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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光による演出の趣向性を向上させることが可能
な遊技機を提供する。
【解決手段】遊技機は、上側構成体１３２と、下側構成
体の１対の分割体１４２Ａ，１４２Ａとが、分離状態と
合体状態とに変化する第１可動演出部材１１０と、前方
から見たときに合体状態の第１可動演出部材１１０を縁
取るように配置される環状発光部材３１０と、を備えて
いる。そして、環状発光部材３１０は、合体状態の第１
可動演出部材１１０へ向かって光を照射可能な複数の発
光素子を周方向全体に亘って有している。
【選択図】図２６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演出部材と、
　前方から見て前記演出部材を縁取るように配置され、その演出部材へ向かって光を照射
可能な複数の発光素子を周方向全体に亘って有する環状発光部材と、を備えたことを特徴
とする遊技機。
【請求項２】
　前記環状発光部材は、前後位置が同じで且つ周方向の位置が異なる複数の前記発光素子
を一纏めにしてなる発光素子層を前後方向にずらして複数層有することを特徴とする請求
項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　互いに異なる前記発光素子層に含まれる前記発光素子同士が、前記環状発光部材の周方
向にずれて配置されていることを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記演出部材には、前後にずらして配置された複数の可動体が前記環状発光部材と平行
な面内に沿って互いに相対移動可能な構造の層状演出部材が含まれていることを特徴とす
る請求項２又は３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記環状発光部材は、透明材料で構成された透明環状部材の内部に前記発光素子を備え
た構造になっていて、
　前記発光素子は、前記環状発光部材の内側に発光面を向けて配置されると共に前記環状
発光部材の厚み方向にも光を照射可能であることを特徴とする請求項１乃至４のうち何れ
か１の請求項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記環状発光部材は、前記環状発光部材の内側領域を前後に貫通する軸を中心に回転可
能であることを特徴とする請求項１乃至５のうち何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記環状発光部材は、前記環状発光部材の中心から偏心した位置に回転中心を有するこ
とを特徴とする請求項６に記載の遊技機。
【請求項８】
　前記環状発光部材は、前記環状発光部材の中心に回転中心を有することを特徴とする請
求項６に記載の遊技機。
【請求項９】
　前記演出部材には、前記演出部材を前後に貫通する軸を中心にして一方向に回転可能な
回転演出部材が設けられ、
　前記環状発光部材は、前記回転演出部材の回転方向とは逆方向に回転可能であることを
特徴とする請求項６乃至８のうち何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項１０】
　前記環状発光部材は、前記演出部材より前側に配置されると共に、
　前記演出部材の前側を向く面には、前記発光素子からの光を反射可能な反射部が形成さ
れていることを特徴とする請求項１乃至９のうち何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項１１】
　前記演出部材の前側を向く面の全体が前記反射部となっていることを特徴とする請求項
１０に記載の遊技機。
【請求項１２】
　前記演出部材の前側を向く面には、金属調に装飾された金属装飾部が設けられ、
　前記反射部には、前記金属装飾部が含まれることを特徴とする請求項１０又は１１に記
載の遊技機。
【請求項１３】
　遊技球が流下可能な遊技領域を前面に有する遊技盤と、
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　前記遊技盤を貫通する表示開口と、
　前記表示開口に後側から対向する表示部と、
　前記表示開口と嵌合して前記表示開口の内側への遊技球の進入を規制する内側進入規制
枠と、を有し、
　前記演出部材は、前記表示部の斜め前方で前記遊技盤にて前側を覆われる待機位置と、
前記表示部の前側を覆う出現位置と、に配置され、
　前記環状発光部材は、前記表示開口の外縁寄り位置に配置されて、前記出現位置の前記
演出部材に光を照射可能に構成されたことを特徴とする請求項１乃至１２のうち何れか１
の請求項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光による演出を行う遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機として、演出部材に発光素子を搭載した、その発光素子により演
出部材を光らせることで演出を行うものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－５０８８５号公報（段落［００５７］、［００６６］及び
図７，１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、演出部材の発光態様が単調になってしまい
、光による演出の趣向性が低いという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、光による演出の趣向性を向上させること
が可能な遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明は、演出部材と、前方から見て前記
演出部材を縁取るように配置され、その演出部材へ向かって光を照射可能な複数の発光素
子を周方向全体に亘って有する環状発光部材と、を備えたことを特徴とする遊技機である
。
【０００７】
　請求項２の発明は、前記環状発光部材は、前後位置が同じで且つ周方向の位置が異なる
複数の前記発光素子を一纏めにしてなる発光素子層を前後方向にずらして複数層有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の遊技機である。
【０００８】
　請求項３の発明は、互いに異なる前記発光素子層に含まれる前記発光素子同士が、前記
環状発光部材の周方向にずれて配置されていることを特徴とする請求項２に記載の遊技機
である。
【０００９】
　請求項４の発明は、前記演出部材には、前後にずらして配置された複数の可動体が前記
環状発光部材と平行な面内に沿って互いに相対移動可能な構造の層状演出部材が含まれて
いることを特徴とする請求項２又は３に記載の遊技機である。
【００１０】
　請求項５の発明は、前記環状発光部材は、透明材料で構成された透明環状部材の内部に
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前記発光素子を備えた構造になっていて、前記発光素子は、前記環状発光部材の内側に発
光面を向けて配置されると共に前記環状発光部材の厚み方向にも光を照射可能であること
を特徴とする請求項１乃至４のうち何れか１の請求項に記載の遊技機である。
【００１１】
　請求項６の発明は、前記環状発光部材は、前記環状発光部材の内側領域を前後に貫通す
る軸を中心に回転可能であることを特徴とする請求項１乃至５のうち何れか１の請求項に
記載の遊技機である。
【００１２】
　請求項７の発明は、前記環状発光部材は、前記環状発光部材の中心から偏心した位置に
回転中心を有することを特徴とする請求項６に記載の遊技機である。
【００１３】
　請求項８の発明は、前記環状発光部材は、前記環状発光部材の中心に回転中心を有する
ことを特徴とする請求項６に記載の遊技機である。
【００１４】
　請求項９の発明は、前記演出部材には、前記演出部材を前後に貫通する軸を中心にして
一方向に回転可能な回転演出部材が設けられ、前記環状発光部材は、前記回転演出部材の
回転方向とは逆方向に回転可能であることを特徴とする請求項６乃至８のうち何れか１の
請求項に記載の遊技機である。
【００１５】
　請求項１０の発明は、前記環状発光部材は、前記演出部材より前側に配置されると共に
、前記演出部材の前側を向く面には、前記発光素子からの光を反射可能な反射部が形成さ
れていることを特徴とする請求項１乃至９のうち何れか１の請求項に記載の遊技機である
。
【００１６】
　請求項１１の発明は、前記演出部材の前側を向く面の全体が前記反射部となっているこ
とを特徴とする請求項１０に記載の遊技機である。
【００１７】
　請求項１２の発明は、前記演出部材の前側を向く面には、金属調に装飾された金属装飾
部が設けられ、前記反射部には、前記金属装飾部が含まれることを特徴とする請求項１０
又は１１に記載の遊技機である。
【００１８】
　請求項１３の発明は、遊技球が流下可能な遊技領域を前面に有する遊技盤と、前記遊技
盤を貫通する表示開口と、前記表示開口に後側から対向する表示部と、前記表示開口と嵌
合して前記表示開口の内側への遊技球の進入を規制する内側進入規制枠と、を有し、前記
演出部材は、前記表示部の斜め前方で前記遊技盤にて前側から覆われる待機位置と、前記
表示部に前側から重なる出現位置と、に配置され、前記環状発光部材は、前記表示開口の
外縁寄り位置に配置されて、前記出現位置の前記演出部材に光を照射可能に構成されたこ
とを特徴とする請求項１乃至１２のうち何れか１の請求項に記載の遊技機である。
【発明の効果】
【００１９】
　［請求項１，１０～１２の発明］
　本発明では、環状発光部材の発光素子からの光を演出部材に照射して、演出部材を光ら
せることが可能となる。本発明によれば、演出部材に発光素子を統制した従来の遊技機と
は異なった態様で演出部材を光らせることが可能となり、光による演出の趣向性の向上を
図ることが可能となる。また、本発明によれば、環状発光部材が演出部材の周囲を縁どる
ように配置されるので、演出部材の全体を光らせることが可能となる。
【００２０】
　ここで、演出部材を光らせる方法としては、環状発光部材を演出部材より前側に配置し
、演出部材の前側を向く面に光を反射可能な反射部を設けることで、反射により演出部材
を光らせる方法（請求項１０の発明）や、環状発光部材を演出部材より後側に配置し、演
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出部材に光を透過可能な透光部を設けることで、透過により演出部材を光らせる方法があ
る。特に、前者の方法によれば、演出部材の形状等によって演出部材の発光態様を異なら
せることが可能となり、光による演出の趣向性を向上させることが可能となる、また、前
者の場合において、演出部材の前側を向く面の全体を反射部とすると（請求項１１の発明
）、演出部材に発光素子を備えなくても、演出部材の全体を光らせることが可能となるの
で、演出部材の軽量化や薄型化を図ることが可能となる。なお、反射部が、金属調に装飾
された金属装飾部を含む場合には（請求項１２の発明）、金属装飾部にて演出部材を装飾
すると共に発光素子からの光を効率よく反射することが可能となる。
【００２１】
　［請求項２の発明］
　請求項２の発明では、前後方向が同じで且つ周方向の位置が異なる複数の発光素子を一
纏めにしてなる発光素子層が前後方向にずらして複数層備えられているので、発光素子層
を１つだけ備える場合と比較して、演出部材を光らせる範囲を大きくすることが可能とな
る。
【００２２】
　［請求項３の発明］
　請求項３の発明では、互いに異なる発光素子層に含まれる発光素子同士が周方向にずれ
て配置されているので、各発光素子層が演出部材を光らせる部位を周方向にずらすことが
可能となり、光による演出の趣向性の更なる向上を図ることが可能となる。
【００２３】
　［請求項４の発明］
　請求項４の発明によれば、環状発光部材の各発光素子層で演出部材の各可動部を光らせ
ることが可能となる。
【００２４】
　［請求項５の発明］
　請求項５の発明によれば、演出部材の周囲を縁どるように配置された環状発光部材自体
をも光らせることが可能となる。
【００２５】
　［請求項６～８の発明］
　請求項６の発明によれば、環状発光部材の回転により演出部材が光る部分を移動させる
ことが可能となり、演出部材の発光態様の多様化が図られる。ここで、環状発光部材は、
環状発光部材の中心から偏心した位置に回転中心を有してもよいし（請求項７の発明）、
環状発光部材の中心に有してもよい（請求項８の発明）。前者の構成によれば、環状発光
部材の回転により、演出部材が光る部分を移動させることが可能となる。また、後者の構
成によれば、環状発光部材を回転しても演出部材が光る部分を固定することが可能となる
。
【００２６】
　［請求項９の発明］
　請求項９の発明では、環状発光部材が回転演出部材の回転方向とは逆方向に回転するの
で、環状発光部材の回転演出部材に対する回転速度を上げることが可能となる。これによ
り、演出部材において、環状発光部材により光る部分を速く移動させることが可能となる
。
【００２７】
　［請求項１３の発明］
　請求項１３の発明では、表示部に前側から重なる出現位置に配置された演出部材を光ら
せることが可能となる。また、環状発光部材は、表示開口の外縁寄り位置に配置されてい
るので、演出部材が退避位置に配置されているときに環状発光部材によって表示部が視認
困難になることを抑制可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
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【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機の正面図
【図２】遊技盤の正面図
【図３】機構枠の正面図
【図４】第１可動役物装置及び第２可動役物装置の斜視図
【図５】第１可動演出部材が分離状態のときの第１可動役物装置の正面図
【図６】第１可動演出部材が合体状態のときの第１可動役物装置の正面図
【図７】第１昇降ベース及び第２昇降ベースの背面図
【図８】（Ａ）昇降ガイドとスライド部材の係合部分の断面図、（Ｂ）スライド部材と回
動アームを下方から見た図
【図９】前側重なり部材に対する後側重なり部材の駆動機構を模式的に示す図
【図１０】第２可動演出部材が待機位置に配置されたときの第１可動役物装置及び第２可
動役物装置の正面図
【図１１】第２可動演出部材が突出位置に配置されたときの第１可動役物装置及び第２可
動役物装置の正面図
【図１２】第２可動演出部材が待機位置のときの第２可動役物装置の正面図
【図１３】第２可動演出部材が突出位置のときの第２可動役物装置の正面図
【図１４】（Ａ）収縮状態における回転盤と第１回動部の正面図、（Ｂ）拡張状態におけ
る回転盤と第１回動部の正面図
【図１５】（Ａ）収縮状態における回転盤と第２回動部の正面図、（Ｂ）拡張状態におけ
る回転盤と第２回動部の正面図
【図１６】（Ａ）収縮状態における第２可動演出部材の回転機構を模式的に示す図、（Ｂ
）拡張状態における第２可動演出部材の回転機構を模式的に示す図
【図１７】環状発光部材の斜視図
【図１８】分離状態の第１可動演出部材と環状発光部材の側断面図
【図１９】上側構成体と環状発光部材の側断面図
【図２０】下側構成体と環状発光部材の側断面図
【図２１】合体状態の第１可動演出部材と環状発光部材の側断面図
【図２２】周方向に展開された環状発光部材を内周壁側から見た図
【図２３】環状発光部材の（Ａ）Ａ－Ａ断面図、（Ｂ）Ｂ－Ｂ断面図、（Ｃ）Ｃ－Ｃ断面
図
【図２４】環状発光部材周辺を後側から見た図
【図２５】環状発光部材の回転機構を模式的に示す図
【図２６】合体状態の第１可動演出部材と環状発光部材を前側から見た図
【図２７】合体状態の第１可動演出部材と環状発光部材の斜視図
【図２８】外側発光部材周辺の側断面図
【図２９】外側発光部材の断面図
【図３０】遊技機における発光素子及び外側発光素子の制御体系を示すブロック図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明をパチンコ遊技機に適用した一実施形態を図１～図３０に基づいて説明す
る。図１に示すように、本実施形態の遊技機１０は、前面枠１０Ｚを前面に備え、その前
面枠１０Ｚに形成されたガラス窓１０Ｗを通して、図２に示す遊技盤１１の前面に形成さ
れた遊技領域Ｒ１が視認可能になっている。遊技盤１１の後側には、図３に示す機構枠１
７が取り付けられ、その機構枠１７には種々の装置が取り付けられている。
【００３０】
　図１に示すように、前面枠１０Ｚのうちガラス窓１０Ｗより下方には、上皿２６と下皿
２７が上下２段にして設けられ、下皿２７の右側には、操作ハンドル２８が備えられてい
る。そして、操作ハンドル２８を回動操作すると、上皿２６に収容された遊技球が遊技領
域Ｒ１に向けて弾き出される。
【００３１】
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　図２に示すように、遊技盤１１の前面からは、遊技領域Ｒ１を包囲するガイドレール１
２が突出している。ガイドレール１２は、遊技盤１１の外縁部を周回するように配置され
ている。
【００３２】
　遊技盤１１のうち遊技領域Ｒ１の中央には、表示開口１１Ｈが貫通形成されており、そ
の表示開口１１Ｈに後側から表示装置１３が対向している。表示装置１３は、例えば、液
晶モジュールで構成され、その前面が遊技に関する演出を行う表示画面１３Ｇとなってい
る。なお、詳細には、表示画面１３Ｇは、機構枠１７（図３参照）の後側から機構枠１７
の開口部１７Ｋと遊技盤１１の表示開口１１Ｈを通して遊技者に視認可能となっている。
【００３３】
　遊技盤１１の前面中央には、前方から見て表示画面１３Ｇを囲むように表示装飾枠２３
が取り付けられている。表示装飾枠２３は、遊技盤１１の前面側から表示開口１１Ｈに嵌
め込まれ、表示開口１１Ｈの内側に張り出すと共に遊技盤１１の前面から突出している。
そして、遊技領域Ｒ１を流下する遊技球が、表示装飾枠２３の前側を通過して表示装飾枠
２３の内側に進入しないように構成されている。
【００３４】
　遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の下方における左右方向の中央部には、第１と第２
の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂが、上下に間隔を開けて並べて配置されている。第１の始動
入賞口１４Ａは、上側に開放したポケット構造になっている。第２の始動入賞口１４Ｂは
、前側に開放し、開閉扉１４Ｔにより開閉される。開閉扉１４Ｔは、通常は、第２の始動
入賞口１４Ｂを閉塞する閉位置に配置され、遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の左側と
右下に設けられた始動ゲート１８，１８を遊技球が通過したときに行われる普通図柄当否
判定で当りとなったことを起因にして、第２の始動入賞口１４Ｂを開放する開位置に配置
される。第１と第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂの何れかの始動入賞口に遊技球が入球（
入賞）すると、特別図柄当否判定が行われる。特別図柄当否判定の判定結果は、表示装置
１３の表示画面１３Ｇにて報知される。特別図柄当否判定の結果が当りとなると、大当り
遊技状態となり、大当り遊技が実行される。一方、特別図柄当否判定の結果が外れである
と、通常の遊技状態が続く。
【００３５】
　遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の右下には、大入賞口１５が設けられている。大入
賞口１５は、横長矩形状をなし、通常の遊技状態では、可動扉１５Ｔにて閉塞されている
。そして、遊技状態が大当り遊技状態となって大当り遊技が実行されると、可動扉１５Ｔ
が所定期間に亘って前側に倒される。すると、大入賞口１５が前方に開放し、可動扉１５
Ｔを案内にして大入賞口１５に多くの遊技球が入賞可能となる。なお、上述した始動ゲー
ト１８，１８のうち表示装飾枠２３の右下の始動ゲート１８は、大入賞口１５の上方に配
置されている。
【００３６】
　遊技領域Ｒ１には、始動入賞口１４Ａ，１４Ｂ及び大入賞口１５のほかに、複数の一般
入賞口２０が備えられている。これらの入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５，２０に遊技球が入
球（入賞）すると、遊技者に特典（賞球）が付与される。また、遊技領域Ｒ１の下端部を
含む複数箇所には、各入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５，２０とは別に、遊技者に特典（賞球
）を付与することなく遊技領域Ｒ１の外側に排出するためのアウト口１６が設けられてい
る。
【００３７】
　図３に示すように、本実施形態の遊技機１０は、上述した入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５
や表示装置１３等のほかに、可動演出部材の動作により遊技に関する演出を行う２つの可
動役物装置を機構枠１７に固定して備えている。２つの可動役物装置のうち一方の第１可
動役物装置１１０Ｓは、第１可動演出部材１１０を図５に示す分離状態と図６に示す合体
状態とに変化させる。また、２つの可動役物装置のうち他方の第２可動役物装置２１０Ｓ
は、第２可動演出部材２１０を分離状態の第１可動演出部材１１０に前側を覆われた待機
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位置（図５及び図１０参照。なお、図１０では、第１可動演出部材１１０のうち第２可動
演出部材２１０を覆う部分を削除した状態が示されている。）と、その第１可動演出部材
１１０から全体が突出した突出位置（図１１参照）との間で移動させる。以下、第１可動
役物装置１１０Ｓ及び第２可動役物装置２１０Ｓについて詳説する。
【００３８】
　図４～図７に示すように、第１可動役物装置１１０Ｓは、機構枠１７の上辺部と左右の
辺部とに取り付けられる門形ベース１１１を有し、その門形ベース１１１に対して第１可
動演出部材１１０を構成する演出部材構成体１１０Ａが上下方向に移動可能な構造になっ
ている。門形ベース１１１は、上下方向に直線状に延びた１対の昇降ガイド１２１，１２
１を横並びにして備えると共に、それら１対の昇降ガイド１２１，１２１の上端部同士が
連絡プレート１１２にて連絡された構造になっている。なお、連絡プレート１１２は、機
構枠１７（図３参照）の上辺部に重ねられ、昇降ガイド１２１，１２１は、開口部１７Ｋ
を左右方向に挟むように機構枠１７の左右の辺部に重ねられている。これにより、門形ベ
ース１１１は、遊技盤１１及び表示装飾枠２３（図２参照）の後側に隠れるように配置さ
れている。
【００３９】
　図４に示すように、各昇降ガイド１２１には、上下方向に直線状に延びた第１シャフト
１２２及び第２シャフト１２３が備えられている。第１シャフト１２２と第２シャフト１
２３とは、前後方向と左右方向の両方向でずれるように配置されている。なお、本実施形
態では、第１シャフト１２２は、第２シャフト１２３よりも前側で且つ１対の昇降ガイド
１２１，１２１に挟まれる側である内側に配置されている。
【００４０】
　第１シャフト１２２には、第１昇降スライダ１２４が第１シャフト１２２に沿って移動
可能に係合し、第２シャフト１２３には、第２昇降スライダ１２５が第２シャフト１２３
に沿って移動可能に係合している。第１昇降スライダ１２４における後側を向く面には、
第１ラック１２４Ａが形成され、第２昇降スライダ１２５における前側を向く面には第２
ラック１２５Ａが形成されている。第１ラック１２４Ａ及び第２ラック１２５Ａは、共に
、昇降ガイド１２１の上下方向の中間部に回転可能に取り付けられたピニオン１２６と噛
合している。具体的には、第１ラック１２４Ａはピニオン１２６の前側部分と噛合し、第
２ラック１２５Ａはピニオン１２６の後側部分と噛合している。そして、第１昇降スライ
ダ１２４が第１シャフト１２２に沿って下方へ移動すると、ピニオン１２６が右側から見
て反時計方向に回転し、第２昇降スライダ１２５が第２シャフト１２３に沿って上方へ移
動する。同様にして、第１昇降スライダ１２４が上方へ移動すると、ピニオン１２６が右
側から見て時計方向に回転し、第２昇降スライダ１２５が下方へ移動する。なお、詳細に
は、ピニオン１２６は、大径歯車部と小径歯車部とが一体回転可能な構造になっていて、
小径歯車部の前側部分が第１ラック１２４Ａと噛合し、大径歯車部の後側部分が第２ラッ
ク１２５Ａと噛合している。
【００４１】
　図５及び図６に示すように、１対の第１昇降スライダ１２４，１２４は、第１昇降ベー
ス１３１の両側部に固定され、１対の第２昇降スライダ１２５，１２５は、第２昇降ベー
ス１４１の両側部に固定されている。即ち、１対の第１昇降スライダ１２４，１２４は、
第１昇降ベース１３１と一体に上下動し、１対の第２昇降スライダ１２５，１２５は、第
２昇降ベース１４１と一体に上下動するようになっている。
【００４２】
　図６及び図７に示すように、上述した連絡プレート１１２には、第１昇降ベース１３１
を上下動させるための１対の駆動源１１３，１１３が横並びにして備えられると共に、第
１駆動源１１３，１１３からの動力を第１昇降ベース１３１へ伝達するための動力伝達部
１１４，１１４が備えられている。なお、連絡プレート１１２のうち動力伝達部１１４，
１１４に挟まれた部分には、後述する第２可動役物装置２１０Ｓが搭載されている。
【００４３】
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　駆動源１１３による第１昇降ベース１３１の駆動は、以下のようにして行われる。即ち
、駆動源１１３，１１３が作動すると、動力伝達機構１１４，１１４のうち第１昇降ベー
ス１３１と連結する回動リンク１１４Ａ，１１４Ａが互いに反対方向に回転する。ここで
、図７に示すように、各回動リンク１１４Ａには、側方に張り出した突片１１４Ｔが設け
られていて、その突片１１４Ｔの先端部に形成された図示しない係合ピンが第１昇降ベー
ス１３１に形成された横長孔１３１Ａに挿通されている。そして、１対の回動リンク１１
４Ａ，１１４Ａが互いに反対方向に回転すると、１対の係合ピンが横長孔１３１Ａ内を移
動しながら第１昇降ベース１３１を上下方向で同じ方向に押す。これにより、第１昇降ベ
ース１３１が上下方向に駆動される。
【００４４】
　図５及び図６に示すように、第１可動演出部材１１０は、複数の演出部材構成体１１０
Ａで構成されていて、第１可動演出部材１１０が合体状態になると、複数の演出部材構成
体１１０Ａが近接して１つの意匠を構成するようになっている。そして、複数の演出部材
構成体１１０Ａが、第１昇降ベース１３１と第２昇降ベース１４１に取り付けられている
。具体的には、第１可動演出部材１１０は、合体状態でキャラクターの顔を構成するよう
になっていて、顔の上側部分を構成する上側構成体１３２と、顔の下側部分を構成する下
側構成体１４２とに分割可能となっている。そして、上側構成体１３２が第１昇降ベース
１３１に取り付けられ、下側構成体１４２が第２昇降ベース１４１に取り付けられている
。
【００４５】
　図４に示すように、上側構成体１３２は、左右方向の中央部に前側に突出した膨出部１
３３と、膨出部１３３の左右両側から張り出した１対の鍔部１３４，１３４とを有し、１
対の鍔部１３４，１３４が第１昇降ベース１３１の前面に重ねて固定された構造になって
いる。膨出部１３３は、左右方向で対向した１対の対向突壁１３６，１３６の前端部同士
が前端壁１３５にて連絡された溝形構造をなし、膨出部１３３の後側には、溝部１３３Ｍ
が形成されている。なお、各対向突壁１３６の後端部が鍔部１３４に連絡している。
【００４６】
　下側構成体１４２は、左右方向で互いに接離する１対の分割体１４２Ａ，１４２Ａで構
成され、各分割体１４２Ａは、前後方向にずれて配置された前側重なり部材１４３及び後
側重なり部材１４４で構成されている。後側重なり部材１４４は、前側重なり部材１４３
に対して上下方向に移動可能となっていて、前方から見たときに、後側重なり部材１４４
の大部分が前側重なり部材１４３の後側に重ねられる重なり位置（図５参照）と、後側重
なり部材１４４の大部分が前側重なり部材１４３から下方に飛び出す飛び出し位置（図６
参照）と、に配置される。なお、本実施形態では、第１可動演出部材１１０を構成する複
数の演出部材構成体１１０Ａは、上側構成体１３２と、１対の分割体１４２Ａ，１４２Ａ
とで構成されている。
【００４７】
　図８（Ａ）及び図８（Ｂ）には、第２昇降ベース１４１に対する前側重なり部材１４３
の駆動機構が模式的に示されている。両図に示されるように、各昇降ガイド１２１（図８
（Ａ）及び図８（Ｂ）には、一方の昇降ガイド１２１のみが示されている。）の前面には
、上下方向に延びたガイド溝１２７が形成されていて、そのガイド溝１２７にスライド部
材１４５の係合ピン１４５Ｐが係合している。スライド部材１４５は、第２昇降ベース１
４１に前側から重ねられ、第２昇降ベース１４１に回動可能に支持された回動アーム１４
６に連結されている（特に、図８（Ｂ）参照）。回動アーム１４６は、第２昇降ベース１
４１から前側に延び、鉛直な回動軸１４６Ｊを中心に回動可能となっている。そして、回
動アーム１４６の前端部に前側重なり部材１４３が連結されている。
【００４８】
　ここで、図８（Ａ）に示すように、ガイド溝１２７は、上側へ向かうに従って１対の昇
降ガイド１２１，１２１（図５参照）の内側へ向かうように傾斜した傾斜部１２７Ｋが形
成されている。そして、第２昇降ベース１４１が昇降ガイド１２１に沿って上方へ移動す
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ると、スライド部材１４５の係合ピン１４５Ｐがガイド溝１２７の傾斜部１２７Ｋに沿っ
て移動し、１対のスライド部材１４５，１４５が互いに接近する。すると、そのスライド
部材１４５の移動に伴って回動アーム１４６が前端部を内側（１対の昇降ガイド１２１，
１２１の内側）へ向けるように回動し、１対の前側重なり部材１４３，１４３が互いに接
近する。なお、同様にして、第２昇降ベース１４１が下方へ移動したときには、１対の前
側重なり部材１４３，１４３は互いに離間する。
【００４９】
　図９（Ａ）及び図９（Ｂ）には、前側重なり部材１４３に対する後側重なり部材１４４
の駆動機構が模式的に示されている。両図に示されるように、第２昇降ベース１４１には
、左右方向に延びた水平ラック１４７が形成され、その水平ラック１４７と噛合するピニ
オン１４８が前側重なり部材１４３（図９（Ａ）及び図９（Ｂ）では省略して示されてい
る。）に軸支されている。また、ピニオン１４８には、水平ラック１４７とは別に上下方
向に延びた鉛直ラック１４９も噛合していて、この鉛直ラック１４９が後側重なり部材１
４４に備えられている。そして、上述の如く、第２昇降ベース１４１が上方へ移動して、
１対の前側重なり部材１４３，１４３が互いに接近すると、図９（Ａ）から図９（Ｂ）へ
の変化に示すように、前側重なり部材１４３に軸支されたピニオン１４８が水平方向に移
動すると共に回転し、鉛直ラック１４９が下方へ移動する。これにより、後側重なり部材
１４４が前側重なり部材１４３に対して下方へ移動して、飛び出し位置（図６参照）に配
置される。なお、同様にして、第２昇降ベース１４１が下方へ移動したときには、後側重
なり部材１４４は前側重なり部材１４３に対して上方へ移動して重なり位置（図５参照）
に配置される。
【００５０】
　ところで、図１８、図２１及び図２７に示すように、上側構成体１３２における膨出部
１３３の前端壁１３５は、下側構成体１４２における各分割体１４２Ａの前側重なり部材
１４３よりも前側に配置されている。従って、第１可動演出部材１１０が合体状態になる
と、その第１可動演出部材１１０には、上側構成体１３２と下側構成体１４２とによって
、上側部分が前側へ段付き状に突出するように第１段差１１７が形成される（図２１及び
図２７参照）。言い換えれば、合体状態における第１可動演出部材１１０の第１段差１１
７を境にして、上側構成体１３２と下側構成体１４２とが分離する。
【００５１】
　また、上述したように、第１可動演出部材１１０が合体状態になると、下側構成体１４
２において前側重なり部材１４３の後側に重ねられていた後側重なり部材１４４が、前側
重なり部材１４３から下方に飛び出す。従って、合体状態における第１可動演出部材１１
０には、下側構成体１４１における前側重なり部材１４３と後側重なり部材１４４とによ
って、上側部分が前側へ段付き状に突出するように第２段差１１８が形成される（図２１
及び図２７参照）。
【００５２】
　このように、本実施形態では、第１可動演出部材１１０が合体状態になると、その第１
可動演出部材１１０に、第１段差１１７と第２段差１１８が形成され、各段差１１７，１
１８に対して上側に配置される部分が前側へ段付き状に突出する。これにより、第１可動
演出部材１１０を立体的に見せることが可能となり、第１可動演出部材１１０の趣向性向
上を図ることが可能となる。
【００５３】
　第１可動役物装置１１０Ｓに関する説明は、以上である。次に、第２可動役物装置２１
０Ｓについて説明する。
【００５４】
　上述したように、第２可動役物装置２１０Ｓは、門形ベース１１１の連絡プレート１１
２に搭載され、第２可動演出部材２１０を、待機位置（図５及び図１０参照）と突出位置
（図１１）とに配置する。具体的には、第２可動演出部材２１０は、待機位置に配置され
たときに、分離状態における第１可動演出部材１１０の上側構成体１３２にて前側を覆わ
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れ、突出位置に配置されたときに、その上側構成体１３２から下方に突出する。このよう
に、本実施形態では、上側構成体１３２の後側に配置される第２可動演出部材２１０が上
側構成体１３２から突出するので、第２可動演出部材２１０によって遊技者に意外性を与
えることが可能となっている。
【００５５】
　ここで、図４に示すように、第２可動演出部材２１０は、下側構成体１４２と同じ前後
位置に配置されていて、上述した上側構成体１３２における膨出部１３３の後側に形成さ
れた溝部１３３Ｍに収容されている。このように、本実施形態では、第２可動演出部材２
１０が下側構成体１４２と同じ前後位置に配置されるので、第１可動演出部材１１０の前
面に第１段差１１７を形成するために上側構成体１３２を前側に配置したことにより、そ
の上側構成体１３２の後側に生じるスペースを、第２可動演出部材２１０の収容スペース
として利用することが可能となる。また、待機位置の第２可動演出部材２１０は、膨出部
１３３の前端壁１３５にて前側を覆われるだけでなく、１対の対向突壁１３６，１３６に
て側方を覆われるので、待機位置の第２可動演出部材２１０を視認困難にすることが可能
となり、第２可動演出部材２１０が突出位置に配置されたときに遊技者に与える意外性を
大きくすることが可能となる。
【００５６】
　第２可動演出部材２１０の待機位置と突出位置との間の移動は以下のようにして行われ
る。即ち、図１２及び図１３に示すように、連絡プレート１１２には、上下方向に直線状
に延びた直動ガイド２２１が左右方向に対をなして設けられ、それら１対の直動ガイド２
２１，２２１に、第２可動演出部材２１０を支持する直動ベース２２２が直動可能に取り
付けられている。また、連絡プレート１１２には、図示しない第２駆動源が備えられると
共に、その第２駆動源からの動力を受けて回動する回動リンク２２３が回動可能に取り付
けられている。回動リンク２２３は、側方に張り出した突片２２３Ｔを有し、その突片２
２３Ｔの先端部に形成された係合ピン２２３Ｐが、直動ベース２２２に形成された横長孔
２２２Ａに挿通されている。そして、第２駆動源が作動して回動リンク２２３が回動する
ことにより、突片２２３Ｔの係合ピン２２３Ｐと横長孔２２２Ａとの係合により直動ベー
ス２２２が上下方向に移動し、第２可動演出部材２１０が連絡プレート１１２に対して上
下動する。これにより、第２可動演出部材２１０が図５及び図１０に示した待機位置と図
１１に示した突出位置との間を移動する。
【００５７】
　また、図５及び図６に示すように、第２可動演出部材２１０は、待機位置において略円
形状の収縮状態になっていて、図１１に示すように、突出位置に配置されたときに、収縮
状態よりも外形が大きい略三角形状の拡張状態へ変形可能となっている。さらに、第２可
動演出部材２１０は、拡張状態のときに、直動ベース２２２に対して中心軸２１０Ｊを中
心にして一方向に回転可能となっている。以下、第２可動演出部材２１０の変形と回転に
ついて詳説する。
【００５８】
　図１２及び図１３に示すように、第２可動演出部材２１０は、略円形状の回転盤２１１
に複数の第１回動部２１２と複数の第２回動部２１３が支持された構造になっている。回
転盤２１１は、直動ベース２２２に対して中心軸２１１Ｊ回りに回転可能となっている。
図示はしないが、回転盤２１１を回転させるための駆動源は、直動ベース２２２の後面に
備えられている。なお、第１回動部２１２及び第２回動部２１３は回転盤２１１の前側に
配置されていて、第２可動演出部材２１０は、回転盤２１１と、第１回動部２１２及び第
２回動部２１３とからなる層状構造になっていると言える。
【００５９】
　図１３に示すように、第１回動部２１２は、菱形の一端側の半分を中心側へ縮めた形状
の本体部２１２Ｈと、本体部２１２Ｈの他端側の頂点から扇状に張り出した扇形部２１２
Ａと、を有した構造になっている。また、第１回動部２１２は、本体部２１２Ｈのうち扇
形部２１２Ａと反対側の頂点部を前後方向に貫通する第１回動軸２１２Ｊを中心に回動可
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能となっている。具体的には、複数の第１回動部２１２は、回転盤２１１の外縁部に周方
向で等間隔に配置されていて、第２可動演出部材２１０が収縮状態のときには、扇形部２
１２Ａの全体が回転盤２１１に重なるように配置され（図１４（Ａ）参照）、第２可動演
出部材２１０が拡張状態になると、第１回動軸２１２Ｊ回りに約１５０度回動して、扇形
部２１２Ａが回転盤２１１の中心軸２１２Ｊから最も離れる位置に配置される（図１４（
Ｂ）参照）。なお、第１回動部２１２には、収縮状態において周方向で隣り合う第１回動
部２１２，２１２同士の干渉を避けるための段差２１２Ｄが設けられている（図１２参照
）。
【００６０】
　第２回動部２１３は、前後方向で回転盤２１１と第１回動部２１２との間に配置され、
回転盤２１１の外周円の一部と略同径の円弧部２１３Ａを有する蒲鉾形状をなしている。
第１回動部２１２と同様に、第２回動部２１３は、回転盤２１１の外縁部を前後方向に貫
通する第２回動軸２１３Ｊを中心に回転可能となっている。具体的には、第２回動部２１
３は、第２可動演出部材２１０が収縮状態のときに、円弧部２１３Ａが回転盤２１１の外
周円と重なるように配置され（図１５（Ａ）参照）、第２可動演出部材２１０が拡張状態
になると、第２回動軸２１３Ｊ回りに約１８０度回動して、円弧部２１３Ａが回転盤２１
１の中心軸２１１Ｊへ突き合わせるように配置される（図１５（Ｂ）参照）。ここで、第
２回動部２１３の数は、第１回動部２１２の数と同じになっていて、複数の第２回動部２
１３の第２回動軸２１３Ｊは、周方向で隣り合う第１回動軸２１２Ｊ，２１２Ｊの真ん中
に配置されている。
【００６１】
　図１６には、第２可動演出部材２１０の回転機構２１０Ｋが模式的に示されている。同
図に示されるように、回転機構２１０Ｋには、駆動源（図示せず）からの動力を受けて回
転する駆動ギア２１４と、円環状をなして駆動ギア２１４と噛合する内歯２１５Ａを有す
る中央ギア２１５と、中央ギア２１５の外周部に形成された外歯２１５Ｂと噛合する第１
ギア２１６及び第２ギア２１７と、が備えられている。中央ギア２１５の中心軸は、回転
盤２１１の中心軸２１１Ｊに一致している。第１ギア２１６は、第１回動部２１２と一体
に回転し、第１ギア２１６の中心軸が第１回動部２１２の第１回動軸２１２Ｊとなってい
る。また、第２ギア２１７は、第２回動部２１７と一体に回転し、第２ギア２１７の中心
軸が第２回動部２１３の第２回動軸２１３Ｊとなっている。
【００６２】
　第１ギア２１６及び第２ギア２１７は、その外周部の一部にのみ中央ギア２１５の外歯
２１５Ｂと噛合する歯２１６Ａ，２１７Ａを有している。そして、駆動ギア２１４に駆動
されて中央ギア２１５が回転すると、第１ギア２１６及び第２ギア２１７は、最初は、中
央ギア２１５からの動力を受けて回転するが、周方向に歯２１６Ａ，２１７Ａが形成され
ている分だけ回転すると、中央ギア２１５からの動力を受けなくなり回転しなくなる。な
お、第１ギア２１６のうち歯２１６Ａが形成されている円弧部分の中心角は約１５０度に
なっていて、第２ギア２１７のうち歯２１７Ａが形成されている円弧部分の中心角は約１
８０度になっている。また、歯２１６Ａの周方向の長さと歯２１７Ａの周方向の長さは略
同じになっている。
【００６３】
　図１６（Ａ）に示すように、中央ギア２１５には、周方向に沿って円弧状に延びた複数
の長孔２１５Ｎが形成されていて、それら複数の長孔２１５Ｎに、回転盤２１１に形成さ
れた複数の係合ピン２１１Ｐが係合している。この構成により、駆動ギア２１４に駆動さ
れて中央ギア２１５が回転すると、その中央ギア２１５が一定の角度だけ回転してから、
係合ピン２１１Ｐが長孔２１５Ｎの一端側の内側面に押され、回転盤２１１が回転駆動さ
れることになる（図１６（Ｂ）参照）。ここで、長孔２１５Ｎの長さは、第１ギア２１６
の歯２１６Ａ及び第２ギア２１７の歯２１７Ａの周方向の長さと略同じになっている。従
って、第２可動演出部材２１０では、第１回動部２１２と第２回動部２１３のみが回動し
て拡張状態になってから回転盤２１１が回転することとなる。第２可動演出部材２１０が
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拡張状態になった後は、第１ギア２１６及び第２ギア２１７が中央ギア２１５からの動力
を受けなくなり、第１回動部２１２及び第２回動部２１３は回動しない。なお、駆動ギア
２１４が逆方向に回転すると、まず、第１ギア２１６及び第２ギア２１７が回動して第２
可動演出部材２１０が収縮状態になり、収縮状態で回転盤２１１が逆方向に回転する。
【００６４】
　このように、第２可動演出部材２１０は、中央ギア２１５が、例えば、前方から見て反
時計方向に回転すると、収縮状態から拡張状態へと変形し、前方から見て反時計方向に回
転する。また、第２可動演出部材２１０が拡張状態のときに中央ギア２１５が、例えば、
前方から見て時計方向に回転すると、第２可動演出部材２１０は、拡張状態から収縮状態
へと変形し、前方から見て時計方向に回転する。
【００６５】
　第１可動役物装置１１０Ｓ及び第２可動役物装置２１０Ｓの構成に関する説明は、以上
である。
【００６６】
　ところで、本実施形態の遊技機１０では、合体状態の第１可動演出部材１１０及び突出
位置に配置された第２可動演出部材２１０を光らせることで、第１可動演出部材１１０及
び第２可動演出部材２１０の趣向性向上が図られている。具体的には、図２に示すように
、遊技盤１１の表示開口１１Ｈの内側には、その表示開口１１Ｈの開口縁に沿って延在す
る環状発光部材３１０が設けられ、その環状発光部材３１０にて第１可動演出部材１１０
と第２可動演出部材２１０を光らせる。ここで、同図では、環状発光部材３１０と第１可
動演出部材１１０を区別し易くするために、環状発光部材３１０が薄い灰色で示され、第
１可動演出部材１１０が濃い灰色で示されている。以下、環状発光部材３１０について詳
説する。
【００６７】
　図１７に示すように、環状発光部材３１０は、複数の発光素子３１１（図１９～図２０
参照）を透明樹脂製のケーシング３２０内に収容した構造になっている。詳細には、複数
数の発光素子３１１は、フレキシブルシート３１５（図２３参照）の一方側の面に搭載さ
れ、そのフレキシブルシート３１５が発光素子３１１の搭載面が内側となるように円形状
に丸められて、ケーシング３２０内に収容されている。
【００６８】
　ケーシング３２０には、遊技盤１１の前面と略直交する方向に起立し且つ表示開口１１
Ｈ（図２参照）の開口縁に沿って延在する外周壁３２１と、外周壁３２１よりも一回り小
さい内周壁３２２と、外周壁３２１と内周壁３２２の前端部同士を連絡する前面壁３２３
と、外周壁３２１と内周壁３２２の後端部同士を連絡すると共に外周壁３２１の外側に張
り出したフランジ部３２４Ｆを有する後端壁３２４と、が備えられている。そして、フラ
ンジ部３２４Ｆから外側へ放射状に張り出した複数の支持突片３２５が機構枠１７に支持
されることで、環状発光部材３１０が機構枠１７に支持されている。なお、フランジ部３
２４Ｆからは、支持突片３２５とは別に、発光素子３１１からのケーブル（図示せず）を
機構枠１７へと取り回すための取り回し突片３２６が外側に張り出している。
【００６９】
　なお、図１８及び図２１に示すように、環状発光部材３１０は、表示装飾枠２３に後側
から遊嵌されて、環状発光部材３１０のフランジ部３２４Ｆは、遊技盤１１の後面よりも
後側に配置されている。また、環状発光部材３１０の前面壁３２３は、表示装飾枠２３の
前端よりも後側で且つ遊技盤１１の前面よりも前側に配置されている。そして、環状発光
部材３１０は、遊技盤１１の前側と後側とに跨って配置されている。
【００７０】
　図２２及び図２３に示すように、複数の発光素子３１１は、発光面３１１Ｍをケーシン
グ３２０の内側へ向けて、外周壁３２１の内周面に外周壁３２１の周方向全体に亘って固
定されている。ここで、環状発光部材３１０は、遊技盤１１の表示開口１１Ｈの開口縁に
沿って延在して、合体状態の第１可動演出部材１１０や突出位置の第２可動演出部材２１
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０を縁取るように配置される（図３及び図２６参照。なお、図３では、突出位置の第２可
動演出部材２１０が二点鎖線で示されている）。従って、複数の発光素子３１１が環状発
光部材３１０の周方向全体に亘って配置されると、環状発光部材３１０によって第１可動
演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０の全体を光らせることが可能となる。
【００７１】
　具体的には、発光素子３１１には、前後位置が互いに異なった前側発光素子３１１Ａ、
中間発光素子３１１Ｂ及び後側発光素子３１１Ｃの３種類が設けられていて、それら前側
発光素子３１１Ａ、中間発光素子３１１Ｂ及び後側発光素子３１１Ｃを１つずつ周方向に
ずらして並べてなる発光素子ユニット３１２が周方向全体に亘って配置されている。そし
て、複数の発光素子３１１は、複数の前側発光素子３１１Ａ群からなる前側発光層３１３
Ａと、複数の中間発光素子３１１Ｂ群からなる中間発光層３１３Ｂと、複数の後側発光素
子３１１Ｃ群からなる後側発光層３１３Ｃとを備えた層状構造になっている。このように
、本実施形態では、前後方向が同じ複数の発光素子３１１からなる発光層が前後方向にず
れて複数層備えられているので、発光層を１つだけ備える場合と比較して、第１可動演出
部材１１０や第２可動演出部材２１０を光らせる範囲を大きくすることが可能となる。ま
た、互いに異なる発光層に含まれる発光素子３１１同士が周方向にずれて配置されている
ので、各発光層３１３Ａ～３１３Ｃが第１可動演出部材１１０や第２可動演出部材２１０
を光らせる部位を周方向にずらすことが可能となり、光による演出の趣向性の更なる向上
を図ることが可能となる。
【００７２】
　ここで、上述したように、第１可動演出部材１１０は、第１段差１１７を境にして上側
構成体１３２と下側構成体１４２が前後方向にずれて配置されると共に、第２段差１１８
を境にして下側構成体１４２の前側重なり部材１４３と後側重なり部材１４４が前後にず
れて配置された層状構造となっている（図２１参照）。そして、環状発光部材３１０の各
発光層３１３Ａ～３１３Ｃも前後にずれて配置されているので、環状発光部材３１０の各
発光層３１３Ａ～３１３Ｃで第１可動演出部材１１０の上側構成体１３２、前側重なり部
材１４３及び後側重なり部材１４４を光らせることが可能となる。また、第２可動演出部
材２１０についても同様に、各発光層３１３Ａ～３１３Ｃで第２可動演出部材２１０の回
転盤２１１、第１回動部２１２及び第２回動部２１３を光らせることが可能となる。
【００７３】
　ところで、上述したように、環状発光部材３１０においては、発光素子３１１を収容す
るケーシング３２０が透明樹脂で構成されている。そして、発光素子３１１は発光面３１
１Ｍから等方的に出射するので、発光面３１１Ｍから前側へ出射された光は前面壁３２３
を透過し、環状発光部材３１０自身が光ることになる。このように、本実施形態の遊技機
１０では、環状発光部材３１０が第１可動演出部材１１０や第２可動演出部材２１０を光
らせるだけでなく、環状発光部材３１０自身も発光することで、光による演出の趣向性向
上が図られている。ここで、第１可動演出部材１１０や第２可動演出部材２１０を明るく
光らせようとすると、環状発光部材３１０自身の発光が強くなり眩しくなるという問題が
生じ得る。この問題を解決すべく、遊技機１０は、以下に説明する構成を備えている。
【００７４】
　即ち、図２２に示すように、環状発光部材３１０におけるケーシング３２０の前面壁３
２３には、前側へ向かう光を拡散可能なレンズカット３３１が形成されている。具体的に
は、レンズカット３３１は、後側に突出する円弧面３３２Ａを有する帯状レンズ体３３２
を帯幅方向に複数並べてなるレンチキュラーレンズ状に形成されている。なお、詳細には
、帯状レンズ体３３２の幅は、発光素子３１１の幅（より詳細には、発光面３１１Ｍ（図
２３参照）の幅）と略同じになっている。
【００７５】
　また、図２３に示すように、ケーシング３２０の内周壁３２２のうちケーシング３２０
の内側を向く内向面３２２Ａには、発光素子３１１の発光面３１１Ｍと対向し且つ発光面
３１１Ｍと略平行な平行入射部３３５が形成されると共に、内周壁３２２のうちケーシン
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グ３２０の外側を向く外向面３２２Ｂには、内周壁３２２の径方向で平行入射部３３５に
重ねられ且つ前側へ向かうにつれて平行入射部３３５へ近づくように傾斜した傾斜出射部
３３６が形成されている。そして、本実施形態では、ケーシング３２０のうち発光素子３
１１からの光が透過する部分に平行入射部３３５と傾斜出射部３３６を備えたことで、発
光素子３１１からの光を合体状態の第１可動演出部材１１０や突出位置の第２可動演出部
材２１０へ向けて出射することが可能となっている。
【００７６】
　図２３（Ａ）～図２３（Ｃ）には、前側発光素子３１１Ａ、中間発光素子３１１Ｂ及び
後側発光素子３１１Ｃから内周壁３２２へ向かって出射された光の様子が概念的に示され
ている。図２３（Ａ）に示すように、前側発光素子３１１Ａの発光面３１１Ｍから垂直な
方向に出射された光は、発光面３１１Ｍと垂直な方向に直進し、内周壁３２２の平行入射
部３３５に当たる。平行入射部３３５から内周壁３２２内に入射した光は、内周壁３２２
内を発光面３１１Ｍと垂直な方向（即ち、内周壁３２２の径方向）に直進し、傾斜出射部
３３６から外側に出射される。ここで、ケーシング３２０は、上述の如く、透明樹脂で構
成されていて、内周壁３２２の屈折率は空気の屈折率より大きくなっている。従って、内
周壁３２２の傾斜出射部３３６から出射される光は、発光面３１１Ｍと垂直な方向に対し
て後側へ傾斜する方向へ向かう。
【００７７】
　図２３（Ｂ）には、中間発光素子３１１Ｂから出射された光の進路が示されていて、図
２３（Ｃ）には、後側発光素子３１１Ｃから出射された光の進路が示されている。何れの
発光素子３１１Ｂ，３１１Ｃにおいても、前側発光素子３１１Ａの場合と同様に、傾斜出
射部３３６から出射される光が、発光面３１１Ｍと垂直な方向に対して後側へ傾斜する方
向へ向かう。以上により、環状発光部材３１０からの光を第１可動演出部材１１０や第２
可動演出部材２１０へ向けて進ませることが可能となる。
【００７８】
　なお、本実施形態の例では、平行入射部３３５及び傾斜出射部３３６は、全ての発光素
子３１１に対応して設けられているが、一部の発光素子３１１のみに対応して設けられて
いてもよい。その際、平行入射部３３５及び傾斜出射部３３６は、少なくとも、前側発光
素子３１１Ａと、中間発光素子３１１Ｂと、後側発光素子３１１Ｃとのそれぞれに対応し
て設けられることが好ましい。また、本実施形態の例では、全ての傾斜出射部３３６の間
で平行入射部３３５に対する傾斜角が同じとなっていたが（図２３（Ａ）～図２３（Ｃ）
参照）、一部の傾斜出射部３３６について傾斜角を異ならせてもよい。その際、例えば、
前側発光素子３１１Ａ、中間発光素子３１１Ｂ及び後側発光素子３１１Ｃに対応する傾斜
出射部３３６の間で傾斜角を異ならせてもよいし、周位置（環状発光部材３１０の周方向
における位置）が異なる発光素子３１１に対応する傾斜出射部３３６の間で傾斜角を異な
らせてもよい。
【００７９】
　図１７、図２２及び図２３（Ｂ）に示すように、内周壁３２２の外向面３２２Ｂには凹
凸が形成されている。具体的には、外向面３２２Ｂのうち傾斜照射部３３６の後側には、
前後方向に延びる溝部３３７が形成されている。本構成によれば、溝部３３７の溝深さを
変更することで、第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０に対する照射位置
を変更することが可能となり、環状発光部材３１０が第１可動演出部材１１０及び第２可
動演出部材２１０を光らせる部分の位置調整が可能となる。なお、本実施形態では、溝部
３３７は、中間発光素子３１１Ｂに対応した傾斜出射部３３６の後側にのみ形成されてい
るが、前側発光素子３１１Ａに対応した傾斜出射部３３６の後側に形成されてもよいし、
後側発光素子３１１Ｃに対応した傾斜出射部３３６の後側に形成されてもよい。
【００８０】
　以上が、環状発光部材３１０による第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１
０の発光についての説明である。なお、本実施形態では、第１可動演出部材１１０及び第
２可動演出部材２１０は、前側を向く面に金属調に装飾された金属装飾部３３８（図１９
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及び図２０参照）が形成された構成になっていて、その金属装飾部３３８によって環状発
光部材３１０から照射された光を効率よく反射することが可能となっている。詳細には、
第１可動演出部材１１０については、前側を向く面全体が金属装飾部３３８となっている
。第２可動演出部材２１０については、前側を向く面の一部にミラーが形成されていて、
残りの部分が金属装飾部３３８となっている。何れの可動演出部材１１０，２１０につい
ても、前側を向く面全体が光を反射可能な反射部３３９となっている。
【００８１】
　環状発光部材３１０は、遊技盤１１の前面と平行な面内を移動可能となっていて、第１
可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０において環状発光部材３１０によって光
る部分が移動するようになっている。具体的には、環状発光部材３１０は、前後方向に延
びた軸回りに回転可能となっている。以下、環状発光部材３１０の回転機構について説明
する。
【００８２】
　図１７に示すように、機構枠１７は、前側が開放した容器状をなす箱部１７Ａに前面プ
レート部１７Ｂを前側から重ねて固定した構造になっている。前面プレート部１７Ｂは、
遊技盤１１の表示開口１１Ｈ（図２参照）と略同形の開口を有する枠体の右下部分を切除
した形状になっていて、遊技盤１１の後側に重ねて配置される。そして、図２４に示すよ
うに、前面プレート部１７Ｂに、環状発光部材３１０が回転可能に支持されている。なお
、図１７及び図２４では、機構枠１７に固定された第１可動役物装置１１０Ｓ（図３及び
図４参照）の一部が省略して示されている。
【００８３】
　図２４に示すように、前面プレート部１７Ｂには、複数の回転支持盤３４１が回転可能
に取り付けられている。複数の回転支持盤３４１は、前面プレート部１７Ｂの周方向で略
均等に配置されていて、それら複数の回転支持盤３４１の回転中心軸３４１Ｊを通る仮想
円Ｃ１の中心Ｐ０（図２５参照）が表示開口１１Ｈの略中央に配置されている。
【００８４】
　各回転支持盤３４１には、環状発光部材３１０の支持突片３２５が回転可能に連結され
ている。詳細には、支持突片３２５は、図２５（Ａ）に示すように、回転支持盤３４１の
回転中心軸３４１Ｊから偏心した位置に連結されていて、複数の回転支持盤３４１同士の
間では、回転支持盤３４１と支持突片３２５との連結部位の回転中心軸３４１Ｊに対する
相対位置が同じになっている。即ち、一の回転支持盤３４１において、回転支持盤３４１
と支持突片３２５との連結部位が回転中心軸３４１Ｊの真下に配置されていると、他の全
ての回転支持盤３４１においても、回転支持盤３４１と支持突片３２５との連結部位が回
転中心軸３４１Ｊの真下に配置される。また、図２５（Ａ）に示されるように、環状発光
部材３１０の中心Ｐ１は、複数の回転中心軸３４１Ｊを通る仮想円Ｃ１の中心Ｐ０からず
れた位置に配置される。中心Ｐ１の中心Ｐ０に対する位置関係は、回転支持盤３４１と支
持突片３２５の連結部位の回転中心軸３４１Ｊに対する位置関係と同じになっている。そ
して、前面プレート部１７Ｂに備えられた駆動源３４２（図２４参照）からの動力を受け
て一の回転支持盤３４１が回転すると、図２５（Ａ）から図２５（Ｂ）への変化に示すよ
うに、環状発光部材３１０は、その中心Ｐ１が仮想円Ｃ１の中心Ｐ０を中心に回るように
して、回転する。
【００８５】
　ここで、環状発光部材３１０は、上述した第２可動演出部材２１０が拡張状態で回転す
る方向と逆方向に回転可能となっている。即ち、図３において二点鎖線で示した拡張状態
の第２可動演出部材２１０が前方から見て反時計方向に回転する場合、環状演出部材３１
０は前方から見て時計方向に回転可能となっている。この場合において、環状発光部材３
１０は、前方からみて時計方向にのみ回転可能であってもよいし、両方向に回転可能であ
ってもよい。本構成によれば、拡張状態の第２可動演出部材２１０に対する環状発光部材
３１０の回転速度を上げることが可能となる。これにより、第２可動演出部材２１０が光
る部分を速く移動させることが可能となる。
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【００８６】
　なお、図１７に示すように、前面プレート部１７Ｂには、内側に向けて開放した複数の
突片受容凹部３４６が形成されている（図１７には、１つの突片受容凹部３４６のみが示
されている。）。各突片受容凹部３４６には、環状発光部材３１０の取り回し突片３２６
が受容される。
【００８７】
　ところで、図１８及び図２１に示すように、環状発光部材３１０は、前後方向で第１可
動演出部材１１０に近接して配置されている。従って、環状発光部材３１０が移動すると
きに前後方向にガタつくと、環状発光部材３１０が第１可動演出部材１１０に衝突すると
いう問題が起こり得る。このような問題を防ぐべく、本実施形態の遊技機１０では、図１
７に示すように、環状発光部材３１０を支持する機構枠１７に、環状発光部材３１０に後
側から当接して環状発光部材３１０の第１可動演出部材３１０側への移動を規制すること
が可能な当接規制部３５１が備えられている。
【００８８】
　具体的には、図１７及び図１８に示すように、環状発光部材３１０には、支持突片３２
５及び取り回し突片３２６とは別にフランジ部３２４Ｆから外側に張り出した当接突片３
２７が設けられ、その当接突片３２７の後面に、後側へ半球状に突出した球状突起３２７
Ｔが形成されている。そして、当接規制部３５１は、環状発光部材３１０と略平行で球状
突起３２７Ｔと摺接可能な摺接面３５１Ｍを有している。このように、本実施形態では、
環状発光部材３１０の球状突起３２７Ｔが当接規制部３５１の摺接面３５１Ｍと摺接可能
となっているので、環状発光部材３１０が移動するときに、環状発光部材３１０と当接規
制部３５１との当接が抵抗となることが抑えられる。また、環状発光部材３１０の周方向
で支持突片３２５に挟まれる部分に当接突片３２７が配置されているので、環状発光部材
３１０のうち前後に動き易い部分に当接規制部３５１を当接させることが可能となり、環
状発光部材と第１可動演出部材１１０との干渉を効率よく防止することが可能となる。
【００８９】
　詳細には、図１７に示すように、当接規制部３５１は、機構枠１７の箱部１７Ａの包囲
壁１７Ｈに固定された固定ベース３５２と、固定ベース３５２から機構枠１７の内側へ向
かって張り出すと共に前面プレート部１７Ｂ側へ突出する内側張出部３５３と、内側張出
部３５３の先端部に固定された先端ベース３５４と、を有し、先端ベース３５４の前側を
向く面に上述の摺接面３５１Ｍが形成されている。なお、先端ベース３５４は、前面プレ
ート部１７Ｂの後面に重ねて固定され、当接規制部３５１は、箱部１７Ａと前面プレート
１７Ｂとに挟まれるようにして機構枠１７に固定されている。
【００９０】
　図１７及び図２４に示すように、当接規制部３５１は、第１可動演出部材１１０が分離
状態のときに、下側構成体１４２を構成する１対の分割体１４２Ａ，１４２Ａの間の隙間
に配置されている。これにより、第１可動演出部材１１０が分離状態のときに１対の分割
体１４２Ａ，１４２Ａ同士の間に発生するスペースの有効活用を図ることが可能となって
いる。
【００９１】
　ところで、上述したように、環状発光部材３１０は、遊技盤１１の表示開口１１Ｈの内
側に配置されている。つまり、環状発光部材３１０は、表示画面１３Ｇに前側から重ねら
れている。従って、環状発光部材３１０が消灯すると、表示画面１３Ｇからの光が環状発
光部材３１０によって遮られ、遊技機１０全体が暗く見えるという問題が生じる。この問
題を解決すべく、本実施形態の遊技機１０では、以下の構成が取られている。
【００９２】
　即ち、図３及び図２４に示すように、機構枠１７の前面プレート部１７Ｂには、外側発
光部材４１０が備えられている。外側発光部材４１０は、複数の外側発光素子４１１が後
面に搭載された外側発光基板４１２をフロントカバー４１５で前側から覆った構造になっ
ていて、図２に示すように、遊技盤１１に後側から重ねられて表示開口１１Ｈの開口縁に
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沿って延在する。外側発光基板４１２及びフロントカバー４１５を前後方向から見た形状
は、表示開口１１Ｈの開口縁に沿った円弧状になっている。また、外側発光基板４１２に
おいて、複数の外側発光素子４１１は、円弧の周方向に沿って並べて配置されている。
【００９３】
　図２８に示すように、各外側発光素子４１１は、発光面４１１Ｍが表示開口１１Ｈの内
側を向くように配置され、外側発光部材４１０は、表示開口１１Ｈの内側に向かって光を
照射可能な構成となっている。詳細には、外側発光部材４１０は、遊技盤１１のうち表示
開口１１Ｈの上縁部に沿って配置され、下方へ向かって光を照射可能となっている。ここ
で、図２に示すように、表示開口１１Ｈの内側領域における上部には、分離状態における
第１可動演出部材１１０の上側構成体１３２が配置される。従って、外側発光部材４１０
は、分離状態における上側構成体１３２を光らせることが可能となっている。なお、上述
の如く、上側構成体１３２の前側を向く面全体は、金属装飾部３３８で形成されているの
で、上側構成体１３２によって外側発光部材４１０からの光を効率よく前側に反射するこ
とが可能となっている。
【００９４】
　フロントカバー４１５は、透明な樹脂材料で構成され、図２８に示すように、外側発光
基板４１２に前側から重ねられるカバープレート４１５Ａと、カバープレート４１５Ａの
うち表示開口１１Ｈに近い側の縁部（即ち、下縁部）から後側に突出して複数の外側発光
素子４１１と対向する対向突壁４１５Ｂと、を備えている。ここで、対向突壁４１５Ｂは
、透明な樹脂材料で構成されているので、同図の矢印で示すように、外側発光素子４１１
から照射された光には、対向突壁４１５Ｂを透過するものと、対向突壁４１５Ｂで反射さ
れるものと、の２種類が存在する。そして、対向突壁４１５Ｂで反射された光の一部は、
カバープレート４１５Ａへと向かい、カバープレート４１５Ａから前側に出射される。本
実施形態では、遊技盤１１のうち外側発光部材４１０の前側に配置される部分は、透明に
なっている。従って、遊技盤１１には、カバープレート４１５Ａから出射された光によっ
て光る外側発光領域Ｒ２が形成される。このように、本実施形態の遊技機１０では、外側
発光部材４１０によって遊技盤１１のうち表示開口１１Ｈより外側に配置される部分を光
らせることが可能となっている。
【００９５】
　なお、本実施形態の遊技機１０では、図２８に示すように、表示装飾枠２３のうち表示
開口１１Ｈの外側、即ち、外側発光部材４１０側を向く部分には、例えば、金属レールで
構成されて外側発光素子４１１からの光を表示装飾枠２３の外側へ向けて反射可能な外向
反射部２３Ｒが設けられている。従って、本実施形態では、カバープレート４１５の対向
突壁４１５Ｂだけでなく表示装飾枠２３の外向反射部２３Ｒによっても、外側発光素子４
１１からの光を反射することが可能となっている。
【００９６】
　図２９に示すように、カバープレート４１５Ａには、カバープレート４１５Ａを前後に
透過する光を拡散可能なレンズカット４１６が形成されている。従って、対向突壁４１５
Ｂによって反射された光は、カバープレート４１５Ａを通過する際にレンズカット４１６
によって拡散される。これにより、遊技盤１１０のうち外側発光部材４１０によって光る
部分、即ち、外側発光領域Ｒ２を広くして遊技機１０全体を明るく見せることが可能とな
る。また、レンズカット４１６は、外側発光部材４１０を前側から見たときに、外側発光
基板４１２を視認困難にする機能も有している。従って、遊技盤１１の透明部分の後側に
外側発光部材４１０が配置されても、外側発光基板４１２を目立たなくすることが可能と
なる。なお、詳細には、レンズカット４１６は、上述したレンズカット３３１と同様の構
造になっていて、前側に突出する円弧面を有する帯状レンズ体４１７を帯幅方向に複数並
べてなるレンチキュラーレンズ状に形成されている。
【００９７】
　図３０に示すように、遊技機１０には、主制御回路５０、サブ制御回路５２及びランプ
制御回路５６が備えられていて、外側発光部材４１０の複数の外側発光素子４１１と、環
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状発光部材３１０の複数の発光素子３１１は、ランプ制御回路５６によって点灯制御され
る。主制御回路５０は、主として、遊技機１０における遊技に関する制御（具体的には、
当否判定や遊技状態に関する制御）を行い、サブ制御回路５２は、主として、遊技機１０
における演出に関する制御を行う。ランプ制御回路５６は、サブ制御回路５２からの制御
信号を受けて、発光素子３１１及び外側発光素子４１１を点灯制御する。ここで、本実施
形態では、ランプ制御回路５６は、環状発光部材３１０における全ての発光素子３１１を
消灯させるときには、外側発光部材４１０の外側発光素子４１１を点灯させるように構成
されている。具体的には、外側発光部材４１０は、遊技が行われている間、常に、点灯す
るようになっていて、環状発光部材３１０は、特定の演出が実行されるときにのみ、点灯
するようになっている。これにより、本実施形態では、環状発光部材３１０が消灯しても
、外側発光部材４１０によって表示開口１１Ｈの内側を明るくすることが可能となってい
る。
【００９８】
　ところで、上述したように、環状発光部材３１０は、表示開口１１Ｈの開口縁に沿った
形状になっている（図２参照）。ここで、外側発光部材４１０は、表示開口１１Ｈの開口
縁に沿った円弧状になっているので、環状発光部材３１０が消灯したときに、外側発光部
材４１０が点灯すると、その外側発光部材４１０によって光る外側発光領域Ｒ２は、表示
開口１１Ｈの開口縁に沿った略円弧状となる。このように、遊技機１０では、環状発光部
材３１０によって明るくなる部分と、外側発光領域Ｒ２によっても明るくなる部分とが近
接するようになっていて、これにより、環状発光部材３１０が消灯しても、その消灯によ
って遊技機１０が暗く見えることを抑制可能となっている。
【００９９】
　また、外側発光部材４１０は、ガイドレール１２に沿った円弧状になっている。ここで
、ガイドレール１２のうち少なくとも外側発光領域Ｒ２の近傍に位置する部分には、例え
ば、金属レールで構成されて遊技領域Ｒ１の内側へ向けて光を反射可能な内向反射部１２
Ｒが設けられている（図２８参照）。従って、遊技盤１１の外側発光領域Ｒ２が光ると、
その外側発光領域Ｒ２からの光がガイドレール１２の内向反射部１２Ｒにて反射される。
このように、本実施形態では、外側発光部材４１０が、遊技盤１１の外側発光領域Ｒ２だ
けでなくガイドレール１２も光らせることが可能となっていて、これにより、遊技機１０
の全体を明るく見せることが可能となっている。
【０１００】
　なお、本実施形態の遊技機１０では、第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２
１０が本発明の「演出部材」に相当する。第１可動演出部材１１０においては、分離状態
の位置（図２及び図３参照）が本発明の「待機位置」に相当し、合体状態の位置（図２６
参照）が本発明の「出現位置」に相当する。第２可動演出部材２１０においては、待機位
置と突出位置がそれぞれ本発明の「待機位置」と「出現位置」に相当する（図３参照）。
表示装飾枠２３は、本発明の「内側進入規制部材」に相当する。また、環状発光部材３１
０におけるケーシング３２０が本発明の「透明環状部材」に相当し、前側発光層３１３Ａ
、中間発光層３１３Ｂ及び後側発光層３１３Ｃのそれぞれが本発明の「発光素子層」に相
当する。
【０１０１】
　また、本実施形態では、第１可動演出部材１１０と第２可動演出部材２１０は、本発明
の「層状演出部材」にも相当し、第１可動演出部材１１０においては、上側構成体１３２
、前側重なり部材１４３及び後側重なり部材１４４がそれぞれ本発明の「可動体」に相当
し、第２可動演出部材２１０においては、回転盤２１１、第１回動部２１２及び第２回動
部２１３がそれぞれ本発明の「可動体」に相当する。また、第２可動演出部材２１０は、
本発明の「回転演出部材」にも相当する。
【０１０２】
　遊技機１０の構成に関する説明は以上である。次に、本実施形態の遊技機１０の作用効
果について説明する。
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【０１０３】
　本実施形態の遊技機１０では、所定の演出条件が成立すると、第１可動演出部材１１０
が分離状態（図３及び図５参照）から合体状態（図６及び図２６参照）へと変化して演出
を行う。また、別の演出条件が成立すると、第２可動演出部材２１０が待機位置から突出
位置へと移動して演出を行う（図３参照）。
【０１０４】
　ここで、本実施形態の遊技機１０では、環状発光部材３１０が第１可動演出部材１１０
及び第２可動演出部材２１０へ向かって光を照射することにより、第１可動演出部材１１
０及び第２可動演出部材２１０を光らせることが可能となっている。このように、本実施
形態では、第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０に発光素子を搭載して、
その発光素子のみによって第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０が光る場
合とは異なった態様で第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０を光らせるこ
とが可能となり、光による演出の趣向性の向上を図ることが可能となる。しかも、環状発
光部材３１０は、前方から見て合体状態の第１可動演出部材１１０及び突出位置の第２可
動演出部材２１０を縁取るように配置されているので、第１可動演出部材１１０及び第２
可動演出部材２１０の全体を光らせることが可能となる。その上、環状発光部材３１０は
、透明で且つ環状のケーシング３２０の内部に発光素子３１１を備えた構造になっていて
、発光素子３１１が前側とケーシング３２０の内側とに向けて光を照射可能に配置されて
いるので、環状発光部材３１０自体をも光らせることが可能となり、第１可動演出部材１
１０及び第２可動演出部材２１０を光によって装飾することが可能となる。また、本実施
形態では、合体状態の第１可動演出部材１１０及び突出位置の第２可動演出部材２１０は
、表示画面１３Ｇに前側から重ねられていて、環状発光部材３１０は、表示開口１１Ｈの
外縁寄り位置に配置されているので、第１可動演出部材１１０が分離状態で第２可動演出
部材２１０が待機位置にあるときに、環状発光部材３１０によって表示画面１３Ｇが視認
困難となることを抑制可能となる。
【０１０５】
　また、本実施形態では、第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材の前側を向いた
面が環状発光部材３１０からの光を反射することで、第１可動演出部材１１０及び第２可
動演出部材２１０が光るようになっている。この構成によれば、第１可動演出部材１１０
及び第２可動演出部材２１０の形状等によって発光態様を異ならせることが可能となり、
光による演出の趣向性を向上させることが可能となる。しかも、第１可動演出部材１１０
及び第２可動演出部材２１０は、前側を向く面の全体が光を反射可能な反射部３３９とな
っているので、第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０に発光素子を備えな
くても、第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０の全体を光らせることが可
能となり、第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０の軽量化や薄型化を図る
ことが可能となる。
【０１０６】
　また、本実施形態では、環状発光部材３１０に、前後方向が同じで且つ周方向の位置が
異なる複数の発光素子３１１を一纏めにしてなる複数の前側発光層３１３Ａ、中間発光層
３１３Ｂ及び後側発光層３１３Ｃが前後方向にずらして配置されているので、それら発光
層３１３Ａ～３１３Ｃの何れか１の発光層だけを備える場合と比較して、第１可動演出部
材１１０及び第２可動演出部材２１０を光らせる範囲を大きくすることが可能となる。し
かも、第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０は、前後方向にずらして配置
された可動体（第１可動演出部材１１０においては、上側構成体１３２、前側重なり部１
４３及び後側重なり部１４４であり、第２可動演出部材２１０においては、回転盤２１１
、第１回動部２１２及び第２回動部２１３）が互いに相対移動可能な層状構造となってい
るので、各発光層３１３Ａ～３１３Ｃによって第１可動演出部材１１０及び第２可動演出
部材２１０の各可動部を光らせることが可能となる。さらに、互いに異なる発光層３１３
Ａ～３１３Ｃに含まれる発光素子３１１同士は、周方向にずれて配置されているので、各
発光層３１３Ａ～３１３Ｃが第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０を光ら
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せる部位を周方向にずらすことが可能となり、光による演出の趣向性の更なる向上を図る
ことが可能となる。
【０１０７】
　また、本実施形態では、環状発光部材３１０が仮想円Ｃ１の中心Ｐ０（図２５参照）の
回りを回転可能となっているので、環状発光部材３１０の回転により第１可動演出部材１
１０及び第２可動演出部材２１０が光る部分を移動させることが可能となり、第１可動演
出部材１１０及び第２可動演出部材２１０の発光態様の多様化が図られる。ここで、第２
可動演出部材２１０は、前方から見て一方向にのみ回転可能となっていて、環状発光部材
３１０は、第２可動演出部材２１０と逆方向に回転可能となっている。従って、環状発光
部材の第２可動演出部材に対する回転速度を上げることが可能となり、第２可動演出部材
において、環状発光部材３１０により光る部分を速く移動させることが可能となる。
【０１０８】
　［他の実施形態］
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【０１０９】
　（１）上記実施形態では、環状発光部材３１０のケーシング３２０は、全体が透明な材
料で構成されていたが、ケーシング３２０は、少なくとも内周壁３２２が透明であればよ
く、例えば、前面壁３２３や後端壁３２４が不透明であってもよい。なお、前面壁３２３
が透明であれば、環状発光部材３１０自身も発光可能となる。
【０１１０】
　（２）上記実施形態では、本発明に係る「反射部」が金属装飾部３３８で構成されてい
たが、例えば、第１可動演出部材１１０又は第２可動演出部材２１０の前側を向く面を透
明な樹脂部材で構成し、その透明な樹脂部材によって本発明の「反射部」を構成としても
よい。なお、上記実施形態の構成によれば、金属装飾部３３８にて第１可動演出部材１１
０及び第２可動演出部材２１０を装飾すると共に環状発光部材３１０からの光を効率よく
反射することが可能となる。
【０１１１】
　（３）環状発光部材３１０は、中心軸回りに回転してもよい。具体的には、機構枠１７
のうち表示開口１１Ｈの外側に配置される部分に円形のガイドレールを備えると共に、そ
の円形のガイドレール上を移動する複数の回転スライダを備え、その回転スライダに支持
突片が固定された構成とすればよい。
【０１１２】
　（４）上記実施形態では、第１可動演出部材１１０及び第２可動演出部材２１０が、前
後方向にずれて配置されて、環状発光部材３１０と平行な面に沿って互いに相対移動可能
な複数の可動体（例えば、第1可動演出部材１１０では、上側構成体１３２と前側重なり
部材１４３と後側重なり部材１４４）を備えた層状構造になっていたが、例えば、第１可
動演出部材１１０を上側構成体１３２のみで構成する等して、第１可動演出部材１１０が
１つの可動体のみを備える構造としてもよい。
【０１１３】
　（５）上記実施形態では、環状発光部材３１０が、前側発光層３１３Ａと中間発光層３
１３Ｂと後側発光層３１３Ｃの複数の発光層を有する構成であったが、何れか１の発光層
のみを備える構成であってもよい。
【０１１４】
　（６）上記実施形態では、環状発光部材３１０の発光素子ユニット３１２において、前
側発光素子３１１Ａと中間発光素子３１１Ｂと後側発光素子３１１Ｃの周方向の位置が異
なっていたが、同じであってもよい。
【０１１５】
　（７）上記実施形態では、環状発光部材３１０が第１可動演出部材１１０の前側に配置
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されて、第１可動演出部材１１０が環状発光部材３１０からの光を反射する構成となって
いたが、環状発光部材３１０が第１可動演出部材１１０の後側に配置されて、第１可動演
出部材１１０が環状発光部材３１０からの光を前側に透過可能な構成としてもよい。その
際、第１可動演出部材１１０の少なくとも一部が光を透過可能であればよい。なお、同様
に、環状発光部材３１０を第２可動演出部材２１０の後側に配置して、第２可動演出部材
２１０が環状発光部材３１０からの光を透過可能な構成としてもよい。
【符号の説明】
【０１１６】
　１０　　遊技機
　１１　　遊技盤
　１１０　　第１可動演出部材（演出部材、層状演出部材）
　１３２　　上側構成体（可動体）
　１４２　　下側構成体（可動体）
　１４３　　前側重なり部材（可動体）
　１４４　　後側重なり部材（可動体）
　２１０　　第２可動演出部材（演出部材、回転演出部材）
　２１１　　回転盤（可動体）
　２１２　　第１回動部（可動体）
　２１３　　第２回動部（可動体）
　３１０　　環状発光部材
　３１１　　発光素子
　３１３Ａ　　前側発光層（発光素子層）
　３１３Ｂ　　中間発光層（発光素子層）
　３１３Ｃ　　後側発光層（発光素子層）
　３２０　　ケーシング（透明環状部材）
　３３８　　金属装飾部
　３３９　　反射部
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【図１】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】
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【図３０】 【図２】

【図３】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月10日(2016.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演出部材と、
　前方から見て前記演出部材を縁取るように配置され、その演出部材へ向かって光を照射
可能な複数の発光素子を周方向全体に亘って有する環状発光部材と、を備え、
　前記環状発光部材は、前後位置が同じで且つ周方向の位置が異なる複数の前記発光素子
を一纏めにしてなる発光素子層を前後方向にずらして複数層有することを特徴とする遊技
機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明は、演出部材と、前方から見て前記
演出部材を縁取るように配置され、その演出部材へ向かって光を照射可能な複数の発光素
子を周方向全体に亘って有する環状発光部材と、を備え、前記環状発光部材は、前後位置
が同じで且つ周方向の位置が異なる複数の前記発光素子を一纏めにしてなる発光素子層を
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前後方向にずらして複数層有することを特徴とする遊技機である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
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【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　［請求項１の発明］
　本発明では、環状発光部材の発光素子からの光を演出部材に照射して、演出部材を光ら
せることが可能となる。本発明によれば、演出部材に発光素子を統制した従来の遊技機と
は異なった態様で演出部材を光らせることが可能となり、光による演出の趣向性の向上を
図ることが可能となる。また、本発明によれば、環状発光部材が演出部材の周囲を縁どる
ように配置されるので、演出部材の全体を光らせることが可能となる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、本発明では、前後方向が同じで且つ周方向の位置が異なる複数の発光素子を一纏
めにしてなる発光素子層が前後方向にずらして複数層備えられているので、発光素子層を
１つだけ備える場合と比較して、演出部材を光らせる範囲を大きくすることが可能となる
。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
　（７）上記実施形態では、環状発光部材３１０が第１可動演出部材１１０の前側に配置
されて、第１可動演出部材１１０が環状発光部材３１０からの光を反射する構成となって
いたが、環状発光部材３１０が第１可動演出部材１１０の後側に配置されて、第１可動演
出部材１１０が環状発光部材３１０からの光を前側に透過可能な構成としてもよい。その
際、第１可動演出部材１１０の少なくとも一部が光を透過可能であればよい。なお、同様
に、環状発光部材３１０を第２可動演出部材２１０の後側に配置して、第２可動演出部材
２１０が環状発光部材３１０からの光を透過可能な構成としてもよい。

　なお、上記実施形態には、以下、[発明１]～[発明１３]が含まれている。

　［発明１］
　演出部材と、
　前方から見て前記演出部材を縁取るように配置され、その演出部材へ向かって光を照射
可能な複数の発光素子を周方向全体に亘って有する環状発光部材と、を備えたことを特徴
とする遊技機。

　発明１の遊技機では、環状発光部材の発光素子からの光を演出部材に照射して、演出部
材を光らせることが可能となる。発明１によれば、演出部材に発光素子を統制した従来の
遊技機とは異なった態様で演出部材を光らせることが可能となり、光による演出の趣向性
の向上を図ることが可能となる。また、本発明によれば、環状発光部材が演出部材の周囲
を縁どるように配置されるので、演出部材の全体を光らせることが可能となる。
　ここで、演出部材を光らせる方法としては、環状発光部材を演出部材より前側に配置し
、演出部材の前側を向く面に光を反射可能な反射部を設けることで、反射により演出部材
を光らせる方法（後述する発明１０の構成）や、環状発光部材を演出部材より後側に配置
し、演出部材に光を透過可能な透光部を設けることで、透過により演出部材を光らせる方
法がある。特に、前者の方法によれば、演出部材の形状等によって演出部材の発光態様を
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異ならせることが可能となり、光による演出の趣向性を向上させることが可能となる、ま
た、前者の場合において、演出部材の前側を向く面の全体を反射部とすると（後述する発
明１１の構成）、演出部材に発光素子を備えなくても、演出部材の全体を光らせることが
可能となるので、演出部材の軽量化や薄型化を図ることが可能となる。なお、反射部が、
金属調に装飾された金属装飾部を含む場合には（後述する発明１２の構成）、金属装飾部
にて演出部材を装飾すると共に発光素子からの光を効率よく反射することが可能となる。

　［発明２］
　前記環状発光部材は、前後位置が同じで且つ周方向の位置が異なる複数の前記発光素子
を一纏めにしてなる発光素子層を前後方向にずらして複数層有することを特徴とする発明
１に従属の遊技機。

　発明２の遊技機では、前後方向が同じで且つ周方向の位置が異なる複数の発光素子を一
纏めにしてなる発光素子層が前後方向にずらして複数層備えられているので、発光素子層
を１つだけ備える場合と比較して、演出部材を光らせる範囲を大きくすることが可能とな
る。

　［発明３］
　互いに異なる前記発光素子層に含まれる前記発光素子同士が、前記環状発光部材の周方
向にずれて配置されていることを特徴とする発明２に従属の遊技機。

　発明３の遊技機では、互いに異なる発光素子層に含まれる発光素子同士が周方向にずれ
て配置されているので、各発光素子層が演出部材を光らせる部位を周方向にずらすことが
可能となり、光による演出の趣向性の更なる向上を図ることが可能となる。

　［発明４］
　前記演出部材には、前後にずらして配置された複数の可動体が前記環状発光部材と平行
な面内に沿って互いに相対移動可能な構造の層状演出部材が含まれていることを特徴とす
る発明２又は発明３に従属の遊技機。

　発明４の遊技機によれば、環状発光部材の各発光素子層で演出部材の各可動体を光らせ
ることが可能となる。

　［発明５］
　前記環状発光部材は、透明材料で構成された透明環状部材の内部に前記発光素子を備え
た構造になっていて、
　前記発光素子は、前記環状発光部材の内側に発光面を向けて配置されると共に前記環状
発光部材の厚み方向にも光を照射可能であることを特徴とする発明１乃至発明４のうち何
れか１の発明に従属の遊技機。

　発明５の遊技機によれば、演出部材の周囲を縁どるように配置された環状発光部材自体
をも光らせることが可能となる。

　［発明６］
　前記環状発光部材は、前記環状発光部材の内側領域を前後に貫通する軸を中心に回転可
能であることを特徴とする発明１乃至発明５のうち何れか１の発明に従属の遊技機。

　［発明７］
　前記環状発光部材は、前記環状発光部材の中心から偏心した位置に回転中心を有するこ
とを特徴とする発明６に従属の遊技機。
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　［発明８］
　前記環状発光部材は、前記環状発光部材の中心に回転中心を有することを特徴とする発
明６に従属の遊技機。

　発明６の遊技機によれば、環状発光部材の回転により演出部材が光る部分を移動させる
ことが可能となり、演出部材の発光態様の多様化が図られる。ここで、環状発光部材は、
環状発光部材の中心から偏心した位置に回転中心を有してもよいし（発明７の構成）、環
状発光部材の中心に有してもよい（発明８の構成）。前者の構成によれば、環状発光部材
の回転により、演出部材が光る部分を移動させることが可能となる。また、後者の構成に
よれば、環状発光部材を回転しても演出部材が光る部分を固定することが可能となる。

　［発明９］
　前記演出部材には、前記演出部材を前後に貫通する軸を中心にして一方向に回転可能な
回転演出部材が設けられ、
　前記環状発光部材は、前記回転演出部材の回転方向とは逆方向に回転可能であることを
特徴とする発明６乃至発明８のうち何れか１の発明に従属の遊技機。

　発明９の遊技機では、環状発光部材が回転演出部材の回転方向とは逆方向に回転するの
で、環状発光部材の回転演出部材に対する回転速度を上げることが可能となる。これによ
り、演出部材において、環状発光部材により光る部分を速く移動させることが可能となる
。

　［発明１０］
　前記環状発光部材は、前記演出部材より前側に配置されると共に、
　前記演出部材の前側を向く面には、前記発光素子からの光を反射可能な反射部が形成さ
れていることを特徴とする発明１乃至発明９のうち何れか１の発明に従属の遊技機。

　［発明１１］
　前記演出部材の前側を向く面の全体が前記反射部となっていることを特徴とする発明１
０に従属の遊技機。

　［発明１２］
　前記演出部材の前側を向く面には、金属調に装飾された金属装飾部が設けられ、
　前記反射部には、前記金属装飾部が含まれることを特徴とする発明１０又は発明１１に
従属の遊技機。

　［発明１３］
　遊技球が流下可能な遊技領域を前面に有する遊技盤と、
　前記遊技盤を貫通する表示開口と、
　前記表示開口に後側から対向する表示部と、
　前記表示開口と嵌合して前記表示開口の内側への遊技球の進入を規制する内側進入規制
枠と、を有し、
　前記演出部材は、前記表示部の斜め前方で前記遊技盤にて前側を覆われる待機位置と、
前記表示部の前側を覆う出現位置と、に配置され、
　前記環状発光部材は、前記表示開口の外縁寄り位置に配置されて、前記出現位置の前記
演出部材に光を照射可能に構成されたことを特徴とする発明１乃至発明１２のうち何れか
１の発明に従属の遊技機。

　発明１３の遊技機では、表示部に前側から重なる出現位置に配置された演出部材を光ら



(36) JP 2017-46803 A 2017.3.9

せることが可能となる。また、環状発光部材は、表示開口の外縁寄り位置に配置されてい
るので、演出部材が退避位置に配置されているときに環状発光部材によって表示部が視認
困難になることを抑制可能となる。
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