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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の所定箇所に設けられる機構ベースに対して取り付けられる遊技機用可動演出装
置であって、
　遊技機前面より視認される装飾体と、前記機構ベースに組み付けられ前記装飾体より後
方に配置される後方取付部材とが連結軸を介して一体に連結され、当該後方取付部材と装
飾体との間に駆動源から駆動伝達されて前記連結軸を中心に回転する回転体と、
　前記回転体に移動可能に組み付けられ、前記駆動源の回転方向に応じて前記装飾体の後
方に収納された収納位置と当該装飾体の外周より外側へ移動して前記装飾体の意匠面を拡
大表示する作動位置との間を移動する可動体と、を備え、
　前記回転体が、前記可動体を収納位置から作動位置へ移動する所定方向へ回転すると、
当該可動体は収納位置から作動位置へ移動し、更に回転体が回転すると作動位置を維持し
たまま前記連結軸を中心に当該回転体と一体となって回転することを特徴とする遊技機用
可動演出装置。
【請求項２】
　前記回転体は、前記駆動源により前記連結軸を中心に正逆回転駆動される主歯車と、該
主歯車の回転動作に応じて前記連結軸と平行な回転軸を中心に自転して前記可動体を収納
位置と可動位置の間で移動させる可動歯車と、当該可動歯車を回転可能に軸支するととも
に前記連結軸を中心に回転可能なケース体を備え、
　前記可動歯車とケース体との間に、前記可動体の収納位置と作動位置を位置決めする規
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制手段を有する請求項１記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項３】
　前記可動歯車に突設された規制片が前記ケース体に設けられた長孔に挿入されており、
前記可動歯車の自転により前記規制片が長孔のいずれかの端部に当接することで前記可動
体が収納位置若しくは作動位置で移動が規制されたまま位置決めされる請求項２記載の遊
技機用可動演出装置。
【請求項４】
　前記可動歯車と対向する装飾体若しくは後方取付部材の対向面には、前記主歯車の所定
方向への回転にともなって自転する前記可動体の自転を補助する補助規制部が設けられて
いる請求項２又は３記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項５】
　前記主歯車が所定方向へ回転すると、前記可動歯車の規制片と前記補助規制部とが干渉
したまま前記可動歯車が自転し前記可動体を収納位置から作動位置へ移動させ、更に前記
可動歯車の規制片が前記ケース体の長孔の一端部と当接し前記可動歯車の自転が規制され
前記可動体を作動位置にて位置決めするとともに、前記可動歯車の自転が規制された状態
において、前記可動体の規制片と前記補助規制部との干渉は回避されており、前記主歯車
のさらなる所定方向への回転によって前記可動体が作動位置を維持したまま前記可動歯車
を軸支するケース体を介して前記主歯車の周囲を公転する請求項４記載の遊技機用可動演
出装置。
【請求項６】
　前記装飾体若しくは後方取付部材と対向配置された前記ケース体の各対向面において、
前記回転体の所定方向への回転は許容するが逆方向の回転を規制する回転規制リブが相互
に形成されている請求項１乃至５のいずれか１項記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項記載の遊技機用可動演出装置を備えた遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機用可動演出装置及びこれを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機などの遊技機は、外枠に対して開閉可能に設けられた内枠に遊技盤が着脱可
能に組み付けられている。内枠には前面枠が開閉可能に設けられている。
【０００３】
　遊技盤の盤面上に形成される遊技領域においては、図柄表示装置（液晶表示装置）の表
示画面の拡大に伴い、遊技領域に配置される可動体を含む演出装置の設置面積の確保が難
しくなっている。
　そこで、図柄表示装置の周囲に設けられる役物や遊技領域に設けられる可動体を含む演
出装置をコンパクトに設け、遊技性に合わせて意匠面が拡大するように設けられた遊技機
が提案されている。
【０００４】
　具体的には、放射状に分割された可動板の後方に意匠面を備えた装飾体を設け、アクチ
ュエータの駆動により意匠面を被覆する第１位置と意匠面の一部を露出する第２位置との
間で可動板を放射方向に移動させることで、演出装置の小型化を図った遊技機が提案され
ている（特許文献１参照）。
【０００５】
　また、図柄表示装置の前方にリング状の第１，第２回転体を同軸状に配置し、第１，第
２回転体の間に複数の可動片が第１回転体に回動可能に軸支されかつ第２回転体に係合し
て設けられ、第１，第２回転体を速度差を設けて回転駆動することにより可動片を径方向
に出没運動を繰り返して、図柄表示装置の表示面積を変化させるようにした遊技機も提案
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されている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２２２４３６号公報
【特許文献２】特開２００８－２８４１１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した特許文献１の演出装置は、図柄表示装置の周囲に組み込まれる
場合には、コンパクトに設置できるが、意匠面が隠れるため、興趣に薄れる。また、遊技
性と連動して可動板が放射状に移動するため、意匠面による演出効果が発揮され難い。ま
た、可動板は放射状に移動して意匠面が表示されるため、演出装置の周囲には障害物とな
る装飾部品を設けることができない。
　また、特許文献２の演出装置においては、図柄表示装置の表示面積を変化させることで
演出効果を狙っているが、表示部の面積が広がるわけではなく、可動片が第１，第２回転
体から図柄表示装置の面積を狭めるように出没することにより意匠面の変化は限定的なも
のとなる。
【０００８】
　本発明の目的は、装飾体の意匠面の表示面積を減らすことなくコンパクトに設置でき、
しかも可動体が作動すると意匠面の表示面積を拡大表示して演出効果を向上させた遊技機
用可動演出装置及びこれを備えた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は上記目的を達成するため、次の構成を備えることを特徴とする。
　遊技機の所定箇所に設けられる機構ベースに対して取り付けられる遊技機用可動演出装
置であって、遊技機前面より視認される装飾体と、前記機構ベースに組み付けられ前記装
飾体より後方に配置される後方取付部材とが連結軸を介して一体に連結され、当該後方取
付部材と装飾体との間に駆動源から駆動伝達されて前記連結軸を中心に回転する回転体と
、前記回転体に移動可能に組み付けられ、前記駆動源の回転方向に応じて前記装飾体の後
方に収納された収納位置と当該装飾体の外周より外側へ移動して前記装飾体の意匠面を拡
大表示する作動位置との間を移動する可動体と、を備え、前記回転体が、前記可動体を収
納位置から作動位置へ移動する所定方向へ回転すると、当該可動体は収納位置から作動位
置へ移動し、更に回転体が回転すると作動位置を維持したまま前記連結軸を中心に当該回
転体と一体となって回転することを特徴とする。
【００１０】
　前記回転体は、前記駆動源により前記連結軸を中心に正逆回転駆動される主歯車と、該
主歯車の回転動作に応じて前記連結軸と平行な回転軸を中心に自転して前記可動体を収納
位置と可動位置の間で移動させる可動歯車と、当該可動歯車を回転可能に軸支するととも
に前記連結軸を中心に回転可能なケース体を備え、前記可動歯車とケース体との間に、前
記可動体の収納位置と作動位置を位置決めする規制手段を有することを特徴とする。
【００１１】
　前記可動歯車に突設された規制片が前記ケース体に設けられた長孔に挿入されており、
前記可動歯車の自転により前記規制片が長孔のいずれかの端部に当接することで前記可動
体が収納位置若しくは作動位置で移動が規制されたまま位置決めされることを特徴とする
。
【００１２】
　前記可動歯車と対向する装飾体若しくは後方取付部材の対向面には、前記主歯車の所定
方向への回転にともなって自転する前記可動体の自転を補助する補助規制部が設けられて
いることを特徴とする。
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【００１３】
　前記主歯車が所定方向へ回転すると、前記可動歯車の規制片と前記補助規制部とが干渉
したまま前記可動歯車が自転し前記可動体を収納位置から作動位置へ移動させ、更に前記
可動歯車の規制片が前記ケース体の長孔の一端部と当接し前記可動歯車の自転が規制され
前記可動体を作動位置にて位置決めするとともに、前記可動歯車の自転が規制された状態
において、前記可動体の規制片と前記補助規制部との干渉は回避されており、前記主歯車
のさらなる所定方向への回転によって前記可動体が作動位置を維持したまま前記可動歯車
を軸支するケース体を介して前記主歯車の周囲を公転することを特徴とする。
【００１４】
　前記装飾体若しくは後方取付部材と対向配置された前記ケース体の各対向面において、
当該回転体の所定方向への回転は許容するが逆方向の回転を規制する回転規制リブが相互
に形成されていることを特徴とする。
【００１５】
　また、遊技機においては、上述した遊技機用可動演出装置を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　上述した遊技機用可動演出装置を用いれば、駆動源の回転方向に応じて装飾体の後方に
収納された収納位置と当該装飾体の外周より外側へ移動して前記装飾体の意匠面を拡大表
示する作動位置との間を移動可能な可動体が回転体に組み付けられているので、装飾体の
意匠面の表示面積を減らすことなくコンパクトに設置でき、しかも回転体が、可動体を収
納位置から作動位置へ移動する所定回転方向へ回転すると、当該可動体は収納位置から作
動位置へ移動し、更に回転体が回転すると作動位置を維持したまま一体となって回転する
ので、装飾体の意匠面の表示面積を拡大表示したまま動きを伴った意外性のある演出を行
うことができる。
【００１７】
　また、回転体は、駆動源により連結軸を中心に正逆回転駆動される主歯車に連結軸と平
行な回転軸を中心に自転する可動歯車によって、可動体を収納位置と作動位置の間で移動
させるので、単一の駆動源並びに歯車どうしの噛み合いにより可動体を動作させることが
でき、可動演出装置を小型化することができる。また、可動歯車とケース体との間に、可
動体の収納位置と作動位置を位置決めする規制手段を有するので、可動体をケース体の回
転方向に応じて作動位置と収納位置とで確実に位置決めすることができる。
【００１８】
　また、可動歯車に突設された規制片がケース体に設けられた長孔に挿入されており、可
動歯車の自転により規制片が長孔のいずれかの端部に当接することで可動体が収納位置若
しくは作動位置で移動が規制されたまま位置決めされるので、可動歯車の自転により可動
体が装飾体の外周より出没し、可動歯車の自転が規制されると可動体の位置が規制される
ので、可動体の移動動作が簡易な構成で実現できる。
【００１９】
　可動歯車と対向する装飾体若しくは後方取付部材の対向面には、主歯車の所定方向への
回転にともなって自転する可動体の自転を補助する補助規制部が設けられていると、可動
歯車の自転を補助するので確実に可動歯車を自転させるとともに可動体の収納位置から作
動位置へ移動をスムーズに行なうことができる。
【００２０】
　装飾体または後方取付部材と対向配置されたケース体の対向面において、回転体の所定
方向への回転は許容するが逆方向の回転を規制する回転規制リブが相互に形成されている
と、可動体の公転動作停止をケース体と後方取付部材に設けられた回転規制リブどうしの
突き当てという簡易な構成で実現でき、更には回転規制リブどうしが突き当たったまま可
動歯車の自転を促して可動体を作動位置から収納位置へ移動させることができる。
【００２１】
　上述した遊技機用可動演出装置を備えた遊技機においては、装飾体の意匠面の表示面積
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はかわらずに、可動体が作動位置へ移動すると装飾体の意匠面の表示面積を拡大表示しさ
らに回転体が回転すると作動位置を維持したまま連結軸を中心に当該回転体と一体となっ
て回転するので、遊技状態に応じて意匠面を拡大し、更に回転体と可動体が一体となって
回転するので意外性のある演出を行うことができ、限られた遊技領域内で遊技者の興趣が
尽きない多彩な演出を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】遊技機の正面図である。
【図２】可動演出装置の正面図及び斜視図である。
【図３】図３の可動演出装置の矢印Ａ－Ａ断面図及び矢印Ｂ－Ｂ断面図である。
【図４】図３の可動演出装置の矢印Ｃ－Ｃ断面図である。
【図５】可動演出装置の前方側から見た分解斜視図である。
【図６】可動演出装置の後方側から見た分解斜視図である。
【図７】可動体を含む回転体の分解斜視図である。
【図８】後方取付部材の後面斜視図及び前面斜視図である。
【図９】第２回転板の後面斜視図及び前面斜視図である。
【図１０】遊星歯車と可動歯車の噛み合い状態を示す後面斜視図及び前面斜視図である。
【図１１】可動演出装置の可動体の動作状態を示す斜視図である。
【図１２】回転体内部の太陽歯車、遊星歯車、可動歯車の噛み合い状態と可動体の位置と
の関係を示す正面視した状態図である。
【図１３】回転体の回転と可動体の位置関係を示す背面視した状態図である。
【図１４】第２回転体の回転方向に応じた後方取付部材との回転規制リブの状態説明図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
　図１を参照して本実施形態に係る遊技機の概略構成について説明する。本実施形態では
遊技機の一例としてパチンコ機を例示して説明するものとする。パチンコ機１は、外枠２
と遊技盤３が設けられた内枠（図示せず）と、該内枠を覆う前面枠４を備えている。図示
しない内枠は、ヒンジ４ａ，４ｂにより外枠２に対して開閉可能に取り付けられている。
また前面枠５は内枠に対して開閉可能に取り付けられている（ヒンジ部図示せず）。前面
枠５の中央部には遊技者が遊技盤３を視認できる窓部（ガラス枠）６が設けられている。
該窓部６の周囲にはスピーカー７や装飾部（図示せず）などが設けられる。
【００２４】
　また、窓部６の下方には、貸球や賞球を貯留し図示しない球発射装置へ球を誘導する球
受け皿８が設けられている。また、球受け皿８の右側には図示しない球発射装置が遊技球
を遊技領域に向けて打ち出すための発射ハンドル９が設けられている。
【００２５】
　遊技盤３の盤面上に形成される遊技領域内には、中央部に図柄表示装置（液晶表示装置
）１０を備えたセンター役物１１が設けられ、その周囲には図示しない釘、スルーチャッ
カー１２、風車１３、電動チューリップ１４、アタッカー１５、遊技盤レール１６、サイ
ドランプ１７などの盤面部品やアウト球（電動チューリップ１４，アタッカー１５に入賞
しなかった遊技球）を回収するアウト口（図示せず）などが設けられている。
【００２６】
　センター役物１１には、遊技状態に応じて可動体が移動する可動演出装置１９が設けら
れている。可動演出装置１９には、例えば後述する可動体が装飾体２０の後方に収納され
た収納位置と当該装飾体２０の外周より外側へ移動して意匠面を拡大表示する作動位置と
の間を移動可能に組み付けられている。
【００２７】
　可動演出装置１９の概略構成について図２乃至図１４を参照して説明する。
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　図２（ａ）（ｂ）に示すように、可動演出装置１９は、遊技領域の所定箇所に組み付け
られる機構ベース（固定板，可動板等）に組み付けられる。遊技機前面より視認される装
飾体２０と後方取付部材２１とが連結軸２２（固定軸）を介して一体に連結されている（
図５参照）。装飾体２０と後方取付部材２１との間に駆動源であるモータ２３（駆動源）
から駆動伝達されて回転する回転体２６を備えている。装飾体２０は、意匠台座２０ａに
リング状のフレーム２０ｂがねじ２０ｃにより一体に組み付けられたものが用いられる（
図５，図６参照）。
【００２８】
　図５において、回転体２６には、当該回転体２６の回転に応じて移動する可動体２５が
設けられている。可動体２５は装飾体２０の後方に収納された収納位置と当該装飾体２０
の外周より外側へ移動して意匠面を拡大表示する作動位置との間を移動可能に組み付けら
れている。以下、具体的に説明する。
【００２９】
　図３（ａ）において、後方取付部材２１の後面にはモータ２３が一体に組み付けられ、
モータ軸２３ａに設けられたモータ歯車２３ｂは、後方取付部材２１の前面側に組み付け
られる伝達歯車２７と噛み合っている。
【００３０】
　図３（ａ）において、回転体２６は装飾体２０と後方取付部材２１との間に配置され、
モータ２３から駆動伝達されて連結軸２２を中心に正逆回転駆動される。回転体２６は、
軸方向で前面側より第１回転体２６ａ（第１ケース体）と第２回転体２６ｂ（第２ケース
体）とが一体に組み付けられている（図５参照）。これらの間に連結軸２２を中心に回転
駆動される伝達歯車２７と同軸状に一体に組み付けられた太陽歯車（主歯車）２８と、該
太陽歯車２８の周囲で噛み合う複数の遊星歯車２９と、遊星歯車２９と噛み合う可動歯車
３０ａ，３０ｂが各々従動回転可能に軸支されている（図７参照）。図３（ｂ）に示すよ
うに伝達歯車２７に設けられたボス孔２７ａに太陽歯車２８に設けられたボス２８ａを嵌
め込み、伝達歯車２７の後面からねじ２７ｂによりボス２８ａのねじ孔に螺合することに
より一体に組み付けられる（図５，図６参照）。これら伝達歯車２７と太陽歯車２８は、
連結軸２２の周囲に回転可能に軸支される。
【００３１】
　図７において、第２回転体２６ｂは、リング状に形成されており内周側に軸孔２６ｃが
周方向に６箇所で等間隔に形成されており、外周側に軸孔２６ｄが周方向に１２箇所で等
間隔に形成されている。また、軸孔２６ｄの周囲には、一つおきに円弧状の長孔２６ｅが
各々形成されている（図９（ｂ）参照）。
　また、図７に示すように、第１回転体２６ａは円板状に形成されており、内周側に軸孔
２６ｆが周方向に６箇所で等間隔に形成されており、外周側に軸孔２６ｇが周方向に１２
箇所で等間隔に形成されている。また、軸孔２６ｇの周囲には、円弧状の長孔２６ｈが径
方向内側に湾曲部を向けて各々形成されている。
【００３２】
　図１０（ａ）（ｂ）に示すように、１つの遊星歯車２９には、一対の可動歯車３０ａ，
３０ｂが噛み合っている。一対の可動歯車３０ａ，３０ｂのうち一方の可動歯車３０ｂの
後面側には規制リブ３０ｃ（規制片）が突設されている（図１０（ａ）参照）。また、可
動歯車３０ａ，３０ｂの前面側にはボス３０ｄが各々突設されている（図１０（ｂ）参照
）。可動歯車３０ａ，３０ｂは、周方向に所定範囲にわたって形成されており、所定範囲
内で回転が許容されるようになっている。
【００３３】
　図７において、遊星歯車２９の回転軸２９ａは、第１回転体２６ａの軸孔２６ｆと第２
回転体２６ｂの軸孔２６ｃに嵌め込まれて回転可能に軸支されている。また可動歯車３０
ａ，３０ｂの回転軸３０ｅは、第１回転体２６ａの軸孔２６ｇと第２回転体２６ｂの軸孔
２６ｄに嵌め込まれて回転可能に軸支されている。
　また、可動歯車３０ａ，３０ｂの前面側に突設されたボス３０ｄは、第１回転体２６ａ
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の長孔２６ｈに挿入されており（図１２（ａ）（ｂ）参照）、可動歯車３０ｂの後面側に
突設された規制リブ３０ｃは第２回転体２６ｂの長孔２６ｅに挿入されている（図１３（
ａ）（ｂ）参照）。
【００３４】
　第１回転体２６ａと第２回転体２６ｂは、遊星歯車２９及び可動歯車３０ａ，３０ｂを
挟み込んだまま、ねじ２６ｐによって各々ねじ止め固定されている（図４参照）。また、
図７に示すように第１回転体２６ａの前面には、基板３１を重ね合わせてねじ３２によっ
て一体にねじ止めされる。回転体２６には、ねじ３２がねじ嵌合するボス２６ｉが突設さ
れている。基板３１には、ＬＥＤ３１ａ等の発光部品が実装されており、後述する可動体
２５を光らせるようになっている。
【００３５】
　図７において、可動体２５は、大型フィン２５ａが６枚と小型フィン２５ｂが６枚の合
計１２枚のフィンが、第１回転体２６ａの前面に交互に組み付けられる。具体的には、第
１回転体２６ａの長孔２６ｈに挿入された可動歯車３０ａのボス３０ｄには、小型フィン
２５ｂのねじ穴２５ｃが位置合わされてねじ３３により固定される。また、第１回転体２
６ａの長孔２６ｈに挿入された可動歯車３０ｂのボス３０ｄには、大型フィン２５ａのね
じ孔２５ｄが位置合わせされてねじ３４により固定される。このように、第１回転体２６
ａの長孔２６ｈに交互に挿入された可動歯車３０ａ，３０ｂのボス３０ｄに対して小型フ
ィン２５ｂと大型フィン２５ａが交互にねじ止めされて固定されている。
【００３６】
　図８（ａ）において、後方取付部材２１の後面には、機構ベースやモータ２３を組み付
け可能なボス２１ａが４箇所に突設されている。また、後方取付部材２１の中央部には、
連結軸２２の後端部のＤカット部を挿入可能な軸受け部２１ｂが設けられている。軸受け
部２１ｂの周囲には、伝達歯車２７を収容する歯車収容部２１ｃが設けられている。この
歯車収容部２１ｃの後面側の一部に切欠き部２１ｄが設けられており、該切欠き部２１ｄ
を通じて伝達歯車２７とモータ歯車２３ｂが噛み合うように組み付けられる（図６参照）
。
【００３７】
　図８（ｂ）において、後方取付部材２１の前面には、歯車収容部２１ｃの外周側に、回
転規制リブ２１ｅが周方向に６箇所で等間隔に形成されている。回転規制リブ２１ｅは、
後方取付部材２１にスリット２１ｆを穿設することにより形成されており（図８（ａ）参
照）、正面視で時計回り方向に回転するにしたがって回転規制リブ２１ｅの高さが漸進高
くなるように形成されている（図８（ｂ）参照）。また、歯車収容部２１ｃの外周側には
円弧状の突壁部２１ｇ（補助規制部）が隣り合う回転規制リブ２１ｅどうしと両側が重な
り合うように周方向に６箇所で等間隔で突設されている。突壁部２１ｇは、太陽歯車２８
の所定方向への回転にともなって自転する可動体２５（大型フィン２５ａ，小型フィン２
５ｂ）の自転を補助している。
　また、図９（ａ）において、第２回転体２６ｂの後面側には回転規制リブ２６ｋが周方
向に６箇所で等間隔に、上記後方取付部材２１の回転規制リブ２１ｅと対向する位置に形
成されている。回転規制リブ２６ｋは、正面視で反時計回り方向に回転するにしたがって
回転規制リブ２６ｋの高さが漸進高くなるように厚肉状に形成されている（図１４（ａ）
参照）。
【００３８】
　後方取付部材２１の回転規制リブ２１ｅは、第２回転体２６ｂが時計回り方向への回転
する際には、回転規制リブ２６ｋの高さが低い端部２６ｋ１が回転規制リブ２１ｅの高さ
が低い端部２１ｅ１より乗り上げて当該回転規制リブ２１ｅの軸方向への変形を伴って段
差を吸収しながら回転する（図１４（ｂ）（ｃ）参照）。しかしながら、第２回転体２６
ｂが反時計回り方向への回転する際には、回転規制リブ２６ｋの高さが高い端部２６ｋ２
が、回転規制リブ２１ｅの高さが高い端部２１ｅ２と突き当たって回転が規制される（図
１４（ａ）参照）。即ち、後方取付部材２１の回転規制リブ２１ｅは、回転体２６の一方
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向（正面視で時計回り方向）の回転は許容するが逆方向（正面視で反時計回り方向）への
回転を規制するように設けられている。
【００３９】
　ここで、可動演出装置の組付け構成の一例について説明する。図５及び図６において、
後方取付部材２１の後面側にボス２１ａにモータ２３をねじ止めして組み付ける。また、
後方取付部材２１の前面側に軸受け部２１ｂに連結軸２２を嵌め込んで、後方取付部材２
１の後面側に突出した軸端部に設けられた周溝２２ａに止め輪３５ａを嵌め込んで抜け止
めすることにより一体に組み付けられる。また、伝達歯車２７と太陽歯車２８をねじ２７
ｂによりねじ止めすることにより一体化して（図３（ｂ），図５（ｂ）参照）、当該伝達
歯車２７を歯車収容部２１ｃに収容するように連結軸２２に嵌め込む。このとき、伝達歯
車２７はモータ歯車２３ａと噛み合う（図３（ａ），図５（ａ）参照）。
【００４０】
　次に、第１回転体２６ａと第２回転体２６ｂとの間に、遊星歯車２９とその周囲に噛み
合う可動歯車３０ａ，３０ｂが回転可能に軸支されたまま、第２回転体２６ｂの後面側よ
りねじ２６ｐによりねじ止めされて回転体２６が形成される（図４，図６参照）。この回
転体２６の第１回転体２６ａに可動体２５（大型フィン２５ａ，小型フィン２５ｂ）がね
じ３３，３４によりねじ止めされ（図７参照）、基板３１がねじ３２によりねじ止めされ
た状態で、第１回転体２６ａの軸孔２６ｍに連結軸２２が挿通するように回転体２６を組
み付ける（図４参照）。
【００４１】
　最後に、意匠台座２０ａとフレーム２０ｂをねじ２０ｃにて一体に組み付けてなる装飾
体２０の当該意匠台座２０ａの中心に設けられた軸受け部２０ｄに連結軸２２のＤカット
された前端部を嵌め込んで、意匠台座２０ａの前面側に突出した軸端部に設けられた周溝
２２ｂに止め輪３５ｂを嵌め込んで抜け止めすることにより一体に組み付けられる。
　このとき、図２（ｂ）に示すように可動体２５（大型フィン２５ａ，小型フィン２５ｂ
）は、装飾体２０の後面側に隠れた状態で組み付けられている。
【００４２】
　次に上述のように構成された可動演出装置の演出動作の一例について図１、図２及び図
１１乃至図１４を参照して説明する。尚、可動体２５のフィンが複数あるため、特定の大
型フィン２５ａ及び小型フィン２５ｂの動作を中心に説明するものとする。
【００４３】
　図１において、可動演出装置１９は、例えば、図柄表示装置８の上縁部に設けられたセ
ンター役物１１の一部に設けられている。このとき、可動体２５（大型フィン２５ａ，小
型フィン２５ｂ）は、装飾体２０の後面側に隠れた収納位置にある（図２（ｂ），図１２
（ａ）参照）。また、図１２（ａ）に示すように、可動歯車３０ａ，３０ｂはボス３０ｄ
が長孔２６ｈの一端２６ｈ１に突き当たった位置にある。尚ボス３０ｄには、大型フィン
２５ａ，小型フィン２５ｂが各々ねじ止めされている。
【００４４】
　また、図１３（ａ）において、可動歯車３０ｂの後面側に突設された規制リブ３０ｃ（
規制片）は、後方取付部材２１の突壁部２１ｇ間であって、第２回転体２６ｂの長孔２６
ｅの一端２６ｅ１に突き当たった状態であって、回転規制リブ２１ｅの高さの高い端部２
１ｅ２と回転規制リブ２６ｋの高さの高い端部２６ｋ２どうしが突き当たった状態にある
（図１４（ａ）参照）。
【００４５】
　例えば、遊技状態、図柄表示装置８の画面でリーチが発生したり、大当たりが発生した
りした場合などに、図示しない制御部がモータ２３を起動させる。
　図１２（ｂ）において、モータ２３が所定方向（例えば図５の正面視で反時計回り方向
）に所定量回転すると、伝達歯車２７と一体に組み付けられた太陽歯車２８は正面視で時
計回り方向へ回転する。このとき、遊星歯車２９が正面視で反時計回り方向へ回転するた
め、該遊星歯車２９と各々噛み合う可動歯車３０ａ，３０ｂは正面視で時計回り方向へ回
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転する。このとき、ボス３０ｄは、長孔２６ｈを一端２６ｈ１から他端２６ｈ２に突き当
たる位置まで可動歯車３０ａ，３０ｂが回転する。このため、ボス３０ｄに各々組み付け
られている小型フィン２５ｂ，大型フィン２５ａが回転体２６の外周より外側へ突出した
作動位置へ移動する。このとき、可動体２５（大型フィン２５ａ，小型フィン２５ｂ）は
、装飾体２０の外側に突出した状態となる（図１１参照）。
【００４６】
　また、図１３（ｂ）において、可動歯車３０ｂの後面側に突設された規制リブ３０ｃは
、第２回転体２６ｂの長孔２６ｅの一端２６ｅ１から他端２６ｅ２に突き当たった位置で
停止する。この状態で図１２（ｂ）に示す可動歯車３０ａ，３０ｂの回転がロックされる
ので、これらと噛み合う遊星歯車２９の回転もロックされる。従って、太陽歯車２８が正
面視で時計回り方向へ更に回転すると、遊星歯車２９を介して回転体２６が正面視で時計
回り方向に太陽歯車２８を中心に所定量だけ公転する。このとき規制リブ３０ｃは、後方
取付部材２１の突壁部２１ｇより外周側に逃げた位置（長孔２６ｅの他端２６ｅ２に突き
当たった位置）にあるので、回転体２６が公転しても干渉することはない。尚、図１２（
ａ）（ｂ）において実際には、可動歯車３０ｂが自転を開始すると回転体２６も僅かに時
計回り方向（正面視で反時計回り方向）に公転をする。このとき、図１３（ａ）に示す規
制リブ３０ｃに突壁部２１ｇの端部が突き当たり、当該規制リブ３０ｃが長孔２６ｅの一
端２６ｅ１から他端２６ｅ２への移動が促される、即ち可動歯車３０ｂの自転を補助する
ようになっている。
　また、図１４（ｂ）において、回転体２６が正面視で時計回り方向に公転すると、回転
規制リブ２６ｋの端部２６ｋ２が回転規制リブ２１ｅの端部２１ｅ２と突き当たった位置
（図１４（ａ）参照）から矢印方向へ回転するため、回転規制リブ２６ｋの端部２６ｋ２
が回転規制リブ２１ｅの端部２１ｅ２から離間した状態となる。
【００４７】
　次に、図１２（ｂ）において、モータ２３を所定方向（例えば反時計回り方向）に連続
回転すると、伝達歯車２７と一体に組み付けられた太陽歯車２８は時計回り方向へ回転す
る。図１３（ｂ）において、遊星歯車２９及び可動歯車３０ａ，３０ｂはロック状態にあ
るので、回転体２６は遊星歯車２８を介して正面視で時計回り方向に太陽歯車２８を中心
に公転する。このとき、図１４（ｃ）に示すように、回転体２６が矢印方向に回転して回
転規制リブ２６ｋの高さが低い端部２６ｋ１が回転規制リブ２１ｅの高さが低い端部２１
ｅ１より乗り上げる摺動動作を繰り返しながら、当該回転規制リブ２１ｅの軸方向への変
形を伴って段差を吸収しながら回転する。
【００４８】
　図１１に示すように可動演出装置１９は、可動体２５（大型フィン２５ａ，小型フィン
２５ｂ）が装飾体２０の外側に突出した状態、即ち、意匠面の表示面積を拡大した状態で
、時計回り方向に連続回転する。このとき、基板３１に搭載したＬＥＤ３１ａ（図５参照
）を点灯することで可動体２５を光らせることも可能である。
　このように、装飾体２０の意匠面の表示面積はかわらずに、可動体２５が作動すると意
匠面の表示面積を拡大表示することができるので、遊技状態に応じて意匠面を拡大して意
外性のある装飾効果が得られ、限られた遊技領域内に設置して遊技者の興趣が尽きない多
彩な演出を行なうことができる。また、大きさの異なる可動体２５（大径フィン２５ａ，
小型フィン２５ｂ）を使用することで、収納位置において装飾体２０の後面側にコンパク
トに収納することができ、作動位置へ移動し更に回転することにより視覚的な演出効果が
高くなる。
【００４９】
　次に、可動体２５を収納する場合には、連続運転するモータ２３の駆動を一旦停止させ
てから、起動時と反対方向へ所定量回転駆動（即ち正面視で時計回り方向へ駆動）する。
尚、モータ２３の回転停止位置は、図１３（ａ）に示す所期位置と同様の状態となる。
【００５０】
　このとき、図１２（ａ）において、伝達歯車２７と一体に組み付けられた太陽歯車２８
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が反時計回り方向へ回転し、遊星歯車２９が時計回り方向へ回転するため、該遊星歯車２
９と各々噛み合う可動歯車３０ａ，３０ｂは反時計回り方向へ回転し、ボス３０ｄは、長
孔２６ｈを他端２６ｈ２に係止した位置（図１２（ｂ）参照）から一端２６ｈ１に係止す
る位置まで可動歯車３０ａ，３０ｂが回転する。尚、規制リブ３０ｃは、図１３（ａ）に
示す後方取付部材２１の突壁部２１ｇどうしの間に位置するため、長孔２６ｅの一端２６
ｅ１へ戻る際に突壁部２１ｇと干渉することはない。このため、ボス３０ｄに各々組み付
けられている小型フィン２５ｂ，大型フィン２５ａが回転体２６の外周より外側へ突出し
た作動位置（図１１参照）から、図１２（ａ）に示すように回転体２６の軸方向への投影
面積内に設けられる収納位置へ移動する。このとき、可動体２５（大型フィン２５ａ，小
型フィン２５ｂ）は、装飾体２０の後面側に収納された状態となる（図２（ｂ）参照）。
【００５１】
　また、図１４（ｃ）において、回転体２６は図の矢印と反対方向に回転するため、図１
４（ｂ）の状態を経て図１４（ａ）に示す回転規制リブ２６ｋは一番近い回転規制リブ２
１ｅの端部２１ｅ２と回転規制リブ２６ｋの端部２６ｅ２が突き当たった状態で回転停止
する。
【００５２】
　モータ２３は、可動体が収納位置から作動位置まで移動した段階で一旦停止し、可動体
２５の作動位置（意匠面を拡大した状態）を保持してもよいし、モータ２３を停止させず
回転体２６をそのまま回転させてもよい。或いは、可動体２５の作動位置からモータ２３
を逆回転させて収納位置に戻すようにしてもよい。
【００５３】
　上記実施形態は、可動演出装置１９が図１に示すパチンコ機１のセンター役物１１の固
定された機構ベースに組み付けられたまま作動する場合について説明したが、これに限定
されるものではなく、可動の機構ベースに組み付けられていても良い。例えば、遊技状態
に応じて、図１の仮想線に示す可動アーム３６がラック‐ピニオンの噛みあいにより図柄
表示装置（液晶表示装置）１０の上方から図柄表示装置（液晶表示装置）１０の前方空間
へ変位するようになっており、この可動アーム３６の先端に可動演出装置１９が設けられ
ていても良い。
【００５４】
　また、遊技機の一例としてパチンコ遊技機について説明したが、他に例えばアレンジボ
ール遊技機、パチスロ遊技機、雀球遊技機等の他の遊技機に設けられる演出装置に適用す
ることも可能である。
【符号の説明】
【００５５】
　　１　パチンコ機
　　２　外枠　
　　３　遊技盤　
　　４ａ，４ｂ　ヒンジ　
　　５　前面枠　
　　６　窓部　
　　７　スピーカー　
　　８　球受け皿　
　　９　発射ハンドル　
　　１０　図柄表示装置（液晶表示装置）　
　　１１　センター役物　
　　１２　スルーチャッカー　
　　１３　風車　
　　１４　電動チューリップ　
　　１５　アタッカー　
　　１６　遊技盤レール　
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　　１７　サイドランプ　
　　１９　可動演出装置　
　　２０　装飾体　
　　２０ａ　意匠台座　
　　２０ｂ　フレーム　
　　２０ｃ，２６ｐ，２７ｂ，３２，３３，３４　ねじ　
　　２０ｄ，２１ｂ　軸受け部　
　　２１　後方取付部材　
　　２１ａ，２６ｉ，２８ａ，３０ｄ　ボス　
　　２１ｃ　歯車収容部　
　　２１ｄ　切欠き部　
　　２１ｅ，２６ｋ　回転規制リブ　
　　２１ｆ　スリット　
　　２１ｇ　突壁部　
　　２２　連結軸　
　　２２ａ，２２ｂ　周溝　
　　２３　モータ　
　　２３ａ　モータ軸　
　　２３ｂ　モータ歯車　
　　２４　回転駆動機構　
　　２５　可動体　
　　２５ａ　大型フィン　
　　２５ｂ　小型フィン　
　　２５ｃ，２５ｄ　ねじ孔　
　　２６　回転体　
　　２６ａ　第１回転体（第１ケース体）　
　　２６ｂ　第２回転体（第２ケース体）　
　　２６ｃ，２６ｄ，２６ｆ，２６ｇ,２６ｍ　軸孔　
　　２６ｅ，２６ｈ　長孔　
　　２７　伝達歯車　
　　２７ａ　ボス孔　
　　２８　太陽歯車（主歯車）　
　　２９　遊星歯車　
　　２９ａ，３０ｅ　回転軸　
　　３０ａ，３０ｂ　可動歯車　
　　３０ｃ　規制リブ　
　　３１　基板　
　　３１ａ　ＬＥＤ　
　　３５ａ，３５ｂ　止め輪　
　　３６　可動アーム
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