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(57)【要約】
【課題】遊技盤の裏側に配設される部品の配設位置の自
由度を増すことができると共に、可動体や図柄表示装置
の大型化に対応し得る遊技機を提供する。
【解決手段】装飾部材２２に配設される可動演出装置３
３は、装飾部材２２に配設されて前側に臨む盤面装飾板
４９と、盤面装飾板４９の裏側に配設されたモータと、
盤面装飾板４９の前側に配設された可動体３５と、可動
体３５およびモータに連繋され、該モータの駆動により
動作されて可動体３５を作動する一対の回動アームとを
備える。各回動アームは、少なくとも一部が常に前側か
ら視認可能に露出すると共に、該回動アームの前面には
、その露出部位を装飾する装飾部品５５が配設される。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の裏側に配設され、該遊技盤の表示部分を介して各種図柄を可変表示可能な表示
部が前面側に臨む図柄表示装置と、動作により演出を行なう可動演出装置とを備えた遊技
機において、
　前記可動演出装置は、
　前記遊技盤に配設されて前側に臨む盤面装飾部と、
　前記盤面装飾部の裏側に配設された駆動手段と、
　前記盤面装飾部の前側に配設された可動体と、
　前記可動体および前記駆動手段に連繋され、該駆動手段の駆動により動作されて可動体
を作動すると共に、少なくとも一部が常に前側から視認可能に露出する作動部材と、
　前記作動部材の前面に配設され、該作動部材の露出部位を装飾する装飾部品とを備える
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記盤面装飾部の前面に固定装飾部品が配設され、前記作動部材に配設される装飾部品
は、該固定装飾部品と同種の形態に形成される請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記可動体は、前記作動部材によって上方の待機位置と下方の作動位置との間を上下方
向に往復移動するよう構成されると共に、該可動体は、弾性部材によって常には待機位置
に向けて付勢される請求項１または２記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、動作により演出を行なう可動演出装置を備える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、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域に装飾部材が配設され、該装飾部材に形成した開口部に、機裏側に配設した液晶式や
ドラム式等の図柄表示装置の表示部を臨ませ、この図柄表示装置で図柄組み合わせゲーム
やリーチ演出等の主たる遊技演出を行なうようになっている。また前記装飾部材に、所要
の動作を行なう可動体を備えた可動演出装置を配設し、該可動体を前記図柄表示装置で行
なわれる遊技演出に合わせて表示部の前側で動作させることにより、視覚的な演出効果を
向上させ、遊技の興趣を一層増大するようにしたパチンコ機が知られている(例えば、特
許文献１参照)。
【０００３】
　特許文献１の可動演出装置では、前面装飾部材の裏側に配設された駆動機構に接続する
可動アームの先端に可動体としての装飾体が配設され、駆動機構を作動することで、可動
アームおよび装飾体が前面装飾部材の裏側に収容される待機位置と図柄表示装置である液
晶表示装置における画面の前側に臨む作動位置との間を揺動するよう構成される。
【特許文献１】特開２００３－２３６０８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の可動演出装置では、液晶表示装置における画面の前側を移動する可動アー
ムを、待機位置においては前面装飾部材の裏側に隠すよう構成しているため、前面装飾部
材の裏側に、該可動アームを収容するための空間を確保する必要がある。
【０００５】
　ここで、パチンコ機においては、前面側に取付けられる保護ガラスと遊技盤の盤面との
間の離間寸法は、パチンコ球との関係から一定の範囲に制限されているため、前面装飾部
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材の前端の限界位置も規制されている。このため、特許文献１の可動演出装置のように前
面装飾部材の裏側に可動アームを収容する空間を確保する必要のあるものでは、該空間分
だけ前面装飾部材と液晶表示装置の画面との間の前後寸法が大きくなり、遊技盤の裏側に
配設される各種の制御装置やその他の部品の配設位置が制限される難点を招く。
【０００６】
　また、動作演出のインパクトを高めるために、可動体を大型化したり移動範囲を広くす
る要請がある。この場合に、前記可動アームについては、大型の可動体を支持するために
剛性を向上するには太く、また移動範囲を広くするためには長くする必要があるが、この
ときには前記空間の前後寸法が更に大きくなると共に、長尺な可動アームを隠すための広
いスペースが必要となる難点が指摘される。
【０００７】
　更に、近年のパチンコ機は、ゲーム性の興趣を向上すべく、図柄表示装置を大型化する
傾向が高まっている。しかるに、前述したように前面装飾部材の裏側に可動アームを隠す
構成では、前面装飾部材の開口部を大きくすると可動アームを隠すための領域が確保でき
なくなるため、液晶表示装置(図柄表示装置)の大型化が制限される難点が指摘される。
【０００８】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、遊技盤の裏側に配設される部品の配設位置の自由
度を増すことができると共に、可動体や図柄表示装置の大型化に対応し得る遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　遊技盤(12)の裏側に配設され、該遊技盤(12)の表示部分(22a)を介して各種図柄を可変
表示可能な表示部が前面側に臨む図柄表示装置(14)と、動作により演出を行なう可動演出
装置(33)とを備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(33)は、
　前記遊技盤(12)に配設されて前側に臨む盤面装飾部(49)と、
　前記盤面装飾部(49)の裏側に配設された駆動手段(36)と、
　前記盤面装飾部(49)の前側に配設された可動体(35)と、
　前記可動体(35)および前記駆動手段(36)に連繋され、該駆動手段(36)の駆動により動作
されて可動体(35)を作動すると共に、少なくとも一部が常に前側から視認可能に露出する
作動部材(40,41)と、
　前記作動部材(40,41)の前面に配設され、該作動部材(40,41)の露出部位を装飾する装飾
部品(55)とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　請求項１の発明によれば、遊技盤に配設されて前側に臨む盤面装飾部の前側に可動体お
よび作動部材を配置すると共に、作動部材の露出部位を装飾部品で装飾する構成により、
作動部材を隠すための部材を遊技盤に配設する必要はなくなる。すなわち、例えば遊技盤
に配設される装飾部材の裏側に作動部材を収容する空間を確保する必要はなく、図柄表示
装置における表示部の前側に必要となるスペースを小さくして、他の部品の配設位置の自
由度を増すことができる。また、作動部材は装飾部品により装飾されているから、該作動
部材が直に視認されず、盤面の装飾性が低下することはない。更に、遊技盤に配設される
装飾部材に作動部材を隠すための部分を確保する必要はないから、開口部(表示部位)を大
きくして図柄表示装置の大型化に対応し得ると共に、大型の可動体を装飾性を低下させる
ことなく採用することができる。
【００１１】
　請求項２に係る発明では、前記盤面装飾部(49)の前面に固定装飾部品(52)が配設され、
前記作動部材(40,41)に配設される装飾部品(55)は、該固定装飾部品(52)と同種の形態に
形成されることを要旨とする。
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　請求項２の発明によれば、盤面装飾部に配設した固定装飾部品と、作動部材に配設した
装飾部品との形態を同種のものとしたから、可動体の待機位置において前側に露出する装
飾部品と固定装飾部品との違和感はなく、統一のとれた装飾効果が得られる。
【００１２】
　請求項３に係る発明では、前記可動体(35)は、前記作動部材(40,41)によって上方の待
機位置と下方の作動位置との間を上下方向に往復移動するよう構成されると共に、該可動
体(35)は、弾性部材(64)によって常には待機位置に向けて付勢されることを要旨とする。
　請求項３の発明によれば、大型の可動体であっても弾性部材によって待機位置に保持す
ることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、可動演出装置を配設するための前後方向のスペースを小
さくし、他の部品の配設位置の自由度を増すことができる。また、図柄表示装置や可動体
の大型化に、装飾性を低下させることなく対応することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　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、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を前側(遊技者側)から見
た状態で指称する。
【実施例】
【００１５】
(パチンコ機について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
示しない設置枠台に設置される外枠１１の開口前面側に、遊技盤１２を着脱可能に保持し
た中枠１３が開閉および着脱可能に組付けられて、該遊技盤１２の裏側に対して、各種図
柄を変動表示可能な図柄表示装置１４が着脱し得るよう構成される。また、前記中枠１３
の前面側には、前記遊技盤１２を透視保護するガラス板を備えた前枠１５が開閉可能に組
付けられると共に、該前枠１５の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１６が開閉可能
に組付けられる。なお、実施例では、前記前枠１５の下部位置に、パチンコ球を貯留する
上球受け皿１７が一体的に組付けられており、前枠１５の開閉に合わせて上球受け皿１７
も一体的に開閉するよう構成される。
【００１６】
(遊技盤について)
　前記遊技盤１２は、図２または図３に示すように、略正方形に形成されたアクリルやポ
リカーボネート等の光透過性の合成樹脂材からなる平板状の透明板１８と、該透明板１８
の裏面に組付けられる裏ユニット１９とから構成される。そして、裏ユニット１９の裏側
に対して、各種図柄を変動表示可能な前記図柄表示装置１４が着脱自在に取付けられると
共に、裏ユニット１９に形成された前後に開口する可視表示部６８ａ(図１７参照)を介し
て図柄表示装置１４の表示部を前面側から視認し得るようになっている。
【００１７】
(透明板について)
　図２に示すように、前記透明板１８の前面には、内レール２０と外レール２１が半円弧
状に配設されて、両レール２０,２１によりパチンコ球が流下可能な遊技領域１２ａが透
明板前面に画成され、図示しない打球発射装置から発射されたパチンコ球が遊技領域１２
ａ内に打ち出されるようになっている。なお、内レール２０は、透明板１８の左側の上部
に開放端を臨ませるよう構成され、打球発射装置から発射されたパチンコ球は、透明板１
８の下側から左側に両レール２０,２１で案内され、内レール２０の開放端から遊技領域
１２ａの上部に打ち出される。
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【００１８】
　前記透明板１８の前面には、前記図柄表示装置１４において主に図柄変動ゲームが展開
される領域を囲む枠状に形成された装飾部材２２が配設されている。また透明板１８の前
面には、前記装飾部材２２の配設位置より下方位置に、図１および図２に示す如く、前記
遊技領域１２ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置２３や第１の特別入賞装
置２４が配設されており、該始動入賞装置２３にパチンコ球が入賞することで、前記図柄
表示装置１４において図柄変動ゲームが展開され、該図柄変動ゲームの結果、図柄表示装
置１４に所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されると、前記第１の特別入賞装置２４の
開閉板２４ａが閉状態から開状態に作動して入賞口が開放して所謂大当りが発生し、多数
の賞球を獲得し得るよう構成されている。なお、前記始動入賞装置２３は、開閉可能な一
対の羽根部材２３ａ,２３ａを備え、該羽根部材２３ａ,２３ａの開放により始動入賞装置
２３へパチンコ球が入賞し易くなるようになっている。
【００１９】
　前記透明板１８の下方位置の前面には、前記第１の特別入賞装置２４を挟む左右両側に
、普通入賞具２５が夫々配設されている。また透明板１８の前面には、前記装飾部材２２
の左側に臨む遊技領域１２ａに、該遊技領域１２ａを流下するパチンコ球が通過可能な球
通過ゲート２６が配設されている。球通過ゲート２６には、該ゲート２６を通過するパチ
ンコ球を検出した際に、普通図柄表示装置(図示せず)における普通図柄の変動表示の契機
となる入球検知信号を出力する普通図柄入球検出手段(図示せず)が配設されている。この
普通図柄入球検出手段は図示しない制御手段に電気的に接続され、該制御手段は、球通過
ゲート２６を通過するパチンコ球を普通図柄入球検出手段が検出したことを条件として、
前記始動入賞装置２３の羽根部材２３ａ,２３ａを開放するか否かの抽選(普通図柄表示装
置の普通図柄の変動表示)を行なうよう設定されている。
【００２０】
　前記透明板１８において外レール２１の外側の領域には、当該領域を前面から覆う透視
不能な合成樹脂材から形成されたコーナー飾り２７が夫々設けられている。各コーナー飾
り２７は、図２に示すように、前記遊技領域１２ａに臨む内周面が前記外レール２１に沿
って湾曲形成されている。すなわち、実施例の遊技盤１２は、コーナー飾り２７が配設さ
れている部分を除く略全ての領域において、前記透明板１８を介して裏側が視認し得るよ
う構成されている。
【００２１】
(裏ユニットについて)
　前記裏ユニット１９は、図３または図１７に示す如く、透視不能な合成樹脂材(例えば
ＡＢＳ樹脂)から、外郭形状が前記透明板１８と略整合する大きさおよび形状に形成され
て前側に開口する箱枠状の枠状本体６８を有し、該枠状本体６８の略中央位置に前記可視
表示部６８ａが矩形状に開設されている。枠状本体６８の上下左右の４辺の前端には、外
方に向けて透明板１８と平行に延出するフランジ部６８ｂが夫々形成されており、前記透
明板１８は、枠状本体６８の上下および左右のフランジ部６８ｂの前面に裏面を当接した
状態で配設されて、該透明板１８の裏面と枠状本体６８との間に所要の空間を画成するよ
う構成してある。そして、透明板１８と枠状本体６８との間の空間に臨むように裏ユニッ
ト１９に配設した装飾用の各種の部品が、透明板１８を介して前側から視認可能に構成さ
れている。
【００２２】
(装飾部材について)
　前記装飾部材２２は、透明板１８に開設した装着孔(図示せず)に前側から挿入したもと
でネジ止めされ、略中央位置に開設した開口部２２ａを介して、前記図柄表示装置１４の
表示部が遊技盤１２の前側から視認可能に構成される。すなわち、装飾部材２２の開口部
２２ａが、図柄表示装置１４の表示部を前面側から視認可能に臨ませるための遊技盤１２
の表示部分となっている。装飾部材２２の上縁部には、前方に延出する庇部が形成され、
前記遊技領域１２ａに打ち出されたパチンコ球が図柄表示装置１４における図柄変動ゲー



(6) JP 2010-119670 A 2010.6.3

10

20

30

40

50

ムが展開される領域を横切って流下するのを該庇部で規制するよう構成される。装飾部材
２２には、遊技盤のモチーフとなるキャラクター等に関連する意匠が施されると共に、各
種の装飾品２８が配設されている。
【００２３】
　前記装飾部材２２の前記庇部には、遊技盤１２の表示部分となる開口部２２ａから上方
に凹状となる部分が形成され、該凹状となる庇部の下側に画成される収容部２２ｂに、図
２に示す如く、後述する可動演出装置３３が配設されており、前記図柄表示装置１４で行
なわれる図柄変動ゲームに合わせて該可動演出装置３３で所要の動作演出を行なうことで
、遊技の興趣を向上するよう構成してある。また装飾部材２２の下縁部には、図１および
図２に示す如く、枠内に取込まれたパチンコ球を左右に転動可能な光透過性の合成樹材料
で形成されたステージ２９が配設されており、該ステージ２９から遊技領域１２ａに排出
されたパチンコ球が、前記始動入賞装置２３や普通入賞具２５等に入賞可能に構成される
。この装飾部材２２におけるステージ２９の左側に位置する左側枠部２２ｃには、遊技領
域１２ａを流下するパチンコ球が通入可能な球誘導部３０(所謂ワープ通路)が設けられ、
該球誘導部３０に通入したパチンコ球は、前記ステージ２９の左端側に誘導されるように
なっている。なお、ステージ２９の右端側に、図柄表示装置１４で行なわれる図柄変動ゲ
ームに合わせて回転する回転体３１ａを備えた回転演出装置３１が配設されている。
【００２４】
　前記装飾部材２２における左側枠部２２ｃの上部に、裏側に配設された図示しない電磁
ソレノイド等の駆動手段によって開閉作動される１枚の羽根部材３２ａを備える第２の特
別入賞装置３２が配設されている。この第２の特別入賞装置３２は、前記始動入賞装置２
３へのパチンコ球の入賞に基づく前記図柄表示装置１４で展開される図柄変動ゲームの結
果、図柄表示装置１４に所定の図柄組合わせ(第１の特別入賞装置２４で開閉板２４ａが
開放する組合わせとは異なる組合わせ)で図柄が停止表示されたときに羽根部材３２ａが
閉状態から開状態に作動して入賞口を開放して所謂大当りが発生し、多数の賞球を獲得し
得るよう構成されている。
【００２５】
(可動演出装置について)
　前記装飾部材２２に配設される可動演出装置３３は、装飾部材２２に対する取付基体と
なるケース体３４と、該ケース体３４の前側に上下方向に揺動可能に配設される可動体３
５と、該ケース体３４の裏側に配設されて可動体３５を作動する駆動手段としてのモータ
３６と、可動体３５に配設された第１の照明装置３７と、ケース体３４に配設された第２
の照明装置５６とから基本的に構成される。
【００２６】
(可動体について)
　前記可動体３５は、図４に示す如く、所要形状に形成されたカバー部材５７と、該カバ
ー部材５７の裏側に組付けられるベース部材５８と、両部材５７,５８の間に内部画成さ
れる空間Ｓに収容される透明部材３８および反射部材３９と、ベース部材５８に配設され
る第１の照明装置３７の第１基板３７ａとを基本的に備え、該可動体３５は、ベース部材
５８に連結された一対の回動アーム(作動部材)４０,４１を介して前記ケース体３４に揺
動自在に配設されている。
【００２７】
　前記カバー部材５７には、光を透過可能な光透過部５７ａが所要の領域に形成されると
共に、該光透過部５７ａの裏面には光拡散処理が施されている。また光透過部５７ａは、
全体が前方に突出するよう形成されて、カバー部材５７の裏面において光透過部５７ａに
対応する部分が前側に凹状となっている。前記ベース部材５８は、図４,図６,図７等に示
す如く、板状本体４２における外縁の全周に亘って前方に突出す側壁４３が形成されて、
全体が正面視においてカバー部材５７と同一外形に形成されている。そして、カバー部材
５７の裏面に側壁４３の前端を当接した状態でベース部材５８を組付けることで、両部材
５７,５８間に空間Ｓが画成され、該空間Ｓに前記光透過部５７ａが臨むように構成され
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る。なお、ベース部材５８は、非光透過性であって、前記空間Ｓに入射された光は、板状
本体４２の前面および側壁４３の内面で反射するよう構成されている。ちなみに、板状本
体４２の前面および側壁４３の内面は、光反射率の高い白色としてある。
【００２８】
　前記ベース部材５８の板状本体４２における下端部側(カバー部材５７の一端部側)には
、左右方向に長尺な矩形状の開口部４２ａが開設されると共に、該板状本体４２の裏面に
は、開口部４２ａの開口縁に沿って後方に突出する取付壁４２ｂが形成されている(図７
参照)。前記板状本体４２の下側に位置する側壁４３には、前記反射部材３９を位置決め
するための複数の突起４３ａが、左右方向に離間して突設されている。また板状本体４２
の前面の複数箇所には、前記透明部材３８を位置決めするための位置決めピン４２ｃが突
設されている。更に、板状本体４２には、後方に突出する一対の支持軸４４,４４が左右
方向に離間して配設されている。
【００２９】
(第１の照明装置について)
　前記ベース部材５８の裏側には、前記カバー部材５７の光透過部５７ａを照明するため
の第１の照明装置(照明装置)３７を構成する第１基板３７ａが配設されている。この第１
基板３７ａは、図４および図７に示す如く横長矩形状に形成され、該第１基板３７ａの前
側を向く実装面に、複数の発光体としての第１ＬＥＤ３７ｂが実装されている。そして、
第１基板３７ａの実装面を前記取付壁４２ｂの後端に当接した状態で、該基板３７ａがベ
ース部材５８に対して板状本体４２と平行な姿勢でネジ止め固定される。なお、ベース部
材５８の板状本体４２は、前記カバー部材５７の裏面および光透過部５７ａと平行に臨ん
でおり、従って第１基板３７ａはカバー部材５７と平行に延在している。また第１基板３
７ａは、前記開口部４２ａを塞ぐ大きさに設定されると共に、取付壁４２ｂに第１基板３
７ａを取付けた状態で、図７に示す如く、開口部４２ａ内に前記第１ＬＥＤ３７ｂが臨む
ようになっている。この第１ＬＥＤ３７ｂは、第１基板３７ａと直交する前方に向けて光
を照射するよう設定される。なお、第１ＬＥＤ３７ｂとしては、単色またはフルカラーの
発光を行ない得るものが採用される。また実施例では、第１基板３７ａ、第１ＬＥＤ３７
ｂおよび可動体３５を構成するカバー部材５７、後述する反射部材３９や透明部材３８か
ら第１の照明装置３７が構成される。
【００３０】
(反射部材について)
　前記可動体３５の空間Ｓには、ベース部材５８の開口部４２ａと対応する位置に、前記
第１ＬＥＤ３７ｂから前方に向けて照射される光を、ベース部材５８の上端部側(カバー
部材５７の他端部側)に向けて照射する反射部材３９が配設されている。この反射部材３
９は、非光透過性の樹脂材料から開口部４２ａと略同じ長さ寸法に形成され、図１０およ
び図１１に示す如く、その下面には、一対の突片４５ａ,４５ａからなる位置決め部４５
が、左右方向に所定間隔離間して複数設けられている。そして、ベース部材５８の前記側
壁４３に突設した各突起４３ａが、対応する位置決め部４５における突片４５ａ,４５ａ
の間に形成されている凹部４５ｂに嵌挿された状態で、反射部材３９はベース部材５８に
対して位置決めされる(図６参照)。なお、反射部材３９の左右端部の下面は、ベース部材
５８の下側の側壁４３の対応する位置の形状に倣う形状に形成されて、反射部材３９が側
壁４３上に安定した載置状態で支持されるようになっている。
【００３１】
　前記反射部材３９には、図７に示す如く、ベース部材５８の開口部４２ａを指向する面
が、開口部４２ａから離間するにつれて前方に向けて上方傾斜するよう形成されて、この
傾斜面が第１の反射面３９ａとなっている。この第１の反射面３９ａは、前記第１ＬＥＤ
３７ｂの前側に臨んで、該第１ＬＥＤ３７ｂから第１の反射面３９ａに向けて照射される
光は、該第１の反射面３９ａにおいてベース部材５８の上端部側に向けて反射されるよう
構成してある。
【００３２】



(8) JP 2010-119670 A 2010.6.3

10

20

30

40

50

(透明部材について)
　前記可動体３５の空間Ｓに、板状の透明部材３８が収容されている。この透明部材３８
には、図８および図９に示すように、複数の位置決め孔３８ａが穿設されており、各位置
決め孔３８ａに、前記ベース部材５８に突設した位置決めピン４２ｃが嵌挿した状態で、
当該透明部材３８はベース部材５８に対して位置決めされるようになっている。透明部材
３８の下端には、前記反射部材３９の第１の反射面３９ａと対応する傾斜面３８ｂが形成
されており、該傾斜面３８ｂと第１の反射面３９ａとを当接した状態で、両部材３８,３
９が空間Ｓ内に位置決めされる(図７参照)。そして、反射部材３９および透明部材３８は
、前記カバー部材５７とベース部材５８とを組付けることで、両部材５７,５８(具体的に
はカバー部材５７の裏面とベース部材５８の板状本体４２の前面)で挟持されて位置決め
保持されるようになっている。また空間Ｓ内に位置決めされた透明部材３８の前後の面は
、対応するカバー部材５７の裏面および板状本体４２の前面に平行に当接するのに対し、
カバー部材５７における光透過部５７ａの裏面と透明部材３８の前面との間には、該光透
過部５７ａに対応する部分が前側に凹状となっている分だけ隙間が画成される。なお、透
明部材３８が空間Ｓ内に収容された状態で、カバー部材５７の光透過部５７ａの全体と透
明部材３８の前面とが対向するようになっている。
【００３３】
　前記透明部材３８における裏面および外周面には、光を反射する処理、例えば白色の塗
料を塗布する等によって第２の反射面３８ｃが形成されており、透明部材３８に導入され
た光は、第２の反射面３８ｃで反射して、光を反射する処理を施していない前面から前方
に射出するよう構成される(図８および図９において第２の反射面３８ｃにはハッチング
を付して示す。)。但し、透明部材３８における前記第１の反射面３９ａに当接する傾斜
面３８ｂおよび裏面の下端から傾斜面３８ｂの上端と同一レベル位置までの非反射領域３
８ｄには光反射処理は施されていない。透明部材３８の裏面における非反射領域３８ｄ(
図７の二点鎖線より下側の領域)は、図７に示す如く、前記第１ＬＥＤ３７ｂの前方に臨
んで、該第１ＬＥＤ３７ｂから照射された光の透過を許容するべく機能する。すなわち、
第１ＬＥＤ３７ｂから照射された光は、透明部材３８の非反射領域３８ｄを透過して反射
部材３９の第１の反射面３９ａに至り、該第１の反射面３９ａで反射した光が、傾斜面３
８ｂから透明部材３８に導入されるようになっている。なお、第１の反射面３９ａおよび
傾斜面３８ｂは、傾斜面３８ｂから透明部材３８に導入された光が、該透明部材３８の表
面に沿って略平行に上方に進むように設定されている。
【００３４】
（ケース体について）
　前記ケース体３４は、図５に示す如く、後側に開口する前半体４６と、前側に開口する
後半体４７とを前後の関係で着脱自在に組付けることで、内部に所要の収容室３４ａを画
成するよう構成される。前半体４６には、後半体４７で覆われない位置に、前後に貫通す
る固定用通孔４６ａが複数形成されている。また前記装飾部材２２における収容部２２ｂ
には、各固定用通孔４６ａに対応する位置に、ネジ孔を形成した固定部(図示せず)が設け
られており、各固定部の後側に対応する固定用通孔４６ａを臨ませた状態で、該通孔４６
ａに挿通したネジを固定部のネジ孔に螺挿することで、当該ケース体３４、すなわち可動
演出装置３３が収容部２２ｂに臨む状態で装飾部材２２に位置決め固定される(図１,図２
参照)。
【００３５】
　前記前半体４６は透明に形成されて、前記収容室３４ａに収容した後述する第２の照明
装置５６からの光を前側に透過可能に構成される。前半体４６の前面は、図５に示す如く
、左側の所要の領域が後側に一段後退する段差状に形成され、この後退部４８の前面に、
光拡散処理が施されると共に有色で光透過性の盤面装飾板４９が着脱自在に配設されてい
る。また前半体４６における後退部４８以外の前側に突出する突出面部５０には、光拡散
処理が施されている。そして、可動演出装置３３を装飾部材２２に配設した状態で、前記
盤面装飾板４９および前半体４６の突出面部５０が、前記収容部２２ｂの前側に臨んで遊
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技者から視認可能になっている。すなわち、実施例では盤面装飾板４９および前半体４６
の突出面部５０が、盤面装飾部として機能している。
【００３６】
　前記前半体４６における後退部４８には、前記可動体３５に連係する各回動アーム４０
,４１に接続する作動軸５１が挿通される前後に貫通する２つの軸用通孔４８ａ,４８ａが
左右方向に離間して形成される。また前記盤面装飾板４９には、前半体４６の各軸用通孔
４８ａと対応する位置の夫々に、前後に貫通する軸用通孔４９ａが形成されており、回動
アーム４０,４１の作動軸５１は、両軸用通孔４８ａ,４９ａを介して収容室３４ａに挿入
されるようになっている。なお、盤面装飾板４９に、一方の軸用通孔４９ａに連設する配
線用通孔４９ｂが形成されると共に、該配線用通孔４９ｂと対応する位置の前半体４６に
配線用通孔４８ｂが形成されており、前記第１の照明装置３７の第１基板３７ａと第２の
照明装置５６の後述する第２基板５６ａとを接続する配線が、両配線用通孔４９ｂ,４８
ｂに挿通されるよう構成される。
【００３７】
　前記盤面装飾板４９の前面には、前記可動体３５および回動アーム４０,４１の移動を
阻害しない位置に、複数の固定装飾部品５２が配設される。この固定装飾部品５２は、可
動体３５が後述する待機位置に臨む状態で、少なくとも一部が可動体３５で隠れることな
く前側に露出するよう位置決めされ(図２参照)、待機位置に臨む可動体３５の周囲を装飾
し得るよう構成される。そして、可動体３５が待機位置より下方の作動位置に移動した際
に、固定装飾部品５２の全体が略露出して装飾部材２２の収容部２２ｂを装飾し得るよう
になっている(図１６参照)。なお、固定装飾部品５２は、装飾部材２２に配設した前記装
飾品２８と同種の形態に形成されて、演出の統一性を図っている。
【００３８】
　また、盤面装飾板４９の前面には、一方(左側)の軸用通孔４９ａの下方に臨む位置に、
一方の回動アーム４０の回動軌跡上において該回動アーム４０に当接可能なストッパ５３
が設けられると共に、前記突出面部５０の前面には、他方の軸用通孔４９ａの下方に臨む
位置に、他方の回動アーム４１の回動軌跡上において該回動アーム４１に当接可能なスト
ッパ５３が設けられている。両ストッパ５３,５３は、後述するように可動体３５を上方
の待機位置から下方の作動位置に移動させる回動アーム４０,４１が、可動体３５を作動
位置を越えて下方に移動させるのを規制するべく機能する。
【００３９】
(回動アームについて)
　前記ケース体３４の前側には、前記可動体３５を上下に揺動させる一対の回動アーム４
０,４１が回動自在に配設されている。両回動アーム４０,４１に関し、区別する場合は、
図４の左側のものを第１の回動アーム４０と指称すると共に、右側のものを第２の回動ア
ーム４１と指称する。各回動アーム４０,４１は、図４に示す如く、長手方向の一端に、
後方に延出する作動軸５１が一体回転自在に配設されており、該作動軸５１が、前記盤面
装飾板４９および前半体４６の軸用通孔４９ａ,４８ａに前側から挿通されて回動自在に
支持されている。また各回動アーム４０,４１の長手方向の他端に軸孔４０ａ,４１ａが形
成されており、該軸孔４０ａ,４１ａに、前記可動体３５に配設した対応する支持軸４４
が回動自在に挿通されている。そして、可動体３５は、前記装飾部材２２における開口部
２２ａの上方の待機位置(図１,図２,図１２,図１４参照)と、前記図柄表示装置１４にお
ける表示部の前側に一部が臨む下方の作動位置(図１３,図１５,図１６参照)との間を、一
対の回動アーム４０,４１を介して一定の姿勢を維持したまま平行移動するよう構成され
る。なお、前記支持軸４４は、前記ベース部材５８に着脱自在に固定される抜止め部材５
４によって軸孔４０ａ,４１ａから抜けないよう構成される。また抜止め部材５４には、
対応する回動アーム４０,４１の回転軌跡上に臨む係止部５４ａが形成されており、可動
体３５が作動位置から待機位置に至ったときに、該抜止め部材５４の係止部５４ａに回動
アーム４０,４１が当接することで、該回動アーム４０,４１を回動規制して可動体３５を
待機位置に保持するよう構成されている。
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【００４０】
　前記両回動アーム４０,４１は、前記可動体３５を待機位置および作動位置に臨ませた
何れの状態においても、該可動体３５で隠れることなく前側から視認可能に露出する部分
が存在するよう構成される。また両回動アーム４０,４１の前面には、少なくとも前記露
出部分を覆う装飾部品５５が配設されて、可動体３５の待機位置および作動位置の何れの
位置に臨む状態でも、図１４および図１５に示す如く、回動アーム４０,４１が直に遊技
者から視認されないようにしてある。前記装飾部品５５は、前記盤面装飾板４９に配設し
た前記固定装飾部品５２と同種の形態に形成されており、装飾の統一性が図られている。
【００４１】
　前記第１の回動アーム４０には、該作動軸５１の近傍に前後に貫通する挿通孔４０ｂが
形成されると共に、該第１の回動アーム４０には前側に開放する収容凹部４０ｃが形成さ
れている。そして、前記第１の照明装置３７の第１基板３７ａから導出する配線が、第１
の回動アーム４０における軸孔４０ａが形成される端部側から収容凹部４０ｃに収容され
て引回された後に、挿通孔４０ｂを介して後側に引出されて、第２の照明装置５６の第２
基板５６ａにコネクタ接続されるよう構成してある。なお、前記収容凹部４０ｃは前記装
飾部品５５で覆われて、配線が露出して見栄えが低下しないようになっている。また、配
線が収容凹部４０ｃから前側に引出されて第１の照明装置３７の第１基板３７ａに接続さ
れる部分も、前記可動体３５で常に隠れる位置に臨むよう構成してある。
【００４２】
(第２の照明装置について)
　前記ケース体３４には、前記盤面装飾板４９および突出面部５０を裏側から照明する第
２の照明装置５６が収容されている。この第２の照明装置５６は、前記収容室３４ａの全
体に亘って延在する第２基板５６ａと、該第２基板５６ａの前記前半体４６に対向する前
側の実装面に実装される第２ＬＥＤ５６ｂ,５６ｃとから基本的に構成される。実施例で
は、種類の異なる２種類の第２ＬＥＤ５６ｂ,５６ｃが用いられており、一方の第２ＬＥ
Ｄ５６ｂは、前半体４６の後退部４８に対応する領域において所定パターンで実装されて
、該第２ＬＥＤ５６ｂから照射される光によって前記盤面装飾板４９を裏側から照明する
よう構成されている。また他方の第２ＬＥＤ５６ｃは、前半体４６の突出面部５０に対応
する領域において所定パターンで実装されて、該第２ＬＥＤ５６ｃから照射される光によ
って突出面部５０を裏側から照明するよう構成される。２種類の第２ＬＥＤ５６ｂ,５６
ｃは、盤面装飾板４９と突出面部５０との色彩の違い対応して異なる色で発光し得るよう
設定されており、多彩な発光演出を行ない得るようにしてある。実施例では、有色の盤面
装飾板４９に対応する第２ＬＥＤ５６ｂは白色の単色発光タイプが採用され、透明で光拡
散処理が施されている突出面部５０に対応する第２ＬＥＤ５６ｃはフルカラータイプが採
用されている。
【００４３】
(可動体の作動機構について)
　前記第２基板５６ａには、前記前半体４６の各軸用通孔４８ａに対応する位置に貫通孔
５６ｄが夫々形成されており、前記回動アーム４０,４１の各作動軸５１が、該貫通孔５
６ｄを介して第２基板５６ａの後方に延出するよう構成される。そして、第２の回動アー
ム４１に配設されている作動軸５１が、ケース体３４に配設されている作動機構５９に連
係されて、該作動機構５９によって所定角度範囲で揺動するよう構成されている。
【００４４】
　前記作動機構５９は、図５,図１２,図１３等に示す如く、前記ケース体３４の裏面に配
設される駆動手段としてのモータ３６と、該モータ３６および第２の回動アーム４１に連
係し、モータ３６により回転駆動されて第２の回動アーム４１を作動させる伝達手段６０
とから基本的に構成される。伝達手段６０は、図１２および図１３に示すように、前記モ
ータ３６の出力軸に固定されて一体的に回転する駆動ギヤ６１と、ケース体３４に回動自
在に枢支されて駆動ギヤ６１に噛合する従動ギヤ６２と、前記第２の回動アーム４１に配
設されている作動軸５１の後端に一体的に回転するように配設されて従動ギヤ６２に噛合
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する作動ギヤ６３とを基本的に備える。そして、モータ３６を正逆回転することで、駆動
ギヤ６１、従動ギヤ６２および作動ギヤ６３の噛合作用下に、作動軸５１が正逆回転する
のに伴って第２の回動アーム４１が揺動するよう構成される。
【００４５】
　前記作動ギヤ６３は、図５に示す如く、略扇状に形成されて、前記従動ギヤ６２と噛合
する歯部が形成されている部分と作動軸５１を挟んで反対側に、径方向外方に延出する延
出部６３ａが形成されている。そして、この延出部６３ａに一端が係止された弾性部材と
しての引張りコイルバネ６４の他端が、前記ケース体３４の収容室３４ａ内における上端
部に係止されて、作動軸５１を、第２の回動アーム４１を介して可動体３５を待機位置に
向けて移動する方向に回動付勢するよう設定される。また、前記第１の回動アーム４０に
配設されている作動軸５１の第２基板５６ａより後方に延出する後端に、レバー部材６５
が一体的に回転するように配設されている。そして、このレバー部材６５の作動軸５１の
支持部より径方向外方に延出する部位に一端が係止された弾性部材としての引張りコイル
バネ６４の他端が、ケース体３４の収容室３４ａ内における上端部に係止されて、作動軸
５１を、第１の回動アーム４０を介して可動体３５を待機位置に向けて移動する方向に回
動付勢するよう設定される。すなわち、第１の回動アーム４０は、作動機構５９に連係さ
れておらず、第２の回動アーム４１が作動機構５９により揺動されるのに伴って同一方向
に揺動されて、可動体３５を、姿勢を維持しつつ移動するよう構成されている。なお、弾
性部材は、引張りコイルバネ６４に限定されるものでなく、その他の形状のバネあるいは
弾性を有するゴム等であってもよい。
【００４６】
　前記第２基板５６ａの裏面に原位置検出手段６６(図１２参照)が配設されると共に、該
原位置検出手段６６で検出可能な検出片６７が前記作動ギヤ６３に設けられている。実施
例では、可動体３５が待機位置に臨んだときに、原位置検出手段６６で検出片６７を検出
して前記モータ３６を停止制御し、可動体３５を待機位置に停止保持するよう構成される
。また、前記作動位置は、待機位置を原点としてモータ３６の回転数や回転角度、あるい
はモータ制御用パルス数等によって設定され、該作動位置でモータ３６を停止したり反転
する制御を行なうよう構成されている。
【００４７】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機の作用につき説明する。
【００４８】
　前記遊技領域１２ａに打出されたパチンコ球は、前記装飾部材２２の主に左側の遊技領
域１２ａを流下し、該パチンコ球が前記球通過ゲート２６を通過すると、前記普通図柄入
球検出手段の球検出に基づいて前記普通図柄表示装置による抽選が行なわれる。そして、
抽選の結果、当たりとなった場合は、普通図柄表示装置に当たり図柄を表示すると共に、
前記始動入賞装置２３の羽根部材２３ａ,２３ａが開放されて、該始動入賞装置２３への
入賞確率が高まる。また、遊技領域１２ａを流下するパチンコ球が前記球誘導部３０に通
入すると、該パチンコ球は前記ステージ２９に通出され、該ステージ２９を左右に転動し
た後に遊技領域１２ａに排出され、このパチンコ球は始動入賞装置２３や普通入賞具２５
に入賞可能となる。
【００４９】
　前記始動入賞装置２３にパチンコ球が入賞すると、前記制御手段の制御信号に基づいて
、前記図柄表示装置１４の図柄が変動開始され、所要の図柄組合わせゲームが展開される
。そして、前記図柄表示装置１４で展開される図柄変動ゲームの結果、図柄表示装置１４
に所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されたときに、前記第１の特別入賞装置２４の開
閉板２４ａまたは第２の特別入賞装置３２の羽根部材３２ａが閉状態から開状態に作動す
ることで入賞口を開放して所謂大当りが発生し、多数の賞球の獲得が可能となる。
【００５０】
　また、前記図柄表示装置１４で展開される図柄変動ゲームの演出に応じて、前記可動演
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出装置３３や回転演出装置３１が制御手段により作動制御されて、可動体３５や回転体３
１ａが作動されて動的な演出により遊技の興趣が高められる。また可動演出装置３３に配
設されている両照明装置３７,５６も、図柄変動ゲームの演出に応じて制御手段により発
光制御されて、発光による演出により遊技の興趣が向上される。
【００５１】
　前記可動演出装置３３においては、前記可動体３５が待機位置に臨む状態では、図１お
よび図２に示す如く、前記装飾部材２２の開口部２２ａにおける図柄表示装置１４の表示
部が臨む部位より上方で、該可動体３５が前側から視認可能に臨む。また、可動体３５を
作動させる一対の回動アーム４０,４１の前面に配設されている前記装飾部品５５,５５の
一部が、可動体３５の外側に露出しており、該装飾部品５５,５５により可動体３５が装
飾されている。更に、前記ケース体３４の前面に配設されている装飾性を有する盤面装飾
板４９や突出面部５０が、可動体３５および回動アーム４０,４１の後側に臨んでいるか
ら、該可動体３５や回動アーム４０,４１で隠れていない部分の装飾性が低下するもので
はない。しかも、盤面装飾板４９に配設されている固定装飾部品５２によっても可動体３
５の周囲が装飾されると共に、該固定装飾部品５２は前記装飾部品５５や装飾部材２２に
配設されている装飾品２８と同種の形態とされているから、待機位置に臨む可動体３５の
周囲の装飾は統一がとれている。しかも、前記第２の照明装置５６の第２ＬＥＤ５６ｂ,
５６ｃを発光させれば、盤面装飾板４９や突出面部５０が裏側から照明されることで、可
動体３５の周囲において発光演出が行なわれ、遊技の興趣が向上する。
【００５２】
　前記可動演出装置３３のモータ３６が駆動されて前記伝達手段６０が回転し、前記第２
の回動アーム４１の作動軸５１が正方向に回転されると、第２の回動アーム４１の揺動に
伴って前記可動体３５が待機位置から作動位置に向けて移動される。このとき、第１の回
動アーム４０は、可動体３５の移動に追従して第２の回動アーム４１と同一方向に揺動し
、これによって可動体３５は姿勢を維持した状態で作動位置に向けて移動する。
【００５３】
　前記可動体３５が待機位置から作動位置に移動する際に、図１３および図１５に示す如
く、前記両回動アーム４０,４１は、該可動体３５で隠れない露出部位が大きくなる。し
かるに、回動アーム４０,４１の露出部位は、前記装飾部品５５,５５で覆われているから
、該回動アーム４０,４１が直に遊技者に視認されることはなく、装飾性が低下すること
はない。そして、前記作動ギヤ６３が所定角度回転し、前記可動体３５が作動位置に到来
すると、前記モータ３６が停止制御され、該可動体３５は作動位置に保持される。図１５
および図１６に示すように、可動体３５が作動位置に至った状態では、前記装飾部材２２
における収容部２２ｂに臨む前記盤面装飾板４９や突出面部５０が大きく露出して大部分
が前側から視認可能となる。前述したように盤面装飾板４９や突出面部５０は装飾性を有
しているから、可動板３５の移動によって盤面装飾板４９や突出面部５０が露出部分が大
きくなっても装飾性が低下することはない。また、この状態で前記第２の照明装置５６の
第２ＬＥＤ５６ｂ,５６ｃを発光させれば、盤面装飾板４９や突出面部５０が裏側から照
明されることで、今まで可動体３５で隠れていた部位で発光演出が行なわれ、遊技の興趣
がより向上する。
【００５４】
　ここで、検出不良等、何らかの原因によって前記可動体３５が作動位置を越えて移動す
るようモータ３６が作動しても、前記ストッパ５３,５３に回動アーム４０,４１上方から
当接することで、可動体３５の必要以上の下降は阻止され得る。すなわち、可動体３５が
意図しない位置まで下降することで、前記図柄表示装置１４の表示部で行なわれている図
柄変動ゲームの見せたい部分を隠してしまうのを防ぐことができる。
【００５５】
　前記可動体３５を作動位置で停止保持している状態で、前記モータ３６が逆方向に回転
駆動されると、前記第２の回動アーム４１が逆方向に揺動し、可動体３５は作動位置から
待機位置に向けて移動する。この場合も、前記第１の回動アーム４０は、可動体３５の移
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動に追従して第２の回動アーム４１と同一方向に揺動し、該可動体３５は姿勢を維持した
状態で移動する。前記作動ギア６３に配設した検出片６７が原位置検出手段６６で検出さ
れると(図１２参照)、前記モータ３６が停止制御され、このとき前記抜止め部材５４,５
４の係止部５４ａ,５４ａに回動アーム４０,４１が当接することで、該回動アーム４０,
４１を回動規制して可動体３５は待機位置に保持される。また、前記作動ギヤ６３および
前記レバー部材６５は、引張りコイルバネ６４,６４によって、可動体３５を待機位置に
向けて移動する方向に回動アーム４０,４１を付勢しているから、可動体３５は待機位置
に確実に保持される。
【００５６】
　前述したように、前記引張りコイルバネ６４,６４によって可動体３５を上方の待機位
置に向けて付勢する構成を採用することで、該可動体３５を下方の作動位置から待機位置
に向けて移動させる際にモータ３６に掛かる負荷を軽減することができる。すなわち、大
型の可動体３５であっても小型のモータを採用することができ、コストおよび小スペース
化を図り得る。なお、可動体３５を待機位置から作動位置に向けて下降させる場合は、モ
ータ３６は引張りコイルバネ６４,６４の弾力に抗して可動体３５を移動させることにな
るが、このときには可動体３５の重さ自体が下降する方向に作用するから、モータ３６に
掛かる負荷が著しく大きくなることはない。
【００５７】
　前述したように実施例の可動演出装置３３では、前記装飾部材２２の収容部２２ｂにお
いて前側から視認可能な盤面装飾板４９や突出面部５０の前側に可動体３５および一対の
回動アーム４０,４１を配設しているから、装飾部材２２の裏側に回動アーム４０,４１を
収容する空間を確保する必要はなく、図柄表示装置１４における表示部の前側に必要とな
るスペースを小さくして、他の部品の配設位置の自由度を増すことができる。しかも、回
動アーム４０,４１における露出部位を装飾部品５５で装飾して、可動体３５の待機位置
および作動位置の何れの位置においても回動アーム４０,４１が直に視認されることがな
いようにしてあるので、回動アーム４０,４１を隠すための部材を装飾部材２２や遊技盤
１２に配設する必要はない。更に、前記装飾部材２２に回動アーム４０,４１を隠すため
の部分を確保する必要はないから、開口部２２ａを大きくして図柄表示装置１４の大型化
に対応し得る。更にまた、大型の可動体３５を採用するのに伴って回動アーム４０,４１
が大型化しても、該回動アーム４０,４１を隠すための広いスペースを必要とせず、大型
の可動体３５を装飾性を低下させることなく採用することができる。
【００５８】
　前記可動体３５の待機位置および作動位置において回動アーム４０,４１の露出部位を
覆う装飾部品５５は、前記盤面装飾板４９の前側に配設されている固定装飾部品５２と同
種の形態としてあるから、可動体３５の動きによって露出する部分の大きさが変化する装
飾部品５５と固定装飾部品５２との違和感はなく、統一のとれた装飾効果が得られる。
【００５９】
　次に、前記可動体３５に配設した第１の照明装置３７の作用につき説明する。
【００６０】
　前記可動体３５に配設されている前記第１の照明装置３７の第１ＬＥＤ３７ｂを発光さ
せると、図７に示す如く、該光は前記透明部材３８の非反射領域３８ｄを透過して反射部
材３９の第１の反射面３９ａに至り、該第１の反射面３９ａで反射した光が、傾斜面３８
ｂから透明部材３８に導入される。そして、透明部材３８に導入された光は、該透明部材
３８の表面に沿って上方に進み、裏面および外周面に形成されている第２の反射面３８ｃ
で反射されて、当該透明部材３８における光を反射する処理を施していない前面から前方
に射出され、前記カバー部材５７の光透過部５７ａを裏側から照明する。
【００６１】
　前記第１の照明装置３７における第１基板３７ａは、図７に示す如く、該可動体３５を
構成するカバー部材５７と平行に延在するように配設してあるから、カバー部材５７の裏
側に必要とされる第１基板３７ａの配設スペースを小さくすることができ、可動体３５の
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薄型化を図り得る。また、第１の照明装置３７では、第１ＬＥＤ３７ｂから照射される光
を、第１の反射面３９ａでカバー部材５７と平行に延在する透明部材３８に端面側から導
入するようにしたから、該透明部材３８内で光が全体に広がり、少ない第１ＬＥＤ３７ｂ
によりカバー部材５７の全体を照明することができる。すなわち、可動体３５の薄型化を
図ったもとで、カバー部材５７の全体を少ない第１ＬＥＤ３７ｂにより照明し得る。
【００６２】
　前記第１の照明装置３７では、光が導入される透明部材３８自体に、第２の反射面３８
ｃを設けているから、該透明部材３８に導入された光が、一旦外部に出てから再び入射し
た後に前面から射出される場合に比して、光を減衰することなく前面から射出することが
でき、カバー部材５７における光透過部５７ａの全体を明るく照明することができる。ま
た、第１ＬＥＤ３７ｂの光を透明部材３８に導入し、該透明部材３８の広い面(前面)から
射出しているから、第１ＬＥＤ３７ｂからの光が光透過部５７ａで点光となって表われる
ことはなく、演出効果が損なわれることはない。
【００６３】
　実施例の可動演出装置３３では、薄型化が可能な第１の照明装置３７を備えた可動体３
５を採用すると共に、該可動体３５を作動させる一対の回動アーム４０,４１を、装飾性
を有する盤面装飾板４９や突出面部５０の前側に配設して構成したから、可動演出装置３
３の全体としての薄型化を図ることができる。従って、前記透明板１８と前記前枠１５の
ガラス板との間に必要な隙間を確保する必要のあるパチンコ機１０において、発光演出を
行ない得る可動演出装置３３を、スペース効率よく配置することができる。
【００６４】
(変更例)
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1) 実施例では、遊技盤を透明板と裏ユニットとから構成したが、合板からなる不透明な
板体を遊技盤とし、該板体に開設した開口部に装飾部材を配設した構成を採用し得る。
(2) 実施例では、可動演出装置を装飾部材の上部側に設けたが、該可動演出装置の配設位
置は、装飾部材の下部側あるいは左右の側部に設けてもよい。
(3) 実施例では、一対の回動アームを揺動させる作動機構の伝達手段として歯車機構を用
いたが、モータからの動力を回動アームに伝達し得るものであれば、ベルト－プーリやラ
ック－ピニオン等、その他の機構を採用し得る。
(4) 実施例では、一対の回動アームによって可動体を平行移動させる場合で説明したが、
一本の回動アームによって可動体を待機位置と作動位置との間を移動させるよう構成する
ことができる。
(5) 実施例では、ケース体の前面に別部材としての盤面装飾板を配設したが、該ケース体
の前面の全体に直に盤面装飾部を設けてもよい。この場合に、盤面装飾部において複数の
領域で異なる光拡散処理を施したり、異なる色彩を付与する構成を採用し得る。
(6) 実施例では、可動体に第１の照明装置を配設したが、第１の照明装置を透明板自体に
配設したり、あるいは前枠や中枠等に配設してもよい。
(7) 実施例では、第１ＬＥＤからの光を反射する反射部材と透明部材とを別体としたが、
透明部材に傾斜する第１の反射面を形成する構成を採用し得る。または、透明部材を省略
して反射部材の第１の反射面で反射した光を、ベース部材の板状本体の前面や側壁の内面
に形成した第２の反射面で反射して前方に照射するよう構成してもよい。この場合は、第
２の反射面が形成されるベース部材も第１の照明装置を構成するものとなる。
(8) 実施例では、第１の照明装置の発光体としてＬＥＤを採用したが、発光体はランプや
その他の光源を使用可能である。
(9) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やスロット
マシン、あるいはパチンコ球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であっても
よい。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の好適な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る。
【図３】実施例に係る遊技盤を透明板と裏ユニットとを分解した状態で示す側面図である
。
【図４】実施例に係る可動演出装置の主に可動体を分解した状態で示す斜視図である。
【図５】実施例に係る可動演出装置の主にケース体および作動機構を分解した状態で示す
斜視図である。
【図６】実施例に係る可動体を、カバー部材を取外した状態で示す正面図である。
【図７】実施例に係る可動体を、透明部材および反射部材を断面表示しない状態で示す縦
断側面図である。
【図８】実施例に係る透明部材を前側から見た斜視図である。
【図９】実施例に係る透明部材を裏側から見た斜視図である。
【図１０】実施例に係る反射部材を前側から見た斜視図である。
【図１１】実施例に係る反射部材を裏側から見た斜視図である。
【図１２】実施例に係る可動演出装置を、可動体を待機位置に保持した状態で示す斜視図
である。
【図１３】実施例に係る可動演出装置を、可動体を作動位置に保持した状態で示す斜視図
である。
【図１４】実施例に係る可動演出装置を、可動体を待機位置に保持した状態で示す正面図
である。
【図１５】実施例に係る可動演出装置を、可動体を作動位置に保持した状態で示す正面図
である。
【図１６】実施例に係る遊技盤を、可動演出装置の可動体を作動位置に保持した状態で示
す要部正面図である。
【図１７】実施例に係る裏ユニットの枠状本体を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１２　遊技盤
　１４　図柄表示装置
　２２ａ　開口部(表示部分)
　３３　可動演出装置
　３５　可動体
　３６　モータ(駆動手段)
　４０　第１の回動アーム(作動部材)
　４１　第２の回動アーム(作動部材)
　４９　盤面装飾板(盤面装飾部)
　５２　固定装飾部品
　５５　装飾部品
　６４　引張りコイルバネ(弾性部材)
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