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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の所定領域に配置されて点灯動作と消灯動作を行う発光灯と、装飾面と反射面を
有する可動体と、この可動体を前記発光灯に対して近接および離反方向へ往復移動させる
と共に、その移動方向に対して直交する直線を回転軸として回動させる駆動手段とを備え
、
　前記可動体が前記装飾面を前方に向けた姿勢で前記発光灯から離反した位置に保持され
るようになし、この可動体が前記発光灯に近接する方向へ移動し、かつ前記発光灯が点灯
動作するときに、前記反射面が露出するように前記可動体を回動することにより、前記発
光灯から発せられる光が前記反射面で反射して前方へ照射されるようにしたことを特徴と
する可動役物装置。
【請求項２】
　請求項１の記載において、一対の前記可動体が同一直線上に配置されており、これら一
対の可動体を互いに逆向きに移動して前記発光灯に近接させたときに、それぞれの前記反
射面が前記発光灯を挟んだ傾斜姿勢で対向するようにしたことを特徴とする可動役物装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機に備えられる可動役物装置に関する
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ものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機に代表される遊技機の中には、遊技盤の遊技領域に可変表示装置や始動入賞
口やアタッカ装置等を設け、遊技領域に向けて発射された遊技球が始動入賞口に入賞した
ことを契機に電子抽選を行い、その抽選結果に基づいて可変表示装置が図柄の変動表示お
よび変動停止を行うようにした機種が数多く存在する。電子抽選の抽選結果には当たりと
ハズレがあり、抽選結果が当たりの場合には、可変表示装置の表示画面に特定の図柄が表
示され、通常モードから特別遊技モードへと移行する。この特別遊技モードでは、アタッ
カ装置の開閉扉が開放動作して大入賞口を露呈させるので、露呈した大入賞口に遊技球が
入りやすくなって遊技者は多くの賞球を獲得できるようになる。
【０００３】
　この種のパチンコ機において、パトランプ等と呼称される回転発光灯を可変表示装置の
周囲の任意位置に配置し、電子抽選の抽選結果に基づいて可変表示装置の表示画面上で所
定の図柄変動表示を行いつつ、回転発光灯を点灯動作させて大当たりを報知するようにし
た機種が知られている。回転発光灯は、光源であるランプと、ランプに対向する反射面を
有する回転反射板と、これらランプや回転反射板を内包するレンズカバーと、回転反射板
を駆動するモータ等を備えており、ランプを点灯させた状態でモータを回転駆動すると、
回転反射板の反射面がランプの周囲を旋回してランプの光を反射するため、レンズカバー
から周期的に反射と遮断を繰り返す光が放射される。この場合、回転発光灯の光を周囲に
旋回させながら放射するという単純な光演出となってしまうため、回転発光灯の近傍に種
々の動きを行う可動体を配設し、この可動体の動きと回転発光灯の点灯動作とを組み合わ
せて演出効果を高めるようにした可動役物装置が従来より知られている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に開示された可動役物装置では、回転発光灯を挟んだ左右両側に一対の可動
体を配設すると共に、これら可動体と回転発光灯との間にスライダを介設し、このスライ
ダを左右方向へ往復移動させることで両可動体が回転動作するようになっている。スライ
ダは回転発光灯に備えられる回転反射板の回転運動を直線運動に変換することよって駆動
され、可動体とスライダはラック・ピニオンを介して結合されている。
【０００５】
　このように概略構成された可動役物装置において、回転発光灯の点灯動作に伴って回転
反射板が回転すると、その回転運動がスライダの直線運動に変換されると共に、スライダ
の直線運動がラック・ピニオンに伝達されるため、一対の可動体が左右に首を振るように
回転動作する。したがって、例えば電子抽選の抽選結果が大当たりの場合に、回転発光灯
のランプとモータに電力を供給して点灯動作させると、回転発光灯のレンズカバーから反
射と遮断を繰り返す光が放射されると共に、この回転発光灯の左右両側で一対の可動体が
首振り動作をするため、回転発光灯による光演出と可動体による可動演出とを組み合わせ
た興趣性の高い報知演出を実現することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－７３３２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に開示された従来の可動役物装置によれば、回転発光灯の点灯動作と可動体
の動きを組み合わせて演出効果を高めることができるが、可動体が回転発光灯と一定距離
だけ隔てた所定位置で首振り動作するたけであるため、回転発光灯の光演出に比べると可
動体の動きが目立ちにくくなり、全体的にインパクトの乏しい演出になってしまうという
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問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、遊技者に
大きなインパクトを与えることができる可動役物装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の可動役物装置は、遊技機の所定領域に配置され
て点灯動作と消灯動作を行う発光灯と、装飾面と反射面を有する可動体と、この可動体を
前記発光灯に対して近接および離反方向へ往復移動させると共に、その移動方向に対して
直交する直線を回転軸として回動させる駆動手段とを備え、前記可動体が前記装飾面を前
方に向けた姿勢で前記発光灯から離反した位置に保持されるようになし、この可動体が前
記発光灯に近接する方向へ移動し、かつ前記発光灯が点灯動作するときに、前記反射面が
露出するように前記可動体を回動することにより、前記発光灯から発せられる光が前記反
射面で反射して前方へ照射されるようにした。
【００１０】
　このように構成された可動役物装置では、通常、可動体はその装飾面を前方に向けた姿
勢で発光灯から離反した位置に保持されており、発光灯は非動作状態となっていて消灯し
ている。そして、大当たりの期待度が高いスーパーリーチ時などに、発光灯を点灯動作さ
せて光を放射させると共に、装飾面を前方に向けた姿勢のまま可動体を発光灯に近接する
方向へ移動させ、その移動途中で可動体を所定角度だけ回動すると、可動体はその反射面
を露出させた状態で発光灯に接近する。したがって、この状態では発光灯の光が遊技者に
向けて直接照射されるだけでなく、可動体の反射面で反射した発光灯の反射光も前方へ照
射されるため、それまで装飾面を見せていた可動体が突然光り出すという極めてインパク
トの高い報知演出を実現することができる。
【００１１】
　上記の構成において、発光灯に対して近接および離反方向へ往復移動する可動体は１つ
でも良いが、一対（２つ）の可動体が同一直線上に配置されており、これら一対の可動体
を互いに逆向きに移動して発光灯に近接させたときに、それぞれの反射面が発光灯を挟ん
だ傾斜姿勢で対向するように構成することが好ましい。
【００１２】
　また、上記の構成において、発光灯は一定位置で消灯／点灯動作を行うようにしても良
いが、遊技機の遊技領域に可変表示装置が配設されており、一対の可動体は可変表示装置
の表示画面の上部領域を左右方向へ移動可能であると共に、発光灯は表示画面に対して出
入するように初期位置と動作位置との間を上下動可能であるように構成すると、可動体の
左右方向の動きに加えて発光灯の上下方向の動きが組み合わされるため、よりインパクト
が高く斬新な報知演出を実現することができる。
【００１３】
　この場合において、発光灯が表示画面の上方に設定された初期位置にあるとき、一対の
可動体が装飾面を前方に向けた姿勢で表示画面の上部領域を左右方向へ移動するようにな
し、発光灯が表示画面の前方に設定された動作位置に落下したとき、この発光灯を挟んで
一対の可動体がそれぞれの反射面を斜め前方に向けた姿勢になるように構成することが好
ましい。このような構成を採用すると、例えば通常のリーチ時などは発光灯を初期位置で
消灯させたまま一対の可動体だけを左右方向へ移動させ、大当たりの期待度が高いスーパ
ーリーチ時などは、発光灯を点灯動作させながら初期位置から落下させた上で、一対の可
動体を落下する発光灯に近付けてその光を反射させる、というように報知演出のバリエー
ションを増やすことができる。
【００１４】
　また、上記の構成において、駆動手段が、可動体を回転可能に支持する駆動体と、この
駆動体を第１の方向へ移動可能に支持する支持本体と、この支持本体に搭載されたモータ
と、駆動体に支持されて第１の方向と直交する第２の方向へ移動可能な作動体と、この作
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動体の第２の方向への移動を可動体の回転運動に変換する変換ギアとを備え、支持本体に
第１の方向を含んでくの字状に延びる第１のガイド溝が設けられていると共に、駆動体に
第２の方向へ延びる第２のガイド溝が設けられており、作動体に設けられた突起が第２の
ガイド溝を挿通して第１のガイド溝に係合していると、可動体を移動途中の所定箇所でス
ムーズに回動させることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の可動役物装置は、それまで装飾面を見せていた可動体が発光灯に近付きながら
突然光り出すという極めてインパクトの高い報知演出を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】パチンコ機の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示すパチンコ機の前面扉を開放した状態の斜視図である。
【図３】図１に示すパチンコ機の背面図である。
【図４】図１に示すパチンコ機に備えられる遊技盤の正面図である。
【図５】可動役物装置が動作状態にあるときの遊技盤の正面図である。
【図６】可動役物装置の非動作状態を示す正面図である。
【図７】図６に対応する可動役物装置の裏面図である。
【図８】図６に対応する可動役物装置の平面図である。
【図９】図６に対応する可動役物装置の側面図である。
【図１０】図６に対応する可動役物装置の斜視図である。
【図１１】可動役物装置の動作状態を示す正面図である。
【図１２】図１１に対応する可動役物装置の裏面図である。
【図１３】図１１に対応する可動役物装置の斜視図である。
【図１４】可動役物装置に備えられる可動体の駆動機構を示す斜視図である。
【図１５】図１４に示す駆動機構の正面図である。
【図１６】図１４に示す駆動機構の裏面図である。
【図１７】図１４に示す駆動機構の分解斜視図である。
【図１８】図１４に示す駆動機構の動作説明図である。
【図１９】図１４に示す駆動機構の動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１と図２に示すように、本発
明の実施形態例に係る演出役物装置が適用された遊技機（パチンコ機）は、遊技場の島設
備に設置される縦長方形状の機枠１と、機枠１に扉状に開閉自在に取り付けられた本体枠
２と、本体枠２の前面に扉状に開閉自在に取り付けられた前面扉３等を備えており、前面
扉３にはガラスやプラスチック等からなる透明板４が取り付けられている。
【００１８】
　機枠１の左下隅部には大型のスピーカ５が配設されており、このスピーカ５は前面扉３
の切り欠き内に位置して前方に露出している。本体枠２の上部内側には後述する遊技盤６
が収納されており、この遊技盤６の盤面（前面）は透明板４を透して外部から目視可能と
なっている。また、本体枠２の右側枠部にはシリンダ錠７ａを有する施錠装置７が設置さ
れており、図示省略されているが、この施錠装置７は本体枠２の裏面に配置された後部施
錠杆と本体枠２の前面に配置された前部施錠杆とを備えている。常態では、施錠装置７の
後部施錠杆によって機枠１に対して本体枠２が施錠されると共に、前部施錠杆によって本
体枠２に対して前面扉３が施錠されている。そして、シリンダ錠７ａの鍵穴に図示せぬ鍵
を差し込み、この鍵を一方向（例えば時計回り）へ回動すると、後部施錠杆が下動して本
体枠２が開錠されるようになっている。また、シリンダ錠７ａの鍵穴に差し込んだ鍵を他
方向（反時計回り）へ回動すると、前部施錠杆が上動して前面扉３が開錠されるようにな
っている。
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【００１９】
　前面扉３には遊技盤６の盤面に対向する大きな開口３ａが開設されており、この開口３
ａは透明板４によって塞がれている。前面扉３の前面上部には比較的小型のスピーカ８が
左右に１個ずつ配設されており、これらスピーカ８と前述した大型のスピーカ５とによっ
て遊技に関する様々な効果音を発するようになっている。さらに、前面扉３の前面下部に
は、遊技盤６の裏面に配設された賞球払出装置（後述する）から払い出された遊技球を収
容する上段受皿９と、上段受皿９から排出された遊技球を収容する下段受皿１０と、遊技
者による押下操作が可能な演出釦ユニット１１等が設けられており、上段受皿９の右側方
には操作ハンドル１２が配設されている。
【００２０】
　機枠１の左側枠部には上側軸受け体１３と下側軸受け体１４が固着されており、これら
両軸受け体１３，１４に本体枠２の左側枠部の上下両端に設けた第１ピン（図示省略）を
軸支することによって、本体枠２を機枠１に対して開閉自在に支持する第１ヒンジ機構が
構成されている。一方、前面扉３の左側枠部の上下両端には第２ピン（図示省略）が設け
られており、これら両第２ピンを本体枠２の左側枠部に突設した上下の支持板２ａに軸支
することによって、前面扉３を本体枠２に対して開閉自在に支持する第２ヒンジ機構が構
成されている。また、本体枠２の上部内側は遊技盤６の収納スペースとなっており、この
収納スペースの下方は前面扉３によって覆い隠される設置部２ｂとなっている。設置部２
ｂ内の下部中央には遊技球を遊技領域９に向けて発射する発射装置１５が配設されており
、前述した操作ハンドル１２の回動操作量に応じて発射装置１５の発射強度が調整される
ようになっている。
【００２１】
　図３に示すように、遊技盤６の裏面側には、遊技に関する主要な処理を行う主制御処理
部１６と、主制御処理部１６からの指令を受けて前述したスピーカ５，８や後述する可変
表示装置や演出役物装置等の各種装置を制御する副制御処理部１７と、前述した賞球払出
装置１８と、主制御処理部１６からの指令を受けて賞球払出装置１８を制御する払出制御
処理部１９と、操作ハンドル１２の回動操作量に応じて前記発射装置１５の作動を制御す
る発射制御処理部２０と、賞球数や大当たり回数等の各種情報を遊技場のホールコンピュ
ータに出力する外部端子基板２１等が設けられている。主制御処理部１６は、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）と、予め定められた制御プログラムを格納するＲＯＭ（Read On
ly Memory）と、生成された処理情報の一時記憶および記憶した情報の削除を行うＲＡＭ
（Random Access Memory）等が実装された制御基板（メイン基板）とを備えており、この
ＣＰＵがＲＯＭに格納された各種プログラムやデータを読み込んで実行することにより、
遊技に関する主要な処理が行われる。
【００２２】
　図４に示すように、遊技盤６の前面はガイドレール２２等によって略円形状に区画され
た遊技領域２３となっており、遊技者が操作ハンドル１２を任意角度まで回動操作すると
、前記発射装置１５が上段受皿９に保留された遊技球を遊技領域２３に向けて連続的に打
ち出すようになっている。遊技領域２３の中央付近にはセンター役物２４が配置されてお
り、このセンター役物２４は、中央部に矩形状の開口部２５ａを有する装飾枠２５と、装
飾枠２５の上壁部に配設された可動役物装置２６（後述する）と、装飾枠２５の裏面側に
配置された可変表示装置２７等を具備している。可変表示装置２７は液晶パネル（ＬＣＤ
）からなり、その表示画面２７ａは装飾枠２５の開口部２５ａから露出している。
【００２３】
　装飾枠２５の下壁部には左右方向へ延びるステージ２８が設けられており、このステー
ジ２８の中央部には誘導溝２８ａが形成されている。また、装飾枠２５の左側壁には中空
構造のワープ通路２９が形成されており、このワープ通路２９の両端は遊技領域２３とス
テージ２８に向けてそれぞれ開口している。したがって、センター役物２４の左側の遊技
領域２３を流下する遊技球がワープ通路２９に入球すると、その遊技球はワープ通路２９
の内部を通ってステージ２８に排出された後、ステージ２８上を転動して誘導溝２８ａへ
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と導かれる。
【００２４】
　ステージ２８の誘導溝２８ａの真下位置には上面を開口した単純構造の第１始動入賞口
３０が配設されており、ステージ２８上を転動して誘導溝２８ａから落下した遊技球が高
い確率で第１始動入賞口３０に入賞するようになっている。また、センター役物２４の右
側の遊技領域２３には第２始動入賞口３１が配設されており、この第２始動入賞口３１は
１つの可動片を有するベロ式電チュー構造の始動入賞口となっている。そして、これら第
１および第２始動入賞口３０，３１のいずれか一方に遊技球が入賞すると、それを契機と
して特別図柄に係る電子抽選が行われ、その抽選結果に基づいて可変表示装置２７の表示
画面２７ａ上で演出用図柄の変動表示および停止表示が行われる。また、第２始動入賞口
３１の上方位置にスルーチャッカー３２が配設されており、センター役物２４の右側に打
ち出された遊技球がこのスルーチャッカー３２を通過すると、それを契機として普通図柄
に係る電子抽選が行われ、その抽選結果が当たりの場合に第２始動入賞口３１の可動片を
一時的に開放して遊技球の入賞を許可するようになっている。
【００２５】
　さらに、第２始動入賞口３１の下方位置にアタッカー装置３３が配設されており、この
アタッカー装置３３は内部の大入賞口を開閉可能な可動弁を有している。アタッカー装置
３３は、第１および第２始動入賞口３０，３１のいずれか一方に遊技球が入賞することを
契機に行われる特別図柄に係る電子抽選の結果、当たりとなって大当たり遊技状態（特別
遊技モード）へ移行した場合に作動される装置である。具体的には、特別図柄の抽選結果
が当たりの場合、アタッカー装置３３の可動弁が複数回繰り返して開放動作することによ
り、大入賞口を露呈させて遊技球の入賞を許可するようになっている。アタッカー装置３
３の可動弁は１回の開放動作（１ラウンド）について例えば３０秒経過するまで、あるい
は遊技球が大入賞口に例えば１０個入るまで開放状態を維持し、かかる開放動作を例えば
１５回繰り返した後に大当たり遊技が終了する。
【００２６】
　その他、遊技領域２３には、遊技球の払い出しのみを行う複数の一般入賞口３４や、遊
技球の流下経路を担う風車３５と複数本の遊技釘３６等が配設されており、いずれの始動
入賞口３０，３１や一般入賞口３４にも入賞しなかった遊技球は、遊技領域２３の最下端
部とアタッカー装置３３の下方位置に設けられたアウト口３７から遊技盤６の裏面側に排
出されるようになっている。
【００２７】
　可動役物装置２６は前述した特別図柄に係る電子抽選の結果を後述する可動体の可動態
様や発光灯の照光態様等によって遊技者に示唆することができる装置であり、この可動役
物装置２６による演出は主制御処理部１６が動作を決定し、決定した動作に基づいて副制
御処理部１７に制御信号を送ることにより実行される。副制御処理部１７は、主制御処理
部１６から送られた制御信号に基づいてモータと光源にそれぞれ駆動信号を出力し、それ
によって可動体と発光灯が所定の動作を行ったり、光源を点灯させて発光灯が照光するよ
うになっている。以下、この可動役物装置２６の構造と動作について図６～図１９を参照
しながら詳細に説明する。
【００２８】
　図６～図１３に示すように、本実施形態例に係る可動役物装置２６は、横長形状のベー
ス部材３８と、ベース部材３８に上下動可能に支持された回転灯ユニット３９と、回転灯
ユニット３９を上下方向に駆動する第１駆動機構５５と、回転灯ユニット３９の外表面に
沿って回動可能に支持された装飾体４０と、ベース部材３８に移動可能に支持された左右
一対の可動体４１と、これら可動体４１を回転灯ユニット３９に対して近接および離反方
向へ往復移動させると共に、その移動方向に対して直交する直線を回転軸として回動させ
る一対の第２駆動機構５６等によって主に構成されている。一対の可動体４１は回転灯ユ
ニット３９を挟んだ左右両側に配置されており、これら可動体４１は後述する第２駆動機
構５６によって個別に動作される。なお、両可動体４１は左右対称であるものの第２駆動
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機構５６を含む基本的な構成を同じくするため、以下の説明では、必要に応じて左側の可
動体に符号４１Ｌ、右側の可動体に符号４１Ｒを付して両者を区別することがある。
【００２９】
　まず、回転灯ユニット３９とその駆動機構（第１駆動機構５５）について説明すると、
ベース部材３８は可変表示装置２７の上方位置で遊技盤６にネジ止め固定されており、こ
のベース部材３８の中央付近には上下方向に延びるガイド孔３８ａが形成されている。ベ
ース部材３８の前面には一対のガイドシャフト４２が取り付けられており、これらガイド
シャフト４２はガイド孔３８ａを挟んで上下方向に延びている。両ガイドシャフト４２に
は連結板４３が摺動可能に支持されており、この連結板４３は回転灯ユニット３９の背面
に固定されている。
【００３０】
　回転灯ユニット３９はパトランプ等と呼称される発光灯であり、この回転灯ユニット３
９は、前面側に王冠を模した装飾が施された本体ケース４４と、本体ケース４４の下面に
一体的に設けられたレンズカバー４５等を備えている。レンズカバー４５は上側に筒状の
湾曲面で下側に球状の湾曲面を有しており、レンズカバー４５の全体は赤色等で着色され
ている。図示省略されているが、回転灯ユニット３９の内部にはランプやＬＥＤ等からな
る光源と回転反射板とが収納されており、本体ケース４４には回転反射板を駆動する第１
モータ４６が搭載されている。そして、これら光源と第１モータ４６に通電して回転灯ユ
ニット３９を点灯動作させると、第１モータ４６を駆動源として回転反射板が光源の周囲
を旋回し、レンズカバー４５から周期的に反射と遮断を繰り返す光が放射されるようにな
っている。
【００３１】
　装飾体４０はビキニ水着のトップスを模した可動役物であり、この装飾体４０の内周面
はレンズカバー４５の湾曲した外周面とほぼ同じ曲率に設定されている。装飾体４０の左
右両端側には一対の駆動アーム４７，４８が設けられており、これら駆動アーム４７，４
８はレンズカバー４５を挟んで後方へ延びている。一方の駆動アーム４７はくの字状に屈
曲形成されており、その屈曲部分がレンズカバー４５に回転可能に軸支されている。他方
の駆動アーム４８は一方の駆動アーム４７に比べて短寸な直線状に形成されており、その
先端部がレンズカバー４５に回転可能に軸支されている。また、図示省略されているが、
一方の駆動アーム４７の先端部にはピンが突設されており、このピンはベース部材３８の
下辺側に設けられた係合溝に回動可能かつ前後方向へ移動可能に係合支持されている。
【００３２】
　したがって、回転灯ユニット３９が後述する第１駆動機構５５によってベース部材３８
の上下方向へ昇降動作されると、その昇降動作に伴ってレンズカバー４５に軸支された駆
動アーム４７の回転中心が上下方向に変位し、駆動アーム４７の先端側のピンとベース部
材３８側の係合溝との係合箇所が前後方向に変位する。これにより、回転灯ユニット３９
の昇降動作に伴って装飾体４０がレンズカバー４５との軸支部分を中心に回動し、わざわ
ざ専用の駆動機構を用いなくても、装飾体４０をレンズカバー４５の外表面に沿って回動
させることができる。
【００３３】
　ベース部材３８の前面上部には第２モータ４９が取り付けられており、第２モータ４９
の出力軸はベース部材３８を貫通して背面側に突出している。図７と図１２に示すように
、ベース部材３８の背面には大径の駆動ギア５０が軸支されており、この駆動ギア５０は
アイドラギア５１を介して第２モータ４９の出力軸に固着されたピニオンギア５２と噛合
している。また、ベース部材３８の背面には伝達アーム５３が揺動可能に軸支されており
、この伝達アーム５３の長手方向の両端部には長孔５３ａ，５３ｂが形成されている。一
方の長孔５３ａは駆動ギア５０の周縁部に突設されたピン５０ａと係合しており、他方の
長孔５３ｂはガイド孔３８ａに挿入されたピン３９ａと係合しており、このピン３９ａは
回転灯ユニット３９の背面に突設されている。さらに、ベース部材３８の背面にはフォト
インタラプタからなる検知センサ５４が取り付けられており、伝達アーム５３の側面に突
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出形成された遮光部５３ｃが検知センサ５４の光路に対して出入可能となっている。
【００３４】
　第２モータ４９は第１駆動機構５５の駆動源であり、この第２モータ４９が正逆いずれ
かの方向へ回転すると、その回転がピニオンギア５２とアイドラギア５１を介して駆動ギ
ア５０に伝達される。これにより、駆動ギア５０のピン５０ａが伝達アーム５３の長孔５
３ａ内を移動し、これらピン５０ａと長孔５３ａの係合部分で駆動ギア５０の回転が伝達
アーム５３の揺動運動に変換される。その結果、伝達アーム５３の他端側の長孔５３ｂと
係合するピン３９ａがガイド孔３８ａに沿って上下動し、ピン３９ａと一体の回転灯ユニ
ット３９が上方の初期位置と下方の動作位置との間を往復移動する。また、このように伝
達アーム５３が揺動回転すると、それに伴って伝達アーム５３の遮光部５３ｃが検知セン
サ５４の光路を遮断／通過するため、検知センサ５４の出力信号に基づいて回転灯ユニッ
ト３９の原点位置（初期位置）を検出することができる。
【００３５】
　次に、一対の可動体４１とその駆動機構（第２駆動機構５６）について説明する。前述
したように、これら可動体４１の基本的な構成は同様であるため、以下、右側の可動体４
１Ｒを動作する第２駆動機構５６について説明し、左側の可動体４１Ｌを動作する第２駆
動機構５６についての説明は省略する。
【００３６】
　図１４～図１９に示すように、第２駆動機構５６は、ベース部材３８の前面に固定され
た支持本体５７と、支持本体５７の上面に中継板５９を介して搭載された第３モータ５８
と、支持本体５７に架設された一対のガイドシャフト６０と、これらガイドシャフト６０
に沿って移動可能に支持された上部駆動体６１と、上部駆動体６１の下面に固定されて可
動体４１を回転可能に支持する下部駆動体６２と、これら上部駆動体６１と下部駆動体６
２の間に介設された作動体６３および変換ギア６４等によって主に構成されている。
【００３７】
　支持本体５７の上面には第１のガイド溝６５が設けられており、図１９に示すように、
第１のガイド溝６５は直線部６５ａと傾斜部６５ｂおよび待機部６５ｃを有している。直
線部６５ａは同図の左右方向（Ｘ１－Ｘ２方向）へ所定長さ延びており、傾斜部６５ｂは
直線部６５ａの左端部から斜め前方へ延びている。また、待機部６５ｃは傾斜部６５ｂの
左端部からＸ１方向へ屈曲しており、直線部６５ａと傾斜部６５ｂは平面視でくの字状に
連続している。
【００３８】
　中継板５９は支持本体５７の上面にネジ止めされており、第３モータ５８の出力軸は中
継板５９を貫通して背面側に突出している。図１６に示すように、中継板５９の背面には
ピニオンギア６６が軸支されており、このピニオンギア６６は第３モータ５８の出力軸に
固着された中継ギア６７と噛合している。
【００３９】
　上部駆動体６１の下部四隅にはガイド孔６１ａが形成されており、各ガイド孔６１ａは
支持本体５７の両側壁に取り付けられた一対のガイドシャフト６０に摺動可能に挿入され
ている。これらガイドシャフト６０は前後方向に所定間隔を存して左右方向（Ｘ１－Ｘ２
方向）へ延びており、上部駆動体６１は両ガイドシャフト６０に沿って支持本体５７の左
右方向へ移動可能に支持されている。上部駆動体６１の上面には一対の第２のガイド溝６
１ｂが形成されており、これら第２のガイド溝６１ｂは上部駆動体６１の移動方向（Ｘ１
－Ｘ２方向）と直交する前後方向（Ｙ１－Ｙ２方向）へ延びている。また、上部駆動体６
１の背面側には左右方向へ延びる第１のラック６１ｃが設けられており、この第１のラッ
ク６１ｃは中継板５９の背面側でピニオンギア６６と噛合している。これにより第３モー
タ５８が正逆いずれかの方向へ回転すると、その回転が中継ギア６７を介して第１のラッ
ク６１ｃと噛合するピニオンギア６６に伝達されるため、上部駆動体６１がガイドシャフ
ト６０に沿って左右方向へ往復移動する。
【００４０】
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　下部駆動体６２は上部駆動体６１の下面にネジ止め等の手段を用いて固定されており、
これら上部駆動体６１と下部駆動体６２によって駆動体６８が構成されている。下部駆動
体６２は筒状ガイド孔６２ａを有しており、可動体４１の上面に設けられた筒状突起４１
ａが下部駆動体６２の下方から筒状ガイド孔６２ａ内に挿入されている。そして、筒状突
起４１ａの上面に回転板６９をネジ止め固定し、この回転板６９を筒状ガイド孔６２ａの
上端周縁部に当接させることにより、可動体４１は筒状ガイド孔６２ａの中心を通る垂線
を回転軸として駆動体６８に回転可能に支持されている。
【００４１】
　作動体６３にはトラック形状の長孔６３ａが形成されており、この長孔６３ａは前後方
向（Ｙ１－Ｙ２方向）へ延びている。作動体６３の上面には短寸の突起６３ｂと長寸の突
起６３ｃが立設されており、これら突起６３ｂ，６３ｃは長孔６３ａを介して対向してい
る。また、作動体６３の下面側には第２のラック６３ｄが設けられており、この第２のラ
ック６３ｄは長孔６３ａと同様に前後方向（Ｙ１－Ｙ２方向）へ延びている。短寸の突起
６３ｂは上部駆動体６１の一方の第２のガイド溝６１ｂに挿入されており、その上端に抜
け止めピン７０がネジ止めされている。長寸の突起６３ｃは他方の第２のガイド溝６１ｂ
を挿通して支持本体５７の第１のガイド溝６５に挿入されており、その上端に抜け止めピ
ン７１がネジ止めされている。これにより長寸の突起６３ｃが第１のガイド溝６５の傾斜
部６５ｂ内を移動するとき、駆動体６８（上部駆動体６１と下部駆動体６２）のＸ１－Ｘ
２方向の動きが作動体６３のＹ１－Ｙ２方向の動きに変換され、作動体６３が上部駆動体
６１の第２のガイド溝６１ｂに沿って前後方向へ移動する。
【００４２】
　変換ギア６４は下部駆動体６２の上面にガイドピン７２を用いて軸支されており、この
ガイドピン７２は作動体６３の長孔６３ａと摺動自在に係合している。変換ギア６４は小
径歯車６４ａと大径歯車６４ｂを有しており、小径歯車６４ａは作動体６３の第２のラッ
ク６３ｄと噛合し、大径歯車６４ｂは回転板６９の周縁部に設けられたギア部６９ａと噛
合している。これにより作動体６３が上部駆動体６１の第２のガイド溝６１ｂに沿って前
後方向へ移動すると、作動体６３の直線運動が第２のラック６３ｄと小径歯車６４ａの噛
合部分によって変換ギア６４の回転運動に変換された後、大径歯車６４ｂとギア部６９ａ
の噛合部分を介して可動体４１の回転動作へと伝達される。
【００４３】
　可動体４１は内部の中空部を介して対向する装飾面４１ｂと反射面４１ｃとを有してお
り、その上面に前述した筒状突起４１ａが設けられている。装飾面４１ｂには文字やキャ
ラクタ等の装飾が施されており、反射面４１ｃにはクロムメッキ等の鏡面処理が施されて
いる。なお、本実施形態例では、反射面４１ｃに光を透過する複数の透孔４１ｄが穿設し
てあり（図１６参照）、可動体４１の内部に収納したＬＥＤ（図示せず）の光が各透孔４
１ｄを通って外部に放射されるようになっているが、このような透孔４１ｄを設けずに全
面を反射面４１ｃとすることも可能である。
【００４４】
　このように構成された遊技機（パチンコ機）において、通常、可動役物装置２６は第１
乃至第３モータ４６，４９，５８に通電されない非動作状態となっており、図４に示すよ
うに、回転灯ユニット３９と装飾体４０は装飾枠２５の上壁前方で停止していると共に、
一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒは装飾枠２５の左右側壁から一部だけを露出させた状態で停
止している。
【００４５】
　図６～図１０はかかる可動役物装置２６の非動作状態を示し、この非動作状態で回転灯
ユニット３９は最上方の初期位置で停止しており、装飾体４０はレンズカバー４５の前面
中央付近を覆う姿勢で停止している。また、一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒはそれぞれの装
飾面４１ｂを前方に向けた姿勢で停止しており、両可動体４１Ｌ，４１Ｒはいずれも回転
灯ユニット３９から最も離反した位置に保持されている。この場合、図１９（ａ）に示す
ように、右側の可動体４１Ｒを動作する第２駆動機構５６の抜け止めピン７１は第１のガ
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イド溝６５の直線部６５ａの端部位置にあり、同様に、左側の可動体４１Ｌを動作する第
２駆動機構５６の抜け止めピン７１は第１のガイド溝６５の直線部６５ａの端部位置にあ
る（図８参照）。また、図１８（ａ）に示すように、抜け止めピン７１を有する作動体６
３はＹ２方向の端部（後端部）で停止しており、変換ギア６４の小径歯車６４ａは第２の
ラック６３ｄの前端側（Ｙ１側）で噛合している。
【００４６】
　回転灯ユニット３９が初期位置にあるときに第２モータ４９を正逆いずれかの方向に回
転駆動すると、第２モータ４９を駆動源として伝達アーム５３が図７の時計回りに揺動回
転し、それに伴って回転灯ユニット３９が初期位置から下方へ移動し始める。その際、第
１モータ４６と光源に通電して回転灯ユニット３９を動作させると、それまで消灯してい
た回転灯ユニット３９が突然に光り出して点灯動作し、その状態のまま回転灯ユニット３
９は装飾体４０と一緒に表示画面２７ａの上部前方に落下する。この間、両駆動アーム４
７，４８の回転中心はレンズカバー４５の移動に伴って下方へ変位し、一方の駆動アーム
４７の図示せぬピンがベース部材３８の係合溝内を回動しながら前後方向に往復移動する
ため、装飾体４０はレンズカバー４５の外周面に沿って下向きに回動する。そして、回転
灯ユニット３９が最下方の動作位置まで移動すると、装飾体４０はレンズカバー４５の前
方から真下側へと退去し、それまで装飾体４０によって部分的に覆われていたレンズカバ
ー４５の前面全体が露出する。
【００４７】
　回転灯ユニット３９が動作位置まで落下した後に第２モータ４９を上記と逆方向に回転
駆動すると、回転灯ユニット３９が表示画面２７ａの前方を上昇して初期位置まで戻り、
この間に装飾体４０がレンズカバー４５の外周面に沿って上向きに回動するため、回転灯
ユニット３９は装飾体４０と一緒に初期位置に戻る。なお、このようにして回転灯ユニッ
ト３９が初期位置に戻ると、図７に示すように、伝達アーム５３の遮光部５３ｃが検知セ
ンサ５４の光路を遮断する位置に復帰するため、検知センサ５４の出力信号に基づいて回
転灯ユニット３９の原点位置が検出される。
【００４８】
　また、可動体４１が離反位置にあるときに第３モータ５８を正逆いずれかの方向に回転
駆動すると、第３モータ５８の回転が中継ギア６７とピニオンギア６６を介して第１のラ
ック６１ｃに伝達されるため、駆動体６８（上部駆動体６１と下部駆動体６２）がガイド
シャフト６０に沿って回転灯ユニット３９に近付く方向（Ｘ１方向）へ移動し始め、それ
に伴って抜け止めピン７１が第１のガイド溝６５内を直線部６５ａから傾斜部６５ｂに向
かって移動する。
【００４９】
　ここで、止めピン７１と一体の突起６３ｃが第１のガイド溝６５の直線部６５ａ内を移
動する場合、この突起６３ｃと第２のガイド溝６１ｂとの当接箇所は変化しないため、作
動体６３は前後方向（Ｙ１－Ｙ２方向）の位置を変えることなく上部駆動体６１と一緒に
左右方向（Ｘ１－Ｘ２方向）へ移動する。この間、小径歯車６４ａと第２のラック６３ｄ
の噛合箇所は変化せず、変換ギア６４と回転板６９は回転しないため、可動体４１は装飾
面４１ｂを前方に向けた姿勢のまま左右方向へ移動する。したがって、一対の可動体４１
Ｌ，４１Ｒを装飾枠２５の左右側壁から表示画面２７ａの前方に出入させたり、両可動体
４１Ｌ，４１Ｒを表示画面２７ａの前方で近接・離反させることができる。
【００５０】
　第３モータ５８をさらに同一方向へ回転駆動すると、駆動体６８がガイドシャフト６０
に沿って回転灯ユニット３９に近付いていき、図１９（ｂ）に示すように、止めピン７１
（突起６３ｃ）は第１のガイド溝６５の直線部６５ａを越えて傾斜部６５ｂへと移行する
。この間、突起６３ｃと第２のガイド溝６１ｂとの当接箇所が変化するため、図１８（ｂ
）に示すように、上部駆動体６１のＸ１方向の動きが作動体６３のＹ１方向の動きに変換
され、作動体６３が第２のガイド溝６１ｂに沿って前方（Ｙ１方向）へ移動する。その結
果、作動体６３の第２のラック６３ｄに噛合する変換ギア６４が回転し始め、それに伴っ



(11) JP 6258628 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

て変換ギア６４に噛合する回転板６９も回転するため、可動体４１が回転灯ユニット３９
に近付きながら回転する。
【００５１】
　そして、図１９（ｃ）に示すように、止めピン７１（突起６３ｃ）が第１のガイド溝６
５の傾斜部６５ｂを越えて待機部６５ｃに到達すると、一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒは回
転灯ユニット３９に最も近付いた位置まで移動し、両可動体４１Ｌ，４１Ｒ間の離反距離
は最小となる。図１８（ｃ）に示すように、このとき作動体６３はＹ１方向の端部（前端
部）まで移動しており、それに伴って変換ギア６４の小径歯車６４ａと第２のラック６３
ｄの噛合箇所が後端側（Ｙ２側）へ変位するため、可動体４１は反射面４１ｃを前方に向
けた姿勢まで回転する。したがって、一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒを表示画面２７ａの前
方に露出させた後、これら可動体４１Ｌ，４１Ｒを回転させながら互いに近付く方向へ移
動することにより、それまで前方を向いていた装飾面４１ｂの代わりに反射面４１ｃを前
方に向かせることができ。
【００５２】
　このように一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒが回転灯ユニット３９に近付く方向へ移動する
とき、第２駆動機構５６だけでなく第１駆動機構５５も同時に動作させて可動役物装置２
６を動作状態にすると、図５に示すように、回転灯ユニット３９が表示画面２７ａの上部
前方に落下して停止すると共に、この回転灯ユニット３９を挟んで一対の可動体４１Ｌ，
４１Ｒが反射面４１ｃを斜め前方に向けた姿勢で停止した状態となる。
【００５３】
　図１１～図１３はかかる可動役物装置２６の動作状態を示しており、この場合、一対の
可動体４１Ｌ，４１Ｒが互いの反射面４１ｃを平面視ハの字状に対向させた最接近位置で
停止しており、これら両反射面４１ｃの間に回転灯ユニット３９のレンズカバー４５が挟
まれるように停止している。したがって、この状態で回転灯ユニット３９を点灯動作させ
てレンズカバー４５から反射と遮断を繰り返す光が放射されると、回転灯ユニット３９の
光がレンズカバー４５から遊技者に向けて直接照射されるだけでなく、両可動体４１Ｌ，
４１Ｒの反射面４１ｃで反射した反射光も遊技者に向けて照射されることになり、直接光
と反射光が組み合わさった極めてインパクトの高い光演出を行うことができる。
【００５４】
　また、大当たりの期待度や大当たりの種別（通常当たりや確変当たり）等に応じて、第
１駆動機構５５の駆動源である第２モータ４９や第２駆動機構５６の駆動源である第３モ
ータ５８を適宜制御することにより、一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒだけを左右方向へ移動
させたり、一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒと回転灯ユニット３９の双方を複合動作させるこ
とが可能となる。例えば、大当たりの期待度が比較的低いリーチ時などに、消灯状態の回
転灯ユニット３９を初期位置で停止させたまま、両可動体４１Ｌ，４１Ｒを装飾枠２５の
側壁近傍で小刻みに左右方向へ往復移動させると、左右の可動体４１Ｌ，４１Ｒが装飾面
４１ｂを前方に向けた姿勢で表示画面２７ａ内に出入するという可動演出を行わせること
ができる。また、大当たりの期待度が高いスーパーリーチ時などに、回転灯ユニット３９
を点灯した状態で初期位置から表示画面２７ａの上部前方に落下させると共に、一対の可
動体４１Ｌ，４１Ｒを回転灯ユニット３９に近付けながら回転動作させると、それまで装
飾面４１ｂを見せていた一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒが回転灯ユニット３９に近付きなが
ら突然光り出すという極めて斬新でインパクトの高い報知演出を実現することができる。
【００５５】
　以上説明したように、本実施形態例に係る可動役物装置２６では、装飾面４１ｂと反射
面４１ｃを有する可動体４１が回転灯ユニット３９に対して近接および離反方向へ往復動
可能であると共に、この可動体４１が往復移動の方向に対して直交する直線を回転軸とし
て回動可能となっており、通常の遊技状態から特定の遊技状態になった場合などに、装飾
面４１ｂを前方に向けた姿勢のまま可動体４１を回転灯ユニット３９に近接する方向へ移
動させ、その移動途中で可動体４１を回動して反射面４１ｃを露出させることにより、点
灯動作させた回転灯ユニット３９の光を可動体４１の反射面４１ｃで反射して前方へ照射
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することができるため、それまで装飾面４１ｂを見せていた可動体４１が回転灯ユニット
３９に近付きながら突然光り出すという極めてインパクトの高い報知演出を実現すること
ができる。
【００５６】
　また、本実施形態例に係る可動役物装置２６では、左右一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒが
回転灯ユニット３９を介して同一直線上に配置されており、これら可動体４１Ｌ，４１Ｒ
を互いに逆向きに移動して回転灯ユニット３９に近接させたときに、両可動体４１Ｌ，４
１Ｒの反射面４１ｃが回転灯ユニット３９を挟んだ傾斜姿勢（平面視ハの字状）で対向す
るようになっているため、回転灯ユニット３９の光を一対の反射面４１ｃで効果的に反射
して前方へ照射することができる。
【００５７】
　また、本実施形態例に係る可動役物装置２６では、回転灯ユニット３９が初期位置と動
作位置との間で上下動可能となっており、この回転灯ユニット３９を表示画面２７ａの上
部前方の動作位置に落下させたときに、一対の可動体４１Ｌ，４１Ｒが回転しながら左右
方向へ移動して回転灯ユニット３９に近接するように構成されているため、例えば通常の
リーチ時などは回転灯ユニット３９を初期位置で消灯させたまま一対の可動体４１Ｌ，４
１Ｒだけを左右方向へ移動させ、大当たりの期待度が高いスーパーリーチ時などは、回転
灯ユニット３９を点灯動作させながら動作位置まで落下させた上で、一対の可動体４１Ｌ
，４１Ｒを回転灯ユニット３９に近付けてその光を反射させる、というように報知演出の
バリエーションを増やすことができる。
【００５８】
　また、本実施形態例に係る可動役物装置２６では、可動体４１を動作させる第２駆動機
構５６が、可動体４１を回転可能に支持する駆動体６８（上部駆動体６１と下部駆動体６
２）と、駆動体６８を左右方向（Ｘ１－Ｘ２方向）へ移動可能に支持する支持本体５７と
、支持本体５７に搭載された第３モータ５８と、駆動体６８に支持されて前後方向（Ｙ１
－Ｙ２方向）へ移動可能な作動体６３と、作動体６３の前後方向への移動を可動体４１の
回転運動に変換する変換ギア６４とを備え、支持本体５７にくの字状に延びる直線部６５
ａと傾斜部６５ｂを有する第１のガイド溝６５が設けられていると共に、駆動体６８に前
後方向へ延びる第２のガイド溝６１ｂが設けられており、作動体６３に設けられた突起６
３ｃが第２のガイド溝６１ｂを挿通して第１のガイド溝６５に係合しているので、突起６
３ｃと第１のガイド溝６５の係合位置に応じて、可動体４１を左右方向へ移動する途中で
回転させることができるだけでなく、可動体４１を回転させずに左右方向へ移動すること
もできる。
【００５９】
　なお、上記実施形態例では、第１駆動機構５５によって回転灯ユニット３９が上下方向
に昇降動作するようになっているが、例えば、回転灯ユニット３９を表示画面２７ａの上
部前方に固定配置し、その回転灯ユニット３９に対して可動体４１を近接および離反方向
へ移動させるようにしても良い。
【００６０】
　また、上記実施形態例では、レンズカバー４５の内部に光源と回転反射板が収納された
回転灯ユニット３９を発光灯として用いているが、このような回転灯ユニット３９の代わ
りに、レンズカバーの内部に複数のＬＥＤを環状に配列した発光灯を使用し、これらＬＥ
Ｄを順次点灯させて回転灯ユニット３９に類似した光演出を行うようにしても良い。
【００６１】
　また、上記実施形態例では、本発明による可動役物装置をパチンコ機に適用した場合に
ついて説明したが、スロットマシン等の他の遊技機に適用することも可能である。
【符号の説明】
【００６２】
　６　遊技盤
　２３　遊技領域
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　２４　センター役物
　２５　装飾枠
　２６　演出役物装置
　２７　可変表示装置
　２７ａ　表示画面
　３８　ベース部材
　３８ａ　ガイド孔
　３９　回転灯ユニット（発光灯）
　４１，４１Ｌ，４１Ｒ　可動体
　４１ａ　筒状突起
　４１ｂ　装飾面
　４１ｃ　反射面
　４４　本体ケース
　４５　レンズカバー
　４６　第１モータ
　４９　第２モータ
　５５　第１駆動機構
　５６　第２駆動機構
　５７　支持本体
　５８　第３モータ
　５９　中継板
　６０　ガイドシャフト
　６１　上部駆動体
　６１ｂ　第２のガイド溝
　６１ｃ　第１のラック
　６２　下部駆動体
　６２ａ　筒状ガイド孔
　６３　作動体
　６３ａ　長孔
　６３ｂ，６３ｃ　突起
　６３ｄ　第２のラック
　６４　変換ギア
　６４ａ　小径歯車
　６４ｂ　大径歯車
　６５　第１のガイド溝
　６５ａ　直線部
　６５ｂ　傾斜部
　６５ｃ　待機部
　６６　ピニオンギア
　６８　駆動体
　６９　回転板
　６９ａ　ギア部
　７０，７１　抜け止めピン
　７２　ガイドピン
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