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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作による演出を行なう可動演出装置を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　第１方向および第２方向に移動可能な移動ベース体と、
　前記移動ベース体に支持され、該移動ベース体に対して第１姿勢および第２姿勢に相対
的に姿勢変位可能な可動部材と、
　駆動手段の駆動に伴って前記移動ベース体を第１方向および第２方向へ移動方向を切替
えて移動させると共に、前記可動部材を第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位させる姿勢切
替手段とを備え、
　前記姿勢切替手段は、前記駆動手段の駆動に伴って前記移動ベース体を第１方向へ移動
させる際に前記可動部材を第２姿勢から第１姿勢へ変位させて、第１姿勢に変位した可動
部材を移動ベース体と一体に第１方向へ移動させると共に、該駆動手段の駆動に伴って移
動ベース体を第２方向へ移動させる際に可動部材を第１姿勢から第２姿勢へ変位させて、
第２姿勢に変位した可動部材を移動ベース体と一体に第２方向へ移動させるよう構成され
、
　発光体が実装された発光体基板が円盤状に形成されて、該発光体基板の周縁部から径方
向に突出するよう保持片が設けられると共に、該発光体基板が基板保持部に着脱可能に取
付けられ、
　前記基板保持部は、
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　前記発光体基板が当接する設置面と、
　前記設置面に当接した前記発光体基板の周方向に離間して設けられ、該設置面に発光体
基板を当接した状態で該発光体基板を回転移動することで、前記保持片が差し込まれる差
込み溝部と、
　前記差込み溝部における前記保持片の差込み口側に位置するよう設けられると共に、前
記設置面から突出する突出位置および設置面から退避した退避位置に変位可能に形成され
て常には突出位置へ弾性付勢された可変規制部とを備え、
　前記可変規制部が突出位置にある状態では、前記差込み溝部に差し込まれた前記保持片
に可変規制部が当接して前記発光体基板の回転が規制され、該発光体基板が前記基板保持
部に保持されると共に、該可変規制部を退避位置に変位することで、前記差込み溝部に対
して保持片を抜き差し可能に構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記姿勢切替手段は、
　前記駆動手段により第１方向および第２方向に移動される連繋接続部と、
　前記連繋接続部と可動部材とを接続するよう構成され、該連繋接続部を第１方向へ移動
させる際に前記可動部材を第２姿勢から第１姿勢へ変位させると共に、当該連繋接続部を
第２方向へ移動させる際に可動部材を第１姿勢から第２姿勢へ変位させる作動部と、
　前記可動部材が第１姿勢から第２姿勢に変位した際および第２姿勢から第１姿勢に変位
した際に前記移動ベース体と係脱可能に係合する係合手段とを備え、
　前記作動部が前記可動部材を第１姿勢と第２姿勢との間で姿勢変位させた際に、前記係
合手段の係合により前記連繋接続部に伴って前記移動ベース体が第１方向または第２方向
へ移動するよう構成された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記係合手段は、前記連繋接続部の移動方向に離間して設けられた一対の第１の係合部
と、該一対の第１の係合部の間に設けられて連繋接続部の移動に伴って一対の第１の係合
部の間を相対的に移動する第２の係合部とからなり、該一対の第１の係合部および第２の
係合部の一方が前記連繋接続部または作動部に一体的に設けられると共に他方が前記移動
ベース体に設けられて、当該一対の第１の係合部に第２の係合部が当接係合する範囲で前
記連繋接続部または作動部が移動ベース体に対して相対的に移動可能に構成され、
　前記連繋接続部が移動ベース体に対して相対的に移動することで、前記作動部が前記可
動部材を第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位させると共に、前記一対の第１の係合部に第
２の係合部が係合することで、該連繋接続部と一体的に移動ベース体が第１方向または第
２方向へ移動するよう構成された請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記作動部は、前記移動ベース体に対して回転可能に支持されて、前記連繋接続部の動
作に応じて作動部が正逆回転するよう構成されると共に、
　前記移動ベース体には、前記作動部の回転軸を中心とした円弧状に延在する円弧状孔部
が形成されて、該作動部に連結した規制部が円弧状孔部に遊嵌され、
　前記連繋接続部の動作に伴い前記規制部が前記円弧状孔部の両端部に移動することで、
前記可動部材が第１姿勢および第２姿勢へ姿勢変位するよう構成された請求項２または３
記載の遊技機。
【請求項５】
　前記移動ベース体は、前記駆動手段が設置される支持部材に対して第１方向および第２
方向に移動可能に支持されると共に、該支持部材に対して摺接する摺接部が設けられた請
求項１～４の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記可動演出装置は、前記駆動手段の駆動により正逆回転される回転体が設けられると
共に、該回転体の後方に、当該回転体と同軸位置で回転するよう前記移動ベース体が配設
されて、該駆動手段の駆動により回転体と移動ベース体とが同一方向または反対方向へ同
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期的に回転するよう構成され、
　前記可動部材は、前記移動ベース体における前記回転体との対向面側に、該回転体の回
転軸を中心とした周方向に離間するよう複数配設されて、当該回転体により被覆される第
１姿勢および回転体の外周部から外方へ延出する第２姿勢に変位し得るよう構成された請
求項１～５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】
　この発明は、可動部材を動作させて演出を行なう可動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
枠状の枠状装飾体(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾体の開口部を介し
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体の下方位置に、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。
【０００３】
　また、近年のパチンコ機には、前記枠状装飾体等に、所要の動作を行なう可動部材を備
えた可動式の演出装置(可動演出装置)が配設されて、可動部材を図柄表示装置での図柄変
動演出に合わせて動作させることにより演出効果の向上を図っている。例えば特許文献１
には、前後の関係で重なり合う状態で回転可能に設けられた前後一対の回転板に、回転駆
動用の駆動モータを夫々接続し、各駆動モータの駆動により前後の回転板を個別に回転さ
せ得るよう構成された可動演出装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】２００８－２３７３５３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に記載の可動演出装置を備えたパチンコ機では、図柄表示装置で
の演出に合わせて可動部材が動作することで遊技者に強いインパクトを与え得るものとな
っている。しかしながら、２つの回転板は駆動モータの回転により一定方向に回転される
にすぎず、また前側の回転板の回転に伴ってフィギュアの可動部が動かされるものの、該
回転板に設けた突部との接触で可動部が弾かれて揺動する単純な動作を行なうだけで、動
作の変化に乏しいものであった。
【０００６】
　そこで本発明は、従来の技術に内在する前記問題に鑑み、これらを好適に解決するべく
提案されたものであって、可動部材の動きによる遊技の興趣をより一層向上し得る可動演
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】
【０００７】
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　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、
　動作による演出を行なう可動演出装置(30)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(30)は、
　第１方向および第２方向に移動可能な移動ベース体(71)と、
　前記移動ベース体(71)に支持され、該移動ベース体(71)に対して第１姿勢および第２姿
勢に相対的に姿勢変位可能な可動部材(81)と、
　駆動手段(46)の駆動に伴って前記移動ベース体(71)を第１方向および第２方向へ移動方
向を切替えて移動させると共に、前記可動部材(81)を第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位
させる姿勢切替手段(75a,75b,91,95,96)とを備え、
　前記姿勢切替手段(75a,75b,91,95,96)は、前記駆動手段(46)の駆動に伴って前記移動ベ
ース体(71)を第１方向へ移動させる際に前記可動部材(81)を第２姿勢から第１姿勢へ変位
させて、第１姿勢に変位した可動部材(81)を移動ベース体(71)と一体に第１方向へ移動さ
せると共に、該駆動手段(46)の駆動に伴って移動ベース体(71)を第２方向へ移動させる際
に可動部材(81)を第１姿勢から第２姿勢へ変位させて、第２姿勢に変位した可動部材(81)
を移動ベース体(71)と一体に第２方向へ移動させるよう構成され、
　発光体(59a)が実装された発光体基板(59)が円盤状に形成されて、該発光体基板(59)の
周縁部から径方向に突出するよう保持片(59b)が設けられると共に、該発光体基板(59)が
基板保持部(53)に着脱可能に取付けられ、
　前記基板保持部(53)は、
　前記発光体基板(59)が当接する設置面(53a)と、
　前記設置面(53a)に当接した前記発光体基板(59)の周方向に離間して設けられ、該設置
面(53a)に発光体基板(59)を当接した状態で該発光体基板(59)を回転移動することで、前
記保持片(59b)が差し込まれる差込み溝部(57)と、
　前記差込み溝部(57)における前記保持片(59b)の差込み口側に位置するよう設けられる
と共に、前記設置面(53a)から突出する突出位置および設置面(53a)から退避した退避位置
に変位可能に形成されて常には突出位置へ弾性付勢された可変規制部(58)とを備え、
　前記可変規制部(58)が突出位置にある状態では、前記差込み溝部(57)に差し込まれた前
記保持片(59b)に可変規制部(58)が当接して前記発光体基板(59)の回転が規制され、該発
光体基板(59)が前記基板保持部(53)に保持されると共に、該可変規制部(58)を退避位置に
変位することで、前記差込み溝部(57)に対して保持片(59b)を抜き差し可能に構成された
ことを要旨とする。
【０００８】
　請求項１に係る発明では、駆動手段の駆動により移動ベース体を第１方向または第２方
向に移動することで、該移動ベース体に支持された可動部材が一体的に第１方向および第
２方向に移動する。更に、前記移動ベース体を第１方向へ移動させる際には、可動部材を
第２姿勢から第１姿勢へ変位させ、該移動ベース体を第２方向へ移動させる際には、可動
部材を第１姿勢から第２姿勢へ変位させるよう姿勢切替手段が可動部材の姿勢を変位させ
る。すなわち、前記駆動手段の駆動に伴い前記移動ベース体の移動方向を第１方向および
第２方向に切替えることで、前記可動部材の移動方向も一体的に切替え得ると共に該可動
部材の姿勢を第１姿勢および第２姿勢に切替えることができる。このように、前記駆動手
段の駆動により移動ベース体の移動方向を切替えることで、可動部材に異なる動きをさせ
ることができ、可動部材の動きによる遊技演出の幅を拡げ得ると共に、遊技機の装飾性を
高め得る。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、前記姿勢切替手段(75a,75b,91,95,96)が、
　前記駆動手段(46)により第１方向および第２方向に移動される連繋接続部(91)と、
　前記連繋接続部(91)と可動部材(81)とを接続するよう構成され、該連繋接続部(91)を第
１方向へ移動させる際に前記可動部材(81)を第２姿勢から第１姿勢へ変位させると共に、
当該連繋接続部(91)を第２方向へ移動させる際に可動部材(81)を第１姿勢から第２姿勢へ
変位させる作動部(96)と、
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　前記可動部材(81)が第１姿勢から第２姿勢に変位した際および第２姿勢から第１姿勢に
変位した際に前記移動ベース体(71)と係脱可能に係合する係合手段(75,95)とを備え、
　前記作動部(96)が前記可動部材(81)を第１姿勢と第２姿勢との間で姿勢変位させた際に
、前記係合手段(75,95)の係合により前記連繋接続部(91)に伴って前記移動ベース体(71)
が第１方向または第２方向へ移動するよう構成されたことを要旨とする。
【００１０】
　請求項２に係る発明では、駆動手段の駆動に伴って移動ベース体の移動方向を第１方向
および第２方向に確実に切替え得ると共に、移動ベース体の移動方向に応じて可動部材の
姿勢を確実に変更することができる。
【００１１】
　請求項３に係る発明は、前記係合手段(75,95)が、前記連繋接続部(91)の移動方向に離
間して設けられた一対の第１の係合部(75a,75b)と、該一対の第１の係合部(75a,75b)の間
に設けられて連繋接続部(91)の移動に伴って一対の第１の係合部(75a,75b)の間を相対的
に移動する第２の係合部(95)とからなり、該一対の第１の係合部(75a,75b)および第２の
係合部(95)の一方が前記連繋接続部(91)または作動部(96)に一体的に設けられると共に他
方が前記移動ベース体(71)に設けられて、当該一対の第１の係合部(75a,75b)に第２の係
合部(95)が当接係合する範囲で前記連繋接続部(91)または作動部(96)が移動ベース体(71)
に対して相対的に移動可能に構成され、
　前記連繋接続部(91)が移動ベース体(71)に対して相対的に移動することで、前記作動部
(96)が前記可動部材(81)を第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位させると共に、前記一対の
第１の係合部(75a,75b)に第２の係合部(95)が係合することで、該連繋接続部(91)と一体
的に移動ベース体(71)が第１方向または第２方向へ移動するよう構成されたことを要旨と
する。
【００１２】
　請求項３に係る発明によれば、移動ベース体の移動方向を切替え得ると共に、移動ベー
ス体の移動方向に応じて可動部材の姿勢を切替える姿勢切替手段の構成を簡単にすること
ができる。
【００１３】
　請求項４に係る発明は、前記作動部(96)が、前記移動ベース体(71)に対して回転可能に
支持されて、前記連繋接続部(91)の動作に応じて作動部(96)が正逆回転するよう構成され
ると共に、
　前記移動ベース体(71)には、前記作動部(96)の回転軸を中心とした円弧状に延在する円
弧状孔部(74)が形成されて、該作動部(96)に連結した規制部(85)が円弧状孔部(74)に遊嵌
され、
　前記連繋接続部(91)の動作に伴い前記規制部(85)が前記円弧状孔部(74)の両端部に移動
することで、前記可動部材(81)が第１姿勢および第２姿勢へ姿勢変位するよう構成された
ことを要旨とする。
【００１４】
　請求項４に係る発明では、可動部材を第１姿勢および第２姿勢で確実に保持することが
できる。
【００１５】
　請求項５に係る発明は、前記移動ベース体(71)が、前記駆動手段(46)が設置される支持
部材(31)に対して第１方向および第２方向に移動可能に支持されると共に、該支持部材(3
1)に対して摺接する摺接部(101,107)が設けられたことを要旨とする。
【００１６】
　請求項５に係る発明では、移動ベース体に設けた摺接部が支持部材に摺接することで、
移動ベース体の移動方向に応じて作動部が可動部材の姿勢を切替えるまで当該移動ベース
体を保持することができ、可動部材の姿勢が切り替わらない状態で移動ベース体が移動す
るのを防止できる。
【００１７】
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　請求項６に係る発明は、前記可動演出装置(30)が、前記駆動手段(46)の駆動により正逆
回転される回転体(61)が設けられると共に、該回転体(61)の後方に、当該回転体(61)と同
軸位置で回転するよう前記移動ベース体(71)が配設されて、該駆動手段(46)の駆動により
回転体(61)と移動ベース体(71)とが同一方向または反対方向へ同期的に回転するよう構成
され、
　前記可動部材(81)は、前記移動ベース体(71)における前記回転体(61)との対向面側に、
該回転体(61)の回転軸(62)を中心とした周方向に離間するよう複数配設されて、当該回転
体(61)により被覆される第１姿勢および回転体(61)の外周縁部から外方へ延出する第２姿
勢に変位し得るよう構成されたことを要旨とする。
【００１８】
　請求項６に係る発明では、回転体の回転方向に応じて可動部材を回転体の外周部から出
没させて、該回転体の外周部で可動部材を回転させることができ、今までにない新たな動
きによる演出が可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る遊技機によれば、駆動手段の駆動により移動ベース体の移動方向を切替え
ることで可動部材に異なる動きをさせることができ、可動部材の動きによる遊技の興趣を
一層高め得る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の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示す正面図であって、アーム部材が下降すると共に可動部
材が第２姿勢に変位した状態を示す。
【図３】実施例に係る設置部材を示す正面図である。
【図４】実施例に係る可動演出装置を示す分解斜視図である。
【図５】実施例に係る可動演出装置を示す正面図であって、可動部材が第１姿勢に変位し
た状態を示す。
【図６】実施例に係る可動演出装置を示す正面図であって、可動部材が第２姿勢に変位し
た状態を示す。
【図７】実施例に係る可動演出装置を示す側面図であって、可動部材が第１姿勢に変位し
た状態を示す。
【図８】実施例に係る可動演出装置を背面側から視た状態で示す斜視図であって、可動部
材が第１姿勢に変位した状態を示す。
【図９】図５のＡ－Ａ線断面図である。
【図１０】実施例に係る可動演出装置の装置本体と、回転可動体の回転軸および可動体ギ
アを示す分解斜視図である。
【図１１】実施例に係る回転可動体を示す分解斜視図である。
【図１２】実施例に係る回転支持部材を示す正面図であって、ＬＥＤ基板を取付けた状態
を示す。
【図１３】実施例に係る回転支持部材を示す側面図であって、ＬＥＤ基板を取付けた状態
を示す。
【図１４】実施例に係る回転支持部材とＬＥＤ基板とを示す分解斜視図であって、(a)は
正面側から視た状態を示し、(b)は背面側から視た状態を示す。
【図１５】実施例に係る回転支持部材の正面図であって、ＬＥＤ基板を差込み溝部に差し
込む前の状態を二点差線で示す。
【図１６】実施例に係る支持ベース体に回転ベース体を取付けた状態を示す正面図である
。
【図１７】実施例に係る回転ベース体を示す正面図である。
【図１８】実施例に係る回転ベース体を示す背面図である。
【図１９】実施例に係る回転ベース体に対する可動部材、連繋接続ギアおよび作動部の取
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付構造を示す分解斜視図である。
【図２０】実施例に係る回転ベース体に対する第１および第２の摺接部の取付構造を示す
分解斜視図である。
【図２１】(a)は、図１８のＢ－Ｂ線断面図であって第１の摺接部の配設位置を拡大して
示し、(b)は、図１８のＣ-Ｃ線断面図であって第２の摺接部の配設位置を拡大して示す。
【図２２】実施例に係る回転ベース体を背面側から視た状態を示す要部拡大図であって、
連繋接続ギアの連繋軸部が第２円弧状孔部の第１係合端部に係合した状態を示す。
【図２３】実施例に係る回転ベース体を背面側から視た状態を示す要部拡大図であって、
図２２に示す状態から連繋接続ギアを第１回転方向に回転させた状態を示す。
【図２４】実施例に係る回転ベース体を背面側から視た状態を示す要部拡大図であって、
連繋接続ギアの連繋軸部が第２円弧状孔部の第２係合端部に係合した状態を示す。
【図２５】実施例に係る回転ベース体を背面側から視た状態を示す要部拡大図であって、
図２４に示す状態から連繋接続ギアを第２回転方向に回転させた状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　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、各実施例では、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」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機１０を前側(遊技者側)
から見た状態で指称する。
【実施例】
【００２２】
(パチンコ機１０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、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図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２０(図２参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉およ
び着脱可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、各種図柄を変動表示可能な図柄表
示装置１８が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤
２０を透視保護するガラス板等の透視保護体(図示せず)を備えた装飾枠としての前枠１３
が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け
皿１５が開閉可能に組み付けられる。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パ
チンコ球を貯留する上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合
わせて上球受け皿１４も一体的に開閉するよう構成される。また、前記中枠１２の右下方
位置には、該中枠１２に配設された打球発射装置(図示せず)を作動する操作ハンドル１６
が設けられており、該操作ハンドル１６の操作により打球発射装置が作動することで、前
記上球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０に向けて発射されるようにな
っている。なお、実施例では、前記図柄表示装置１８として、各種図柄を表示可能な液晶
パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されるが、これに限られるものではな
く、ドラム式の表示装置やドットマトリックス式の表示装置、７セグメントディスプレイ
、その他の各種図柄を停止および変動表示可能な表示装置を採用し得る。また、前記上球
受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成して中枠１２に対して開閉可能に組み付けるよ
うにしてもよく、また上下の球受け皿の一方を省略して１つの球受け皿のみ設ける構成で
あってもよい。
【００２３】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、図２に示すように、所定板厚の略矩形状に形成された合板の表面に
セルを貼付けた板部材であって、該遊技盤２０の表面に、略円形状に湾曲したレール２１
が設けられて、該レール２１によりパチンコ球が流下可能な遊技領域２０ａが画成され、
前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が遊技領域２０ａ内に打ち出されるようにな
っている。また遊技盤２０には、前後に貫通する装着口(図示せず)が前記遊技領域２０ａ
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内に複数開設されて、各装着口に対して各種部品が前側から取付けられると共に、遊技領
域２０ａの最下部位置には、該遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を排出するアウ
ト口２２が開設されている。また、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａ内に多数の
遊技釘が植設されており、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が遊技釘に接触すること
でパチンコ球の流下方向を不規則に変化させたり、パチンコ球を一定方向に誘導するよう
になっている。なお、前記装着口の形成数や大きさは、遊技盤２０に対して取付けられる
各種部品の個数や配設位置等に応じて適宜決定される。
【００２４】
　ここで、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａの略中央に設けられた装着口(図示
せず)に、前後に開口する窓口２５ａが形成された枠状装飾体２５(図２参照)が取付けら
れ、該枠状装飾体２５の窓口２５ａを介して図柄表示装置１８の表示面が遊技盤２０の前
面側に臨むよう構成されている。また、枠状装飾体２５の下方には、遊技領域２０ａを流
下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置２３や特別入賞装置２４が取付けられている
。そして、前記始動入賞装置２３の入賞口にパチンコ球が入賞することで、前記図柄表示
装置１８に図柄を変動表示する図柄変動演出が展開され、該図柄変動演出の結果、図柄表
示装置１８に所定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の３つ揃い等)で図柄が停止表示され
ると、前記特別入賞装置２４が開放して所謂大当りが発生し、特別入賞装置２４の入賞口
が開放されて遊技者が多数の賞球を獲得可能な機会が与えられるようになっている。
【００２５】
(設置部材２６について)
　また、前記遊技盤２０の裏面には、前記図柄表示装置１８が取付けられる設置部材２６
(図３参照)が設けられている。前記設置部材２６は、略矩形状に形成されて前記遊技盤２
０に対向する背面板２６ａと、該背面板２６ａの外周縁部から前方へ延出する上下および
左右の画壁部２６ｂとから前方へ開口する略矩形箱状に形成されて、画壁部２６ｂの前端
部を遊技盤２０の裏側に当接させた状態で固定されている。そして、前記設置部材２６に
おける前記背面板２６ａの裏側に、前記図柄表示装置１８が着脱可能に取付けられると共
に、該背面板２６ａにおける図柄表示装置１８の表示面に対応する位置に、前後に開口す
る開口部２６ｃ(図３参照)が開設されており、該設置部材２６の開口部２６ｃに臨ませた
図柄表示装置１８の表示面が前記枠状装飾体２５の窓口２５ａを介して遊技盤２０の前側
から視認し得るようになっている。また、前記設置部材２６における背面板２６ａの前面
側(すなわち、遊技盤２０と設置部材２６により画成される空間内)には、各種の装飾部材
２７が配設されて、前記枠状装飾体２５の窓口２５ａを介して遊技盤２０の前面に露出す
るよう構成されると共に、遊技盤２０に設けた入賞装置に入賞したパチンコ球を排出する
排出通路が設けられている。すなわち、前記設置部材２６は、パチンコ機１０の遊技演出
に関わる図柄表示装置１８や各種演出装置の設置手段として機能している。
【００２６】
　ここで、実施例の設置部材２６には、図３に示すように、前記開口部２６ｃの左側部に
、左右方向に延在するアーム部材２８を上下移動させる駆動装置２９が設けられている。
そして、前記アーム部材２８の右端部に可動演出装置３０が設けられており、前記枠状装
飾体２５に形成された窓口２５ａを介して該可動演出装置３０がパチンコ機１０の前面に
露出するようになっている。なお、前記可動演出装置３０は、前記アーム部材２８が初期
位置(図１、図３等参照)にある状態では、前記設置部材２６の開口部２６ｃの開口上部に
位置し、前記駆動装置２９の駆動によりアーム部材２８が下方移動することで、該開口部
２６ｃの開口前方に位置して、前記図柄表示装置１８の前方に可動演出装置３０が移動す
るよう構成されている(図２参照)。なお、前記駆動装置２９は、前記図柄表示装置１８を
制御する制御装置(図示せず)に配線接続されており、該制御装置からの制御信号に基づい
て駆動装置２９が駆動されて前記アーム部材２８が上下移動するようになっている。
【００２７】
(可動演出装置３０について)
　図４～図９に示すように、前記可動演出装置３０は、駆動モータ４６(駆動手段)が配設
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される装置本体(支持部材)３１と、該装置本体３１に対して第１方向(図１６の右回転方
向)および第２方向(図１６の左回転方向)に回転移動可能に支持された回転ベース体(移動
ベース体)７１と、該回転ベース体７１に対して第１姿勢(図１６～図１８参照)および第
２姿勢(図２、図６、図２４、図２５参照)に相対的に姿勢変位し得るよう配設された可動
部材８１と、駆動モータ４６の駆動に応じて回転ベース体７１の回転方向を切替えて回転
させると共に、可動部材８１を第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位させる姿勢切替手段７
５ａ,７５ｂ,９１,９５,９６とを備え、前記アーム部材２８に前記装置本体３１が固定さ
れている。前記駆動モータ４６は、前記図柄表示装置１８を制御する制御装置に接続され
ている。すなわち、実施例の可動演出装置３０は、前記図柄表示装置１８で実行される演
出に合わせて駆動モータ４６を駆動して可動部材８１を動作させるようになっている。な
お、実施例の駆動モータ４６には、ステッピングモータが採用されている。
【００２８】
　そして、前記駆動モータ４６の駆動に伴って回転ベース体７１が姿勢切替手段７５ａ,
７５ｂ,９１,９５,９６により第１方向へ回転される際に、前記可動部材８１が第２姿勢
から第１姿勢へ変位され、第１姿勢に変位した可動部材８１が回転ベース体７１と一体に
第１方向へ回転すると共に、該駆動モータ４６の駆動に伴って回転ベース体７１が姿勢切
替手段７５ａ,７５ｂ,９１,９５,９６により第２方向へ移動される際に、該可動部材８１
が第１姿勢から第２姿勢へ変位されて、第２姿勢に変位した可動部材８１が回転ベース体
７１と一体に第２方向へ回転するようになっている。
【００２９】
　また、前記可動演出装置３０には、前記駆動モータ４６の駆動に応じて回転可動体(回
転体)６１が前記回転ベース体７１の前方に位置するよう前記装置本体３１に回転可能に
支持されて、該回転ベース体７１および回転可動体６１が同一の軸線を中心として正逆回
転し得るよう設けられている(図９参照)。ここで、前記回転ベース体７１と回転可動体６
１とは、前記駆動モータ４６の駆動により反対方向へ同期的に回転するよう構成されてい
る。すなわち、実施例の可動演出装置３０は、前記駆動モータ４６の駆動に伴って前記回
転可動体６１が正逆回転すると共に該回転可動体６１と反対方向に前記回転ベース体７１
が回転され、更に回転ベース体７１の回転方向に応じて前記可動部材８１が第１姿勢およ
び第２姿勢に姿勢変位するようになっている。なお、以下の説明では、前記回転可動体６
１および回転ベース体７１の回転方向に関して、図４、図６、図１６、図１７における右
回転方向(図１８では左回転方向)を第１回転方向(第１方向)と指称し、図４、図６、図１
６、図１７における左回転方向(図１８では右回転方向)を第２回転方向(第２方向)と指称
するものとする。また、各図には、第１回転方向を実線の矢印で示すと共に、第２回転方
向を一点鎖線で示してある。
【００３０】
(装置本体３１について)
　図４、図７～図１０に示すように、前記装置本体３１は、前記回転ベース体７１が収容
される支持ベース体３２と、該支持ベース体３２の後側に配設され、前記駆動モータ４６
が取付けられるモータ取付ベース体４０と、当該支持ベース体３２の前側に配設され、回
転ベース体７１の前方位置にＬＥＤ基板(発光体基板)５９が位置するよう保持する回転支
持部材５０とを備えている。前記支持ベース体３２は、円盤状に形成された背面板３３の
外周縁部から前方へ延出する環状壁部３６が形成されており、該支持ベース体３２の環状
壁部３６の内側に、前記回転ベース体７１を回転可能に収容する収容空間３２ａが前方へ
開口する状態で画成されている。そして、前記背面板３３の中心位置に、前後に貫通する
通孔３４ａが形成された後側軸支持部３４が形成されて、前記回転可動体６１の回転軸６
２が後側軸支持部３４の通孔３４ａに摺動可能に配設されて、該後側軸支持部３４を中心
に回転可動体６１が回転するよう支持されている。なお、前記後側軸支持部３４の通孔３
４ａには、軸受け部材３７が取付けられて、該軸受け部材３７を介して前記回転可動体６
１の回転軸６２が後側軸支持部３４に回転可能に支持されるようになっている。
【００３１】
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　前記支持ベース体３２の背面板３３には、図１０に示すように、前記後側軸支持部３４
を中心として周方向に離間する位置に、前方に開口する凹状に形成された固定凹部３５が
複数箇所(実施例では３箇所)に形成されており、該固定凹部３５を介して前記回転支持部
材５０が固定されている。ここで、前記複数の固定凹部３５の内の１つには、該固定凹部
３５に連通する規制溝部３５ａが後側軸支持部３４側へ延在するよう形成されており、前
記回転支持部材５０に設けられた規制片５２ａ(後述)が嵌合することで前記支持ベース体
３２に対する回転支持部材５０の取付姿勢を規定するようになっている。
【００３２】
　また、図１０に示すように、前記背面板３３における前記固定凹部３５の間には、前後
に開口するギア挿入口３３ａおよび配線挿通口３３ｂが前記後側軸支持部３４を中心とし
た周方向に離間して夫々形成されており、前記モータ取付ベース体４０に設けられた駆動
ギア４７およびアイドルギア４８(何れも後述)が、ギア挿入口３３ａを介して支持ベース
体３２の前面側(収容空間３２ａ内)に露出するよう構成されると共に、前記ＬＥＤ基板５
９に接続した配線が、配線挿通口３３ｂを介して支持ベース体３２の後方へ引き出される
ようになっている。すなわち、前記ギア挿入口３３ａおよび配線挿通口３３ｂの夫々が前
記固定凹部３５により分離されることで、配線挿通口３３ｂを挿通した配線がギア挿入口
３３ａ側に移動して駆動ギア４７やアイドルギア４８に噛み込まれるのを防止している。
なお、前記ギア挿入口３３ａは、前記各固定凹部３５の上方の１箇所に開設されると共に
、前記配線挿通口３３ｂは、固定凹部３５の間に位置するよう前記後側軸支持部３４を中
心とした周方向に離間する２箇所に形成されている。
【００３３】
　また、前記支持ベース体３２の環状壁部３６の内側には、該環状壁部３６の内周面全体
を覆う弾性カバー３８が配設されており、前記回転ベース体７１に設けられた摺接部１０
１,１０７(後述)が弾性カバー３８に接触するよう構成されている。前記弾性カバー３８
は、シリコンゴムやウレタンゴム等から形成された弾性シート状物を前記環状壁部３６の
内周面形状に整合する環状に形成して、該環状壁部３６の内周面に密着するよう取付けら
れている。また、前記弾性カバー３８の後端部には、前記支持ベース体３２の径方向内側
に突出する接合片３８ａが周方向に離間する複数箇所(実施例では３箇所)に形成されてお
り、各接合片３８ａを支持ベース体３２の背面板３３に形成した接合凹部３３ｃに嵌合し
た状態で固定されて、該弾性カバー３８のずれ動きを防止している。なお、前記弾性カバ
ー３８は、接着剤や熱溶着等の従来公知の手段により支持ベース体３２に固定される。
【００３４】
　前記モータ取付ベース体４０は、図７～図１０に示すように、前記支持ベース体３２の
ギア挿入口３３ａおよび配線挿通口３３ｂを覆う平板状に形成された平板部４１と、該平
板部４１における前記後側軸支持部３４の後方位置に設けられ、前方へ開放するギア収容
部４２とを備えており、該後側軸支持部３４の通孔３４ａに挿通された前記回転可動体６
１の回転軸６２に取付けられた可動体ギア６３(後述)がギア収容部４２の内側に収容され
るようになっている。また、前記ギア収容部４２は、該ギア収容部４２の内側にセンサ部
が臨むよう前記制御装置に接続した位置検出センサ４４が取付けられるセンサ取付部４３
が形成されており、当該ギア収容部４２に収容された前記可動体ギア６３の位置検出片(
後述)を位置検出センサ４４で検出することで、前記回転可動体６１の原位置を検出する
よう構成されている。
【００３５】
　そして、前記ギア挿入口３３ａの後方に位置するよう前記平板部４１の背面側に前記駆
動モータ４６が取付けられると共に、該平板部４１に形成された軸挿通孔４１ａを介して
駆動モータ４６の駆動軸４６ａが平板部４１の前側へ突出するよう構成されて、該平板部
４１の前方へ突出した駆動軸４６ａに駆動ギア４７が取付けられている(図１０参照)。ま
た、前記平板部４１の前面側には、前記駆動ギア４７と隣接する位置に、該駆動ギア４７
および前記可動体ギア６３の夫々に噛合するアイドルギア４８が回転可能に軸支されてお
り、前記モータ取付ベース体４０を支持ベース体３２に取付けた際に、駆動ギア４７とア
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イドルギア４８の夫々が前記ギア挿入口３３ａに臨んで、各ギア４７,４８が支持ベース
体３２の背面板３３に干渉しないようになっている。前記アイドルギア４８は、図９に示
すように、前記駆動ギア４７に噛合する第１ギア部４８ａと、該第１ギア部４８ａの後端
面に設けられて第１ギア部４８ａより小径に形成された第２ギア部４８ｂとを有する所謂
２段ギアであって、中心位置に前後に貫通するよう形成された軸孔４８ｃに、前記モータ
取付ベース体４０の平板部４１の前面に形成された軸部４１ｂを挿入することで、モータ
取付ベース体４０に対して自由回転可能に支持されている。そして、前記第２ギア部４８
ｂの一部が、前記ギア収容部４２内に臨むよう構成されて、該ギア収容部４２に収容され
た前記可動体ギア６３と噛合するようになっている。
【００３６】
　ここで、図９に示すように、前記駆動ギア４７は、前記アイドルギア４８との噛合位置
よりも前側部分が前記ギア挿入口３３ａを介して前記支持ベース体３２の背面板３３の前
面側(収容空間３２ａ側)に突出するよう構成されており、前記回転ベース体７１に設けら
れた連繋接続ギア９１(後述)と駆動ギア４７とが収容空間３２ａ内で噛合するよう構成さ
れている。すなわち、前記駆動モータ４６の駆動に伴って前記駆動ギア４７が回転するこ
とで、前記可動体ギア６３が回転されて前記回転可動体６１が回転すると共に、該回転可
動体６１と一体的に前記回転ベース体７１も回転するようになっている。そして、実施例
では前記駆動ギア４７に対してアイドルギア４８を介して前記可動体ギア６３が接続する
一方で、該駆動ギア４７に対して前記連繋接続ギア９１が直接噛合して接続することで、
前記駆動モータ４６の駆動に伴って可動体ギア６３(回転可動体６１)と連繋接続ギア９１
(回転ベース体７１)とが反対方向へ同期的に回転するようになっている。
【００３７】
(回転支持部材５０およびＬＥＤ基板５９について)
　前記回転支持部材５０は、図４、図７、図９、図１２～図１５に示すように、前記支持
ベース体３２の背面板３３の前面に取付けられて該背面板３３から前方へ突出する筒状軸
部５１と、該筒状軸部５１の前端部に設けられて当該背面板３３に対向する円盤状に形成
された設置板(基板保持部)５３とを備え、支持ベース体３２の収容空間３２ａに収容され
た前記回転ベース体７１が筒状軸部５１を中心に回転するよう構成されている。ここで、
前記筒状軸部５１は、後方に開口する円筒状に形成されて、該筒状軸部５１の後端部に、
前記支持ベース体３２(背面板３３)に形成された前記固定凹部３５に嵌合可能な固定突部
５２が周方向に離間した複数箇所(実施例では３箇所)に形成されている。すなわち、前記
回転支持部材５０は、前記各固定突部５２を対応する固定凹部３５に嵌合したもとでネジ
止めして支持ベース体３２に固定される。また、前記固定突部５２の内の１つには、前記
固定凹部３５の規制溝部３５ａに整合する位置に、前記筒状軸部５１の内側中心方向に延
出する規制片５２ａが形成されている。すなわち、前記固定凹部３５の規制溝部３５ａに
規制片５２ａが嵌合することで、前記支持ベース体３２に対する回転支持部材５０の姿勢
が規定されるようになっている。そして、前記支持ベース体３２の背面板３３に形成され
た前記ギア挿入口３３ａおよび配線挿通口３３ｂの夫々が前記筒状軸部５１の後方開口部
に臨むよう構成されて、該筒状軸部５１内を挿通した配線を背面板３３の裏側に挿通し得
るようになっている。
【００３８】
　前記設置板５３は、図４、図９に示すように、前記支持ベース体３２の背面板３３に対
向する円盤状に形成されて、該支持ベース体３２の収容空間３２ａに収容された前記回転
ベース体７１の前側に位置するよう構成されている。そして、前記設置板５３の前面(設
置面)５３ａに、前方へ光を照射するＬＥＤ５９ａ(発光体)を実装した前記ＬＥＤ基板５
９が着脱可能に取付けられている。ここで、前記設置板５３には、前記ＬＥＤ基板５９の
裏面に設けられたコネクタ６０を臨ませるコネクタ設置凹部５３ｄが前記筒状軸部５１に
連通するよう形成されており、該ＬＥＤ基板５９のコネクタ６０に接続した配線を、筒状
軸部５１に挿通させて、前記配線挿通口３３ｂから可動演出装置３０の外方へ導出するよ
う構成されている。また、前記ＬＥＤ基板５９のコネクタ６０に接続した配線は、前記図
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柄表示装置１８を制御する制御装置に対して配線接続されており、該図柄表示装置１８で
実行される演出に合わせてＬＥＤ基板５９のＬＥＤ５９ａを発光させ得るようになってい
る。
【００３９】
　また、前記支持ベース体３２に前記回転支持部材５０を固定した状態では、図７、図９
に示すように、該支持ベース体３２の環状壁部３６の前端部より前記設置板５３が前方に
位置するよう構成されており、該環状壁部３６の前端部と設置板５３との間の間隙から、
前記回転ベース体７１に設けられた前記可動部材８１が設置板５３の外方へ突出し得るよ
うになっている。ここで、前記ＬＥＤ基板５９は、前記設置板５３よりも小径の円盤状に
形成されて、該ＬＥＤ基板５９の中心位置に、後述する前側軸支持部５４が挿入される貫
通孔５９ｃが前後に貫通するよう開設されている。また、前記ＬＥＤ基板５９の外周縁部
には、径方向外方へ突出する保持片５９ｂが周方向に離間する複数箇所(実施例では３箇
所)に形成されている。なお、前記ＬＥＤ基板５９の中心位置から保持片５９ｂの突出端
部までの距離は、前記設置板５３よりも小径に形成されており、前記設置板５３に形成さ
れる差込み溝部５７(後述)に各保持片５９ｂを着脱可能に差込み係合保持し得るようにな
っている。
【００４０】
　図９に示すように、前記設置板５３には、前記支持ベース体３２に形成された前記後側
軸支持部３４と前後に整列する中心位置に、前記筒状軸部５１内に開口するよう前後に貫
通した通孔５４ａを有する前側軸支持部５４が形成されて、該前側軸支持部５４の通孔５
４ａに前記回転可動体６１の回転軸６２が挿通されている。すなわち、前記回転可動体６
１は、回転軸６２の後端部側が前記支持ベース体３２の後側軸支持部３４で支持されると
共に、該回転軸６２の前端側が前記回転支持部材５０の前側軸支持部５４で支持されるこ
とで、正逆回転可能に支持される。なお、前記前側軸支持部５４の通孔５４ａには、軸受
け部材５５が取付けられており、該軸受け部材５５を介して前記回転可動体６１の回転軸
６２が前側軸支持部５４に回転可能に支持されている。また、前記前側軸支持部５４は、
前記設置板５３の前面５３ａよりも前方へ突出する円筒状に形成されており、該設置板５
３の前面５３ａに配設された前記ＬＥＤ基板５９の貫通孔５９ｃに前側軸支持部５４が嵌
合するよう構成されている。すなわち、前記ＬＥＤ基板５９は、前記設置板５３に対して
前記前側軸支持部５４を中心として回転可能に支持される。
【００４１】
(保持手段５７,５８について)
　また、前記設置板５３の外周縁部には、図１２～図１５に示すように、前記ＬＥＤ基板
５９の保持片５９ｂを着脱可能に保持する保持手段５７,５８が複数箇所(実施例では３箇
所)に設けられている。前記保持手段５７,５８は、前記設置板５３の外周縁部に周方向に
離間するよう複数箇所(実施例では３箇所)に形成され、前記ＬＥＤ基板５９の保持片５９
ｂを差込み可能な差込み溝部５７と、各差込み溝部５７における保持片５９ｂの差込み口
側に離間する位置に設けられ、当該差込み溝部５７に各保持片５９ｂを差し込んだ状態で
、対応の保持片５９ｂに係脱可能に係合する可変規制部５８とからなり、差込み溝部５７
に差し込んだ保持片５９ｂに可変規制部５８が係合することで、設置板５３にＬＥＤ基板
５９が保持されるようになっている。すなわち、実施例の設置板５３には、一対の差込み
溝部５７と可変規制部５８とからなる保持手段５７,５８が３組形成されて、該３組の保
持手段５７,５８により前記ＬＥＤ基板５９に形成された３つの保持片５９ｂを保持する
ようになっている。なお、前記各保持手段５７,５８は同一構成であるため、以下の説明
では１つの保持手段５７,５８の構成について説明して、各保持手段５７,５８に同一の符
号を付すものとする。
【００４２】
　前記差込み溝部５７は、図１２～図１５に示すように、前記設置板５３の前面５３ａか
ら前方へ突出するよう形成された突出部５３ｂに、該前面５３ａの中心方向(前側軸支持
部５４の形成側)および設置板５３の周方向の一方側(図１２、図１５における左回転方向
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)に開口するスリット状に形成されて、設置板５３に当接させたＬＥＤ基板５９を、前記
前側軸支持部５４を中心にして回転(図１２、図１５における右方向回転)させることで、
該ＬＥＤ基板５９の保持片５９ｂが差込み溝部５７に差し込まれ、該ＬＥＤ基板５９を反
対方向に回転(図１２における左方向回転)することで、保持片５９ｂが差込み溝部５７か
ら抜け出されるようになっている。すなわち、実施例において、差込み溝部５７の差込み
口とは、前記設置板５３の周方向の一方側(図１２における左回転方向)に開口する開口で
ある。また、前記設置板５３には、前記各差込み溝部５７(突出部５３ｂ)の形成位置から
周方向の一方側(図１２における左回転方向)に離間する位置に、前後方向および径方向外
方へ開放するよう形成された切欠部５３ｃが形成されており、該切欠部５３ｃに対応の可
変規制部５８が設けられている。
【００４３】
　前記可変規制部５８は、図１２～図１５に示すように、前記切欠部５３ｃにおいての端
縁部に連設されて前記設置板５３の周方向に延在し、前記設置板５３と交差する方向(前
後方向)に弾性変形可能な板状の弾性片５８ａと、該弾性片５８ａの突出端部に設けられ
て、前記ＬＥＤ基板５９の保持片５９ｂと係脱可能に係合する係合部５８ｂとから形成さ
れ、当該弾性片５８ａの弾性変形を伴って係合部５８ｂが設置面から前方へ突出する突出
位置、および当該設置面から係合部５８ｂが前方に突出しない退避位置に変位し得るよう
構成されている。そして、前記弾性片５８ａの弾性により前記係合部５８ｂが突出位置に
位置するよう前記可変規制部５８が弾性付勢されている。また、前記弾性片５８ａは、前
記切欠部５３ｃにおいて対をなす差込み溝部５７(突出部５３ｂ)の形成位置から離間する
端縁部に連接されると共に、前記設置板５３にＬＥＤ基板５９を取付けた状態で、該ＬＥ
Ｄ基板５９の周縁部よりも径方向外側に位置するよう構成されている(図１２、図１５参
照)。
【００４４】
　ここで、図１２、図１３に示すように、前記可変規制部５８の係合部５８ｂが前記突出
位置にある状態では、該可変規制部５８と対をなす差込み溝部５７に差し込まれた前記Ｌ
ＥＤ基板５９の保持片５９ｂの側端部に係合部５８ｂが当接して係合するよう構成されて
いる。すなわち、前記差込み溝部５７に差し込まれた前記保持片５９ｂの側端部に前記可
変規制部５８の係合部５８ｂが当接することで、該差込み溝部５７から保持片５９ｂが抜
け出る方向(すなわち、図１２の左回転方向)へのＬＥＤ基板５９の回転が規制されて、該
ＬＥＤ基板５９が設置板５３(回転支持部材５０)に保持されるようになっている。そして
、前記可変規制部５８の係合部５８ｂを前記退避位置に変位するよう弾性変形させること
で、該係合部５８ｂとＬＥＤ基板５９の保持片５９ｂとの係合が解除されて、該ＬＥＤ基
板５９を差込み溝部５７から保持片５９ｂが抜け出る方向に回転して、設置板５３(回転
支持部材５０)からＬＥＤ基板５９を取り外し得るようになっている。
【００４５】
　また、前記可変規制部５８の係合部５８ｂは、対応する差込み溝部５７(突出部５３ｂ)
から離間する端部から該差込み溝部５７に近接するにつれて前方へ傾斜する傾斜案内部５
８ｃが形成されている(図１２～図１５参照)。すなわち、前記設置板５３に当接させた前
記ＬＥＤ基板５９を、前記前側軸支持部５４を中心として回転させた際に、各保持片５９
ｂが対応する可変規制部５８(係合部５８ｂ)の傾斜案内部５８ｃに当接して弾性片５８ａ
を退避位置へ弾性変形させて、各保持片５９ｂが対応の差込み溝部５７に容易に差し込ま
れるようになっている。また、前記設置板５３の前面５３ａには、前記ＬＥＤ基板５９の
外周縁に略整合する位置に、前方へ突出する環状の環状リブ(リブ)５３ｅが形成されてい
る。前記環状リブ５３ｅは、前記ＬＥＤ基板５９に形成された配線パターン(図示せず)を
囲繞するよう設けられて、該ＬＥＤ基板５９の裏面における回路パターンが設けられてい
ない部位に当接するよう構成されており、該配線パターンに環状リブ５３ｅが接触するこ
となく前記前側軸支持部５４を中心にＬＥＤ基板５９を回転させ得るようになっている。
【００４６】
(回転可動体６１について)
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　図１１に示すように、前記回転可動体６１は、前記支持ベース体３２に収容された回転
ベース体７１(設置板５３)の前面全体を覆う円盤状に形成された可動体本体６４の中心位
置に、後方へ突出するよう回転軸６２を連結して構成されて、前記装置本体３１に設けら
れた前記前側軸支持部５４および後側軸支持部３４に回転軸６２を挿入することで装置本
体３１に対して回転可能に支持されている。そして、前記回転軸６２の後端部に、該回転
軸６２と一体的に回転するよう前記可動体ギア６３が固定されて、前記装置本体３１に支
持されたアイドルギア４８に噛合するようになっている。前記可動体ギア６３には、前記
装置本体３１に設けた位置検出センサ４４で検出される位置検出部６３ａが形成されてお
り、該位置検出部６３ａを位置検出センサ４４が検出することで、回転可動体６１の原位
置が検出されるよう構成されている。なお、実施例では、前記位置検出部６３ａとしてス
リット状の溝部が可動体ギア６３に形成されている。
【００４７】
　また、前記可動体本体６４は、図１１に示すように、前記回転軸６２の前端部に固定さ
れる光透過性の可動体ベース６５と、該可動体ベース６５の前側に配設された光拡散シー
ト６６と、該光拡散シート６６の前側に配設されて可動体ベース６５との間に光拡散シー
ト６６を挟持する光透過性のカバー部材６７と、該カバー部材６７を囲繞する環状に形成
されて可動体ベース６５との間に当該カバー部材６７を挟持する環状カバー６８とから構
成されている。すなわち、前記可動体ベース６５と環状カバー６８との間に前記光拡散シ
ート６６およびカバー部材６７を配置して、該可動体ベース６５と環状カバー６８とをネ
ジ止めすることで、前記可動体本体６４が形成され、前記ＬＥＤ基板５９のＬＥＤ５９ａ
を発光することで、可動体ベース６５、光拡散シート６６およびカバー部材６７を透過し
た光が前方へ照射されるようになっている。なお、前記可動体ベース６５およびカバー部
材６７の夫々には、ダイヤカット等の光拡散加工が施されており、前記ＬＥＤ基板５９の
ＬＥＤ５９ａの光を広範囲に拡散して光による装飾効果を高めている。また、前記可動体
ベース６５の外周縁部には、外方に突出する外周装飾部６５ａが周方向に離間して複数形
成されて、前記回転可動体６１の回転時の装飾効果を向上している。また、前記回転可動
体６１(可動体ベース６５)の直径寸法は、前記回転ベース体７１や設置板５３の直径寸法
より大きく設定されて、該回転ベース体７１および設置板５３が回転可動体６１の前方か
ら視認されないようになっている。
【００４８】
(回転ベース体７１について)
　図４、図９、図１６～図２０に示すように、前記回転ベース体７１は、前記支持ベース
体３２に形成された収容空間３２ａ内に収容可能な円盤状に形成されると共に、該回転ベ
ース体７１の中心位置に、前後に貫通する円筒状の支持筒部７２が形成されており、該支
持筒部７２に前記回転支持部材５０の筒状軸部５１が挿通されている。すなわち、前記回
転支持部材５０の筒状軸部５１が前記回転ベース体７１の回転軸として機能し、該筒状軸
部５１を中心として回転ベース体７１が正逆方向に回転し得るようになっている。また、
前記支持筒部７２の中心は、前記筒状軸部５１を挿通する前記回転可動体６１の回転軸６
２(回転可動体６１の回転中心)と一致するよう構成されている。すなわち、実施例の可動
演出装置３０は、前記回転可動体６１の後方に、該回転可動体６１と同軸位置で回転する
よう前記回転ベース体７１が配設されている。また、前記支持ベース体３２の収容空間３
２ａ内に前記回転ベース体７１を収容した状態で、前記支持筒部７２が前記回転支持部材
５０の設置板５３の裏面に摺接するよう構成されており、該回転ベース体７１の回転時に
おける前方移動を規制するようになっている。
【００４９】
　そして、図１６、図１７に示すように、前記回転ベース体７１の前面側には、前記可動
部材８１が周方向に等間隔に離間する位置に複数(実施例では８つ)配設されると共に、該
回転ベース体７１の裏面側に、各可動部材８１を前記駆動ギア４７に連繋接続する前記姿
勢切替手段７５ａ,７５ｂ,９１,９５,９６が設けられており、前記駆動モータ４６の駆動
に伴って各可動部材８１が一斉に第１姿勢または第２姿勢に変位するよう構成される。こ
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こで、前記各可動部材８１の基本的な形態は共通していることから、１つの可動部材８１
の構成を以下詳細に説明し、各可動部材８１に同一の符号を付すものとする。
【００５０】
(可動部材８１について)
　前記可動部材８１は、図９、図１９に示すように、前記回転ベース体７１の前面に摺接
する円盤状の第１摺接板８２と、該第１摺接板８２の径方向外方へ延出する装飾部８３と
から基本的に構成されて、第１摺接板８２の中心位置に、後方へ延出する支軸８４(作動
部９６の回転軸)が形成されると共に、該第１摺接板８２の偏心位置に、後方へ延出する
規制突部(規制部)８５が夫々形成されている。また、前記回転ベース体７１における前記
可動部材８１の配設位置には、該可動部材８１の支軸８４が挿通される軸支持孔７３が前
後に貫通するよう開設されると共に、該軸支持孔７３を中心とした円弧状に延在する第１
円弧状孔部(円弧状孔部)７４が形成されて、該第１円弧状孔部７４に可動部材８１の規制
突部８５が挿通されている。そして、前記可動部材８１の支軸８４および規制突部８５の
後端部に、前記回転ベース体７１を挟んで裏側に位置する前記姿勢切替手段７５ａ,７５
ｂ,９１,９５,９６(具体的には後述する作動部９６)が固定されており、可動部材８１の
脱落を防止している。
【００５１】
　すなわち、前記可動部材８１は、前記支軸８４を中心として前記規制突部８５が第１円
弧状孔部７４の延在方向の両端部に当接する範囲で揺動し得るよう前記回転ベース体７１
に支持される。ここで、前記可動部材８１は、前記規制突部８５が第１円弧状孔部７４の
延在方向の一方端部(回転ベース体７１の回転中心側に位置する端部)に当接して前記装飾
部８３が回転ベース体７１の回転方向に延在する第１姿勢(図１６～図１８参照)と、該規
制突部８５が第１円弧状孔部７４の延在方向の他方端部(回転ベース体７１の回転中心か
ら離間する端部)に当接して装飾部８３が回転ベース体７１の径方向に延在する第２姿勢(
図２、図６、図２４、図２５参照)との間で揺動するようになっている。すなわち、実施
例の可動演出装置３０は、図５、図６に示すように、前記各可動部材８１の第１姿勢から
第２姿勢への変位に伴って、各可動部材８１が前記回転可動体６１(回転可動体６１の設
置板５３)で被覆された形態から、該回転可動体６１の外周縁から可動部材８１が放射状
に延出する形態に変化するようになっている。
【００５２】
　また、前記装飾部８３は、図７、図９に示すように、前記第１摺接板８２との接続部位
から離間するにつれて、該第１摺接板８２(すなわち回転ベース体７１)から前方へ離間し
つつ第１摺接板８２の径方向外方へ延出する湾曲形状に形成されている。これにより、前
記可動部材８１が第１姿勢から第２姿勢に変位した際に、該可動部材８１(装飾部８３)が
前記支持ベース体３２の環状壁部３６に干渉することなく当該環状壁部３６と前記回転支
持部材５０(設置板５３)との間から外方へ延出し得るようになっている。なお、実施例の
可動演出装置３０には、前記第１摺接板８２からの装飾部８３の延出長さが異なる２種類
の可動部材８１が設けられており、該２種類の可動部材８１が前記回転ベース体７１の周
方向に交互に配置してある。
【００５３】
(姿勢切替手段７５ａ,７５ｂ,９１,９５,９６について)
　図１６～図１９に示すように、前記姿勢切替手段７５ａ,７５ｂ,９１,９５,９６は、前
記回転ベース体７１の裏面に配設されて該回転ベース体７１の回転中心に位置し、前記駆
動ギア４７に接続する連繋接続ギア９１(連繋接続部)と、該連繋接続ギア９１を可動部材
８１に接続する作動部９６と、当該連繋接続ギア９１と回転ベース体７１とが一体的に回
転する係合状態および回転ベース体７１に対して連繋接続ギア９１が相対的に回転する係
合解除状態に切替える係合手段７５とを備えている。そして、前記連繋接続ギア９１を第
１回転方向へ移動させる際に、前記作動部９６が可動部材８１を第２姿勢から第１姿勢へ
変位させると共に、該連繋接続ギア９１を第２回転方向へ移動させる際に作動部９６が可
動部材８１を第１姿勢から第２姿勢へ変位させるよう構成される。
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【００５４】
　前記連繋接続ギア９１は、前記支持筒部７２の開口形状に整合する挿通孔９１ａが形成
されたリング状に形成されて、前記筒状軸部５１が該連繋接続ギア９１の挿通孔９１ａに
挿通されるようになっている。すなわち、前記連繋接続ギア９１は、前記筒状軸部５１を
中心として回転し得るようになっている。また、前記連繋接続ギア９１の後端部側には、
前記駆動ギア４７に噛合する駆動連繋ギア(ギア部)９２が形成されると共に、前端側に前
記作動部９６の作動ギア部９８(後述)に噛合する作動連繋ギア９３が形成されており、駆
動ギア４７の回転に伴って作動部９６が作動されるよう構成されている。ここで、前記連
繋接続ギア９１は、前記駆動連繋ギア９２が前記作動連繋ギア９３よりも小径に形成され
た所謂２段ギアである。また、前記駆動ギア４７に対する駆動連繋ギア９２のギア比は、
該駆動ギア４７に対する前記可動体ギア６３のギア比よりも大きくなるよう設定されて、
前記駆動モータ４６の駆動時に、前記回転可動体６１に作用する力と姿勢切替手段７５ａ
,７５ｂ,９１,９５,９６に作用する力のバランスを保ちつつ、該駆動モータ４６に掛る負
荷を軽減するようになっている。
【００５５】
　また、前記連繋接続ギア９１における回転ベース体７１との対向面には、図４、図９、
図１９に示すように、前方へ突出する連繋軸部(係合手段)９５が複数箇所(実施例では４
箇所)に形成されると共に、該回転ベース体７１には、各連繋軸部９５と前後に対応する
位置に、当該回転ベース体７１の回転中心(回転軸６２)を中心とした円弧状に延在する第
２円弧状孔部(係合手段)７５が夫々形成されており、各連繋軸部９５が対応する第２円弧
状孔部７５に遊嵌されて当該第２円弧状孔部７５の内部に沿って連繋軸部９５が移動し得
るようになっている。すなわち、前記連繋接続ギア９１は、前記各連繋軸部９５が前記第
２円弧状孔部７５における延在方向の両端部に当接する範囲で、前記回転ベース体７１に
対して相対的に正逆回転し得るようになっている。言い換えると、前記第２円弧状孔部７
５における延在方向の両端部７５ａ,７５ｂが、前記連繋接続ギア９１の回転方向(移動方
向)に離間して設けられた一対の第１の係合部として機能し、該連繋接続ギア９１に形成
された前記連繋軸部９５が、該一対の第１の係合部の間に設けられて連繋接続ギア９１の
移動に伴って一対の第１の係合部の間を相対的に移動する第２の係合部として機能するよ
う構成されている。
【００５６】
　また、前記可動部材８１が第１姿勢にある状態で、前記第２円弧状孔部７５における第
１回転方向の端部に前記連繋接続ギア９１の連繋軸部９５が係合するよう構成されて(図
１６、図１７、図２２参照)、この状態で連繋接続ギア９１が第１回転方向へ回転するの
に伴って前記回転ベース体７１が第１回転方向へ回転するようになっている。そして、前
記可動部材８１が第２姿勢にある状態で、前記第２円弧状孔部７５における第２回転方向
の端部に前記連繋接続ギア９１の連繋軸部９５が係合するよう構成されて、この状態で連
繋接続ギア９１が第２回転方向へ回転するのに伴って前記回転ベース体７１が第２回転方
向へ回転するよう構成されている。なお、以下の説明では、前記可動部材８１が第１姿勢
にある状態で連繋軸部９５が係合する第２円弧状孔部７５の端部(第１回転方向の端部)を
第１係合端部７５ａと指称し、可動部材８１が第２姿勢にある状態で連繋軸部９５が係合
する第２円弧状孔部７５の端部(第２回転方向の端部)を第２係合端部７５ｂと指称する。
【００５７】
　また、前記連繋接続ギア９１には、図９、図１９に示すように、前記挿通孔９１ａの開
口前端部に前方へ突出する環状支持部９４が形成されて、該連繋接続ギア９１を前記回転
ベース体７１に配設した際に、該環状支持部９４が回転ベース体７１に当接して、前記作
動連繋ギア９３と回転ベース体７１との間に、前記作動部９６の第２摺接板９７(後述)を
挿入可能な隙間を画成するようになっている。そして、前記支持ベース体３２の収容空間
３２ａ内に前記回転ベース体７１を収容した状態で、前記連繋接続ギア９１の後端部が支
持ベース体３２の背面板３３に摺接するよう構成されて、該回転ベース体７１の回転時に
おける後方移動を規制するよう構成されている。すなわち、前記回転ベース体７１の支持
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筒部７２が前記回転支持部材５０の設置板５３の裏面に摺接し、前記連繋接続ギア９１の
後端部が前記支持ベース体３２の背面板３３に摺接することで、当該回転ベース体７１が
所定位置に位置決めされて、該回転ベース体７１の回転時における前後方向のブレを抑制
している。
【００５８】
　前記作動部９６は、図４、図１８、図１９に示すように、前記回転ベース体７１を挟ん
で前記各可動部材８１の裏側に位置するよう複数(実施例では８個)設けられて、各作動部
９６と可動部材８１とが個別に連結固定されている。ここで、前記各作動部９６の基本的
な形態は共通していることから、１つの作動部９６の構成を以下詳細に説明し、各作動部
９６には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。前記作動部９６は、図９、図１９に
示すように、前記回転ベース体７１の裏面に摺接する円盤状の第２摺接板９７と、該第２
摺接板９７から後方へ突出するよう形成された作動ギア部９８とから基本的に構成されて
、該作動ギア部９８の中心位置に、対応する可動部材８１の支軸８４および規制突部８５
が夫々連結固定されている。
【００５９】
　また、前記作動部９６の作動ギア部９８は、図１８に示すように、前記連繋接続ギア９
１の作動連繋ギア９３と噛合するよう構成されており、前記連繋接続ギア９１の回転に応
じて、前記各作動部９６が支軸８４を中心として一斉に正逆回転すると共に、各作動部９
６の回転と一体的に対応の可動部材８１が正逆回転するようになっている。すなわち、前
記連繋接続ギア９１の回転に伴って、前記各可動部材８１の規制突部８５が前記第１円弧
状孔部７４の延在方向の両端部に当接する範囲で前記作動部９６が回転され、これにより
、前記各可動部材８１が第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位するようになっている。ここ
で、前記各作動部９６は、前記連繋接続ギア９１の連繋軸部９５が前記第２円弧状孔部７
５の第１係合端部７５ａに位置する状態で、対応する可動部材８１を第１姿勢に保持する
よう前記作動ギア部９８が作動連繋ギア９３に噛合し、回転ベース体７１に対して連繋接
続ギア９１が相対的に回転して連繋軸部９５が第２円弧状孔部７５の第２係合端部７５ｂ
に移動した状態で、対応する可動部材８１を第２姿勢に保持するよう作動ギア部９８が作
動連繋ギア９３に噛合するよう構成されている。
【００６０】
(摺接部１０１,１０７について)
　図１６～図２０に示すように、前記回転ベース体７１の外周端縁部には、周方向に離間
する複数箇所(実施例では８箇所)に、前記支持ベース体３２(具体的には弾性カバー３８)
に摺接する摺接部１０１,１０７が均等に設けられており、各摺接部１０１,１０７が支持
ベース体３２に摺接することで、前記筒状軸部５１を中心として回転する回転ベース体７
１の回転安定性を向上するようになっている。実施例では、前記摺接部１０１,１０７と
しては、前記回転ベース体７１の径方向に移動可能に設けられた第１の摺接部１０１と、
該回転ベース体７１の定位置(径方向に移動不能)に設けられた第２の摺接部１０７との２
タイプが設けられている。ここで、前記回転ベース体７１の回転中心が回転可動体６１の
回転中心に一致した状態で、前記各第１の摺接部１０１が前記支持ベース体３２(弾性カ
バー３８)に摺接する一方で、第２の摺接部１０７が支持ベース体３２から僅かに離間す
るよう構成してある。また、前記第１の摺接部１０１の基本構成は全て同一であるため、
以下の説明では、１つの第１の摺接部１０１の構成のみを説明する。また同様に、前記第
２の摺接部１０７の基本構成は全て同一であるため、以下の説明では、１つの第２の摺接
部１０７の構成のみを説明する。実施例の回転ベース体７１には、４つの第１の摺接部１
０１が周方向に均等に離間配置されると共に、４つの第２の摺接部１０７が第１の摺接部
１０１の間に位置するよう周方向に均等に離間配置されている。
【００６１】
　前記第１の摺接部１０１は、図１７、図１８、図２０に示すように、前記回転ベース体
７１の径方向(回転方向に交差する方向)に延在し、前後に貫通するガイド孔部(ガイド部)
７６と、該ガイド孔部７６に貫通するよう遊嵌され、該ガイド孔部７６に沿って回転ベー
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ス体７１の径方向に移動可能なガイド軸部(軸部)１０３と、該ガイド軸部１０３の前後の
端部に取付けられて当該ガイド軸部１０３を中心として回転する第１のローラ部材１０４
と、該第１のローラ部材１０４を前記支持ベース体３２の環状壁部３６側へ向けて付勢す
る弾性部材１０５とから基本的に形成されている。すなわち、前記弾性部材１０５の付勢
によって支持ベース体３２(弾性カバー３８)に接触した各第１のローラ部材１０４が前記
回転ベース体７１の回転に伴って回転することで、該回転ベース体７１の安定性を向上す
るようになっている。
【００６２】
　ここで、前記弾性部材１０５は、図２０に示すように、前記ガイド軸部１０３が嵌合す
る嵌合孔１０５ａと、該嵌合孔１０５ａにおける前記回転ベース体７１の回転中心側の縁
部に接続して当該嵌合孔１０５ａの径方向外方へ延在する一対のバネ片１０５ｂとからな
り、前記ガイド孔部７６を挟んで位置するよう設けられた係止突部７７(図１８参照)に各
バネ片１０５ｂが係止されて、前記ガイド孔部７６における前記回転ベース体７１の外周
側縁部に向けてガイド軸部１０３を付勢するよう構成されている。すなわち、前記弾性部
材１０５は、前記ガイド軸部１０３を付勢することで、第１のローラ部材１０４を前記支
持ベース体３２の環状壁部３６側へ付勢するようになっている。また、前記弾性部材１０
５は、前記ガイド軸部１０３において前記ガイド孔部７６から前記回転ベース体７１の背
面側に突出した端部側に設けられている。すなわち、図２１(a)に示すように、前記ガイ
ド軸部１０３は、該ガイド軸部１０３の後端部側に偏った位置が弾性部材１０５によって
回転ベース体７１の径方向外方へ付勢されることで、該ガイド軸部１０３の前端部に較べ
て後端部側が径方向外方に位置する傾斜姿勢で保持されるようになっている。
【００６３】
　また、前記第１のローラ部材１０４は、図１７、図１８、図２０に示すように、前記ガ
イド軸部１０３の後端部(一方端部)に設けられる大径ローラ１０４ａと、該ガイド軸部１
０３の前端部(他方端部)に設けられて該大径ローラ１０４ａよりも小径に形成された小径
ローラ１０４ｂとを備えている。そして、前記第１の摺接部１０１では、前記弾性部材１
０５により前記大径ローラ１０４ａが前記支持ベース体３２の環状壁部３６側へ付勢され
ており、前記回転ベース体７１の回転中心が回転可動体６１の回転中心に一致した状態で
は、常には大径ローラ１０４ａのみが弾性カバー３８に当接する一方で小径ローラ１０４
ｂが弾性カバー３８から離間するよう構成されている。すなわち、前記第１の摺接部１０
１は、前記回転ベース体７１が回転した際に、該回転に伴う振動等により前記弾性部材１
０５の弾性変形を伴って回転ベース体７１における第１の摺接部１０１の設置位置が前記
支持ベース体３２の環状壁部３６側に変位することで、前記小径ローラ１０４ｂが支持ベ
ース体３２の弾性カバー３８に当接するようになっている。そして、前記小径ローラ１０
４ｂが支持ベース体３２の弾性カバー３８に当接した状態では、前記弾性部材１０５によ
り前記支持ベース体３２の環状壁部３６側へ付勢された前記大径ローラ１０４ａも弾性カ
バー３８に当接して、大径ローラ１０４ａおよび小径ローラ１０４ｂにより回転ベース体
７１が支持されるようになっている。
【００６４】
　前記第２の摺接部１０７は、図１７、図１８、図２０に示すように、前記回転ベース体
７１に後方へ突出するよう形成された軸固定部に、該回転ベース体７１の前面側に突出す
るよう固定されたローラ軸部１０８と、該ローラ軸部１０８の前端部に取付けられた第２
のローラ部材１０９とからなり、当該ローラ軸部１０８を中心として第２のローラ部材１
０９が回転するよう構成される。ここで、前記回転ベース体７１の回転中心が回転可動体
６１の回転中心に一致した状態において、前記第１のローラ部材１０４の大径ローラ１０
４ａが弾性カバー３８に当接する状態では、前記第２の摺接部１０７(第２のローラ部材
１０９)が支持ベース体３２から僅かに離間するよう構成してある。また、前記第２のロ
ーラ部材１０９は、前記ローラ軸部１０８に支持された状態で前記回転ベース体７１の外
周縁部よりも外方に一部が突出するよう構成されており、前記支持ベース体３２の環状壁
部３６に対して回転ベース体７１が接触する前に第２のローラ部材１０９が接触するよう
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になっている。すなわち、前記回転ベース体７１が回転した際に、該回転に伴う振動等に
より前記弾性部材１０５の弾性変形を伴って回転ベース体７１における第２の摺接部１０
７の設置位置が前記支持ベース体３２の環状壁部３６側に近接移動することで、前記第２
のローラ部材１０９が支持ベース体３２の弾性カバー３８に当接するようになっている。
【００６５】
(実施例の作用)
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００６６】
　前記遊技盤２０に設けたレール２１に沿って遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球
は、遊技盤２０上に設けた遊技釘等に接触して流下方向を変更しながら流下する。そして
、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が前記始動入賞装置２３に入賞すると、前記
制御装置の制御に基づいて前記図柄表示装置１８での図柄変動演出が開始され、図柄変動
演出の結果、図柄表示装置１８に所定の図柄組み合わせが表示されると大当りが発生する
。大当りが発生すると、図柄表示装置１８に表示された図柄組み合わせに応じて、前記遊
技盤２０の下方に設けられた特別入賞装置２４が開放されると共に、前記制御装置の制御
に基づいて図柄表示装置１８において大当り演出が行なわれる。
【００６７】
　そして、前記図柄表示装置１８で展開される図柄変動演出や大当り演出等に合わせて、
前記設置部材２６に配設された前記駆動装置２９が前記制御装置からの制御信号に基づい
て駆動されて、前記アーム部材２８を上下移動させると共に、該制御装置からの制御信号
に基づいて前記可動演出装置３０の駆動モータ４６が駆動されて、前記回転可動体６１や
可動部材８１の回転動作演出が行なわれる。また、前記図柄表示装置１８で展開される図
柄変動演出や大当り演出等に合わせて、前記ＬＥＤ基板５９のＬＥＤ５９ａが前記制御装
置からの制御信号に基づいて発光されて、発光演出が行なわれるようになっている。
【００６８】
　ここで、前記可動演出装置３０の動作につき説明する。先ず、前記連繋接続ギア９１の
各連繋軸部９５が前記回転ベース体７１に形成された対応する第２円弧状孔部７５の第１
係合端部７５ａに当接係合した状態を基準状態(すなわち図５、図１６～図１８、図２２
に示される状態)として説明する。この状態で前記制御装置の制御信号に基づいて前記駆
動モータ４６が前記駆動ギア４７を正回転するよう回転駆動されると、前記アイドルギア
４８を介して前記可動体ギア６３が同様に回転し、これに伴って前記回転可動体６１が第
２回転方向に回転される。一方で、前記駆動ギア４７に対して前記姿勢切替手段７５ａ,
７５ｂ,９１,９５,９６の連繋接続ギア９１(駆動連繋ギア９２)が直接的に噛合している
から、該連繋接続ギア９１は第１回転方向に回転される。このとき、前記連繋接続ギア９
１の各連繋軸部９５が前記回転ベース体７１に形成された対応する第２円弧状孔部７５の
第１係合端部７５ａ(すなわち第１回転方向の端部)に当接係合していることから、該連繋
接続ギア９１の回転と一体的に回転ベース体７１が第１回転方向へ回転される(図２３参
照)。ここで、前記各連繋軸部９５が前記第２円弧状孔部７５の第１係合端部７５ａに当
接係合する状態では、前記連繋接続ギア９１の作動連繋ギア９３と各作動部９６の作動ギ
ア部９８との噛合により、前記回転ベース体７１に設けられた各可動部材８１が前記第１
姿勢に保持される。すなわち、前記回転可動体６１の第２回転方向への回転に伴って、前
記各可動部材８１が第１姿勢に保持された状態のままで前記回転ベース体７１が第２回転
方向へ回転され、遊技者からは回転可動体６１のみが回転しているように看取される。
【００６９】
　また、前記基準状態から前記制御装置の制御信号に基づいて前記駆動モータ４６が前記
駆動ギア４７を逆回転するよう回転駆動されると、前記アイドルギア４８を介して前記可
動体ギア６３が回転し、これに伴って前記回転可動体６１が第１回転方向に回転される。
一方で、前記駆動ギア４７に対しては前記姿勢切替手段７５ａ,７５ｂ,９１,９５,９６の
連繋接続ギア９１(駆動連繋ギア９２)が直接的に噛合しているから、該連繋接続ギア９１
は第２回転方向に回転される。そして、前記連繋接続ギア９１が第２回転方向へ回転する
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と、前記連繋接続ギア９１の各連繋軸部９５が対応する第２円弧状孔部７５の第１係合端
部７５ａから離間して第２係合端部７５ｂへ向けて移動する(図２４参照)。すなわち、前
記連繋接続ギア９１の各連繋軸部９５と対応する第２円弧状孔部７５との係合が解除され
ることから、この状態では連繋接続ギア９１の回転に伴って回転ベース体７１が回転する
ことはなく、連繋接続ギア９１が回転ベース体７１に対して相対的に第２回転方向へ回転
することになる。
【００７０】
　そして、前記連繋接続ギア９１が回転ベース体７１に対して相対的に第２回転方向へ回
転すると、該連繋接続ギア９１の作動連繋ギア９３と、該回転ベース体７１に支持された
前記各作動部９６の作動ギア部９８との噛合により各作動部９６が回転(図２４の左方向
へ回転)され、該作動部９６の回転に伴い対応の可動部材８１が第１姿勢から第２姿勢に
回転変位される。すなわち、前記連繋接続ギア９１が回転ベース体７１に対して相対的に
第２回転方向へ回転することで、前記各可動部材８１が第１姿勢から第２姿勢に回転変位
して、前記回転可動体６１の外周縁部から可動部材８１が放射状に延出した形態に変化す
る(図６、図２４参照)。また、前記可動部材８１が第２姿勢に変位するタイミングで、前
記連繋接続ギア９１の各連繋軸部９５が前記回転ベース体７１に形成された対応する第２
円弧状孔部７５の第２係合端部７５ｂ(すなわち第２回転方向の端部)に当接係合する。そ
して、この状態から前記駆動モータ４６が逆回転すると、前記連繋接続ギア９１の各連繋
軸部９５が対応する第２円弧状孔部７５の第２係合端部７５ｂに当接係合していることか
ら、該連繋接続ギア９１の回転と一体的に回転ベース体７１が第２回転方向へ回転される
(図２５参照)。すなわち、前記回転可動体６１の第２回転方向への回転に伴って、前記各
可動部材８１が第２姿勢に保持された状態で前記回転ベース体７１が第１回転方向へ回転
され、遊技者からは回転可動体６１の外周縁部を可動部材８１が回転可動体６１と逆方向
に回転するように看取される(図２参照)。
【００７１】
　また、前記連繋接続ギア９１の各連繋軸部９５が前記回転ベース体７１の対応する第２
円弧状孔部７５の第２係合端部７５ｂに当接係合した状態で、前記制御装置の制御信号に
基づいて前記駆動モータ４６が駆動ギア４７を正回転するよう回転駆動されると、前述と
同様に、前記回転可動体６１が第２回転方向に回転されると共に、該駆動ギア４７に対し
て駆動連繋ギア９２が直接的に噛合する前記連繋接続ギア９１が第１回転方向に回転され
る。この場合には、前記連繋接続ギア９１の各連繋軸部９５が対応する第２円弧状孔部７
５の第２係合端部７５ｂから離間して第１係合端部７５ａへ向けて移動することになる(
図２２参照)。すなわち、前記連繋接続ギア９１の各連繋軸部９５と対応する第２円弧状
孔部７５との係合が解除されることから、この状態では連繋接続ギア９１の回転に伴って
回転ベース体７１が回転することはなく、連繋接続ギア９１が回転ベース体７１に対して
相対的に第１回転方向へ回転する。
【００７２】
　そして、前記連繋接続ギア９１が回転ベース体７１に対して相対的に第１回転方向へ回
転すると、該連繋接続ギア９１の作動連繋ギア９３と、該回転ベース体７１に支持された
前記各作動部９６の作動ギア部９８との噛合により各作動部９６が回転(図２２の右方向
へ回転)され、該作動部９６の回転に伴い対応の可動部材８１が第２姿勢から第１姿勢に
回転変位される。すなわち、前記連繋接続ギア９１が回転ベース体７１に対して相対的に
第１回転方向へ回転することで、前記各可動部材８１が第２姿勢から第１姿勢に回転変位
して、前記回転可動体６１の後方に各可動部材８１が覆われて前側から看取し得ない形態
に変化する(図１、図３、図５参照)。そして、前記可動部材８１が第１姿勢に変位するタ
イミングで、前記連繋接続ギア９１の各連繋軸部９５が前記回転ベース体７１に形成され
た対応する第２円弧状孔部７５の第１係合端部７５ａに当接係合して、前述した基準状態
に復帰する。
【００７３】
　このように、実施例に係る可動演出装置３０では、前記駆動モータ４６の駆動により回



(21) JP 5588840 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

転ベース体７１を第１回転方向または第２回転方向に回転することで、該回転ベース体７
１に支持された可動部材８１が一体的に第１回転方向および第２回転方向に回転する。そ
して、前記回転ベース体７１を第１回転方向へ回転させる際には、前記連繋接続ギア９１
が回転ベース体７１に対して相対的に回転する間に前記可動部材８１を第２姿勢から第１
姿勢へ変位させ、該回転ベース体７１を第２回転方向へ回転させる際には、連繋接続ギア
９１が回転ベース体７１に対して相対的に回転する間に可動部材８１を第１姿勢から第２
姿勢へ変位させるよう姿勢切替手段７５ａ,７５ｂ,９１,９５,９６が可動部材８１の姿勢
を変位させることができる。すなわち、前記駆動モータ４６の駆動に伴い前記回転ベース
体７１の回転方向を第１回転方向および第２回転方向に切替えることで、前記可動部材８
１の回転方向も一体的に切替え得ると共に該可動部材８１の姿勢を第１姿勢および第２姿
勢に切替えることができる。このように、前記駆動モータ４６の駆動により回転ベース体
７１の回転方向を切替えることで、可動部材８１に異なる動きをさせることができ、可動
部材８１の動きによる遊技演出の幅を拡げ得ると共に、遊技機の装飾性を高め得る。
【００７４】
　また、前記姿勢切替手段７５ａ,７５ｂ,９１,９５,９６の係合手段として、前記連繋接
続ギア９１に連繋軸部９５を設けると共に、該連繋軸部９５が遊嵌される第２円弧状孔部
７５(第１係合端部７５ａおよび第２係合端部７５ｂ)を前記回転ベース体７１に形成した
ことで、駆動モータ４６の駆動に伴って回転ベース体７１の回転方向を第１回転方向およ
び第２回転方向に確実に切替えることができる。更に、前記姿勢切替手段７５ａ,７５ｂ,
９１,９５,９６として、前記連繋接続ギア９１および該連繋接続ギア９１に噛合する作動
ギア部９８を有する作動部９６を用いることにより、回転ベース体７１の回転方向に応じ
て可動部材８１の姿勢を確実に変更することができる。そして、前記姿勢切替手段７５ａ
,７５ｂ,９１,９５,９６は、前述のように連繋接続ギア９１、作動部９６および係合手段
(連繋軸部９５、第２円弧状孔の第１係合端部７５ａおよび第２係合端部７５ｂ)の簡単な
構成で、前記駆動モータ４６の駆動方向に応じて前記回転ベース体７１の回転方向を切替
え得ると共に、回転ベース体７１の回転方向に応じて可動部材８１の姿勢を切替えること
ができるから、可動演出装置３０の構成を簡略化でき、製造工程の煩雑化や製造コストの
増大を招来するのを防止できる。
【００７５】
　また、前記連繋接続ギア９１を回転ベース体７１に対して相対的に第１回転方向または
第２回転方向に回転した際に、前記可動部材８１に形成された規制突部８５が回転ベース
体７１に形成された第１円弧状孔部７４の端部に当接する範囲で前記作動部９６が回転す
るように構成されている。すなわち、前記連繋接続ギア９１の回転に伴って前記回転ベー
ス体７１が一体的に回転する際には、前記規制突部８５および第１円弧状孔部７４の当接
係合により前記作動部９６が回転規制されるから、各可動部材８１を第１姿勢および第２
姿勢で確実に保持することができる。
【００７６】
　また、実施例の可動演出装置３０には、前述のように前記駆動モータ４６の駆動に伴っ
て前記回転ベース体７１の回転方向とは反対方向に回転される回転可動体６１を有すると
共に、前記可動部材８１が第１姿勢にある状態では回転可動体６１により可動部材８１が
覆われ、該可動部材８１が第２姿勢にある状態では回転可動体６１の外周縁部から可動部
材８１が延出するようになっている。すなわち、実施例に係る可動演出装置３０では、前
記制御装置の制御信号に基づいて前記駆動モータ４６の回転駆動方向を切替えることで、
前記回転可動体６１のみが第２回転方向へ回転するように見える可動演出と、該回転可動
体６１が第１回転方向へ回転すると共に可動部材８１が第２方向に回転する可動演出とを
行なうことができる。このように、前記可動演出装置３０では、回転可動体６１の回転方
向に応じて可動部材８１を回転可動体６１の外周部から出没させて、該回転可動体６１の
外周部で可動部材８１を回転させることができ、今までにない新たな動きによる演出を行
なうことが可能となり、遊技の興趣を高めることができる。
【００７７】
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　ところで、実施例に係る可動演出装置３０では、前記回転可動体６１や回転ベース体７
１を１つの駆動モータ４６で回転させると共に、回転ベース体７１の回転に伴って回転ベ
ース体７１に設けた複数の可動部材８１を姿勢変位させるため、駆動モータ４６に係る負
荷が増大する傾向にある。ここで、前記駆動ギア４７に対する姿勢切替手段７５ａ,７５
ｂ,９１,９５,９６における連繋接続ギア９１の駆動連繋ギア９２のギア比を、該駆動ギ
ア４７に対する可動体ギア６３のギア比よりも大きくなるよう設定することで、回転可動
体６１に作用する力(回転可動体６１を動作させるための力)と姿勢切替手段７５ａ,７５
ｂ,９１,９５,９６に作用する力(回転ベース体７１および複数の可動部材８１を動作させ
るための力)のバランスを保ちつつ、駆動モータ４６に掛る負荷を軽減することができる
。これにより、前記回転可動体６１、回転ベース体７１および各可動部材８１の動作安定
性が向上すると共に、駆動モータ４６として小型のモータを採用することが可能となり、
可動演出装置３０の小型化や製造コストの抑制を図ることができる。
【００７８】
　また、前記可動演出装置３０は、前記回転可動体６１と回転ベース体７１との間に位置
する設置板５３にＬＥＤ基板５９が配設されて、前記制御装置の制御信号に基づいてＬＥ
Ｄ基板５９のＬＥＤ５９ａを発光することで、該回転可動体６１を透過した光が前方へ照
射される。すなわち、前記回転可動体６１や各可動部材８１の回転動作による演出だけで
なく、該回転可動体６１の発光による演出を行なうことができ、遊技演出の多様性が高め
られると共に、パチンコ機１０の装飾性が向上する。また、前記ＬＥＤ基板５９を設置す
る設置板５３は、前記支持ベース体３２の環状壁部３６の前端部よりも前方に位置するよ
う設けられて、前記第１姿勢から第２姿勢に変位した可動部材８１が設置板５３と環状壁
部３６の前端部との間に臨むよう構成されているから、該設置板５３(ＬＥＤ基板５９)が
可動部材８１の動作を阻害することはない。
【００７９】
　ここで、前記ＬＥＤ基板５９は、該ＬＥＤ基板５９に形成した貫通孔５９ｃに、前記設
置板５３の前面５３ａ側に突出する前記前側軸支持部５４を嵌合させた状態で、該設置板
５３に形成された可変規制部５８の係合部５８ｂを退避位置に変位するよう弾性片５８ａ
を弾性変形して、該前側軸支持部５４を中心としてＬＥＤ基板５９を回転することで、当
該ＬＥＤ基板５９の保持片５９ｂが設置板５３に形成された差込み溝部５７に差し込まれ
る。そして、この状態で前記弾性片５８ａの弾性により係合部５８ｂが突出位置に復帰す
ることで、該差込み溝部５７に差し込まれた前記ＬＥＤ基板５９の保持片５９ｂの側端部
に係合部５８ｂが当接して係合する該差込み溝部５７から保持片５９ｂが抜け出る方向へ
のＬＥＤ基板５９の回転が規制される。また、前記ＬＥＤ基板５９を取り外す際には、前
記係合部５８ｂが退避位置に変位するよう前記可変規制部５８の弾性片５８ａを弾性変形
することで、前記保持片５９ｂが差込み溝部５７から抜け出る方向に前記前側軸支持部５
４を中心としてＬＥＤ基板５９を回転することで、当該ＬＥＤ基板５９を設置板５３から
取り外すことができる。
【００８０】
　このように、前記ＬＥＤ基板５９を回転するだけで該ＬＥＤ基板５９を設置板５３に取
付け得るので、工具を用いることなく容易にＬＥＤ基板５９を設置板５３に着脱すること
が可能となる。従って、ＬＥＤ基板５９の基板保持部への着脱作業が効率的となり、作業
者の負担を軽減し得る。また、前記ＬＥＤ基板５９の貫通孔５９ｃに前側軸支持部５４を
嵌合させたことで、該前側軸支持部５４を回転軸としてＬＥＤ基板５９を設置板５３に対
して容易に回転させることができ、ＬＥＤ基板５９の着脱作業性の向上に寄与し得る。し
かも、回転時にＬＥＤ基板５９が設置板５３に対しズレることがないから、ＬＥＤ基板５
９を正確に回転させて設置板５３に対して確実に着脱することが可能となる。
【００８１】
　また、前記各可変規制部５８の係合部５８ｂには、対応する差込み溝部５７(突出部５
３ｂ)から離間する端部から該差込み溝部５７に近接するにつれて前方へ傾斜する傾斜案
内部５８ｃが形成されているから、前側軸支持部５４を中心として前記設置板５３に当接
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させたＬＥＤ基板５９を回転させた際に、各保持片５９ｂが対応する可変規制部５８(係
合部５８ｂ)の傾斜案内部５８ｃに当接して弾性片５８ａが退避位置へ弾性変形されて、
各保持片５９ｂを対応の差込み溝部５７に容易に差し込み得るようになっている。すなわ
ち、ＬＥＤ基板５９を取付ける際に、前記可変規制部５８の弾性片５８ａを作業者が直接
弾性変形させる必要がないから、該ＬＥＤ基板５９の取付作業性を向上することができる
。
【００８２】
　また、前記設置板５３の前面５３ａには、前記ＬＥＤ基板５９の外周縁に略整合する位
置に、前方へ突出する環状の環状リブ５３ｅを形成したことで、ＬＥＤ基板５９が設置板
５３に接触する接触面積が少なくなって、ＬＥＤ基板５９を回転させる際の摩擦抵抗を小
さくし得る。これにより、ＬＥＤ基板５９をスムーズに回転させることができ、ＬＥＤ基
板５９の着脱作業を効率的に行い得る。また、前記環状リブ５３ｅは、前記ＬＥＤ基板５
９に形成された配線パターン(図示せず)を囲繞するよう設けられているから、該配線パタ
ーンに環状リブ５３ｅが接触するのは回避されて、ＬＥＤ基板５９の回転時に回路パター
ンが損傷するのを防止できる。
【００８３】
　また、前記回転ベース体７１の外周端縁部には、周方向に離間して第１の摺接部１０１
および第２の摺接部１０７が設けられており、該回転ベース体７１の回転時に当該第１の
摺接部１０１および第２の摺接部１０７のローラ部材が支持ベース体３２の弾性カバー３
８に摺接するよう構成されている。このため、前記連繋接続ギア９１が回転ベース体７１
に対して相対的に回転する際には、当該連繋接続ギア９１(すなわち回転ベース体７１)の
回転方向に応じて作動部９６が可動部材８１を第１姿勢または第２姿勢に切替えるまでの
間、前記弾性カバー３８に第１の摺接部１０１および第２の摺接部１０７が接触する抵抗
により回転ベース体７１を停止保持することができ、各可動部材８１の姿勢が切り替わら
ない状態で回転ベース体７１が回転するのを防止できる。また、実施例の第１の摺接部１
０１は、弾性部材１０５によって第１のローラ部材１０４(大径ローラ１０４ａ)が弾性カ
バー３８に押圧されるよう付勢されているから、回転ベース体７１が回転開始されるまで
の抵抗値が高められ、各可動部材８１の姿勢が切り替わらない状態で回転ベース体７１が
回転されるのを効果的に防止することが可能である。ここで、前記第１のローラ部材１０
４(第１の摺接部１０１)および第２のローラ部材１０９(第２の摺接部１０７)が回転ベー
ス体７１の外周縁部に均等に配設されているから、回転ベース体７１を回転した際のバラ
ンスを均等に保つことができ、回転ベース体７１の動作時の振動を抑制して安定した動作
を実現することができる。
【００８４】
　また、前記弾性部材１０５によって第１のローラ部材１０４(大径ローラ１０４ａ)が弾
性カバー３８に付勢されることで、前記回転ベース体７１の回転時には前記弾性カバー３
８に第１のローラ部材１０４(大径ローラ１０４ａ)が常時接触するようになり、該回転ベ
ース体７１の動作安定性が向上する。そして、回転ベース体７１の動作時の振動等に起因
して支持ベース体３２の環状壁部３６(弾性カバー３８)側に回転ベース体７１が移動した
場合には、前記弾性部材１０５が弾性を伴って支持ベース体３２の弾性カバー３８に第１
のローラ部材１０４が接触するから、支持ベース体３２の壁部にローラ部材が押し付けら
れる力が軽減され、第１のローラ部材１０４や支持ベース体３２(弾性カバー３８)の摩耗
を抑制することができる。このとき、前記第１のローラ部材１０４を支持するガイド軸部
１０３を、回転ベース体７１の径方向(回転方向に交差する方向)に延在するよう設けられ
たガイド孔部７６に沿って回転可能に支持してあるから、前記弾性部材１０５の弾性変形
を伴って該ガイド軸部１０３がガイド孔部７６に沿って回転ベース体７１の回転中心方向
に移動する。このため、前記弾性部材１０５が弾性変形した場合に前記第１のローラ部材
１０４が弾性カバー３８に対して過剰に押し付けられるのを防止でき、回転ベース体７１
の回転動作が阻害されるのを防止し得ると共に、第１のローラ部材１０４や支持ベース体
３２(弾性カバー３８)の摩耗を抑制することができる。
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【００８５】
　また、前記回転ベース体７１が回転する際には、常には前記第１の摺接部１０１におけ
る大径ローラ１０４ａ(第１のローラ部材１０４)のみが前記弾性カバー３８に接触するか
ら、回転ベース体７１の動作時の摩擦を軽減して回転ベース体７１の円滑な動作を実現し
得る。この一方で、前記弾性部材１０５の弾性変形を伴って回転ベース体７１が弾性カバ
ー３８側に近接移動した際には、前記第１の摺接部１０１における小径ローラ１０４ｂも
支持ベース体３２の壁部に当接するようになる。これにより、前記回転ベース体７１自体
が支持ベース体３２の壁部に接触するのを防止し得ると共に、回転ベース体７１の動作安
定性を保つことができる。また、前記弾性カバー３８に対して大径ローラ１０４ａおよび
小径ローラ１０４ｂが接触することで圧力が分散されるから、該大径ローラ１０４ａおよ
び小径ローラ１０４ｂや支持ベース体３２(弾性カバー３８)の摩耗が抑制される。
【００８６】
　更に、前記弾性部材１０５の弾性変形を伴って回転ベース体７１が弾性カバー３８側に
近接移動した際には、前記第２の摺接部１０７を構成する第２のローラ部材１０９が弾性
カバー３８に当接するよう構成したことで、該回転ベース体７１が弾性カバー３８に接触
するのは防止され、回転ベース体７１の動作安定性が損なわれるのを防止できる。ここで
、この第２の摺接部１０７は、前記第２のローラ部材１０９を支持するローラ軸部１０８
が回転ベース体７１の定位置に支持されて、前記第１の摺接部１０１におけるガイド軸の
ように移動することはない。このため、前記第２のローラ部材１０９(第２の摺接部１０
７)が弾性カバー３８に当接することで、前記弾性カバー３８側への回転ベース体７１の
移動を確実に規制することができる。そして、前記回転ベース体７１が弾性カバー３８側
に近接移動した際に、前記第１のローラ部材１０４(大径ローラ１０４ａおよび小径ロー
ラ１０４ｂ)だけでなく前記第２のローラ部材１０９も弾性カバー３８に接触することで
、圧力の分散により摩耗の抑制がより図られる。また、周方向に隣接する第１のローラ部
材１０４(第１の摺接部１０１)の間に第２のローラ部材１０９(第２の摺接部１０７)を夫
々配設したことで、何処の位置で回転ベース体７１が弾性カバー３８側へ変位したとして
も回転ベース体７１を安定して支持することができる。
【００８７】
(変更例)
　なお、本発明に係る遊技機の構成としては、前述した実施例に示したものに限らず、種
々の変更が可能である。
【００８８】
(１)　実施例では、可動演出装置の移動ベース体として第１方向および第２方向に回転可
能な回転ベース体を採用したが、これに限られるものではなく、移動ベース体が直線的に
往復移動(第１方向および第２方向)に移動するよう構成することもできる。
(２)　実施例では、可動部材が回転(揺動)することで第１姿勢と第２姿勢とに切り替わる
よう構成したが、これに限られるものではなく、移動ベース体に対して第１姿勢および第
２姿勢に相対的に姿勢変位可能な動作を可動部材が行なうよう構成することができる。
(３)　実施例では、前記移動ベース体を第１方向および第２方向へ移動方向を切替えて移
動させると共に、前記可動部材を第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位させる姿勢切替手段
として、前記駆動手段により第１方向および第２方向に移動される連繋接続ギアと、該連
繋接続ギアおよび可動部材を接続するよう構成された作動部と、可動部材が第１姿勢から
第２姿勢に変位した際および第２姿勢から第１姿勢に変位した際に移動ベース体と係脱可
能に係合する係合手段(連繋軸部および第２円弧状孔部)とを備えるようにしたが、これに
限られるものではない。すなわち、姿勢切替手段としては、駆動手段の駆動に伴って移動
ベース体を第１方向へ移動させる際に可動部材を第２姿勢から第１姿勢へ変位させて、第
１姿勢に変位した可動部材を移動ベース体と一体に第１方向へ移動させると共に、該駆動
手段の駆動に伴って移動ベース体を第２方向へ移動させる際に可動部材を第１姿勢から第
２姿勢へ変位させて、第２姿勢に変位した可動部材を移動ベース体と一体に第２方向へ移
動させ得る構成であればよい。
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(４)　実施例では、姿勢切替手段の連繋接続部として連繋接続ギアを採用したが、これに
限られるものではなく、駆動手段の駆動により第１方向および第２方向に移動されるもの
であれば、リンク機構やカム機構等の従来公知の構成を採用し得る。
(５)　実施例では、姿勢切替手段の作動部と可動部材とを直接連結するよう構成したが、
該作動部および可動部材をリンク機構やカム機構等の従来公知の連繋手段を介して接続す
ることもできる。
(６)　実施例では、姿勢切替手段の係合手段として、連繋接続部に連繋軸部を形成すると
共に、前記移動ベース体に円弧状孔部(実施例の第２円弧状孔部)を形成するようにしたが
、連繋接続部に円弧状孔部を形成すると共に、該円弧状孔部に遊嵌される連繋軸部を移動
ベース体に形成する構成であっても実施例と同様の作用効果を得ることができる。また、
前記円弧状孔部や連繋軸部の形成数としては、実施例に示す４箇所に限られるものではな
く、１箇所設ける構成であってもよい。
(７)　前記係合手段の構成としては、実施例に示す円弧状孔部と連繋軸部に限られるもの
ではない。すなわち、前記係合手段は、前記連繋接続部の移動方向に離間して設けられた
一対の第１の係合部と、該一対の第１の係合部の間に設けられて連繋接続部の移動に伴っ
て一対の第１の係合部の間を相対的に移動する第２の係合部とから構成すればよく、例え
ば一対の係合部として連繋接続部の移動方向に離間して位置する一対の突出片を設けて、
該一対の第１の突出片の間に第２の係合部としての突部を臨ませる構成を採用できる。
(８)　また、前記係合手段は、前記連繋接続部および移動ベース体に形成する構成に限ら
れるものではない。すなわち、前記係合手段を構成する一対の第１の係合部および第２の
係合部の一方を前記連繋接続部または作動部に一体的に設けると共に、該一対の第１の係
合部および第２の係合部の他方を移動ベース体に設けて、当該一対の第１の係合部に第２
の係合部が当接係合する範囲で連繋接続部または作動部が移動ベース体に対して相対的に
移動可能に構成すればよい。例えば、実施例における連繋接続ギアの連繋軸部および回転
ベース体の第２円弧状孔部を省略し、作動部に連結された規制突部(すなわち第２の係合
部)および回転ベース体の第１円弧状孔部を係合手段としても、該第１円弧状孔部の延在
方向の両端部(すなわち第１の係合部)に規制突部が係合することで作動部の動作が規制さ
れ、これに伴って連繋接続ギア(連繋接続部)と回転ベース体(移動ベース体)とが一体的に
回転するようにできる。そして、動作規制される範囲で作動部が回転することで、前記可
動部材が第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位する。
(９)　また、実施例のように前記係合手段を前記連繋接続部および移動ベース体に形成す
る構成において、前記作動部の移動範囲を規制する前記規制突部および第１円弧状孔部を
省略することもできる。この場合でも、前記連繋接続部が移動ベース体に対して相対的に
移動可能な範囲が規定されるから、連繋接続部が移動ベース体に対して相対的に移動する
範囲でのみ作動部が動作され、可動部材を第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位させること
ができる。
(１０)　実施例では、摺接部として第１のローラ部材および第２のローラ部材を移動ベー
ス体に設けるようにしたが、これに限られるものではなく、第１のローラ部材および第２
のローラ部材の一方のみを移動ベース体に設けることもできる。また、摺接部としては、
ローラ部材に限定されるものではなく、移動ベース体の移動時に支持部材に対して摺接す
る構成であれば、ベアリング等の軸受け等、従来公知の構成を採用し得る。
(１１)　実施例では、回転体(回転可動体)の後方に移動ベース体および第１姿勢の可動部
材が被覆されるよう構成したが、該移動ベース体や第１姿勢の可動部材を回転体から露出
するよう構成してもよい。
(１２)　実施例では、回転体(回転可動体)と移動ベース体とを同軸位置で回転するよう構
成したが、該回転体(回転可動体)および移動ベース体の回転軸の軸線を異ならせてもよい
。
(１３)　実施例では、回転体(回転可動体)および移動ベース体を反対方向へ同期的に回転
し得るよう構成したが、例えば駆動ギアに可動体ギアおよび連繋接続ギア(連繋接続部)を
噛合させて、回転体(回転可動体)および移動ベース体を同一方向へ同期的に回転するよう
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構成することもできる。
(１４)　実施例では、移動ベース体の前側にＬＥＤ基板および回転体を設けるようにした
が、該移動ベース体を直接前面に露出するよう構成してもよい。
【００８９】
(１５)　実施例では、遊技盤の裏側に設置部材を設けるよう構成したが、該設置部材を本
体枠としての中枠に設置する構成も採用できる。
(１６)　実施例では、遊技盤を合板で形成したが、これに限られるものではなく、遊技盤
を合成樹脂材から透明または不透明に形成するようにしてもよい。
(１７)　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
し得る。
【００９０】
　また、請求項６に係る発明については、以下の構成を具有するようにすることも可能で
ある。
　すなわち、前記駆動手段(46)としての駆動モータに接続した駆動ギア(47)は、前記姿勢
切替手段(90)に設けたギア(91)に接続されると共に、前記回転体(61)の回転軸(62)に設け
た可動体ギア(63)に接続され、
　前記駆動ギア(47)に対する前記姿勢切替手段(90)のギア(91)のギア比が、該駆動ギア(4
7)に対する可動体ギア(63)のギア比よりも大きくなるよう設定する。
　このように、回転体や複数の可動部材を備えた移動ベース体を１つの駆動モータで回転
させ、更に移動ベース体に設けた各可動部材を姿勢変位させるためには、駆動モータに係
る負荷が増大するものの、駆動ギアに対する姿勢切替手段のギアのギア比を、該駆動ギア
に対する可動体ギアのギア比よりも大きくなるよう設定することで、回転体に作用する力
と姿勢切替手段に作用する力のバランスを保ちつつ駆動モータに掛る負荷を軽減すること
ができる。
【符号の説明】
【００９１】
　３０　可動演出装置
　３１　装置本体(支持部材)
　４６　駆動モータ(駆動手段)
　４７　駆動ギア
　５３　設置板(基板保持部)
　５３ａ　設置板の前面(設置面)
　５７　差込み溝部
　５８　可変規制部
　５９　ＬＥＤ基板(発光体基板)
　５９ａ　ＬＥＤ(発光体)
　５９ｂ　保持片
　６１　回転可動体(回転体)
　６２　回転軸
　６３　可動体ギア
　７１　回転ベース体(移動ベース体)
　７４　第１円弧状孔部(円弧状孔部)
　７５　第２円弧状孔部(係合手段)
　７５ａ　第１係合端部(第１の係合部)
　７５ｂ　第２係合端部(第２の係合部)
　８１　可動部材
　８５　規制突部(規制部)
　９０　姿勢切替手段
　９１　連繋接続ギア(連繋接続部)
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　９５　連繋軸部(第２の係合部)
　９６　作動部
　１０１　第１の摺接部(摺接部)
　１０７　第２の摺接部(摺接部)

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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