材５０は、
外周壁部５２で囲われて遊技盤Ｄ側に開放する前部開口が略矩形状に形成されると共に、
取付板部５３の外周縁が、遊技盤Ｄの外周縁より一回り小さい形状および大きさで形成さ
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れている。そして設置部材５０は、取付板部５３を遊技盤Ｄの後面にネジ止めすることで
該遊技盤Ｄに取付けられ、遊技盤Ｄの後面と該後面から離間した設置壁部５１の前側に空
間を画成し、実施例の可動演出装置Ｌや遊技演出装置Ｍおよびその他が設置壁部５１の前
側に配設されるのを可能とする。
【００２６】
　設置部材５０の設置壁部５１には、図７に示すように、前後に貫通する表示開口５４が
形成されている。また、設置壁部５１には、表示開口５４を囲む平坦状の取付部５５が形
成されている。この取付部５５の前面には、実施例の可動演出装置Ｌが取付けられる(図
６参照)。なお、設置壁部５１には、実施例の可動演出装置Ｌの他に、遊技演出装置Ｍや
各種構成部品等が取付けられる。
【００２７】
(図柄表示装置)
　また、設置壁部５１の後側には、表示開口５４に表示部Ｈ１を臨ませた状態で図柄表示
装置Ｈが着脱可能に取付けられる。図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１は、表示開口５４の開口
形状に略合致する横長矩形状の表示領域を備えている。図柄表示装置Ｈは、表示部Ｈ１を
構成する液晶パネルが収容ケースに収容されたユニット部材であって、該収容ケースの後
面には、該図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の表示制御を行なう表示制御基板２５２と、該表
示制御基板２５２に制御信号を送信する前述の統括制御基板２５１が配設される。
【００２８】
　実施例の図柄表示装置Ｈは、表示制御基板２５２による制御により、図２７～図３０に
例示するように、表示部Ｈ１の表示領域において図柄変動に関連する種々の動画像６０の
表示演出が行なわれる。ここで、動画像６０は、図柄を変動表示可能な図柄列６１,６１,
６１(図２７参照)や、表示領域の全体に表示される背景画像や、図柄変動演出の途中等に
表示されるリーチ演出に関連する動画等、表示部Ｈ１の表示領域に表示されるものである
。なお、各図柄列６１,６１,６１の変動表示は、第１始動入賞口３７または第２始動入賞
口３８への入賞を契機として開始されるようになっている。そして、実施例の図柄表示装
置Ｈでは、表示領域の略全体において動画像６０を表示した標準表示演出(図２７参照)や
、表示領域内において動画像６０の外形形状(外周輪郭形状)を変形させた変形表示演出(
図２８～図３２参照)が可能に構成されている。変形表示演出は、動画像６０の外形形状
を標準表示演出の外形形状を相似的に縮小させた第１変形表示演出(図２８参照)や、斜め
方向から見たような立体平面状に変形させた第２変形表示演出(図２９参照)や、左右方向
における幅を上下において異ならせた第３変形表示演出(図３０参照)や、左側が後方へ押
されたり右側が後方へ押されて斜めに変形させた第４変形表示演出(図３１参照)や、左側
が前方へ押されたり右側が前方へ押されて斜めに変形させた第５変形表示演出(図３２参
照)等である。
【００２９】
(可動演出装置)
　次に、実施例の可動演出装置Ｌについて、図面を引用しながら説明する。なお、可動演
出装置Ｌの上下、左右、前後の各方向は、該可動演出装置Ｌが遊技盤Ｄに配設された状態
(図４の状態)を基準として指称する。
【００３０】
　実施例の可動演出装置Ｌは、図７、図８および図９に示すように、設置部材５０の設置
壁部５１の前側に前向きに配設され、表示開口５４を挟んだ左側および右側に所要距離離
間して配設された一対の可動体１００,１００を備えている。各可動体１００,１００は、
略矩形板状に形成されて表示開口５４より一回り小さい矩形の開口部１０４が中央に形成
されたベース体１０３に、該開口部１０４を挟んだ左右両側に各々配設されている。すな
わち可動演出装置Ｌは、ベース体１０３の前面および後面に、各可動体１００,１００や
関連の構成部材を取付けてユニット化されており、設置部材５０の設置壁部５１に設けら
れた取付部５５の前面にネジ等により固定される。
【００３１】
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　各可動体１００,１００は、図９および図１０に示すように、ベース体１０３の上部に
配設された上作動機構１０１の支持アーム(支持体)１４７に上端部１００Ａが支持される
と共に、該ベース体１０３の下部に配設された下作動機構１０２の支持アーム(支持体)１
４７に下端部１００Ｂが支持され、各支持アーム１４７,１４７間において上下方向へ延
在するよう架設されている。そして、各支持アーム１４７,１４７が駆動機構１４６,１４
６により各々姿勢変位することで、各可動体１００,１００は左右方向への移動が可能に
配設されている。また、各可動体１００,１００は、上下の各作動機構１０１,１０２が同
期して同時に作動することで、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１が臨んだ表示開口５４の側方
へ退避した待機姿勢(図４、図９、図２７参照)と、表示開口５４の前側に移動した第１動
作姿勢(図８、図１４、図２８参照)との間を移動可能に構成されている。また、各可動体
１００,１００は、下作動機構１０２を停止させて上作動機構１０１だけを作動させるこ
とで、上端部１００Ａ側が表示開口５４の前側に延出すると共に下端部１００Ｂ側が該表
示開口５４から退避した第２動作姿勢(図２９,図３０における左側の可動体１００の状態
)と、上作動機構１０１を停止させて下作動機構１０２だけを作動させることで、上端部
１００Ａ側が表示開口５４から退避すると共に下端部１００Ｂ側が該表示開口５４の前側
に延出した第３動作姿勢(図２９における右側の可動体１００の状態)とに姿勢変位可能に
構成されている。更に、各可動体１００,１００は、待機姿勢と第１動作姿勢との間を移
動する際、待機姿勢と第２動作姿勢との間を移動する際、待機姿勢と第３動作姿勢との間
を移動する際に、上端部１００Ａと下端部１００Ｂとが近接すると共に上下方向の中間部
分が前後方向へ変形し得るように構成されている。
【００３２】
(ベース体)
　ベース体１０３は、図２０、図２１、図２２(ａ)および図２２(ｂ)に示すように、中央
に矩形状の開口部１０４が設けられて全体が矩形板状に一体成形された成形部材である。
ベース体１０３は、開口部１０４の左縁および該開口部１０４の上縁側および下縁側へ一
部かかるように設けられた左機構配設部１０５と、開口部１０４の右縁および該開口部１
０４の上縁側および下縁側へ一部かかるように設けられた右機構配設部１０６と、開口部
１０４の上縁に沿って左右に延在して左機構配設部１０５の上部および右機構配設部１０
６の上部に連設された上連結板部１０７と、開口部１０４の下縁に沿って左右に延在して
左機構配設部１０５の下部および右機構配設部１０６の下部に連設された下連結板部１０
８とから構成されている。ここで、ベース体１０３の左右長(左機構配設部１０５の左縁
から右機構配設部１０６の右縁までの長さ)は、設置部材５０の設置壁部５１に設けられ
た取付部５５の左右長と同じであり、該ベース体１０３の上下長(上連結板部１０７の上
縁から下連結板部１０８の下縁までの長さ）は、取付部５５の上下長と同じである。ベー
ス体１０３は、設置壁部５１の取付部５５の前側にネジ等により固定され、左機構配設部
１０５は表示開口５４の左方において該設置壁部５１の前側に位置すると共に、右機構配
設部１０６が表示開口５４の右方において該設置壁部５１の前側に位置する。
【００３３】
(機構配設部)
　左機構配設部１０５には、図２２(ａ)および図２２(ｂ)に示すように、左右一対の可動
体における左側の可動体１００と、該左側の可動体１００を動作させる上下一対の作動機
構１０１,１０２とが配設され、右機構配設部１０６には、右側の可動体１００および該
右側の可動体１００を動作させる上下一対の作動機構１０１,１０２が配設されている。
左機構配設部１０５および右機構配設部１０６は、左右対称形状に構成されて基本的な構
成が同じである。従って、ここでは、左機構配設部１０５について説明し、右機構配設部
１０６は、左機構配設部１０５と同一部材、部位について同一の符号で指示する。
【００３４】
　左機構配設部１０５は、図２２(ａ)および図２２(ｂ)に示すように、上連結板部１０７
の左側に隣接する部位に、上作動機構１０１を配設する上配設部１０９が設けられると共
に、下連結板部１０８の左側に隣接する部位に、下作動機構１０２を配設する下配設部１
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１０が設けられている。また、上配設部１０９と下配設部１１０との間(開口部１０４の
左側)には、発光装飾体１４０(図１４、図１６、図２０および図２４参照)を配設する中
配設部１１１が設けられている。
【００３５】
　上配設部１０９は、図２２(ａ)および図２２(ｂ)に示すように、上連結板部１０７の左
側に位置して該上連結板部１０７の前面より前側へ突出した第１配設部１１２と、該第１
配設部１１２の左側から開口部１０４の左側上部に位置して該第１配設部１１２より前側
へ突出した第２配設部１１３とからなる。第１配設部１１２には、図９および図１４に示
すように、上作動機構１０１におけるリンク機構１４５が配設され、第２配設部１１３に
は、該上作動機構１０１における駆動機構１４６が配設されるようになっている。
【００３６】
　上配設部１０９における第１配設部１１２の前面上部には、図２２(ａ)に示すように、
上作動機構１０１におけるリンク機構１４５の支持アーム１４７を回転可能に支持する支
持軸部１１５が、前方へ延出した状態で形成されている。また、第１配設部１１２におい
て支持軸部１１５の下方に、該支持軸部１１５を中心とした円弧状の貫通孔１１６が、下
方へ凸となるよう開口形成されている。貫通孔１１６には、支持アーム１４７の後側に設
けられた被検知片１５６(図２４参照)が前側から突入するようになり、該支持アーム１４
７が支持軸部１１５を中心に旋回する際に、該被検知片１５６が貫通孔１１６内を移動す
るよう構成されている。また、第１配設部１１２の前面上部には、複数(実施例では２個)
の取付ボス１１７,１１７が、前方へ延出した状態に形成されている。各取付ボス１１７
には、支持軸部１１５の前端側に配設される保持部材１１８が取付けられる(図９参照)。
更に、第１配設部１１２の後側には、基板設置部１１９が設けられている(図２２(ｂ)参
照)。この基板設置部１１９には、図２０に示すように、被検知片１５６を検知する検知
センサ１２１が実装されたセンサ基板１２０が設置され、該基板設置部１１９に当該セン
サ基板１２０を設置すると検知センサ１２１が貫通孔１１６内に位置して、前述した被検
知片１５６の検知が可能に構成されている。なお、基板設置部１１９に設置されたセンサ
基板１２０は、上連結板部１０７の後面より後方へ突出しないようになっている(図１０
、図１５参照)。
【００３７】
　上配設部１０９における第２配設部１１３の前面上部および前面下部には、図２２(ａ)
に示すように、複数(実施例では３個)の固定ボス１２２が、前方へ延出した状態に設けら
れている。各固定ボス１２２には、上作動機構１０１における駆動機構１４６のギアボッ
クス１６７が固定されるようになっている(図９、図１５参照)。なお、第２配設部１１３
における上下方向の中間部(下側の固定ボス１２２の上方)に、後方へ凹んだ退避部１２３
が形成されている。この退避部１２３は、リンク機構１４５における連結レバー１５８の
端部との干渉を回避するためのものである。
【００３８】
　下配設部１１０は、図２２(ａ)および図２２(ｂ)に示すように、下連結板部１０８の左
側に位置して該下連結板部１０８の前面より前側へ突出した第１配設部１２５と、該第１
配設部１２５の左側から開口部１０４の左側上部に位置して該第１配設部１２５より前側
へ突出した第２配設部１２６とからなる。第１配設部１２５には、図９および図１４に示
すように、下作動機構１０２におけるリンク機構１４５が配設され、第２配設部１２６に
は、該下作動機構１０２における駆動機構１４６が配設されるようになっている。
【００３９】
　下配設部１１０における第１配設部１２５の前面上部には、図２２(ａ)に示すように、
下作動機構１０２におけるリンク機構１４５の支持アーム１４７を回転可能に支持する支
持軸部１２７が、前方へ延出した状態で形成されている。また、第１配設部１２５におい
て支持軸部１２７の上方に、該支持軸部１２７を中心とした円弧状の貫通孔１２８が、上
方へ凸となるように開口形成されている。貫通孔１２８には、支持アーム１４７の後側に
設けられた被検知片１５６が前側から突入するようになり、該支持アーム１４７が支持軸
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部１２７を中心に旋回する際に、該被検知片１５６が貫通孔１２８内を移動するよう構成
されている。また、第１配設部１２５の前面下部には、複数(実施例では２個)の取付ボス
１２９,１２９が、前方へ延出した状態に形成されている。各取付ボス１２９には、支持
軸部１２７の前端側に配設される保持部材１３０が取付けられる(図９参照)。更に、第１
配設部１２５の後側には、基板設置部１３１が設けられている(図２２(ｂ)参照)。この基
板設置部１３１には、図２０に示すように、被検知片１５６を検知する検知センサ１３３
が実装されたセンサ基板１３２が設置され、該基板設置部１３１に当該センサ基板１３２
を設置すると、検知センサ１３３が貫通孔１２８内に位置して、前述した被検知片１５６
の検知が可能に構成されている。なお、基板設置部１３１に設置されたセンサ基板１３２
は、下連結板部１０８の後面より後方へ突出しないようになっている(図１０、図１５参
照)。
【００４０】
　下配設部１１０における第２配設部１２６の前面上部および前面下部には、図２２(ａ)
に示すように、複数(実施例では３個)の固定ボス１３４が、前方へ延出した状態に設けら
れている。各固定ボス１３４には、下作動機構１０２における駆動機構１４６のギアボッ
クス１６７が固定されるようになっている(図９、図１５参照)。なお、第２配設部１２６
における上下方向の中間部分(上側の固定ボス１３４の)に、後方へ凹んだ退避部１３５が
形成されている。この退避部１３５は、リンク機構１４５における連結レバー１５８の端
部との干渉を回避するためのものである。
【００４１】
　中配設部１１１は、図２２(ａ)および図２２(ｂ)に示すように、開口部１０４の左縁か
ら左方にいくにつれて前方へ突出する階段状に形成されている。中配設部１１１の左右略
中間には、上下方向に延在すると共に開口部１０４側へ凸となる円弧状に開口する照明口
１３６が設けられている。そして、中配設部１１１の前側において、照明口１３６の左側
には、図９および図２０に示すように、装飾部材１４１が取付けられている。この装飾部
材１４１は、右縁が照明口１３６に沿う円弧状に形成されると共に左にいくにつれて前方
へ突出する階段状に形成され、外面がメッキ等により加飾されている。また、中配設部１
１１の後側には、図１６、図２０および図２１に示すように、発光装飾体１４０が配設さ
れるようになっている。
【００４２】
　図２２(ａ)および図２２(ｂ)に示すように、中配設部１１１の上方において開口部１０
４の左上角部に臨む部分および該中配設部１１１の下方において該開口部１０４の左下角
部に臨む部分は、該中配設部１１１より後方へ凹んだ嵌凹部１３８,１３８が設けられて
いる。上方の嵌凹部１３８は、図９に示すように、可動体１００の上端部１００Ａが、ベ
ース体１０３に接触するのを回避するために設けられている。また、下方の嵌凹部１３８
は、図９に示すように、可動体１００の下端部１００Ｂが、ベース体１０３に接触するの
を回避するために設けられている。
【００４３】
(発光装飾体)
　中配設部１１１に設置される発光装飾体１４０は、図１６、図２０および図２１に示す
ように、照明口１３６に臨ように中配設部１１１の後側に固定されるレンズ部材１４２と
、レンズ部材１４２の後側に配設される発光基板１４３とから構成されている。レンズ部
材１４２は、照明口１３６に臨む部位の後面が、凹凸に形成された光拡散面となっており
、発光基板１４３に配設された発光手段としてのＬＥＤチップ１４３Ａからの照射光が該
光拡散面により拡散されて、照明口１３６を明輝するようになっている。
【００４４】
(上作動機構)
　上作動機構１０１は、図９～図１３に示すように、支持アーム１４７および連結レバー
１５８からなるリンク機構１４５と、リンク機構１４５の連結レバー１５８に連係された
駆動機構１４６とを備えている。上作動機構１０１は、駆動機構１４６の駆動モータ１６
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５を作動させることで連結レバー１５８が移動し、支持軸部１２７に旋回可能に配設され
た支持アーム１４７を、支持軸部１２７を中心として、表示部Ｈ１に整合する開口部１０
４から左方へ退避した初期位置(図９～図１２参照)と、該表示部Ｈ１に整合する開口部１
０４の前方へ移動した作動位置(図１４、図１７および図１８参照)との間で旋回させるよ
う構成されている。
【００４５】
(支持アーム)
　支持体としての支持アーム１４７は、図１７、図１８、図２３および図２４に示すよう
に、第１アーム部材１４８と、第１アーム部材１４８の後側に固定される第２アーム部材
１４９とを備えている。支持アーム１４７は、瓢箪状に形成されて、長手方向の略中間か
ら一方の側が他方の側より幅広に形成されている。支持アーム１４７の長手方向における
一方の端部には、前述した支持軸部１１５が挿通される円筒形の支持筒部１５１が、軸心
が前後方向に延在するように設けられている。また、支持アーム１４７における長手方向
の反対の端部には、可動体１００の上端部１００Ａに配設された第１ジョイント部材２２
０が回転可能に連結される支持軸１５２が、軸心が前後方向に延在するように設けられて
いる。
【００４６】
　また、支持アーム１４７は、第１アーム部材１４８における前板部１５０の後側に、連
結レバー１５８が回転可能に連結される連結軸１５３が、前後に軸心が延在する状態に形
成されている(図２４参照)。なお、連結軸１５３は、支持筒部１５１と支持軸１５２との
間において、該支持筒部１５１に隣接した位置に形成されている。
【００４７】
　支持アーム１４７の支持筒部１５１の内径は、第１支持軸部１１５の外形より大径に形
成されている。すなわち、支持筒部１５１には、前端部および後端部にスリーブ１５５が
配設され、該支持筒部１５１と支持軸部１１５とが直接に接触しないようになっている(
図２３および図２４参照)。なお、スリーブ１５５は、自己潤滑性を有する合成樹脂材(ポ
リアセタール等)から形成されている。
【００４８】
　支持アーム１４７の第２アーム部材１４９は、図１７、図２３および図２４に示すよう
に、第１アーム部材１４８の幅狭側における支持軸１５２の端部から幅広側における支持
筒部１５１の側方に亘って延在する部材である。第２アーム部材１４９は、第１アーム部
材１４８の前板部１５０との間に支持軸１５２および連結軸１５３を挟んだ状態で、該第
１アーム部材１４８の後側に取付けられる。すなわち、第２アーム部材１４９は、支持軸
１５２に連結された第１ジョイント部材２２０が該支持軸１５２から外れるのを防止する
と共に、連結軸１５３に連結された連結レバー１５８が該連結軸１５３から外れるのを防
止している。
【００４９】
　また、支持アーム１４７の後側には、図１２および図２４に示すように、前述した貫通
孔１２８に前側から突入する被検知片１５６が、後方へ延出すると共に支持筒部１５１の
中心を中心とする円弧に沿って円弧状に設けられている。被検知片１５６は、支持アーム
１４７が支持軸部１１５を中心に旋回する際に貫通孔１２８内を往復移動して、該貫通孔
１２８に臨む検知センサ１２１により検知可能となっている。なお、被検知片１５６が検
知センサ１２１で検知された位置が、支持アーム１４７の初期位置とされる。また、支持
アーム１４７は、第１アーム部材１４８に第２アーム部材１４９を組付けると、側方に開
口した空間が内部に画成され(図２４参照)、該支持アーム１４７が初期位置においては、
連結レバー１５８の一部が該空間内に収容されるようになっている(図１１、図１２参照)
。
【００５０】
(連結レバー)
　連結レバー１５８は、図１７、図１８、図２３および図２４に示すように、長手方向の
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中間に屈曲部１５９を有する長尺の部材である。連結レバー１５８は、長手方向における
一端部に、支持アーム１４７に設けられた連結軸１５３が嵌合する第１連結孔１６０が形
成され、長手方向における他端部に、駆動機構１４６における回転体１６６に設けられた
連係ピン１７９(図１８、図２６参照)が係合する第２連結孔１６１が形成されている。
【００５１】
(駆動機構)
　駆動機構１４６は、図１７、図１８、図２６(ａ)および図２６(ｂ)に示すように、駆動
手段としての駆動モータ１６５と、該駆動モータ１６５の駆動により回転し、前述した連
係ピン１７９が設けられた回転体１６６とを備えている。駆動モータ１６５および回転体
１６６は、第２配設部１２６に設けられた固定ボス１２２に固定されるギアボックス１６
７に配設されている。ギアボックス１６７は、前後に組付けられる第１ボックス部材１６
８と第２ボックス部材１６９とから構成され、第１ボックス部材１６８と第２ボックス部
材１６９とを組付けることで内部に収容空間が画成されるようになっている。第１ボック
ス部材１６８には、駆動モータ１６５が固定されるモータ固定部１７０と、回転体１６６
を回転可能に支持する円形の第１支持孔１７１とが形成されている。また、第２ボックス
部材１６９には、回転体１６６を回転可能に支持する円形の第２支持孔１７２が形成され
ている。
【００５２】
　駆動モータ１６５は、駆動軸１６５Ａをギアボックス１６７内に延出させた状態で第１
ボックス部材１６８のモータ固定部１７０に固定され、該ギアボックス１６７から前方へ
突出している。ギアボックス１６７内へ延出した駆動軸１６５Ａの先端には、平歯車であ
る駆動ギア１７３が固定されている。なお、駆動モータ１６５は、ステッピングモータや
パルスモータ等が採用されている。
【００５３】
　回転体１６６は、図１７、図１８、図２６(ａ)および図２６(ｂ)に示すように、円形状
の回転部材であって、ギアボックス１６７内で回転可能に配設されている。すなわち回転
体１６６は、駆動ギア１７３に噛合する平歯車である従動ギア１７５と、従動ギア１７５
の後側に該従動ギア１７５と一体に形成され、該従動ギア１７５より大径のフランジ部１
７６と、従動ギア１７５の前側に該従動ギア１７５と一体に形成され、ギアボックス１６
７の第１支持孔１７１に摺動可能に支持される第１支持ボス１７７と、フランジ部１７６
の後側に該フランジ部１７６と一体に形成され、ギアボックス１６７の第２支持孔１７２
に摺動可能に支持される第２支持ボス１７８とを備えている。従って、回転体１６６は、
第１支持ボス１７７を第１支持孔１７１に嵌合すると共に第２支持ボス１７８を第２支持
孔１７２に嵌合させることで、ギアボックス１６７内で回転可能に支持されると共に、従
動ギア１７５が駆動ギア１７３に噛合するようになっている。また、回転体１６６の第２
支持ボス１７８は、第２支持孔１７２を介してギアボックス１６７の後外方へ露出してお
り、該第２支持ボス１７８の後端所要位置に、後方へ突出した連係ピン１７９が突設され
ている(図１８、図２６(ｂ))。
【００５４】
　前述のように構成された上作動機構１０１は、図２０および図２１に示すように、リン
ク機構１４５における支持アーム１４７を、上配設部１０９の第１配設部１２５に設けら
れた支持軸部１１５に支持させると共に、駆動モータ１６５および回転体１６６を配設し
たギアボックス１６７を、第２配設部１２６に設けられた各固定ボス１２２に固定し、連
結レバー１５８を支持アーム１４７および回転体１６６に各々連結させた状態で上配設部
１０９に配設される。そして、駆動モータ１６５を駆動制御すると、駆動ギア１７３およ
び従動ギア１７５の回転により回転体１６６が回転し、これに伴って回転体１６６に設け
られた連係ピン１７９が円弧状に移動して連結レバー１５８が移動することで、支持アー
ム１４７が初期位置(図９)と作動位置(図１４)との間を支持軸部１１５を中心として旋回
して、支持軸１５２側が円弧状に移動するようになる。
【００５５】
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　ここで、支持軸部１１５に支持された支持アーム１４７は、初期位置においては支持軸
１５２が支持軸部１１５の左下方に位置し(図１１参照)、作動位置においては支持軸１５
２が支持軸部１１５の右下方に位置する(図１７参照)ように設定されている。しかも、図
１７に示すように、支持軸部１１５の軸中心を垂直に通る基準垂線Ｓに対し、初期位置に
おける支持アーム１４７の傾斜角度Ｒ１が、作動位置における支持アーム１４７の傾斜角
度Ｒ２より大きくなるように設定されている。従って、支持アーム１４７が初期位置と作
動位置との間を旋回する際の支持軸１５２の上下方向の高さ位置は、初期位置より作動位
置の方が低くなっている。なお、支持軸１５２の高さ位置は、該支持軸１５２が支持軸部
１１５を中心として円弧状に移動するから、支持軸部１１５の垂直下方(基準垂線Ｓ上)に
ある場合に最も低い位置となる。
【００５６】
(下作動機構)
　下作動機構１０２は、図１１、図１２、図１７および図１８に示すように、該下作動機
構１０２を構成する各部材が、前述した上作動機構１０１を構成する各部材と上下対称の
形状および配置関係で構成され、ギアボックス１６７の形状および駆動モータ１６５の配
設位置が異なっているだけである。すなわち、リンク機構１４５における支持アーム１４
７および連結レバー１５８は上下対称形状に形成されると共に上下対称位置に配設され、
ギアボックス１６７に配設された回転体１６６の配設位置も上下対称位置となっている。
また、駆動モータ１６５は、上作動機構１０１では回転体１６６の上方に配設されている
のに対し、下作動機構１０２では回転体１６６の上方に配設されている点が異なっている
が、駆動モータ１６５により回転体１６６が回転する構成は同じである。従って、下作動
機構１０２については、上作動機構１０１と同一部材、部位について同一の符号で指示し
、簡単に説明するにとどめる。但し、下作動機構１０２の支持アーム１４７には、可動体
１００と中継基板(図示せず)とを接続する配線を保持する配線保持片１５４が設けられて
いる(図２３参照)。
【００５７】
　上作動機構１０１と上下対称の関係で構成された下作動機構１０２は、図１１、図１２
、図１７、図１８および図２０に示すように、リンク機構１４５における支持アーム１４
７を、下配設部１１０の第１配設部１２５に設けられた支持軸部１２７に支持させると共
に、駆動モータ１６５および回転体１６６を配設したギアボックス１６７を、第２配設部
１２６に設けられた各固定ボス１３４に固定し、連結レバー１５８を支持アーム１４７お
よび回転体１６６に各々連結させることで、下配設部１１０に配設される。そして、駆動
モータ１６５を駆動制御すると、駆動ギア１７３および従動ギア１７５の回転により回転
体１６６が回転し、これに伴って回転体１６６に設けられた連係ピン１７９が円弧状に移
動して連結レバー１５８が移動することで、支持アーム１４７が初期位置(図９)と作動位
置(図１４)との間を支持軸部１２７を中心として旋回して、支持軸１５２側が円弧状に移
動するようになる。なお、支持軸部１２７の前側には、第２配設部１２６に設けられた保
持部材１３０が配設され、支持軸部１２７に枢支された支持アーム１４７が該支持軸部１
２７から外れるのを防止するようになっている。
【００５８】
　ここで、下作動機構１０２では、支持軸部１２７に支持された支持アーム１４７は、初
期位置においては支持軸１５２が支持軸部１２７の左上方に位置し(図１１参照)、作動位
置において、支持軸１５２が支持軸部１２７の右上方に位置する(図１７参照)ように設定
されている。しかも、図１７に示すように、支持軸部１２７の軸中心を垂直に通る基準垂
線Ｓに対し、初期位置における支持アーム１４７の傾斜角度Ｒ１が、作動位置における支
持アーム１４７の傾斜角度Ｒ２より大きくなるように設定させている。従って、支持アー
ム１４７が初期位置と作動位置との間を旋回する際の支持軸１５２の上下方向の高さ位置
は、初期位置より作動位置の方が高くなるように設定されている。なお、支持軸１５２の
高さ位置は、該支持軸１５２が支持軸部１２７を中心として円弧状に移動するから、支持
軸部１２７の垂直上方(基準垂線Ｓ上)にある場合に最も高い位置となる。
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【００５９】
(上下の作動機構の作動態様)
　前述のように構成された上作動機構１０１および下作動機構１０２は、図１７に示すよ
うに、可動体１００を支持する各々の支持アーム１４７,１４７が作動位置に停止してい
る場合(図１７に実線で表示)における各支持軸１５２,１５２間の上下方向の支持間距離
Ｗ(Ｗ２)が、各支持アーム１４７,１４７が各々初期位置に停止している場合(図１７に２
点鎖線で表示)における各支持軸１５２,１５２の上下方向の支持間距離Ｗ(Ｗ１)より小さ
くなるように構成されている。また、両支持アーム１４７,１４７の支持軸１５２,１５２
が、支持軸部１１５を通る基準垂線Ｓ上に位置した際、すなわち初期位置と作動位置との
間の中途位置において、該支持軸１５２,１５２間の支持間距離Ｗ(Ｗ３)が最小となる。
すなわち、支持軸１５２,１５２の支軸間距離は、Ｗ１＞Ｗ２＞Ｗ３の関係となっている
。
【００６０】
(可動体)
　左右の各可動体１００,１００は、図９～図１９に示すように、上下方向が長手方向と
なり、長手方向における上端部１００Ａが上作動機構１０１における支持アーム１４７に
支持されると共に、長手方向における下端部１００Ｂが下作動機構１０２における支持ア
ーム１４７に支持され、上下の各支持アーム１４７,１４７に支持された状態で架設され
ている。そして、左右の可動体１００,１００は、上端部１００Ａと下端部１００Ｂとの
間が長手方向と交差する前後方向へ変位すると共に、上端部１００Ａおよび下端部１００
Ｂが長手方向で近接、離間移動する変形が可能に構成されている。なお、左側の可動体１
００と右側の可動体１００は、左右対称に構成されて基本的な構成が同じであり、ここで
は、左側の可動体１００について図面を引用しながら説明し、右側の可動体１００につい
ては、左側の可動体１００と同一部材、同一部位に同一の符号で指示する。
【００６１】
　左側の可動体１００は、図１２、図１３、図１８、図１９、図２３および図２４に示す
ように、長手方向に並んだ複数(実施例では２つ)の可動部材１９０,１９１を備えている
。上方に位置する第１可動部材１９０と下方に位置する第２可動部材１９１とは、ヒンジ
部としての連結部１９２で相互連結され、一方に対して他方が回転可能に構成されている
。なお、第１可動部材１９０および第２可動部材１９１は、後述するコネクタ端子用の開
口部１９８の開口形状が異なるものの、外形形状は上下対称となっている。
【００６２】
(第１可動部材)
　第１可動部材１９０は、図２３および図２４に示すように、上下方向に長い矩形状に形
成されたベース部１９３と、該ベース部１９３の下縁１９３Ａより下方に設けられた第１
連結孔１９４と、ベース部１９３の上縁１９３Ｂより上方に設けられた第２連結孔１９５
とを備えている。ベース部１９３は、後述する第１装飾部材２３０が固定される固定板部
１９６と、該固定板部１９６の外周縁に沿って延在して後方へ延出した外周枠部１９７と
を備え、該外周枠部１９７の下面に、第１連結孔１９４が貫通した筒体部が一体成形され
ると共に、該外周枠部１９７の上面に、第２連結孔１９５が貫通した筒体部が一体成形さ
れている。ここで、第２連結孔１９５が形成された筒体部の上面が、当該可動体１００の
上端部１００Ａとなっている。ベース部１９３の固定板部１９６には、第１装飾部材２３
０に配設された発光基板２３４のコネクタ端子２３４Ｂが挿通する開口部１９８が形成さ
れると共に、該固定板部１９６の後側には、該コネクタ端子２３４Ｂに接続される配線(
図示せず)を掛止する配線掛止片１９９が設けられている。
【００６３】
(第２可動部材)
　第２可動部材１９１は、図２３および図２４に示すように、上下方向に長い矩形状に形
成されたベース部２０３と、該ベース部２０３の上縁２０３Ａから上方に設けられた第１
連結孔２０４と、ベース部２０３の下縁２０３Ｂから下方に設けられた第２連結孔２０５
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とを備えている。ベース部２０３は、後述する第３装飾部材２３２が固定される固定板部
２０６と、該固定板部２０６の外周縁に沿って延在して後方へ延出した外周枠部２０７と
を備え、該外周枠部２０７の上面に、第１連結孔２０４が貫通した筒体部が一体成形され
ると共に、該外周枠部２０７の下面に、第２連結孔２０５が貫通した筒体部が一体成形さ
れている。ここで、第２連結孔２０５が形成された筒体部の下面が、当該可動体１００の
下端部１００Ｂとなっている。ベース部２０３の固定板部２０６には、第３装飾部材２３
２に配設された発光基板２３４のコネクタ端子２３４Ｂが挿通する開口部２０８が形成さ
れると共に、該固定板部２０６の後側には、該コネクタ端子２３４Ｂに接続される配線(
図示せず)を掛止する配線掛止片２０９が設けられている。
【００６４】
(連結部)
　ヒンジ部としての連結部１９２は、図２３および図２４に示すように、第１可動部材１
９０の第１連結孔１９４に挿通される第１連結ピン２１０と、第２可動部材１９１の第１
連結孔２０４に挿通される第２連結ピン２１１と、各第１連結孔１９４,２０４から右方
へ延出した第１および第２連結ピン２１０,２１１に係止支持される第１連結部材２１２
と、各第１連結孔１９４,２０４から左方へ延出した該第１および第２連結ピン２１０,２
１１に係止支持される第２連結部材２１３とを備えている。第１連結部材２１２は、各連
結ピン２１０,２１１の右端が突入係止される係止凹部２１２Ｃ,２１２Ｃが上下に並んで
形成された支持片部２１２Ａと、該支持片部２１２Ａの前端から右方へ折曲して、第２装
飾部材２３１が取付けられる取付板部２１２Ｂとから構成されている。また、第２連結部
材２１３は、各連結ピン２１０,２１１の左端が突入係止される係止凹部２１３Ｃ,２１３
Ｃが上下に並んで形成された支持片部２１３Ａと、該支持片部２１３Ａの前端から左方へ
折曲して、第２装飾部材２３１が取付けられる取付板部２１３Ｂとから構成されている。
【００６５】
　そして、第２装飾部材２３１が、第１連結部材２１２の取付板部２１２Ｂおよび第２連
結部材２１３の取付板部２１３Ｂにネジにより固定されることで、該第１連結部材２１２
および第２連結部材２１３が各第１連結孔１９１,２０１が形成された筒体部を左右両側
から挟持した状態となる。これにより、第１連結部材２１２および第２連結部材２１３に
対して第１可動部材１９０が第１連結ピン２１０を中心にして回転可能に連結されると共
に、該第１連結部材２１２および第２連結部材２１３に対して第２可動部材１９１が第２
連結ピン２１１を中心として回転可能に連結される。従って、第１可動部材１９０と第２
可動部材１９１とは、連結部１９２を介して一方に対して他方が回転可能に連結される。
【００６６】
(同期機構)
　図１２、図１８、図２３および図２４に示すように、第１可動部材１９０の右下部には
、ベース部１９３から第１連結孔１９４の右側に延出して第１連結ピン２１０が貫通する
第１ギア部２１４が設けられている。同様に、第２可動部材１９１の右上部には、ベース
部２０３から第１連結孔２０４の右側へ延出して第２連結ピン２１１が貫通する第２ギア
部２１５が設けられている。ここで、第１ギア部２１４は、第１連結ピン２１０の軸中心
を中心とする円弧状に延在する外歯車であると共に、第２ギア部２１５は、第２連結ピン
２１１の軸中心を中心とする円弧状に延在する外歯車であり、該第１ギア部２１４と第２
ギア部２１５とは、連結部１９２に対して第１可動部材１９０および第２可動部材１９１
が回転する際に常に噛合している。このため、第１可動部材１９０および第２可動部材１
９１は、第１ギア部２１４と第２ギア部２１５との噛み合いにより連結部１９２に対して
常に同期して回転するように、上下方向において同じ角度で折曲して傾斜するようになっ
ている。
【００６７】
(ジョイント部材)
　図２３および図２４に示すように、可動体１００の上端部１００Ａ側に設けられた第２
連結孔１９５と作動機構１０１の支持アーム１４７に設けられた支持軸１５２とは、第１
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ジョイント部材２２０を介して連結される。また、可動体１００の下端部１００Ｂ側に設
けられた第２連結孔２０５と下作動機構１０２の支持アーム１４７に設けられた支持軸１
５２とは、第２ジョイント部材２２５を介して連結されるようになっている。ここで、第
１ジョイント部材２２０と第２ジョイント部材２２５とは同一形状に形成されている。第
１ジョイント部材２２０は、第１可動部材１９０の第２連結孔２０５に挿通支持される連
結ピン２２１と、上作動機構１０１の支持アーム１４７に設けられた支持軸１５２が挿通
する連結孔２２３が形成された連結体２２２とから構成されている。連結ピン２２１は、
スリーブ２２４,２２４を介して第２連結孔１９５に回転可能に支持されると共に、連結
体２２２は、支持軸１５２に摺動回転可能に支持される。同様に、第２ジョイント部材２
２５は、第２可動部材１９１の第２連結孔２０５に挿通支持される連結ピン２２６と、下
作動機構１０２の支持アーム１４７に設けられた支持軸１５２が挿通する連結孔２２８が
形成された連結体２２７とから構成されている。連結ピン２２６は、スリーブ２２９,２
２９を介して第２連結孔２０５に回転可能に支持されると共に、連結体２２７は、支持軸
１５２に摺動回転可能に支持される。
【００６８】
　ここで、図２３および図２４に示すように、第１ジョイント部材２２０は、連結ピン２
２１の軸心方向と連結孔２２３の軸心方向とが交差する関係になっていると共に、第２ジ
ョイント部材２２５は、連結ピン２２６の軸心方向と連結孔２２８の軸心方向とが交差す
る関係となっている。すなわち、図１７および図１８に示すように、各支持アーム１４７
,１４７の支持軸１５２が前後方向に軸心が延出するように設けられているから、該支持
軸１５２に係合する連結孔２２３,２２８は、軸心が前後方向に延在している。これに対
して、連結ピン２２１,２２６は、可動体１００に連結されて常に水平に維持されると共
に、右方(図１８では左方)に行くにつれて後方(ベース体１０３側)へ変位するよう軸心が
延在している。なお、連結孔２２３(２２８)の軸心の延在方向を、図１６に符号Ｔ１で示
すと共に、連結ピン２２１(２２６)の軸心の延在方向を、図１６に符号Ｔ２で示した。従
って、第１ジョイント部材２２０および第２ジョイント部材２２５により各支持アーム１
４７,１４７の支持軸１５２,１５２に連結支持された左側の可動体１００は、図１６に示
すように、第１可動部材１９０および第２可動部材１９１が、左端側より右端側が後方へ
変位した傾斜状態で架設されており、該左側の可動体１００は、右斜め前方を向いた姿勢
となっている。
【００６９】
　一方、左側の可動体１００と左右対称に構成された右側の可動体１００においては、図
示省略するが、第１ジョイント部材２２０および第２ジョイント部材２２５の連結ピン２
２１,２２６が、左方に行くにつれて後方(ベース体１０３側)へ変位するよう軸心が延在
している。従って、第１ジョイント部材２２０および第２ジョイント部材２２５により各
支持アーム１４７,１４７の支持軸１５２,１５２に連結支持された右側の可動体１００は
、第１可動部材１９０および第２可動部材１９１が、右端側より左端側が後方へ変位した
傾斜状態で架設されており、該右側の可動体１００は、左斜め前方を向いた姿勢となって
いる。
【００７０】
(装飾部材)
　第１可動部材１９０の前側に固定される第１装飾部材２３０、連結部１９２の前側に固
定される第２装飾部材２３１および第２可動部材１９１の前側に固定される第３装飾部材
２３２は、基本的な構成は同じである。従って、第２装飾部材２３１について図２５を引
用して説明し、第１装飾部材２３０および第３装飾部材２３２は、同一部材、同一部位は
同一の符号で指示する。
【００７１】
　第２装飾部材２３１は、図２５(ａ)および図２５(ｂ)に示すように、連結部１９２に支
持されるベース部材２３３と、該ベース部材２３３の前側に配設される発光基板２３４と
、該発光基板２３４の前側に配設されるレンズ部材２３５と、レンズ部材２３５の前側に
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配設される装飾体２３６とから構成されている。ベース部材２３３には、発光基板２３４
に配設されたコネクタ端子２３４Ｂを外方へ露出される開口部２３７が形成されると共に
、後面には、連結部１９２が固定される固定ボス２３８が形成されている。発光基板２３
４は、表側にＬＥＤチップ２３４Ａが配設されると共に、裏側にコネクタ端子２３４Ｂが
実装されている。レンズ部材２３５は、内面に光拡散面が形成され、ＬＥＤチップ２３４
Ａからの照射光を拡散させ得るようになっている。また装飾体２３６は、レンズ部材２３
５を露出させる開口部２３９が形成されると共に所要の意匠形状に形成され、メッキ等の
表面処理が施されている。第１～第３の各装飾部材２３０,２３１,２３２は、統括制御基
板２５１により個別に点灯制御され、同期的に点灯、点滅したり非同期的に点灯、点滅し
得るように構成されている。
【００７２】
　なお、図２３および図２４に示すように、第１装飾部材２３０のベース部材２３３には
、別体に形成された装飾板２４０が下方へ延出するように取付けられ、該第１装飾部材２
３０を第１可動部材１９０のベース部１９３に配設すると該装飾板２４０で該ベース部１
９３が被覆されるよう構成されている(図１１参照)。同様に、第３装飾部材２３２のベー
ス部材２３３には、別体に形成された装飾板２４１が上方へ延出するように取付けられ、
該第３装飾部材２３２を第２可動部材１９１のベース部２０３に配設すると該装飾板２４
１で該ベース部２０３が被覆されるよう構成されている(図１１参照)。
【００７３】
　第１～第３装飾部材２３０,２３１,２３２は、図１０～図１３に示すように、第１可動
部材１９０の前側に配設された第１装飾部材２３０が該可動体１００の上部に位置し、連
結部１９２の前側に配設された第２装飾部材２３１が、第１装飾部材２３０の下方に位置
し、第２可動部材１９１の前側に配設された第３装飾部材２３２が、第２装飾部材２３１
の下方に位置する。すなわち、第１～第３装飾部材２３０,２３１,２３２は、上下方向に
おいて並んで配設されている。また第２装飾部材２３１が、第１装飾部材２３０および第
３装飾部材２３２より前側へ常に突出した状態で配設されている(図１０、図１４参照)。
【００７４】
　上作動機構１０１の支持アーム１４７および下作動機構１０２の支持アーム１４７に架
設された可動体１００は、両支持アーム１４７,１４７が初期位置と作動位置との間を旋
回する際に両支持軸１５２,１５２間の支持間距離Ｗが可変するように構成されているこ
とで、両支持アーム１４７,１４７の回転に伴って長手方向において伸縮すると共に中間
部に位置する連結部１９２が前後に変位するように変形する。ここで、両支持アーム１４
７,１４７が初期位置にある場合には、支持間距離がＷ１であるから、待機姿勢となって
いる可動体１００は、図１０および図１３に示すように、第２装飾部材２３１が第１装飾
部材２３０および第３装飾部材２３２より僅かに前方へ突出した状態に保持される。
【００７５】
　そして、両支持アーム１４７,１４７が、初期位置と作動位置との間の中途位置、すな
わち両支持軸１５２,１５２が、図１７に示す両支持軸部１１５,１２７を通る基準垂線Ｓ
上となる位置まで旋回すると、両支持軸１５２,１５２の支持間距離がＷ３まで小さくな
るから、可動体１００は、図１５および図１６に各々２点鎖線で示すように、上端部１０
０Ａおよび下端部１００Ｂが近接移動することで連結部１９２が前方へ変位し、これによ
り第２装飾部材２３１が大きく前方へ移動すると共に第１装飾部材２３０および第３装飾
部材２３２も前方へ傾斜しながら移動するようになっている。
【００７６】
　また、両支持アーム１４７,１４７が、作動位置まで旋回すると、両支持軸１５２,１５
２の支持間距離がＷ２となるから、第１演出姿勢となった可動体１００は、図１５および
図１６に実線で示すように、上端部１００Ａおよび下端部１００Ｂは、中途位置よりも離
間するよう移動することで連結部１９２が後方へ変位し、これにより第２装飾部材２３１
が後方へ移動すると共に第１装飾部材２３０および第３装飾部材２３２も後方へ移動する
ようになっている。但し、図１６に示すように、両支持アーム１４７,１４７の初期位置
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における支持間距離Ｗ１より、両支持アーム１４７,１４７の作動位置における支持間距
離Ｗ２が小さいから、両支持アーム１４７,１４７の作動位置における第１動作姿勢の可
動体１００の形状は、両支持アーム１４７,１４７が初期位置における待機姿勢の該可動
体１００の形状と比較すると、図１０および図１５から明らかなように、第１動作姿勢の
方が前方へ移動した形状となっている。なお、中途位置から第１動作位置との間において
は、図１６に示すように、可動体１００の傾斜方向と略同じ方向において該可動体１００
が前後に移動するようになっている。
【００７７】
　すなわち、左側の可動体１００は、両支持アーム１４７,１４７が初期位置から中途位
置まで旋回する過程において、第１動作姿勢の状態よりも中間部が更に前方へ変位するよ
う変形した後(図１５、図１６に２点鎖線で示す状態)、両支持アーム１４７,１４７が中
途位置から作動位置まで旋回する過程において、中間部が後方へ変位するよう変形して第
１動作姿勢となる(図１５、図１６に実線で示す状態)よう構成されている。同様に、右側
の可動体１００は、両支持アーム１４７,１４７が初期位置から中途位置まで旋回する過
程において、第１動作姿勢の状態よりも中間部が更に前方へ変位するよう変形した後、両
支持アーム１４７,１４７が中途位置から作動位置まで旋回する過程において、中間部が
後方へ変位するよう変形して第１動作姿勢となる。すなわち、左右の可動体１００,１０
０は、待機姿勢と第１動作姿勢との間を左右方向へ移動する際に、上端部１００Ａと下端
部１００Ｂとの間(第１～第３の各装飾部材２３０,２３１,２３２)が、前方へ一旦大きく
変位するように変形した後に後方へ変位するように変形するから、両可動体１００,１０
０が前後に変位して立体的に変形するようになっている。
【００７８】
　また、左右の可動体１００,１００は、待機姿勢と第２動作姿勢との間を左右方向へ移
動する際や、待機姿勢と第３動作姿勢との間を左右に移動する際においても、両支持アー
ム１４７,１４７の支持軸１５２間の支持間距離Ｗが変化するようになるから、前述した
待機姿勢と第１動作姿勢との間を左右方向へ移動する場合と同様に、上端部１００Ａと下
端部１００Ｂとの間が前後方向に変位して立体的に変形するようになっている。
【００７９】
(実施例の作用)
　実施例のパチンコ機Ｐは、前述したように、操作ハンドルＧにより発射操作を行なうこ
とで球送り装置Ｋおよび打球発射装置Ｊが作動し、上球皿Ｅ内に貯留された遊技球が、遊
技盤Ｄの遊技領域３３内へ所定間隔毎に打ち出される。そして、遊技領域３３へ打出され
た遊技球が第１始動入賞口３７または第２始動入賞口３８に入賞して、第１入賞球検知セ
ンサまたは第２入賞球検知センサで検知されると、該第１入賞球検知センサまたは第２入
賞球検知センサからメイン制御基板２５０へ検知信号が送信される。検知信号を受信した
メイン制御基板２５０は、大当り抽選を行なうと共に、該大当り抽選結果に応じて所定の
制御信号を統括制御基板２５１に送信する。メイン制御基板２５０から制御信号を受信し
た統括制御基板２５１は、所定の内部処理を行なった結果に基づいて表示制御基板２５２
に制御信号を送信し、該表示制御基板２５２は、統括制御基板２５１からの制御信号に基
づいて、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１における表示領域に所定の動画像６０を表示させて
図柄変動演出を実行する。一方、統括制御基板２５１は、内部処理の結果に基づいて、実
施例の可動演出装置Ｌの動作制御を実行する。
【００８０】
　そして、実施例のパチンコ機Ｐでは、表示制御基板２５２による図柄表示装置Ｈの表示
部Ｈ１での動画像６０の表示演出において、表示領域の略全体において該動画像６０を表
示した標準表示演出や、表示領域内において動画像６０の外形形状(外周輪郭形状)を変形
させた変形表示演出を実行するようになっている。また、統括制御基板２５１による可動
演出装置Ｌの動作演出では、該表示部Ｈ１での動画像６０の表示演出に合わせて、該可動
演出装置Ｌの可動体１００,１００の動作演出を実行するようになっている。すなわち、
実施例のパチンコ機Ｐは、表示部Ｈ１での動画像６０の表示演出と可動演出装置Ｌの各可
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動体１００,１００の動作演出とを連動させた遊技演出を行なうことで、高い演出効果が
得られるようになっている。そこで、表示部Ｈ１での動画像６０の表示演出と可動演出装
置Ｌの各可動体１００,１００の動作演出とを連動させる具体例を例示して説明する。
【００８１】
(通常表示演出)
　図２７は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１において、表示領域の略全体において動画像６
０を表示する通常の標準表示演出の一例を示す説明図である。標準表示演出においては、
表示部Ｈ１の矩形状に形成された表示領域の全体を使って、３つの図柄列６１,６１,６１
の図柄変動演出による動画像６０を表示する。この標準表示演出では、統括制御基板２５
１による可動演出装置Ｌの動作制御は、各々の上作動機構１０１および下作動機構１０２
の各駆動モータ１６５,１６５は停止させて、各支持アーム１４７,１４７を初期位置に保
持させることで、左右の各可動体１００,１００を待機姿勢に保持させる。これにより、
各可動体１００,１００は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１から左方および右方へ退避して
、該表示部Ｈ１に表示される動画像６０の左縁および右縁に沿って位置するようになり、
表示領域が各可動体１００,１００で隠れないから、表示領域の全体で表示演出される動
画像６０を良好に視認可能である。
【００８２】
(第１変形表示演出)
　図２８は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１において、外形形状を標準表示演出の外形形状
より左右方向および上下方向の両方向で相似的に小さくし、かつ表示内容も全体を縮小さ
せて動画像６０を表示する第１変形表示演出を示した説明図である。この第１変形表示演
出では、統括制御基板２５１による可動演出装置Ｌの動作制御は、各可動体１００,１０
０の各上作動機構１０１および下作動機構１０２の各駆動モータ１６５,１６５を駆動さ
せて、各支持アーム１４７,１４７を初期位置から作動位置へ旋回させることで、左右の
各可動体１００,１００を第１動作姿勢に移動させる。これにより、各可動体１００,１０
０は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の演出領域における動画像６０が表示されていない前
側に移動すると共に縮小された動画像６０の左縁および右縁に沿って位置するようになり
、表示領域に縮小表示された動画像６０が各可動体１００,１００で押されて縮小したよ
うに演出可能となる。特に、左右の各可動体１００,１００が待機姿勢から第１動作姿勢
へ変位する際に、前述したように、各可動体１００,１００が前方へ一旦大きく変位する
ように変形した後に後方へ変位するように変形するから、動画像６０の縮小表示に連動し
て各可動体１００,１００が前後に変形して、動画像６０が各可動体１００,１００で押さ
れて縮小したように演出可能となる。
【００８３】
(第２変形表示演出)
　図２９は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１において、動画像６０の左縁および右縁を斜め
にして該動画像６０の外形形状を平行四辺形に変形させ、かつ表示内容も左縁および右縁
の傾斜角度に合わせて傾斜させて動画像６０を表示する第２変形表示演出を示した説明図
である。この第２変形表示演出では、統括制御基板２５１による可動演出装置Ｌの動作制
御は、左側の可動体１００では、下作動機構１０２の駆動モータ１６５は停止させて支持
アーム１４７を初期位置に停止保持させると共に、上作動機構１０１の駆動モータ１６４
は駆動させて支持アーム１４７を初期位置から作動位置へ旋回させることで、該左側の可
動体１００を第２動作姿勢とする。同時に、右側の可動体１００では、上作動機構１０１
の駆動モータ１６５は停止させて支持アーム１４７を初期位置に停止保持させると共に、
下作動機構１０２の駆動モータ１６４は駆動させて支持アーム１４７を初期位置から作動
位置へ旋回させることで、該右側の可動体１００を第３動作姿勢とする。これにより、各
可動体１００,１００は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の演出領域における動画像６０が
表示されていない前側に移動すると共に平行四辺形に変形された動画像６０の左縁および
右縁に沿って延在するようになり、表示領域に変形表示された動画像６０が各可動体１０
０,１００で押されて変形されたように演出可能となる。特に、左側の可動体１００が待
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機姿勢から第２動作姿勢へ変位する際および右側の可動体１００が待機姿勢から第３動作
姿勢へ変位する際に、前述したように、各可動体１００,１００が前方へ一旦大きく変位
するように変形した後に後方へ変位するように変形するから、動画像６０の変形表示に連
動して各可動体１００,１００が前後に変形し、動画像６０が各可動体１００,１００で押
されて変形したように演出可能となる。
【００８４】
　なお、図示省略するが、図柄表示装置Ｈは、表示部Ｈ１に表示される動画像６０の外形
形状を、図２８に示した右傾斜の平行四辺形と反対の左傾斜の平行四辺形に表示すること
も可能である。この場合には、統括制御基板２５１による可動演出装置Ｌの動作制御は、
左側の可動体１００では、上作動機構１０１の駆動モータ１６５は停止させて支持アーム
１４７を初期位置に停止保持させると共に、下作動機構１０２の駆動モータ１６４は駆動
させて支持アーム１４７を初期位置から作動位置へ旋回させることで、該左側の可動体１
００を第３動作姿勢とする。同時に、右側の可動体１００では、下作動機構１０２の駆動
モータ１６５は停止させて支持アーム１４７を初期位置に停止保持させると共に、上作動
機構１０１の駆動モータ１６４は駆動させて支持アーム１４７を初期位置から作動位置へ
旋回させることで、該右側の可動体１００を第２動作姿勢とする。これにより、各可動体
１００,１００は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の演出領域における動画像６０が表示さ
れていない前側に移動すると共に平行四辺形に変形された動画像６０の左縁および右縁に
沿って延在するようになり、表示領域に変形表示された動画像６０が各可動体１００,１
００で押されて変形したように演出することができる。
【００８５】
(第３変形表示演出)
　図３０は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１において、動画像６０の左縁を斜めにして外形
形状を台形に変形させ、かつ表示内容も左縁側が傾斜すると共に右縁に近づくにつれて垂
直となるよう動画像６０を表示する第３変形表示演出を示した説明図である。この第３変
形表示演出では、統括制御基板２５１による可動演出装置Ｌの動作制御は、左側の可動体
１００では、下作動機構１０２の駆動モータ１６５は停止させて支持アーム１４７を初期
位置に停止保持させると共に、上作動機構１０１の駆動モータ１６４は駆動させて支持ア
ーム１４７を初期位置から作動位置へ旋回させることで、該左側の可動体１００を第２移
動姿勢とする。また、右側の可動体１００では、上下の各作動機構１０１,１０２の各駆
動モータ１６５,１６５は停止させて各支持アーム１４７,１４７を待機位置に停止保持さ
せることで、該右側の可動体１００は待機姿勢とする。これにより、各可動体１００,１
００は、台形に変形された動画像６０の左縁および右縁に沿って延在するようになり、表
示領域に変形表示された動画像６０が左側の可動体１００,１００で押されて捻れた状態
に変形したように演出することができる。特に、左側の可動体１００が待機姿勢から第２
動作姿勢へ変位する際に、前述したように、各可動体１００,１００が前方へ一旦大きく
変位するように変形した後に後方へ変位するように変形するから、動画像６０の変形表示
に連動して各可動体１００,１００が前後に変形し、動画像６０が各可動体１００,１００
で押されて変形したように演出可能となる。
【００８６】
(第４変形表示演出)
　図３１は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１において、左から右に向けて徐々に縮小すると
共に左縁を右方へ移動させることで右側が後方へ移動したように見える動画像６０(６０
Ａ)(図３１(ａ)参照)と、右から左に向けて徐々に縮小すると共に右縁を左方へ移動させ
ることで左側が後方へ移動したように見える動画像６０(６０Ｂ)(図３１(ｂ)参照)とを、
交互に表示する第４変形表示演出を示した説明図である。この第４変形表示演出では、動
画像６０Ａが表示される場合には、左側の可動体１００の上作動機構１０１および下作動
機構１０２の各駆動モータ１６５,１６５を駆動させて、各支持アーム１４７,１４７を初
期位置から作動位置へ旋回させることで、左側の可動体１００を第１動作姿勢に移動させ
る。これにより、各可動体１００,１００は、縮小された動画像６０の左縁および右縁に
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沿って位置するようになる。特に、左側の可動体１００が待機姿勢から第１動作姿勢へ変
位する際に、前述したように、該可動体１００が前方へ一旦大きく変位するように変形し
た後に後方へ変位するように変形するから、動画像６０が左側の可動体１００により左方
から押されて、これにより該動画像６０が右方へ移動すると共に右側が後方へスライドす
るように見せる演出が可能となる。
【００８７】
　そして、表示部Ｈ１での表示が動画像６０Ａから動画像６０Ｂに切り替わる際には、統
括制御基板２５１の可動演出装置Ｌに対する動作制御では、左側の可動体１００を第１動
作姿勢から待機姿勢に移動させると同時に、右側の可動体１００を待機姿勢から第１動作
姿勢に移動させる。このとき、左側の可動体１００が第１動作姿勢から待機姿勢へ変位す
る際に、前述したように、該可動体１００が前方へ一旦大きく変位するように変形した後
に後方へ変位するように変形するから、動画像６０の左側が、該左側の可動体１００によ
り左方へ引張られながら後方へ押されるように見せる演出が可能となる。一方、右側の可
動体１００が待機姿勢から第１動作姿勢へ変位する際に、前述したように、該可動体１０
０が前方へ一旦大きく変位するように変形した後に後方へ変位するように変形するから、
動画像６０の右側が、該右側の可動体１００により前方へ引張られながら右方へ押される
ように見せる演出が可能となる。従って、第４変形表示演出においては、動画像６０を動
画像６０Ａと動画像６０Ｂとの間で連続的に変形するように表示制御すると共に、これに
合わせて左側の可動体１００と右側の可動体１００とを交互に待機姿勢と第１動作姿勢に
動作制御することで、各可動体１００,１００が動画像６０(６０Ａ,６０Ｂ)を左右から押
したり引張りながら変形させているように見せることができ、高い演出効果が得られる。
【００８８】
　なお、動画像６０Ａと動画像６０Ｂとに短時間で交互に繰り返し変形させる際には、左
右の可動体１００,１００は、各支持アーム１４７,１４７を作動位置と中途位置との間で
旋回させて、第１動作姿勢から待機姿勢まで戻さずに、左右の可動体１００,１００を第
１動作姿勢と最大に前進した中途位置(図１６に２点鎖線で表示した位置)との間で往復移
動させるようにすることで、動画像６０Ａ,６０Ｂの短時間での変化に対応させることが
可能である。また、左右の可動体１００,１００は、第１動作姿勢と中途位置に対応する
中途姿勢においては、該可動体１００の傾き方向と略同じ方向に変形するから、表示部Ｈ
１に表示された動画像６０(６０Ａ,６０Ｂ)を押したり引いたりする動作をリアルに演出
することが可能である。
【００８９】
(第５変形表示演出)
　図３２は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１において、図柄列６１が右から左に向けて徐々
に拡大すると共に左縁を右方へ移動させることで左側が前方へ移動したように見える動画
像６０(６０Ａ)(図３２(ａ)参照)と、図柄列６１が左から右に向けて徐々に拡大すると共
に右縁を左方へ移動させることで右側が前方へ移動したように見える動画像６０(６０Ｂ)
(図３２(ｂ)参照)とを、交互に表示する第５変形表示演出を示した説明図である。この第
５変形表示演出では、動画像６０Ａが表示される場合には、左側の可動体１００の上作動
機構１０１および下作動機構１０２の各駆動モータ１６５,１６５を駆動させて、各支持
アーム１４７,１４７を初期位置から作動位置へ旋回させることで、該左側の可動体１０
０を第１動作姿勢に移動させる。これにより、各可動体１００,１００は、動画像６０の
左縁および右縁に沿って位置するようになる。特に、左側の可動体１００が待機姿勢から
第１動作姿勢へ変位する際に、前述したように、該可動体１００が前方へ一旦大きく変位
するように変形するから、動画像６０が左側の可動体１００により左方から押されて、該
動画像６０の左側が右方へ移動すると共に前方へスライドするように見せる演出が可能と
なる。
【００９０】
　そして、表示部Ｈ１での表示が動画像６０Ａから動画像６０Ｂに切り替わる際には、統
括制御基板２５１の可動演出装置Ｌに対する動作制御では、左側の可動体１００を第１動



(23) JP 5968203 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

作姿勢から待機姿勢に移動させると同時に、右側の可動体１００を待機姿勢から第１動作
姿勢に移動させる。このとき、左側の可動体１００が第１動作姿勢から待機姿勢へ変位す
る際に、前述したように、該可動体１００が前方へ一旦大きく変位するように変形した後
に後方へ変位するように変形するから、動画像６０の左側が、該左側の可動体１００によ
り左方へ引張られながら後方へ引張られるように見せる演出が可能となる。一方、右側の
可動体１００が待機姿勢から第１動作姿勢へ変位する際に、前述したように、該可動体１
００が前方へ一旦大きく変位するように変形するから、動画像６０の右側が、該右側の可
動体１００により左方へ押されながら前方へ押されるように見せる演出が可能となる。従
って、第５変形表示演出においては、動画像６０を動画像６０Ａと動画像６０Ｂとの間で
連続的に変形するように表示制御すると共に、これに合わせて左側の可動体１００と右側
の可動体１００とを交互に待機姿勢と第１動作姿勢に動作制御することで、各可動体１０
０,１００が動画像６０(６０Ａ,６０Ｂ)を押したり引張りながら変形させているように見
せることができ、高い演出効果が得られる。
【００９１】
　図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１で表示演出される動画像６０の変形表示演出は、図２８～
図３２に例示した各変形表示演出に限らず、各可動体１００,１００の動作の組合わせに
より、様々な演出が可能である。
【００９２】
　従って、実施例のパチンコ機Ｐでは、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１に表示する動画像６
０の外周輪郭形状が変化する表示演出が行なわれると共に、該表示部Ｈ１での該動画像６
０の表示演出と連動して可動演出装置Ｌの左右の各可動体１００,１００の動作制御が行
なわれので、表示部Ｈ１に表示される動画像６０の表示演出と可動体１００,１００の動
作演出とが連動して見えるようになり、視覚的な演出効果が高まって遊技の興趣の向上を
図り得る。特に、各可動体１００,１００は、表示部Ｈ１に沿って並んだ第１可動部材１
９０および第２可動部材１９１を備えていて、表示部Ｈ１での動画像６０の外周輪郭形状
の変化に連動して、各可動部材１９０,１９１が該動画像６０の外周に沿う位置へ移動す
るよう可動体１００を動作させるので、各可動部材１９０,１９１が動画像６０の外周輪
郭形状を変形させるように見せることができ、視覚的な演出効果を好適に高めることが可
能となる。
【００９３】
　そして、表示部Ｈ１に表示される動画像６０を縮小される表示演出の実行時には、表示
部Ｈ１における該動画像６０の非表示部分の前側へ可動体１００を移動するよう動作させ
るから、該可動体１００が動画像６０を押して該動画像６０が圧縮されているように見せ
ることができる。また、動画像６０と各可動体１００,１００が重ならないので、該動画
像６０が見難くなることも防止し得る。
【００９４】
　また、可動演出装置Ｌは、表示部Ｈ１を挟んだ左右において、第１可動部材１９０およ
び第２可動部材１９１が上下方向に並ぶように可動体１００,１００が配設され、かつ各
可動体１００,１００の上端部１００Ａを上作動機構１０１の支持アーム１４７で支持す
ると共に下端部１００Ｂを下作動機構１０２の支持アーム１４７で支持するようにしたか
ら、上下一対の作動機構１０１,１０２の何れか一方を動作させると、可動体１００は、
下端部１００Ｂ側を中心として上端部１００Ａ側が表示部Ｈ１の前側へ移動した第２動作
姿勢に移動したり、上端部１００Ａ側を中心して下端部１００Ｂ側が表示部Ｈ１の前側へ
移動した第３動作姿勢に移動可能であるから、該可動体１００を表示部Ｈ１の前側におい
て傾斜した姿勢に動作させ得る。また、上作動機構１０１の支持アーム１４７および下作
動機構１０２の支持アーム１４７の両方を同時に回転させると、可動体１００は長手方向
における上端部１００Ａおよび下端部１００Ｂが同期して移動するようになり、該可動体
１００を表示部Ｈ１の前側において上下方向に延在した姿勢で第１動作姿勢に動作させ得
る。従って、表示部Ｈ１を挟んで左右方向で対向するように配設された各可動体１００,
１００を個別に動作させることで、両可動体１００,１００の間を介して視認し得る表示
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部Ｈ１の形状を、正方形や長方形、平行四辺形、三角形等とすることが可能となり、様々
な外周輪郭形状に変化させて動画像６０を表示することが可能となる。
【００９５】
　更に、可動演出装置Ｌは、少なくとも上作動機構１０１または下作動機構１０２の何れ
か一方を作動させて支持アーム１４７を回転させることで、可動体１００は、長手方向の
上端部１００Ａと下端部１００Ｂが上下方向で近接すると共に中間部が前後に変位するす
るように変形しながら移動する。すなわち可動体１００は、上下の支持アーム１４７,１
４７が旋回する方向に姿勢変位すると同時に、上端部１００Ａと下端部１００Ｂとの間が
前後方向へ変位しながら３次元的(立体的)に変形するようになるから、インパクトがある
演出が実行されて演出効果を好適に高めることができる。
【００９６】
　また、可動体１００は、待機姿勢と第１動作姿勢との間を移動する際、待機姿勢と第２
移動姿勢との間を移動する際、待機姿勢と第３移動姿勢との間を移動する際において、第
１可動部材１９０と第２可動部材１９１とが連結部１９２に対して回転しながら折曲する
ように変形するから、スムーズな変形が長期間に亘って維持可能である。更に、可動体１
００は、第１～第３の装飾部材２３０,２３１,２３２を備えているから、装飾効果も高め
ることができる。
【００９７】
(変更例)
　本発明に係る遊技機は、実施例に例示の形態に限らず種々の変更が可能である。
（１）実施例では、表示部Ｈ１を挟んで該表示部Ｈ１の左側および右側に各可動体１００
,１００を配設した構成を例示したが、表示部Ｈ１を挟んだ上側および下側に各可動体１
００,１００を配設するようにしてもよい。この形態では、各可動体１００,１００は、表
示部Ｈ１の上縁および下縁に沿うよう左右方向に延在した構成とされ、左端部および右端
部を一対の作動機構により各々支持された状態で架設される。そして、左右の各作動機構
を同時に作動させた際には、可動体１００は、左右に延在した状態で昇降移動するように
なり、右作動機構を停止させて左作動機構を作動させた場合には、該可動体１００は、右
端部側を中心として左端部側が昇降するようになり、左作動機構を停止させて右作動機構
を作動させた場合には、該可動体１００は、左端部側を中心として右端部側が昇降するよ
うになる。
（２）可動体１００は、表示部Ｈ１を挟んで左側および右側に各々配設せず、表示部Ｈ１
の左側または右側の何れか一方にだけ配設したものであっても、表示部Ｈ１の表示領域に
表示演出される動画像の外形形状の変形に対応させて可動体１００を動作することは可能
である。また、可動体１００は、表示部Ｈ１の上側または左側の何れか一方にだけ配設す
るようにしても、動画像６０の外形形状に変形に対応させることは可能である。
（３）実施例では、可動体１００が、支持アーム１４７の作動位置において図柄表示装置
Ｈの表示部Ｈ１の前側へ移動する形態となっているが、支持アーム１４７の作動位置にお
いても可動体１００が表示部Ｈ１の前側まで移動しないように構成してもよい。すなわち
、可動体１００は、表示部Ｈ１の外側において、該表示部Ｈ１に近接、離間移動するよう
構成してもよい。
（４）可動体１００の両端部を移動させる駆動機構は、実施例で例示した支持アームを膜
動モータで回転させる形態に限定されず、該可動体１００の両端部を表示部Ｈ１の前側へ
移動可能でかつ、可動体１００を支持する支持間距離Ｗが変化するものであれば、様々に
変更可能である。例えば、駆動モータに替えて流体アクチュエータにより支持アームを回
転させるようにしてもよい。
（５）可動体１００の両端部を支持する支持体は、実施例で例示した回転タイプの支持ア
ームに限らず、円弧状または直線状にスライド移動するスライド部材であってもよい。
（６）可動体１００は、複数の可動部材が連結されたものに限らず、複数の可動部材が単
独で移動可能に配設したものであってもよい。
（７）可動体１００は、複数の可動部材を連結したものに限らず、例えば長手方向におい
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て撓曲的に弾性変形が可能な部材、例えば板バネ部材等であってもよい。すなわち、長尺
な板バネ部材の長手方向の両端部を一対の作動機構で支持することで、該板バネ部材は、
両端部が近接移動すると該両端部の間が変位するように湾曲状に変形するようになる。
（８）実施例の可動演出装置Ｌは、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の前側以外の部位に配設
するようにしてもよい。
（９）実施例では、両端部の間が前後に変位するよう変形する可動体１００を例示したが
、可動体１００は、作動機構の作動により両端部の間が上下に変形するものや、左右に変
形するように構成することも可能である。
（１０）実施例では、遊技機としてのパチンコ機を示したが、遊技機はパチンコ機に限ら
れるものではなく、アレンジボール機やスロットマシン等であってもよい。
【符号の説明】
【００９８】
　６０ 動画像
　１００ 可動体
　１００Ａ 上端部(端部)
　１００Ｂ 下端部(端部)
　１０１ 上作動機構(作動手段)
　１０２ 下作動機構(作動手段)
　１４７ 支持アーム(支持体)
　１５２ 支持軸(支持部)
　１９０ 第１可動部材
　１９１ 第２可動部材
　２５１ 統括制御基板(制御手段)
　２５２ 表示制御手段(制御手段)
　Ｄ 遊技盤
　Ｈ 図柄表示装置
　Ｈ１ 表示部
　Ｗ，Ｗ１,Ｗ２ 支持間距離
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