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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄を変動表示させて遊技演出を行なう図柄表示装置が臨む装飾部材に配設され、前記
図柄表示装置の遊技演出に合わせて、演出部材に所定の演出動作を行なわせる遊技機の可
動式演出装置であって、
　前記装飾部材に設けた固定部に配設した駆動手段と、
　前記固定部に上下方向にスライド可能に配設されると共に、前記駆動手段に連繋され、
該駆動手段により上昇位置と下降位置との間で上下動されるベース部材と、
　前記演出部材を有し、前記ベース部材に、第１位置とこの第１位置より下方に変位した
第２位置との間を上下方向にスライド可能に配設されると共に、常には下方に向けて付勢
される第１ラックと、
　前記ベース部材に、前記第１ラックに対向して上下方向にスライド可能に配設される第
２ラックと、
　前記ベース部材に、前記第１ラックおよび第２ラックの間に夫々噛合した状態で回動自
在に配設され、その回動により一方のラックのベース部材に対する変位方向と反対側に他
方のラックを変位させる伝達ギアと、
　前記第１ラックに設けられ、前記ベース部材により下方への変位を規制されて該第１ラ
ックを第２位置においてベース部材に対する下方変位を規制する第１ラックストッパと、
　前記第２ラックに設けられ、前記固定部により上方への変位を規制されて、該第２ラッ
クの固定部に対する上方変位を規制する第２ラックストッパとを備え、
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　前記ベース部材を上昇位置から下方に変位する際には、第１位置にある前記第１ラック
がその付勢下にベース部材に対し第１ラックストッパにより位置規制されるまで下方に変
位すると共に、
　前記ベース部材を下降位置から上方に変位する際には、前記第２ラックストッパが固定
部に位置規制されて、前記第１ラックが伝達ギアとの噛合作用下にベース部材に対し上方
に変位するよう構成した
ことを特徴とする遊技機の可動式演出装置。
【請求項２】
　前記第１ラックおよび第２ラックは、前記ベース部材の上昇位置において該ベース部材
に相対する範囲内に配置される請求項１記載の遊技機の可動式演出装置。
【請求項３】
　前記第１ラックおよび第２ラックにおける前記伝達ギアと噛合する連繋部が同一の長さ
に設定され、第１ラックおよび第２ラックは、上昇位置において各連繋部における上下方
向の中央に前記伝達ギアを挟んで臨んでいる請求項１または２記載の遊技機の可動式演出
装置。
【請求項４】
　前記第１ラックストッパは、前記ベース部材に対して前記第１ラックが連繋部の長さの
半分だけ下方変位した第２位置でベース部材に係合して位置規制される請求項３記載の遊
技機の可動式演出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、図柄を変動表示させて遊技演出を行なう図柄表示装置が臨む装飾部材に配
設され、この図柄表示装置の遊技演出に合わせて演出部材に所定の演出動作を行なわせる
遊技機の可動式演出装置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(センター役物とも称される)が配設されて、該装飾部材に開
設した開口部に、各種図柄を変動および停止表示させて所要の図柄変動ゲームを行なう図
柄表示装置を臨ませるよう構成される。そして、遊技盤の盤面(遊技領域)に打出された遊
技球が、装飾部材の下方位置に配設した始動入賞装置に入賞することにより、図柄表示装
置での図柄変動ゲームが行なわれるようになっている。また、多くのパチンコ機では、装
飾部材に、所要の動作を行なう可動体を備えた可動式の演出装置が配設されており、可動
体を図柄表示装置での図柄変動ゲームに合わせて動作させることにより演出効果の向上を
図っている。
【０００３】
　例えば可動式演出装置としては、装飾部材の下側に上下方向に往復運動が可能な複数の
可動部材を備えたものがある(特許文献１参照)。各可動部材は、ラックの上端に固定され
、モータに連動したピニオンをラックと噛合し、モータの回転駆動に伴うピニオンの回転
によりラックが上下動する構成である。そして、ラックの上下動に伴って、可動部材が装
飾部材の下側から上方に突出して図柄表示装置の前側に臨んだり、装飾部材の内方に退避
したりする。
【特許文献１】特開２００１－１３７４６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような可動式演出装置では、演出効果の向上を図るために可動部材をより大きく動
作させることが求められる。特許文献１の可動式演出装置では、可動部材の移動距離はラ
ックの長さによって決まる。すなわち、可動部材を大きく動作させるためには、ラックを
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長くする必要があるが、図柄表示装置が大型化する近年の傾向のもとでは、装飾部材にラ
ックを収容するスペースを確保することが難しく、可動部材の動作範囲を広げるのは困難
であった。
【０００５】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機の可動式演出装置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、小型で、演出部材を大きく変
位し得る遊技機の可動式演出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　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の
可動式演出装置は、
　図柄を変動表示させて遊技演出を行なう図柄表示装置(S)が臨む装飾部材(12)に配設さ
れ、前記図柄表示装置(S)の遊技演出に合わせて、演出部材(22)に所定の演出動作を行な
わせる遊技機の可動式演出装置であって、
　前記装飾部材(12)に設けた固定部(24)に配設した駆動手段(30)と、
　前記固定部(24)に上下方向にスライド可能に配設されると共に、前記駆動手段(30)に連
繋され、該駆動手段(30)により上昇位置と下降位置との間で上下動されるベース部材(40)
と、
　前記演出部材(22)を有し、前記ベース部材(40)に、第１位置とこの第１位置より下方に
変位した第２位置との間を上下方向にスライド可能に配設されると共に、常には下方に向
けて付勢される第１ラック(52)と、
　前記ベース部材(40)に、前記第１ラック(52)に対向して上下方向にスライド可能に配設
される第２ラック(54)と、
　前記ベース部材(40)に、前記第１ラック(52)および第２ラック(54)の間に夫々噛合した
状態で回動自在に配設され、その回動により一方のラック(52,54)のベース部材(40)に対
する変位方向と反対側に他方のラック(54,52)を変位させる伝達ギア(56)と、
　前記第１ラック(52)に設けられ、前記ベース部材(40)により下方への変位を規制されて
該第１ラック(52)を第２位置においてベース部材(40)に対する下方変位を規制する第１ラ
ックストッパ(53a)と、
　前記第２ラック(54)に設けられ、前記固定部(24)により上方への変位を規制されて、該
第２ラック(54)の固定部(24)に対する上方変位を規制する第２ラックストッパ(55)とを備
え、
　前記ベース部材(40)を上昇位置から下方に変位する際には、第１位置にある前記第１ラ
ック(52)がその付勢下にベース部材(40)に対し第１ラックストッパ(53a)により位置規制
されるまで下方に変位すると共に、
　前記ベース部材(40)を下降位置から上方に変位する際には、前記第２ラックストッパ(5
5)が固定部(24)に位置規制されて、前記第１ラック(52)が伝達ギア(56)との噛合作用下に
ベース部材(40)に対し上方に変位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、駆動手段によりベース部材を上昇位置から下方に変位す
ると、ベース部材に対して第１位置に保持されていた第１ラックがその付勢下に下方に変
位するから、ベース部材の下方変位分と第１ラックの下方変位分とを合わせた距離だけ演
出部材を下方に変位し得る。また、演出部材は、ベース部材とこのベース部材に配設した
第１ラックとの変位により動作する構成であるから、ベース部材および第１ラックの上下
寸法を抑えることができる。すなわち、装置全体の省スペース化と、演出部材の大きな動
作とを両立し得る。更に、１つの駆動手段によりベース部材と第１ラックを上下方向に変
位し得るから、部品点数を減少させて製造コストを低廉に抑えることができる。
【０００７】
　請求項２に係る発明は、請求項１記載の遊技機の可動式演出装置において、
　前記第１ラック(52)および第２ラック(54)は、前記ベース部材(40)の上昇位置において
該ベース部材(40)に相対する範囲内に配置される。
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　請求項２に係る発明によれば、ベース部材の上昇位置において、第１ラックおよび第２
ラックは、ベース部材に相対する範囲内に配置される構成であるから、装置全体をより小
型化し得る。
【０００８】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２記載の遊技機の可動式演出装置において、
　前記第１ラック(52)および第２ラック(54)における前記伝達ギア(56)と噛合する連繋部
(52b,54b)が同一の長さに設定され、第１ラック(52)および第２ラック(54)は、上昇位置
において各連繋部(52b,54b)における上下方向の中央に前記伝達ギア(56)を挟んで臨んで
いる。
　請求項３に係る発明によれば、第１ラックと第２ラックとが、その連繋部が同一長さに
設定されると共に、上昇位置において各連繋部における上下方向の中央に伝達ギアを挟ん
で臨む構成であるから、一方のラックにおけるベース部材に対する変位範囲全体において
、他方のラックも変位させることができる。すなわち、第１位置における装置全体の上下
寸法を大きくすることなく、両ラックの変位範囲を最大限にし得る。
【０００９】
　請求項４に係る発明は、請求項３記載の遊技機の可動式演出装置において、
　前記第１ラックストッパ(53a)は、前記ベース部材(40)に対して前記第１ラック(52)が
連繋部(52b)の長さの半分だけ下方変位した第２位置でベース部材(40)に係合して位置規
制される。
　請求項４に係る発明によれば、第１ラックストッパを、ベース部材に対して第１ラック
がその長さの半分だけ下方変位した第２位置でベース部材に係合して位置規制される構成
であるから、第１ラックの変位範囲を最大限とし、演出部材を大きく変位させることがで
きる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る遊技機の可動式演出装置によれば、装置全体の配設スペースを大きく取る
ことなく、演出部材を大きく動作させることが可能であり、演出部材による視覚的な演出
効果を向上させて遊技の興趣を一層増大することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に、本発明に係る遊技機の可動式演出装置につき、好適な実施例を挙げて、添付図面
を参照して以下に説明する。なお、遊技盤および可動式演出装置の前後方向は、遊技者側
に臨む側を前側として指称する。
【実施例】
【００１２】
　図１に示すように、実施例に係る遊技機としてのパチンコ機の遊技盤１０は、略円形状
に湾曲形成したレールにより遊技領域が画成され、その略中央位置に図柄表示装置Ｓを後
方から臨ませた装飾部材１２が配設されている。遊技盤１０における装飾部材１２の下方
には、遊技球検出用のスイッチ(図示せず)を備えた始動入賞具Ｃが設けられている。この
始動入賞具Ｃに遊技球が入賞することで、図柄表示装置Ｓにおいて図柄変動ゲームが開始
されて、その結果、特定の図柄組合わせ(例えば、同一図柄の三つ揃)が表示されると、遊
技者に有利な特別遊技(所謂大当り)が発生するようになっている。始動入賞具Ｃの下方位
置には、特別入賞口に設けられた扉状の開閉板が、後側の電磁ソレノイド(図示せず)の駆
動に伴って通常の閉鎖状態から開放状態に変化し得るよう構成された大型電動式の特別入
賞装置Ｄが配設されており、特別遊技の発生により開閉板を開放して遊技球が特別入賞口
に入賞することで、球皿(図示せず)に賞球が払出されるようになっている。なお、装飾部
材１２は、遊技領域の大部分を占める大型部材であって、図柄表示装置Ｓを臨ませる可視
表示部を開設した枠状本体を、遊技盤１０に開設した装着孔(図示せず)に前側から挿入し
た状態で、遊技盤１０に対してネジ止め固定される。
【００１３】
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　前記装飾部材１２における図柄表示装置Ｓの上方に臨む位置には、例えば図柄組合わせ
ゲームに関連するキャラクタの頭部を模した大型の演出体Ｋを有する可動式演出装置２０
が配設されている(図１参照)。実施例の演出体Ｋは、装飾部材１２の上部前面を覆って組
付けた前面カバー１４の前面に設けられ、演出体Ｋの右半分をなす固定演出部材１６と、
演出体Ｋの左半分をなし、可動式演出装置２０により作動される可動演出部材(演出部材)
２２とから構成される。可動式演出装置２０では、図柄表示装置Ｓでの図柄組合わせゲー
ムに合わせて、可動演出部材２２を、固定演出部材１６と整合して演出体Ｋとして一体と
なって静的な演出を行なう待機姿勢と、待機姿勢から下方に変位して図柄表示装置Ｓの前
側に臨み、動的な演出を行なう演出姿勢との間で上下動させて、多彩な演出を行ない得る
ようになっている。なお、可動式演出装置２０は、可動演出部材２２を常には待機姿勢で
待機させるよう構成される。
【００１４】
　図２～図５に示すように、前記可動式演出装置２０は、装飾部材１２に取付けられるケ
ース部材(固定部)２４と、このケース部材２４に設けた駆動手段３０と、この駆動手段３
０により上下方向に変位されるベース部材４０と、可動演出部材２２を備えると共にベー
ス部材４０に設けられ、ベース部材４０の上下変位により変位する可動部５０とを備え、
ケース部材２４単位で単一のユニットとして取扱い可能に構成される。ケース部材２４は
、前半体２５と後半体２６とを組合わせて構成した箱状部材であって、両半体２５,２６
の間にベース部材４０および駆動手段３０の後述する変速部３１が配設されている(図５
参照)。後半体２６の左側には、上下方向に延在すると共に下方に向けて開放した後溝部
２６ａが形成され、この後溝部２６ａに沿ってベース部材４０がスライド自在に配設され
ている。また、前半体２５には、ベース部材４０に配設した可動部５０における後述する
第１ラック５２の前面に臨んで、上下方向に延在すると共に下方に開放した前溝部２５ａ
が形成され、第１ラック５２の前面に設けた後述の突部５３ａ,５３ｂが、前溝部２５ａ
を介してケース部材２４の前側に臨むようになっている。
【００１５】
　前記駆動手段３０は、前半体２５の前面に配設したモータＭと、このモータＭの回転を
伝達する複数の歯車３２,３４,３６からなる変速部３１とから構成され、モータＭとして
は、制御手段Ｐの回転数制御下に正逆回転するステッピングモータが採用される。ここで
モータＭは、ケース部材２４を装飾部材１２に組付けた際に、前面カバー１４に固定した
固定演出部材１６の後側に位置するように配置される。モータＭは、その回転軸を後側に
向けて前半体２５の右側上部に配設され、前半体２５を突抜けた回転軸の先端に、該前半
体２５と後半体２６との間に臨む第１歯車３２が固定されている。すなわち、モータＭを
固定演出部材１６に整合する位置に設けて固定演出部材１６内に収納することで、モータ
Ｍをケース部材２４の前面に設けても露出することがなく、モータＭが後側に突出しない
ので、ケース部材２４の後側のスペースを有効に利用し得る。また、前半体２５と後半体
２６との間には、図６に示すように、第１歯車３２の下側に噛合する第２歯車３４が軸支
されている。更に、第２歯車３４の下側に噛合すると共にベース部材４０の後述する歯部
４２ａに噛合する第３歯車３６が、前半体２５と後半体２６との間に軸支され、モータＭ
の回転が、第１歯車３２,第２歯車３４および第３歯車３６の３つの歯車からなる変速部
３１を介してベース部材４０に伝達される。なお、実施例の変速部３１は、第１歯車３２
と比較して第２歯車３４の歯数が多く設定されると共に、第２歯車３４と比較して第３歯
車３６の歯数が多く設定され、モータＭの回転が順次減速されるようになっている。
【００１６】
　前記ベース部材４０は、ケース部材２４の上下寸法より短尺に設定した上下方向に長尺
な略矩形状の中板４２と、この中板４２と略同一寸法に設定され、中板４２の前側に所定
間隔離間して組付けられる前板４４と、中板４２の上下寸法と略同一に設定され、中板４
２の後側左右中央に所定間隔離間して組付けられた後板４６とを重ね合わせて構成される
(図５参照)。ベース部材４０は、中板４２と後板４６との隙間にケース部材２４における
後溝部２６ａの左右の縁辺を夫々挟むように保持して、当該後溝部２６ａに沿って上下方



(6) JP 4699288 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

向にスライド可能に配設される。そして、中板４２と前板４４との間に、可動部５０が動
作可能に配設される。また中板４２には、変速部３１側に臨む側面(実施例では右側面)に
上下全体に亘って歯部４２ａが設けられ、この歯部４２ａが第３歯車３６に噛合して、第
３歯車３６の回転が中板４２(ベース部材４０)のケース部材２４に対する上下方向の直線
移動に変換されるようになっている。
【００１７】
　前記ベース部材４０は、後溝部２６ａの上端に係止されて上昇位置において上方への変
位が規制され、このときベース部材４０は、ケース部材２４の内方に収納されると共に、
ベース部材４０における歯部４２ａの下部が、第３歯車３６に噛合するようになっている
(図２または図６参照)。また、ベース部材４０は、後溝部２６ａにおける左右の縁辺の下
部に夫々設けた一対の突起２６ｂ,２６ｂに、後板４６の上部に左右に張出して形成した
係止片４６ａ,４６ａが対応的に係止されて下降位置で下方への変位が規制される。この
ときベース部材４０は、ケース部材２４から下方に突出すると共に、ベース部材４０にお
ける歯部４２ａの上部が、第３歯車３６に噛合する(図４または図８参照)。なお、前板４
４は透明な部材が採用されて、中板４２と前板４４との間に挟持した可動部５０の各構成
部材５２,５４,５６を前側から視認可能となっており、製造工程において可動部５０の構
成部材５２,５４,５６の位置関係を確認し易くなっている。
【００１８】
　前記可動部５０は、ベース部材４０の上下変位につれて一体的に上下変位すると共に、
ベース部材４０の上下変位に連動して、可動部５０に設けた可動演出部材２２をベース部
材４０に対し更に上下方向に変位するよう構成されている。この可動部５０は、ベース部
材４０における中板４２の前面に左右に離間して対向配置され、上下方向に夫々スライド
変位可能な第１ラック５２および第２ラック５４と、この第１ラック５２および第２ラッ
ク５４に夫々噛合すると共に挟持した状態でベース部材４０に回動可能に配設した伝達ギ
ア５６とから構成される(図６参照)。また、可動部５０では、第１ラック５２と第２ラッ
ク５４とが伝達ギア５６を介して連繋され、一方のラック５２(５４)のベース部材４０に
対する変位方向と反対側に、伝達ギア５６の回動下に他方のラック５４(５２)がベース部
材４０に対して変位するように構成される(図６～図９参照)。
【００１９】
　前記第１ラック５２は、ベース部材４０の上下寸法と略同一に設定され、その後面に設
けた第１レール溝５２ａを、ベース部材４０における中板４２前面の一側部(実施例では
、変速部３１側である右側)に上下方向に沿って突設した第１レール４２ｂに嵌合わせて
、中板４２と前板４４との間において上下方向にスライド可能に配設されている。また、
第１ラック５２には、対向配置した第２ラック５４側に臨む左側面に上下全体に亘って歯
状の第１連繋部５２ｂが形成され、この第１連繋部５２ｂが、ベース部材４０の中央にお
いて中板４２と前板４４との間に軸支した伝達ギア５６に噛合するようになっている。そ
して、第１ラック５２は、その全体がベース部材４０の前面に重なって当該前面に相対す
る範囲内に位置する第１位置と(図２または図６参照)、この第１位置より下方に変位した
第２位置との間を、ベース部材４０に対しスライド移動するように構成されている(図４
または図８参照)。すなわち、第１ラック５２の第１位置において、第１連繋部５２ｂに
おける上下方向の中央部分が伝達ギア５６に対置され、第１連繋部５２ｂの中央から上端
までの距離が、第１ラック５２の下方変位が許容されるラック変位距離となる。なお、ベ
ース部材４０の上下寸法と略同一寸法に設定した第１ラック５２のラック変位距離は、ベ
ース部材４０の変位距離より短くなり、実施例では、ベース部材４０の上昇位置と下降位
置との間の変位距離の２／３程度になっている。
【００２０】
　前記第２ラック５４は、第１ラック５２の上下寸法と同一に設定され、その後面に設け
た第２レール溝５４ａを、ベース部材４０における中板４２前面の他側部(実施例では、
変速部３１から離間する左側)に上下方向に沿って突設した第２レール４２ｃに嵌合わせ
て、中板４２と前板４４との間において上下方向にスライド可能に配設される。また、第
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２ラック５４には、対向配置した第１ラック５２側に臨む右側面に上下全体に亘って歯状
の第２連繋部５４ｂが形成され、この第２連繋部５４ｂが伝達ギア５６に噛合するように
なっている。第２ラック５４は、第１ラック５２の第１位置において、その全体が第１ラ
ック５２と同様にベース部材４０の前面に重なって当該前面に相対する範囲内に位置し(
図２または図６参照)、第１ラック５２の第２位置において、ベース部材４０に対し第１
ラック５２と反対となる上方に突出した位置に変位するように構成されている(図４また
は図８参照)。このように、可動部５０は、ベース部材４０がケース部材２４に収納され
た上昇位置において、第１ラック５２および第２ラック５４が、ベース部材４０の前面範
囲内に臨んでベース部材４０から下方または上方に突出しないように配置され(図６参照)
、このとき可動演出部材２２が待機姿勢となっている。これに対し、可動部５０は、ベー
ス部材４０の下降位置において、第１ラック５２がベース部材４０から下方に突出した第
２位置に下方変位した状態となり、このとき可動演出部材２２が最大限に下降した演出姿
勢となっている。
【００２１】
　前記第１ラック５２および第２ラック５４における伝達ギア５６と噛合する連繋部５２
ｂ,５４ｂは、同一の長さに設定されている。また、第１ラック５２および第２ラック５
４は、上昇位置において各連繋部５２ｂ,５４ｂにおける上下方向の中央に伝達ギア５６
を挟んで臨むようになっている(図６参照)。更に可動部５０において、第１ラック５２は
、常には下方へ向けて付勢されるよう構成され、これに伴って伝達ギア５６を介して第２
ラック５４は常には上方に向けて付勢されている。実施例の可動部５０では、第１ラック
５２およびこの第１ラック５２に設けた可動演出部材２２の総重量を第２ラック５４より
重く設定することで、第１ラック５２がその取着した部材を含む自重により下方に付勢さ
れるようになっている。
【００２２】
　前記第１ラック５２の前面には、上下方向に離間して一対の突部５３ａ,５３ｂが設け
られ、下側の突部(下突部)５３ａが、ベース部材４０により下方への変位を規制されて、
該第１ラック５２を第２位置においてベース部材４０に対する下方変位を規制する第１ラ
ックストッパとして機能するようになっている(図４または図８参照)。具体的には、前板
４４に、第１ラック５２の前側に対応して、上下方向に長手が延在する長孔４４ａが開設
され、この長孔４４ａを介して両突部５３ａ,５３ｂが前側に臨むようになっている。こ
の長孔４４ａは、第１ラック５２における第１位置と第２位置との間の変位を許容するよ
うに形成され、第１ラック５２の第２位置において、その下端縁に下突部５３ａが当接(
係合)し、これに加えて実施例では、第１ラック５２の第１位置において、長孔４４ａの
上端縁に上側の突部(上突部)５３ｂが当接するようになっている(図６参照)。なお、第１
ラックストッパとしての下突部５３ａは、ベース部材４０に対して第１ラック５２が第１
連繋部５２ｂの長さの半分だけ下方変位した第２位置でベース部材４０における長孔４４
ａの下端縁に当接して位置規制されるようになっている。
【００２３】
　前記第２ラック５４は、固定部としてのケース部材２４により上方への変位を規制され
て、第２ラック５４のケース部材２４に対する上方変位を規制する第２ラックストッパ５
５を備えている。第２ラックストッパ５５は、第２ラック５４の左側面における上下方向
の略中央部に、左側へ向けて突設される。また、ケース部材２４の後半体２６には、第２
ラック５４における第２ラックストッパ５５の突出側に上係止部２８が設けられ、該上係
止部２８に第２ラックストッパ５５が当接することで、第２ラック５４の上方変位が規制
されるようになっている。なお、実施例の上係止部２８は、第２ラック５４の側方に沿っ
て上下方向に沿って連設した壁部の一部であって、この壁部は、第２ラックストッパ５５
の変位範囲において第２ラック５４から離間する方向にクランク状に屈曲形成され、この
クランク部分における上側の左右方向に延在する部位が、上係止部２８として機能する。
【００２４】
　前記上係止部２８は、第２ラックストッパ５５の移動軌跡上において、該第２ラックス
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トッパ５５の上方に位置すると共に、ベース部材４０が上昇位置より第１ラック５２のラ
ック変位距離分だけ下方に変位した位置(当接位置)から上昇位置に至るまでに亘って、当
該上係止部２８が第２ラックストッパ５５と当接するように配置される(図６,図７および
図９参照)。可動部５０は、ベース部材４０の上昇位置において、第２ラックストッパ５
５が第１ラック５２の下方付勢下に上係止部２８により上方への変位が規制されて、第１
ラック５２がその下方付勢に抗して第１位置に保持されるようになっている(図６参照)。
また可動部５０は、ベース部材４０における上昇位置から当接位置の間において、第１ラ
ック５２がベース部材４０の上方または下方変位距離に応じて上方または下方に変位する
と共に、ベース部材４０の当接位置において、下突部５３ａが長孔４４ａの下端縁に当接
して第１ラックの下方変位を規制するよう構成される(図４および図８参照)。そして、ベ
ース部材４０を下降位置から上方に変位する際には、ベース部材４０が当接位置まで上方
変位すると、第２ラックストッパ５５が上係止部２８に位置規制されて、第１ラック５２
が伝達ギア５６との噛合作用下にベース部材４０に対し上方に変位するようになっている
。
【００２５】
　前記第１ラック５２における両突部５３ａ,５３ｂの前端には、ケース部材２４の前側
に臨んで、可動演出部材２２の設置基体となるスライドブロック１８が取付けられる。こ
のスライドブロック１８の前面には、上下方向に直線的に並んで一対のボス部１８ａ,１
８ａが設けられ、前面カバー１４に形成されて上下方向に沿って直線的に延在すると共に
下方に開放した溝部１４ａを介して両ボス部１８ａ,１８ａが前側に臨むようになってい
る(図５参照)。そして、可動演出部材２２は、両ボス部１８ａ,１８ａの前端に、第１ラ
ック５２およびスライドブロック１８を覆った状態で取付けられ、ベース部材４０および
第１ラック５２の上下変位につれて、待機姿勢から演出姿勢へ動作するよう構成される。
【００２６】
　前記可動式演出装置２０は、可動演出部材２２の原点となる待機姿勢(ベース部材４０
の上昇位置)を検出する位置検出手段６０を備え、この位置検出手段６０の検出結果に基
づき制御手段ＰによりモータＭを制御するよう構成される。具体的には、位置検出手段と
して、発光部と受光部とを備えるフォトセンサ６０が用いられ、このフォトセンサ６０が
前面カバー１４の後面に発光部と受光部とを左右方向に離間した状態で配設される(図２
参照)。また、スライドブロック１８には、その前面に被検出片１８ｂが突設され、待機
姿勢において被検出片１８ｂが発光部と受光部との間の隙間に臨むと共に、ベース部材４
０の上昇位置からの下方変位および第１ラック５２の第１位置からの下方変位につれてス
ライドブロック１８が下方変位した際に、被検出片１８ｂが、発光部と受光部との間の隙
間から外れるようになっている。フォトセンサ６０は、被検出片１８ｂが発光部と受光部
との間の隙間に位置したことを条件として、可動演出部材２２が待機姿勢にあることを制
御手段(実施例では、制御手段Ｐにおける後述の演出制御基板Ｐ３)Ｐに対し出力する。ま
た、フォトセンサ６０は、被検出片１８ｂが発光部と受光部との間の隙間から外れたこと
を条件として、可動演出部材２２が演出姿勢にあることを制御手段Ｐに対し出力するよう
になっている。このように、フォトセンサ６０による可動演出部材２２の位置検出により
、制御の容易化が図られている。
【００２７】
　前記可動式演出装置２０は、制御手段Ｐの制御下に、図柄表示装置Ｓ、ＬＥＤやランプ
等の発光手段、音声出力手段あるいは他の可動式演出装置と連動して、可動演出部材２２
を動作させるようになっている。図１０に示すように、実施例の制御手段Ｐは、遊技機全
体を総合的に制御する主制御基板Ｐ１と、この主制御基板Ｐ１の制御下に図柄表示装置Ｓ
や発光手段等を制御するサブ統括制御基板Ｐ２と、このサブ統括制御基板Ｐ２の制御下に
可動式演出装置２０を制御する演出制御基板Ｐ３を有し、フォトセンサ６０による可動演
出部材２２の位置情報は、演出制御基板Ｐ３に入力される。演出制御基板Ｐ３は、サブ統
括制御基板Ｐ２の信号に基づいてモータＭの回転駆動を開始して、フォトセンサ６０から
の被検出片１８ｂの未検出により可動演出部材２２が正常に動作していることを判定し、
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回転数制御下にモータＭを一方向に所要回転分(上昇位置から下降位置に到来する間)だけ
駆動するようになっている。その後、演出制御基板Ｐ３は、モータＭを逆方向に回転駆動
して、フォトセンサ６０による被検出片１８ｂの検出によりモータＭを停止するように制
御している。
【００２８】
　　〔実施例の作用〕
　次に、実施例に係るパチンコ機の可動式演出装置２０の作用について説明する。なお、
可動式演出装置２０は、可動演出部材２２が待機姿勢(ベース部材４０の上昇位置であっ
て、第１ラック５２の第１位置)にあるものとする(図２および図６参照)。
【００２９】
　遊技者の遊技操作に応じて遊技盤１０の遊技領域に打出された遊技球が、始動入賞具Ｃ
に入賞することにより、図柄表示装置Ｓでの図柄変動ゲームが行なわれ、これに合わせて
可動式演出装置２０も制御手段Ｐにより所定の演出を行なうように駆動制御される。具体
的には、モータＭが一方向に回転駆動されることで変速部３１の各歯車３２,３４,３６が
回転し、第３歯車３６とベース部材４０の歯部４２ａとの噛合作用下に、変速部３１の回
転がベース部材４０の直線運動に変換されて、ケース部材２４に対しベース部材４０が上
昇位置から下方に向けて変位される。また、ベース部材４０の下方変位につれて、第１ラ
ック５２は、その自重等による下方付勢下に下方変位することで、第２ラック５４は伝達
ギア５６を介して上方へ向けて付勢されて、第２ラックストッパ５５と上係止部２８との
当接状態が維持される。すなわち、第２ラック５４が、ケース部材２４に対して位置を変
えることはなく、ベース部材４０が下方変位すると共に、このベース部材４０の下方変位
距離分だけ第１ラック５２の下方変位が許容される。そして、固定演出部材１６と共に一
体的に演出体Ｋを構成していた可動演出部材２２が、ベース部材４０および第１ラック５
２の下方変位に伴って分離して下方変位することで、可動演出部材２２による動的な演出
が開始される(図３または図７参照)。
【００３０】
　前記ベース部材４０が、第１ラック５２のラック変位距離分だけ下方変位して当接位置
より下方に至ることで、第２ラックストッパ５５が上係止部２８から離間して、第２ラッ
ク５４における上方への変位規制状態が解除される。このとき、第１ラック５２の下突部
５３ａが長孔４４ａの下端縁に当接して、第１ラック５２の下方付勢に抗して第１ラック
５２の下方変位が規制されて第２位置で保持される。そして、ベース部材４０は、第１ラ
ック５２を第２位置で保持したまま、更に下方変位して下降位置に到来し、ケース部材２
４に設けた突起２６ｂ,２６ｂに後板４６の係止片４６ａ,４６ａが係止されて下方変位が
規制される(図４または図８参照)。このように、可動演出部材２２は、全体としてベース
部材４０がケース部材２４に対する上昇位置から下降位置までの変位距離に、第１ラック
５２がベース部材４０に対し第１位置から第２位置までのラック変位距離を加えた距離だ
け待機姿勢から大きく下方変位することができる。
【００３１】
　前記可動演出部材２２は、待機姿勢から下方変位する際に、ベース部材４０の上昇位置
から当接位置までの間において、ベース部材４０の下方変位と第１ラック５２の下方変位
とを合わせた距離だけ変位し、当接位置から下降位置までの間において、ベース部材４０
の下方変位のみの距離だけ変位する。すなわち、可動演出部材２２について、ベース部材
４０の上昇位置から当接位置までの間と、当接位置から下降位置までの間とで変位速度を
変化し得るから、単に等速で変位する場合と比較して、演出効果をより向上させることが
できる。しかも、ベース部材４０の当接位置から下降位置までの間において、第２ラック
ストッパ５５が上係止部２８から離間することで、第１ラック５２がその下方付勢下に下
突部５３ａにより下方への変位が規制されているものの、上方への変位は規制されてない
から、第２ラックストッパ５５と上係止部２８との当接状態の解除や可動演出部材２２の
変位速度の変化やベース部材４０の停止等によって、可動演出部材２２に対し、上下の揺
れ等の不規則な動作も行なわせることもできる。なお、可動演出部材２２を上方変位する
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際にも、同様に当接位置を境にして可動演出部材２２の変位速度が変化する。
【００３２】
　前記制御手段Ｐは、モータＭを一方向に所定の回転数だけ回転駆動して、ベース部材４
０を下方変位させて下降位置に到来させると、モータＭの回転方向を逆方向に切換えてベ
ース部材４０を上方変位させる。ベース部材４０が下降位置から上方変位することで、第
１ラック５２および第２ラック５４は、第１ラック５２が第２位置に保持されたまま上方
変位し、可動演出部材２２も上方へ変位される。また、ベース部材４０を当接位置まで上
方変位した際に、第２ラックストッパ５５が上係止部２８に当接することで、第２ラック
５４のケース部材２４に対する上方への変位が規制される(図９参照)。更に、ベース部材
４０を当接位置を越えて上方変位することで、ケース部材２４に対し位置規制された第２
ラック５４の第２連繋部５４ｂとの噛合作用下に、ベース部材４０に伴って上方変位する
伝達ギア５６が転動するから、第１ラック５２が第２位置から上方変位する。すなわち、
ベース部材４０を当接位置を越えて上方変位しているもとでは、ベース部材４０の上方へ
の変位距離だけ第１ラック５２が上方に変位し、ベース部材４０が上昇位置に到来すると
、第１ラック５２が当該ベース部材４０の前面範囲内に収まった第１位置に至ると共に、
第２ラック５４もベース部材の前面範囲内に収まる。このとき、フォトセンサ６０が被検
出片１８ｂを検出したことを条件として、制御手段ＰによりモータＭの回転駆動が停止さ
れ、可動演出部材２２が待機姿勢で保持されて、固定演出部材１６と一体化して演出体Ｋ
を再び構成する(図６参照)。
【００３３】
　なお、ベース部材４０を上昇位置と下降位置との間を一往復させて、可動演出部材２２
を待機姿勢と最下位の演出姿勢との間を一往復する動作だけではなく、ベース部材４０を
上昇位置と下降位置との間で複数回往復したり、下方または上昇変位の途中で上下動させ
たり、途中で一時停止するように制御して、可動演出部材２２に複雑な動作をさせること
も可能である。
【００３４】
　前記可動式演出装置２０において、可動演出部材２２は、駆動手段３０により変位され
るベース部材４０の変位距離に留まらず、この変位距離に第１ラック５２のラック変位距
離を合わせた範囲で大きく変位させることができ、可動演出部材２２の動作による視覚的
効果を向上し得る。例えば、駆動手段に連繋した単一のラックで実施例の可動演出部材２
２と同様の変位範囲を得るためには、変位範囲と同じ長さのラックを要するから、可動式
演出装置の上下寸法が大きくなったり、ラックが上方または下方に突出して、他の部材と
干渉する弊害がある。これに対し、実施例の可動式演出装置２０では、ベース部材４０の
ケース部材２４に対する上下変位と、第１ラック５２のベース部材４０に対する上下変位
とにより可動演出部材２２を動作させる構成であるから、可動演出部材２２の変位範囲と
同じ長さのベース部材４０または第１ラック５２が必要はなく、ベース部材４０および第
１ラック５２の上下寸法を抑えることができる。しかも、ベース部材４０の上昇位置にお
いて、第１ラック５２および第２ラック５４は、ベース部材４０に相対する範囲内に配置
される構成であるから、装置全体をより小型化し得ると共に、ベース部材４０または第１
ラック５２と他の部材との干渉を回避して、遊技盤１０のスペースの有効利用を図り得る
。このように、可動式演出装置２０によれば、装置全体の省スペース化と、可動演出部材
２２の大きな動作とを両立し得る。
【００３５】
　前記モータＭの回転駆動によりベース部材４０を上昇位置から下方に変位すると、ベー
ス部材４０に対して第１位置に保持されていた第１ラック５２が自重等による下方付勢下
に下方に変位するから、第１ラック５２を下方変位させるために別の駆動手段を必要とし
ない。また、ベース部材４０を下降位置から上方へ変位すると、第２ラックストッパ５５
が上係止部２８により当接して第２ラック５４の上方変位が規制されて、これに伴い第１
ラック５２が第２位置から引上げられるから、第１ラック５２を上方変位させるためにも
別の駆動手段を必要としない。すなわち、１つのモータＭによりベース部材４０と第１ラ
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ック５２を上下方向に変位し得るから、部品点数を減少させて製造コストを低廉に抑える
ことができる。しかも、ベース部材４０の上昇位置において、第１ラック５２は第２ラッ
クストッパ５５による第２ラック５４の上方変位規制下に、自重等による下方付勢に抗し
て第１位置に保持される構成であるから、可動演出部材２２を待機姿勢に保持するために
別途手段を採用する必要がなく、製造コストを更に低減し得る。
【００３６】
　前記可動演出部材２２は、ベース部材４０の上昇位置と当接位置との間において、ベー
ス部材４０を上方または下方へ変位させると、この変位距離と同じ距離だけ第１ラック５
２が上方または下方に変位する構成であって、モータＭがベース部材４０を１の距離だけ
変位させたのに対し、可動演出部材２２をこの倍の２の距離だけ変位させることができる
。すなわち、モータＭの回転量に対し、可動演出部材２２の変位距離を大きくし得るから
、モータＭの回転量を上げる必要はなく、回転量を大きくすることによる騒音や振動の発
生またはモータＭへの負荷を抑制し得る。
【００３７】
　前記可動部５０は、第１ラック５２と第２ラック５４とが、その連繋部５２ｂ,５４ｂ
が同一長さに設定されると共に、上昇位置において各連繋部５２ｂ,５４ｂにおける上下
方向の中央に伝達ギア５６を挟んで臨む構成であるから、一方のラック５２(５４)におけ
るベース部材４０に対する変位範囲全体において、他方のラック５４(５２)も変位させる
ことができる。すなわち、ベース部材４０の上昇位置における可動式演出装置２０全体の
上下寸法を大きくすることなく、両ラック５２,５４の変位範囲を最大限にし得る。また
下突部５３ａを、ベース部材４０に対して第１ラック５２がその長さの半分だけ下方変位
した第２位置でベース部材４０に係合して位置規制される構成であるから、第１ラック５
２の変位範囲を最大限とし、可動演出部材２２を大きく変位させることができる。
【００３８】
(変更例)
　なお、可動式演出装置の構成としては、実施例のものに限られるものではなく、以下の
如く種々の変更が可能である。
(１)可動演出部材の一部を上下動させる構成であるが、演出体全体を動作させてもよい。
また、複数の可動演出部材を設け、夫々を上下動させる構成であってもよい。
(２)実施例では、固定部としてのケース部材に、駆動手段およびベース部材を配設する構
成であるが、駆動手段およびベース部材を装飾部材に直接取付ける構成であってもよい。
この場合、装飾部材が固定部となる。
(３)実施例では、第１ラックとこの第１ラックに設けた可動演出部材等の総重量を第２ラ
ックより重くなるよう設定することで、第１ラックを常に下方に向けて付勢する構成であ
るが、この構成に限定されず、第１ラックをばねやゴム等の弾性手段で下方に向けて付勢
する構成も採用し得る。また、第２ラックを上方に付勢することによっても、第２ラック
の上方付勢により伝達ギアを介して第１ラックが間接的に下方付勢されるので、本発明に
おいて採用し得る。
(４)駆動手段としては、モータに限らずロータリー式のソレノイド等の各種ロータリーア
クチュエータや、直線的に駆動するソレノイドやシリンダ等のリニアアクチュエータを用
いることが可能である。
(５)実施例では、装飾部材に液晶式の図柄表示装置を配設して主たる遊技演出を行なうよ
うにしたが、ドラム式やベルト式等のように図柄を変動表示するものであればよい。
(６)可動式演出装置を配設する遊技機としては、パチンコ機に限らずアレンジボール機や
パチンコ式スロットマシン等であってもよく、主たる遊技演出を行なう図柄表示装置が臨
む装飾部材を備えたものであれば何れのものであってもよい。
(７)実施例では、ベース部材の変位距離を第１ラックのラック変位距離より大きく設定す
ることで、当接位置から下降位置までの間において、第２ラックストッパが上係止部から
離間して第１ラックの上方変位を規制しない状態で、ベース部材のみを変位する構成とし
、可動演出部材の変位速度を変化させたが、ベース部材の変位距離と第１ラックのラック
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変位距離とを同一に設定することで、当接位置と下降位置とを同じ位置となるように設定
してもよい。この場合、可動演出部材は、ベース部材の変位距離と第１ラックのラック変
位距離を合わせた距離だけ上下変位すると共に、その変位速度はモータの回転速度が一定
であれば変化しない。
【００３９】
(８)実施例では、前面カバーの溝部が上下方向に直線的に延在する構成であるが、図１１
に示すように、前面カバー１４における溝部１４ｂの上部を固定演出部材１６側に向けて
屈曲形成し、待機姿勢において可動演出部材２２を固定演出部材１６側に近接案内する構
成も採用し得る。すなわち、第１ラックに保持されて当該第１ラックおよびベース部材の
上下変位につれて上下変位する可動演出部材２２は、前面カバー１４の後側に位置するス
ライドブロック１８の前面に突設して溝部１４ｂを介して前側に臨むボス部１８ａ,１８
ａの前端に取付けられる。そして、溝部１４ｂの上部を固定演出部材１６側に屈曲形成す
ることで、ボス部１８ａ,１８ａを溝部１４ｂで案内して可動演出部材２２のみを固定演
出部材１６側に近接する方向に変位させて、待機姿勢において可動演出部材２２を固定演
出部材１６に密着させることができ、演出体Ｋとしての一体感を向上することができる。
一方、可動演出部材２２を演出姿勢に移行すると、ボス部１８ａ,１８ａが溝部１４ｂに
案内されて、可動演出部材２２が固定演出部材１６から離間する方向に変位するから、変
位する可動演出部材２２と固定演出部材１６との干渉を回避し得る。
【００４０】
(９)実施例では、演出部材をベース部材の上昇位置である待機姿勢からベース部材を下方
変位させることで、演出姿勢に移行する構成であるが、ベース部材の下降位置または上昇
位置の何れか一方を待機姿勢とし、他方に変位する構成であってもよい。すなわち、
　図柄を変動表示させて遊技演出を行なう図柄表示装置が臨む装飾部材に配設され、前記
図柄表示装置の遊技演出に合わせて、演出部材に所定の演出動作を行なわせる遊技機の可
動式演出装置であって、
　前記装飾部材に設けた固定部に配設した駆動手段と、
　前記固定部に上下方向にスライド可能に配設されると共に、前記駆動手段に連繋され、
該駆動手段により上昇位置と下降位置との間で上下動されるベース部材と、
　前記演出部材を有し、前記ベース部材に上下方向にスライド可能に配設され、第１位置
とこの第１位置より下方または上方の何れか一方に変位した第２位置との間を、該ベース
部材の変位方向と同一方向に変位されると共に、常には下方に向けて付勢される第１ラッ
クと、
　前記ベース部材に、前記第１ラックに対向して上下方向にスライド可能に配設される第
２ラックと、
　前記ベース部材に、前記第１ラックおよび第２ラックの間に夫々噛合した状態で回動自
在に配設され、その回動により一方のラックのベース部材に対する変位方向と反対側に他
方のラックを変位させる伝達ギアと、
　前記第１ラックに設けられ、前記ベース部材により下方への変位を規制されて該第１ラ
ックのベース部材に対する下方変位を規制する第１ラックストッパと、
　前記第２ラックに設けられ、前記固定部により上方への変位を規制されて、該第２ラッ
クの固定部に対する上方変位を規制する第２ラックストッパとを備え、
　前記ベース部材を上昇位置から下方に変位する際には、前記第１ラックがその付勢下に
ベース部材に対し第１ラックストッパにより位置規制されるまで下方に変位すると共に、
　前記ベース部材を下降位置から上方に変位する際には、前記第２ラックストッパが固定
部に位置規制されて、前記第１ラックが伝達ギアとの噛合作用下にベース部材に対し上方
に変位するよう構成してもよい。
　この構成によれば、駆動手段によりベース部材を上昇位置または下降位置に向けて変位
すると、ベース部材に保持されている第１ラックが、その下方付勢または第２ラックスト
ッパと固定部との当接作用により、ベース部材と同一方向にベース部材に対し変位するか
ら、ベース部材の変位分と第１ラックの変位分とを合わせた距離だけ演出部材を変位し得
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る。また、演出部材は、ベース部材とこのベース部材に配設した第１ラックとの変位によ
り動作する構成であるから、ベース部材および第１ラックの上下寸法を抑えることができ
る。すなわち、装置全体の省スペース化と、演出部材の大きな動作とを両立し得る。更に
、１つの駆動手段によりベース部材と第１ラックを上下方向に変位し得るから、部品点数
を減少させて製造コストを低廉に抑えることができる。
(１０)また、ベース部材の下降位置を演出部材の待機姿勢として設定する場合は、
　図柄を変動表示させて遊技演出を行なう図柄表示装置が臨む装飾部材に配設され、前記
図柄表示装置の遊技演出に合わせて、演出部材に所定の演出動作を行なわせる遊技機の可
動式演出装置であって、
　前記装飾部材に設けた固定部に配設した駆動手段と、
　前記固定部に上下方向にスライド可能に配設されると共に、前記駆動手段に連繋され、
該駆動手段により上昇位置と下降位置との間で上下動されるベース部材と、
　前記演出部材を有し、前記ベース部材に、第１位置とこの第１位置より上方に変位した
第２位置との間を上下方向にスライド可能に配設されると共に、常には下方に向けて付勢
される第１ラックと、
　前記ベース部材に、前記第１ラックに対向して上下方向にスライド可能に配設される第
２ラックと、
　前記ベース部材に、前記第１ラックおよび第２ラックの間に夫々噛合した状態で回動自
在に配設され、その回動により一方のラックのベース部材に対する変位方向と反対側に他
方のラックを変位させる伝達ギアと、
　前記第１ラックに設けられ、前記ベース部材により下方への変位を規制されて該第１ラ
ックを第１位置においてベース部材に対する下方変位を規制する第１ラックストッパと、
　前記第２ラックに設けられ、前記固定部により上方への変位を規制されて、該第２ラッ
クの固定部に対する上方変位を規制する第２ラックストッパとを備え、
　前記ベース部材を下降位置から上方に変位する際には、前記第２ラックストッパが固定
部に位置規制されて、第１位置にある前記第１ラックが伝達ギアとの噛合作用下にベース
部材に対し上方に変位すると共に、
　前記ベース部材を上昇位置から下方に変位する際には、前記第１ラックがその付勢下に
ベース部材に対し第１ラックストッパにより位置規制されるまで下方に変位するよう構成
してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の好適な実施例に係る遊技機の可動式演出装置を備えた遊技盤を示す正面
図である。
【図２】実施例の可動式演出装置の要部を示す概略斜視図であって、可動演出部材の待機
姿勢を示す。
【図３】実施例の可動式演出装置の要部を示す概略斜視図であって、可動演出部材の演出
姿勢を示す。
【図４】実施例の可動式演出装置の要部を示す概略斜視図であって、ベース部材が下降位
置に位置した可動演出部材の演出姿勢を示す。
【図５】実施例の可動式演出装置を分解して示す概略斜視図である。
【図６】実施例の可動式演出装置を示す概略正面図であって、可動演出部材の待機姿勢を
示す。
【図７】実施例の可動式演出装置を示す概略正面図であって、ベース部材が上昇位置と当
接位置との間にある可動演出部材の演出姿勢を示す。
【図８】実施例の可動式演出装置を示す概略正面図であって、ベース部材が下降位置にあ
る可動演出部材の演出姿勢を示す。
【図９】実施例の可動式演出装置を示す概略正面図であって、ベース部材が当接位置にあ
る可動演出部材の演出姿勢を示す。
【図１０】実施例の遊技機における制御ブロック図である。
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【図１１】前面カバーの別例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１２ 装飾部材
　２２ 可動演出部材(演出部材)
　２４ ケース部材(固定部)
　３０ 駆動手段
　４０ ベース部材
　５２ 第１ラック
　５２ｂ 第１連繋部
　５３ａ 下突部(第１ラックストッパ)
　５４ 第２ラック
　５６ 伝達ギア
　５４ｂ 第２連繋部
　５５ 第２ラックストッパ
　Ｓ 図柄表示装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】
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