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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の遊技領域に配設されて可動する可動役物装置において、
　モータを駆動源として移動可能な可動本体と、この可動本体の内部に配設された光源と
、この光源の前方に配設された円椀状に膨出するレンズと、このレンズを包囲するように
前記可動本体に一体化された中空構造のカバーとを備え、
　前記レンズの出射側表面に、光を直進させる平坦部とそこから立ち上がって光を屈折さ
せる鋸歯部とが該レンズの中心部を中心に外周部に向かって階段状かつ同心円状に形成さ
れていると共に、前記カバーの内壁面に前記レンズを中心として放射状に延びる複数のリ
ブが形成され、前記可動本体の移動態様に応じて、前記レンズと該レンズに向かって光を
出射する前記光源とに基づくライティング演出を行うことを特徴とする可動役物装置。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記可動本体を回転可能に支持する支持体と、この支持体に
スライド可能に保持されて前記可動本体に係合する作動体と、前記支持体を上下方向へ案
内するガイド手段が設けられたハウジングと、前記モータの回転を前記支持体の直線移動
に変換する動力変換機構とを備え、前記支持体の移動途中で前記作動体を前記ハウジング
の一部に突き当ててスライド移動させることにより、前記可動本体を所定角度だけ回転動
作するようにしたことを特徴とする可動役物装置。
【請求項３】
　遊技盤の遊技領域に配設されて可動する可動役物装置であって、
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　モータを駆動源として移動可能な可動本体と、この可動本体の内部に配設された光源と
、この光源の前方に配設された光の拡散性を有するレンズと、前記可動本体を回転可能に
支持する支持体と、この支持体にスライド可能に保持されて前記可動本体に係合する作動
体と、前記支持体を上下方向へ案内するガイド手段が設けられたハウジングと、前記モー
タの回転を前記支持体の直線移動に変換する動力変換機構とを備え、
　前記支持体の移動途中で前記作動体を前記ハウジングの一部に突き当ててスライド移動
させることにより、前記可動本体を所定角度だけ回転動作するようにし、前記可動本体の
移動態様に応じて、前記レンズと該レンズに向かって光を出射する前記光源とに基づくラ
イティング演出を行うことを特徴とする可動役物装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機に備えられる可動役物装置に係り、特に、光源とレンズによるラ
イティング演出が可能な可動役物装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機に代表される弾球遊技機の中には、遊技盤の遊技領域に可変表示装置や始動
入賞口を設け、遊技領域に向けて発射された遊技球が始動入賞口に入賞したことを契機に
電子抽選を行い、その抽選結果に基づいて可変表示装置が図柄の変動表示および停止表示
を行うようにした機種が存在する。電子抽選の抽選結果には当たり（当選）とハズレ（非
当選）があり、抽選結果が当たりの場合には、可変表示装置に所定の特別図柄の組み合わ
せが表示され、通常モードから特別遊技モードへと移行する。この特別遊技モードでは、
例えばアタッカーが開放動作して露呈された大入賞口に遊技球が入るので、遊技者は多く
の賞球を獲得することができる。
【０００３】
　このような弾球遊技機において、可動態様を変化させることができる可動体を遊技領域
やその近傍の適宜位置に配置し、電子抽選で当選していることを可動体の可動態様によっ
て示唆または報知するようにした可動役物装置が広く採用されている。かかる可動役物装
置は、モータやソレノイド等を駆動源として種々の運動を行う可動体を備えており、従来
より、遊技盤の上部位置に配設した横長形状の可動体に複数のＬＥＤとレンズを設け、こ
の可動体を水平軸を中心に上下方向へ回転駆動することにより、レンズから出射されるＬ
ＥＤの光を遊技者の視界に入れてまぶしさを演出するようにした可動役物装置が知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２２８８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に開示された可動役物装置においては、可動体に内蔵されたＬＥ
Ｄの前方に凸レンズ形状のレンズを配置し、かかるレンズを用いてＬＥＤの光をスポット
ライトのように集光して出射するようになっているため、光の出射方向がレンズの光軸方
向に限定されてしまい、一定位置に保持された１つのレンズからの出射光だけでは、目線
位置に個人差のある遊技者に対して確実なライティング演出を行えなくなる虞がある。そ
こで、上記の従来技術では、横長形状の可動体に複数のレンズを横一列に配置して出射光
を左右方向に広げると共に、モータによって可動体を回転駆動して出射光を上下方向にも
広げるようにしているが、それに伴って可動体を横方向に大型化せざるを得ないため、可
動体の設置場所の自由度が著しく制約されるという問題があり、可動体の駆動機構が複雑
になるという問題もあった。
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【０００６】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、１つのレ
ンズからの出射光で広範囲に亘ってギラギラ感を出すことができる可動役物装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明は、遊技盤の遊技領域に配設されて可動する可動
役物装置において、モータを駆動源として移動可能な可動本体と、この可動本体の内部に
配設された光源と、この光源の前方に配設された円椀状に膨出するレンズと、このレンズ
を包囲するように前記可動本体に一体化された中空構造のカバーとを備え、前記レンズの
出射側表面に、光を直進させる平坦部とそこから立ち上がって光を屈折させる鋸歯部とが
該レンズの中心部を中心に外周部に向かって階段状かつ同心円状に形成されていると共に
、前記カバーの内壁面に前記レンズを中心として放射状に延びる複数のリブが形成され、
前記可動本体の移動態様に応じて、前記レンズと該レンズに向かって光を出射する前記光
源とに基づくライティング演出を行うように構成した。
【０００８】
　このように構成された可動役物装置では、光源の前方に配設された円椀状に膨出するレ
ンズの出射側表面に、光を直進させる平坦部とそこから立ち上がって光を屈折させる鋸歯
部とが該レンズの中心部を中心に外周部に向かって階段状かつ同心円状に形成されている
ため、レンズに平坦部による光の直進性と鋸歯部による光の拡散性とを併せ持たせること
ができると共に、レンズを包囲するように配設されたカバーの内壁面に放射状に延びる複
数のリブが形成されているため、レンズから出射された拡散光がリブで反射して明暗のコ
ントラストをつけることができる。これにより遊技者は、カバーの開口端で明るく光る拡
散光と光源からの直進光とを同時に目にすることになり、１つのレンズからの出射光で広
範囲に亘ってギラギラ感を出すことができる。
【０００９】
　上記の構成において、前記可動本体を回転可能に支持する支持体と、この支持体にスラ
イド可能に保持されて前記可動本体に係合する作動体と、前記支持体を上下方向へ案内す
るガイド手段が設けられたハウジングと、前記モータの回転を前記支持体の直線移動に変
換する動力変換機構とを備え、前記支持体の移動途中で前記作動体を前記ハウジングの一
部に突き当ててスライド移動させることにより、前記可動本体を所定角度だけ回転動作す
るように構成すると、可動本体の上下動作中に回転動作（首振り動作）することで光の出
射方向を急変させることができるため、例えばカバーの開口が側方を向いた状態で可動本
体を上下動させ、その途中で可動本体を首振り動作してカバーの開口を遊技者に向けるこ
とにより、上下動する可動本体から急に眩しい光が放射されるという斬新なライティング
演出を行うことができて好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の可動役物装置は、可動本体に内蔵された光源の前方に位置するレンズの出射側
表面に、光を直進させる平坦部とそこから立ち上がって光を屈折させる鋸歯部とが該レン
ズの中心部を中心に外周部に向かって階段状かつ同心円状に形成されているため、レンズ
に平坦部による光の直進性と鋸歯部による光の拡散性とを併せ持たせることができ、しか
も、円椀状に膨出するレンズを包囲するように配設されたカバーの内壁面に放射状に延び
る複数のリブが形成されているため、レンズから出射された拡散光がリブで反射して明暗
のコントラストをつけることができる。したがって、遊技者はカバーの開口端で明るく光
る拡散光と光源からの直進光とを同時に目にすることになり、１つのレンズからの出射光
で広範囲に亘ってギラギラ感を出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】パチンコ機の外観を示す斜視図である。
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【図２】図１のパチンコ機に備えられる遊技盤の正面図である。
【図３】本発明の実施形態例に係る可動役物装置が動作状態にあるときの該遊技盤の正面
図である。
【図４】該可動役物装置の斜視図である。
【図５】該可動役物装置の正面図である。
【図６】該可動役物装置の底面図である。
【図７】該可動役物装置の背面図である。
【図８】該可動役物装置の平面図である。
【図９】該可動役物装置の側面図である。
【図１０】図５のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図１１】該可動役物装置に備えられるレンズの斜視図である。
【図１２】該レンズの断面図である。
【図１３】該可動役物装置に備えられる可動本体が待機位置から動作位置へ移動する途中
状態を示す正面図である。
【図１４】図１３に対応する背面図である。
【図１５】該可動本体が動作位置へ移動した状態を示す正面図である。
【図１６】図１５に対応する背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１に示すように、本発明の可
動役物装置が適用されたパチンコ機Ｐは、遊技場の島設備に配置される機枠１と、機枠１
に扉状に開閉自在に取り付けられた前面枠２と、前面枠２に収納保持された後述する遊技
盤３と、前面枠２の前面に扉状に開閉自在に取り付けられたガラス扉４と、前面枠２の下
方に配設された前面ボード５と、前面ボード５に取り付けられた発射ハンドル６等を具備
しており、前面ボード５には受け皿７が設けられている。
【００１３】
　図２と図３に示すように、遊技盤３の盤面はガイドレール８等で囲まれた遊技領域９と
なっており、発射ハンドル６が遊技者によって任意角度に回転操作されると、図示せぬ発
射装置が受け皿７に貯留された遊技球を遊技領域９に向けて連続的に打ち出すようになっ
ている。遊技領域９の上部中央付近には中央役物ユニット１０が配設されており、この中
央役物ユニット１０は、中央部に開口１１を有する枠状の装飾ケース１２と、装飾ケース
１２の右側部に配置された後述する可動役物装置１３とを具備している。また、中央役物
ユニット１０の裏面には液晶パネル（ＬＣＤ）からなる可変表示装置１４が配設されてお
り、この可変表示装置１４の表示画面１４ａは装飾ケース１２の開口１１から露出してい
る。
【００１４】
　装飾ケース１２には、上側ステージ１５ａと下側ステージ１５ｂとで構成される二段ス
テージ１５が設けられている。上側ステージ１５ａは開口１１の下辺に沿って左右方向に
延びており、その中央部には下側ステージ１５ｂに通じる透孔（図示せず）が形成されて
いる。下側ステージ１５ｂは上側ステージ１５ａの下面に沿って左右方向に延びており、
その中央部には溝１５ｃが形成されている。また、装飾ケース１２の左側壁には中空構造
のワープ通路１２ａが形成されており、このワープ通路１２ａの入口は遊技領域９に開口
していると共に、ワープ通路１２ａの出口は上側ステージ１５ａの左上部に開口している
。したがって、中央役物ユニット１０の左側の遊技領域９を流下する遊技球がワープ通路
１２ａに入球すると、その遊技球はワープ通路１２ａの内部を通って上側ステージ１５ａ
に排出された後、上側ステージ１５ａ上を転動して前記透孔から下側ステージ１５ｂへと
誘導される。
【００１５】
　二段ステージ１５の溝１５ｃの真下位置には第１の始動入賞口１６と第２の始動入賞口
１７が上下に配設されており、下側ステージ１５ｂ上を転動して溝１５ｃから落下した遊
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技球は高い確率で第１の始動入賞口１６へ導かれるようになっている。ここで、第１の始
動入賞口１６は上面に入賞孔が開口された単純構造の始動入賞口であるが、第２の始動入
賞口１７は一対の可動片を有する電動チューリップ構造の始動入賞口となっている。そし
て、第１および第２の始動入賞口１６，１７のいずれか一方に遊技球が入賞すると、それ
を契機として特別図柄表示の電子抽選が行われ、可変表示装置１４の表示画面１４ａ上で
図柄の変動表示と停止表示が行われる。また、中央役物ユニット１０の左側には通過チャ
ッカー１８が配設されており、この通過チャッカー１８を遊技球が通過したことを契機に
普通図柄表示の電子抽選が行われ、その抽選結果が当たりの場合に第２の始動入賞口１７
の可動片を一時的に開放して遊技球の入球を許可するようになっている。
【００１６】
　さらに、第２の始動入賞口１７の真下位置にはアタッカー１９が配設されており、この
アタッカー１９によって図示せぬ大入賞口が覆われている。アタッカー１９は、第１およ
び第２の始動入賞口１６，１７のいずれか一方に遊技球が入賞することを契機に行われる
特別図柄表示の電子抽選の結果、当たりとなって大当たり遊技状態（特別遊技モード）に
移行した場合に作動される装置である。具体的には、特別図柄表示の抽選結果が当たりの
場合、可変表示装置１４の表示画面１４ａ上で図柄の変動表示を例えば「７７７」のよう
に特定図柄で停止させると共に、アタッカー１９が複数回繰り返し開放動作して大入賞口
を露呈させる。アタッカー１９は１回の開放動作について例えば３０秒通過するまで、あ
るいは遊技球が大入賞口に例えば１０個入球するまで開放状態を維持し、かかる開放動作
を例えば１５回繰り返した後に大当たりが終了する。その他、遊技領域９には遊技球の払
い出しのみを行う複数の一般入賞口２０が配設されており、いずれの始動入賞口１６，１
７や一般入賞口２０にも入賞しなかった遊技球は、遊技領域９の最下端部に設けられたア
ウト口２１から遊技盤３の裏面側に排出されるようになっている。
【００１７】
　図４～図１０に示すように、本発明の実施形態例に係る可動役物装置１３は、装飾ケー
ス１２の右側部裏面に配設された金属板製のブラケット２２と、ブラケット２２の前面を
覆う合成樹脂製の保持ケース２３と、ブラケット２２の前面下端部に取り付けられたモー
タ２４と、ブラケット２２の裏面下端部に軸支された歯車列２５と、ブラケット２２の裏
面に取り付けられた一対のガイドレール２６と、これらガイドレール２６に上下動可能に
保持された支持体２７と、支持体２７の上部先端に回転可能に支持された可動本体２８と
、支持体２７と可動本体２８との間に介設された作動体２９等によって主として構成され
ている。
【００１８】
　ブラケット２２は装飾ケース１２の裏面にネジ止めにより固着されており、ブラケット
２２と保持ケース２３はネジ止めにより一体化されてハウジング３０を構成している。こ
の保持ケース２３の左側面の中央付近には傾斜部２３ａが形成されており、保持ケース２
３の前面下端部には中継基板４２が取り付けられている。
【００１９】
　モータ２４は減速ギアユニット３１に積層・一体化されており、この減速ギアユニット
３１の出力軸はブラケット２２を貫通して歯車列２５の最初段の歯車に固着されている。
また、歯車列２５の最終段の歯車は支持体２７に形成されたラック２７ａと噛合しており
、このラック２７ａはガイドレール２６の軸線に沿って上下方向に延びている。したがっ
て、モータ２４が正逆いずれかの方向に回転すると、支持体２７がガイドレール２６に案
内されて上下方向（矢印Ｙ１－Ｙ２方向）へ移動し、これら歯車列２５とラック２７ａに
よってモータ２４の回転を支持体２７の直線的な上下運動に変換する動力変換機構が構成
されている。
【００２０】
　支持体２７の上端部には平面視くの字状のアーム部２７ｂが一体形成されており、この
アーム部２７ｂはブラケット２２の側面から左方へ突出している。アーム部２７ｂの下面
には受板３２がネジ止めされており、図１０に示すように、この受板３２の上面には２本
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のガイドピン３２ａが所定間隔を存して突設されている。作動体２９はアーム部２７ｂの
下面と受板３２との間にスライド可能に配置されており、受板３２の両ガイドピン３２ａ
が作動体２９に形成された長孔２９ａに係合することにより、作動体２９は図１０の矢印
Ｘ１－Ｘ２方向へ移動可能となっている。また、作動体２９の矢印Ｘ１側の端部には係合
ピン２９ｂが形成され、作動体２９の矢印Ｘ２側の端部には駆動ピン２９ｃが形成されて
いる。係合ピン２９ｂは保持ケース２３に向かって前方へ突出しており、支持体２７が下
方へ向かって移動するときに、係合ピン２９ｂが保持ケース２３の傾斜部２３ａに当接し
て上から下へ摺動することにより、作動体２９は図１０の矢印Ｘ１からＸ２方向へ向かっ
てスライド移動する。
【００２１】
　可動本体２８は二つ割り形状の前面側可動部２８ａと背面側可動部２８ｂとを有してお
り、これら前面側可動部２８ａと背面側可動部２８ｂはネジ止めにより一体化されている
。前面側可動部２８ａと背面側可動部２８ｂはいずれも合成樹脂の成形品であり、前面側
可動部２８ａの先端部には中空構造のカバー３３が一体形成されている。これら可動本体
２８とカバー３３は映写機を模した役物であり、可動本体２８の後端部は支持体２７のア
ーム部２７ｂに支軸３４を介して回転可能に連結されている。この支軸３４には捻りコイ
ルばね３５が巻装されており、捻りコイルばね３５の一方の腕部３５ａを前面側可動部２
８ａに掛止めすると共に、他方の腕部３５ｂをアーム部２７ｂに掛止めすることにより、
可動本体２８は支軸３４を中心に図１０の時計回り方向へ弾性付勢されている。なお、詳
細な説明は後述するが、背面側可動部２８ｂの後端部が作動体２９の駆動ピン２９ｃに当
接することにより、つまり作動体２９のスライド位置に応じて、可動本体２８の回転角度
は初期位置と動作位置間の所定範囲内（図１０の矢印θ）に規定されている。
【００２２】
　可動本体２８の内部には第１の回路基板３６と第２の回路基板３７が互いに直交する姿
勢で配設されている。第１の回路基板３６には複数のＬＥＤ３８と回路素子およびコネク
タが実装されており、この第１の回路基板３６は図示せぬフラットケーブルを介して前述
した中継基板４２に接続されている。第１の回路基板３６と前面側可動部２８ａとの間に
は導光体３９が挟持・固定されており、この導光体３９には複数の突部３９ａが形成され
ている。これら突部３９ａは前面側可動部２８ａの透孔に挿入されており、ＬＥＤ３８が
点灯動作されると、その光は各突部３９ａから前面側可動部２８ａの前方へ出射される。
一方、第２の回路基板３７には光源としてのＬＥＤ４０やコネクタが実装されており、こ
れら第１の回路基板３６と第２の回路基板３７は図示せぬワイヤーハーネスを介してコネ
クタ接続されている。なお、前述したモータ２４と中継基板４２は遊技盤３の裏面側に設
けられた制御基板（図示せず）とワイヤーハーネスを介して接続されており、この制御基
板の制御信号に基づいて第１および第２の回路基板３６，３７上のＬＥＤ３８，４０が点
灯動作されると共に、モータ２４の回転方向と回転量が制御されるようになっている。
【００２３】
　また、可動本体２８の内部にはレンズ４１が配設されており、このレンズ４１はＬＥＤ
４０の前方に位置している。レンズ４１の表面はカバー３３の底部に露出しており、カバ
ー３３はレンズ４１を包囲するように配設されている。このカバー３３は先端部を開口し
た中空構造となっており、その外観形状は底部から先端部に向かって拡がる四角錐台とな
っている。図９と図１０に示すように、カバー３３の４つの内側面には複数のリブ３３ａ
が所定間隔を存して突出形成されており、これらリブ３３ａはレンズ４１を中心として放
射状に延びている。なお、カバー３３の各内側面と底面には光拡散処理として例えば銀色
の塗料が塗布されている。
【００２４】
　図１１と図１２に示すように、レンズ４１は円椀状に膨出する外観形状を呈し、その肉
厚は中心部から外周部に向かって次第に厚くなっている。このレンズ４１の出射側表面に
は複数の平坦部４１ａと鋸歯部４１ｂが交互に同心円状に形成されており、ＬＥＤ４０が
点灯動作されると、その光はこれら平坦部４１ａと鋸歯部４１ｂを通過してカバー３３の
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内部に出射される。その際、図１２の実線で示すように、ＬＥＤ４０の光の一部は平坦部
４１ａを通過して直進し、そのままカバー３３の開口端から外方へ出射される。また、図
１２の一点鎖線で示すように、鋸歯部４１ｂに向かうＬＥＤ４０の光のうち、あるものは
鋸歯部４１ｂで屈折してそのままカバー３３の内側面に向かって出射され、あるものはレ
ンズ４１の内部で乱反射を繰り返した後、鋸歯部４１ｂからカバー３３の内側面に向かっ
て出射される。そして、このようにレンズ４１から出射された拡散光のうち、一部はカバ
ー３３の各内側面に形成されたリブ３３ａで反射し、残部はリブ３３ａの存しない内側面
で反射するため、両者の反射率の違いによってカバー３３の内側面に明暗のコントラスト
をつけることができる。
【００２５】
　次に、このように構成された可動役物装置１３の動作を図１３～図１７を参照しつつ説
明する。
【００２６】
　本実施形態例に係る可動役物装置１３において、通常、可動本体２８は図４～図９に示
すホームポジションにあり、このホームポジションを初期位置と呼ぶと、図２に示すよう
に、初期位置で可動本体２８は可変表示装置１４の表示画面１４ａの上端右隅部に待機し
ている。この場合、可動本体２８を軸支する支持体２７はガイドレール２６の上端（矢印
Ｙ１方向の末端位置）まで上昇しており、可動本体２８は捻りコイルばね３５の弾発力に
よって図１０に示す姿勢、すなわち、前面側可動部２８ａをガラス扉４に正対させると共
にカバー３３の開口端を左側方に向けた姿勢に保持されている。なお、かかる状態で第１
の回路基板３６上のＬＥＤ３８を点灯動作すると、ＬＥＤ３８の光が導光体３９の各突部
３９ａから前面側可動部２８ａの前方へ出射されるため、例えばロングリーチ時に各突部
３９ａからガラス扉４に向けて光を出射することにより、通常よりも大当たりの可能性が
高いことを遊技者に示唆させることができる。
【００２７】
　このように可動本体２８が初期位置にあるときにモータ２４を一方向へ回転すると、モ
ータ２４の回転が減速ギアユニット３１を介して歯車列２５に伝達されるため、歯車列２
５の最終段歯車に噛合するラック２７ａが直線的に移動し、それに伴って支持体２７がガ
イドレール２６の軸線方向に沿って下方へ移動し始める。ここで、支持体２７が矢印Ｙ１
方向の最上端位置からＹ２方向へ下降する初期段階において、可動本体２８は前面側可動
部２８ａをガラス扉４に正対させた姿勢を維持したまま支持体２７と一緒に下降するが、
支持体２７が所定量だけ下降すると、図１３と図１４に示すように、作動体２９の係合ピ
ン２９ｂが保持ケース２３の傾斜部２３ａに当接しながら下降するため、作動体２９が図
１０の矢印Ｘ１方向の末端位置からＸ２方向へ向かってスライド移動し始める。これによ
り、作動体２９の駆動ピン２９ｃが背面側可動部２８ｂの後端部を押圧するため、可動本
体２８が捻りコイルばね３５の弾発力に抗して図１０の初期位置から反時計回りに回転し
始め、図１５と図１６に示すように、支持体２７が矢印Ｙ２方向の最下端位置まで移動し
て係合ピン２９ｂが傾斜部２３ａを乗り越えると、作動体２９が矢印Ｘ２方向の末端位置
まで移動して可動本体２８を動作位置まで回転させる。
【００２８】
　すなわち、初期位置において表示画面１４ａの上端右隅部に待機していた可動本体２８
は、前面側可動部２８ａをガラス扉４に正対させた姿勢を維持したまま図２の矢印Ｙ２方
向へ所定量だけ下降した後、カバー３３を含む全体が手前側へ回転するという首振り動作
を伴いながら図３に示す最下端位置まで下降し、当該位置でカバー３３の開口端がガラス
扉４と右斜め後方から対向する姿勢になる。したがって、かかる可動本体２８の下降動作
中に第２の回路基板３７上のＬＥＤ４０を点灯しておけば、カバー３３の開口端が左側方
を向いた状態で可動本体２８を下降させ、その途中で可動本体２８を首振り動作してカバ
ー３３の開口端を遊技者に向けることにより、下降する可動本体２８のカバー３３から急
に眩しい光が放射されるという斬新なライティング演出を行うことができる。
【００２９】
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　ここで、本実施形態例に係る可動役物装置１３では、ＬＥＤ４０の前方に配置されたレ
ンズ４１の出射側表面に平坦部４１ａと鋸歯部４１ｂが交互に同心円状に形成されている
ため、平坦部４１ａによる光の直進性と鋸歯部４１ｂによる光の拡散性とを併せ持たせる
ことができると共に、カバー３３の各内壁面に放射状に延びる複数のリブ３３ａが形成さ
れているため、レンズ４１から出射されたＬＥＤ４０の拡散光がリブ３３ａで反射して明
暗のコントラストをつけることができる。これにより遊技者は、カバー３３の開口端で明
るく光る拡散光とＬＥＤ４０からの直進光とを同時に目にすることになり、１つのレンズ
４１からの出射光で広範囲に亘ってギラギラ感を出すことができる。これにより、例えば
スーパーリーチ時に可動役物装置１３を動作させると、可動本体２８の下降しながら回転
するという可動態様とカバー３３からの照射光によるライティング演出との双方によって
、大当たりの可能性が非常に高いことを遊技者に示唆させることができる。
【００３０】
　なお、可動本体２８が図３に示す最下端位置にあるとき、モータ２４を他方向へ回転す
ると、上記と逆の動作が行われる。この場合、支持体２７が矢印Ｙ２方向の最下端位置か
らＹ１方向へ上昇する初期段階において、作動体２９の係合ピン２９ｂが保持ケース２３
の傾斜部２３ａを下から上へ摺動し、この間で可動本体２８が捻りコイルばね３５の弾発
力によって動作位置から初期位置へ回転復帰する。その後、支持体２７が矢印Ｙ１方向の
最上端位置まで上昇する間、可動本体２８は前面側可動部２８ａをガラス扉４に正対させ
た姿勢を維持したまま支持体２７と一緒に上昇し、最終的には図２に示す初期位置（ホー
ムポジション）に戻る。
【００３１】
　なお、上記実施形態例では、ブラケット２２に一対のガイドレール２６を所定間隔を存
して互いに平行に固定し、これら両ガイドレール２６によって支持体２７を上下方向へ案
内しているが、例えば一方のガイドレール２６の代わりに凹凸嵌合を用いる等、支持体２
７のガイド手段として他の構成を用いることも可能である。
【００３２】
　また、上記実施形態例では、ブラケット２２と保持ケース２３を一体化することでハウ
ジング３０を構成し、この保持ケース２３に形成した傾斜部２３ａによって作動体２９を
スライド移動させるようにしているが、かかる傾斜部を保持ケース２３の代わりにブラケ
ット２２に形成しても良く、あるいはハウジングを一つの部材で構成し、その部材に傾斜
部を形成することも可能である。
【符号の説明】
【００３３】
　３　遊技盤
　４　ガラス扉
　９　遊技領域
　１０　中央役物ユニット
　１２　装飾ケース
　１３　可動役物装置
　１４　可変表示装置
　１４ａ　表示画面
　２２　ブラケット
　２３　保持ケース
　２３ａ　傾斜部
　２４　モータ
　２５　歯車列
　２６　ガイドレール
　２７　支持体
　２７ａ　ラック
　２７ｂ　アーム部
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　２８　可動本体
　２８ａ　前面側可動部
　２８ｂ　背面側可動部
　２９　作動体
　２９ａ　長孔
　２９ｂ　係合ピン
　２９ｃ　駆動ピン
　３０　ハウジング
　３１　減速ギアユニット
　３２　受板
　３２ａ　ガイドピン
　３３　カバー
　３３ａ　リブ
　３４　支軸
　３５　捻りコイルばね
　３６　第１の回路基板
　３７　第２の回路基板
　３８　ＬＥＤ
　３９　導光体
　４０　ＬＥＤ（光源）
　４１　レンズ
　４１ａ　平坦部
　４１ｂ　鋸歯部

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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