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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動体の動作により演出を行う可動演出装置を遊技盤に備えた遊技機において、
　前記遊技盤に支持されて、駆動部によって待機位置と動作位置との間を往復動する可動
本体と、この可動本体に対して該可動本体の往復移動方向に往復変位可能に設けられ、該
往復変位方向における待機位置側に付勢された可動部材とから前記可動体が構成され、
　前記可動本体には、該可動本体の往復移動方向に長手が延在する溝部が設けられ、
　前記可動部材は、該可動部材の後面に突設された取付片を前記溝部に前側から挿入し、
この取付片に対して該溝部の後側から抜止片を取り付けて、溝部の長手方向にスライド変
位可能に保持され、
　前記可動体は、前記可動本体における前記可動部材が設けられる端部と反対側の端部が
軸支され、該可動本体の軸支部位側に伝達溝が設けられ、
　前記可動体と前記駆動部との間に設けられた伝達部は、駆動部としてのモータによって
回転される回転板と、この回転板の偏心位置に突設され、前記伝達溝に挿入される伝達軸
とから構成され、モータの駆動による回転板の回転に伴って伝達溝に係合する伝達軸によ
って可動本体が往復動され、
　前記可動体は、前記可動部材における待機位置側の端部が該待機位置側に延在する遊技
盤側の当接部に当接したもとで前記可動本体を動作することで、可動部材を停止したまま
該可動本体が変位されるよう構成し、
　前記可動演出装置は、前記回転板における前記伝達軸と反対側の面に対向配置された検
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知手段が、該回転板における伝達軸と反対側の面に一部領域を切り欠いた環状に形成され
た検知片を検知することに応じて、前記可動体が動作制御され、
　前記可動演出装置は、前記可動体の動作時に検知手段による検知状態の検知片が非検知
状態に移行してから所定時間経過してからモータを停止するよう制御されて、該モータを
停止するタイミングで取付片が溝部の動作位置側の端部に当接するよう構成した
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記可動体は、前記溝部の待機位置側の端部に前記取付片が当接したもとで前記可動本
体および前記可動部材が一体的に変位される請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、可動体の動作により演出を行う可動演出装置を備えた遊技機に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域の略中央位置に装飾部材が配設されて、該装飾部材の開口から液晶式やドラム式等の
図柄表示装置を臨ませ、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遊技
演出を行うよう構成されている。また、パチンコ機では、所要の動作を行う可動体を備え
た可動演出装置を装飾部材に配設し、該可動体を図柄表示装置で行われる遊技演出に合わ
せて動作させることにより、視覚的な演出効果を向上させて遊技の興趣を高めている(例
えば、特許文献１参照)。
【０００３】
　特許文献１に開示の可動演出装置は、第１の可動部材の回転軸を液晶画面の上辺近傍に
配置すると共に、第２の可動部材の回転軸を液晶画面の左辺近傍に配置してある。そして
、特許文献１の可動演出装置は、モータによって各可動部材が回転軸を中心として液晶画
面の前側を夫々揺動するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－５４１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示の可動演出装置では、前述の如く各可動部材が液晶画面の前側を揺動
するだけであって、個々の可動部材の動きが乏しいので、演出効果を得るために複数の可
動部材を配設している。すなわち、液晶画面の大型化により複数の可動部材を設けること
が難しくなっており、個々の可動部材の演出効果を向上することが求められている。例え
ば、ベースとなる可動体(以下、ベース可動体という。)に別の可動体を設けた可動部材を
採用することで、１つの可動部材に複数の動きを行わせることが考えられる。この場合、
ベース可動体を動かすモータとは別にモータを設けて別の可動体を動かしたり、ベース可
動体を動かすモータに接続したリンクや歯車等の伝達手段を用いて別の可動体を動すこと
になる。このため、可動部材全体が過剰に大型化したり、伝達手段を用いることで部品点
数が増え、構成が複雑になる難点が指摘される。
【０００６】
　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問題に鑑み、これらを好適
に解決するべく提案されたものであって、簡単な構成で可動体を構成する可動本体および
この可動本体に設けた可動部材を動かすことができる可動演出装置を備えた遊技機を提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　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に係る発明の遊技機は
、
　可動体(120)の動作により演出を行う可動演出装置(100)を遊技盤(36)に備えた遊技機に
おいて、
　前記遊技盤(36)に支持されて、駆動部(150)によって待機位置と動作位置との間を往復
動する可動本体(122)と、この可動本体(122)に対して該可動本体(122)の往復移動方向に
往復変位可能に設けられ、該往復変位方向における待機位置側に付勢された可動部材(130
)とから前記可動体(120)が構成され、
　前記可動本体(122)には、該可動本体(122)の往復移動方向に長手が延在する溝部(124)
が設けられ、
　前記可動部材(130)は、該可動部材(130)の後面に突設された取付片(131)を前記溝部(12
4)に前側から挿入し、この取付片(131)に対して該溝部(124)の後側から抜止片(125)を取
り付けて、溝部(124)の長手方向にスライド変位可能に保持され、
　前記可動体(120)は、前記可動本体(122)における前記可動部材(130)が設けられる端部
と反対側の端部が軸支され、該可動本体(122)の軸支部位側に伝達溝(126)が設けられ、
　前記可動体(120)と前記駆動部(150)との間に設けられた伝達部は、駆動部としてのモー
タ(152)によって回転される回転板(154)と、この回転板(154)の偏心位置に突設され、前
記伝達溝(126)に挿入される伝達軸(155)とから構成され、モータ(152)の駆動による回転
板(154)の回転に伴って伝達溝(126)に係合する伝達軸(155)によって可動本体(122)が往復
動され、
　前記可動体(120)は、前記可動部材(130)における待機位置側の端部が該待機位置側に延
在する遊技盤(36)側の当接部(107)に当接したもとで前記可動本体(122)を動作することで
、可動部材(130)を停止したまま該可動本体(122)が変位されるよう構成し、
　前記可動演出装置(100)は、前記回転板(154)における前記伝達軸(155)と反対側の面に
対向配置された検知手段(160)が、該回転板(154)における伝達軸(155)と反対側の面に一
部領域を切り欠いた環状に形成された検知片(156)を検知することに応じて、前記可動体(
120)が動作制御され、
　前記可動演出装置(100)は、前記可動体(120)の動作時に検知手段(160)による検知状態
の検知片が非検知状態に移行してから所定時間経過してからモータ(152)を停止するよう
制御されて、該モータ(152)を停止するタイミングで取付片(131)が溝部(124)の動作位置
側の端部に当接するよう構成したことを特徴とする。
　請求項１に係る発明によれば、可動部材と当接部との当接によって、可動部材に対して
可動本体を独立して動作させることができ、可動部材が当接部から離れることで、可動本
体と可動部材とを一体的に動作させることができる。すなわち、可動演出装置は、可動部
材と当接部との接離により可動体の動作パターンを変えることができ、簡単な構造で可動
体の動作による演出効果を向上できる。
　また、可動本体に対して可動部材を変位可能に取り付けることができる。
　更に、モータが停止するタイミングで溝部の端部に取付片が当接する構成であるので、
溝部の端部に取付片が押さえ付けられることはなく、モータの過負荷を回避できる。
【０００９】
　請求項２に係る発明では、前記可動体(120)は、前記溝部(124)の待機位置側の端部に前
記取付片(131)が当接したもとで前記可動本体(122)および前記可動部材(130)が一体的に
変位されることを要旨とする。
　請求項２に係る発明によれば、可動本体に対して変位可能に取り付けた可動部材を、可
動本体と共に動かすことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機によれば、簡単な構成で可動体を構成する可動本体およびこの可動
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本体に設けた可動部材の動作パターンを変えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【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】実施例に係るパチンコ機の背面図である。
【図３】実施例に係るパチンコ機を中枠および遊技盤を取外した状態で示す正面図である
。
【図４】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図５】実施例に係る遊技盤を図柄表示装置を配設した状態で示す背面図である。
【図６】実施例に係る遊技盤を前側から示す分解斜視図である。
【図７】実施例に係る遊技盤を後側から示す分解斜視図である。
【図８】実施例に係る遊技盤を板部材と裏ユニットを分解して示す側面図である。
【図９】図４のＡ－Ａ線断面図である。
【図１０】図４のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１１】実施例に係る板部材を示す背面図である。
【図１２】実施例に係る裏ユニットを各可動演出装置を配設した状態で示す正面図である
。
【図１３】実施例に係る裏ユニットを各可動演出装置を取外した状態で示す正面図である
。
【図１４】実施例に係る装飾枠部材を示す正面図である。
【図１５】実施例に係る装飾枠部材を示す背面図である。
【図１６】実施例に係る装飾枠部材を示す側面図である。
【図１７】実施例に係るパチンコ機の主要な装置の関係を示す制御ブロック図である。
【図１８】実施例の遊技盤に配設される可動演出装置の可動体の動作関係を示す概略正面
図である。
【図１９】実施例の第１可動演出装置を示す正面図である。
【図２０】実施例の第１可動演出装置を示す背面図である。
【図２１】実施例の第１可動演出装置において、第１可動体の意匠部分,第１発光基板お
よび基板カバーを取り外した状態で示す正面図である。
【図２２】実施例の第１可動演出装置において、第１可動体の意匠部分,第１発光基板お
よび基板カバーを取り外した状態で示す側面図である。
【図２３】実施例の第１可動演出装置において、第１カバー部材を取り外した状態で示す
正面図である。
【図２４】図２３のＣ－Ｃ線断面図である。
【図２５】実施例の第１可動演出装置において、第１駆動部を示す背面図である。
【図２６】実施例の第１可動演出装置において、第１駆動部を示す側面図である。
【図２７】実施例の第１可動体を前側から示す分解斜視図である。
【図２８】実施例の第１可動体を後側から示す分解斜視図である。
【図２９】実施例の第１可動演出装置において第１可動体の動作状況を示す概略正面図で
あって、(ａ)は第１可動体の待機位置を示し、(ｂ)は第１可動体の動作位置を示し、(ｃ)
は第１可動体が待機位置に戻った状態を示す。
【図３０】実施例の第２可動演出装置を示す正面図である。
【図３１】実施例の第２可動演出装置において、第２カバー部材を取り外した状態で示す
正面図である。
【図３２】実施例の第２可動演出装置を示す背面図であって、第２ベース部材を取り外し
た状態である。
【図３３】図３２のＤ－Ｄ線断面図である。
【図３４】実施例の第２可動体を示す背面図である。
【図３５】図３４のＥ－Ｅ線断面図である。
【図３６】実施例の第２可動演出装置を前側から示す分解斜視図である。
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【図３７】実施例の第２可動演出装置を後側から示す分解斜視図である。
【図３８】実施例の第２可動体において、カバー部を取り外した状態で示す背面図である
。
【図３９】実施例の第２ベース部材を示す正面図である。
【図４０】実施例の第２ベース部材を示す背面図である。
【図４１】実施例の第２可動演出装置において、第２ベース部材および第２カバー部材の
関係を前側から示す分解斜視図である。
【図４２】実施例の第２駆動部を示す概略斜視図である。
【図４３】実施例の第２可動体の動作状態を示す概略正面図であって、(ａ)は待機位置に
あり、(ｂ)は動作位置にある。
【図４４】実施例の第２可動体において可動部の動作状態を示す概略正面図であって、(
ａ)は待機姿勢にあり、(ｂ)は動作姿勢にある。
【図４５】実施例の第３可動演出装置を示す正面図である。
【図４６】実施例の第３可動演出装置を示す背面図である。
【図４７】図４５のＦ－Ｆ線断面図である。
【図４８】図４５のＧ－Ｇ線断面図である。
【図４９】図４５のＨ－Ｈ線断面図である。
【図５０】図４５のＩ－Ｉ線断面図である。
【図５１】実施例の第３可動演出装置を前側から示す分解斜視図である。
【図５２】実施例の第３可動演出装置を後側から示す分解斜視図である。
【図５３】実施例の第３可動演出装置において、第３カバー部材を取り外した状態で示す
正面図である。
【図５４】実施例の第３可動演出装置において、第３カバー部材および第３可動体を取り
外した状態で示す正面図である。
【図５５】実施例の第３可動体を示す正面図である。
【図５６】実施例の第３可動体を示す側面図である。
【図５７】実施例の第３可動体を示す背面図である。
【図５８】実施例の第３基板カバーを示す正面図である。
【図５９】実施例の第３基板カバーを示す背面図である。
【図６０】実施例の第３カバー部材を示す正面図である。
【図６１】実施例の第３カバー部材を示す側面図である。
【図６２】実施例の第３可動体の可動体意匠部を前側から示す分解斜視図である。
【図６３】実施例の第３可動体の可動体意匠部を後側から示す分解斜視図である。
【図６４】実施例の第３可動体の動作状況を示す概略正面図であって、(ａ)は第３可動体
が待機位置にあり、(ｂ)は第３可動体が動作位置にある。
【図６５】実施例の第４可動演出装置を示す正面図である。
【図６６】実施例の第４可動演出装置を示す背面図である。
【図６７】実施例の第４可動演出装置を前側から示す分解斜視図である。
【図６８】実施例の第４可動演出装置を後側から示す分解斜視図である。
【図６９】実施例の第４可動体の動作状況を示す概略正面図であって、(ａ)は第４可動体
が待機位置にあり、(ｂ)は第４可動体が動作位置にある。
【図７０】実施例の第１可動演出装置または第３可動演出装置の演出動作を示すフローチ
ャート図である。
【図７１】実施例の第２可動演出装置の演出動作を示すフローチャート図である。
【図７２】実施例の可動演出装置の異常判定時の復帰動作を示すフローチャート図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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
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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】
【００１４】
(パチンコ機について)
　図１に示すように、実施例に係るパチンコ機１０は、矩形枠状に形成されて、遊技店の
図示しない設置枠台に固定される固定枠としての外枠１１を備えている。また、パチンコ
機１０には、後述する遊技盤３６(図４参照)が着脱可能に保持される本体枠としての中枠
１２が、外枠１１の開口前面側に開閉および着脱可能に組み付けられている。更に、パチ
ンコ機１０では、遊技盤３６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１
３が着脱し得るよう配設されている(図５参照)。中枠１２の前面側には、遊技盤３６を透
視保護するガラス板１４ａを備えた装飾枠としての前枠１４が開閉可能に組付けられると
共に、前枠１４の下方にパチンコ球(遊技球)を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組付
けられる(図１参照)。なお、実施例では、前枠１４の下部位置に、パチンコ球を貯留する
上球受け皿１６が一体的に組付けられており、前枠１４の開閉に合わせて上球受け皿１６
も一体的に開閉するよう構成される。
【００１５】
(中枠について)
　図３に示すように、前記中枠１２は、上縁をなす上枠部材１７と、下縁をなし、スピー
カ３３や打球発射装置３４、操作ハンドル３５等が設置された下枠部材１８と、左側縁を
なす左枠部材１９と、右側縁をなす右枠部材２０とから構成されている。中枠１２は、上
下左右の枠部材１７,１８,１９,２０を組付けた際に、全体が外枠１１の開口に整合する
矩形枠状に形成される。そして、上下左右の枠部材を組付けた際に前後に開口する開口部
分が、遊技盤３６を設置する遊技盤保持部２２として機能する。ここで、中枠１２は、外
枠１１の左上端部および左下端部に設けられた支軸(図示せず)を介して枢支され、左側端
部を中心として中枠１２を回転させることで、外枠１１に対して中枠１２を開閉し得るよ
うになっている。
【００１６】
　図３に示すように、左枠部材１９の開口内側(遊技盤保持部２２側)には、上下に離間す
る位置に、遊技盤３６の左側端部を回転および着脱可能に保持する回転保持具２３,２３
が複数設けられている。また、上下の枠部材における右端部(右枠部材２０側)には、固定
位置および固定解除位置に回転可能な固定具２４,２４が夫々設けられており、該固定具
２４,２４により遊技盤３６の右側上下端部を中枠１２に固定し得るようになっている。
パチンコ機１０では、遊技盤３６の左側端部を回転保持具２３,２３で保持した状態で、
遊技盤３６の右側端部を押し込んで遊技盤３６の左側端部(回転保持具２３,２３)を中心
に回動させて遊技盤３６の全体を遊技盤保持部２２に臨ませて、固定具２４,２４を固定
位置に回転変位させて遊技盤３６の右側上下端部が支持固定される。このように、遊技盤
３６は、その周縁部の裏面が前記上下および左の各枠部材１７,１８,１９,２０に当接支
持された状態で、回転保持具２３,２３および固定具２４,２４で対応箇所の前面が当接支
持されて、前後方向の移動が規制される。そして、この状態の遊技盤３６の前面(後述す
る板部材３８の前面)は、中枠１２に組付けられている前枠１４のガラス板１４ａに対し
て予め設定された距離だけ離間する位置に臨むよう構成されている。
【００１７】
　図３に示すように、前記上枠部材１７の裏側には、設置枠台等に設けられた外部球供給
設備から供給されるパチンコ球を貯留する球タンク２５が、上枠部材１７の左右幅の略全
幅に亘って設けられている。この球タンク２５は、遊技盤保持部２２に配設された遊技盤
３６の裏側上部に重なるよう形成されており、遊技盤３６の上下寸法を最大限大きくし得
るようになっている。また、下枠部材１８の裏側には、上下の球受け皿１５,１６に連通
する球供給路および設置枠台に設けた球回収樋に連通する球排出路(何れも図示せず)が夫
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々形成されたセット部材２６が配設されている(図２参照)。なお、球タンク２５とセット
部材２６とは、両部材間に架設された球通路ユニット２７を介して連通接続されており、
該球通路ユニット２７に配設された球払出し装置２７ａの駆動により球タンク２５に供給
されたパチンコ球を上下の球受け皿１５,１６へ給出するよう構成されている。
【００１８】
　前記セット部材２６には、図２に示すように、パチンコ機１０の電源制御を行なう電源
装置２８、球通路ユニット２７に配設した球払出し装置２７ａを駆動制御する払出し制御
装置２９、前記打球発射装置３４を駆動制御する発射制御装置３０、外部端末に接続され
るインターフェース基板３１等が配設されている。なお、これらの各装置２８,２９,３０
,３１は、遊技盤３６の裏側に配設される主制御装置３２に配線接続され、該主制御装置
３２からの制御信号に基づいて所定の制御を実行するようになっている。
【００１９】
(遊技盤について)
　図４に示すように、前記前記遊技盤３６は、前面(盤面)にパチンコ球が流下可能な遊技
領域３７が画成される板部材３８と、該板部材３８の裏面に組付けられる裏ユニット３９
とから基本的に構成される(図６～図１０参照)。裏ユニット３９には、後側に図柄表示装
置１３が着脱可能に配設されると共に、複数の可動演出装置１００,２００,３００,４０
０が配設されている(図１２参照)。遊技盤３６では、裏ユニット３９に形成された前後に
開口する裏ユニット開口部３９ａを介して図柄表示装置１３の表示面を前面側から視認し
得るよう構成されている。なお、板部材３８は、合板等の木製で平板状に形成されている
。裏ユニット開口部３９ａは、図１３に示す如く、該裏ユニット３９の上下および左右幅
の大部分が開口する大型の開口部分であって、この裏ユニット開口部３９ａの内側に図柄
表示装置１３による図柄変動ゲームが行われる表示部４０が設けられる。そして、裏ユニ
ット３９には、裏ユニット開口部３９ａの周囲に可動演出装置１００,２００,３００,４
００が配設されている。なお、実施例の板部材３８は、一定の厚み寸法(１０ｍｍ)の平板
状に形成される。
【００２０】
(板部材について)
　図１または図４に示すように、前記板部材３８の前面には、円弧状に形成した案内レー
ル４４が配設されると共に、案内レール４４の右方位置に、左端縁が右方に凹む円弧状に
形成した第１盤面飾り部材４５ａが配設されている。そして、案内レール４４および第１
盤面飾り部材４５ａにより遊技領域３７が略円形状に画成される。また、板部材３８の前
面には、案内レール４４の左方(遊技領域３７の外側)の上下位置に第２盤面飾り部材４５
ｂが夫々が配設されている。更に、板部材３８の遊技領域３７には、裏ユニット３９に形
成された裏ユニット開口部３９ａの前側に位置させて、前後に貫通する表示貫通口３８ａ
が形成されている(図６または図７参照)。すなわち、表示貫通口３８ａの内側には、表示
部４０が設けられる。
【００２１】
　前記表示貫通口３８ａは、矩形状の板部材３８において、上下方向において上側に若干
偏倚した領域に開設されており、板部材３８には、表示貫通口(表示開口部)３８ａの下側
中央部に後述する入賞装置４６,４７が配設される入賞装置貫通口４１が貫通形成されて
いる(図１１参照)。また、板部材３８には、表示貫通口３８ａの下側に位置して、入賞装
置貫通口４１の左側に後述する第４発光装置４７０の前側および普通入賞口６０ａの後側
に整合する左下貫通口(貫通口)４２が貫通形成されている。更に、板部材３８には、表示
貫通口３８ａの下側に位置して、入賞装置貫通口４１の右側に後述する普通入賞口６０ａ
の後側に整合する右下貫通口４３が貫通形成されている。そして、板部材３８には、表示
貫通口３８ａに対して、後述する前後に開口する枠状の装飾枠部材(装飾部材)５４が配設
される。
【００２２】
　前記板部材３８には、表示貫通口３８ａ(表示貫通口３８ａに嵌め合わせた装飾枠部材
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５４)の下方位置に、遊技領域３７を流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置４６
や特別入賞装置４７が配設されている(図４,図６～８参照)。また、板部材３８には、特
別入賞装置４７の左右両側に、後述する普通入賞口６０ａが夫々設けられている。
【００２３】
　図４に示す如く、前記始動入賞装置４６は、板部材３８の前面にネジ固定される第１取
付ベース板４６ａの前面側に、遊技領域３７を流下するパチンコ球が入賞可能な上下の始
動入賞口(入賞口)４６ｂ,４６ｃが設けられる。パチンコ機１０では、始動入賞装置４６
の始動入賞口４６ｂ,４６ｃへ入賞したパチンコ球が始動入賞センサ４８(図１７参照)で
検出されることで、図柄表示装置１３の表示面で図柄変動が開始されると共に、所定数(
例えば５個)のパチンコ球が賞球として上下の球受け皿１５,１６に払い出されるようにな
っている。なお、下側の始動入賞口４６ｃを挟む左右位置には、相互に近接および離間す
るよう揺動可能な一対の羽根部材(図示せず)が設けられている。始動入賞装置４６は、第
１取付ベース板４６ａの後面側に固定された装置本体５０(図７または８参照)に設けた図
示しないソレノイドにより羽根部材を揺動することで、下側の始動入賞口４６ｃが開閉さ
れる。
【００２４】
　前記特別入賞装置４７は、板部材３８の前面にネジ固定される第２取付ベース板４７ａ
に、前後に開口する横長の特別入賞口４７ｂが開設されると共に、該第２取付ベース板４
７ａの後面側に、該特別入賞口４７ｂを介してパチンコ球が入賞可能な入賞空間が形成さ
れた装置本体(本体部)５１(図７または図８参照)が設けられている。また、特別入賞装置
４７は、特別入賞口４７ｂを開閉自在に閉成する開閉扉５２を備え、この開閉扉５２を装
置本体５１に設けた図示しないソレノイドにより開閉することで、特別入賞口４７ｂが開
閉されるようになっている。パチンコ機１０では、図柄表示装置１３で行なわれる図柄変
動演出の結果、該図柄表示装置１３に所定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の三つ揃い
等)で図柄が停止表示されることで所謂「大当り」が発生する。これにより、パチンコ機
１０では、特別入賞装置４７の特別入賞口４７ｂが開放され、特別入賞口４７ｂに入賞し
たパチンコ球が特別入賞センサ５３(図１７参照)で検出されることで、多数の賞球が上下
の球受け皿１５,１６に払い出されるよう構成される。なお、始動入賞装置４６の装置本
体５０および特別入賞装置４７の装置本体５１は、板部材３８に穿設された入賞装置貫通
口４１を介して板部材３８の後方に突出し、両装置本体５０,５１が裏ユニット３９に装
置本体５０,５１に対応して形成された収容部６８に収容されるようになっている。
【００２５】
　前記板部材３８の前面には、装飾枠部材５４の左側に臨む遊技領域３７に、該遊技領域
３７を流下するパチンコ球が通過可能な球通過ゲート２１が配設されている(図４参照)。
なお、実施例の遊技盤３６では、装飾枠部材の左側方に球通過ゲート２１が一体的に設け
られている(図１４または図１５)。球通過ゲート２１には、該球通過ゲート２１を通過す
るパチンコ球を検出した際に、図示しない普通図柄表示装置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、主制御装置３２に電気的に接続され、該主制御装置３２
は、球通過ゲート２１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、始動入賞装置４６の羽根部材を開放するか否かの抽選を行なうよう設定されて
いる。
【００２６】
(装飾枠部材について)
　図６または図７に示すように、前記板部材３８には、表示貫通口３８ａに対して、前後
に開口する枠状の装飾枠部材５４が配設されている。装飾枠部材５４は、略円形の枠状部
材であって、前後に開口する窓口５４ａが内側に画成されている(図１４参照)。また、装
飾枠部材５４は、表示貫通口３８ａの外周に対応する形状に形成されて、板部材３８の前
面に当接して該板部材３８へのネジ止め部位となる設置片部５４ｂと、この設置片部５４
ｂの後面に後方に突出形成されて、表示貫通口３８ａの内周縁に合わせて延在する嵌合片



(9) JP 5410828 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

部５４ｃと、設置片部５４ｂの前面から前方に突出形成されて、該装飾枠部材５４の上縁
部から左右両縁部に亘って延在する円弧状の庇状部５４ｄとを備えている(図１４～図１
６参照)。また、装飾枠部材５４は、窓口５４ａの左側に位置する庇状部５４ｄに、遊技
領域３７を流下するパチンコ球を枠内に案内する球通路部５５と、窓口５４ａの下側に位
置する下辺部に設けられ、球通路部５５を介して枠内に取込まれたパチンコ球を左右に転
動可能なステージ５６とを備えている。装飾枠部材５４は、嵌合片部５４ｃを表示貫通口
３８ａに挿入して設置片部５４ｂを介してネジ止めすることで取り付けられ、窓口５４ａ
が裏ユニット開口部３９ａに整合して図柄表示装置１３の表示面で展開される図柄変動演
出を前側から視認し得るようになっている。すなわち、遊技盤３６では、裏ユニット開口
部３９ａおよび窓口５４ａの内側に表示部４０が画成される。
【００２７】
　前記装飾枠部材５４は、嵌合片部５４ｃが表示貫通口３８ａに嵌合することで、遊技盤
面に沿う上下左右方向の移動が規制されており(図９または図１０参照)、庇状部５４ｄに
よって遊技領域３７に打ち出されたパチンコ球が窓口５４ａを横切って流下するのを規制
している。また、装飾枠部材５４は、ステージ５６から遊技領域３７にパチンコ球を排出
する排出通口５６ａが始動入賞口４６ｂ,４６ｃの上方に配置されて(図４参照)、排出通
口５６ａから排出されたパチンコ球が、始動入賞口４６ｂ,４６ｃ、特別入賞装置４７の
特別入賞口４７ｂまたは普通入賞口６０ａ等に入賞可能に構成される。装飾枠部材５４に
は、右下部の一部領域を覆って装飾被覆部５７が、設置片部５４ｂ間に設けられている。
装飾被覆部５７は、裏ユニット３９の右下部に設けられる第１発光装置１７０の前側に位
置するよう配置され(図１０参照)、該装飾被覆部５７に所要形状で開設された開口部を覆
う光透過カバー５７ａが第１発光装置１７０により発光演出されるようになっている。な
お、光透過カバー５７ａは、光透過性を有して光拡散処理が施された部材であって、パチ
ンコ機１０のモチーフに合わせて形成された開口部(実施例では文字形状を含んでいる)を
覆うように装飾被覆部５７の後側から取り付けられている。
【００２８】
　ここで、本願で云う光拡散処理とは、例えば光透過性を有する部材の表面に凹凸を形成
するような表面加工や、光反射性を有する微粒子を含有する光拡散インクを種々の濃度分
布で光透過性を有する部材の表面に印刷または塗布等する加工や、部材を構成する樹脂自
体に光反射性を有する微粒子を分散させる例えばラメ加工や、透過する光の屈折率を変え
る加工等を指し、１つの加工だけであっても、複数の加工を組み合わせてもよい。なお、
表面加工の具体例としては、溝加工、ダイヤモンドカット加工、シボ加工、ブラスト加工
などが挙げられ、光の屈折率を変える加工としては、部材の表面に該部材と屈折率が異な
る微細な凹凸を設けたシートレンズの如きものが挙げられる。
【００２９】
　前記装飾枠部材５４は、嵌合片部５４ｃの後側に突出する嵌合部としての突片５８を複
数(実施例では４ヶ所)備えている。嵌合片部５４ｃは、表示貫通口３８ａの内側に整合す
る装飾枠部材５４の内周部分であって、板部材３８の厚みと略同一に設定された嵌合片部
５４ｃの後面から後方に突出する突片５８は、装飾枠部材５４を板部材３８に取り付けた
際に、板部材３８の後面から突出している。ここで、突片５８は、環状に延在する嵌合片
部５４ｃにおいて、第１可動演出装置１００に対応する右下部分と、第２可動演出装置２
００に対応する右上部分と、第３可動演出装置３００に対応する左上部分とに設けられて
いる。そして、各突片５８は、対応の可動演出装置１００,２００,３００のカバー部材１
１０,２１０,２１０に設けられた位置合わせ部としての孔部１１５,２１４,３０２ｃ,３
１０ｄに夫々挿入される。これにより、各可動演出装置１００,２００,３００は、板部材
３８の表示貫通口３８ａに嵌合片部５４ｃが嵌合することで位置決めされた装飾枠部材５
４を介して板部材３８または装飾枠部材５４に対して位置決めされる。
【００３０】
（普通入賞口について）
　前記板部材３８には、装飾枠部材５４の下方位置に、特別入賞装置４７を挟む左右両側
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に普通入賞口６０ａが夫々設けられている。実施例では、図４に示す如く、特別入賞装置
４７を挟む左側および右側の夫々に、２つの普通入賞口６０ａ,６０ａが、階段状となる
よう上下および左右に離間して設けられている。そして、パチンコ機１０では、普通入賞
口６０ａに入賞したパチンコ球を、裏ユニット３９の球通路８０,８１に設けた普通入賞
センサ８８(図５または図１７参照)が検出することで、所定数(例えば１０個)の賞球が上
下の球受け皿１５,１６に払い出されるようになっている。
【００３１】
　前記特別入賞装置４７の左側に設けられる普通入賞口６０ａは、前面側に所要の装飾が
施されて板部材３８に配設される左装飾体６１に形成されている。この左装飾体６１は、
図４に示す如く、案内レール４４の内側に沿って延在する大型の部品であって、板部材３
８の対応する位置に形成された左下貫通口４２を塞ぐように前面にネジ止めされている。
２つの普通入賞口６０ａ,６０ａは、左装飾体６１の下部側において上下２段で形成され
ており、各左普通入賞口６０ａに対応して左装飾体６１の裏面に突設された樋部６２(図
７または図１１参照)が左下貫通口４２に挿通されている。そして、各左普通入賞口６０
ａは、裏ユニット３９に形成されている左球通路８０に樋部６２を介して連通するよう構
成される。
【００３２】
　前記左装飾体６１では、２つの左普通入賞口６０ａ,６０ｂの下側に形成された開口部
が、光透過性を有する発光用装飾部品６３で覆われている。この発光用装飾部品６３は、
板部材３８の左下貫通口４２内に臨んで配置される第４発光装置４７０からの光が透過す
ることで、左側の普通入賞口６０ａ,６０ａの下側を発光により装飾し得るよう構成して
ある。また、左装飾体６１における上側に位置する普通入賞口６０ａより上側の部分には
、裏側からの光を透過可能な光透過部６１ａが設けられ、該光透過部６１ａの後方に臨む
第４発光装置４７０の発光により遊技領域３７を装飾し得るようになっている。
【００３３】
　前記特別入賞装置４７の右側に設けられる普通入賞口６０ａ,６０ａは、前面側に所要
の装飾が施されて板部材３８に配設される右装飾体６４に形成されている(図６参照)。右
装飾体６４は、図４に示す如く、案内レール４４の内側に沿って延在し、左装飾体６１よ
り小型の部品であって、板部材３８の対応する位置に形成された右下貫通口４３を塞ぐよ
うに板部材３８の前面にネジ止めされている。２つの右普通入賞口６０ａ,６０ａは、右
装飾体６４に上下２段で形成されており、各右普通入賞口６０ａに対応して右装飾体６４
の裏面に突設された樋部６５(図７または図１１参照)が、右下貫通口４３に挿通されてい
る。そして、各右普通入賞口６０ａ,６０ｂは、裏ユニット３９に形成されている右球通
路８１に樋部６２を介して連通するよう構成される。なお、実施例では、左装飾体６１に
形成される２つの普通入賞口６０ａ,６０ａと、右装飾体６４に形成される２つの普通入
賞口６０ａ,６０ａとは、特別入賞装置４７を挟んで対称となる位置に設けられている。
【００３４】
　前記右装飾体６４は、２つの右普通入賞口６０ａ,６０ａの下側に臨む位置に開設され
た開口部を有し、この開口部が光透過性を有する発光用装飾部品６３で覆われている。こ
の発光用装飾部品６３は、板部材３８の右下貫通口４３に臨んで、右下発光装置７２から
の光が透過することで、右普通入賞口６０ａ,６０ａの下側を発光により装飾し得るよう
構成してある。
【００３５】
　前記遊技盤３６には、遊技領域３７の最下部、すなわち特別入賞装置４７の下側には、
始動入賞口４６ｂ,４６ｃ、特別入賞口４７ｂおよび各普通入賞口６０ａに入賞すること
なく流下したパチンコ球を機裏側に排出するアウト口６６が形成されている。
【００３６】
　前記遊技盤３６(裏ユニット３９)の裏面に着脱可能に配設される図柄表示装置１３の裏
面には、図２または図５に示す如く、該図柄表示装置１３の表示を制御する演出表示制御
装置７８が配設されている。また、図柄表示装置１３の裏面には、後述する可動演出装置
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１００,２００,３００,４００を可動制御したり、各種発光装置７２,１７０,２２８,２２
９,２４３,２７０,３２９,３７０,４７０を発光制御したり、スピーカ３３の効果音出力
制御等を行なう統括制御装置７９が、演出表示制御装置７８に隣接して配設されている。
パチンコ機１０では、制御装置同士または制御装置と遊技部品である可動演出装置１００
,２００,３００,４００、発光装置７２,１７０,２２８,２２９,２４３,２７０,３２９,３
７０,４７０、図柄表示装置１３、スピーカ３３、始動入賞センサ４８、特別入賞センサ
５３および普通入賞センサ８８等が配線または後述する中継基板８３,８４,８５(図５参
照)を介して電気的に接続される。
【００３７】
　前記主制御装置３２には、始動入賞口４６ｂ,４６ｃに入賞したパチンコ球を検出した
始動入賞センサ４８からの検出信号や、特別入賞口４７ｂに入賞したパチンコ球を検出し
た特別入賞センサ５３からの検出信号や、普通入賞口６０ａに入賞したパチンコ球を検出
した普通入賞センサ８８からの検出信号が入力される。主制御装置３２は、制御動作を所
定の手順で実行することができる主制御用ＣＰＵ、主制御用ＣＰＵの制御プログラムを格
納する主制御用ＲＯＭおよび必要なデータの書き込みおよび読み出しができる主制御用Ｒ
ＡＭ等の電子部品(何れも図示せず)を備えている。
【００３８】
　前記主制御装置３２は、大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数や変動パターン振分用乱
数などの各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値を主制御用ＲＡＭの設定領域
に記憶(設定)することで更新前の値を書き換えており、乱数更新処理(乱数生成処理)を実
行するようになっている。例えば、主制御装置３２では、始動入賞センサ４８から検出信
号が入力されると、主制御用ＣＰＵが主制御用ＲＯＭから大当り判定用乱数を取得し、こ
の大当り判定用乱数と主制御用ＲＡＭの大当り判定値とを比較し、大当りとするか否かの
大当り抽選(大当り判定)を行なう。また主制御装置３２では、前記大当り判定の結果が大
当りの場合には、大当り演出のみが含まれる変動パターンテーブルから大当り演出を決定
する。これに対して、前記大当り判定の結果がはずれの場合には、はずれ演出のみが含ま
れる変動パターンテーブルからはずれ演出を決定する。大当り演出およびはずれ演出の決
定は、前記大当り判定と同様に、主制御用ＣＰＵが主制御用ＲＯＭから取得した乱数によ
り行なう。なお、変動パターンテーブルから決定される大当り演出およびはずれ演出の変
動パターンは、少なくとも図柄変動ゲームの変動時間および演出内容を特定するものであ
る。そして、パチンコ機１０では、主制御装置３２の抽選結果に応じて出力された統括制
御装置７９の制御信号に基づいて、演出表示制御装置７８が図柄表示装置１３に所定の演
出表示を行なわせると共に、主制御装置３２の制御により出力された払出し制御装置２９
の制御信号に基づいて、球払出し装置２７ａによって所定数の賞球が払い出される。また
、パチンコ機１０では、統括制御装置７９の制御信号に基づいて、可動演出装置１００,
２００,３００,４００を作動させたり、各発光装置７２,１７０,２２８,２２９,２４３,
２７０,３２９,３７０,４７０を発光させたり、スピーカ３３から効果音を出力するよう
になっている。
【００３９】
(裏ユニットについて)
　図１２または図１３に示す如く、前記裏ユニット３９は、合成樹脂材から形成されて前
側に開口する箱枠状の箱状本体６７を有し、該箱状本体６７の略中央位置に裏ユニット開
口部３９ａが開設されている。箱状本体６７の下および左右の３辺の前端には、外方また
は内方に向けて板部材３８と平行に延在する複数のフランジ部６７ａが夫々形成されてい
る。裏ユニット３９は、箱状本体６７の下および左右のフランジ部６７ａを板部材３８の
後面に当接させた状態で該板部材３８に取付けられて、板部材３８の後面と箱状本体６７
の後壁部分前面との間に所要の設置空間を画成するよう構成してある。そして、板部材３
８と箱状本体６７との間に画成される設置空間に、複数の可動演出装置１００,２００,３
００,４００が配置されて、遊技盤３６を装飾するようになっている。
【００４０】
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(可動演出装置について)
　実施例の遊技盤３６には、４つの可動演出装置１００,２００,３００,４００が裏ユニ
ット３９に配設されている。各可動演出装置１００,２００,３００,４００は、可動体１
２０,２２０,３２０,４２０とこの可動体１２０,２２０,３２０,４２０を動かす駆動部１
５０,２５０,３５０,４５０を有し、駆動部１５０,２５０,３５０,４５０が設けられる装
置本体部が裏ユニット３９において表示部４０の外側に配設される。各可動演出装置１０
０,２００,３００,４００は、可動体１２０,２２０,３２０,４２０が表示部４０の前側に
位置する動作位置とこの動作位置から表示部４０の外側に向けて移動した待機位置との間
で往復移動可能に構成され(図１８参照)、可動体１２０,２２０,３２０,４２０による演
出動作を行わない停止時に可動体１２０,２２０,３２０,４２０が待機位置で保持される
ようになっている(図１２参照)。ここで、遊技盤３６には、表示部４０の右下側に装置本
体部を取り付けて第１可動演出装置１００が設けられ、表示部４０の右上側に装置本体部
を取り付けて第２可動演出装置２００が設けられ、表示部４０の左側に装置本体部を取り
付けて第３可動演出装置３００が設けられ、表示部４０の左下側に装置本体部を取り付け
て第４可動演出装置４００が設けられている(図１２参照)。
【００４１】
　前記遊技盤３６では、第１可動演出装置１００の第１可動体１２０が表示部４０の下側
に位置する待機位置から上方に変位し、第２可動演出装置２００の第２可動体２２０が表
示部４０の右横側に位置する待機位置から左方に変位し、第３可動演出装置３００の第３
可動体３２０が表示部４０の上側に位置する待機位置から下方に変位し、第４可動演出装
置４００の第４可動体４２０が表示部４０の下側に位置する待機位置から上方に変位する
よう構成される。なお、遊技盤３６は、第１および第４可動演出装置１００,４００を裏
ユニット３９に取付けた際に、装置本体部の前面が箱状本体６７の前端(フランジ部６７
ａの前面)と同一位置に臨むよう設定されて、板部材３８に裏ユニット３９を取り付けた
際に、これらの装置本体部の前面が板部材３８の後面に当接するよう構成される。
【００４２】
(第１可動演出装置)
　図１２に示すように、前記第１可動演出装置１００は、裏ユニット３９における裏ユニ
ット開口部３９ａ下側を画成する辺部(下辺部)において右側の角隅部に設置されている。
図１９～図２８に示すように、第１可動演出装置１００は、該第１可動演出装置１００を
構成する部材の設置基盤となる第１ベース部材(ベース部材)１０２と、所定の演出動作を
行う第１可動体(可動体)１２０と、この第１可動体１２０を往復動させる第１駆動部(駆
動部)１５０と、第１ベース部材１０２の前側を覆う第１カバー部材１１０とから基本的
に構成される。第１可動演出装置１００では、第１ベース部材１０２と第１カバー部材１
１０とから第１駆動部１５０が設けられる装置本体部が構成され、内部に部材の収容空間
を有するケース状の装置本体部単位で第１可動体１２０および第１駆動部１５０を含めて
裏ユニット３９に対して一体的に着脱可能なユニット構造になっている。また、第１可動
演出装置１００は、第１ベース部材１０２が裏ユニット３９の下辺部と右辺部とが交わる
角隅部に合わせて形成されて、装置本体部が表示部４０の外側に配置されると共に、装置
本体部の左側部(中央側)から第１可動体１２０の意匠部分が外方に臨んでいる。そして、
第１可動演出装置１００では、裏ユニット３９の下辺部の前側に位置して表示部４０の外
側に退避している待機位置と、待機位置から上方変位して表示部４０の前側に臨む動作位
置との間で、第１可動体１２０が往復移動するようになっている(図１８または図２９参
照)。
【００４３】
　前記第１ベース部材１０２は、裏ユニット３９の設置面となる後壁前面に当接する板状
部分の周縁部から前方へ壁が立ち上がり、前方に開口する箱状に形成されている。また、
第１ベース部材１０２には、左壁に可動体用凹部１０２ａが形成されると共に、下壁に配
線用凹部１０２ｂが形成されている(図２２または図２３参照)。なお、第１ベース部材１
０２は、透明な合成樹脂素材から形成されている。
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【００４４】
　前記第１カバー部材１１０は、第１ベース部材１０２の前部開口を被覆可能な形状の板
状部分を本体とし、左側縁に第１ベース部材１０２の可動体用凹部１０２ａに対応して後
方に突出形成された左壁片１１１を有している。なお、第１カバー部材１１０は、透明な
合成樹脂素材から形成されている。第１カバー部材１１０には、第１ベース部材１０２の
板状部分から立設されたカバー固定用ボス１０３(図２３参照)のネジ孔に対応して通孔が
開設されると共に、カバー固定用ボス１０３を嵌合収容可能なボス受部(図示せず)が後面
に通孔１１０ａを囲んで突設されている。第１カバー部材１１０は、ボス受部にカバー固
定用ボス１０３を嵌合すると共に、通孔１１０ａを介して前側からネジをネジ孔に螺挿す
ることで、第１ベース部材１０２に対して固定される。そして、第１可動演出装置１００
は、第１ベース部材１０２に第１カバー部材１１０を取り付けた際に、可動体用凹部１０
２ａと左壁片１１１との間に第１可動体１２０の後述する可動本体１２２が挿通される可
動体挿通口１０４が画成される(図２２参照)。ここで、可動体挿通口１０４は、前後寸法
が可動本体１２２の前後寸法と略同一に設定されると共に、上下寸法が可動体本体１２２
の変位を許容し得る幅に設定され、可動体挿通口１０４に挿通した可動本体１２２の上下
方向の変位を許容しつつ前後方向のぶれを抑制し得るようになっている。
【００４５】
　前記第１ベース部材１０２には、裏ユニット３９における第１ベース部材１０２の設置
部位に突設されたケース固定用ボス３９ｂに対応して(図１３参照)、該ケース固定用ボス
３９ｂを嵌合収容可能なボス受部１０５およびケース固定用ボス３９ｂの前端に当接する
フランジ部１０６が設けられている(図２３参照)。第１ベース部材１０２には、ボス受部
１０５の内側に連通する通孔１０５ａが開設されており(図２３参照)、第１ベース部材１
０２の通孔に合わせて第１カバー部材１１０にネジの頭より大径のネジ通過孔１１０ｂが
開設されている(図２１参照)。また、第１ベース部材１０２のフランジ部１０６にも、通
孔１０６ａが開設されている。第１カバー部材１１０は、第１ベース部材１０２のフラン
ジ部１０６の前側に対応する部分が切り欠かれており、第１カバー部材１１０を第１ベー
ス部材１０２に取り付けてもフランジ部１０６に対して前側からアクセス可能になってい
る。そして、第１可動演出装置１００の装置本体部は、第１カバー部材１１０のネジ通過
孔１１０ｂおよび第１ベース部材１０２の通孔１０５ａ,１０６ａを介して前側からネジ
をケース固定用ボス３９ｂに設けたネジ孔に螺挿することで、裏ユニット３９に対して固
定される。このように、第１可動演出装置１００の装置本体部は、第１カバー部材１１０
のネジ通過孔１１０ｂから第１ベース部材１０２を固定するネジにアクセス可能であり、
第１可動演出装置１００を構成する第１カバー部材１１０等の部材が第１ベース部材１０
２に取り付けられる構成であるので、第１カバー部材１１０やその他の部材を取り外すこ
となく、裏ユニット３９の前側から裏ユニット３９に対して着脱することができる。
【００４６】
　前記装置本体部には、第１可動体１２０に当接可能な当接部１０７が、該装置本体部の
左側に延出する第１可動体１２０の意匠部分が動作位置から待機位置に向けて変位する側
に設けられている(図１９または図２０参照)。実施例の当接部１０７は、第１ベース部材
１０２において可動体用凹部１０２ａが設けられる左壁の下部から左側(中央側)に延出す
るよう形成されて(図２３参照)、可動体用凹部１０２ａにより画成される可動体挿通口１
０４から左方に延出する第１可動体１２０の意匠部分の下側に延在するよう構成される。
すなわち、当接部１０７は、往復移動する第１可動体１２０に対して動かない固定側(遊
技盤３６側)に設けられ、第１可動体１２０の待機位置において意匠部分の下端部に上面
が当接するよう設定される(図２９参照)。なお、第１カバー部材１１０は、第１ベース部
材１０２の当接部１０７の前側に整合する形状で形成されている(図１９参照)。
【００４７】
　図２７または図２８に示すように、前記第１可動体１２０は、第１ベース部材１０２に
軸支されて、第１駆動部１５０によって待機位置と動作位置との間を往復動する可動本体
１２２と、この可動本体１２２に対して該可動本体１２２の往復移動方向に往復変位可能
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に設けられた可動部材１３０とから基本的に構成されている。可動本体１２２は、左端部
が装置本体部の外左方に位置すると共に右端部が第１ベース部材１０２に軸支されて、装
置本体部の可動体挿通口１０４を通って長手が左右方向に延在するように配設されている
(図２３参照)。第１可動体１２０は、第１ベース部材１０２に軸支された支持部位を中心
に可動本体１２２が往復移動するように構成され、可動本体１２２の往復移動につれて意
匠部分が表示部４０の下側(外側)に退避した待機位置とこの待機位置から上方に変位して
表示部４０の前側に臨む動作位置との間で往復移動される(図２９参照)。
【００４８】
　前記可動本体１２２の左端部前側には、上部に上部意匠部１２３が固定されると共に、
可動部材１３０が上部意匠部１２３の下側に位置して、上部意匠部１２３に対して接離す
るよう往復変位可能に取り付けられている(図１９参照)。そして、第１可動体１２０では
、上部意匠部１２３と可動部材１３０とによって意匠部分が構成されている。第１可動体
１２０の意匠部分は、パチンコ機１０のモチーフに合わせた人型であって、上部意匠部１
２３が人の上あごから上部分となり、可動部材１３０が人の下あごから下部分を構成して
いる。すなわち、第１可動体１２０は、可動部材１３０が上部意匠部１２３に対して接離
するように往復変位することで、人型の意匠部分の口があたかも開閉するようになってい
る(図２９参照)。
【００４９】
　前記第１可動体１２０において、可動本体１２２への可動部材１３０の取付構造につい
て説明する。可動本体１２２の左端部には、該可動本体１２２の往復移動方向に長手が延
在する２つの溝部１２４,１２４が設けられている(図２１参照)。ここで、可動本体１２
２の左端部は、右端部を中心として左右方向の変位より上下方向の変位が大きな円弧軌跡
で揺動するので、待機位置にある可動本体１２２において溝部１２４の長手が上下方向に
おおよそ沿って延在している。２つの溝部１２４,１２４は、待機位置にある可動本体１
２２において上下方向に離間して配置され、何れの溝部１２４,１２４も可動本体１２２
を前後方向に貫通するよう形成されている。
【００５０】
　これに対して、可動部材１３０には、２つの溝部１２４,１２４に夫々対応して取付片
１３１が上下に離間して後面に突設されている(図２８参照)。各取付片１３１は、溝部１
２４の短手幅と略同一の外径で形成された丸棒状の部位であって、溝部１２４の長手辺に
当接して該溝部１２４の短手方向への移動が規制されるようになっている。可動部材１３
０は、２つの溝部１２４,１２４に対して取付片１３１,１３１を前側から夫々挿入し、溝
部１２４,１２４を介して可動本体１２２の後側に臨む取付片１３１,１３１に対して後側
から抜止片１２５を取り付けることで、溝部１２４,１２４の長手方向にスライド変位可
能に保持される。抜止片１２５は、溝部１２４より大きな板状の部材であって、上下の端
部に通孔１２５ａ,１２５ａが形成されている。抜止片１２５は、取付片１３１のネジ孔
に通孔１２５ａを夫々合わせて後側からネジ止め固定することで、上下２つの取付片１３
１,１３１の間に亘って取り付けられる。なお、可動本体１２２の各溝部１２４は、下端
部(待機位置側の端部)および上端部(動作位置側の端部)が丸棒状の取付片１３１に合わせ
て半円状に形成されている(図２３参照)。
【００５１】
　前記第１可動体１２０では、可動部材１３０が該可動部材１３０の往復変位方向におけ
る待機位置側に向けて付勢されている。ここで、可動部材１３０は、前述の如く可動本体
１２２にぶら下げられる構成であって、重力の作用下に常に下方に付勢されている。すな
わち、可動部材１３０は、付勢手段として自重が用いられ、待機位置側となる下方(可動
本体１２２の上部意匠部１２３から離間する方向)に向けて力が加わっている。
【００５２】
　実施例の第１可動体１２０では、可動部材１３０を自重により付勢する構成であるが、
ばね等の弾性部材によって上部意匠部１２３より離間する方向に積極的に付勢する構成も
採用できる。このように、弾性部材を設ける構成であれば、第１可動体を上側の待機位置
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から下降して動作位置に変位したり、第１可動体を横側の待機位置から左右方向に変位す
る構成も採用できる。
【００５３】
　前記第１可動演出装置１００では、第１可動体１２０における可動部材１３０の下端部
(待機位置側の端部)と第１ベース部材１０２の当接部１０７とが、第１可動体１２０の動
作における所定範囲で当接するよう構成されている。具体的には、第１可動演出装置１０
０は、第１可動体１２０の待機位置から可動本体１２２が動作位置側に前記溝部１２４の
長手幅上昇するまでに亘って、可動部材１３０の下端部が当接部１０７の上面に当接する
ようになっている。そして、第１可動体１２０は、付勢方向前側に延在する当接部１０７
に可動部材１３０が当接することで、可動本体１２２に対する可動部材１３０の付勢方向
の変位が規制される。また、第１可動体１２０は、可動部材１３０が可動本体１２２に対
して該可動本体１２２の往復移動方向に変位可能に取り付けてあるので、可動部材１３０
が当接部１０７に当接して可動部材１３０の下方変位が当接部１０７に規制された状態に
おいて、溝部１２４の長手幅の範囲において可動本体１２２を可動部材１３０と独立して
往復移動することができる。すなわち、第１可動体１２０は、可動部材１３０の下端部を
当接部１０７に当接したもとで可動本体１２２を往復動することで、可動部材１３０を停
止したまま可動本体１２２を独立して変位できるようになっている。
【００５４】
　前記第１可動体１２０は、待機位置において可動部材１３０と当接部１０７との当接下
に溝部１２４の上端部(動作位置側の端部)に取付片１３１が位置して、上部意匠部１２３
の下端と可動部材１３０の上端とが当接するよう構成される。このとき、第１可動体１２
０では、人型の意匠部分の口が閉じた状態になる。また、第１可動体１２０は、待機位置
より動作位置側に変位した可動部材１３０と当接部１０７とが当接している範囲において
、可動本体１２２だけが上下に移動されて、上部意匠部１２３の下端が可動部材１３０の
上端から離間した状態で上部意匠部１２３が可動部材１３０に対して接離するようになっ
ている。すなわち、第１可動体１２０では、開いた状態にある意匠部分の口が開閉するよ
うな演出動作を行うことができる。
【００５５】
　一方、第１可動体１２０は、可動部材１３０が当接部１０７から離間すると、溝部１２
４の下端部に取付片１３１が係止されて、可動本体１２２の往復移動につれて可動部材１
３０が一体的に変位されるようになっている。すなわち、第１可動体１２０は、可動部材
１３０が当接部１０７より離れた動作範囲において、可動本体１２２の上下移動につれて
可動部材１３０が一体的に上下変位されて、上部意匠部１２３の下端と可動部材１３０の
上端との離間幅が最大になっている。このとき、第１可動体１２０は、人型の意匠部分の
口が大きく開いた状態になっている。
【００５６】
　前記第１駆動部１５０は、第１モータ(モータ)１５２と、この第１モータ１５２および
可動本体１２２を連繋して、第１モータ１５２の回転を可動本体１２２の揺動動作に変換
する第１伝達部１２６,１５３,１５４,１５５とから構成されている(図２５または図２６
参照)。実施例では、第１モータ１５２として、サブ統括制御装置の制御下に駆動または
駆動停止されるステッピングモータが用いられている。第１モータ１５２は、第１ベース
部材１０２の後面に取り付けられ(図２０参照)、裏ユニットの下辺部に開設されたモータ
挿通口３９ｃ(図１３参照)に挿通されて裏ユニット３９の後側に臨んでいる(図５参照)。
第１ベース部材１０２の後面には、第１モータ１５２の外形に合わせてモータ用位置決め
片１０８が突設され、このモータ用位置決め片１０８の内側に第１モータ１５２が出力軸
１５２ａを前側に臨ませた状態で嵌合されている。
【００５７】
　前記第１伝達部は、第１モータ１５２の出力軸１５２ａに固定された駆動歯車１５３と
、第１ベース部材１０２の前側に回転可能に軸支され、駆動歯車１５３にかみ合う従動歯
車(回転板)１５４と、この従動歯車１５４の前側に突設された伝達軸１５５とを備えてい
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る(図２３および図２５参照)。伝達軸１５５は、丸棒状に形成されると共に、従動歯車１
５４の回転中心から偏心した位置(偏心位置)に設けられている。伝達軸１５５は、可動本
体１２２の右端部下側(軸支部位側)に開設された伝達溝１２６に後側から挿入されている
(図２３参照)。第１可動演出装置１００では、おおよそ矩形状の第１ベース部材において
左下部分に第１モータ１５２が配置されて、第１ベース部材１０２の中央部に従動歯車１
５４が軸支されている。また、可動本体１２２は、第１ベース部材１０２の右上側に偏倚
した部分に右端部上側が軸支されており、該可動本体１２２の支持部位と駆動歯車１５３
の回転中心とを結んだライン上に従動歯車１５４の回転中心が配置されている。すなわち
、可動本体１２２において装置本体部の内側に位置する右端部下側は、従動歯車１５４の
前側に配置されており、伝達溝１２６に挿入された伝達軸１５５が従動歯車１５４の回転
につれて変位することで、伝達溝１２６と伝達軸１５５との係合下に可動本体１２２が揺
動するようになっている。
【００５８】
　前記第１可動演出装置１００では、第１モータ１５２の同一方向への回転が第１伝達部
１５３,１５４,１５５により第１可動体１２０の可動本体１２２の揺動運動に変換される
。ここで、第１可動演出装置１００は、従動歯車１５４の一回転で第１可動体１２０が待
機位置から動作位置まで上昇し、動作位置から待機位置まで下降するようになっている。
【００５９】
　前記第１可動演出装置１００は、第１可動体１２０の位置を判定する第１検知手段とし
ての第１フォトセンサ１６０を備えている(図２６参照)。第１フォトセンサ１６０は、統
括制御装置７９に電気的に接続され、この第１フォトセンサ１６０の信号が統括制御装置
７９に入力されるようになっている。第１フォトセンサ１６０は、従動歯車１５４の後側
に位置して第１ベース部材１０２に設置された検知基板１６１に設けられている(図２３
または図２５参照)。また、第１可動演出装置１００では、従動歯車１５４の後面(伝達軸
１５５の形成面と反対側の面)に設けられた第１検知片１５６が、第１フォトセンサ１６
０における対向する検知部の間を通過するよう配置されている。第１検知片１５６は、一
部領域を切り欠いた環状に形成されている。第１フォトセンサ１６０は、第１検知片１５
６の有無により第１可動体１２０の位置を判定し、実施例では、第１検知片１５６の切欠
部分中央が第１可動体１２０の待機位置に対応するように設定されている。
【００６０】
　前記第１可動演出装置１００は、第１可動体１２０の動作時(第１モータ１５２の駆動
時)に第１フォトセンサ１６０による検知状態にある第１検知片１５６が非検知状態に移
行してから所定時間経過して第１モータ１５２を停止するように、統括制御装置７９によ
って制御される。そして、第１可動体１２０は、第１モータ１５２を停止するタイミング
で取付片１３１が溝部１２４の上端部(動作位置側の端部)に当接するよう構成される。第
１可動演出装置１００は、第１モータ１５２としてステッピングモータが採用されている
ので、第１モータ１５２に与えるパルス信号の制御によって第１モータ１５２の回転角度
(ステップ)を決めることができる。すなわち、実施例の第１可動演出装置１００では、第
１モータ１５２の駆動時に第１フォトセンサ１６０が第１検知片１５６の検知状態から非
検知状態に移行してから所定のステップ(実施例では８ステップ)だけ進む時間だけ遅延さ
せて第１モータ１５２を停止することで、第１フォトセンサ１６０の検知部間に第１検知
片１５６の切欠部分中央が位置するようになっている。すなわち、実施例では、第１検知
片１５６の切欠部分が第１モータ１５２の１６ステップ分の回転角度に対応する幅で形成
されている。
【００６１】
　前記第１ベース部材１０２は、前面に突設された配線区画壁１０９を有している(図２
３参照)。第１ベース部材１０２には、右壁と第１伝達部(駆動歯車１５３および従動歯車
１５４)との間に形成された配線区画壁１０９によって、第１伝達部１５３,１５４および
可動本体１２２の動作スペースと区切られて、装置本体部の下部に開口する配線用凹部１
０２ｂに連通する配線スペースが右側部分に設けられている。すなわち、検知基板１６１
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の前面右側に設けられて右側に開口が臨むソケット１６２に接続する配線は、前記配線ス
ペースを通って配線用凹部１０２ｂを介して装置本体部の外側に引き出され、裏ユニット
３９の後面下右側に設置された右下中継基板８３に接続されている。これにより、配線は
、装置本体部の内部において第１伝達部１５３,１５４および可動本体１２２に干渉する
ことなく配設することができ、配線の噛み込みによる第１可動体１２０の動作不良や断線
等の不具合を回避し得る。なお、配線区画壁１０９の前端には、右壁に向けて突出形成さ
れた配線保持片１０９ａが設けられ、配線スペースを通る配線が前側に抜け出さないよう
に保持している(図２３参照)。
【００６２】
　前記第１可動演出装置１００は、第１カバー部材１１０の前側に第１発光装置１７０を
備えている。第１発光装置１７０は、発光体としてのＬＥＤを備えた第１発光基板１７１
からなり、装飾枠部材５４の装飾被覆部５７の後側に配置されている。すなわち、第１発
光装置１７０は、統括制御装置７９の制御下にＬＥＤから光を照射することで、光透過カ
バー５７ａを明輝させて、第１可動体１２０の演出動作と合わせてまたは独立して発光に
よる演出も行い得るようになっている。第１発光基板１７１は、該第１発光基板１７１の
外形におおよそ整合する形状で第１カバー部材１１０の前面に設けられた基板支持片１１
２(図２１参照)に支持されて、第１カバー部材１１０の前面から離して設置されている。
第１カバー部材１１０には、基板支持片１１２の内側にカバー取付用ボス１１３が複数突
設されている。第１発光基板１７１の前側には、透明な合成樹脂素材からなるトレイ形状
の第１基板カバー(基板カバー)１１４が取り付けられる。ここで、第１基板カバー１１４
は、第１発光基板１７１に嵌合すると共に、第１発光基板１７１に開設された通孔を介し
て該第１発光基板１７１の前側に臨むカバー取付用ボス１１３のネジ孔に対してネジ止め
固定される。なお、基板支持片１１２は、下部の一部が切り欠かれており、第１発光基板
１７１の後面に設けられたソケットおよび右下中継基板８３に接続する配線が当該切欠部
分を介して配設される。
【００６３】
　前記第１基板カバー１１４は、装飾枠部材５４における装飾被覆部５７を囲う嵌合片部
５４ｃの右下部分に整合する形状に形成されて、裏ユニット３９を板部材３８に取り付け
ることで、第１基板カバー１１４が嵌合片部５４ｃの内側に嵌合するよう構成される。す
なわち、第１可動演出装置１００は、装飾枠部材５４の嵌合部として機能する嵌合片部５
４ｃと、位置合わせ部として機能する第１基板カバー１１４との嵌合下に、板部材３８に
対して位置決めされるようになっている。また、第１カバー部材１１０には、位置合わせ
部としての孔部１１５が基板支持片１１２の下側に設けられ、裏ユニット３９を板部材３
８に取り付けることで、装飾枠部材５４の嵌合片部５４ｃから後方に突設された嵌合部と
しての突片５８が挿入されて、孔部１１５と突片５８との嵌合下に第１可動演出装置１０
０が板部材３８に対して位置決めされる。
【００６４】
　前記第１可動演出装置１００は、通常状態において第１可動体１２０が待機位置にあり
、表示部４０で行われる図柄表示ゲームに連動してまたは独立して、第１可動体１２０が
待機位置と動作位置との間で往復動される。具体的には、第１可動演出装置１００は、第
１モータ１５２が駆動されて第１伝達部１２６,１５３,１５４,１５５を介して可動本体
１２２が上方へ変位される。可動本体１２２が動作位置に向けて上昇すると、待機位置に
おいて当接部１０７との当接下に可動部材１３０の上端に接していた上部意匠部１２３が
、該可動部材１３０から離間する一方、可動部材１３０は、自重により可動本体１２２の
動作にかかわらず停止したままである。更に、可動本体１２２が動作位置に向けて上昇し
て可動部材１３０の取付片１３１が溝部１２４の上端部に係合すると、可動部材１３０が
可動本体１２２に吊り下げられて上昇する。このとき、可動本体１２２の上部意匠部１２
３と可動部材１３０とが離間した状態にある。
【００６５】
　前記第１可動体１２０は、動作位置に到来すると、動作向きが変わり待機位置に向けて



(18) JP 5410828 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

下降する。第１可動体１２０は、可動部材１３０の下端部が当接部１０７に当接するまで
可動本体１２２の下降につれて可動部材１３０が下降し、可動部材１３０の下端部が当接
部１０７に当接して下方変位が規制されると、可動部材１３０が停止して可動本体１２２
だけが下降する。これにより、第１可動体１２０では、可動部材１３０に対して上部意匠
部１２３が近接する。そして、第１フォトセンサ１６０が第１検知片１５６の検知状態よ
り非検知状態に移行してから所定のタイミングで第１モータ１５２を停止することで、上
部意匠部１２３と可動部材１３０とが当接した状態で第１可動体１２０が待機位置で停止
される。
【００６６】
　前記第１可動演出装置１００は、従動歯車１５４が１回転することで、第１フォトセン
サ１６０に臨む第１検知片１５６の切欠部分が１回転して第１フォトセンサ１６０に再度
臨み、第１可動体１２０が待機位置から動作位置まで変位して待機位置に戻る一往復する
１サイクルの動作を行うことができる。第１可動演出装置１００は、第１可動体１２０の
動作を１サイクルだけ行う態様であっても、連続して複数サイクル行う態様の何れであっ
てもよい。また、第１可動演出装置１００は、第１モータ１５２を正逆駆動することで、
第１可動体１２０を待機位置と動作位置の手前の途中位置との間で往復動したり、待機位
置と動作位置との間の途中で往復動(所謂振動)することもできる。
【００６７】
　前記第１可動演出装置１００は、第１可動体１２０の可動部材１３０と当接部１０７と
の当接によって、可動部材１３０に対して可動本体１２２を独立して動作させることがで
きる。また、第１可動体１２０は、可動部材１３０が当接部１０７から離れることで、可
動本体１２２と可動部材１３０とを一体的に動作させることができる。すなわち、第１可
動演出装置１００は、可動本体１２２に吊り下げられた可動部材１３０と当接部１０７と
の接離といった簡単な構成によって、可動本体１２２を動作させるだけで第１可動体１２
０の全体としての動作パターンを変えることができる。すなわち、第１可動演出装置１０
０は、可動部材１３０を動作させるために、可動部材１３０の駆動源や動力伝達機構を必
要とせず、第１駆動部１５０の構成を簡略にすることができ、これにより装置本体部をコ
ンパクトにできる。このように、第１可動演出装置１００は、簡単な構造で第１可動体１
２０の意匠部分を構成する上部意匠部１２３と可動部材１３０の動作パターンを可動本体
１２２の揺動動作の中で変えることができるので、第１可動体１２０による演出効果を向
上できる。
【００６８】
　前記第１可動演出装置１００は、第１モータ１５２が停止するタイミングで溝部１２４
の上端部に取付片１３１が当接する構成であるので、溝部１２４の上端部に取付片１３１
が押さえ付けられることはなく、第１モータ１５２の過負荷を回避できる。しかも、第１
可動体１２０は、溝部１２４の上端部に取付片１３１が当接することで、上部意匠部１２
３と可動部材１３０とが当接するので、上部意匠部１２３と可動部材１３０とが過剰に押
し付けられることを回避でき、また待機位置において上部意匠部１２３と可動部材１３０
が離間することを悟られにくくすることができる。
【００６９】
(第２可動演出装置)
　前記第２可動演出装置２００は、図１２に示すように、裏ユニット３９における裏ユニ
ット開口部３９ａの上側を画成する辺部(上辺部)において右側の角隅部に設置されている
。図３０～図４２に示すように、第２可動演出装置２００は、該第２可動演出装置２００
を構成する部材の設置基盤となる第２ベース部材(ベース部材)２０２と、この第２ベース
部材２０２に動作可能に支持されて、所定の演出動作を行う第２可動体(可動体)２２０と
、この第２可動体２２０を動作させる第２駆動部(駆動部)２５０とを備えている。第２可
動演出装置２００は、第２可動体２２０の第２ベース部材２０２への支持部位を挟んで第
２ベース部材２０２の前側に取り付けられた第２カバー部材２１０を備え、第２カバー部
材２１０によって第２ベース部材２０２の前側が覆われている(図３６または図３７参照)
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。
【００７０】
　前記第２可動演出装置２００では、第２ベース部材２０２と第２カバー部材２１０とか
ら第２駆動部２５０が設けられる装置本体部が構成され、第２カバー部材２１０を取り外
すことで第２ベース部材単位で第２可動体２２０および第２駆動部２５０を含めて裏ユニ
ット３９に対して一体的に着脱可能なユニット構造になっている。また、第２可動演出装
置２００は、第２ベース部材２０２が裏ユニット３９の上辺部と右辺部とが交わる角隅部
に合わせて形成されて、装置本体部が表示部４０の外側に配置されると共に、装置本体部
の下側(中央側)から第２可動体２２０の意匠部分が外方に臨んでいる。そして、第２可動
演出装置２００では、裏ユニット３９の右辺部の前側に位置して表示部４０の外側に退避
している待機位置と、待機位置から左方変位して表示部４０の前側に臨む動作位置との間
で、第２可動体２２０が往復移動するようになっている(図１８または図４３参照)。
【００７１】
　前記第２ベース部材２０２は、透明な合成樹脂素材からなり、裏ユニット３９の上辺部
に当接する板状部分と、板部分より前側に立ち上がり、第２カバー部材２１０を板部分か
ら離間させて支持する立ち上がり部分とが一体的に形成されている(図３６または図３７
参照)。また、第２ベース部材２０２は、裏ユニット３９の上辺部と右辺部とが交わる角
隅部に対応して、正面視において略Ｌ字形状に形成されている(図３１,図３９または図４
０参照)。ここで、実施例の第２ベース部材２０２は、板状部分の上縁の一部および裏ユ
ニット３９の右辺部に対応する部位に立ち上がり部分が設けられ、板状部分における裏ユ
ニット３９の上辺部に対応する部位に、第２可動体２０２の支持部位および第２駆動部２
５０の第２伝達部２５２,２５３,２５４が配設されている。
【００７２】
　前記第２ベース部材２０２は、裏ユニット３９における第２ベース部材２０２の設置部
位に突設されたケース固定用ボス３９ｂに対応して(図１３参照)、該ケース固定用ボス３
９ｂを嵌合収容可能なボス受部２０２ａ(図４０参照)を立ち上がり部分に有している。ま
た、第２ベース部材２０２は、ボス受部２０２ａの内側および板状部分に開設された通孔
２０２ｂを有し、ケース固定用ボス３９ｂをボス受部２０２ａに嵌合したもとで、前側か
ら通孔２０２ｂを介してケース固定用ボス３９ｂまたは裏ユニット３９の上辺部に設けら
れたネジ孔に螺挿することで固定される。
【００７３】
　前記第２カバー部材２１０は、第２ベース部材２０２の前側を覆うだけでなく、裏ユニ
ット３９の上辺部中央を覆う左側部分が装飾部分(以下、上中央装飾部２１１という。)を
構成すると共に、裏ユニット３９の上辺部右側を覆う右側部分が右上装飾部２８０の設置
部分となる。第２カバー部材２１０は、第２ベース部材２０２の立ち上がり部分右側に突
設されたカバー位置決め用ボス２０２ｃに対して後面に設けた位置決め受部２１０ａ(図
３２参照)を嵌合させて、ケース位置決め用ボス２０２ｃの内側に設けた通孔２１０ｂを
介してケース位置決め用ボス２０２ｃのネジ孔に対して前側からネジ止め固定されている
。
【００７４】
　前記第２カバー部材２１０の上中央装飾部２１１は、第３可動演出装置３００における
第３可動体３２０が待機位置にある際に、第３可動体３２０の後述する可動体意匠部３２
４の後側に位置し、第３可動体３２０(可動体意匠部３２４)が動作位置に向けて変位する
ことで、前側に露出する部位である。上中央装飾部２１１には、略円形の可動体意匠部３
２４に合わせて下方に開放した円弧状の意匠体収容部２１１ａが設けられ、待機位置にあ
る可動体意匠部３２４が意匠体収容部２１１ａに収容されて、裏ユニット３９の上辺部に
設けられた右上装飾部２８０等の装飾と一体となっている(図１２参照)。そして、遊技盤
３６では、可動体意匠部３２４が動作位置に向けて変位することで、意匠体収容部２１１
ａに施された装飾が表れるので装飾態様を変えることができる。
【００７５】
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　前記第２可動体２２０は、第２ベース部材２０２および第２カバー部材２１０の間に変
位可能に支持されて、第２駆動部２５０により遊技盤面に沿って往復動する可動基体２２
２と、この可動基体２２２の動作側に設けられて、可動基体２２２に対して変位可能に支
持された可動部２４０とから構成される(図４３または図４４参照)。可動部２４０は、駆
動手段としての可動部ソレノイド２５６に連結する連繋部２５８によって揺動変位される
(図３６または図３７参照)。ここで、可動基体２２２の動作側とは、該可動基体２２２の
第２ベース部材２０２への支持部位から遊技盤面に沿う方向に離間した部位で、かつ可動
基体２２２の動作により表示部４０の前側に変位可能な部位をいう。実施例の可動基体２
２２は、上端部が第２ベース部材２０２に支持されて、動作側が下端部側となっている。
第２可動体２２０は、表示部４０の上側に取り付けた第２ベース部材２０２に可動基体２
２２の上端部が回転可能に軸支されているので、可動基体２２２の支持部位が表示部４０
の外側に位置している。
【００７６】
　前記可動基体２２２は、細長い柱状の部材であって、第２ベース部材２０２への支持部
位から可動部２４０が設けられる動作側に沿って長手が延在するように配設されている(
図３１参照)。すなわち、第２可動体２２０では、可動部２４０が可動基体２２２の支持
部位から該可動基体２２２の長手方向に離間した端部に設けられている。可動基体２２２
は、上部に前後に貫通形成された軸孔に、第２ベース部材２０２に固定された支持軸２０
３を嵌め合わせて回転可能に支持されている。支持軸２０３は、可動基体２２２の前面か
ら突出して、この突出部分が第２ベース部材２０２の前側に取り付けられる第２カバー部
材２１０に形成された軸受凹部２１２に収容されるようになっている(図３３参照)。この
ように、可動基体２２２を第２ベース部材と第２カバー部材との間で支持することで、可
動基体２２２を安定して動作させることができる。
【００７７】
　前記可動基体２２２は、第２ベース部材２０２への支持部位を中心として揺動するよう
構成され、動作側(可動部２４０の取付側)が表示部４０の前側に位置する動作位置と動作
側(可動部２４０の取付側)が表示部４０の右横側(外側)に位置する待機位置との間で、第
２ベース部材２０２に設けられた第２駆動部２５０によって往復移動される。実施例の可
動基体２２２は、上端部が表示部４０の上方において右側に偏倚して支持されており、待
機位置で長手が表示部４０の右側に沿って上下方向に延在する一方(図４または図４３(ａ
)参照)、動作位置で長手が上から下に向かうにつれて左側に傾くように延在する傾斜した
姿勢となる(図４３(ｂ)参照)。更に、可動基体２２２には、前述の如く可動部２４０が設
置されるだけでなく、この可動部２４０を動作させるための可動部ソレノイド２５６およ
びこの可動部ソレノイド２５６と可動部２４０とを連結する連繋部２５８が設置される。
【００７８】
　前記可動部２４０は、中間部位が可動基体２２２の下端部に回転可能に軸支されて、当
該軸支部分を中心として揺動し得るようになっている(図４４参照)。可動基体２２２の下
端部には、可動部２４０の軸支部分を挟んで該可動基体２２２の前側に基体意匠部２２３
が取り付けられ、この基体意匠部２２３によって可動部２４０の軸支部分が覆われている
(図３１または図３５参照)。そして、第２可動体２２０では、基体意匠部２２３と可動部
２４０(後述する可動部２４０の可動意匠部２４２)とによって１つの意匠部分が構成され
ている(図３０参照)。第２可動体２２０の意匠部分は、パチンコ機のモチーフに合わせた
人型であって、基体意匠部２２３が人型の頭部となり、可動部２４０が人型の体部分およ
びこの体部分から突き出た棒状部分(実施例では人型が手にしている竹刀)を構成している
。このように、第２可動体２２０では、第２ベース部材２０２への支持部位と可動部２４
０との位置関係が、可動基体２２２の長手方向において最も離間するように設定されてい
る。このように、第２可動体２２０は、可動基体２２２の揺動において最も動きが大きく
なる部位に意匠部分を設けることで、意匠部分が遊技者の目を惹き、加えて可動部２４０
が動作するので、可動部２４０の動作による演出効果が高い。
【００７９】
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　前記可動部２４０は、全体として一方(待機位置での左右方向)の幅より他方(待機位置
での上下方向)の幅が長い外形であって、その待機姿勢において可動基体２２２の長手に
沿って長手が延在するように構成される(図３０または図３１参照)。実施例の可動部２４
０は、体部分の上部が可動基体２２２の下端部に支持されて、体部分から上方に突き出て
た棒状部分が、その待機姿勢において可動基体２２２の長手辺の右横側に位置している(
図４４(ａ)参照)。また、可動部２４０は、可動部ソレノイド２５６によって変位する連
繋部２５８に連動して、待機姿勢とこの待機位置から少なくとも一部が右側(可動基体２
２２が動作位置から待機位置へ向かう側)に変位した動作姿勢(図４４(ｂ)参照)との間で
揺動するようになっている。すなわち、可動部２４０は、待機姿勢から可動基体２２２へ
の軸支部位を中心に時計回りに変位することで動作姿勢になり、動作姿勢から反時計回り
に変位することで待機姿勢に戻るようになっている。そして、第２可動体２２０は、可動
部２４０が可動基体２２２に対して揺動することで、人型の意匠部分があたかも竹刀を振
っているように動作する。なお、第２可動演出装置２００では、可動基体２２２の待機位
置で可動部２４０が待機姿勢にある状態を、第２可動体２２０の待機位置とし(図(４３(
ａ)参照)、可動基体２２２の動作位置で可動部２４０が待機姿勢または動作姿勢にある状
態を、第２可動体２２０の動作位置としている(図４４参照)。
【００８０】
　前記可動基体２２２についてより具体的に説明する。可動基体２２２は、後側に開口す
る箱状に形成された本体部２２４と、この本体部２２４の内側に収容される発光装置とし
ての可動基体発光基板２２８と、この可動基体発光基板２２８の後側に位置させて本体部
２２４に収容される区画板２３０と、この区画板２３０と間隔をあけて本体部２２４の後
面に取り付けられたカバー部２３２とを備えている(図３６または図３７参照)。本体部２
２４は、透明な合成樹脂素材で形成されており、前壁部分に所要形状で開口部２２４ａが
開設されている(図３６参照)。本体部２２４の前側には、開口部２２４ａの形状に合わせ
て形成された光透過性を有する部位が設けられた基体装飾カバー２２５が、光透過部位を
開口部２２４ａに整合させて取り付けられている。なお、基体装飾カバー２２５は、本体
部２２４において第２カバー部材２１０の下側より露出する部位から基体意匠部２２３の
上側の領域を覆っている。基体装飾カバー２２５は、後面に突設されたカバー固定用ボス
２２６を複数備えており、実施例のカバー固定用ボス２２６は、基体装飾カバー２２５の
長手方向に離間して２ヶ所に設けられている(図３７参照)。
【００８１】
　前記可動基体発光基板２２８は、本体部２２４の長手方向に延在する左右の側壁間の形
状に合わせて外形が形成されて、本体部２２４の後側から該本体部２２４の内側に収容す
ることで左右の側壁間に嵌合するようになっている。可動基体発光基板２２８は、発光体
としてのＬＥＤ２２８ａを前面に複数備えており、統括制御装置７９の制御下にＬＥＤ２
２８ａが発光される。ここで、本体部２２４の後面には、リブ片２２４ｂが複数設けられ
ており、このリブ片２２４ｂの後端に可動基体発光基板２２８の前面が当接して、本体部
２２４の開口部２２４ａに合わせてＬＥＤ２２８ａを臨ませた状態で本体部２２４の前壁
部分と可動基体発光基板２２８との間隔が保持される(図３５参照)。また、可動基体発光
基板２２８には、基体装飾カバー２２５のカバー固定用ボス２２６に対応して、カバー固
定用ボス２２６の挿通を許容する挿通口２２８ｂが設けられている。なお、実施例の基体
装飾カバー２２５は、光透過部位が文字を構成しており、可動基体発光基板２２８のＬＥ
Ｄ２２８ａの点滅に応じて文字部分を明暗させる発光演出が行われる。
【００８２】
　前記区画板２３０は、本体部２２４の長手方向に延在する左右の側壁間の形状に合わせ
て外形が形成されて、本体部２２４の後側から該本体部２２４の内側に収容することで、
可動基体発光基板２２８の後側を覆った状態で左右の側壁間に嵌合するようになっている
。また、区画板２３０には、後面に当接片２３１が複数(実施例では２ヶ所)突設されてお
り、区画板２３０の長手方向に離間配置された当接片２３１は、区画板２３０とカバー部
２３２との間に収容される連繋部２５８の本体部分の前後寸法(直径)より大寸に設定され
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ている(図３７参照)。すなわち、区画板２３０とカバー部２３２との間には、当接片２３
１によって連繋部２５８の本体部分を収容するスペースが確実に確保され、区画板２３０
およびカバー部２３２に対する連繋部２５８の摺接負荷を軽減し得る。なお、当接片２３
１は、区画板２３０の後側に設けられる連繋部２５８の配設スペースを避けて配置されて
いる。可動基体２２２では、基体装飾カバー２２５のカバー固定用ボス２２６を本体部２
２４の前壁部分に開設した通孔２２４ｃおよび可動基体発光基板２２８の挿通口２２８ｂ
に挿通することで、これらの部材が互いに位置決めされる。そして、可動基体２２２は、
可動基体発光基板２２８の後側に臨むカバー固定用ボス２２６のネジ孔に対して区画板２
３０の後側からネジ止め固定することで、本体部２２４の前壁部分と区画板２３０との間
に可動基体発光基板２２８が挟持されるようになっている(図３５参照)。
【００８３】
　前記可動基体のカバー部２３２は、本体部２２４の長手方向に延在する左右の側壁間の
形状に合わせて外形が形成されて、区画板２３０との間に連繋部２５８を挟んで本体部２
２４の前壁後面に突設されたカバー部用ボス２２４ｄのネジ孔に対して後側からネジ止め
固定されている(図３６または図３７参照)。カバー部２３２は、区画板２３０の後面に突
設された当接片２３１の後端に前面が当接することで、区画板２３０から離間した状態で
保持されて、区画板２３０とカバー部２３２との間に連繋部２５８の配設スペースが適切
に画成される。
【００８４】
　前記本体部２２４には、下端部に基体意匠部２２３の取付部位となる固定板部２２７が
前壁部分から横方向に延出して一体形成され、この固定板部２２７において左側壁の左側
に延出する部分後面に保護側壁２２７ａが突設されている(図３６または図３７参照)。保
護側壁２２７ａは、本体部２２４の左側壁に連設されて、本体部２２４の下端部には左側
壁と保護側壁２２７ａとの間に、意匠部分に設けられる発光装置(基体意匠部２２３に設
けられる基体意匠部発光基板２２９および可動部２４０に設けられる可動部発光基板２４
３)に接続する配線の挿通スペースが設けられる(図３２,図３６または図３７参照)。本体
部２２４の下端部前側には、後側に開口する箱状に形成された基体意匠部２２３が固定板
部２２７に取り付けられて、固定板部２２７と基体意匠部２２３との間に位置して基体意
匠部発光基板２２９が設置されている(図３５参照)。
【００８５】
　前記基体意匠部発光基板２２９は、前側に発光体としてのＬＥＤ２２９ａを備え、この
ＬＥＤ２２９ａを基体意匠部２２３に形成された光透過部２２３ａに合わせて該基体意匠
部２２３の後側に固定されている。ここで、人型の頭部をなす基体意匠部２２３において
、光の透過を許容する光透過部２２３ａが頭部の目に対応する部分に設けられると共に、
他の部分が光を透過しないようになっている。基体意匠部発光基板２２９は、統括制御装
置７９の制御下にＬＥＤ２２９ａを発光することで、基板意匠部２２３を光による演出を
行うようになっている。
【００８６】
　前記可動部２４０は、上部が可動基体２２２における本体部２２４の下端部に回転可能
に軸支された可動部基盤２４４と、この可動部基盤２４４の前側に取り付けられた可動意
匠部２４２とから構成される(図３６または図３７参照)。また、第２可動体２２０には、
可動基体２２２の本体部２２４と可動部基盤２４４との間に付勢手段としてのねじりばね
２４８が介装されている。ねじりばね２４８は、可動部基盤２４４の軸支部分を囲繞した
コイル部分から延出する一端を本体部２２４に係合する一方、コイル部分から延出する他
端を可動部基盤２４４に係合して取り付けられている。可動部２４０は、ねじりばね２４
８によって可動部基盤２４４が動作姿勢から待機姿勢側(反時計回り)に向けて付勢されて
、可動体ソレノイド２５６の停止状態(非励磁状態)において待機姿勢で姿勢保持される。
【００８７】
　前記可動意匠部２４２は、後側に開口する箱状の部材であって、可動部基盤２４４にお
いて基体意匠部２２３の下側に突出する部分を、意匠部分において体部分となる下半体の
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内側に収容して該可動部基盤２４４に固定されている(図３４参照)。また、可動意匠部２
４２は、意匠部分において棒状部分となる上半体が光透過性を有する半透明な素材で形成
されており、この上半体の内側に整合して可動部発光基板２４３が取り付けられている。
可動部発光基板２４３は、前側に発光体としてのＬＥＤ２４３ａを備え、統括制御装置７
９の制御下にＬＥＤ２４３ａを発光することで、可動意匠部２４２の上半体(棒状部分)を
発光演出できるようになっている。
【００８８】
　前記第２可動演出装置２００において、第２可動体２２０の可動基体２２２を動かす機
構について具体的に説明する。第２駆動部２５０は、第２モータ(モータ)２５１と、この
第２モータ２５１および可動基体２２２を連繋して、第２モータ２５１の回転を可動基体
２２２の揺動動作に変換する第２伝達部２５２,２５３,２５４とから構成されている(図
４２参照)。実施例では、第２モータ２５１として、統括制御装置７９の制御下に駆動ま
たは駆動停止されるステッピングモータが用いられている。第２モータ２５１は、第２ベ
ース部材２０２の後面に出力軸２５１ａを前側に臨ませた状態で取り付けられ、裏ユニッ
ト３９の上辺部に開設されたモータ挿通口３９ｃに挿通されて裏ユニット３９の後側に臨
んでいる(図５参照)。 第２伝達部は、第２モータ２５１の出力軸２５１ａに固定された
駆動歯車２５２と、第２ベース部材２０２の前側に回転可能に軸支され、駆動歯車２５２
にかみ合う従動歯車(回転板)２５３と、この従動歯車２５３および可動基体２２２を連結
するリンクバー２５４とを備えている。
【００８９】
　前記第２モータ２５１は、可動基体２２２の第２ベース部材２０２への支持部位より左
側(中央側)に配置されて、この支持部位と第２モータ２５１との間に従動歯車２５３が配
置されている(図３９または図４０参照)。リンクバー２５４は、従動歯車２５３の前面と
可動基体２２２の前面との間に架設されており、一端が従動歯車２５３の回転中心から偏
心した位置(偏心位置)に回転可能に連結されると共に、他端が可動基体２２２の本体部２
２４に回転可能に連結されている(図４２参照)。ここで、リンクバー２５４の他端は、本
体部２２４において第２カバー部材２１０に覆われる領域で、かつ可動基体２２２の上端
部にある支持部位より動作側で本体部２２４に連結される。また、リンクバー２５４の他
端には、リンク突部２５４ａが前側に突設されて、このリンク突部２５４ａが、第２カバ
ー部材２１０において後側に開口するよう凹設されたリンク溝部(ガイド溝部)２１３に収
容されてガイド部として機能するようになっている(図３３参照)。なお、リンク溝部２１
３は、リンクバー２５４の変位に伴うリンク突部２５４ａの変位軌跡に合わせて下側が凸
になる円弧状に形成されている。可動基体２２２には、リンク突部２５４ａの下側に位置
して当接突部２２２ａが設けられている。この当接突部２２２ａは、第２カバー部材２１
０の後面に当接して、可動基体２２２の前後のぶれ止めとして機能し、第２可動体２２０
の安定した動作に寄与している。
【００９０】
　このように、第２可動演出装置２００は、リンク突部２５４ａをリンク溝部２１３に収
容することで、可動基体２２２の支持部位を中心として揺動するリンク突部２５４ａが、
該リンク突部２５４ａの変位方向に交差する遊技盤面に沿う方向にぶれるのをリンク溝部
２１３によって抑制することができる。すなわち、第２可動体２２０は、可動基体２２２
の下端部に可動部２４０が設けられて表示部４０の右横側から表示部の中央まで大きく動
かされるが、可動基体２２２をぶれなく安定して動作させることができる。
【００９１】
　前記第２可動演出装置２００では、第２モータ２５１による従動歯車２５３の回転につ
れてリンクバー２５４が左右方向に変位することで、可動基体２２２が揺動するようにな
っている(図４３参照)。すなわち、第２駆動部２５０では、第２モータ２５１の同一方向
への回転が第２伝達部２５２,２５３,２５４により第２可動体２２０における可動基体２
２２の揺動運動に変換されるよう構成される。ここで、第２可動演出装置２００では、従
動歯車２５３の一回転で第２可動体２２０が待機位置から動作位置まで動作し、動作位置
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から待機位置まで戻るようになっている。
【００９２】
　前記第２可動演出装置２００において可動部２４０を動かす機構は、可動基体２２２に
設けられて該可動基体２２２と共に往復動する可動部ソレノイド(駆動手段)２５６と、可
動部ソレノイド２５６および可動部２４０を連結して、可動部ソレノイド２５６の駆動を
可動部に伝達する連繋部２５８とから構成される(図４４参照)。可動部ソレノイド２５６
は、統括制御装置７９の制御下に、励磁または非励磁状態に移行することで、本体部分か
ら突出するプランジャー２５６ａが本体部分に対して出没するように往復動するよう構成
される。可動部ソレノイド２５６は、可動基体２２２の本体部２２４に設けられた設置部
２２４ｅに収容されて、プランジャー２５６ａを可動基体２２２の支持部位側(上側)に突
出させて設置されている。設置部２２２ｅは、可動部ソレノイド２５６の本体部分に合わ
せて本体部２２４における左右の側壁間を拡開形成した部分であって、本体部２２４にお
いて可動基体２２２の支持部位側(上側)の右側に設けられている(図３４参照)。このよう
に、可動部ソレノイド２５６は、可動基体２２２の長手における上端に設けられる支持部
位側に偏倚した部位に位置して、長方体形状の本体部分の長手を可動基体２２２の長手に
沿わせて設置される(図３２参照)。
【００９３】
　前記可動部ソレノイド２５６は、プランジャー２５６ａの先端に連結片２５７が取り付
けられ、この連結片２５７と本体部分との間にプランジャー２５６ａを囲繞してコイルば
ね２５９が介挿されている(図３２参照)。可動部ソレノイド２５６では、コイルばね２５
９によってプランジャー２５６ａが突出する方向に付勢されて、該ソレノイド２５６が励
磁されることで、プランジャー２５６ａがコイルばね２５９の付勢に抗して本体部分側に
引き込まれる。連結片２５７は、右端がプランジャー２５６ａの先端に接続して可動基体
２２２の短手方向に延在し、左端が可動部ソレノイド２５６の左側面を越えて本体部２２
４の略中央部に臨んでいる。
【００９４】
　前記連繋部２５８は、金属製の棒状体であって、遊技盤面に沿わせて設置される本体部
分に対して上端部が後側に向けて屈曲される一方、下端部が前側に向けて屈曲されている
(図３６または図３７参照)。連繋部２５８は、前述した可動基体２２２の区画板とカバー
部２３２との間のスペースに可動基体２２２の長手に沿って往復動可能に配設されて、支
持部位側の上端部が、連結片２５７の左端部に前後方向に貫通形成された係止孔２５７ａ
に引っ掛けられている(図３２参照)。また連繋部２５８は、可動基体２２２の動作側にあ
る下端部が固定板部２２７に開設された挿通口２２７ｂを介して基体意匠部２２３の後側
に突出し、この下端部が可動部２４０の可動部基盤２４４に接続される(図３５参照)。こ
こで、連繋部２５８の下端部は、可動部基盤２４４の軸支部分から半径方向外側に離間し
た部位に接続されており、実施例では軸支部位の右側に接続されている。カバー部２３２
の下部前面には、可動基体２２２の短手方向に離間して対面する一対のガイド片２３３,
２３３が設けられ(図３６参照)、これらのガイド片２３３,２３３が連繋部２５８の配設
スペースに臨んでいる。そして、連繋部２５８は、一対のガイド片２３３,２３３の間に
動作側が挟まれて該連繋部２５８の往復変位方向と交差する左右方向の変位が規制されて
、可動部２４０の揺動変位に伴う左右方向のぶれが防止される。
【００９５】
　前記第２可動体２２０は、可動部ソレノイド２５６の励磁によりプランジャー２５６ａ
が本体部分側(下方)に変位するに伴って連繋部２５８が可動基体２２２の長手方向に沿っ
て下方に変位し、連繋部２５８に押されて可動部基盤２４４が時計回りに変位することで
、可動部２４０が待機姿勢から動作姿勢に向けて動作される(図４４(ｂ)参照)。そして、
第２可動体２２０は、可動部ソレノイド２５６の非励磁によりプランジャー２５６ａおよ
び連繋部２５８がコイルばね２５９により上方に押し上げられると共に、ねじりばね２４
８による付勢によって可動部基盤２４４が反時計回りに変位されることで、可動部２４０
が動作姿勢から待機姿勢に向けて動作される。
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【００９６】
　前記第２可動演出装置２００は、第２可動体２２０における可動基体２２２の位置を判
定する第２検知手段としての第２フォトセンサ２６０を備えている(図４２参照)。第２フ
ォトセンサ２６０は、統括制御装置７９に電気的に接続され、この第２フォトセンサ２６
０の信号が統括制御装置７９に入力されるようになっている。第２フォトセンサ２６０は
、従動歯車２５３の後側に位置して第２ベース部材２０２に設置された検知基板２６１に
設けられ、第２ベース部材２０２に開設された開口を介して裏ユニット３９の後側に突出
するソケットに配線が接続される。第２伝達部は、従動歯車２５３の後面(リンクバー２
５４の接続面と反対側の面)に設けられた第２検知片２５５が、第２フォトセンサ２６０
における対向する検知部の間を通過するよう配置されている。ここで、第２検知片２５５
は、一部領域を切り欠いた環状に形成されている。第２フォトセンサ２６０は、第２検知
片２５５の有無により第２可動体２２０(可動基体２２２)の位置を判定し、実施例では、
第２検知片２５５の切欠部分中央が第２可動体２２０の待機位置に対応するように設定さ
れている。
【００９７】
　前記第２可動演出装置２００の配線保持構造について説明する。第２可動体２２０では
、可動部ソレノイド２５６、可動基体２２２に設けた可動基体発光基板２２８、基体意匠
部２２３の後側に設けた基体意匠部発光基板２２９および可動部２４０に設けた可動部発
光基板２４３の夫々に配線が接続されている。これらの配線は、可動基体２２２の支持部
位側から第２ベース部材２０２および裏ユニット３９の上辺部に開設された配線挿通部(
挿通部)２０４(図３９または図４０参照),３９ｄ(図１３参照)を介して裏ユニット３９の
前側から後側に取り回されて、裏ユニット３９の左側部に設けられる左横中継基板８４(
図５参照)に接続されている。第２可動体２２０は、カバー部２３２の後面に設けられた
配線保持部(配線の保持部)２３４を有し、基体意匠部発光基板２２９および可動部発光基
板２４３に接続する配線をカバー部２３２の後側で配線保持部２３４によって保持し得る
ようになっている(図３２参照)。配線保持部２３４は、可動基体２２２の長手方向に沿っ
て延在するようにカバー部２３２の後面に形成されて、対向配置された一対の案内壁２３
５,２３５と、これら案内壁２３５,２３５の後端に設けられて、対向する案内壁２３５に
向けて延出する保持片２３６とから構成されている。すなわち、配線は、対向する案内壁
２３５,２３５の間に収容されると共に、カバー部２３２の後面と保持片２３６との間に
挟まれて、カバー部２３２の後側で保持される。なお、保持片２３６は、可動基体２２２
の長手方向に離間して複数箇所設けられている。
【００９８】
　前記可動基体２２２は、カバー部２３２の上端部(第２可動体２２０の支持部位側)に前
後方向に貫通する筒状に形成された集線部２３７と、この集線部２３７の下側(動作側)に
連設されて、カバー部２３２の後面より後側に延在する受片２３８とを備えている(図３
２参照)。集線部２３７は、筒部分の一部が前後方向に亘って切り欠かれて正面視で略Ｃ
形状を呈し、この切欠部分を介して横側から集線部２３７の内部に配線を挿脱可能になっ
ている。ここで、集線部２３７の切欠部分は、可動基体２２２における可動部ソレノイド
２５６が設けられる側部(右側部)と反対側(左側)に開口しており、集線部２３７の右側に
配置される連結片２５７と連繋部２５８との連結部分側に配線が抜け出さないように、集
線部２３７で保持される。配線保持部２３４で遊技盤面に沿って保持される配線を、集線
部２３７によって前後に方向を変えて導く構成であるが、配線の曲がり部分内周側を受片
２３８で押さえることで、当該曲がり部分とこの曲がり部分の後側に延在する第２ベース
部材２０２との干渉を防止することができる。第２ベース部材２０２に設けられる配線挿
通部２０４は、可動基体２２２の動作に伴う集線部２３７の変位軌跡に対応して下側に凸
になる円弧状に開設され、配線挿通部２０４において集線部２３７に保持された配線の揺
動が許容される(図３９または図４０参照)。なお、裏ユニット３９の上辺部に設けられる
配線挿通部３９ｄは、第２ベース部材２０２の配線挿通部２０４より大きく形成されてい
る。
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【００９９】
　前記可動基体２２２には、可動基体発光基板２２８の上部左側に位置して後面に設けら
れたソケット２２８ｃに対応して、区画板２３０およびカバー部２３２に切欠部２３０ａ
,２３２ａが設けられ、該切欠部２３０ａ,２３２ａを介して後側に臨むソケット２２８ｃ
に配線が接続されている(図３２または図３８参照)。この配線は、配線保持部２３４の上
部領域において、基体意匠部発光基板２２９および可動部発光基板２４３の配線とまとめ
られて、該配線保持部２３４に保持されて可動基体２２２の支持部位側に取り回される。
基可動体発光基板２２８に接続する配線を、基体意匠部発光基板２２９および可動部発光
基板２４３に接続する配線とまとめてカバー部２３２の後面に配線保持部２３４によって
保持することで、配線と他の部材との干渉を回避できる。
【０１００】
　前記可動基体２２２の本体部２２４には、基体意匠部発光基板２２９に接続する配線用
の上側の配線通口２２７ｃと可動部発光基板２４３に接続する配線用の下側の配線通口２
２７ｄとが上下の関係で、下端部に位置する固定板部２２７に開設され、上下の配線通口
２２７ｃ,２２７ｄの間が固定板部２２７の後面に突設された隔離片２２７ｅによって仕
切られている(図３４参照)。また、可動基体２２２は、カバー部２３２の下部左側縁から
左側に突設された配線締結片２３９を有している。基体意匠部発光基板２２９の配線は、
上側の配線通口２２７ｃを介して基体意匠部発光基板２２９の後面に設けられたソケット
２２９ｂに接続されて、配線保持部２３４から基体意匠部発光基板２２９に向けて湾曲す
る部分が配線締結片２３９に対して結束バンドで固定されている。可動部発光基板２４３
の配線は、下側の配線通口２２７ｄを介して可動部基盤２４４に前後に貫通形成された保
持切欠２４５に保持されて、配線保持部２３４から前側に向けて湾曲する部分が配線締結
片２３９に対して結束バンドで固定されている。なお、保持切欠２４５は、可動部基盤２
４４の左側に位置して左側が開口するよう切り欠き形成されている。可動部発光基板２４
３の配線は、可動部基盤１４４の上部前面に左右に離間して形成された一対のガイド壁２
４４ａ,２４４ａ(図３６参照)の間および可動部基盤２４４の可動意匠部２４２で覆われ
た部位を通って、可動部発光基板２４３の下側に設けられたソケット２４３ｂに接続され
ている。可動部発光基板２４３の配線は、保持切欠２４５に保持されて可動部基盤２４４
の揺動につれて変位するが、下側の配線通口２２７ｄが可動部基盤２４４の揺動範囲に合
わせて形成されているので、配線の干渉を防止することができる。
【０１０１】
　前記第２カバー部材２１０の前側に設けられる右上装飾部２８０は、第２発光装置２７
０を備えており、第２発光装置２７０の発光によって発光演出し得るようになっている(
図４１参照)。右上装飾部２８０は、第２カバー部材２１０に固定される装飾基体２８１
と、この装飾基体２８１と第２カバー部材２１０との間に配設される第２発光装置２７０
の第２後発光基板２７１と、装飾基体２８１の前側に取り付けられ、複数の飾りが設けら
れる装飾被覆体２８２と、この装飾被覆体２８２と装飾基体２８１との間に配設される第
２発光装置２７０の第２前発光基板２７２とから構成される。装飾基体２８１には、第２
カバー部材２１０において前側に凸状に隆起したリンク溝部２１３に嵌合する嵌合枠部２
８１ａが設けられ、リンク溝部２１３と嵌合枠部２８１ａとの嵌合により、装飾基体２８
１が第２カバー部材２１０に対して位置決めされる。第２後発光基板２７１および第２前
発光基板２７２は、右上装飾部２８０を発光演出する発光体としてのＬＥＤを有し、第２
前発光基板２７２には、右上装飾部の前面に臨む７セグメント表示器が設けられている(
図３０参照)。なお、装飾基体２８１および装飾被覆体２８２は、光透過性を有する半透
明の合成樹脂素材から形成されている。
【０１０２】
　前記第２カバー部材２１０には、位置合わせ部としての孔部２１４が右上装飾部２８０
から露出する右側部に設けられ、裏ユニット３９を板部材３８に取り付けることで、装飾
枠部材５４の嵌合片部５４ｃから後方に突設された嵌合部としての突片５８が挿入されて
、孔部２１４と突片５８との嵌合下に第２可動演出装置２００が板部材３８に対して位置
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決めされる。
【０１０３】
　前記第２可動演出装置２００は、通常状態において第２可動体２２０が待機位置(可動
部２４０は待機姿勢)にあり、表示部４０の図柄表示ゲームに連動してまたは独立して、
統括制御装置７９の制御下に第２可動体２２０が待機位置と動作位置との間で往復動され
る。具体的には、第２可動演出装置２００は、第２モータ２５１が駆動されて第２伝達部
２５２,２５３,２５４を介して可動基体２２２が動作され、意匠部分が表示部４０の右横
側か左側へ向けて変位される(図４３(ｂ)参照)。第２可動演出装置２００は、第２可動体
２２０の意匠部分が表示部４０の中央部に到来する可動基体２２２の動作位置に至ると、
可動部ソレノイド２５６の駆動に応じて連繋部２５８によって可動部２４０が待機姿勢か
ら動作姿勢に向けて変位されて、動作姿勢から待機姿勢に戻す往復動作を所定回数繰り返
される(図４４参照)。なお、可動部２４０の動作は、可動基体２２２の変位範囲の途中で
行ってもよい。そして、第２可動演出装置２００は、可動基体２２２を動作位置から待機
位置に戻すように動作し、第２フォトセンサ２６０が第２検知片２５５の検知状態より非
検知状態に移行してから所定のタイミングで第２モータ２５１を停止することで、第２可
動体２２０の意匠部分が表示部４０の右横側に退避した待機位置で停止される。
【０１０４】
　前記第２可動演出装置２００は、従動歯車２５３を１回転することで、第２フォトセン
サ２６０に臨む第２検知片２５５の切欠部分が１回転して第２フォトセンサ２６０に再度
臨み、第２可動体２２０が待機位置から動作位置まで変位して待機位置に戻る一往復する
１サイクルの動作を行うことができる。第２可動演出装置２００は、第２可動体２２０の
動作を１サイクルだけ行う態様であっても、連続して複数サイクル行う態様の何れであっ
てもよい。また、第２可動演出装置２００は、第２モータ２５１を正逆駆動することで、
第２可動体２２０を待機位置と動作位置の手前の途中位置との間で往復動したり、待機位
置と動作位置との間の途中で往復動(所謂振動)することもできる。
【０１０５】
　前記第２可動演出装置２００は、第２可動体２２０のベースとなる可動基体２２２に、
該可動基体２２２と独立して動作可能な可動部２４０を設けてあり、第２可動体２２０の
意匠部分が表示部４０の上側を支点として左右方向に揺動する動きと、更に意匠部分が可
動基体２２２を支点として揺動する動きとの２つの動作を行うことができる。すなわち、
第２可動演出装置２００は、可動基体２２２の動作と可動部２４０の動作を組み合わせる
ことで、第２可動体２２０全体として複数の動作パターンで意匠部分を動作演出すること
ができ、動作による演出効果を向上し得る。また、第２可動体２２０は、意匠部分が表示
部４０の右外側にある待機位置から表示部４０の中央部となる動作位置まで動作する構成
であるので、表示部４０の中央領域で行われている図柄変動ゲームを通常注視している遊
技者の視界の隅から第２可動体２２０が表れるから、遊技者に対して第２可動体２２０の
動作によるインパクトを好適に与えることができる。更に、第２可動体２２０は、可動基
体２２２が支持部位と意匠部分との離間方向に長手が延在する形状であり、可動基体２２
２の支持部位から該可動基体２２２の長手方向に離間する端部に意匠部分が設けられてい
るので、意匠部分を表示部４０の前側で大きく動かすことができ、意匠部分が可動基体２
２２の最も大きく動く端部に設けてあるから、遊技者の注意を惹くことができる。従って
、第２可動体２２０の動作による演出効果をより向上し得る。
【０１０６】
　前記第２可動体２２０は、可動基体２２２が上端部が支持されて揺動するのに対し、可
動部２４０が中間部位を可動基体２２２に支持されて全体として揺動変位する構成である
。すなわち、可動基体２２２の動作と可動部２４０の動作とが完全に一致せず、可動部２
４０において特に目を惹く上半体が可動基部の円弧軌跡と異なる円弧軌跡を描くによう変
位するので、可動基体２２２の動作方向と可動部２４０の動作方向とが相乗して演出効果
を向上し得る。
【０１０７】



(28) JP 5410828 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

　前記第２可動演出装置２００は、可動部２４０を動かす可動部ソレノイド２５６を可動
基体２２２に設けてあるが、可動部ソレノイド２５６を可動基体２２２の支持部位側に配
設してあるので、該支持部位から離間した動作側の端部が過剰に重たくなることを回避で
きる。すなわち、第２可動演出装置２００では、可動基体２２２を動かす第２駆動部２５
０への負荷を抑えることができ、第２モータ２５１や第２伝達部２５２,２５３,２５４の
破損や大型化等を避けることができる。第２可動体２２０では、可動部ソレノイド２５６
と可動部２４０とを連繋する連繋部２５８を棒状の部材で構成する簡易な機構であるので
、第２可動体２２０を軽量化でき、第２駆動部２５０への負荷をより低減できる。また、
連繋部２５８を一対のガイド片２３３,２３３で保持しているので、可動部２４０を円滑
に動作することができる。
【０１０８】
　前記第２可動演出装置２００は、可動部２４０を動かす連繋部２５８を可動基体２２２
の本体部２２４において、区画板２３０とカバー部２３２との間に収容し、基体意匠部発
光基板２２９、基体意匠部発光基板２２９および可動部発光基板２４３に接続する配線を
カバー部２３２の後面に配線保持部２３４によって保持する構成であるので、連繋部２５
８と配線との干渉を回避できる。そして、配線保持部２３４では、一対の案内壁２３５,
２３５の間に配線を収容することで、保持片２３６で一対の案内壁２３５,２３５からの
配線の抜け出しを防止できる。また、第２可動演出装置２００では、配線において可動基
体２２２側から裏ユニット３９側へ受け渡す部分を集線部２３７で保持しているので、可
動基体２２２が動作しても配線が他の部材に干渉することを回避し得る。
【０１０９】
(第３可動演出装置)
　前記第３可動演出装置３００は、図１２に示すように、裏ユニット３９における裏ユニ
ット開口部３９ａ左側部を画成する辺部(左辺部)に設置されている。図４５～図６３に示
すように、第３可動演出装置３００は、該第３可動演出装置３００を構成する部材の設置
基盤となる第３ベース部材(ベース部材)３０２と、所定の演出動作を行う第３可動体(可
動体)３２０と、この第３可動体を往復動する第３駆動部(駆動部)３５０と、第３ベース
部材３０２の前側を覆う第３カバー部材３１０とから基本的に構成される。第３可動演出
装置３００は、第３ベース部材３０２と第３カバー部材３１０とから第３駆動部３５０の
第３伝達部３５２,３５３および第３可動体３２０の支持機構を収容するケース状の装置
本体部が構成され、この装置本体部単位で第３可動体３２０および第３駆動部３５０を含
めて裏ユニット３９に対して一体的に着脱可能なユニット構造になっている。また、第３
可動演出装置３００は、第３ベース部材３０２が裏ユニット３９の左辺部と上辺部とが交
わる角隅部に合わせて形成されて、装置本体部が表示部４０の外側に配置されると共に、
装置本体部の右側から第３可動体３２０の意匠部分(後述する可動体意匠部３２４)が該装
置本体部の外方に臨んでいる。そして、第３可動演出装置３００では、第３可動体３２０
が裏ユニット３９の上辺部中央の前側に位置して表示部４０の外側に退避した待機位置と
、この待機位置から下方変位して表示部４０の前側に臨む動作位置との間で往復動するよ
うになっている。
【０１１０】
　前記第３ベース部材３０２は、裏ユニット３９の設置面に当接する板状部分の周縁部か
ら前方へ壁が立ち上がる前方に開口する箱状体であって、透明な合成樹脂素材から形成さ
れている(図４５または図４６参照)。第３ベース部材３０２は、正面視で略Ｌ字形状に形
成されて、上下方向に延在する縦部分が裏ユニット３９の左辺部の略全体を占めて設置さ
れ、左右方向に延在する横部分が裏ユニット３９の上辺部の左側領域に設置される。また
、第３ベース部材３０２には、右壁に可動体用凹部３０２ａが形成されている(図５１ま
たは図５２参照)。更に、第３ベース部材３０２は、支持機構が配設される縦部分の右側
領域を囲う壁が左側領域を囲う壁より高く形成されている。
【０１１１】
　前記第３カバー部材３１０は、透明な合成樹脂素材から形成されている。第３カバー部
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材３１０は、第３ベース部材３０２の前部開口を被覆可能な板状体であって、第３ベース
部材３０２の右側領域の壁が左側領域より高いのに応じて、左右方向に段違いになる階段
状に形成されている(図５１,図５２,図６０または図６１参照)。すなわち、第３カバー部
材３１０は、該第３カバー部材３１０において表示部４０と離間した左側領域を領域を覆
う左面部(第１面部)３１１と、この左面部３１１に連設されて、該左面部３１１から前側
に延出する延出部３１２と、この延出部３１２に連設されて、該第３カバー部材３１０に
おいて表示部側の右側領域を覆う右面部(第２面部)３１３とを備えている。実施例の第３
カバー部材３１０において、延出部３１２は、該第３カバー部材３１０の上下全体に亘っ
て左右方向中央部に延在するよう形成されている。
【０１１２】
　前記第３カバー部材３１０には、第３ベース部材３０２の板状部分から立設されたカバ
ー固定用ボス３０３(図５４参照)に対応して通孔３１０ａが開設されている。第３カバー
部材３１０は、この通孔３１０ａを介してカバー固定用ボス３０３のネジ孔に対して前側
からネジを螺挿することで第３ベース部材３０２に固定される。第３可動演出装置３００
は、第３ベース部材３０２に第３カバー部材３１０を取り付けた際に、可動体用凹部３０
２ａによって第３カバー部材３１０との間に第３可動体３２０の後述する腕部３２３が挿
通される可動体挿通口３０４が画成される。ここで、可動体挿通口３０４は、前後寸法が
腕部３２３の前後寸法と略同一に設定されると共に、上下寸法が腕部３２３の上下変位を
許容し得る幅に設定され、可動体挿通口３０４に挿通した腕部３２３の上下方向の変位を
許容しつつ前後方向のぶれを抑制し得るようになっている。
【０１１３】
　前記第３ベース部材３０２には、裏ユニット３９における第３ベース部材３０２の設置
部位に突設されたケース固定用ボス３９ｂに対応して(図１３参照)、該ケース固定用ボス
３９ｂを嵌合収容可能なボス受部３０５およびケース固定用ボス３９ｂの前端に当接する
フランジ部３０６が設けられている(図５４参照)。第３ベース部材３０２には、ボス受部
３０５の内側に連通する通孔３０５ａが開設されており(図５４参照)、第３ベース部材３
０２の通孔に合わせて第３カバー部材３１０にネジの頭より大径のネジ通過孔３１０ｂが
開設されている(図６０参照)。また、第３ベース部材３０２のフランジ部３０６にも、通
孔３０６ａが開設されている。そして、第３可動演出装置３００の装置本体部は、第３カ
バー部材３１０のネジ通過孔３１０ｂおよび第３ベース部材３０２の通孔３０５ａ,３０
６ａを介して前側からネジをケース固定用ボス３９ｂに設けたネジ孔に螺挿することで、
裏ユニット３９に対して固定される。このように、第３可動演出装置３００の装置本体部
は、第３カバー部材３１０のネジ通過孔３１０ｂから第３ベース部材３０２を固定するネ
ジにアクセス可能であり、第３可動演出装置３００を構成する第３カバー部材３１０等の
部材が第３ベース部材３０２に取り付けられる構成であるので、第３カバー部材３１０や
その他の部材を取り外すことなく、裏ユニット３９の前側から裏ユニット３９に対して着
脱することができる。
【０１１４】
　前記第３ベース部材３０２は、第３可動体３２０を待機位置で停止するのを補助する保
持手段としての磁石３０８を備えている(図５４参照)。なお、実施例では、磁石１０８と
して永久磁石が採用されている。磁石３０８は、第３ベース部材３０２において上辺部に
位置する横部分(表示部４０の上側に延在する部位)に設置され、第３可動体３２０の後述
する腕部３２３の上側に位置している(図５３参照)。磁石３０８は、第３ベース部材３０
２の上側部位において下面を構成する下壁と、第３ベース部材３０２の内側に前側に向け
て立設された縦リブおよび横リブとに挟まれて、下壁に当接した状態で取り付けられてい
る。
【０１１５】
　前記第３可動体３２０は、支持機構としての転がり軸受３４０に対する取付部位となる
可動基部３２２と、この可動基部３２２に転がり軸受３４０による移動許容方向と交差す
る横方向に向けて可動基部３２２から延出するよう形成された腕部３２３と、この腕部３
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２３の先端に設けられた可動体意匠部３２４とを備えている(図５５または図５６参照)。
第３可動体３２０は、第３ベース部材３０２と第３カバー部材３１０からなる装置本体部
の内部に可動基部３２２が配設されて、表示部４０の左横側に位置する装置本体部から腕
部３２３が可動体挿通口３０４を介して表示部４０の中央側に向けて延出し、表示部４０
の左右方向中央に位置する腕部３２３の右端に可動体意匠部３２４が設けられている(図
１２参照)。第３可動体３２０において、可動基部３２２および腕部３２３は、可動体意
匠部３２４が取り付けられ、転がり軸受３４０に支持されて第３ベース部材３０２に対し
て往復動可能な可動体ベース３２５と、この可動体ベース３２５の前面に設けられ、可動
体ベース３２５の前側を覆う可動体カバー３２６とから構成されている(図５１または図
５２参照)。
【０１１６】
　前記可動体ベース３２５は、上下方向に長手が延在するベース基部３２５ａと、このベ
ース基部３２５ａの右側部から延出して、左右方向に延在するベース腕部３２５ｂと、ベ
ース腕部３２５ｂの右端部に設けられて可動体意匠部３２４の設置部分となるベース取付
部３２５ｃとが一体形成されている(図５１または図５２参照)。可動体ベース３２５は、
ベース基部３２５ａとベース腕部３２５ｂとが直交または略直交する関係で、かつベース
基部３２５ａにおける上下方向の中間部にベース腕部３２５ｂが接続するように形成され
、全体として正面視で略Ｔ字形状を呈している。なお、実施例の可動体ベース３２５は、
ベース腕部３２５ｂがベース基部３２５ａの上側に偏倚して配置されている。ベース取付
部３２５ｃは、略円形の可動体意匠部３２４に合わせて略円形に形成されている。また、
可動体ベース３２５は、ベース基部３２５ａおよびベース腕部３２５ｂが前側に開口する
箱状に形成されている。そして、ベース基部３２５ａおよびベース腕部３２５ｂの内側に
は、ベース腕部３２５ｂに設けられる後述する配線収容部３２８に対応する領域を除いて
補強用のリブが複数設けられている(図５３参照)。
【０１１７】
　前記可動体ベース３２５には、被保持手段としての金属片３２７がベース腕部３２５ｂ
に取り付けられている(図５３参照)。金属片３２７は、第３ベース部材３０２に設けた磁
石３０８に対して上下の関係で可動体ベース３２５のベース腕部３２５ｂに設置され、第
３可動体３２０の待機位置において磁石３０８に金属片３２７が相対し、磁石３０８と金
属片３２７とが引っ付いたもとで第３可動体３２０が待機位置で保持される。なお、金属
片３２７としては、磁石につく鉄等の強磁性体が用いられている。金属片３２７は、金属
の板材を略コ字状に折曲して形成され、ベース腕部３２５ｂの上面を構成する上壁を対向
する片部間に挟んで前側から取り付けられている(図５２参照)。金属片３２７は、上壁の
上側に位置する片部が、可動体カバー３２６の上面に設けた切欠３２６ａを介して腕部３
２３の上面を構成すると共に、上壁の下側に位置する片部が、可動体ベース３２５の後面
を構成する後壁に開設された開口を介して後側に突出し、金属片３２７の開放端部が後壁
の後側に突出している(図５７参照)。
【０１１８】
　前記第３可動体３２０は、可動体ベース３２５の前側に可動体カバー３２６が取り付け
られ、ベース取付部３２５ｃを除くベース基部３２５ａおよびベース腕部３２５ｂの前側
が可動体カバー３２６で覆われるようになっている(図５２または図５３参照)。可動体カ
バー３２６は、後側に開口する箱状の部材であって、ベース基部３２５ａおよびベース腕
部３２５ｂの外形に相似する形状で該ベース基部３２５ａおよびベース腕部３２５ｂより
一回り大きく形成されている。すなわち、可動体カバー３２６は、可動体ベース３２５と
同様に正面視で略Ｔ字形状に形成されている。
【０１１９】
　前記第３可動体３２０では、可動体カバー３２６の上下に延在する部位をベース基部３
２５ａに嵌め合わせて可動基部３２２が構成されると共に、可動体カバー３２６の左右に
延在する部位をベース腕部３２５ｂに嵌め合わせて腕部３２３が構成される。また、第３
可動体３２０は、可動基部３２２を転がり軸受３４０に対してネジ固定することで、可動
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体ベース３２５と可動体カバー３２６とが互いに固定される。なお、可動体カバー３２６
は、可動体ベース３２５に取り付けることで、ベース腕部３２５ｂの上壁を片部で挟んで
前側から取り付けた金属片３２７の前側への抜け出しを阻むようになっている。
【０１２０】
　前記可動体意匠部３２４は、該可動体意匠部３２４を発光演出する可動体発光装置３２
９を備えている(図５１,図５２,図６２または図６３参照)。実施例の可動体発光装置３２
９は、発光体としてのＬＥＤ３２９ａを前面に備えた可動体発光基板３２９であって、円
形に形成されている。可動体発光基板３２９は、円形のベース取付部３２５ｃの前側に配
置される。可動体発光基板３２９は、後面に設けられた抵抗(図示せず)が、この抵抗に合
わせてベース取付部３２５ｃに前後方向に貫通形成された抵抗開口３２５ｅに整合するよ
う取り付けられ、この抵抗開口３２５ｅを介して抵抗で生じる熱を放熱し得るようになっ
ている。
【０１２１】
　前記可動体意匠部３２４は、可動体発光基板３２９の前側を覆う装飾カバー体３３０と
、可動体発光基板３２９との間に、外光透過部３３１、内光透過部３３２および区画部３
３３を収容して構成されている(図６２または図６３参照)。なお、可動体意匠部３２４は
、前側から装飾カバー体３３０、内光透過部３３２、外光透過部３３１、区画部３３３、
可動体発光基板３２９、ベース取付部３２５ｃの順に並んで、装飾カバー体３３０をベー
ス取付部３２５ｃに取り付けることで、内光透過部３３２、外光透過部３３１、区画部３
３３および可動体発光基板３２９についても位置決めされる(図５１および図５２参照)。
装飾カバー体３３０は、前後の面が開口した短尺の円筒形を基本として、前面に所要の枠
状装飾３３０ａが前端縁間に架設されている。なお、実施例の枠状装飾３３０ａは、パチ
ンコ機のモチーフに合わせた文字の外形を縁取るように形成されている。ここで、装飾カ
バー体３３０は、光を通さない部材であって、実施例では遊技者側に臨む外面に光反射処
理が施されている。また、装飾カバー体３３０には、枠状装飾３３０ａの後面に位置決め
用ボス３３０ｂが後側に向けて複数突設され、可動体発光基板３２９に設けられた位置決
め孔３２９ｂに夫々整合するようになっている。
【０１２２】
　前記外光透過部３３１は、光透過性を有する合成樹脂素材から形成されて、所要の光拡
散処理が施されている。外光透過部３３１は、装飾カバー体３３０の内側に整合する円形
に形成されて、枠状装飾３３０ａより一回り小さい寸法で開口する内開口部３３１ａが、
枠状装飾３３０ａの後側に合わせて設けられている(図６２または図６３参照)。そして、
外光透過部３３１は、装飾カバー体３３０の内側に嵌め合わせることで、装飾カバー体３
３０の前端縁と枠状装飾３３０ａとの間の開口を塞ぐようになっている。
【０１２３】
　前記内光透過部３３２は、光透過性を有する合成樹脂素材から形成されて、所要の光拡
散処理が施されている。なお、実施例の内光透過部３３２は、外光透過部と異なる色に設
定されると共に(例えば、外光透過部３３１が乳白色であるのに対し、内光透過部３３２
が赤色とする。)、外光透過部３３１と異なる光拡散処理が施されている。内光透過部３
３２には、外光透過部３３１の内開口部より一回り大きな形状で形成されると共に、枠状
装飾３３０ａの内側形状に対応して、前側に突出する突状部３３２ａが設けられている(
図６２または図６３参照)。また、内光透過部３３２には、装飾カバー体３３０の位置決
め用ボス３３０ｂと略同一寸法で、該位置決め用ボス３３０ｂに対応する位置に位置決め
孔３３２ｂが開設されている。そして、内光透過部３３２は、位置決め孔３３２ｂに対応
する位置決め用ボス３３０ｂを差し込んで、装飾カバー体３３０の内側に収容することで
、枠状装飾３３０ａの内側の開口を対応の突状部３３２ａが整合して後側から塞ぐと共に
、内開口部３３１ａの開口縁に当接して該内開口部３３１ａの前側を塞ぐようになってい
る。
【０１２４】
　前記区画部３３３は、光透過性を有していない合成樹脂素材からなり、外光透過部３３
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１の内開口部３３１ａより一回り大きな形状で形成されている(図６２または図６３参照)
。また、区画部３３３には、枠状装飾３３０ａで縁取られる文字形状の一つ一つを区切る
区切り片３３３ａが前面に前側に向けて突設されると共に、該区画部３３３の後側に配置
されるＬＥＤ３２９ａの前側に対応する部位にＬＥＤ用開口３３３ｂが開設されている。
更に、区画部３３３には、装飾カバー体３３０の位置決め用ボス３３０ｂと略同一寸法で
、該位置決め用ボス３３０ｂに対応する位置に位置決め孔３３３ｃが開設されている。そ
して、区画部３３３は、位置決め孔３３３ｃに対応する位置決め用ボス３３０ｂを差し込
んで、装飾カバー体３３０の内側に収容することで、区切り片３３３ａが内光透過部３３
２の後面に当接すると共に、内開口部３３１ａの開口縁に当接して該内開口部３３１ａの
後側を塞ぐようになっている。
【０１２５】
　前記可動体意匠部３２４は、装飾カバー体３３０の内側に外光透過部３３１を嵌合する
と共に、装飾カバー体３３０の位置決め用ボス３３０ｂに位置決め孔３２９ｂ,３３２ｂ,
３３３ｃを挿入して内光透過部３３２、区画部３３３および可動体発光基板３２９を互い
に位置決めしたもとで、ベース取付部３２５ａの後側から位置決め用ボス３３０ｂのネジ
孔および装飾カバー体３３０の外周縁に設けられたネジ孔に対してネジ止め固定される。
これにより、可動体意匠部３２４は、文字形状に対応するＬＥＤ３２９ａを点灯すること
で、区画部３３３の区切り片３３３ａによって他の文字形状を光らせることなく独立して
当該文字形状のみを光らせることができる。
【０１２６】
　前記転がり軸受３４０は、第３ベース部材３０２に対して固定された外受部３４１と、
この外受部３４１の内側に転動体３４２を介して上下方向に往復動可能に支持された中受
部３４３と、外受部３４１と中受部３４３との間に保持されて中受部３４３の内側に臨む
転動体３４２によって、上下方向に往復動可能に支持された内受部３４４とから構成され
ている(図４９,図５０または図５４参照)。転がり軸受３４０は、内受部３４４に第３可
動体３２０の可動基部３２２が取り付けられて、該第３可動体３２０を上下方向に往復移
動可能に支持している。実施例では、外受部３４１、中受部３４３および内受部３４４が
金属素材から形成されると共に、転動体３４２として金属球が用いられており、転がり軸
受として所謂ボール軸受構造が採用されている。
【０１２７】
　前記転がり軸受３４０は、第３ベース部材３０２の縦部分において表示部４０側となる
右側領域に設置されて(図５３参照)、第３ベース部材３０２と第３カバー部材(仕切板)３
１０との間に収納されている(図４９または図５０参照)。すなわち、転がり軸受３４０の
前側は、第３カバー部材３１０の右面部３１３で覆われており、該転がり軸受３４０の左
側部が延出部３１２の後側におおよそ整合している。なお、転がり軸受３４０は、第３ベ
ース部材３０２の縦部分において上側に偏倚して配置されている。
【０１２８】
　前記外受部３４１は、中受部３４３を案内するレールとして機能し、外受部３４１は、
第３ベース部材３０２への当接部位となる板状体の両側縁に前側に向けて外保持片３４１
ａが夫々延出した断面略コ字形状に形成されている(図４９または図５０参照)。外受部３
４１は、各外保持片３４１ａが板状体の長手辺に亘って設けられ、第３ベース部材３０２
の縦部分の右側領域にその長手辺を上下に延在させた状態で取り付けられている(図５３
参照)。実施例の外受部３４１は、第３ベース部材３０２の上下幅の２／３程度を占める
寸法に設定されて、第３ベース部材３０２の縦部分右側領域の上下に設けられた外受部位
置決めリブ３０９に上下を挟まれて位置決めされている。外受部３４１は、各外保持片３
４１ａが外側が凸になる湾曲形状に形成されて、他方の外保持片３４１ａに対向する面が
転動体３４２の外形に合わせた凹状になっている。外受部３４１は、上端縁および下端縁
に前側に突設された停止片３４１ｂを有し、両外保持片３４１ａ,l３４１ａの間に配設さ
れる中受部３４３および内受部３４４の上側の停止片３４１ｂを越えた上方の移動を規制
し得る一方、中受部３４３および内受部３４４の下方の下側の停止片３４１ｂを越えた下
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方の移動を規制し得るようになっている。
【０１２９】
　前記中受部３４３は、内受部３４４を案内するレールとして機能し、板状体の対向する
側縁に前側に延出形成された中保持片３４３ａを複数備え、複数の中保持片３４３ａは、
該側縁の延在方向に互いに離間して配置されている(図５４参照)。中受部３４３は、各中
保持片３４３ａが板状体の長手辺に沿って設けられ、外受部３４１における左右の外保持
片３４１ａ,３４１ａ間に、その長手辺を上下に延在させると共に各中保持片３４３ａを
対応する側の外保持片３４１ａに対向させた状態で配設されている。また、中受部３４３
は、左右方向の中央部が前側に凸状に隆起しており(図４９または図５０参照)、この隆起
部分３４３ｂが上下方向に亘って形成されている。
【０１３０】
　各中保持片３４３ａには、転動体３４２の直径より小径に設定された円形の中保持孔が
開設されおり、中保持片３４３ａとこれに対向する外保持片３４１ａとの間に配設した転
動体３４２を中保持孔に回転可能に一部収容するようになっている。すなわち、転動体３
４２は、外保持片３４１ａおよび中保持片３４３ａとによって左右方向の移動が規制され
ると共に、中保持孔によって中保持片３４３ａからの上下方向の移動を規制されつつ回転
可能になっている。中受部３４３は、その上下寸法が外受部３４１の上下寸法より短く設
定されて、左右の転動体３４２を介して左右の外保持片３４１ａ,３４１ａの間に支持さ
れたもとで、外受部３４１における上下の停止片３４１ｂ,３４１ｂ間で上下方向に往復
移動可能になっている。なお、中受部３４３は、隆起部分３４３ｂの上端縁および下端縁
に前側に突設された停止突起(図示せず)を有し、両中保持片３４３ａ,３４３ａの間に配
設される内受部３４４の所定幅を越えた上下方向の移動を停止突起により規制し得るよう
になっている。
【０１３１】
　前記内受部３４４は、板状体の両側縁に後側に向けて内保持片３４４ａが夫々延出形成
されされて、断面略コ字形状に形成されている(図４９または図５０参照)。内受部３４４
は、各内保持片３４４ａが板状体の長手辺に亘って設けられ、中受部３４３における左右
の中保持片３４３ａ,３４３ａ間に、その長手辺を上下に延在させると共に各内保持片３
４４ａを対応する側の中保持片３４３ａに対向させた状態で配設されている。なお、内受
部３４４は、その上下寸法が中受部３４３の上下寸法より短く設定されている。内受部３
４４は、各内保持片３４４ａが他方の内保持片３４４ａに対向する内側が凸になる湾曲形
状に形成されて、中保持片３４３ａに対向する外面が転動体３４２の外形に合わせた凹状
になっている。内受部３４４は、中保持孔を介して中保持片３４３ａの内側に臨む転動体
３４２が内保持片３４４ａの外面に収まり、転動体３４２と中受部３４３の隆起部分３４
３ｂとの間に内保持片３４４ａが挟まれている。すなわち、内受部３４４は、転動体３４
２と中受部３４３の隆起部分３４３ｂとによって左右方向の移動が規制されつつ上下方向
に移動可能に支持されており、外受部３４１に対して上下移動可能な中受部３４３と独立
して該中受部３４３に対して上下移動可能に構成される。なお、内受部３４４は、板状体
の上端部および下端部に後側に突設された停止突部(図示せず)を有し、この停止突部が中
受部３４３の停止突起に係止することで上方または下方への移動が規制されるようになっ
ている。
【０１３２】
　前記第３可動体は、可動基部３２２を転がり軸受３４０における内受部３４４の前面に
取り付けることで、可動基部３２２が前側を第３カバー部材３１０の右面部に覆われた状
態で装置本体部に収納されれている。また、可動基部３２２の左側面は、第３カバー部材
３１０の延出部３１２の内側に沿って延在すると共に、可動基部３２２の左面前側部分が
延出部３１２に相対するよう構成されている。すなわち、可動基部３２２の左面前側部分
は、第３カバー部材３１０の左面部３１３より前側に突き出ており、延出部３１２の上側
領域に開設された配線通口３１４に、可動基部３２２の左面に開設された配線引出口３３
４が臨むようになっている(図４９参照)。
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【０１３３】
　前記第３駆動部３５０は、第３モータ(モータ)３５１と、この第３モータ３５１および
第３可動体３２０の可動基部３２２を連繋して、第３モータ３５１の回転を第３可動体３
２０の動作に変換する第３伝達部３５２,３５３とから構成されている(図５３参照)。実
施例では、第３モータ３５１として、統括制御装置７９の制御下に駆動または駆動停止さ
れるステッピングモータが用いられている。第３モータ３５１は、第３ベース部材３０２
の後面に取り付けられ(図４６参照)、裏ユニット３９の左辺部に開設されたモータ挿通口
３９ｃに挿通されて裏ユニット３９の後側に臨んでいる(図５参照)。第３モータ３５１は
、第３ベース部材３０２の縦部分における左側領域において上下方向の略中央に配置され
ており、左側領域の中で右側領域に配置された転がり軸受３４０(可動基部３２２)側に偏
倚している。第３ベース部材３０２の後面には、第３モータ３５１の外形に合わせてモー
タ用位置決め片３０２ｂが連設され、このモータ用位置決め片３０２ｂの内側に第３モー
タ３５１が出力軸３５１ａを前側に臨ませて嵌合している。
【０１３４】
　前記第３伝達部は、第３モータ３５１の出力軸３５１ａに固定された駆動歯車(ピニオ
ン)３５２と、可動基部３２２の左側縁に設けられ、駆動歯車３５２にかみ合うラック部(
ラック)３５３とから構成され、駆動歯車３５２の正逆回転を可動基部３２２の直線運動
に変換する所謂ラックアンドピニオン構造になっている(図５３参照)。すなわち、駆動歯
車３５２の前側は、第３カバー部材３１０の左面部３１１で覆われている。また、第３駆
動部３５０は、第３モータ３５１および第３伝達部３５２,３５３が、第３ベース部材３
０２おける腕部３２３の延出側と転がり軸受３４０を挟んで反対側に設けられているので
、第３駆動部３５０が腕部３２３の動作に邪魔にならず、第３可動体３２０を安定して動
作できる。
【０１３５】
　前記第３可動演出装置３００は、第３モータ３５１の停止時(非通電時)に、該第３モー
タ３５１自体の機械的な保持トルクによって、第３可動体３２０の重量を第３伝達部３５
２,３５３を介して支持して、第３可動体３２０を待機位置で停止し得るよう構成されて
いる。すなわち、第３可動演出装置３００において、第３モータ３５１の停止時の保持ト
ルクだけで第３可動体３２０を待機位置で保持することが可能であり、磁石３０８と金属
片３２７との磁着によって第３可動体３２０を待機位置で保持する構成は補助的な手段と
なっている。このように、第３可動演出装置３００は、遊技盤３６の振動やその他の予定
しない力が第３可動体３２０に加わった際であっても、磁石３０８による保持構造を設け
てあるので、第３可動体３２０が待機位置から下降することを防止できる。
【０１３６】
　ここで、遊技盤３６は、表示部４０の上側中央と表示部４０の中心部との間で動く第３
可動体３２０の往復移動経路と、表示部４０の右横側と表示部４０の中心部との間で動く
第２可動体２２０の往復移動経路とが交差するよう構成されている(図１８参照)。仮に、
第２可動体２２０の動作の最中に、待機位置にある第３可動体３２０が振動等により下降
してしまうと、第２可動体２２０にぶつかって両可動体２２０,３２０が破損してしまう
おそれがある。前述の如く、第３可動体３２０は、待機位置において磁石３０８によって
補助的に保持されているので、意図しない動作を行う可能性が低く、第２可動体２２０と
の干渉を回避できる。
【０１３７】
　前記第３可動演出装置３００は、第３可動体３２０の位置を判定する第３検知手段とし
ての第３フォトセンサ３６０を備えている。第３フォトセンサ３６０は、統括制御装置７
９に電気的に接続され、この第３フォトセンサの信号が統括制御装置７９に入力されるよ
うになっている。第３フォトセンサ３６０は、第３ベース部材３０２の左側部分前側にお
いて駆動歯車３５２の下側に設置された検知基板３６１に設けられ(図５３または図５４
参照)、第３ベース部材３０２に開設された開口を介して裏ユニット３９の後側に突出す
るソケットに配線が接続される。第３フォトセンサ３６０は、該第３フォトセンサ３６０
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における対向する検知部間を通過するように配置された第３可動体３２０の第３検知片３
２１の有無によって、第３可動体３２０(可動基部３２２)の位置を判定するようになって
いる。第３検知片３２１は、第３可動体３２０の可動基部３２２の下端部に設けられ、可
動基部３２２から左側に延出した支持片部３２１ａの後面から後側に向けて突出形成され
ている(図５２参照)。実施例では、第３可動体３２０の待機位置において第３検知片３２
１が第３フォトセンサ３６０の検知部間に位置するよう設定され、第３フォトセンサ３６
０による第３検知片３２１の存在によって待機位置にある第３可動体３２０を確認し得る
よう構成される。
【０１３８】
　前記第３可動演出装置３００の配線保持構造について説明する。第３可動演出装置３０
０では、第３可動体３２０の可動体意匠部３２４に設けた可動体発光基板３２９に配線が
接続されている。この配線は、第３可動体３２０の可動基部３２２より装置本体部を介し
て裏ユニット３９の前側から後側に取り回されて、裏ユニット３９の左側部に設けられる
左横中継基板８４(図５参照)に接続されている。第３可動体３２０は、可動体ベース３２
５が前述の如く前側に開口する箱状に形成されて、可動体ベース３２５のベース腕部３２
５ｂに配線を収容可能な配線収容部３２８が、該ベース腕部３２５ｂの長手方向に沿って
設けられている(図５３参照)。実施例の配線収容部３２８は、ベース腕部３２５ｂの上壁
とこの上壁に対向して該ベース腕部３２５ｂの内側に長手方向に沿って延在するリブとの
間に画成され、リブの前端に上壁(上方)に向けて延出する配線保持片３２８ａによって配
線収容部３２８に収容した配線の抜け出しが防止されるようになっている。また、ベース
腕部３２５ｂの前面には、可動体カバー３２６が取り付けられるので、この可動体カバー
３２６に配線収容部３２８が被覆されて、配線収容部３２８に収容した配線が露出しない
。
【０１３９】
　前記可動基部３２２は、ベース腕部３２５ｂの配線収容部３２８の延長ライン上に位置
するベース基部３２５ａの左壁部が凹状に切欠形成される一方、可動体カバー３２６のベ
ース基部３２５ａに対応する左縁部に後側に突設された突部が凹状の切欠に嵌合して、切
欠と凹部との間に配線引出口３３４が画成されている。第３可動体３２０に配設される可
動体発光基板３２９の配線は、配線引出口３３４から引き出される。このように、第３可
動体３２０は、配線収容部３２８に配線を収容することで、腕部３２３を介して可動基部
３２２と可動体意匠部３２４との間を取り回す配線を適切に保持できる。
【０１４０】
　前記可動体ベース３２５において、ベース腕部３２５ｂの右端部とベース取付部３２５
ｃとの間は、前後方向に延在する接続壁部３２５ｄによって接続されており、接続壁部３
２５ｄの上下に離間する壁面の間に、配線収容部３２８に連通する案内路３３５が設けら
れている。接続壁部３２５ｄは、ベース取付部３２５ｃの前側に取り付けた可動体発光基
板３２９の後面に設けられて、ベース取付部３２５ｃの後側に臨むソケット３２９ｃを覆
うように形成されて、可動体発光基板３２９のソケット３２９ｃに接続された配線が、案
内路３３５を前後に取り回されて配線収容部３２８に案内されるようになっている。この
ように、第３可動体３２０は、腕部３２３に比べて可動体意匠部３２４が前側に位置して
おり、腕部３２３と可動体意匠部３２４との渡りの部分において配線が曲がるものの、案
内路３３５で配線が案内される構成であるので、配線が遊技者から見えるように外方に露
出することはなく、配線への負荷を軽減し得る。
【０１４１】
　前記第３ベース部材３０２には、縦部分の左側領域に配線挿通口(挿通口)３０７が開設
されており(図４６参照)、この配線挿通口３０７は、裏ユニット３９の左辺部に設けたモ
ータ挿通口３９ｃに繋がって開口する配線挿通部３９ｄ(図１３参照)に整合するようにな
っている。配線挿通口３０７は、第３モータ３５１の上左側に配置され、第３ベース部材
３０２において第３モータ３５１を挟んで第３可動体３２０の可動基部３２２と反対側で
あって、装置本体部の右側にある表示部４０から離間した左側部に設けられる。配線挿通
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口３０７は、第３ベース部材３０２の上下中央より上側(第３可動体３２０の待機位置側)
に偏倚した位置に設けられる。第３カバー部材３１０には、左面部３１１に第３ベース部
材３０２の配線挿通口３０７に重なる配線開口３１５を底に有し、可動基部３２２側の開
口縁から配線開口３１５に向けて窄まる傾斜形状に形成された配線案内部３１６が設けら
れている(図６０または図６１参照)。すなわち、配線案内部３１６は、左面部３１１にお
いて第３駆動部３５０を挟んで表示部４０と反対側に設けられている。また配線案内部３
１６は、前側の開口部分が配線開口３１５より大きく形成されており、前側に開口する凹
状に後側に向けて凹設されて、配線開口３１５が開設される底部分が駆動歯車３５２およ
びラック部３５３の前後位置より第３ベース部材３０２の板状部分側(後側)に位置してい
る(図４７参照)。なお、駆動歯車３５２およびラック部３５３は、装置本体部の内部おい
て左面部３１１の後面側に偏倚して配置されている。
【０１４２】
　前記第３カバー部材３１０には、第３可動体３２０の可動基部３２２に開口する配線引
出口３３４の上下変位範囲に対応して、延出部３１２に左右方向に貫通形成された配線通
口３１４が設けられている(図４９または図５２参照)。すなわち、配線通口３１４は、可
動基部３２２の往復動に伴う配線の上下変位を許容するよう形成される。また、第３カバ
ー部材３１０は、延出部３１２における配線通口３１４の上側位置および下側位置に連設
されて、配線案内部３１６の前側の開口部分を囲うように延在する収容壁部３１７を有し
ている(図６０参照)。すなわち、収容壁部３１７は、上部が延出部３１２における配線通
口３１４の上側に接続されると共に、下部が延出部３１２における配線通口３１４の下側
に接続され、配線案内部３１６の前側開口部分の左側を通るように連設されて、正面視に
おいて略「く」字状に延在している。これにより、左面部３１１の前側には、収容壁部３
１７と延出部３１２に囲われた配線の収容路が設けられ、第３可動体３２０の配線引出口
３３４から配線通口３１４を介して左面部３１１の前側に引き出した配線が案内される。
そして、第３可動演出装置３００は、可動体発光基板３２９に接続する配線を、可動基部
３２２において左面部３１１より前側部位に位置する配線引出口３３４から配線通口３１
４を介して左面部３１１の前側に引き出し、配線案内部３１６、配線開口３１５、配線挿
通口３０７および配線挿通部３９ｄを介して裏ユニット３９の後側に取り出すよう構成さ
れている。
【０１４３】
　前記配線案内部３１６は、可動基部３２２側の前側開口縁半周分から配線開口３１５に
向けて窄まるよう形成されると共に、可動基部３２２の配線引出口３３４の上下往復範囲
の略中央に対応する部位に設けられている。すなわち、配線案内部３１６は、第３可動体
３２０から引き出されて左面部３１１の前側を遊技盤面に沿って延在する配線が前後方向
に曲がる部分を案内し、配線の曲がり部分内周を傾斜面で保持しているので、配線の曲が
り部分の曲げ半径を大きくすることができ、配線への負荷を軽減し得る。また、配線は、
第３可動体３２０の上下動に伴って配線開口３１５を略中心として上下に揺動するが、配
線案内部３１６の傾斜面が配線の揺動範囲に亘って設けられて該傾斜面で案内されるので
、配線が変位しても摺接負荷が増大することを回避し得る。更に、配線は、収容路に延在
しているので、第３カバー部材３１０等に取り付けられる他の部材との干渉はない。ここ
で、第３可動体３２０は、待機位置にある時間が演出動作を行っている時間より長いので
、第３可動体３２０から配線案内部３１６に渡る配線が、待機位置にある第３可動体３２
０に対応した状態で長い時間保持されることになる。第３可動演出装置３００は、第３ベ
ース部材３０２の上下中央より上側に偏倚した位置に設けられた配線挿通口３０７に対応
して配線案内部３１６が設けられており、配線案内部３１６は、第３ベース部材３０２の
上下において中央より待機位置側に配置されている。すなわち、配線案内部３１６と待機
位置にある第３可動体３２０の配線引出口３３４との上下の離間寸法が、配線案内部３１
６を第３ベース部材３０２の下半分に対応する部位に設ける場合と比べて短くなり、第３
可動体３２０の待機位置に対応した姿勢の配線にかかる負荷が小さくなる。
【０１４４】
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　前記配線案内部３１６は、底部分に後側に突出した配線結合片３１８が形成されている
(図６１参照)。配線結合片３１８は、配線案内部３１６の底部分における配線開口３１５
左側に設けられ、配線開口３１５に挿通した配線を配線結合片３１８に結束バンドで固定
することで、配線をまとめている。このように、配線開口３１５において第３可動体３２
０から離間した側に設けた配線結合片３１８に配線を固定することで、配線案内部３１６
の第３可動体３２０側の開口縁と配線結合片３１８による配線の固定部分とが、左面部３
１１前側の配線の延在方向(左右方向)に離間することになり、配線の曲げ半径を大きくす
ることができる。しかも、裏ユニット３９の後面に引き出された配線は、配線案内部３１
６の下側に設置された第３モータ３５１の左側を介して第３モータ３５１の下側に配置さ
れた左横中継基板８５に接続されるので、配線結合片３１８により配線開口３１５の左側
に固定することで、裏ユニット３９の後面での配線の取り回しが容易になる。
【０１４５】
　前記第３可動演出装置３００は、仕切板として機能する第３カバー部材３１０の左面部
３１１の前側に配線を通すことにより第３伝達部３５２,３５３に対する配線の干渉を防
止できる。ここで、可動体発光基板３２９に接続する配線において、例えば腕部３２３の
内部に設けた配線収容部３２８に収容された部分は、第３可動体３２０の動作によっても
変形することはなく、配線が腕部３２３から脱落しない構成であれば足りるものの、第３
可動体３２０から引き出した部分は、第３可動体３２０の上下動につれて変形するので、
配線への負荷を軽減することが求められる。ここで、第３可動演出装置３００は、第３カ
バー部材３１０を挟んで第３伝達部３５２,３５３の前側のスペースを、第３可動体３２
０の往復動作に伴う配線の変位許容空間として用いることができるので、第３可動体３２
０の往復動に際して配線にかかる負荷を軽減することができる。また、配線を裏ユニット
３９の後側に案内する配線案内部３１６は、第３可動体３２０側の開口縁から配線開口３
１５に向けて窄まる傾斜形状に形成されているので、配線の曲げ半径が大きくなり、当該
曲がり部分にかかる負荷を抑えることができる。そして、配線案内部３１６の傾斜形状は
、配線の変位方向に合わせて形成されているので、配線に対する負荷をより軽減し得る。
ここで、配線案内部３１６は、第３カバー部材３１０において配線引出口３３４より遠く
なる部位に設けられているので、左面部３１１の前側での配線の延在寸法を長くとること
ができ、配線の変位に際して配線が折れ曲がったりすることを回避し得る。
【０１４６】
　前記配線案内部３１６は、可動基部３２２の配線引出口３３４の上下往復範囲の略中央
に対応する部位に設けられているので、配線の配線案内部３１６に対する変位幅を最小限
に抑えることができるので、配線に対する負荷を軽減し得る。第３カバー部材３１０は、
第３伝達部３５２,３５３の前側だけでなく、転がり軸受３４０および可動基部３２２の
前側も覆っているので、転がり軸受３４０および可動基部３２２への配線の噛み込みを防
止できる。また、第３カバー部材３１０において、転がり軸受３４０および可動基部３２
２の前側を覆う右面部３１３を、後述する第３発光装置３７０の第３発光基板３７１の配
設スペースとして有効利用できる。
【０１４７】
　前記第３可動演出装置３００は、第３カバー部材３１０の前側に第３発光装置３７０を
備えている(図５１または図５２参照)。第３発光装置３７０は、発光体としてのＬＥＤ３
７２を備えた第３発光基板３７１から構成されて、表示部４０の左横側に配置される。す
なわち、第３発光装置３７０は、統括制御装置７９の制御下にＬＥＤ３７２から光を照射
することで、表示部４０の左横側領域を明輝させて、第３可動体３２０の演出動作と合わ
せてまたは独立して発光による演出を行い得るようになっている。第３発光基板３７１は
、第３カバー部材３１０の縦部分右側領域および横部分におおよそ整合する形状で形成さ
れ、第３カバー部材３１０の前側にネジ止め固定されている。
【０１４８】
　前記第３発光基板３７１の前側には、透明な合成樹脂素材からなるトレイ形状の第３基
板カバー(基板カバー)３１９が取り付けられる。ここで、第３基板カバー３１９は、第３



(38) JP 5410828 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

発光基板３７１に嵌合されると共に、第３カバー部材３１０ネジ孔に対してネジ止め固定
される。第３基板カバー３１９は、第３カバー部材３１０の縦部分右側領域および横部分
におおよそ整合する形状で形成されると共に、収容壁部３１７で左面部３１１に画成され
る収容路の前側を少なくとも塞ぐように形成されている(図４５,図５８または図５９参照
)。すなわち、第３可動演出装置３００は、収容路に延在する配線の前側への抜け出しを
第３基板カバー３１９によって防止することができる。また、第３基板カバー３１９には
、第３発光基板３７１のＬＥＤ３７２に対応する位置の夫々に、凸レンズ状のレンズ状光
透過部(透過部)３１９ａが設けられ、このレンズ状のレンズ状光透過部によってＬＥＤ３
７２から照射した光を適切に拡散することができる。
【０１４９】
　前記第３ベース部材３０２には、位置合わせ部としての孔部３０２ｃが横部分上側に設
けられている。また、第３カバー部材３１０および第３基板カバー３１９には、この孔部
３０２ｃに対応する位置に、該孔部３０２ｃに整合する大きさで位置決め開口３１０ｃ(
図６０参照),３１９ｂ(図５８参照)が開設されている。更に、第３カバー部材３１０には
、第３ベース部材３０２の縦部分右側領域に対応する部位の下部に、位置合わせ部として
の孔部３１０ｄが設けられている。遊技盤３６は、裏ユニット３９を板部材３８に取り付
けることで、装飾枠部材５４の嵌合片部５４ｃから後方に突設された嵌合部としての突片
５８が位置決め開口３１０ｃ,３１９ｂを介して孔部３０２ｃに挿入されると共に、突片
５８が第３カバー部材３１０の孔部３１０ｄに挿入されて、孔部３０２ｃ,３１０ｄと突
片５８との嵌合下に第３可動演出装置３００が板部材３８に対して位置決めされる。
【０１５０】
　前記第３可動演出装置３００は、通常状態において第３可動体３２０が待機位置にあり
、表示部４０で行われる図柄表示ゲームに連動してまたは独立して、第３可動体３２０が
待機位置と動作位置との間で往復動される。具体的には、第３可動演出装置３００は、第
３モータ３５１が駆動されて第３伝達部３５２,３５３を介して第３可動体３２０が下方
へ変位される。これにより、第３可動体３２０は、転がり軸受３４０に支持されたもとで
下降し、表示部４０の上側中央に位置していた可動体意匠部３２４が表示部４０の中央の
動作位置まで到来する。第３可動体３２０は、動作位置に到来すると、第３モータ３５１
の駆動向きが変わり待機位置に向けて上昇する。そして、第３フォトセンサ３６０が第３
検知片３２１の検知状態より非検知状態に移行してから所定のタイミングで第３モータ３
５１を停止することで、可動体意匠部３２４が表示部４０の上側に退避した待機位置で停
止される。
【０１５１】
　前記第３可動演出装置３００は、第３モータ３５１の正逆駆動によって第３可動体３２
０が待機位置からから動作位置まで変位して待機位置に戻る一往復する１サイクルの動作
を行うことができる。第３可動演出装置３００は、第３可動体３２０の動作を１サイクル
だけ行う態様であっても、連続して複数サイクル行う態様の何れであってもよい。また、
第３可動演出装置３００は、第３モータ３５１を正逆駆動することで、第３可動体３２０
を待機位置と動作位置との間の途中で往復動(所謂振動)することもできる。
【０１５２】
　前記第３可動演出装置３００は、固定側の第３ベース部材３０２に対して第３可動体３
２０の可動基部３２２が、滑り軸受構造と比べて摺動負荷が低い転がり軸受３４０を介し
て支持されているので、第３可動体３２０を円滑に動作させることができると共に、第３
駆動部３５０に対する負荷を軽減できる。第３可動演出装置３００では、可動基部３２２
から横方向に延びる腕部３２３の先端に、可動体発光基板３２９を備えて比較的重量のあ
る可動体意匠部３２４が設けられるので、可動基部３２２に対して斜め下方向に可動体意
匠部３２４および腕部３２３の重量がかかる。しかしながら、転がり軸受３４０は、内受
部３４４および中受部３４３が、転動体３４２によって左右から挟まれて支持されており
、変位方向と交差する方向へ荷重かかっても傾き難いので、第３可動体３２０の重量が斜
めにかかっても転がり軸受３４０によって第３可動体３２０の上下動を円滑に行い得る。
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【０１５３】
　前記第３可動演出装置３００における第３可動体３２０の動作制御についてより具体的
に説明する。統括制御装置７９は、第３可動体３２０を待機位置から動作位置まで下降す
る際に、金属片３２７を磁石３０８から引き離し得る第１のトルクで駆動開始するように
第３モータ３５１を制御し、第１のトルクより小さく設定した第２のトルクを少なくとも
経て、第２のトルクより小さく設定されて最小のトルクとなる第３のトルクまで段階的に
減少するように第３モータ３５１を制御して、第３可動体３２０の下降速度を増速するよ
う構成される。その後、統括制御装置７９は、第３のトルクより大きく設定した第４のト
ルクを少なくとも経て、第４のトルクより大きく設定された第５のトルクまで段階的に増
大するように第３モータ３５１を制御して、第３可動体３２０の下降速度を減速し、第３
可動体を動作位置で停止するよう構成される。すなわち、第３可動演出装置３００は、第
３可動体３２０の待機位置からの動き出しに際して、第３モータ３５１を第１のトルクで
所定ステップ数だけ正転駆動することで、磁石３０８の磁力に抗して金属片３２７を引き
離し、第３可動体３２０を下降することができる。そして、第３可動演出装置３００は、
第３モータ３５１が第１のトルクより所定ステップの第２のトルクを経て第３のトルクま
で段階的に減少するように正転駆動することで、第３モータ３５１による制動作用が低減
するから、第３可動体３２０の自重によって落下スピードが上がる。
【０１５４】
　前記第３可動演出装置３００は、第３モータ３５１を第３のトルクで所定ステップだけ
正転駆動した後、所定ステップの第４のトルクを経て第５のトルクまで段階的に増加する
ように正転駆動することで、第３モータ３５１による制動作用が増大するから、第３可動
体３２０の落下スピードが落ちる。そして、第３可動演出装置３００は、第３モータ３５
１を第３のトルクで所定ステップだけ正転駆動した後、第３モータ３５１を励磁固定する
ことで、第３可動体３２０が動作位置で停止される。なお、励磁固定とは、第３モータ３
５１において電流を流す巻き線を変えないで出力軸３５１ａに繋がる回転子を電気的に固
定することをいう。
【０１５５】
　実施例の第３可動演出装置３００は、第１のトルク(例えば、周波数１６６ｐｐｓ：ス
テップ数１２)から第２のトルク(例えば、周波数２５０ｐｐｓ：ステップ数１２)を経て
第３のトルク(例えば、周波数５００ｐｐｓ：ステップ数１３２)まで順に三段階でトルク
が減少するように第３モータ３５１が正転駆動され、第３のトルクから第４のトルク(例
えば、周波数２５０ｐｐｓ：ステップ数１２)を経て第５のトルク(例えば、周波数１６６
ｐｐｓ：ステップ数１２)まで順に三段階でトルクが増大するように第３モータ３５１が
正転駆動される。なお、第３モータ３５１において、周波数とトルクとは反比例の関係に
ある。このように、第３可動演出装置３００では、前記第１のトルクと第５のトルクとが
同一に設定されると共に、前記第２のトルクと第４のトルクとが同一に設定されている。
これにより、統括制御装置７９の制御負荷を軽減しつつ、第３可動体３２０を合理的に動
作制御することができる。
【０１５６】
　なお、第１のトルクと第２のトルクの間および／または第２のトルクと第３のトルクと
の間において、別のトルクで第３モータ３５１を駆動する段階を設けてもよいが、第１の
トルクから第３のトルクに向かうにつれて、トルクが段階的に減少するように設定される
。同様に、第３のトルクと第４のトルクの間および／または第４のトルクと第５のトルク
との間において、別のトルクで第３モータ３５１を駆動する段階を設けてもよいが、第３
のトルクから第５のトルクに向かうにつれて、トルクが段階的に増大するように設定され
る。
【０１５７】
　前記統括制御装置７９は、第３モータ３５１を励磁固定して第３可動体３２０を動作位
置で所定時間(実施例では５００ステップ分)停止した後、第３モータ３５１を逆転駆動す
るよう制御し、第３可動体３２０が上昇される。ここで、統括制御装置７９は、第３可動
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体３２０の上昇に際して、前記第２のトルクと同一のトルク(周波数２５０ｐｐｓ：ステ
ップ数１８０)で第３モータ３５１を逆転駆動するように制御している。すなわち、統括
制御装置は、第３可動体３２０を動作位置から待機位置まで上昇する際に、第１のトルク
より小さくかつ第３のトルクより大きく設定された一定のトルクで、第３モータ３５１を
駆動制御するよう設定されている。これは、第３可動体３２０が転がり軸受３４０で支持
されて摺動負荷が低いため、第３可動体３２０の上昇に必要とされるトルクを小さくし得
るから、第１のトルクの如き大きな力を必要としない。第３可動演出装置３００は、第３
モータ３５１を所定時間(実施例では、１８０ステップ分)逆転駆動することで、第３可動
体３２０が動作位置から待機位置に戻るようになっている。
【０１５８】
　前記第３可動演出装置３００では、第３可動体３２０が待機位置と動作位置の間で大き
く往復移動する通常動作と別に、第３可動体３２０が待機位置と動作位置との間の一部範
囲で上下方向に往復動する振動動作を行うよう構成されている。統括制御装置７９は、第
３可動体３２０の振動動作において、第３モータ３５１を下降時のトルクと上昇時のトル
クとが同じになるよう駆動制御している。第３可動演出装置３００は、金属片３２７が磁
石３０８の影響を受けない範囲において第３可動体３２０が上下に往復動されて、このと
きのトルクが前記第２のトルクと同一に設定される。なお、第３可動演出装置３００は、
第３可動体３２０の振動動作において、下降時の第３モータ３５１の駆動ステップ数と上
昇時の駆動ステップ数とが同じに設定される。すなわち、第３可動演出装置３００は、第
３可動体３２０が抵抗が小さい転がり軸受３４０で支持されているので、振動動作におい
て下降時のトルクと上昇時のトルクを同一に設定しても、目視で確認できる程の下降変位
を抑制することができる。
【０１５９】
　前記第３可動演出装置３００は、待機位置で金属片３２７が磁石３０８で保持されるの
で、遊技盤３６等が振動等しても第３可動体３２０の誤動作を防止できるようになってい
る。第３可動体３２０の動作に際して、統括制御装置７９は、待機位置から下降開始時に
第３モータ３５１のトルクが磁石３０８の保持力より大きくなるよう駆動制御するので、
磁石３０８から金属片３２７を適切に引き離すことができる。その後、第３モータ３５１
のトルクを段階的に減少することで、第３可動体３２０が抵抗が小さい転がり軸受３４０
で支持されているので、大型で可動体発光基板３２９等が設けられて比較的重量がある第
３可動体３２０の落下スピードを重力の作用下に上げることができる。このように、第３
可動演出装置３００は、第３モータ３５１の空転を防止しつつ第３可動体３２０の迅速に
落下させることができ、意外感があり第３可動体３２０の落下動作による興趣を向上し得
る。そして、統括制御装置は、第３モータ３５１のトルクを段階的に増加するよう駆動制
御して、第３可動体３２０を減速するので、最下点となる動作位置で他の部材との衝突に
よる衝撃を抑えることができる。すなわち、第３可動演出装置３００は、第３可動体３２
０を停止するまえに第３モータ３５１のトルク制御によって予め制動がかけられているの
で、停止に際する第３モータ３５１への負荷を軽減し得る。また、第３モータ３５１のト
ルク制御は、大きなトルクと小さなトルクだけの２段階で変化するものではなく、少なく
とも最大トルクと最小トルクとの間に中間トルクがある段階的な変化であるから、第３モ
ータ３５１の急激なトルク変化を避けて第３モータ３５１への負荷を軽減し得る。更に、
第３可動演出装置３００は、第３モータ３５１の励磁固定によって動作位置で第３可動体
３２０を停止する構成であるから、第３可動体３２０を他の部材と衝突させて停止する必
要がなく、第３可動体３２０に対する負担を回避し得る。
【０１６０】
(第４可動演出装置)
　第４可動演出装置４００は、第４可動体４２０の意匠部分を除く構成が第１可動演出装
置１００とほぼ同一になっている。図１２に示すように、第４可動演出装置４００は、裏
ユニット３９における裏ユニット開口部３９ａ下側を画成する辺部(下辺部)において左側
の角隅部に設置されている。図６５～図６９に示すように、第４可動演出装置４００は、
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該第４可動演出装置４００を構成する部材の設置基盤となる第４ベース部材(ベース部材)
４０２と、所定の演出動作を行う第４可動体(可動体)４２０と、この第４可動体４２０を
往復動する第４駆動部(駆動部)４５０と、第４ベース部材４０２の前側を覆う第４カバー
部材４１０とから基本的に構成される。第４可動演出装置４００では、第４ベース部材４
０２と第４カバー部材４１０とから第４駆動部４５０が設けられる装置本体部が構成され
、内部に部材の収容空間を有するケース状の装置本体部単位で第４可動体４２０および第
４駆動部４５０を含めて裏ユニット３９に対して一体的に着脱可能なユニット構造になっ
ている。また、第４可動演出装置４００は、第４ベース部材４０２が裏ユニット３９の下
辺部と左辺部とが交わる角隅部に合わせて形成されて、装置本体部が表示部４０の外側に
配置されると共に、装置本体部の右上部から第４可動体４２０の意匠部分(意匠部材４３
０)が外方に臨んでいる。そして、第４可動演出装置４００では、裏ユニット３９の下辺
部の前側に位置して表示部４０の外側に退避している待機位置と、待機位置から上方変位
して表示部４０の前側に臨む動作位置との間で、第４可動体４２０が往復移動するように
なっている(図１８または図６９参照)。
【０１６１】
　前記第４ベース部材４０２は、裏ユニット３９の設置面となる後壁前面に当接する板状
部分の周縁部から前方へ壁が立ち上がり、前方に開口する箱状に形成されている。また、
第４ベース部材４０２には、上壁の右側領域に可動体用凹部４０２ａが形成されている(
図６７または図６８参照)。なお、第４ベース部材４０２は、透明な合成樹脂素材から形
成されている。第４ベース部材４０２は、裏ユニット３９における第４ベース部材４０２
の設置部位に突設されたケース固定用ボス３９ｂに対応して(図１３参照)、壁の前端部に
外方に延出するフランジ部４０３を備えている。第４ベース部材４０２は、フランジ部４
０３の通孔４０３ａを介してケース固定用ボス３９ｂのネジ孔に前側からネジを螺挿する
ことで裏ユニット３９に固定される。
【０１６２】
　前記第４カバー部材４１０は、第４ベース部材４０２の前部開口を被覆可能な形状の板
状部分を本体としている(図６７または図６８参照)。なお、第４カバー部材４１０は、透
明な合成樹脂素材から形成されている。第４カバー部材４１０には、第４ベース部材４０
２の板状部分から立設されたカバー固定用ボス４０４(図６７参照)のネジ孔に対応して通
孔４１１が開設されている。第４カバー部材４１０は、通孔４１１を介して前側からネジ
をネジ孔に螺挿することで、第４ベース部材４０２に対して固定される。第４可動演出装
置４００の装置本体部は、第４カバー部材４１０やその他の部材を取り外すことなくフラ
ンジ部４０３を止めたネジにアクセス可能である、裏ユニット３９の前側から裏ユニット
３９に対して着脱することができる。
【０１６３】
　図６７または図６８に示すように、前記第４可動体４２０は、第４ベース部材４０２に
軸支されて、第４駆動部４５０によって待機位置と動作位置との間を往復動する可動本体
部材４２２と、この可動本体部材４２２に設けられた意匠部材４３０とから基本的に構成
されている。可動本体部材４２２は、右端部が装置本体部の外左方に位置すると共に左端
部が第４ベース部材４０２に軸支されて、装置本体部の可動体用凹部４０２ａを通って長
手が左右方向に延在するように配設されている。第４可動体４２０は、第４ベース部材４
０２に軸支された支持部位を中心に可動本体部材４２２が往復移動するように構成され、
可動本体部材４２２の往復移動につれて意匠部材４３０が表示部４０の下側(外側)に退避
した待機位置とこの待機位置から上方に変位して表示部４０の前側に臨む動作位置との間
で往復移動される(図６９参照)。可動本体部材４２２の右端部前側には、意匠部材４３０
が取り付けられている(図６９参照)。第４可動体４２０の意匠部材４３０は、パチンコ機
１０のモチーフに合わせた人型である。
【０１６４】
　前記第４駆動部４５０は、第４モータ(モータ)４５２と、この第４モータ４５２および
可動本体部材４２２を連繋して、第４モータ４５２の回転を可動本体部材４２２の揺動動
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作に変換する第４伝達部４５３,４５４,４５５とから構成されている(図６９参照)。実施
例では、第４モータ４５２として、統括制御装置７９の制御下に駆動または駆動停止され
るステッピングモータが用いられている。第４モータ４５２は、出力軸４５２ａを前側に
臨ませた状態で第４ベース部材４０２の後面に取り付けられ(図６６参照)、裏ユニット３
９の下辺部に開設されたモータ挿通口３９ｃ(図１３参照)に挿通されて裏ユニット３９の
後側に臨んでいる(図５参照)。
【０１６５】
　前記第４伝達部は、第４モータ４５２の出力軸４５２ａに固定された駆動歯車４５３と
、第４ベース部材４０２の前側に回転可能に軸支され、駆動歯車４５３にかみ合う従動歯
車４５４と、この従動歯車４５４の前側に突設された伝達軸４５５とを備えている(図６
７または図６８参照)。伝達軸４５５は、丸棒状に形成されると共に、従動歯車４５４の
回転中心から偏心した位置(偏心位置)に設けられている。伝達軸４５５は、可動本体部材
４２２の中央部に開設された伝達溝４２６に後側から挿入されている。すなわち、第４可
動演出装置４００は、伝達溝４２６に挿入された伝達軸４５５が従動歯車４５４の回転に
つれて変位することで、伝達溝４２６と伝達軸４５５との係合下に可動本体部材４２２が
揺動するようになっている。
【０１６６】
　前記第４可動演出装置４００では、第４モータ４５２の同一方向への回転が第４伝達部
４５３,４５４,４５５,４５６により第４可動体４２０の可動本体部材４２２の揺動運動
に変換される。ここで、第４可動演出装置４００は、従動歯車４５４の一回転で第４可動
体４２０が待機位置から動作位置まで上昇し、動作位置から待機位置まで下降するように
なっている。
【０１６７】
　前記第４可動演出装置４００は、第４可動体４２０の位置を判定する第４検知手段とし
ての第４フォトセンサ４６０を備えている(図６７参照)。第４フォトセンサ４６０は、統
括制御装置７９に電気的に接続され、この第４フォトセンサ４６０の信号が統括制御装置
７９に入力されるようになっている。第４フォトセンサ４６０は、従動歯車４５４の後側
に位置して第４ベース部材４０２に設置された検知基板４６１に設けられている。また、
第４可動演出装置４００では、従動歯車４５４の後面(伝達軸４５５の形成面と反対側の
面)に設けられた第４検知片４５４ａが、第４フォトセンサ４６０における対向する検知
部の間を通過するよう配置されている。第４検知片４５４ａは、一部領域を切り欠いた環
状に形成されている。第４フォトセンサ４６０は、第４検知片４５４ａの有無により第４
可動体４２０の位置を判定し、実施例では、第４検知片４５４ａの切欠部分中央が第４可
動体４２０の待機位置に対応するように設定されている。
【０１６８】
　前記第４可動演出装置４００は、第４可動体４２０の動作時(第４モータ４５２の駆動
時)に第４フォトセンサ４６０による検知状態にある第４検知片４５４ａが非検知状態に
移行してから所定時間経過して第４モータ４５２を停止するように、統括制御装置７９に
よって制御される。
【０１６９】
　前記第４可動演出装置４００は、第４カバー部材４１０の前側に第４発光装置４７０を
備えている。第４発光装置４７０は、発光体としてのＬＥＤ４７２を備えた第４発光基板
４７１からなり、左装飾体６１の後側に配置されている(図９参照)。すなわち、第４発光
基板４７１は、統括制御装置７９の制御下にＬＥＤ４７２から光を照射することで、左装
飾体６１を明輝させて、第４可動体４２０の演出動作と合わせてまたは独立して発光によ
る演出も行い得るようになっている。第４発光基板４７１は、第４カバー部材４１０の前
面に設けられた基板支持片４１２(図６７参照)に支持されて、第４カバー部材４１０の前
面から離して設置されている。第４カバー部材４１０には、基板支持片４１２の内側にカ
バー取付用ボス４１３が複数突設されている。第４発光基板４７１の前側には、透明な合
成樹脂素材からなるトレイ形状の第４基板カバー(基板カバー)４１４が取り付けられる。
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ここで、第４基板カバー４１４は、第４発光基板４７１に嵌合すると共に、第４発光基板
４７１に開設された通孔を介して該第４発光基板４７１の前側に臨むカバー取付用ボス４
１３のネジ孔に対してネジ止め固定される。
【０１７０】
　前記第４基板カバー４１４は、板部材３８の左下部に開設された左下貫通口４２に整合
する形状に形成されて、裏ユニット３９を板部材３８に取り付けることで、第４基板カバ
ー４１４が左下貫通口４２の内側に嵌合するよう構成される。すなわち、第４可動演出装
置４００は、板部材３８の嵌合部として機能する左下貫通口４２と、嵌合部に整合する位
置合わせ部として機能する第４基板カバー４１４との嵌合下に、板部材３８に対して位置
決めされるようになっている。
【０１７１】
　前記第４可動演出装置４００は、通常状態において第４可動体４２０が待機位置にあり
、表示部４０で行われる図柄表示ゲームに連動してまたは独立して、第４可動体４２０が
待機位置と動作位置との間で往復動される。具体的には、第４可動演出装置４００は、第
４モータ４５２が駆動されて第４伝達部４５３,４５４,４５５,４５６を介して可動本体
部材４２２が上方へ変位される。可動本体部材４２２が動作位置に向けて上昇すると、意
匠部材４３０も上昇する。第４可動体４２０は、動作位置に到来すると、動作向きが変わ
り待機位置に向けて下降する。そして、第４フォトセンサ４６０が第４検知片４５４ａの
検知状態より非検知状態に移行してから所定のタイミングで第４モータ４５２を停止され
る。
【０１７２】
　前記第４可動演出装置４００は、従動歯車４５４が１回転することで、第４フォトセン
サ４６０に臨む第４検知片４５６の切欠部分が１回転して第４フォトセンサ４６０に再度
臨み、第４可動体４２０が待機位置から動作位置まで変位して待機位置に戻る一往復する
１サイクルの動作を行うことができる。第４可動演出装置４００は、第４可動体４２０の
動作を１サイクルだけ行う態様であっても、連続して複数サイクル行う態様の何れであっ
てもよい。また、第４可動演出装置４００は、第４モータ４５２を正逆駆動することで、
第４可動体４２０を待機位置と動作位置の手前の途中位置との間で往復動したり、待機位
置と動作位置との間の途中で往復動(所謂振動)することもできる。
【０１７３】
　前述した如く、第１～第４可動演出装置１００,２００,３００,４００は、少なくとも
ベース部材１０２,２０２,３０２,４０２を基準として、可動体１２０,２２０,３２０,４
２０および駆動部１５０,２５０,３５０,４５０を含めて裏ユニット３９に対して着脱可
能な構造である。また、各可動演出装置１００,２００,３００,４００は、板部材３８ま
たは該板部材３８に位置決め固定された装飾枠部材５４に設けられた嵌合部４２,５４ｃ,
５８と嵌合する位置合わせ部１１４,１１５,２２４,３０２ｃ,４１４を有している。そし
て、各可動演出装置１００,２００,３００,４００は、裏ユニット３９を板部材３８に取
り付けた際に嵌合部４２,５４ｃ,５８と対応する位置合わせ部１１４,１１５,２２４,３
０２ｃ,４１４との嵌合により板部材３８に対して位置決めされるよう構成されている。
このように、可動体１２０,２２０,３２０,４２０を備えた各可動演出装置１００,２００
,３００,４００は、裏ユニット３９に位置決めされるだけでなく、嵌合部４２,５４ｃ,５
８と位置合わせ部１１４,１１５,２２４,３０２ｃ,４１４との嵌合によって板部材に対し
ても位置決めすることができる。これにより、可動体１２０,２２０,３２０,４２０と裏
ユニット３９の後側に保持される図柄表示装置１３の表示面との間の相対的な位置精度を
向上し得ると共に、可動体１２０,２２０,３２０,４２０と板部材３８およびこの板部材
３８に取り付いた装飾枠部材５４との間の相対的な位置精度を向上し得る。
【０１７４】
　第１可動演出装置１００および第４可動演出装置４００は、前記カバー部材１１０,４
１０の前面の少なくとも一部が板部材３８の後面に当接するよう構成されている。すなわ
ち、第１可動演出装置１００および第４可動演出装置４００は、カバー部材１１０,４１
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０が板部材３８の後面に当接するので、裏ユニット３９と板部材３８との間で装置本体部
を前後方向に位置決めすることができる。
【０１７５】
　前記遊技盤３６では、第１可動演出装置１００の第１可動体１２０が表示部４０の右下
側(第２可動体２２０の待機位置に偏倚した側)を支点として、意匠部分が表示部４０の右
下側の待機位置とこの待機位置から上方変位して表示部４０の前側右下領域に臨む動作位
置との間で揺動し、第２可動演出装置２００の第２可動体２２０が表示部４０の右上側を
支点として、意匠部分が表示部４０の右横側の待機位置とこの待機位置から左方変位して
表示部４０の前側中央部に臨む動作位置との間で揺動し、第３可動演出装置３００の第３
可動体３２０の意匠部分が、表示部４０の上側中央の待機位置とこの待機位置から下方変
位して表示部４０の前側中央部に臨む動作位置との間で上下動するよう構成される。そし
て、遊技盤３６では、第２可動体２２０の往復移動経路に対して、第１可動体１２０およ
び第３可動体３２０の往復移動経路が重なるよう構成されると共に、第１可動体１２０の
往復移動経路と第３可動体３２０の往復移動経路が重ならないようになっている(図１８
参照)。
【０１７６】
　前記パチンコ機１０は、第１～第３可動演出装置１００,２００,３００の可動体１２０
,２２０,３２０を動作させる駆動部１５０,２５０,３５０のモータ１５２,２５１,３５１
を制御する動作制御手段としての統括制御装置７８を備えている。第１～第３可動演出装
置１００,２００,３００は、可動体１２０,２２０,３２０の位置を判定する手段としてフ
ォトセンサ１６０,２６０,３６０を備えており、統括制御装置７９では、フォトセンサ１
６０,２６０,３６０からの信号によって可動体１２０,２２０,３２０の位置を判定してい
る(図１７参照)。
【０１７７】
　前記統括制御装置７９は、第１可動演出装置１００の演出動作開始時に、第２可動体２
２０が第２フォトセンサ２６０の判定により待機位置にあることおよび第２駆動部２５０
の第２モータ２５１が駆動していないことを条件として、第１駆動部１５０の第１モータ
１５２を駆動して第１可動体１２０を動作させる。一方、統括制御装置７９は、第１可動
演出装置１００の演出動作開始時に、第２可動体２２０が待機位置にない若しくは第２モ
ータ２５１が駆動している異常判定において、第２モータ２５１を停止すると共に第１駆
動部の第１モータ１５２の駆動を開始しないよう制御する。なお、実施例では、第１可動
演出装置１００の演出動作開始の条件として、第２可動体２２０が待機位置にあることお
よび第２モータ２５１が駆動していないことの２つを設定したが、第２可動体２２０が待
機位置にあることのみを条件としてもよい。
【０１７８】
　前記統括制御装置７９は、第２可動演出装置２００の演出動作開始時に、第１可動体１
２０が第１フォトセンサ１６０の判定により待機位置にあることおよび第３可動体３２０
が第３フォトセンサ３６０の判定により待機位置にあることと、第１駆動部１５０の第１
モータ１５２および第３駆動部３５０の第３モータ３５１が駆動していないこととを条件
として、第２駆動部２５０の第２モータ２５１を駆動して第２可動体２２０を動作させる
。一方、統括制御装置７９は、第１可動体１２０および第３可動体３２０が待機位置にな
い若しくは第１駆動部１５０の第１モータ１５２および第３駆動部３５０の第３モータ３
５１が駆動している異常判定において、駆動している第１駆動部１５０の第１モータ１５
２若しくは第３駆動部３５０の第３モータ３５１を停止すると共に第２駆動部２５０の第
２モータ２５１の駆動を開始しないように制御する。なお、実施例では、第２可動演出装
置２００の演出動作開始の条件として、第１可動体１２０および第３可動体３２０が待機
位置にあることおよび第１モータ１５２および第３モータ３５１が駆動していないことを
設定したが、第１可動体１２０および第３可動体３２０が待機位置にあることのみを条件
としてもよい。
【０１７９】
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　前記統括制御装置７９は、第３可動演出装置３００の演出動作開始時に、第２可動体２
２０が第２フォトセンサ２６０の判定により待機位置にあることおよび第２駆動部２５０
の第２モータ２５１が駆動していないことを条件として、第３駆動部３５０の第３モータ
３５１を駆動して第３可動体３２０を動作させる。一方、統括制御装置７９は、第３可動
演出装置１００の演出動作開始時に、第２可動体２２０が待機位置にない若しくは第２モ
ータ２５１が駆動している異常判定において、第２モータ２５１を停止すると共に第３駆
動部の第３モータ３５１の駆動を開始しないよう制御する。なお、実施例では、第３可動
演出装置３００の演出動作開始の条件として、第２可動体２２０が待機位置にあることお
よび第２モータ２５１が駆動していないことの２つを設定したが、第２可動体２２０が待
機位置にあることのみを条件としてもよい。
【０１８０】
　前記統括制御装置７９は、前記異常判定時に、第１可動体１２０および第３可動体３２
０が待機位置にあるか否かを対応のフォトセンサ１６０,３６０により判定し、これらの
可動体１２０,３２０が待機位置にないときに対応の駆動部１５０,３５０のモータ１５２
,３５１を駆動して該可動体１２０,３２０を待機位置に戻す復帰動作を行うように制御す
る。また、統括制御装置は、第１可動体１２０および第３可動体３２０が待機位置にある
ことを条件として、第２フォトセンサ２６０により待機位置にないと判定された第２可動
体２２０を待機位置に戻す復帰動作を行うよう制御する。
【０１８１】
　実施例の第１～３可動演出装置１００,２００,３００の制御について、図７０～図８２
のフローチャート図を参照して具体的に説明する。先ず、第１可動演出装置１００と第３
可動演出装置３００は、干渉防止制御の判定フローが同じであるので(図７０参照)、第１
可動演出装置１００を例に挙げて説明する。統括制御装置７９は、第１可動演出装置１０
０の動作開始コマンド(信号)が入力されると(ステップＳ１)、第１可動体１２０を動かす
前に、該第１可動体１２０の往復移動経路に重なる動作を行う第２可動体２２０の状態を
判定する。すなわち、統括制御装置７９は、第２可動体２２０を動かす第２モータ２５１
が駆動されているか否かについて判定し(ステップＳ２)、第２モータ２５１が駆動されて
いなければ(ステップＳ２：ＮＯ)、第２可動体２２０が待機位置にあるか否かを判定する
(ステップＳ３)。第２フォトセンサ２６０によって第２検知片２５５の有無を判定し、第
２検知片２５５を検知しなければ、第２可動体２２０は待機位置にあるので(ステップＳ
３：ＹＥＳ)、第１モータ１５２を駆動して第１可動体１２０の動作を開始する(ステップ
Ｓ４)。そして、統括制御装置７９は、第１可動体１２０の所定の演出動作が終了すると(
ステップＳ５)、第１可動体１２０を待機位置に戻すように第１モータ１５２を駆動制御
する(ステップＳ６)。第１フォトセンサ１６０が第１検知片１５６の非検知状態に移行し
てから所定のタイミングで第１モータ１５２を停止することで、第１可動体１２０の動作
が正常に終了される。
【０１８２】
　これに対して、第１可動体１２０の動作開始信号が入力された際に、第２可動体２２０
が動作している(第２モータ２５１が駆動中)場合には(ステップＳ２：ＹＥＳ)、統括制御
装置７９は、第２可動体２２０が異常であると判定し(異常判定)、干渉防止制御を行う。
すなわち、統括制御装置７９は、第３モータ３５１が駆動していれば停止し、第２モータ
２５１を停止し、第１モータ１５２が駆動していれば停止して(ステップＳ８)、第１～第
３可動体１２０,２２０,３２０の動作を終了するようになっている(ステップＳ９)。また
、ステップＳ３において、第２可動体２２０が待機位置にない場合にあっても(ステップ
Ｓ３：ＮＯ)、統括制御装置７９は、第２可動体２２０が異常であると判定し(異常判定)
、干渉防止制御を行う。すなわち、統括制御装置７９は、第３モータ３５１が駆動してい
れば停止し、第２モータ２５１が駆動していれば停止し、第１モータ１５２が駆動してい
れば停止して(ステップＳ８)、第１～第３可動体１２０,２２０,３２０の動作を終了する
(ステップＳ９)。このように、異常判定をした場合には、第１～第３可動体１２０,２２
０,３２０の位置にかかわらず、直ちに第１～第３可動体１２０,２２０,３２０を停止す
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ることで、互いの干渉を回避している。なお、第２可動体２２０の位置判定ステップ(ス
テップＳ３)と第２モータ２５１の駆動判定ステップ(ステップＳ２)を入れ替えてもよい
。
【０１８３】
　次に、第２可動演出装置２００の干渉防止制御の判定フローについて説明する(図７１
参照)。統括制御装置７９は、第２可動演出装置２００の動作開始コマンド(信号)が入力
されると(ステップＳ１０)、第２可動体２２０を動かす前に、該第２可動体２２０の往復
移動経路に重なる動作を行う第１可動体１２０および第３可動体３２０の両方について状
態を判定する。統括制御装置７９は、第３可動体３２０を動かす第３モータ３５１が駆動
されているか否かについて判定し(ステップＳ１１)、第３モータ３５１が駆動されていな
ければ(ステップＳ１１：ＮＯ)、第３可動体３２０が待機位置にあるか否かを判定する(
ステップＳ１２)。第３フォトセンサ３６０によって第３検知片３２１の有無を判定し、
第３検知片３２１を検知しなければ、第３可動体３２０は待機位置にあるので(ステップ
Ｓ１２：ＹＥＳ)、第１可動体１２０の状態判定に移行する。統括制御装置７９は、第１
可動体１２０を動かす第１モータ１５２が駆動されているか否かについて判定し(ステッ
プＳ１３)、第１モータ１５２が駆動されていなければ(ステップＳ１３：ＮＯ)、第１可
動体１２０が待機位置にあるか否かを判定する(ステップＳ１４)。第１フォトセンサ１６
０によって第１検知片１５６の有無を判定し、第１検知片１５６を検知しなければ、第１
可動体１２０は待機位置にあるので(ステップＳ１４：ＹＥＳ)、第２モータ２５１を駆動
して第２可動体２２０の動作を開始する(ステップＳ１５)。そして、統括制御装置７９は
、第２可動体２２０の所定の演出動作が終了すると(ステップＳ１６)、第２可動体２２０
を待機位置に戻すように第２モータ２５１を駆動制御する(ステップＳ１７)。第２フォト
センサ２６０が第２検知片２５５の非検知状態に移行してから所定のタイミングで第２モ
ータ２５１を停止することで、第２可動体２２０の動作が正常に終了される。なお、実施
例では、第３可動体３２０の判定ステップ(ステップＳ１１,Ｓ１２)を第１可動体１２０
の判定ステップ(ステップＳ１３,Ｓ１４)より先に行う例を挙げたが、第１可動体１２０
の判定ステップを先に行ってもよい。また、可動体１２０,３２０の位置判定ステップ(ス
テップＳ１２,Ｓ１４)とモータ１５２,３５１の駆動判定ステップ(ステップＳ１１,Ｓ１
３)を入れ替えてもよい。
【０１８４】
　これに対して、第２可動体２２０の動作開始信号が入力された際に、第３可動体３２０
が動作している(第３モータ３５１が駆動中)場合には(ステップＳ１１：ＹＥＳ)、統括制
御装置７９は、第３可動体３２０が異常であると判定し(異常判定)、干渉防止制御を行う
。すなわち、統括制御装置７９は、第３モータ３５１を停止し、第２モータ２５１が駆動
していれば停止し、第１モータ１５２が駆動していれば停止して(ステップＳ１９)、第１
～第３可動体１２０,２２０,３２０の動作を終了するようになっている(ステップＳ２０)
。また、ステップＳ１２において、第３可動体３２０が待機位置にない場合にあっても(
ステップＳ１２：ＮＯ)、統括制御装置７９は、第３可動体３２０が異常であると判定し(
異常判定)、干渉防止制御を行う。すなわち、統括制御装置７９は、第３モータ３５１が
駆動していれば停止し、第２モータ２５１が駆動していれば停止し、第１モータ１５２が
駆動していれば停止して(ステップＳ１９)、第１～第３可動体１２０,２２０,３２０の動
作を終了する(ステップＳ２０)。
【０１８５】
　同様に、ステップＳ１３において、第１可動体１２０が動作している(第１モータ１５
２が駆動中)場合には(ステップＳ１３：ＹＥＳ)、統括制御装置７９は、第１可動体１２
０が異常であると判定し(異常判定)、干渉防止制御を行う。すなわち、統括制御装置７９
は、第３モータ３５１が駆動していれば停止し、第２モータ２５１が駆動していれば停止
し、第１モータ１５２を停止して(ステップＳ１９)、第１～第３可動体１２０,２２０,３
２０の動作を終了するようになっている(ステップＳ２０)。また、ステップＳ１４におい
て、第１可動体１２０が待機位置にない場合にあっても(ステップＳ１４：ＮＯ)、統括制
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御装置７９は、第１可動体１２０が異常であると判定し(異常判定)、干渉防止制御を行う
。すなわち、統括制御装置７９は、第３モータ３５１が駆動していれば停止し、第２モー
タ２５１が駆動していれば停止し、第１モータ１５２が駆動していれば停止して(ステッ
プＳ１９)、第１～第３可動体１２０,２２０,３２０の動作を終了する(ステップＳ２０)
。このように、異常判定をした場合には、第１～第３可動体１２０,２２０,３２０の位置
にかかわらず、直ちに第１～第３可動体１２０,２２０,３２０を停止することで、互いの
干渉を回避している。
【０１８６】
　図７２に示すように、前述した異常判定を行った場合、所定のタイミング(例えば、大
当り時、デモ画面切り替え時または電源投入時等)または使用者の復帰命令入力に基づい
て、可動体復帰動作開始信号が入力される(ステップＳ２１)。これにより、統括制御装置
７９は、先ず第３可動体３２０が待機位置にあるか否かを判定する(ステップＳ２２)。第
３フォトセンサ３６０によって第３検知片３２１の有無を判定し、第３検知片３２１を検
知しなければ、第３可動体３２０は待機位置にあるので(ステップＳ２２：ＹＥＳ)、第１
可動体１２０の状態判定に移行する。統括制御装置７９は、第１可動体１２０が待機位置
にあるか否かを判定する(ステップＳ２３)。第１フォトセンサ１６０によって第１検知片
１５６の有無を判定し、第１検知片１５６を検知しなければ、第１可動体１２０は待機位
置にあるので(ステップＳ２３：ＹＥＳ)、第２可動体２２０の状態判定に移行する。統括
制御装置７９は、第２可動体２２０が待機位置にあるか否かを判定する(ステップＳ２４)
。第２フォトセンサ２６０によって第２検知片２５５の有無を判定し、第２検知片２５５
を検知しなければ、第２可動体２２０は待機位置にあり(ステップＳ２４：ＹＥＳ)、第１
～第３可動体１２０,２２０,３２０は全て待機位置にあるので、復帰動作を終了する(ス
テップＳ２５)。
【０１８７】
　これに対して、ステップＳ２２において、第３可動体３２０が待機位置にないと判定さ
れた場合は(ステップＳ２２：ＮＯ)、第３モータ３５１を駆動して第３可動体３２０を待
機位置に戻す復帰動作を行う(ステップＳ２６)。ここで、第３可動体３２０の復帰動作は
、第３可動体３２０が待機位置に戻るまで(第３フォトセンサ３６０による第３検知片３
２１の非検知)行われ(ステップＳ２７：ＮＯ)、第３可動体３２０が待機位置に戻ったこ
とが判定されると(ステップＳ２７：ＹＥＳ)、第１可動体１２０の状態判定に移行する。
【０１８８】
　ステップＳ２３において、第１可動体１２０が待機位置にないと判定された場合は(ス
テップＳ２３：ＮＯ)、第１モータ１５２を駆動して第１可動体１２０を待機位置に戻す
復帰動作を行う(ステップＳ２８)。ここで、第１可動体１２０の復帰動作は、第１可動体
１２０が待機位置に戻るまで(第１フォトセンサ１６０による第１検知片１５６の非検知)
行われ(ステップＳ２９：ＮＯ)、第１可動体１２０が待機位置に戻ったことが判定される
と(ステップＳ２９：ＹＥＳ)、第２可動体２２０の状態判定に移行する。
【０１８９】
　ステップＳ２４において、第２可動体２２０が待機位置にないと判定された場合は(ス
テップＳ２４：ＮＯ)、第２モータ２５１を駆動して第２可動体２２０を待機位置に戻す
復帰動作を行う(ステップＳ３０)。ここで、第２可動体２２０の復帰動作は、第２可動体
２２０が待機位置に戻るまで(第２フォトセンサ２６０による第２検知片２５５の非検知)
行われ(ステップＳ３１：ＮＯ)、第２可動体２２０が待機位置に戻ったことが判定される
と(ステップＳ３１：ＹＥＳ)、第１～第３可動体１２０,２２０,３２０は全て待機位置に
あるので、復帰動作を終了する(ステップＳ２５)。すなわち、実施例のパチンコ機１０で
は、第３可動体３２０、第１可動体１２０、第２可動体２２０の順に優先順位を設けて復
帰動作が行われる。なお、実施例では、第３可動体３２０を第１可動体１２０より先に復
帰させたが、第１可動体１２０から先に復帰動作を行ってもよい。
【０１９０】
　このように、パチンコ機１０では、複数の可動体１２０,２２０,３２０が往復移動経路
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が重なる構成であっても、干渉する可能性のある可動体１２０,２２０,３２０が待機位置
にあることを条件として他の可動体１２０,２２０,３２０が動作されるので、可動体１２
０,２２０,３２０同士の干渉を回避することができる。すなわち、パチンコ機１０では、
可動体１２０,２２０,３２０同士の干渉を回避し得るので、表示部４０の前側領域を大き
く変位するように複数の可動体１２０,２２０,３２０を配設することができ、可動体の動
作による演出効果を向上し得る。また、可動体１２０,２２０,３２０が異常停止した場合
であっても、干渉する可能性のある可動体１２０,２２０,３２０が待機位置にあることを
条件として他の可動体１２０,２２０,３２０が動作されるので、異常停止状態からの復帰
に際して可動体１２０,２２０,３２０同士の干渉を回避することができる。しかも、干渉
対象となる可動体１２０,２２０,３２０の待機位置の判定だけでなく、干渉対象となる可
動体１２０,２２０,３２０を動作させる駆動部１５０,２５０,３５０の駆動の有無によっ
ても異常判定することで、より確実に可動体１２０,２２０,３２０同士の干渉を回避する
ことができる。
【０１９１】
　前記遊技盤３６には、第１可動体１２０と離間して表示部４０の下側に支持されて、第
１～第３可動体１２０,２２０,３２０の往復移動経路と重ならないように往復動される第
４可動体４２０を備えた第４可動演出装置４００が設けられている。しかし、第４可動体
４２０は、第４可動体４２０が第１～第３可動体１２０,２２０,３２０と干渉しないので
、第１～第３可動演出装置１００,２００,３００の異常判定とは独立して統括制御装置７
９によって動作制御することで、統括制御装置７９の制御負荷を軽減し得る。
【０１９２】
(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)遊技盤を構成する板部材は、木製に限らず、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透明板であってもよい。そして、板部材を透明板で構成した場合
は、貫通口を設けることなく該透明板自体を透かして図柄表示装置の表示部を前側から視
認可能とし得る。
(２)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。
(３)各可動演出装置の可動体の動作態様について実施例の態様に限られず、揺動や回転や
直線動等を適宜採用することができる。
(４)可動演出装置の配置についても適宜変更可能である。
(５)転がり軸受としては、第３ベース部材に対して固定された外受部と、この外受部の内
側に配設された中受部と、中受部の内側に転動体を介して上下方向に往復動可能に支持さ
れた内受部とから構成し、中受部と内受部との間に保持されて中受部の外側(中受部と外
受部との間)に臨む転動体によって、中受部を外受部に対して上下方向に往復動可能に支
持してもよい。
【符号の説明】
【０１９３】
　３６　遊技盤
　１００　第１可動演出装置(可動演出装置)
　１０７　当接部
　１２０　第１可動体(可動体)
　１２２　可動本体
　１２４　溝部
　１２５　抜止片
　１２６　伝達溝
　１３０　可動部材
　１３１　取付片
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　１５０　第１駆動部(駆動部)
　１５２　モータ
　１５４　従動歯車(回転板)
　１５５　伝達軸
　１５６　第１検知片(検知片)
　１６０　第１フォトセンサ(検知手段)
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