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(57)【要約】
【課題】可動装飾体を、単純動作する本体部分と、本体
部分に付設されて本体部分の動作変化に応じて出没、開
閉動作することにより可動盤面部品の全体形状に大きな
変化を与える開閉部材と、から構成し、本体部分に前後
方向位置を異ならせた複数組の開閉部材を設けることに
より、多段配置した開閉部材による装飾性を更に高めた
。
【解決手段】可動装飾体３１を、遊技盤面上を進退自在
に構成された主可動部材と、前後方向位置を異ならせて
該主可動部材に設けた複数組の軸支部３３によって夫々
内外径方向へ出没自在に軸支された開閉部材４０と、駆
動源からの駆動力により作動して該各開閉部材を出没動
作させる駆動機構５５と、を備え、各開閉部材は、閉止
位置にあるときには前方から見て内径側に退避している
一方で、開放位置にあるときには主可動部材外周縁の外
径側に突出した状態となる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤上に配置された装飾体を備えた装飾体ユニットであって、
　前記装飾体は、主部材と、前後方向位置を異ならせて該主部材に設けた複数組の軸支部
によって夫々内外径方向へ出没自在に軸支された開閉部材と、を備え、
　前記各開閉部材は、閉止位置にあるときには前方から見て内径側に退避している一方で
、開放位置にあるときには前記主部材外周縁の外径側に突出した状態となることを特徴と
する装飾体ユニット。
【請求項２】
　前記各開閉部材は、閉止位置にあるときには前記主部材により隠蔽されて少なくとも一
部が前方から視認不能である一方で、開放位置にあるときには前記主部材外周縁の外径側
に花弁状に突出した状態となることを特徴とする請求項１に記載の装飾体ユニット。
【請求項３】
　前記駆動機構は、前記主部材によって回動自在に軸支された軸部材と、該軸部材により
支持された大径ギヤと、一端部に前記各開閉部材を支持したリンク片の他端部に一体化さ
れて前記大径ギヤにより回転駆動される小径ギヤと、を備えていることを特徴とする請求
項１、又は２に記載の装飾体ユニット。
【請求項４】
　少なくとも一組の前記開閉部材を自転させる開閉部材自転機構を備えたことを特徴とす
る請求項１、２、又は３に記載の装飾体ユニット。
【請求項５】
　前記開閉部材自転機構は、前記主部材によって回動自在に軸支された軸部材と、該軸部
材により支持された他の大径ギヤと、一端部に前記開閉部材を回転自在に軸支した前記リ
ンク片の他端部に一体化されて前記他の大径ギヤにより回転駆動される他の小径ギヤと、
前記他の小径ギヤの回転駆動力を前記開閉部材に伝達する伝達部材と、を有することを特
徴とする請求項３、又は４に記載の装飾体ユニット。
【請求項６】
　前記装飾体は、前記遊技盤面に配置されたディスプレイと干渉しない退避位置と、前記
ディスプレイの少なくとも一部を隠蔽する突出位置との間を進退自在に構成されているこ
とを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の装飾体ユニット。
【請求項７】
　前記各開閉部材の前面には、前記主部材の前面に描かれた図柄とマッチングする図柄、
或いは／及び、文字が描かれていることを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載
の装飾体ユニット。
【請求項８】
　前記開閉部材の一部又は全部を透光部としたことを特徴とする請求項１乃至７の何れか
一項に記載の装飾体ユニット。
【請求項９】
　前記開閉部材にＬＥＤを搭載したことを特徴とする請求項１乃至８の何れか一項に記載
の装飾体ユニット。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか一項に記載の装飾体ユニットを備えたことを特徴とする遊技盤
。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の遊技盤を備えたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機を構成する遊技盤面上において種々動作することによって遊
技進行上特徴的な演出効果を発揮するように構成された装飾体を備えた装飾体ユニット、
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遊技盤、及びパチンコ遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機においては、遊技盤の盤面に入賞口、風車、図柄表示装置、電飾装置等
の各種盤面部品を設けて遊技内容の多様性を図っている。例えば、遊技の進行中における
入賞、その他の状況変化を契機として可動盤面部品（可動装飾体）を種々の方向に動作さ
せることにより演出効果を高めている。
　例えば、遊技盤に設けられた始動入賞口に遊技球が入賞すると、遊技盤中の図柄表示装
置に表示される図柄が変動を開始し、所定時間経過後に停止した図柄が予め定めた大当た
り図柄となった場合に大当たり状態となり、遊技者が大量の出球を獲得できるようになっ
ている。このような遊技機では、遊技の興趣を高めるために様々な表示演出が行われる。
　例えば、特許文献１には、大当たりになると図柄表示装置の表示内容に連動して役物を
左右に動作させる構成が開示されている。また、特許文献２には、図柄が所定の組合せに
なると、役物を遊技盤の前後方向に移動させる構成が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－１９５０８４公報
【特許文献２】特開０６－００７５０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　以上のように従来の可動盤面部品を進退動作させる機構にあっては、左右方向、或いは
前後方向に単純に動作させたり、遊技盤の視認可能領域外にあった盤面部品が視認可能な
領域内に出現するという程度の単純な変化に過ぎないため、可動盤面部品の動作量や動作
タイミングに変化を付与したとしても変化に乏しい内容となり易く、遊技者に退屈感を与
え、興趣を低下させるという問題があった。
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、可動盤面部品（可動装飾体）を、単純動作
する本体部分と、本体部分に付設されて本体部分の動作変化に応じて出没、開閉動作する
ことにより可動盤面部品の全体形状に大きな変化を与える開閉部材と、から構成した可動
装飾体ユニット、遊技盤、及びパチンコ遊技機を提供するものである。
　更に、本発明では、本体部分に前後方向位置を異ならせた複数組の開閉部材を設けるこ
とにより、多段配置した開閉部材による装飾性を更に高めることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る装飾体ユニットは、遊技盤上に配置さ
れた装飾体を備えた装飾体ユニットであって、前記装飾体は、主部材と、前後方向位置を
異ならせて該主部材に設けた複数組の軸支部によって夫々内外径方向へ出没自在に軸支さ
れた開閉部材と、前記駆動源からの駆動力により作動して該各開閉部材を出没動作させる
駆動機構と、を備え、前記各開閉部材は、閉止位置にあるときには前方から見て内径側に
退避している一方で、開放位置にあるときには前記主部材外周縁の外径側に突出した状態
となることを特徴とする。
　本発明の装飾体ユニットでは、遊技領域上を単に移動したり、遊技領域内外に出没する
等の変化に乏しい従来の装飾体に代えて、移動した後で大きく変形する構成を付加したた
め、遊技内容に著しい変化をもたらし、遊技者が退屈感を抱くことを防止できる。開閉部
材は閉止しているときには少なくともその一部が主部材により隠蔽されて視認できないが
、開放時には突然主部材の外周縁に拡開して出現する。このため遊技者は主部材が突然大
きくなった、或いは異なった大型形状に変化したものと錯覚し、遊技を楽しむことができ
る。
　また、主部材は複数組の開閉部材を多段状に配置しているので、形状変化の立体性、多
様性、意外性を高めることができる。
　請求項２の発明に係る装飾体ユニットは、前記各開閉部材は、閉止位置にあるときには
前記主部材により隠蔽されて少なくとも一部が前方から視認不能である一方で、開放位置
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にあるときには前記主部材外周縁の外径側に花弁状に突出した状態となることを特徴とす
る。
　本発明では主部材により、開閉部材を、少なくとも一部が隠蔽された閉止位置と、外径
側に突出した位置との間で開閉自在に支持しているので、開閉部材を花弁状に構成するこ
とが可能となり、多様性のある可動装飾ユニットを構築することが可能となる。
【０００５】
　請求項３の発明に係る装飾体ユニットは、前記駆動機構は、前記主部材によって回動自
在に軸支された軸部材と、該軸部材により支持された大径ギヤと、一端部に前記各開閉部
材を支持したリンク片の他端部に一体化されて前記大径ギヤにより回転駆動される小径ギ
ヤと、を備えていることを特徴とする。
　開閉部材を開閉動作させるための構成としては種々想定できるが、例えばギヤを用いた
伝達機構が便利である。
　請求項４の発明に係る装飾体ユニットは、少なくとも一組の前記開閉部材を自転させる
開閉部材自転機構を備えたことを特徴とする。
　請求項５の発明に係る装飾体ユニットは、前記開閉部材自転機構は、前記主部材によっ
て回動自在に軸支された軸部材と、該軸部材により支持された他の大径ギヤと、一端部に
前記開閉部材を回転自在に軸支した前記リンク片の他端部に一体化されて前記他の大径ギ
ヤにより回転駆動される他の小径ギヤと、前記他の小径ギヤの回転駆動力を前記開閉部材
に伝達する伝達部材と、を有することを特徴とする。
　開閉部材を開閉動作させるだけでなく、自転させることにより、更に変換に飛んだ演出
内容とすることができる。
　請求項６の発明に係る装飾体ユニットは、前記装飾体は、前記遊技盤面に配置されたデ
ィスプレイと干渉しない退避位置と、前記ディスプレイの少なくとも一部を隠蔽する突出
位置との間を進退自在に構成されていることを特徴とする。
　ディスプレイ面の前面に装飾体を位置させた状態で、ディスプレイ面に表示される画像
と装飾体の動作とのコラボレーションにより特有の演出を実現することが可能となる。
【０００６】
　請求項７の発明に係る装飾体ユニットは、前記各開閉部材の前面には、前記主部材の前
面に描かれた図柄とマッチングする図柄、或いは／及び、文字が描かれていることを特徴
とする。
　請求項８の発明に係る装飾体ユニットは、前記開閉部材の一部又は全部を透光部とした
ことを特徴とする請求項１乃至７の何れか一項に記載の装飾体ユニット。
　請求項９の発明に係る装飾体ユニットは、前記開閉部材にＬＥＤを搭載したことを特徴
とする。
　請求項１０の発明に係る遊技盤は、請求項１乃至９の何れか一項に記載の装飾体ユニッ
トを備えたことを特徴とする。
　請求項１１の発明に係るパチンコ遊技機は、請求項１０に記載の遊技盤を備えたことを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　以上のように本発明では、装飾体を、位置固定、或いは単純動作する本体部分（主部材
）と、本体部分に多段状に配置されて本体部分の動作変化に応じて出没、開閉動作するこ
とにより盤面部品の全体形状に大きな変化を与える開閉部材と、から構成したので、遊技
内容に著しい変化をもたらし、遊技者が退屈感を抱くことを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図である。
　この図に示すパチンコ遊技機１は、矩形形状の枠２を有し、この枠２の窓孔に対して裏
側から遊技盤３が着脱可能に取り付けられている。
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　遊技盤３の前面側には、図示しないガラス枠が開閉可能に取り付けられている。また遊
技盤３の下部には遊技球を貯留する受け皿部４と、受け皿部４内の遊技球を発射する発射
レバー５等が設けられている。また、受け皿部４の上部には遊技機用ボタンスイッチや、
遊技球の購入ボタン、購入取り消しボタンが設けられている。
　遊技盤の裏面には、液晶画面、主制御基板とサブ制御基板等、遊技の進行、演出に関わ
る裏部品を組み付けた合成樹脂製の機構板（何れも図示せず）が開閉自在に装着されてい
る。遊技盤３における遊技領域３ａの周囲には、発射レバー５を操作することにより発射
装置から発射された遊技球を遊技領域３ａの上部に案内したり、アウト口１５に案内する
外レールＲ１、及び内レールＲ２が設けられている。
【０００９】
　遊技盤３のほぼ中央部には開口部６が設けられ、開口部６の内部には図柄表示装置７が
配置されている。図柄表示装置７は、例えば、液晶表示装置等の液晶表示パネルによって
構成され、通常動作状態の時は、図示しない特別図柄画像が表示される。また、いわゆる
特別遊技状態の時は、特別遊技状態であることを示す演出画像等が表示される。
　開口部６の下方には、図柄表示装置７の特別図柄を可変表示させるための可変入賞装置
８が設けられている。
　開口部６の左右両側には夫々遊技盤３の盤面上を流下する遊技球を受けるステージ部９
が設けられている。ステージ部９に案内された遊技球のうち、ステージ部の所定の入口に
入った遊技球は、始動入賞口１１の真上に位置する出口から遊技盤面へと出て始動入賞口
１１に入賞し易くなり、残りの遊技球はステージ部９上から落下し、多くの場合始動入賞
口１１に入賞しない。
【００１０】
　また、開口部６の左側には、遊技盤の右下部に配置された図示しない普通図柄表示装置
に表示される普通図柄を作動させるためのゲート１３が設けられている。さらに可変入賞
装置８の下方には、特別遊技状態の一つである大当たり状態のときに開成状態になる開閉
扉を有する大入賞口１４が設けられている。
　遊技盤３には図示しない普通入賞口やアウト口１５等が設けられていると共に、風車や
図示しない多数の遊技釘が突設されている。遊技釘は、遊技球の落下速度を遅くすると共
に、落下方向を複雑に変化させて遊技進行上の興趣を高めている。
　普通図柄表示装置に表示される普通図柄は、１個または複数個の図柄を変動表示可能で
あり、普通図柄始動口としてのゲート１３が遊技球を検出することを条件に、その図柄が
乱数制御等により所定時間可変して停止するようになっている。
　普通図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄、その他の適宜
の遊技図柄が使用される。そして、ゲート１３を遊技球が通過したことを条件に乱数制御
により普通図柄が所定態様となった場合に、可変入賞装置８に設けられた電動式チューリ
ップから成る可動片を所定時間、開成動作するように構成されている。
【００１１】
　図柄表示装置７に表示される特別図柄は、停止図柄が予め定められた図柄の組合せ、例
えば同一図柄の組合せとなった場合に大当たり状態となるように構成されている。また特
別図柄は可変入賞装置８の始動入賞口、又は電動式チューリップの開成動作により遊技球
が誘導される下始動口（図示していない）において遊技球を検出することを条件に乱数制
御等により表示がスクロールする等、所定の変動パターンで所定時間変動（可変）して図
柄で停止するようになっている。その際、有効ライン上に２個の停止図柄が同一となった
場合に、リーチ状態が発生し、このリーチ状態において、有効ライン上の最後の停止図柄
が既に停止している２個の図柄と同一となった場合に大当たり状態が発生する。なお、特
別図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄等が使用可能である
。
　図柄表示装置７の上方には、可動役物２０と、本発明に係る装飾体ユニット３０が配置
されている。
　可動役物２０は、「水戸黄門」という文字を象った部材からなり、また、装飾体ユニッ
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ト３０は、三つ葉葵の紋章を象った正面視円盤状の構成を有している。
【００１２】
　図２（ａ）及び（ｂ）は可動役物が閉止した状態、及び開放した状態を夫々示す正面図
である。可動役物２０は、遊技盤３の左右方向（幅方向）に往復移動可能であり、互いに
接近、離間する左右一対の可動部材２１、２２からなる。左側の可動部材２１は「水戸」
の文字部材からなり、右側の可動部材２２は「黄門」の文字部材からなる。可動役物２０
は、非作動時（全閉時）には、図２（ａ）に示すように、一対の可動部材２１、２２が接
近した状態となり、また、作動時（全開時）には、図２（ｂ）に示すように、一対の可動
部材２１、２２が離間した状態となる。また、一対の可動部材２１、２２は、単に全開状
態と全閉状態の２つの態様をとるのみでなく、小刻みに開方向への移動と閉方向への移動
を交互に繰り返す動作をとる場合もある。
【００１３】
　図３（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態に係る装飾体ユニットの閉止状態を示す正
面図、及び開放状態を示す正面図であり、図４は開放状態における駆動機構を示す側面図
、図５（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの閉止状態を示す要部正面図、及び閉止状態に
おける駆動機構の側面図であり、図６は開放状態における駆動機構の斜視図であり、図７
は駆動機構の分解斜視図であり、図８は駆動機構の要部分解斜視図であり、図９（ａ）及
び（ｂ）は開閉部材を開閉するギヤ機構の構成説明図である。
　可動装飾体ユニット（装飾体ユニット）３０は、遊技盤３の盤面上に配置されて正面に
三つ葉葵の紋章を象った可動装飾体（装飾体）３１と、可動装飾体３１を駆動するための
図示しない駆動源と、を備えている。
　なお、装飾体ユニット３０は、遊技盤上を移動可動である必要はなく、位置固定された
装飾体ユニットであってもよい。
　可動装飾体３１は、遊技盤３（遊技盤３に固定された他の部材を含む）によって所定の
経路を経て進退自在な可動状態で支持されている。具体的には、可動装飾体３１は、図柄
表示装置７の上方の退避位置と、図柄表示装置７の前面に出現した突出位置との間を進退
自在に構成されている。即ち、可動装飾体３１は、遊技盤面に配置された図柄表示装置７
のディスプレイ面と干渉しない退避位置と、ディスプレイ面の少なくとも一部を隠蔽する
突出位置との間を進退自在に構成されている。図２に示した可動役物２０との関係では、
可動装飾体ユニット３０は、可動部材２１、２２が図２（ｂ）に示した全開状態に移行し
て下方への移動経路が開放された段階で図柄表示装置の前面に下降可能となり、同様に可
動部材２１、２２が全開状態にあるときに図柄表示装置の前面から上昇して原位置に復帰
する。
　なお、本例では、可動装飾体３１は退避位置にあるときに遊技者から視認可能な状態に
あるが、退避位置にあるときに遊技者から視認できない隠蔽位置にあるようにしてもよい
。
　可動装飾体（装飾体）３１は、遊技盤面上を上下方向に進退自在に構成された主可動部
材（主部材）３２と、主可動部材３２に前後方向位置を異ならせて設けた複数組の軸支部
、即ち第１及び第２の３３Ａ、３３Ｂによって夫々内外径方向へ出没自在に軸支された第
１及び第２の開閉部材４０Ａ、４０Ｂと、モータ等の駆動源からの駆動力により作動して
各開閉部材４０Ａ、４０Ｂを一括して出没動作させる駆動機構５５と、を備えている。
　なお、装飾体３１が位置固定されている場合には、主部材３２も位置固定となる。
【００１４】
　本発明の特徴的な構成の一つは、前後方向位置を異ならせた開閉部材を開閉させること
により、可動装飾体３１の形状変化に立体感と多様性をもたせた点にある。
　前後方向位置をずらして配置された第１の開閉部材（群）４０Ａと、第２の開閉部材（
群）４０Ｂは、第１及び第２の軸支部（群）３３Ａ、３３Ｂによって夫々開閉自在に軸支
されており、各開閉部材４０Ａ、４０Ｂは、閉止位置にあるときには前方から見て内径側
に退避している一方で、開放位置にあるときには主可動部材外周縁の外径側に突出した状
態となる。
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　主可動部材（主部材）３２は、前面に位置する円盤状の装飾板３４と、装飾板３４の背
面に固定されて駆動機構５５を支持する略円筒状の図示しないケーシングと、を備えてい
る。装飾板３４の外周縁をケーシングの外周面よりも外径方向へ張り出した張出し部３４
ａとし、装飾板３４の張出し部３４ａの背面に、閉止位置にある各開閉部材４０Ａ、４０
Ｂを収容してその少なくとも一部を隠蔽するように構成している。本例では、各開閉部材
４０Ａ、４０Ｂが開放位置にあるときには、主可動部材外周縁の外径側に花弁状に突出し
た状態となる。
　従って、各開閉部材４０Ａ、４０Ｂは、図３（ａ）のように内径側に退避した閉止位置
にあるときには前方から見て少なくとも一部が隠蔽されている一方で、図３（ｂ）のよう
に外径側に向けて略９０度拡開して遊技盤面とほぼ平行となった開放位置にあるときには
主可動部材３２の外周縁の外径側に突出した視認可能状態となる。即ち、各開閉部材４０
Ａ、４０Ｂは、閉止位置にあるときには主可動部材３２の外周縁により隠蔽されて少なく
とも一部が前方から視認不能である一方で、開放位置にあるときには主可動部材外周縁の
外径側に花弁状に突出した状態となる。開放時の開閉部材の突出角度は遊技盤面と平行で
あってもよいし、遊技盤面に対して傾斜した角度であってもよい。
【００１５】
　このため、各開閉部材４０Ａ、４０Ｂが開放したときには、主可動部材３２の面積が急
に拡張したような、或いは形状が急激に変化したような意外性を有した演出が可能となる
。特に、主可動部材３２の前面に描かれた図柄等と関連性のある絵柄、或いは関連性のな
い図柄等を各開閉部材４０Ａ、４０Ｂの前面に設けておくことにより、開閉部材の開放に
よって絵柄（紋章）全体の形状を拡大して見せたり、絵柄の全体のイメージを大きく変化
させることができる。
　特に、本発明では、第１及び第２の開閉部材の前後方向位置が異なるため、変形態様に
立体感を付与して変化の多様性を演出することができる。
　可動装飾体３１を構成する各開閉部材４０Ａ、４０Ｂは、小面積の円形板状体の前面に
文字、図柄を描いたものであり、各開閉部材４０Ａ、４０Ｂを開放状態に移行させた場合
には主可動部材３２の前面に描かれた紋章の外周縁に沿って飾りが付加された状態となる
ので、紋章の面積が拡大すると共に、異なった形状に変化する。可動装飾体３１は遊技盤
面に沿って移動する単純動作した後で、形状を拡大変形させるので、遊技者は変化に富ん
だ演出を堪能することができる。
【００１６】
　また、開閉部材４０Ａ、４０Ｂの全部、又は一部を透明、或いは半透明の透光材料によ
り構成したり、一部に貫通部を設けておけば、可動装飾体３１が図柄表示装置７の前面に
停止している時に開閉部材を開放することにより、図柄表示装置７からの発光光によって
開閉部材を発光させる電飾効果を発揮させることができる。
　また、図柄表示装置７の画面上に表示される絵柄、文字等と、開閉部材の形状や描かれ
た絵柄とを連携させることにより、バリエーションに富んだ演出効果を発揮させることが
できる。
　本例に係る駆動機構５５は、第１の軸支部（群）３３Ａによって開閉自在に軸支される
第１の開閉部材（群）４０Ａを駆動する第１の駆動ユニット５５Ａと、第２の軸支部（群
）Ｂによって開閉自在に軸支される第２の開閉部材（群）４０Ｂを開閉駆動する第２の駆
動ユニット５５Ｂと、を有する。
　第１の駆動ユニット５５Ａと第２の駆動ユニット５５Ｂは、ほぼ同様の構成を有してお
り、図１０に示した開閉レバー５５Ｌを周方向へ移動させることによって各開閉部材群４
０Ａ、４０Ｂは一括して内径側に退避した閉止位置（図５）と、外径側に突出した開放位
置（図３）との間を動作する。開閉レバー５５Ｌは図示しないモータ、或いはソレノイド
によって往復操作される。
【００１７】
　第１及び第２の駆動ユニット５５Ａ、５５Ｂは、主可動部材３２の中心部に沿って同軸
状に配置され且つ主可動部材によって回動自在に軸支された軸部材５６と、軸部材５６に
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より中心部を固定された大径ギヤ５７Ａ、５７Ｂと、支持部材６１Ａ、６１Ｂにより夫々
回転自在に軸支され且つ各大径ギヤ５７Ａ、５７Ｂの外周に部分的に設けたギヤ部と夫々
噛合して回転駆動される小径ギヤ５８Ａ、５８Ｂと、各小径ギヤ５８Ａ、５８Ｂと一体化
されて回転するリンク片６０Ａ、６０Ｂと、を有し、各リンク片６０Ａ、６０Ｂの端部に
は各開閉部材４０Ａ、４０Ｂが支持されている。なお、後述するように少なくとも一組の
開閉部材を自転させる構成を採用する場合には、当該開閉部材についてはリンク片の端部
により回転自在に軸支させる。
　従って、各大径ギヤ５７Ａ、５７Ｂを正逆両方向へ回動させることにより、各小径ギヤ
５８Ａ、５８Ｂが正逆両方向へ回動し、その結果、各小径ギヤと一体化されたリンク片６
０Ａ、６０Ｂが回動する（図９）。
【００１８】
　駆動機構５５の組付けに際しては、図７に示すように、本例では第２の駆動ユニット５
５Ｂの中心部から突出した軸部材５６に対して、第１の駆動ユニット５５Ａの下面中心部
から突出した軸を嵌合させて、両駆動ユニット５５Ａ、５５Ｂを組み付ける。
　第１の開閉部材４０Ａと、第２の開閉部材４０Ｂは、周方向位置をずらしてあるため、
開放時には各第１の開閉部材４０Ａ間の間隙から第２の開閉部材４０Ｂが視認できる。
　各大径ギヤ５７Ａ、５７Ｂは図７、図８、図９中に詳細に示すように個々の小径ギヤ５
８Ａ、５８Ｂと対応する部分のみにギヤ部を有しても良いし、全周に亘ってギヤ部を有し
ても良い。各大径ギヤ５７Ａ、５７Ｂの外周のギヤ部の周方向位置をずらしたり、周方向
長さを異ならせることにより、軸部材５６の回動によって開閉する各開閉部材の動作にタ
イミングのずれを付与して、開閉動作に多様性をもたしてもよい。
　図９（ａ）において大径ギヤ５７Ａが矢印Ｍ方向へ回動すると開閉部材４０Ａは小径ギ
ヤ５８Ａとともに反時計回り方向（閉止方向）へ回動して図９（ｂ）中に実線で示した閉
止位置へ移動する。一方、大径ギヤ５７Ａが矢印Ｎ方向へ回動すると開閉部材４０Ａは小
径ギヤ５８Ａとともに時計回り方向（開放方向）へ回動して図９（ａ）中に実線で示した
開放位置へ移動する。符号６５はリンク片６０Ａと当接して開放位置を規制するストッパ
である。
【００１９】
　次に、図１０（ａ）及び（ｂ）は駆動機構５５の背面図であり、図１１は第３の駆動ユ
ニットの構成を示す正面図、図１２（ａ）及び（ｂ）は第２の駆動ユニット、及び第３の
駆動ユニットの動作説明図である。軸部材５６に一端を固定された開閉レバー５５Ｌが図
１０（ａ）の位置にあるときには全ての開閉部材４０Ａ、４０Ｂが閉じた状態にある一方
で、開閉レバー５５Ｌが図１０（ｂ）の位置にあるときには全ての開閉部材４０Ａ、４０
Ｂが開放した状態となる。この開閉レバー５５Ｌは、図示しないモータ、或いはソレノイ
ドにより開閉駆動される。
　更に、駆動機構５５は、第２の開閉部材４０Ｂ（第１の４０Ａ）を自転させるための第
３の駆動ユニット５５Ｃ（開閉部材自転機構）を有する。第３の駆動ユニット５５Ｃは、
軸部材５６と同軸状、且つ相対回転可能に配置された大径ギヤ（他の大径ギヤ）７０と、
支持部材６１Ｂの下面に各小径ギヤ５８Ｂと同軸状に配置されて大径ギヤ７０と噛合する
小径ギヤ（他の小径ギヤ）７１と、を有し、大径ギヤ７０を回転させることにより各小径
ギヤ７１を回転させると、小径ギヤ７１と一体の小径ギヤ５８Ｂが回転する。一方、各小
径ギヤ５８Ｂの前面には同軸状にプーリ７２が一体化されており、第２の開閉部材４０Ｂ
の下部にはプーリ７３が一体化されている。両プーリ（伝達部材）７２、７３の外周には
ベルト（伝達部材）７４を張設しているため、小径ギヤ７１が回動するとプーリ７２が一
体回転し、ベルト７４を介してプーリ７３を回転させる。このため、プーリ７３と一体の
第２の開閉部材４０Ｂが自転することができる。
【００２０】
　大径ギヤ７０を回転駆動するには、例えば大径ギヤ７０の背面に突設した操作レバー７
０ａをモータ、或いはソレノイドにより周方向へ移動させればよい。
　なお、図３、図４中に背面側の支持部材６１Ｂに第３の駆動ユニット５５Ｃを設けて背
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面側の第２の開閉部材４０Ｂだけを自転させる構成を示したが、前面側の支持部材６１Ａ
にも同様の構成の第３の駆動ユニット５５Ｃを設けて第１の開閉部材４０Ａを自転させる
ように構成してもよい。
　なお、上記実施形態では、ギヤを用いてリンク片に６０Ａ、６０Ｂに駆動力を伝達する
ことにより開閉部材４０Ａ、４０Ｂを開閉動作させるように構成したが、常時においては
バネ等により開閉部材を閉止位置に付勢する一方で、軸部材５６を回転させた時の遠心力
によってバネに抗してリンク片および開閉部材を外径方向へ突出させるように構成しても
よい。
【００２１】
　また、上記実施形態では紋章を描いた円盤状の主可動部材３２の外周縁から開閉部材を
出没させる構成としたが、本発明は例えば、動物等の胴体を象った主可動部材の外周から
脚部が出没する等、種々のバリエーションに発展させることができる。また、開閉部材に
ＬＥＤを搭載して電飾効果を発揮させるように構成しても良い。
　なお、上記各実施形態における各開閉部材４０Ａ、４０Ｂの前面には、主可動部材３２
の前面に描かれた図柄とマッチングする図柄、或いは／及び、文字を描くことにより、特
有の演出効果を発揮することが可能となる。
　上記実施形態では、第１及び第２の開閉部材４０Ａ、４０Ｂからなる二段の開閉機構を
設けた例を示したが、三段以上の開閉機構を設けても良いことは勿論である。
【００２２】
　以上のように本発明の各実施形態によれば、遊技領域上を単に移動したり、遊技領域内
外に出没する等の変化に乏しい従来の可動装飾体に代えて、移動した後で大きく変形する
構成を付加したため、遊技内容に著しい変化をもたらし、遊技者が退屈感を抱くことを防
止できる。即ち、可動装飾体を、単純動作する本体部分と、本体部分に付設されて本体部
分の動作変化に応じて出没、開閉動作することにより可動盤面部品の全体形状に大きな変
化を与える開閉部材と、から構成し、開閉部材は閉止しているときには主可動部材により
隠蔽されて視認できないが、開放時には突然主可動部材の外周縁に拡開して出現する。こ
のため遊技者は主可動部材が突然大きくなった、或いは異なった大型形状に変化したもの
と錯覚し、遊技を楽しむことができる。
　可動装飾体３１は、遊技盤面に配置された図柄表示装置７のディスプレイ面と干渉しな
い退避位置と、ディスプレイ面の少なくとも一部を隠蔽する突出位置との間を進退自在に
構成されている。このため、ディスプレイ面の前面に可動装飾体３１を位置させた状態で
、ディスプレイ面に表示される画像と可動装飾体の動作とのコラボレーションにより特有
の演出を実現することが可能となる。
　また、主可動部材３２を遊技盤面（図柄表示装置７）の前面に出現させてから開閉部材
を出没動作させるように構成してもよいし、主可動部材が遊技盤面外から遊技盤面内に移
動する過程で開閉部材を出没動作、或いは自転させるようにしてもよい。
　なお、パチンコ遊技機の他の詳細な構成については図示説明していないが、本願発明の
技術的範囲中にパチンコ遊技機、及び遊技盤が含まれることに疑いがない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図である。
【図２】（ａ）及び（ｂ）は可動役物が閉止した状態、及び開放した状態を夫々示す正面
図である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態に係る可動装飾体ユニットの閉止状態を
示す正面図、及び開放状態を示す正面図である。
【図４】開放状態における駆動機構を示す側面図である。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は可動装飾体ユニットの閉止状態を示す要部正面図、及び閉止
状態における駆動機構の側面図である。
【図６】開放状態における駆動機構の斜視図である。
【図７】駆動機構の分解斜視図である。
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【図８】駆動機構の要部分解斜視図である。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は開閉部材を開閉するギヤ機構の構成説明図である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は駆動機構の背面図である。
【図１１】第３の駆動ユニットの構成を示す正面図である。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は第２の駆動ユニット、及び第３の駆動ユニットの動作説明
図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１…パチンコ遊技機、１…第、３…遊技盤、３ａ…遊技領域、４…皿部、５…発射レバ
ー、６…開口部、８…可変入賞装置、９…ステージ部、１１…始動入賞口、１３…ゲート
、１４…大入賞口、１５…アウト口、２０…可動役物、２１、２２…可動部材、３０…可
動装飾体ユニット（装飾体ユニット）、３１…可動装飾体（装飾体）、３２…主可動部材
（主部材）、３４…装飾板、４０Ａ、４０Ｂ…開閉部材、５５…駆動機構、５５Ａ…第１
の駆動ユニット、５５Ｂ…第２の駆動ユニット、５５Ｃ…第３の駆動ユニット、５５Ｌ…
開閉レバー、５６…軸部材、５７Ａ、５７Ｂ…大径ギヤ、５８Ａ、５８Ｂ…小径ギヤ、６
０Ａ、６０Ｂ…リンク片、６１Ａ、６１Ｂ…支持部材、７０…大径ギヤ、７０ａ…操作レ
バー、７１…小径ギヤ、７２…プーリ、７３…プーリ、７４…ベルト

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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