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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動体を有する可動演出装置が配設された遊技機において、
　前記可動体は、
　ベース部材に設けられた軸保持部に回転不能に保持された支持軸と、
　遊技盤の盤面と平行に回転軸線が延在するよう前記支持軸に回転可能に支持されると共
に、光を透過可能な透過部を有する複数の表示面が周回りに設けられた筒状に形成されて
、前記ベース部材側に設置された駆動手段により回転される演出体と、
　前記支持軸に設けられて前記演出体の内部に配置され、前方に向けて光を照射する照明
体を有し、該照明体の前側に位置して前記遊技盤の前側に臨んだ前記表示面を照らす照明
手段と、
　前記演出体の内外を挿通するように前記支持軸に設けられ、前記照明手段に接続されて
前記ベース部材側に取り回される配線が挿通される配線通路と、
　前記演出体における所定の表示面が前記遊技盤の前側に臨む状態で当該所定の表示面の
態様変化と連動して動作する動作体と、
　前記所定の表示面と異なる他の表示面が前記遊技盤の前側に臨む状態で当該他の表示面
と共に一体的な意匠を形成する位置に動作する作動体とを備え、
　前記配線通路は、前記支持軸において前記演出体の軸方向に延在して該軸方向と交差す
る半径方向に開口する溝状に形成され、
　前記演出体の端面に該演出体の軸方向に沿って開口するよう形成された軸収容部の内側
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に、前記支持軸の外周に回転可能に嵌め合わせたスリーブを回転可能に収容して、演出体
の両端が対応の支持軸で夫々支持され、
　前記軸収容部から前記支持軸に沿って前記演出体の内側に延在する前記スリーブによっ
て、前記配線通路に挿通された配線を位置規制するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記軸保持部には、前記配線通路に対応して前記演出体の軸方向に貫通すると共に、前
記軸方向と交差する半径方向に開口する配線通口が設けられ、
　前記配線通路と前記配線通口とが前記半径方向に重なるよう構成された請求項１記載の
遊技機。
【請求項３】
　前記支持軸の端部に設けられて前記軸保持部に保持される嵌込部が、前記支持軸の軸線
の延在方向に突出すると共に外周を結ぶラインが多角形状となるように形成され、
　前記軸保持部は、前記可動体側に開口すると共に、前記嵌込部の外周に合わせて多角形
に延在する壁で囲われた凹状に形成されている請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記照明手段は、前記演出体の内部において前記支持軸に設けられた収容体に収容され
、該収容体は、前記照明体の光照射方向前側を覆うと共に光拡散処理が施された被覆部が
光を透過するよう構成され、
　前記被覆部が、レンズとして作用するよう円弧状に形成された請求項１～３の何れか一
項に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、動作による演出を行う可動体が配設された遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば遊技機の代表例の一つ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
パチンコ球が打ち出される遊技領域が画成されて、該遊技盤における遊技領域の裏側に、
各種図柄を変動表示して図柄変動演出を行う液晶パネル等の図柄表示装置が配設される。
またパチンコ機は、遊技盤に形成した開口部等を介して図柄表示装置の表示面を前側から
視認し得るよう構成される。この種のパチンコ機では、遊技盤の前面側に、遊技領域に打
ち出されたパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置が配設され、該始動入賞装置へのパチン
コ球の入賞により図柄表示装置での図柄変動演出が開始されるよう構成されている。そし
て、パチンコ機では、図柄変動演出の結果として図柄表示装置に所定の組み合わせで図柄
が停止すると、遊技者に有利な所謂大当りが発生するようになっている。
【０００３】
　前記パチンコ機には、そのパチンコ機のモチーフに応じた可動体が配設され、遊技に際
して図柄表示装置に表示される図柄や装飾等に合わせて可動体に所定の動作を行わせて興
趣を高めることが行われている(例えば、特許文献１参照)。特許文献１に開示の可動体は
、第１のモータによって回転される回転軸に固定された円柱形状の透光性回転体と、透光
性回転体の後側に配置され、前方にある透光性回転体に向けて光を照射する装飾光源と、
透光性回転体および装飾光源を覆う中空の直方体形状に形成され、前記回転軸周りに第２
のモータによって回転される投影回転体とから構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１７２１３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　特許文献１の可動体は、装飾光源を光らせるために、投影回転体の外側から該投影回転
体に内側に配設された装飾光源に配線を接続する必要がある。しかし、前記可動体は、投
影回転体が回転軸周りに回転する構成であるので、投影回転体に配線が干渉するおそれが
ある。
【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、可動体に設けた照明手段に繋がる配線の取り回
しが容易な遊技機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】
【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(310)を有する可動演出装置(300)が配設された遊技機において、
　前記可動体(310)は、
　ベース部材(302)に設けられた軸保持部(366)に回転不能に保持された支持軸(320)と、
　前記遊技盤(20)の盤面と平行に回転軸線が延在するよう前記支持軸(320)に回転可能に
支持されると共に、光を透過可能な透過部を有する複数の表示面(312,313,314,315)が設
けられた筒状に形成されて、前記ベース部材(302)側に設置された駆動手段(350)により回
転される演出体(330)と、
　前記支持軸(320)に設けられて前記演出体(330)の内部に配置され、前方に向けて光を照
射する照明体(341)を有し、該照明体(341)の前側に位置して前記遊技盤(20)の前側に臨ん
だ前記表示面(312,131,314,315)を照らす照明手段(340)と、
　前記演出体(330)の内外を挿通するように前記支持軸(320)に設けられ、前記照明手段(3
40)に接続されて前記ベース部材(302)側に取り回される配線(Hs)が挿通される配線通路(3
44)とを備え、
　前記配線通路(344)は、前記支持軸(320)において前記演出体(330)の軸方向に延在して
該軸方向と交差する半径方向に開口する溝状に形成され、
　前記演出体(330)の端面に該演出体(330)の軸方向に沿って開口するよう形成された軸収
容部(333)の内側に、前記支持軸(320)の外周に回転可能に嵌め合わせたスリーブ(336)を
回転可能に収容して、演出体(330)の両端が対応の支持軸(310)で夫々支持され、
　前記軸収容部(333)から前記支持軸(320)に沿って前記演出体(330)の内側に延在する前
記スリーブ(336)によって、前記配線通路(344)に挿通された配線(Hs)を位置規制するよう
構成され、
　前記演出体(330)における所定の表示面(312,313,314)が前記遊技盤(20)の前側に臨む状
態で当該所定の表示面(312,313,314)の態様変化と連動して動作する動作体(510)と、前記
所定の表示面(312,313,314)と異なる他の表示面(315)が前記遊技盤(20)の前側に臨む状態
で当該他の表示面(315)と共に一体的な意匠を形成する位置に動作する作動体(410)とを備
えたことを要旨とする。
　請求項１に係る発明によれば、演出体が支持軸周りに回転する構成であると共に、支持
軸に照明手段が設けられて、支持軸と照明手段との相対的な関係が変化しないので、支持
軸に設けられた配線通路を通すことで、演出体と干渉させることなく、演出体に内部に配
置された照明手段に接続する配線を容易に配設することができる。すなわち、演出体との
干渉を防ぐために配線の取り回し構造を複雑にする必要がなく、可動体全体としてコンパ
クトにできる。
　また、支持軸および演出体の両方に対して回転可能なスリーブを介して演出体を支持軸
で支持する構成であるので、演出体の回転時の摺動負荷を軽減し、演出体をスムーズに回
転させることができる。
　更に、照明手段によって遊技盤の前側に臨んだ表示面を明輝させることができる。
【０００８】
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　請求項２に係る発明では、前記軸保持部(366)には、前記配線通路(344)に対応して前記
演出体(330)の軸方向に貫通すると共に、前記軸方向と交差する半径方向に開口する配線
通口(366a)が設けられ、
　前記配線通路(344)と前記配線通口(366a)とが前記半径方向に重なるよう構成されたこ
とを要旨とする。
　請求項３に係る発明では、前記支持軸(320)の端部に設けられて前記軸保持部(366)に保
持される嵌込部(321)が、前記支持軸(320)の軸線の延在方向に突出すると共に外周を結ぶ
ラインが多角形状となるように形成され、
　前記軸保持部(366)は、前記可動体(310)側に開口すると共に、前記嵌込部(321)の外周
に合わせて多角形に延在する壁で囲われた凹状に形成されていることを要旨とする。
【０００９】
　請求項４に係る発明では、前記照明手段(340)は、前記演出体(330)の内部において前記
支持軸(320)に設けられた収容体(322)に収容され、該収容体(322)は、前記照明体(341)の
光照射方向前側を覆うと共に光拡散処理が施された被覆部(324)が光を透過するよう構成
され、
　前記被覆部(324)が、レンズとして作用するよう円弧状に形成されたことを要旨とする
。
　請求項４に係る発明によれば、支持軸に設けた収容体に照明手段を収容する構成である
ので、構成を簡易にしてコンパクトにし得る。また、収容体において照明体の光照射方向
前側を覆う被覆部が、照明体から照射した光を拡散するので、該被覆部を介して照明され
る表示面を全体的に明輝させることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る遊技機によれば、可動体に設けた照明手段に繋がる配線の取り回しを容易
にし得る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【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】実施例の遊技盤を示す正面図であって、可動体が第１表示面を前側に臨ませ、両
移動体が退避位置にあり、両作動体が待機位置にあり、動作体が標準位置にある。
【図３】実施例の遊技盤を示す正面図であって、(ａ)は、可動体が第４表示面を前側に臨
ませ、両移動体が退避位置にあり、両作動体が作動位置にあり、動作体が標準位置にある
。(ｂ)は、可動体が第４表示面を前側に臨ませ、両移動体が移動状態にあり、両作動体が
作動位置にあり、動作体が動作位置にある。
【図４】(ａ)は図２のＡ－Ａ線断面図であり、(ｂ)は図２のＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】(ａ)は図２のＣ－Ｃ線断面図であり、(ｂ)は図２のＤ－Ｄ線断面図である。
【図６】実施例の遊技盤、設置部材および図柄表示装置を分解した状態で示す斜視図であ
る。
【図７】実施例の設置部材と枠状装飾体との関係を説明する平面図である。
【図８】(ａ)は図７のＥ－Ｅ線要部断面図であり、(ｂ)は図７のＦ－Ｆ線要部断面図であ
る。
【図９】実施例の遊技盤を示す背面図である。
【図１０】(ａ)は実施例の枠状装飾体を示す正面図であり、(ｂ)は実施例の枠状装飾体を
背面側から示す斜視図である。
【図１１】実施例の設置部材を示す正面図である。
【図１２】実施例の設置部材において、動作演出装置、作動演出装置および可動演出装置
を取り外した状態を示す正面図である。
【図１３】実施例の設置部材における全ての演出装置を取り外した状態を示し、(ａ)は正
面図であり、(ｂ)は右側面図である。
【図１４】実施例の第１および第２移動演出装置を示す正面図である。
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【図１５】実施例の第１および第２移動演出装置を示す背面図である。
【図１６】実施例の第１および第２移動演出装置を示す斜視図である。
【図１７】実施例の第１移動演出装置を示す概略斜視図である。
【図１８】実施例の第２移動演出装置を示す概略斜視図である。
【図１９】(ａ)は実施例の移動体を示す正面図であり、(ｂ)は実施例の移動体を示す背面
図であり、(ｃ)は(ａ)のＧ－Ｇ線断面図である。
【図２０】(ａ)は図１４のＨ－Ｈ線で第１移動体を破断した説明図であり、(ｂ)は図１４
のＩ－Ｉ線で第２移動体を破断した説明図である。
【図２１】実施例の可動体の第１表示面を前側に臨ませた可動演出装置を示し、(ａ)は平
面図であり、(ｂ)は正面図であり、(ｃ)は底面図であり、(ｄ)は背面図であり、(ｅ)は左
側面図である。
【図２２】図２１(ｂ)のＪ－Ｊ線断面図である。
【図２３】実施例の可動体を示す斜視図であって、(ａ)は右前側から見た状態であり、(
ｂ)は左前側から見た状態である。
【図２４】実施例の可動演出装置の分解斜視図である。
【図２５】実施例の支持軸において、(ａ)は正面図であり、(ｂ)は右側面図であり、(ｃ)
は左側面図であり、(ｄ)は照明手段被覆部を取り外した状態を示す正面図である。
【図２６】図２４のＫ矢視図である。
【図２７】実施例の作動演出装置を示す正面図であって、(ａ)は作動体が待機位置にあり
、(ｂ)は作動体が係止位置にあり、(ｃ)は作動体が作動位置にある。
【図２８】実施例の作動演出装置において第２作動分体を省略した状態で示す正面図であ
って、作動体が待機位置にある。
【図２９】実施例の作動演出装置において第２作動分体を省略した状態で示す正面図であ
って、作動体が係止位置にある。
【図３０】実施例の作動演出装置において第２作動分体を省略した状態で示す正面図であ
って、作動体が作動位置にある。
【図３１】実施例の作動体および作動手段を背面側から示す説明図であって、(ａ)は作動
体が待機位置にあり、(ｂ)は作動体が係止位置にあり、(ｃ)は作動体が作動位置にある。
【図３２】図２７(ａ)のＬ－Ｌ線断面図である。
【図３３】(ａ)は実施例の第２作動分体を示す背面図であり、(ｂ)は実施例の第２作動分
体を示す平面図である。
【図３４】(ａ)は実施例の動作演出装置を示す正面図であり、(ｂ)は実施例の動作演出装
置を示す背面図である。
【図３５】実施例の動作演出装置を背面側から示す動作機構の説明図である。
【図３６】実施例の動作演出装置を背面側から示す進退移動機構の説明図であって、(ａ)
はスライド本体が後退位置にあり、(ｂ)はスライド本体が前進位置にある。
【図３７】実施例の動作演出装置を後側から示す分解斜視図である。
【図３８】実施例のパチンコ機の制御ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照して以下に
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うパチンコ機を
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】
【００１３】
(パチンコ機)
　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の開口前面側に、後述する遊技盤
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２０(図２または図３参照)が着脱可能に保持された本体枠としての中枠１２が開閉および
着脱可能に組付けられている。また、遊技盤２０の後側には、各種図柄を変動表示可能な
図柄表示装置１３(図１または図６参照)が着脱し得るよう配設されている。中枠１２の前
面側には、遊技盤２０を透視保護するガラス板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を貯留する下球受け皿１５が開閉
可能に組付けられる。なお、実施例では、前枠１４の下部位置に下球受け皿１５の上側に
位置して、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。なお、実施例のパ
チンコ機１０では、図柄表示装置１３として、液晶画面からなる表示部１３ａで各種演出
表示を行う液晶タイプが採用されている。なお、図柄表示装置１３としては、液晶タイプ
に限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリックス式の図柄表示装
置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の表示装置を採用し得る。ま
た、上球受け皿１６は、前枠１４と別体に形成して中枠１２に対して開閉可能に組み付け
るようにしてもよい。
【００１４】
(遊技盤)
　前記中枠１２に配設される遊技盤２０は、図２または図３に示すように、前面(盤面)に
パチンコ球が流下可能な遊技領域２０ａが画成され、ベニヤからなる平板状の板部材で構
成される。遊技盤２０の前面には、円弧状に形成した案内レール２１が配設されると共に
、該案内レール２１の右方位置に、左端縁が右方に凹む円弧状に形成した盤面飾り部材２
２が配設される。そして、案内レール２１および盤面飾り部材２２により遊技領域２０ａ
が略円形状に画成され、中枠１２に配設された図示しない打球発射装置から発射されたパ
チンコ球が遊技領域２０ａ内に打ち出され、該遊技領域２０ａ内をパチンコ球が流下して
遊技が行われる。また、遊技盤２０の遊技領域２０ａ内には、多数の遊技釘が植設されて
おり、該遊技釘との接触により遊技領域２０ａを流下するパチンコ球の流下方向が不規則
に変化するよう構成してある。
【００１５】
　前記遊技盤２０には、図１または図２に示すように、後述する枠状装飾体２８の下縁よ
り下方位置に、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置２４
および特別入賞装置２５が配設され、枠状装飾体２８の下縁より左側方位置に、パチンコ
球が通過可能なゲート２６等が配設される。なお、図２の符号２７は、遊技盤２０に配設
されて、常に入賞口を開放している普通入賞装置を示す。
【００１６】
(枠状装飾体)
　前記遊技盤２０の中央には、前後に貫通する大型の中央貫通口２２ｂ(図９参照)が形成
されており、該中央貫通口２２ｂに対して前後に開口する窓口２８ａを有する枠状装飾体
(所謂センター役物)２８が嵌め込まれるように着脱可能に配設される(図１または図２参
照)。そして、後述する設置部材４０の表示開口部４０ａから臨む図柄表示装置１３の表
示部１３ａは、枠状装飾体２８における前後に開口する窓口２８ａを介して遊技盤２０の
前側に露出して、前述した始動入賞装置２４への入賞を契機として該図柄表示装置１３の
表示部１３ａで展開される図柄変動演出やリーチ演出等の演出を前側から視認し得るよう
になっている。枠状装飾体２８には、図２または図１０(ａ)に示すように、上縁部から左
右両縁部に亘り、遊技盤２０の前面より前側に突出する円弧状の庇状部２８ｂが設けられ
ており、遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を外周部の庇状部２８ｂで案内し得る
と共に、該パチンコ球が枠状装飾体２８の窓口２８ａを横切って流下するのを該庇状部２
８ｂで規制している。
【００１７】
　図３または図１０に示すように、枠状装飾体２８には、窓口２８ａの内側に臨む後述す
る演出装置３００,４００の可動部材(装飾体)３１０,４１０,４１０の意匠に合わせて、
遊技盤２０の前側から視認可能な前側部分の意匠が構成された枠体装飾部(装飾部)２９,
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３０,３１が庇状部２８ｂの窓口２８ａ側に設けられている。枠体装飾部２９,３０,３１
は、遊技領域２０ａ側から窓口２８ａ側に向かうにつれて前側から後側に向かうように前
面が段状に傾斜している。また、枠体装飾部２９,３０,３１は、光を透過可能でかつ光拡
散処理が施されている。実施例の枠状装飾体２８は、庇状部２８ｂの上部内側に設けられ
た上部枠体装飾部２９と、庇状部２８ｂの右部内側に設けられた右部枠体装飾部３０と、
庇状部２８ｂの左部内側に設けられた左部枠体装飾部３１とを備えている。上部枠体装飾
部２９は、下側に位置して窓口２８ａの内側に臨む可動演出装置３００(後述)の可動体３
１０における第４表示面３１５に形成された意匠と合わせた意匠が形成される。そして、
所定方向(実施例では正面側)から上部枠体装飾部２９および第４表示面３１５を見た際に
、上部枠体装飾部２９の意匠と第４表示面３１５の意匠とが繋がって、一連の意匠を構成
するようになっている(図３参照)。右部枠体装飾部３０は、左側に位置して窓口２８ａの
内側に臨む作動演出装置４００(後述)の右部作動体４１０に形成された意匠と合わせてた
意匠が形成されている。所定方向(実施例では正面側)から右部枠体装飾部３０および右部
作動体４１０を見た際に、右部枠体装飾部３０の意匠と右部作動体４１０の意匠とが繋が
って、一連の意匠を構成するようになっている(図３参照)。左部枠体装飾部３１は、左側
に位置して窓口２８ａの内側に臨む作動演出装置４００の左部作動体４１０に形成された
意匠と合わせた意匠が形成されている。所定方向(実施例では正面側)から左部枠体装飾部
３１および左部作動体４１０を見た際に、左部枠体装飾部３１の意匠と左部作動体４１０
の意匠とが繋がって、一連の意匠を構成するようになっている(図３参照)。上部枠体装飾
部２９、右部枠体装飾部３０および左部枠体装飾部３１は、共通する意匠で構成されてい
る。
【００１８】
(設置部材)
　前記遊技盤２０の後面には、各種の遊技部品が配設される合成樹脂材で形成された設置
部材４０(図６または図１３参照)が配設され、この設置部材４０の後側に図柄表示装置１
３が着脱可能に配設されている。設置部材４０は、遊技盤２０の後面に対向配置される設
置板部４１と、この設置板部４１の周縁から前方に立設された周壁部４２とからなる前側
に開口する矩形箱状に形成されている(図１３参照)。設置部材４０は、周壁部４２の前端
部に形成された取付部を遊技盤２０の後面に突き当ててネジ止め固定される。設置部材４
０には、遊技盤２０の後面に対向する設置板部４１に、前後に貫通する大型の表示開口部
４０ａが設けられている(図１２または図１３参照)。設置部材４０は、遊技盤２０に取り
付けた際に、該遊技盤２０の中央貫通口２０ｂの後側に表示開口部４０ａが重なると共に
、設置板部４１と遊技盤２０との間に演出装置１００,２００,３００,４００,５００等の
各種遊技部品を配設可能な所要の設置空間４３が画成される(図４または図５参照)。なお
、実施例のパチンコ機１０において、遊技盤２０の盤面に沿う方向において表示部１３ａ
を向く方向を内方といい、設置部材４０の周壁部４２を向く側を外方という。
【００１９】
　図１１および図１２に示すように、設置部材４０の前側には、所定の動作を行う可動部
材１１０,２１０,３１０,４１０,４１０,５１０を備えた複数の演出装置１００,２００,
３００,４００,５００が表示開口部４０ａの周りに配設されている。図１２に示すように
、実施例の設置部材４０には、第１移動演出装置１００が設置板部４１における表示開口
部４０ａの上側(上辺部)と下側(下辺部)のスペースを用いて設置され、第２移動演出装置
２００が設置板部４１における表示開口部４０ａの左側(左側辺部)と右側(右側辺部)のス
ペースを用いて設置されている。また、設置部材４０における設置板部４１の上辺部には
、第１移動演出装置１００の前側に位置して可動演出装置３００が設置されている(図１
１参照)。更に、設置部材４０における設置板部４１の左側辺部および右側辺部には、第
２移動演出装置２００の前側に位置して作動演出装置４００が設置されている(図４また
は図５参照)。更にまた、設置部材４０における設置板部４１の右側辺部には、作動演出
装置４００における右部作動ユニット４０２Ａの前側に位置して動作演出装置５００が設
置されている(図１１参照)。このように、パチンコ機１０には、前記設置空間４３、窓口



(8) JP 5787682 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

２８ａの内側における設置板部４１の前面から庇状部２８ｂの前面までのスペースを用い
て、演出装置１００,２００,３００,４００,５００が前後に重ねて配設されている。
【００２０】
(上部発光装置)
　図１１に示すように、設置部材４０の上部には、前方に向けて光を照射し得る上部発光
装置４６が周壁部４２の前端部に配設されている。設置部材４０を遊技盤２０に取り付け
た際に、上部発光装置４６は、上部枠状装飾部２９の後側に位置して、制御手段Ｃ(図３
８参照)の制御下に上部枠状装飾部２９を発光させ得るようになっている。図８に示すよ
うに、上部発光装置４６は、前方へ光を照射し得るＬＥＤ等の発光体４６ａを前面に複数
備えた基板４６ｂと、この基板４６ｂの前面を覆う上部発光カバー(部材)４７とから構成
される。上部発光装置４６は、上部枠状装飾部２９の形状に合わせて横長に形成されて、
可動演出装置３００の上方に配置されている。なお、上部発光カバー４７は、前面が平坦
に形成された透明部材である。
【００２１】
(制御手段)
　パチンコ機１０の裏側には、該パチンコ機１０に設けられた各種電気部品を制御する制
御手段Ｃが配設されている。図３８に示すように、制御手段Ｃには、入賞装置２４,２５,
２６およびゲート２７に配設された球検知センサからの信号や、演出装置１００,２００,
３００,４００,５００に設けられたフォトセンサ１７０,２７０,３７０,４７０,４７０,
５７０からの信号等の各種の制御のための信号が入力される。また、制御手段Ｃは、図柄
表示装置１３、演出装置１００,２００,３００,４００,５００の駆動源１２３,２２３,３
５１,４５１,４５１,５３１,５５１および発光手段４６,４８,１６０,１６４,２６０,２
６４,３４０,４０８,４０８,４１７,４１７,５２４,５８０等の機器に電気的に接続され
、前記信号や該制御手段Ｃに設定されたプログラムに基づいて、図柄表示装置１３、駆動
源１２３,２２３,３５１,４５１,４５１,５３１,５５１および発光手段４６,４８,１６０
,１６４,２６０,２６４,３４０,４０８,４０８,４１７,４１７,５２４,５８０等の機器を
連係または独立して所定の制御を実行するようになっている。
【００２２】
　図３８に示すように、実施例の制御手段Ｃは、パチンコ機１０を全体的に制御するメイ
ン制御基板(メイン制御手段)Ｄと、該メイン制御基板Ｄからの制御信号に基づいて各制御
対象を制御するサブ制御基板(サブ制御手段)Ｅ,Ｆとが設けられている。すなわち、メイ
ン制御基板Ｄでは、パチンコ機１０に備えられた各種検出センサ(検出手段)からの検出信
号に基づいて各種処理が実行され、その処理結果に応じた各種の制御信号(制御コマンド)
がサブ制御基板Ｅ,Ｆに出力されるようになっている。実施例のサブ制御基板は、遊技演
出を全体的に制御する統括制御基板Ｅと、図柄表示装置１３での表示内容を制御する表示
制御基板Ｆと、パチンコ機１０が備える各種発光手段の発光制御を行うランプ制御基板Ｇ
と、パチンコ機１０が備えるスピーカの音出力制御を行う音制御基板Ｈとを備えている。
すなわち、メイン制御基板Ｄが出力した制御信号(制御コマンド)に基づいて、統括制御基
板Ｅが表示制御基板Ｆ、ランプ制御基板Ｇおよび音制御基板Ｈを制御するよう構成されて
おり、パチンコ機１０で実行される各種遊技演出(図柄変動演出や発光演出、音声演出)を
統括的にコントロールし得るようになっている。ここで、表示制御基板Ｆは、統括制御基
板Ｅから出力された制御信号(制御コマンド)に基づいて、図柄表示装置１３に表示される
図柄(飾図)や背景画像等の図柄変動演出の表示内容を制御するよう構成される。また、ラ
ンプ制御基板Ｇは、統括制御基板Ｅから出力された制御信号(制御コマンド)に基づいて、
パチンコ機１０が備える各種発光演出手段の点灯・消灯のタイミングや、発光強度等を制
御するものである。そして、音制御基板Ｇは、統括制御基板Ｅから出力された制御信号(
制御コマンド)に基づき、パチンコ機１０が備える各種スピーカからの音声出力のタイミ
ングや大きさ等を制御するものである。なお、メイン制御基板Ｄ、統括制御基板Ｅおよび
表示制御基板Ｆは、制御処理を実行するＣＰＵ、該ＣＰＵが実行する制御プログラムを記
憶するＲＯＭ、ＣＰＵの処理に必要なデータの書込み・読出しが可能なＲＡＭ等を備えて
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いる。
【００２３】
(移動演出装置)
　図１２に示すように、設置部材４０には、所定方向に動作される第１移動体１１０を備
えた第１移動演出装置１００と、第１移動体１１０と交差する方向へ動作される第２移動
体２１０を備えた第２移動演出装置２００とが、設置板部４１の前面に設置されている。
両移動演出装置１００,２００は、第１移動体１１０と第２移動体２１０とを互いに独立
または連動して動作し得るよう構成され、第１移動体１１０と第２移動体２１０とを、表
示部１３ａの前側で交差させるように動作可能になっている(図３(ｂ)参照)。なお、実施
例では、第１移動体１１０が第２移動体２１０の前側に重なるようになっている。
【００２４】
　先ず、第１移動演出装置１００と第２移動演出装置２００との共通する構成について説
明する。図１２、図１４～図１６に示すように、移動演出装置１００,２００は、表示開
口部４０ａを介して遊技盤４０の前側に臨む表示部１３ａの前側を通過可能に支持された
移動体１１０,２１０と、この移動体１１０,２１０を支持すると共に移動体１１０,２１
０を表示部１３ａの前側を通過するよう移動させる移動機構１２０,２２０とから構成さ
れる。移動体１１０,２１０は、遊技盤２０の前側に臨む表示部１３ａの前側を一方の側
から他方の側へ亘って延在する長尺な棒状に形成されている(図３(ｂ)参照)。移動機構１
２０,２２０は、表示部１３ａを挟んで対向する表示開口部４０ａの周辺部に分けて設置
した２つの支持組１２０Ａ,１２０Ｂ,２２０Ａ,２２０Ｂから構成され、移動体１１０,２
１０の一方の端部が移動機構１２０,２２０における一方の支持組１２０Ａ,２２０Ａで支
持されると共に、移動体１１０,２１０の他方の端部が移動機構１２０,２２０における他
方の支持組１２０Ｂ,２２０Ｂで支持されている。
【００２５】
　図１９に示すように、移動体１１０,２１０は、真っ直ぐに延在するよう形成されてい
る。移動体１１０,２１０は、透明(実施例)または半透明等の光透過性を有する合成樹脂
からなる成形品であって、全体が光を透過可能に構成される。移動体１１０,２１０は、
遊技盤２０の盤面(表示部１３ａの前面)に平行して長手が延在する姿勢で移動機構１２０
,２２０に支持されると共に、当該姿勢を保ったまま移動機構１２０,２２０によって盤面
と平行に移動させられる(図１４,図１５の実線および２点鎖線参照)。図１９(Ｃ)に示す
ように、移動体１１０,２１０は、前面が前方に凸となる円弧形状に形成され、両側面が
前後方向に平行に延在する平面形状に形成されると共に、後面が表示部１３ａの前面と平
行な平面形状に形成されている。移動体１１０,２１０は、その端面が遊技盤２０の盤面
と直交するよう延在するよう形成されると共に、短手方向に破断した基本的な断面形状が
、一方の端面から他方の端面にかけて同じになっている。なお、移動体１１０,２１０は
、後側の角部が切り欠かれて、後面が段状に形成されている(図１９(ｃ)参照)。
【００２６】
(移動体の発光構造)
　図２０に示すように、移動演出装置１００,２００は、制御手段Ｃの制御下に移動体１
１０,２１０を発光させる移動発光体(発光体)１６０,１６４,２６０,２６４を備えている
。移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４は、移動体１１０,２１０の端面に相対させて
移動機構１２０,２２０における該移動体１１０,２１０の端部を支持する部位(後述の移
動支持部(支持部)１２６,１４６,１２６,２４６)に配設されている。そして、移動体１１
０,２１０は、移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４による光の照射によって所定の発
光領域(所定領域)が発光される。図１４～図１６に示すように、移動体１１０,２１０は
、その端部が移動機構１２０,２２０を構成する移動体支持部１２６,１４６,１２６,２４
６で支持され、移動機構１２０,２２０により移動支持部１２６,１４６,１２６,２４６が
移動されるのに伴って移動される。移動支持部１２６,１４６,１２６,２４６には、該移
動支持部１２６,１４６,１２６,２４６に固定された移動体１１０,２１０の端面に相対す
るように移動発光基板１６１,１６５,２６１,２６５が配置され、この移動発光基板１６
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１,１６５,２６１,２６５における移動体１１０,２１０側の面に、ＬＥＤである移動発光
体１６０,１６４,２６０,２６４が１つ実装されている。実施例の移動発光体１６０,１６
４,２６０,２６４は、移動体１１０,２１０の端面中央に相対するように配置され、移動
体１１０,２１０における長手の延在方向(以下、移動体延在方向という)に沿って光を照
射し得るよう構成されている。このように、表示開口部４０ａの外側に延出して外方に向
く移動体１１０,２１０の端面に対して、移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４から表
示部１３ａ側となる内方に向けて光が照射される。実施例では、移動体１１０,２１０の
両方の端部が移動体支持部１２６,１４６,１２６,２４６で夫々支持され、各移動体支持
部１２６,１４６,１２６,２４６に設けられた移動体発光体１６０,１６４,２６０,２６４
によって両端面から移動体１１０,２１０が照らされるよう構成される。
【００２７】
(移動体の光拡散部)
　図１９に示すように、移動体１１０,２１０の周面には、該移動体１１０,２１０の端面
に相対するように設けられた移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４から照射された光
を拡散する移動体光拡散部(光拡散部)１１２,１１４,２１２,２１４が設けられている。
移動体光拡散部は、移動体１１０の後面に移動体延在方向と直交するよう形成された複数
の第１拡散溝１１２,２１２(図１９(ｂ)参照)と、移動体１１０,２１０の前面に形成され
た複数の第２拡散溝１１４,２１４(図１９(ａ)参照)とを有している。第１拡散溝１１２,
２１２は、平坦に形成された移動体１１０,２１０の後面における移動体延在方向に直交
する方向全体に亘る長さで線形に形成される。一方、第２拡散溝１１４,２１４は、第１
拡散溝１１２,２１２よりも太い多角形状に形成されている。実施例の第２拡散溝１１４,
２１４は、略菱形に形成されており、両対角線が移動体延在方向と交差する方向に延在し
ている。移動体１１０,２１０の前面には、移動体延在方向に斜め交差する方向に複数(３
つ)の第２拡散溝１１４,２１４を並べた溝列が、移動体延在方向に一定間隔で設けられて
いる(図１９(ａ)参照)。なお、各溝列において、前面中央に位置する第２拡散溝１１４,
２１４が、両側の他の第２拡散溝１１４,２１４より大きく設定されている(図１９(ａ)拡
大図参照)。
【００２８】
　前記移動体光拡散部は、第１拡散溝１１２,２１２の溝幅(移動体延在方向の幅寸法)が
、第２拡散溝１１４,２１４の溝幅(移動体延在方向の幅寸法)より狭く設定されている。
移動体光拡散部は、移動体１１０,２１０における移動発光体１６０,１６４,２６０,２６
４による所定の発光領域において、該発光領域を担当する移動発光体１６０,１６４,２６
０,２６４から遠くなるにつれて第１拡散溝１１２,２１２の間隔(隣り合う第１拡散溝１
１２,２１２における移動体延在方向の離間間隔)が狭くなるよう形成されている(図１９(
ｂ)参照)。実施例の移動体１１０,２１０は、両方の端面から移動発光体１６０,１６４,
２６０,２６４の光が夫々入射される構成であり、実施例では各移動発光体１６０,１６４
,２６０,２６４の発光領域が移動体１１０,２１０における移動体延在方向長さの半分以
上であるので、第１拡散溝１１２,２１２の間隔は、移動体１１０,２１０の各端面から移
動体延在方向中央に向かうにつれて狭くなっている。なお、実施例の移動体１１０,２１
０では、第１拡散溝１１２,２１２の最も広い間隔よりも第２拡散溝１１４,２１４の間隔
が広くなっている。なお、移動体１１０,２１０は、該移動体１１０,２１０における移動
発光体１６０,１６４,２６０,２６４による所定の発光領域において、該発光領域を担当
する移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４から遠くなるにつれて、後面を前側に向け
て傾斜するよう形成してもよい。すなわち、実施例の移動体１１０,２１０では、後面が
端部から中央部に向かうにつれて前側に傾斜する構成とすることができる。
【００２９】
　図１２に示すように、移動機構１２０,２２０は、表示開口部４０ａを挟んで設置板部
４１に設けられた２つの支持組１２０Ａ,１２０Ｂ,２２０Ａ,２２０Ｂで構成されるが、
一方の支持組１２０Ａ,２２０Ａのみに駆動源である移動モータ１２３,２２３が設けられ
、他方の支持組１２０Ｂ,２２０Ｂが一方の支持組１２０Ａ,２２０Ａに連動して、移動体
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１１０,２１０の端部を移動可能に支持するようになっている。なお、以下の説明では、
構成要素として移動モータ１２３,２２３を含む一方の支持組を駆動側支持組１２０Ａ,２
２０Ａといい、他方の支持組を従動側支持組１２０Ｂ,２２０Ｂという。各移動演出装置
１００,２００の移動機構１２０,２２０は、駆動側支持組１２０Ａ,２２０Ａと比べて従
動側支持組１２０Ｂ,２２０Ｂの構成要素が簡易になっている。
【００３０】
(第１移動演出装置)
　第１移動演出装置１００について具体的に説明する。図１７に示すように、第１移動演
出装置１００は、表示部１３ａの前側を左右方向に移動される第１移動体１１０と、この
第１移動体１１０を移動させる第１移動機構１２０とを備えている。第１移動機構１２０
は、表示部１３ａの前側に上下に架け渡された第１移動体１１０の上端を、設置板部４１
の上辺部に配設された第１駆動側支持組１２０Ａで支持し、第１移動体１１０の下端を、
設置板部４１の下辺部に設けられた第１従動側支持組１２０Ｂで支持するよう構成される
。第１移動演出装置１００は、第１移動体１１０が表示開口部４０ａから右側方(設置板
部の右側辺部)に外れた基準位置(図１４および図１５の２点鎖線参照)において、設置板
部４１の右側辺部に設けられた後述する右部作動ユニット４０２Ａの右部作動体４１０の
後側に隠れるよう構成される(図２参照)。また、第１移動演出装置１００は、第１移動体
１１０が表示部１３ａの前側を通過して設置板部４１の左側辺部まで第１移動機構１２０
によって移動されるよう構成され、該左側辺部に位置した第１移動体１１０が該左側辺部
に設けられた後述する左部作動ユニット４０２Ｂの左部作動体４１０の後側に隠れるよう
になっている。
【００３１】
(上部ベース部材)
　前記第１駆動側支持組１２０Ａの構成部材は、設置板部４１の上辺部に設置された上部
ベース部材(補強部材)１１６に設けられ(図１２または図１７参照)、上部ベース部材１１
６を介して設置板部４１に着脱し得る１つのユニットとして取り扱い可能になっている。
上部ベース部材１１６は、剛性を有する金属製の板材であり、設置板部４１から前方に立
ち上がるように設けられた上部ベース立設部１１７と、この上部ベース立設部１１７の左
右の側部に下方に延出するように折り曲げ形成された上部ベース架設部１１８,１１８と
を備えている(図１４または図１７参照)。すなわち、上部ベース部材１１６は、全体とし
て前面視で下方に開口する略「コ」字状に形成されている。上部ベース部材１１６は、上
部ベース立設部１１７が表示開口部４０ａの上縁と平行に延在するように、上部ベース立
設部１１７の後縁に設けられた取付片を設置板部４１の前面に突き当てて取り付けられる
。また、上部ベース部材１１６は、上部ベース立設部１１７が表示開口部４０ａの上縁よ
り長く設定されて、上部ベース立設部１１７が表示開口部４０ａよりも左右へ延出してい
る(図１２参照)。上部ベース部材１１６は、上部ベース立設部１１７の前縁に下方へ垂下
するように載置片１１７ａが折り曲げ形成され、この載置片１１７ａで後述する可動ベー
ス部材３０２の可動ベース本体部３０３を支持するようになっている。
【００３２】
(第１駆動側支持組)
　図１７に示すように、第１駆動側支持組１２０Ａは、上部ベース部材１１６に対して回
転可能に支持された一対の第１回転体(回転体)１２１,１２２と、上部ベース部材１１６
に設けられ、一方の第１回転体１２１を回転駆動する第１移動モータ(移動モータ)１２３
と、一対の第１回転体１２１,１２２に巻き掛けられた第１ベルト(ベルト)１２４と、こ
の第１ベルト１２４に沿って延在するように設けられた第１シャフト(シャフト)１２５と
を有している。また、第１駆動側支持組１２０Ａは、第１シャフト１２５に移動可能に支
持されると共に第１ベルト１２４に接続され、第１移動体１１０の上端を支持して第１ベ
ルト１２４の走行に伴って移動される上部移動支持部(支持部)１２６と、第１ベルト１２
４を張るように付勢する第１張架手段１２７とを有している。第１ベルト１２４は、歯付
きベルトが用いられ、これに対応して第１回転体１２１,１２２は、周面が両側縁より凹
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むように形成されると共に周面に歯が設けられた歯付きプーリが用いられている。そして
、第１ベルト１２４は、第１移動体１１０を支持して該第１移動体１１０を該第１ベルト
１２４の延在方向(実施例では左右方向)に沿って移動させる支持部材として機能している
。一対の第１回転体１２１,１２２は、上部ベース部材１１６における上部ベース立設部
１１７の右側部と、上部ベース本体部１１７の左側部とに左右に離間して配置されている
。なお、右側に配置された第１回転体(特に区別する場合は第１駆動回転体という)１２１
は、設置板部４１において表示開口部４０ａよりも右側に位置し、左側に配置された第１
回転体(特に区別する場合は第１従動回転体という)１２２は、表示開口部４０ａよりも左
側に位置している。そして、各第１回転体１２１,１２２は、回転軸を上下方向に延在さ
せて上部ベース立設部１１７の下側に設けられている。また、第１駆動回転体１２１の下
端面には、第１回転体歯車１２８が一体形成されている(図１４参照)。
【００３３】
　前記第１移動モータ１２３は、制御手段Ｃに制御されたパルス電力によって動作するス
テッピングモータ等の位置決め制御が可能なモータが用いられる。第１移動モータ１２３
は、上部ベース立設部１１７の右側部上面に設置される(図１６または図１７参照)。第１
移動モータ１２３は、上部ベース立設部１１７に上下に貫通形成された通口を介して出力
軸を下方に臨ませた状態で設置され、出力軸は、一対の第１回転体１２１,１２２に巻き
掛けた第１ベルト１２４のなす環の内側を通って該第１ベルト１２４の下方に延出してい
る(図１４参照)。第１移動モータ１２３の出力軸は、第１駆動回転体１２１より左側に位
置し、先端部(下端部)に第１移動歯車１２９が固定されている。上部ベース立設部１１７
の右側部下面には、第１回転体歯車１２８と第１移動歯車１２９との間に第１中間歯車１
３０が回転可能に設けられ、第１中間歯車１３０が第１移動歯車１２９と第１回転体歯車
１２８との両方に噛み合っている。なお、第１中間歯車１３０は、第１ベルト１２４の下
側に配置され、第１中間歯車１３０の回転軸が、一対の第１回転体１２１,１２２に巻き
掛けた第１ベルト１２４のなす環の内側を通っている。第１駆動側支持組１２０Ａでは、
制御手段Ｃの制御下に第１移動モータ１２３が回転駆動すると、第１移動歯車１２９、第
１中間歯車１３０および第１回転体歯車１２８を介して第１駆動回転体１２１が回転され
て、これに伴い第１ベルト１２４が走行する。
【００３４】
　図４または図８に示すように、第１ベルト１２４は、直線部が前後に重なると共に上下
に貫通する環を形成するように一対の第１回転体１２１,１２２に巻き掛けられ、設置板
部４１の上辺部と上部ベース立設部１１７の載置片１１７ａで支持される可動ベース部材
３０２との間に配置されている。第１シャフト１２５は、金属製の丸棒材が用いられ、左
右の上部ベース架設部１１８,１１８の間に第１ベルト１２４と平行に架設されている(図
１４参照)。第１シャフト１２５は、第１ベルト１２４の下側でかつ表示開口部４０ａよ
り上側に位置して(図１２参照)、第１ベルト１２４における前側の直線部と上下方向に重
なる関係で配置されている。第１シャフト１２５は、設置板部４１の前面から前側に離間
しており、第１シャフト１２５と設置板部４１との間に上部移動支持部１２６に設けられ
る上部移動発光体１６０の上部移動発光基板１６１に繋がる上部発光配線(図示せず)が通
る上部配線収容部１１９(図８参照)が設けられている。第１シャフト１２５は、表示開口
部４０ａの上縁より長く設定されて、第１シャフト１２５が表示開口部４０ａよりも左右
へ延出している。
【００３５】
　図２０(ａ)に示すように、上部移動支持部１２６は、第１ベルト１２４に取り付けられ
る上部ベルト取着部１３１と、この上部ベルト取着部１３１に設けられ、第１移動体１１
０の上端が取り付けられる上部移動体受部１３２とから構成されている。上部ベルト取着
部１３１には、第１ベルト１２４を挟持する角孔部１３１ａが上部に設けられると共に、
第１シャフト１２５が挿通される丸孔部１３１ｂが下部に設けられている。そして、上部
ベルト取着部１３１は、角孔部１３１ａで挟持固定された第１ベルト１２４の走行に伴っ
て丸孔部１３１ｂに挿通された第１シャフト１２５に沿って摺動するようになっている。
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すなわち、上部移動支持部１２６は、第１シャフト１２５によって該第１シャフト１２５
の軸線と交差する方向への移動が規制される。また、第１駆動支持組１２０Ａでは、上部
移動支持部１２６に加わる第１移動体１１０の重量等の負荷を第１シャフト１２５で受け
て、第１ベルト１２４に対してその走行方向と交差する方向に負荷が加わらないようにな
っている。ここで、上部ベルト取着部１３１は、角孔部１３０ａの後側半分を構成する後
角溝および丸孔部１３０ｂの後側半分を構成する後丸溝を有する上部後半体１３０ｃと、
角孔部１３０ａの前側半分を構成する前角溝および丸孔部１３０ｂの前側半分を構成する
前丸溝を有する上部前半体１３０ｄとからなり、第１ベルト１２４および第１シャフト１
２５を対応の溝に嵌め合わせるように前後の半体１３０ｃ,１３０ｄで前後から挟んでい
る。ここで、角孔部１３０ａを構成する角溝には、複数の凸条が第１ベルト１２４に当接
するように設けられ、凸条が第１ベルト１２４の歯に噛み合うことで、上部移動支持部１
２６が第１ベルト１２４の走行方向にズレないように固定される。
【００３６】
　図２０(ａ)に示すように、上部移動体受部１３２は、上部ベルト取着部１３１の下部に
後側にずらして設けられ、上部ベルト取着部１３１より下方へ延出している。上部移動体
受部１３２は、表示開口部４０ａの上縁より上方に延出した第１移動体１１０の上端部が
前面に取り付けられている(図１２参照)。上部移動支持部１２６には、上部ベルト取着部
１３１の後面と上部移動体受部１３２の前面との間に挟まれて、上部移動発光体１６０が
下面に実装された上部移動発光基板１６１が配設され、この上部移動発光体１６０が上部
移動体受部１３２の前面に取り付けられた第１移動体１１０の上端面の上方に対向配置さ
れている(図２０(ａ)参照)。上部移動支持部１２６は、表示開口部４０ａの上側に配置さ
れ、第１シャフト１２５に支持されたもとで所定の姿勢を保ったまま、第１ベルト１２４
の走行に伴って表示開口部４０ａの上側に位置する上辺部を左右方向に移動される。
【００３７】
　図１４に示すように、第１張架手段１２７は、上部ベース部材１１６における上部ベー
ス立設部１１７の左側部下面に対して、左右方向(一対の第１回転体１２１,１２２が互い
に接離する方向)に所定範囲で移動可能に保持された第１進退ブロック１３３と、この第
１進退ブロック１３３の右側に離間して、上部ベース立設部１１７の左側部下面に固定さ
れた第１固定ブロック１３４と、第１進退ブロック１３３と第１固定ブロック１３４との
間に設けられた第１弾性部材１３５とから構成されている。第１進退ブロック１３３の下
面には、第１従動回転体１２２が回転可能に設けられ、第１進退ブロック１３３の左右方
向の移動につれて第１従動回転体１２２が左右方向(第１駆動回転体１２１に対して進退
する方向)に移動するようになっている。第１弾性部材１３５は、第１進退ブロック１３
３を第１固定ブロック１３４から離間するように弾力的に付勢するコイルスプリングが用
いられている。第１弾性部材１３５は、第１進退ブロック１３３に第１固定ブロック１３
４に向けて突設されたピンにコイルを嵌め合わせると共に、第１固定ブロック１３４に第
１進退ブロック１３３に向けて突設されたピンを嵌め合わせて取り付けられている。この
ように、第１張架手段１２７は、第１従動回転体１２２を第１駆動回転体１２１から離間
するように弾力的に付勢することで、第１ベルト１２４が一対の第１回転体１２１,１２
２間で引っ張られるように常にテンションをかけるようになっている。
【００３８】
　前記上部移動支持部１２６と共に移動する上部移動発光基板１６１に繋がる上部発光配
線(図示せず)は、帯状のフラットケーブルが用いられている。上部移動支持部１２６の後
側から延出する上部発光配線は、右方に凸となるよう湾曲させた状態で前側に開口する溝
状に形成された上部配線収容部１１９に収容される。上部配線収容部１１９は、上部移動
支持部１２６の移動方向に沿って設けられ、上部移動発光基板１６１の移動に伴って湾曲
部分が変位する上部発光配線を保持して、該配線における他の部材への干渉を防止してい
る。
【００３９】
(第１従動側支持組)
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　図１４～図１６に示すように、第１従動側支持組１２０Ｂは、左右方向に延在する下部
ガイド(ガイド)１４４と、この下部ガイド１４４に移動可能に支持された第１下部支持部
(支持部)１４６とから構成されている。下部ガイド１４４は、設置板部４１における表示
開口部４０ａの下方に設けられた下部区画壁４４の前端部に設けられ(図４参照)、設置板
部４１の前面から離間配置されている。下部ガイド１４４は、下部区画壁４４よりも上方
に突出するように配設されている。なお、下部区画壁４４は、設置板部４１の前面に前方
に立ち上がるように形成され、表示開口部４０ａの下縁と平行して左右方向に延在してい
る。下部ガイド１４４は、前後に対向する壁片を下部で繋いだ上方に開口する断面「コ」
字形状に形成されている。下部ガイド１４４は、上部移動支持部１２６の移動範囲に応じ
て表示開口部４０ａの下縁より長く設定されて、下部ガイド１４４が表示開口部４０ａよ
りも左右へ延出している。なお下部ガイド１４４は、後側の壁片が前側の壁片よりも上方
へ突出している。
【００４０】
　図２０(ａ)に示すように、下部移動支持部１４６は、該下部移動支持部１４６の後側を
構成する下部後半体１４６ａと、下部後半体１４６ａの前側に取り付けられ、該下部移動
支持部１４６の前側を構成する下部前半体１４６ｂとから構成される。下部移動支持部１
４６は、下部後半体１４６ａと下部前半体１４６ｂとの間に下部ガイド１４４における後
側の壁片を挟むと共に、下部前半体１４６ｂが下部ガイド１４４における後側の壁片と前
側の壁片との間に挟まれるようになっている(図１６参照)。下部前半体１４６ｂには、表
示開口部４０ａの下縁より下方に延出する第１移動体１１０の下端部が後面に取り付けら
れている。下部移動支持部１４６には、下部後半体１４６ａの前面と下部前半体１４６ｂ
の後面との間に挟まれて、下部移動発光体１６４が上面に実装された下部移動発光基板１
６５が配設され、この下部移動発光体１６４が下部前半体１４６ｂの上部後面に取り付け
られた第１移動体１１０の下端面の下方に対向配置されている(図２０(ａ)参照)。下部移
動支持部１４６は、下部ガイド１４４と前後方向に引っ掛かることで、前後方向の移動が
規制される一方、第１駆動側支持組１２０Ａによって移動される第１移動体１１０の左右
方向の移動につれて下部ガイド１４４に沿って移動し得るよう構成される。そして、下部
移動支持部１４６は、表示開口部４０ａの下縁より下側に配置され、下部ガイド１１４に
係合したもとで所定の姿勢を保ったまま、第１移動体１１０の移動に伴って表示開口部４
０ａの下側の領域を左右方向に移動される。なお、下部移動支持部１４６の下部前半体１
４６ｂは、ポリアセタール(ＰＯＭ)、ポリアミド(ＰＡ)、ポリテトラフルオロエチレン(
ＰＴＦＥ)等の摺動特性に優れた合成樹脂から形成されて、下部ガイド１４４と下部移動
支持部１４６との間の摺動負荷が軽減されている。
【００４１】
　前記下部移動支持部１４６と共に移動する下部移動発光基板１６５に繋がる下部発光配
線(図示せず)は、帯状のフラットケーブルが用いられている。下部移動支持部１４６の後
側から延出する下部発光配線は、右方に凸となるよう湾曲させた状態で設置板部４１の下
辺部と下部ガイド１４４との間に設けられた下部配線収容部１４７(図４参照)に収容され
る。下部配線収容部１４７は、下部移動支持部１４６の移動方向に沿って設けられ、下部
移動発光基板１６５の移動に伴って湾曲部分が変位する下部発光配線を保持して、該配線
における他の部材への干渉を防止している。
【００４２】
(第１移動位置検知手段)
　前記第１移動機構１２０は、第１移動体１１０の基準位置を検知する第１移動位置検知
手段１７０,１７２を備えている(図１６参照)。第１移動位置検知手段は、上部ベース立
設部１１７の右側部下面に設けられ、第１移動歯車１２９の前側に位置する第１移動フォ
トセンサ１７０と、上部移動支持部１２６における上部ベルト取着部１３１の前面に、前
方に突出形成された第１移動検知片１７２とから構成されている。第１移動機構１２０で
は、表示開口部４０ａの右側方に位置する第１移動体１１０の基準位置において、第１移
動検知片１７２が、第１移動フォトセンサ１７０の投光部と受光部との間に臨み(図１４
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の２点鎖線参照)、第１移動フォトセンサ１７０によって第１移動検知片１７２が検知さ
れる。一方、第１移動体１１０が基準位置から移動すると、第１移動検知片１７２が第１
移動フォトセンサ１７０の投光部と受光部との間から外れ(図１４の実線参照)、第１移動
フォトセンサ１７０が第１移動検知片１７２の非検知状態となる。なお、制御手段Ｃは、
第１移動フォトセンサ１７０の検知信号を受けて、第１移動モータ１２３の停止等の所定
の制御を行う。
【００４３】
(第２移動演出装置)
　第２移動演出装置２００について具体的に説明する。図１８に示すように、第２移動演
出装置２００は、表示部１３ａの前側を上下方向に移動される第２移動体２１０と、この
第２移動体２１０を移動させる第２移動機構２２０とを備えている。第２移動機構２２０
は、表示部１３ａの前側に左右に架け渡された第２移動体２１０の左端を、設置板部４１
の左側辺部に配設された第２駆動側支持組２２０Ａで支持し、第２移動体２１０の右端を
、設置板部４１の右側辺部に設けられた第２従動側支持組２２０Ｂで支持するよう構成さ
れる。第２移動演出装置２００は、第２移動体２１０が表示開口部４０ａから下方(設置
板部４１の下辺部)に外れた基準位置(図１２、図１４および図１５の２点鎖線参照)にお
いて、設置板部４１の下辺部において第１移動演出装置１００の第１従動側支持組１２０
Ｂの前側に設けられた下部発光装置４８(図１１参照)の後側に隠れるよう構成される(図
２参照)。また、第２移動演出装置２００は、第２移動体２１０が表示部１３ａの前側を
通過して設置板部４１の上辺部まで第２移動機構２２０によって移動されるよう構成され
、該上辺部に位置した第２移動体２１０が該上辺部に設けられた可動演出装置３００の後
側に隠れるようになっている。
【００４４】
(左部ベース部材)
　前記第２駆動側支持組２２０Ａの構成部材は、設置板部４１の左側辺部に設置された左
部ベース部材(補強部材)２０２に設けられ(図１２または図１８参照)、左部ベース部材１
１６を介して設置板部４１に着脱し得る１つのユニットとして取り扱い可能になっている
。左部ベース部材２０２は、剛性を有する金属製の板材であり、設置板部４１の前面に沿
って板面が延在する左部ベース本体部２０３と、この左部ベース本体部２０３の上下の端
部に前方に延出するように折り曲げ形成された一対の左部ベース架設部２０４,２０４と
を備えている(図１４または図１８参照)。左部ベース部材２０２は、左部ベース本体部２
０３が表示開口部４０ａの左縁に沿って延在するように、該左部ベース本体部２０３を設
置板部４１の前面に突き当てて取り付けられる。また、左部ベース部材２０２は、左部ベ
ース本体部２０３が表示開口部４０ａの左縁より長く設定されて、左部ベース本体部２０
３が表示開口部４０ａよりも上下へ延出している(図１２参照)。
【００４５】
(第２駆動側支持組)
　図１８に示すように、第２駆動側支持組２２０Ａは、左部ベース部材２０２に対して回
転可能に支持された一対の第２左部回転体(回転体)２２１,２２２と、左部ベース部材２
０２に設けられ、一方(実施例では下側)の第２左部回転体２２１を回転駆動する第２移動
モータ(移動モータ)２２３と、一対の第２左部回転体２２１,２２２に巻き掛けられた第
２左部ベルト(ベルト)２２４と、この第２左部ベルト２２４に沿って延在するように設け
られた第２シャフト(シャフト)２２５とを有している。また、第２駆動側支持組２２０Ａ
は、第２シャフト２２５に移動可能に支持されると共に第２左部ベルト２２４に接続され
、第２移動体２１０の左端を支持して第２左部ベルト２２４の走行に伴って移動される左
部移動支持部(支持部)２２６と、第２左部ベルト２２４を張るように付勢する第２左部張
架手段２２７とを有している。第２左部ベルト２２４は、歯付きベルトが用いられ、これ
に対応して第２左部回転体２２１,２２２は、周面が両側縁より凹むように形成されると
共に周面に歯が設けられた歯付きプーリが用いられている。一対の第２左部回転体２２１
,２２２は、左部ベース部材２０２における左部ベース本体部２０３の下部と、左部ベー
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ス本体部２０３の上部とに上下に離間して配置されている。なお、下側に配置された第２
左部回転体(特に区別する場合は第２左部駆動回転体という)２２１は、設置板部４１にお
いて表示開口部４０ａよりも下側に位置し、上側に配置された第２左部回転体(特に区別
する場合は第２左部従動回転体という)２２２は、表示開口部４０ａよりも上側に位置し
ている(図１２参照)。第２左部従動回転体２２２は、後述する連結シャフト２５６の左端
に固定されている。第２左部従動回転体２２２は、回転軸を左右方向に延在させて左ベー
ス本体部２０３の左側縁に前方へ向けて立設された回転体取付片２０３ａの右側に回転可
能に設けられている。また、第２左部駆動回転体２２１の右端面には、第２左部回転体歯
車２２８が一体形成されている(図１８参照)。
【００４６】
　前記第２移動モータ２２３は、制御手段Ｃに制御されたパルス電力によって動作するス
テッピングモータ等の位置決め制御が可能なモータが用いられる。第２移動モータ２２３
は、左部ベース本体部２０３の下部に前方に延出するよう設けられた左部設置片２０５の
右面に設置される(図１６または図１８参照)。第２移動モータ２２３は、出力軸を左方へ
向けた姿勢で設置され、該出力軸の先端部(左端部)に第２移動歯車２２９が固定されてい
る。そして、第２移動歯車２２９は、第２左部回転体歯車２２８に噛み合っている。第２
駆動側支持組２２０Ａでは、制御手段Ｃの制御下に第２移動モータ２２３が回転駆動する
と、第２移動歯車２２９および第２左部回転体歯車１２８を介して第２左部駆動回転体２
２１が回転されて、これに伴い第２左部ベルト２２４が走行する。
【００４７】
　図１８に示すように、第２左部ベルト２２４は、直線部が前後に重なると共に左右に貫
通する環を形成するように一対の第２左部回転体２２１,２２２に巻き掛けられ、設置板
部４１の左側辺部と該左側辺部前側に設けられる後述する左部作動ユニット４０２Ｂとの
間に配置されている。第２シャフト２２５は、金属製の丸棒材が用いられ、上下の左部ベ
ース架設部２０４,２０４の間に第２左部ベルト２２４と平行に架設されている(図１４参
照)。第２シャフト２２５は、第２左部ベルト２２４の右側でかつ表示開口部４０ａより
左側に位置して(図１２参照)、第２左部ベルト２２４における前側の直線部と上下方向に
重なる関係で配置されている。第１シャフト２２５は、設置板部４１の前面から前側に離
間している。第２シャフト２２５は、表示開口部４０ａの左縁より長く設定されて、第２
シャフト２２５が表示開口部４０ａよりも上下へ延出している。
【００４８】
　図２０(ｂ)に示すように、左部移動支持部２２６は、左側部に設けられ、第２左部ベル
ト２２４を挟持する角孔部２２６ａと、右側部に設けられ、第２シャフト２２５が挿通さ
れる丸孔部２２６ｂとを備えている。左部移動支持部２２６は、丸孔部２２６ｂの後側半
分を構成する後丸溝を有する左部後半体２３０と、丸孔部２２６ｂの前側半分を構成する
前丸溝を有する左部前半体２３１とからなり、第２シャフト２２５を対応の溝に嵌め合わ
せて前後の半体２３０,２３１で前後から挟んでいる。また、左部前半体２３１の左側部
前面には、左部ベルト取着カバー２３２が取り付けられ、左部前半体２３１と左部ベルト
取着カバー２３２との間に画成される角孔部２２６ａで第２左部ベルト２２４を挟持して
いる。ここで、角孔部２２６ａを構成する角溝には、複数の凸条が第２左部ベルト２２４
に当接するように設けられ、凸条が第２左部ベルト２２４の歯に噛み合うことで、左部移
動支持部２２６が第２左部ベルト２２４の走行方向にズレないように固定される。そして
、左部移動支持部２２６は、角孔部２２６ａで挟持固定された第２左部ベルト２２４の走
行に伴って丸孔部２２６ｂに挿通された第２シャフト２２５に沿って摺動するようになっ
ている。すなわち、左部移動支持部２２６は、第２シャフト２２５によって該第２シャフ
ト２２５の軸線と交差する方向への移動が規制される。また、第２駆動支持組２２０Ａで
は、左部移動支持部２２６に加わる第２移動体２１０の重量等の負荷を第２シャフト２２
５で受けて、第２左部ベルト２２４に対してその走行方向と交差する方向に負荷が加わら
ないようになっている。
【００４９】
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　図２０(ｂ)に示すように、上部移動支持部２２６は、左部後半体２３０の右側部が左部
前半体２３１より後方へ離間するよう形成することで、第２移動体２１０の左端部が取り
付けられる左部移動体受部２３０ａが設けられている。左部移動体受部２３０ａには、表
示開口部４０ａの左縁より左方に延出した第２移動体２１０の左端部が前面に取り付けら
れている。また、左部移動支持部２２６には、左部移動体受部２３０ａと左部前半体２３
１の後面との間に挟まれて、左部移動発光体２６０が右面に実装された左部移動発光基板
２６１が配設され、この左部移動発光体２６０が左部移動体受部２３０ａの前面に取り付
けられた第２移動体２１０の左端面の左方に対向配置されている(図２０(ｂ)参照)。左部
移動支持部２２６は、表示開口部４０ａの左側に配置され、第２シャフト２２５に支持さ
れたもとで所定の姿勢を保ったまま、第２左部ベルト２２４の走行に伴って表示開口部４
０ａの左側に位置する左側辺部を上下方向に移動される。
【００５０】
　図１４または図１８に示すように、第２張架手段２２７は、左部ベース部材２０２にお
ける上側の回転体取付片２０３ａに対して、上下方向(一対の第２左部回転体２２１,２２
２が互いに接離する方向)に所定範囲で移動可能に保持された第２左部進退ブロック２３
３と、この第２左部進退ブロック２３３の下側に離間して、左部ベース本体部２０３の前
面に固定された第２左部固定ブロック２３４と、第２左部進退ブロック２３３と第２左部
固定ブロック２３４との間に設けられた第２左部弾性部材２３５とから構成されている。
第２左部進退ブロック２３３の右面には、第２左部従動回転体２２２が回転可能に設けら
れ、第２左部進退ブロック２３３の上下方向の移動につれて第２左部従動回転体２２２が
上下方向(第２左部駆動回転体２２１に対して進退する方向)に移動するようになっている
。第２左部弾性部材２３５は、第２左部進退ブロック２３３を第２左部固定ブロック２３
４から離間するように弾力的に付勢するコイルスプリングが用いられている。第２左部弾
性部材２３５は、第２左部進退ブロック２３３に第２左部固定ブロック２３４に向けて突
設されたピンにコイルを嵌め合わせると共に、第２左部固定ブロック２３４に第２左部進
退ブロック２３３に向けて突設されたピンをコイルに嵌め合わせて取り付けられている。
このように、第２左部張架手段２２７は、第２左部従動回転体２２２を第２左部駆動回転
体２２１から離間するように弾力的に付勢することで、第２左部ベルト２２４が一対の第
２左部回転体２２１,２２２間で引っ張られるように常にテンションをかけるようになっ
ている。
【００５１】
　前記左部移動支持部２２６と共に移動する左部移動発光基板２６１に繋がる左部発光配
線(図示せず)は、帯状のフラットケーブルが用いられている。左部移動支持部２２６の後
側から延出する左部発光配線は、下方に凸となるよう湾曲させた状態で設置板部４１の左
側辺部と左部作動ユニット４０２Ｂの間に収容される。
【００５２】
(右部ベース部材)
　前記第２従動側支持組２２０Ｂの構成部材は、設置板部４１の右側辺部に設置された右
部ベース部材(補強部材)２１６に設けられ(図１２または図１８参照)、右部ベース部材２
１６を介して設置板部４１に着脱し得る１つのユニットとして取り扱い可能になっている
。右部ベース部材２１６は、剛性を有する金属製の板材であり、設置板部４１の前面に沿
って板面が延在するよう形成されている(図１４または図１８参照)。右部ベース部材２１
６は、表示開口部４０ａの右縁に沿って延在するように、設置板部４１の前面に突き当て
て取り付けられる。また、右部ベース部材２１６は、表示開口部４０ａの右縁より長く設
定されて、右部ベース部材２１６が表示開口部４０ａよりも上下へ延出している(図１２
参照)。
【００５３】
(第２従動側支持組)
　図１８に示すように、第２従動側支持組２２０Ｂは、右部ベース部材２１６に対して回
転可能に支持された一対の第２右部回転体(回転体)２４１,２４２と、一対の第２右部回
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転体２４１,２４２に巻き掛けられた第２右部ベルト(ベルト)２４４とを有している。ま
た、第２従動側支持組２２０Ｂは、第２右部ベルト２４４に接続されて、第２移動体２１
０の右端を支持して第２右部ベルト２４４の走行に伴って移動される右部移動支持部(支
持部)２４６と、第２右部ベルト２４４を張るように付勢する第２右部張架手段２４７と
を有している。第２右部ベルト２４４は、歯付きベルトが用いられ、これに対応して第２
右部回転体２４１,２４２は、周面が両側縁より凹むように形成されると共に周面に歯が
設けられた歯付きプーリが用いられている。一対の第２右部回転体２４１,２４２は、右
部ベース部材２１６の下部と上部とに上下に離間して配置されている。なお、下側に配置
された第２右部回転体(特に区別する場合は第２右左部駆動回転体という)２４１は、設置
板部４１において表示開口部４０ａよりも下側に位置し、上側に配置された第２右部回転
体(特に区別する場合は第２右部従動回転体という)２４２は、表示開口部４０ａよりも上
側に位置している(図１２参照)。第２右部従動回転体２４１は、後述する連結シャフト２
５６の右端に固定されている。第２右部従動回転体２４２は、回転軸を左右方向に延在さ
せて左ベース本体部２０３の左側縁に前方へ向けて立設された回転体取付片２０３ａの左
側に回転可能に設けられている。また、第２右部駆動回転体２４１の左端面には、第２右
部回転体歯車２４８が一体形成されている(図１８参照)。
【００５４】
　図１８に示すように、第２右部ベルト２４４は、直線部が前後に重なると共に左右に貫
通する環を形成するように一対の第１右部回転体２４１,２４２に巻き掛けられ、設置板
部４１の右側辺部と該右側辺部前側に設けられる後述する右部作動ユニット４０２Ａとの
間に配置されている。
【００５５】
　図２０(ｂ)に示すように、右部移動支持部２４６は、第２右部ベルト２４４に取り付け
られる右部ベルト取着部２４９と、この右部ベルト取着部２４９に設けられ、第２移動体
の右端が取り付けられる右部移動体受部２５０とから構成されている。右部ベルト取着部
２４９には、第２右部ベルト２４４を挟持する角孔部１３１ａが右側部に設けられている
。右部ベルト取着部２４９は、角孔部２４６ａの後側半分を構成する後角溝を有する右部
後半体２４９ａと、角孔部２４６ａの前側半分を構成する前角溝を有する右部前半体２４
９ｂとからなり、第２右部ベルト２４４を角溝に嵌め合わせて前後の半体２４９ａ,２４
９ｂで前後から挟んでいる。ここで、角孔部２４６ａを構成する角溝には、複数の凸条が
第２右部ベルト２４４に当接するように設けられ、凸条が第２右部ベルト２４４の歯に噛
み合うことで、右部移動支持部２４６が第２右部ベルト２４４の走行方向にズレないよう
に固定される。
【００５６】
　図２０(ｂ)に示すように、右部移動体受部２５０は、右部ベルト取着部２４９の後側に
設けられ、右部ベルト取着部２４９より左方へ延出している。右部移動体受部２５０は、
表示開口部４０ａの右縁より右方に延出した第２移動体２１０の右端部が前面に取り付け
られている(図１２参照)。右部移動支持部２４６には、右部ベルト取着部２４９と右部移
動体受部２５０との間に挟まれて、右部移動発光体２６４が左面に実装された右部移動発
光基板２６５が配設され、この右部移動発光体２６４が右部移動体受部２５０の前面に取
り付けられた第２移動体２１０の右端面の右方に対向配置されている(図２０(ｂ)参照)。
右部移動支持部２４６は、表示開口部４０ａの右側に配置され、第２右部ベルト２４４の
走行に伴って表示開口部４０ａの右側に位置する設置板部４１の右側辺部前側を上下方向
に移動される。
【００５７】
　図１４または図１８に示すように、第２右部張架手段２４７は、右部ベース部材２１６
における上側の回転体取付片２１６ａに対して、上下方向(一対の第２右部回転体２４１,
２４２が互いに接離する方向)に所定範囲で移動可能に保持された第２右部進退ブロック
２５３と、この第２右部進退ブロック２５３の下側に離間して、右部ベース部材２１６の
前面に固定された第２右部固定ブロック２５４と、第２右部進退ブロック２５３と第２右
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部固定ブロック２５４との間に設けられた第２右部弾性部材２５５とから構成されている
。第２右部進退ブロック２５３の左面には、第２右部従動回転体２４２が回転可能に設け
られ、第２右部進退ブロック２５３の上下方向の移動につれて第２右部従動回転体２４２
が上下方向(第２右部駆動回転体２４１に対して進退する方向)に移動するようになってい
る。第２右部弾性部材２５５は、第２右部進退ブロック２５３を第２右部固定ブロック２
５４から離間するように弾力的に付勢するコイルスプリングが用いられている。第２右部
弾性部材２５５は、第２右部進退ブロック２５３に第２右部固定ブロック２５４に向けて
突設されたピンにコイルを嵌め合わせると共に、第２右部固定ブロック２５４に第２右部
進退ブロック２５３に向けて突設されたピンをコイルに嵌め合わせて取り付けられている
。このように、第２右部張架手段２４７は、第２右部従動回転体２４２を第２右部駆動回
転体２４１から離間するように弾力的に付勢することで、第２右部ベルト２４４が一対の
第２右部回転体２４１,２４２間で引っ張られるように常にテンションをかけるようにな
っている。
【００５８】
　図１２に示すように、第２移動機構２２０は、第２駆動側支持組２２０Ａの下側に配置
された第２左部駆動回転体２２１と第２従動側支持組２２０Ｂの下側に配置された第２右
部駆動回転体２４１とを繋ぐ連結シャフト２５６を備えている。連結シャフト２５６は、
剛性を有する金属製の棒状体であって、第２左部駆動回転体２２１および第２右部駆動回
転体２４１と同軸的に接続されている。連結シャフト２５６は、下部区画壁４４の下側に
おいて左右方向に離間して設置板部４１の前面に設けられた一対のシャフト保持部２５７
,２５７によって回転可能に支持されている。連結シャフト２５６は、第２駆動側支持組
２２０Ａの第２左部駆動回転体２２１が第２移動モータ２２３によって回転されるのに伴
って軸周りに回転し、これにより第２従動側支持組２２０Ｂの第２右部駆動回転体２４１
が回転される。すなわち、第２従動側支持組２２０Ｂでは、第２右部ベルト２４４および
右部移動支持部２４６が、第２駆動側支持組２２０Ａの第２左ベルト２２４および左部移
動支持部２２６と同期して移動される。連結シャフト２５６は、設置板部４１の前側にお
いて表示開口部４０ａの下縁と平行するよう設けられて、表示開口部４０ａよりも左右に
延出するようになっている。そして、連結シャフト２５６は、設置部材４０における表示
開口部４０ａの下側を補強する補強部材として機能するよう構成されている。
【００５９】
　前記右部移動支持部２４６と共に移動する右部移動発光基板２６５に繋がる右部発光配
線(図示せず)は、帯状のフラットケーブルが用いられている。右部移動支持部２４６の後
側から延出する右部発光配線は、下方に凸となるよう湾曲させた状態で設置板部４１の右
側辺部と右部作動ユニット４０２Ａの間に収容される。
【００６０】
(第２移動位置検知手段)
　第２移動機構２２０は、第２移動体２１０の基準位置を検知する第２移動位置検知手段
２７０,２７２を備えている(図１６参照)。第２移動位置検知手段は、下部区画壁４４の
左側面に設けられた第２移動フォトセンサ２７０と、左部移動支持部２２６から下方へ突
出形成された第２移動検知片２７２とから構成されている。第２移動機構２２０では、表
示開口部４０ａの下方に位置する第２移動体２１０の基準位置において、第２移動検知片
２７２が、第２移動フォトセンサ２７０の投光部と受光部との間に臨み(図１４の２点鎖
線参照)、第２移動フォトセンサ２７０によって第２移動検知片２７２が検知される。一
方、第２移動体２１０が基準位置から移動すると、第２移動検知片２７２が第２移動フォ
トセンサ２７０の投光部と受光部との間から外れ(図１４の実線参照)、第２移動フォトセ
ンサ２７０が第２移動検知片２７２の非検知状態となる。なお、制御手段Ｃは、第２移動
フォトセンサ２７０の検知信号を受けて、第２移動モータ２２３の停止等の所定の制御を
行う。
【００６１】
(可動演出装置)　　
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　図１または図２示すように、可動演出装置３００は、窓口２８ａを介して遊技盤２０の
前側に臨むように配設されて、所定の動作を行う可動体(第２の装飾体)３１０と、この可
動体３１０を動作させる駆動手段３５０(図２３参照)とを備えている。図１１に示すよう
に、可動演出装置３００は、第１移動演出装置１００における上部ベース部材１１６の載
置片１１７ａの前側に設置された可動ベース部材(補強部材)３０２に、可動体３１０およ
び駆動手段３５０が配設される(図２１または図２２参照)。可動演出装置３００は、可動
体３１０が表示部１３ａの上側に位置するように窓口２８ａの内側上部に配置され、可動
体３１０がその場所(定位置)で動作するようになっている。なお、可動体３１０のその場
所(定位置)での動作とは、可動体３１０が遊技盤２０の盤面に沿う方向へ位置を変えるこ
となく、可動体３１０が固定された支持軸３２０の軸周りに回転したり、可動体３１０が
前後方向に進退移動したりすることをいい、実施例では可動体３１０が可動ベース部材３
０２側に設けられた支持軸３２０の軸周りに回転するよう構成されている。
【００６２】
(可動ベース部材)
　前記可動ベース部材３０２は、剛性を有する金属製の板材であり、上部ベース部材１１
６の前端に設けられた載置片１１７ａで支持されて、設置板部４１の上辺部から前側に離
間して配設されている(図４または図８参照)。可動ベース部材３０２は、略矩形状の板面
を設置板部４１と平行にした状態で載置片１１７ａで支持される可動ベース本体部３０３
と、この可動ベース本体部３０３の両端下部を前方に折り曲げた可動ベース延出部３０４
,３０４とを有している。なお、可動ベース本体部３０３は、左右方向に長手が延在して
いる。
【００６３】
　図２または図３に示すように、可動ベース本体部３０３の前面には、可動装飾部３０６
が設置されており、窓口２８ａの内側において該可動装飾部３０６によって可動体３１０
の上側と上部枠体装飾部２９との間を埋めている。可動装飾部３０６は、上部枠体装飾部
２９および可動体３１０の第４表示面３１５に施された意匠に合わせて、その前面の意匠
が構成され、上部枠体装飾部２９の意匠と可動装飾部３０６の意匠とが繋がるようになっ
ている。また、可動体３１０が第４表示面３１５を遊技盤２０の前側に臨ませた際に、第
４表示面３１５の意匠と可動装飾部３０６の意匠とが繋がるようになっている。すなわち
、可動装飾部３０６は、第４表示面３１５を前側に臨ませた可動体３１０や、枠体装飾部
２９,３０,３１が繋がって構成される後述する意匠体の一部となる(図３参照)。可動装飾
部３０６は、前面が上端から下端に向かうにつれて後方へ傾くように形成されている。ま
た、可動装飾部３０６は、光を透過可能とされると共に、光を拡散し得るよう構成される
。左右の可動ベース延出部３０４,３０４の内側面には、可動体３１０の支持軸３２０を
着脱可能に保持する軸保持部３６２,３６６を備えた軸保持部材３６０,３６４が夫々設け
られると共に、右側の可動ベース延出部３０４に駆動手段３５０が設置されている。
【００６４】
(可動体)
　図２３に示すように、可動体３１０は、可動ベース部材３０２に設けられた軸保持部３
６２,３６６に保持された支持軸３２０と、光を透過可能な透過部を有する表示面３１２,
３１４,３１６,３１８が設けられた筒状に形成され、支持軸３２０に対して回転可能に支
持された演出体３３０とを備えており、可動ベース部材３０２に設置された駆動手段３５
０によって演出体３３０が回転される。なお、可動体３１０の支持軸３２０は、可動ベー
ス部材３０２に対して回転不能に軸保持部３６２,３６４で保持されて、支持軸３２０自
体が回転等の変位を行わない。また、可動体３１０は、支持軸３２０に設けられて演出体
３３０の内部に配置された照明手段３４０を備え、制御手段Ｃの制御下に照明手段３４０
の照明体３４１から照射した光によって、該照明体３４１の前側に位置した表示面３１２
,３１３,３１４,３１５を照明し得るようになっている(図８または図２２参照)。また、
可動体３１０は、演出体３３０の内外を挿通するように支持軸３２０に設けられ、照明手
段３４０に接続されて可動ベース部材３０２側に取り回される照明手段配線(配線)Ｈｓが
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挿通される配線通路３４４を備えている(図２２参照)。ここで、可動演出装置３００は、
可動体３１０の演出体３３０が遊技盤２０の盤面と平行に回転軸線が延在するよう支持軸
３２０に支持されると共に、該演出体３３０の周回りに複数の表示面３１２,３１３,３１
４,３１５が設けられ、駆動手段３５０によって演出体３３０が回転されることで、遊技
盤２０の前側に臨む表示面３１２,３１３,３１４,３１５を切り替えるようになっている
。そして、可動演出装置３００は、照明手段３４０の照明体３４１から前方に向けて光を
照射して、遊技盤２０の前側に臨んだ演出体３３０の表示面３１２,３１３,３１４,３１
５を照らすよう構成される。
【００６５】
　前記可動体３１０は、演出体３３０の両方の端面から支持軸３２０が突出しており(図
２３参照)、これらの支持軸３２０が対応する側の可動ベース延出部３０４に設けられた
軸保持部３６２,３６６に保持されることで、可動体３１０が左右の可動ベース延出部３
０４,３０４の間に両持ち支持される(図２２参照)。支持軸３２０は、演出体３３０の内
部に配置されて照明手段３４０を収容保持する照明手段収容体(収容体)３２２と一体形成
されて、演出体３３０の端面を構成する端面板部３３１に貫通形成された支持軸通口３３
２を介して演出体３３０の内部から外方へ突き出ている(図２２参照)。支持軸３２０にお
ける演出体３３０の外方に臨む外端部には、軸保持部３６２,３６６に保持される嵌込部
３２１が設けられている。図２５(ｂ)および(ｃ)に示すように、嵌込部３２１は、支持軸
３２０の軸線の延在方向に突出形成された板状片を、前側を開放した「コ」字形状に延在
するよう連ねて構成される。
【００６６】
　図２４に示すように、演出体３３０は、長方形状に形成された４枚の表示板部３３５で
周面を組み合わせて遊技盤２０の前面に臨む周面が構成されると共に、４枚の表示板部３
３５の側端面に正方形状の端面板部３３１が組み付けられて端面が塞がれている。すなわ
ち、実施例の演出体３３０は、断面正方形の角筒部分で４面の表示面３１２,３１３,３１
４,３１５からなる周面が構成されて、角筒部分の端面が塞がれて全体として中空の六面
体となっている。各表示板部３３５は、演出体３３０となった際に内側に臨む面の側縁部
に突出形成された板部取付片３３５ａを備え、各板部取付片３３５ａの角部にネジ孔３３
５ｂが形成されると共に各板部取付片３３５ａにおけるネジ孔３３５ｂの内側に支持軸３
２０の軸線方向外側へ突出形成された取付ピン３３５ｃが形成されている。演出体３３０
は、表示板部３３５の取付ピン３３５ｃを端面板部３３１に形成された対応の取付孔３３
１ａに嵌合すると共に、隣り合う表示板部３３５における板部取付片３３５ａのネジ孔３
３５ｂを重ね合わせて、重ねたネジ孔３３５ｂにネジＮ(図２１(ｅ)参照)を端面板部３３
１の外側から螺合することで、４枚の表示板部３３５および端面板部３３１を互いに組み
付けている。このように、演出体３３０は、端面板部３３１と表示板部３３５とを組み付
けることで、４枚の表示板部３３５が端面板部３３１を介して位置決めされる。
【００６７】
　前記表示面３１２,３１３,３１４,３１５を構成する表示板部３３５は、光を透過可能
な透過部を有しており、表示面３１２,３１３,３１４,３１５に設けられた光を透過しな
いめっき部分等による所要の模様と透過部とによって、表示面３１２,３１３,３１４,３
１５に所定の意匠が形成されている。演出体３３０は、４つの表示面３１２,３１３,３１
４,３１５が異なる態様の意匠で構成されており(図２１(ａ)～(ｄ)参照)、可動体３１０
は、演出体３３０を回転して前側に臨ませる表示面３１２,３１３,３１４,３１５を切り
替えることで、異なる意匠が遊技盤２０の前側に臨むようになっている。
【００６８】
　前記可動体３１０は、演出体３３０における少なくとも１つの表示面(実施例では全て
の表示面)３１２,３１３,３１４,３１５の意匠の全部または一部が、演出手段としての照
明手段３４０によって演出態様を変化し得る演出部３１６によって構成されている。実施
例の可動体３１０は、透過部とこの透過部の所要領域を縁取る模様によって形成された文
字形状で構成された演出部３１６と、透過部に形成された凹凸模様によって構成された演
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出部３１６とを備え、第１～第３表示面３１２,３１３,３１４において左右方向に並ぶ演
出部３１６によって複数の文字が表現されている。図２１(ｂ)に示すように、第１表示面
３１２には、パチンコ機１０におけるメインのモチーフを表す５文字のアルファベットの
夫々を形成するように５つの演出部３１６が左右方向に一列に並べて設けられている。図
２１(ｃ)に示すように、第２表示面３１３には、パチンコ機１０においてメインのモチー
フの敵方を表す５文字のアルファベットの夫々を形成するように５つの演出部３１６が左
右方向に一列に並べて設けられている。図２１(ａ)に示すように、第３表示面３１４には
、パチンコ機１０において遊技状態または演出内容を示す４文字のアルファベットの夫々
を形成するように４つの演出部３１６が左右方向に一列に並べて設けられている。図２１
(ｄ)に示すように、第４表示面３１５には、可動体３１０の周辺に配置された装飾部２９
,３０６や作動部４１０,４１０の意匠と繋がって(図３参照)、一つの意匠体を構成する意
匠(特に区別する場合は表示面意匠という)を形成するように１つの演出部３１６が設けら
れている。なお、演出部３１６を構成する透過部には、光拡散処理が施されて照明体３４
１から照射された光を拡散し得ると共に、当該光拡散処理によって外側から照明手段３４
０を視認できないようになっている。
【００６９】
　図８または図２２に示すように、照明手段３４０は、支持軸３２０に設けられて演出体
３３０の内側に配置された照明手段収容体３２２に設置されている。可動体３１０では、
動作ベース部材３０２との位置関係が変化しない支持軸３２０側に照明手段３４０が設け
られて、照明手段３４０における照明体３４１の光の照射方向が前方へ固定されると共に
、照明手段３４０と支持軸３２０(動作ベース部材３０２側)との位置関係が変わらないよ
うになっている。照明手段３４０は、照明基板３４２とこの照明基板３４２の前面に実装
され、ＬＥＤからなる照明体３４１とを備え(図２４参照)、照明手段収容体３２２に設置
された照明手段３４０が、照明体３４１から前方(一方向)に向けて光を照射し得るように
なっている。照明手段３４０は、演出体３３０の回転動作により照明体３４１の光照射方
向前側に位置する表示面３１２,３１３,３１４,３１５に設けられた演出部３１６の夫々
を発光し得るように、照明体３４１が照明基板３４２の前面に複数配置されている(図２
５(ｄ)参照)。照明手段３４０は、制御手段Ｃによって、前側に位置した表示面３１２,３
１３,３１４,３１５における演出部３１６の後側に対応する照明体３４１が発光制御され
て、演出部３１６毎に発光したり、全部または所定数の演出部３１６を発光し得るよう構
成される。
【００７０】
　図２５に示すように、照明手段収容体３２２は、左右の支持軸３２０の間に設けられた
照明手段設置部３２３と、この照明手段設置部３２３の前側に取り付けられ、照明手段３
４０の照明体３４１の光照射方向前側を覆う照明手段被覆部(被覆部)３２４とから構成さ
れている。照明手段設置部３２３は、底部分が円弧状に形成された皿状に形成されて、上
下に延在するリブが左右方向に所定間隔で設けられている(図２４参照)。照明手段被覆部
３２４は、底部分が照明手段設置部３２３よりも浅い円弧状に形成された皿状に形成され
て、後方へ突出形成された収容体ボス３２４ａ(図８参照)を照明手段３４０の照明基板３
４２に開設されたボス孔に挿通して、該収容体ボス３２４ａを介して照明手段設置部３２
３にネジ止めされる。そして、照明手段収容体３２２では、照明手段設置部３２３および
照明手段被覆部３２４の上縁および下縁の間に、照明基板３４２の上縁および下縁が前後
に挟まれて固定されている(図２５(ｂ)および(ｃ)参照)。照明手段収容体３２２は、少な
くとも照明手段被覆部３２４が光を透過可能に構成され、実施例では照明手段収容体３２
２全体が透明な合成樹脂で構成されている。また、照明手段収容体３２２は、照明手段被
覆部３２４に光拡散処理を施してもよい。なお、実施例では、円弧状に形成することでレ
ンズとして作用する照明手段被覆部３２４によって、照明体３４１から照射された光が拡
散される。
【００７１】
　図２２または図２４に示すように、可動体３１０は、演出体３３０の端面に支持軸３２
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０の軸線方向に沿って開口するよう形成された軸収容部３３３の内側に、支持軸３２０の
外周に回転可能に嵌め合わせたスリーブ３３６を回転可能に収容して、スリーブ３３６を
介して演出体３３０の両端が対応の支持軸３２０で夫々支持される。演出体３３０の端面
を構成する端面板部３３１には、支持軸通口３３２を囲んで演出体３３０の内側に突出形
成された円筒状の壁からなる軸収容部３３３が設けられ、支持軸通口３３２と軸収容部３
３の内部空間とが同軸的に形成されている。スリーブ３３６は、ポリアセタール(ＰＯＭ)
、ポリアミド(ＰＡ)、ポリテトラフルオロエチレン(ＰＴＦＥ)等の摺動特性に優れた合成
樹脂から形成された円筒状の部材であって、その内径が支持軸３２０の外周に合わせて形
成されると共に外径が軸収容部３３３の内側に整合するよう形成されている。可動体３１
０は、スリーブ３３６を外周に嵌め合わせた支持軸３２０を支持軸通口３３２に挿通する
と共に、スリーブ３３６を軸収容部３３３に収容することで、演出体３３０の半径方向の
移動が規制され、演出体３３０が支持軸３２０に対してスリーブ３３６を介して回転可能
に支持される。スリーブ３３６は、照明手段収容体３２２の側面とこの側面に対向する端
面板部３３１の内面との間に挟まれて、照明手段収容体３２２の側面に位置規制されたス
リーブ３３６によって、演出体３３０における軸方向の移動が規制される。
【００７２】
(駆動手段)
　図２１または図２３に示すように、駆動手段３５０は、右側の可動ベース延出部３０４
の外側面に設置された駆動モータ(可動駆動源)３５１と、この駆動モータ３５１の出力軸
に固定された第１駆動歯車３５２と、演出体３３０に設けられた第２駆動歯車３５３とか
ら構成されている。駆動モータ３５１は、制御手段Ｃに制御されたパルス電力によって動
作するステッピングモータ等の位置決め制御が可能なモータが用いられている。駆動モー
タ３５１は、右側の可動ベース延出部３０４に貫通形成された出力軸通口３０４ａを介し
て該可動ベース延出部３０４の内側面から出力軸を突出させた状態で設置され、可動体３
１０側に臨む出力軸の先端に第１駆動歯車３５２が固定されている。動作ベース部材３０
２における可動ベース本体部３０３の右側部には、前方に延出する位置決め板片３０５が
設けられ(図２１(ｃ)参照)、この位置決め板片３０５が第１駆動歯車３５２の可動体３１
０側の端面の側方に位置して、第１駆動歯車３５２の左右方向(可動体３１０の軸方向)の
ブレを防いでいる。第２駆動歯車３５３は、演出体３３０における右側の端面板部３３１
に、支持軸通口３３２を囲むように一体的に設けられて、第１駆動歯車３５２と噛み合っ
ている。駆動手段３５０は、制御手段Ｃの制御下に駆動モータ３５１が回転駆動されると
、第１駆動歯車３５２を介して第２駆動歯車３５３が回転されるのに伴い、演出体３３０
を支持軸３２０の軸周りに回転動作させる。可動演出装置３００は、駆動モータ３５１の
停止状態にあっては、第１駆動歯車３５２および第２駆動歯車３５３を介してかかる駆動
モータ３５１の回転方向の抵抗により、演出体３３０の停止状態が保持される。
【００７３】
(可動演出装置の配線構造)
　図２２に示すように、可動体３１０は、演出体３３０の内部に配置された照明手段３４
０に接続される照明手段配線Ｈｓが挿通される配線通路３４４が形成された支持軸３２０
を備えている。ここで、可動演出装置３００では、駆動手段３５０が設けられた右側の支
持軸３２０と反対側の左側の支持軸３２０に配線通路３４４が設けられている。配線通路
３４４は、左側の支持軸３２０において演出部３３０の外側に突出する突出端部に設けら
れた嵌込部３２１から、該支持軸３２０と一体形成されて演出体３３０の内側に位置する
照明手段収容体３２２の照明手段設置部３２３の左側部に亘って、該支持軸３２０の軸方
向に延在するよう形成されている。配線通路３４４は、前方に開口する溝状に形成されて
おり(図２３(ｂ)参照)、その開放方向が左側の支持軸３２０の突出端面に「コ」字状に設
けられた嵌込部３２１の切欠部分の開放方向と同じになっている。配線通路３４４は、演
出体３３０の内側において照明手段収容体３２２に収容された照明基板３４２の後側に開
口するように形成され、照明基板３４２と照明手段設置部３２３との間の空間に臨むよう
に照明基板３４２の後面左側部に設けられたソケット３４２ａに配線通路３４４を通した
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照明手段配線Ｈｓが接続される。配線通路３４４は、演出体３３０の内側において照明手
段収容体３２２の左側面から左側の端面板部３３１の内面にかけて支持軸３２０の外周に
嵌め合わせたスリーブ３３６で開口が覆われる。すなわち、配線通路３４４に挿通された
照明手段配線Ｈｓが、スリーブ３３６によって該配線通路３４４から半径方向前側へ抜け
ないように位置規制される。
【００７４】
(支持軸の取付構造)
　図２１に示すように、可動ベース延出部３０４の内側面には、軸保持部３６２,３６６
が設けられた軸保持部材３６０,３６４が夫々設置されている。軸保持部３６２,３６６は
、嵌込部３２１の外周に合わせて多角形に延在する壁で囲われた凹部であって、可動体３
１０側に開口するよう形成されている。ここで、嵌込部３２１は、三方の壁および切欠部
分を挟む対向する壁の端部を結んだラインが四角形の外周を構成しているので(図２５(ｂ
)または(ｃ)参照)、これに合わせて軸保持部３６２,３６６を構成する凹部が四角形状に
形成されている(図２４または図２６参照)。また、右側の軸保持部３６２の内側には、嵌
込部３２１の切欠部分に対応する位置に軸係止片３６２ａが突設されている(図２６参照)
。すなわち、実施例の嵌込部３２１では、切欠部分が上下に対向する壁の間に形成されて
いるので、軸係止片３６２ａは、軸保持部３６２の内側において上下方向中央部前側に設
けられる。左側の軸保持部３６６には、左側の支持軸３２０に設けられた配線通路３４４
に対応して左右方向に貫通する配線通口３６６ａが設けられ、左側の動作ベース延出部３
０４に開設された配線切欠部３０４ａと配線通口３６６ａとが重なり、配線切欠部３０４
ａおよび配線通口３６６ａを介して動作ベース延出部３０４の左側から配線通路３４４に
照明手段配線Ｈｓを挿通可能になっている(図２１(ｅ)参照)。支持軸３２０は、嵌込部３
２１を対応の軸保持部３６２,３６６に嵌め合わせることで、嵌込部３２１の外周が軸保
持部３６２,３６６の内側に当接して、上下左右方向の移動および回転変位が規制された
状態で保持される。特に右側の支持軸３２０は、嵌込部３２１を軸保持部３６２に嵌め合
わせることで、嵌込部３２１の切欠部分に軸係止片３６２ａが嵌まるから、支持軸３２０
の回転変位が軸係止片３６２ａとの係合によっても規制される。
【００７５】
(照明手段配線)
　前記照明手段配線Ｈｓは、一端が設置板部４１の左上角隅部に設置された左上中継基板
５０(図１１参照)に接続され、左側の動作ベース延出部３０４の配線切欠部３０４ａおよ
び軸保持部３６６の配線通口３６６ａを介して、左側の軸保持部３６６に保持された支持
軸３２０の配線通路３４４を挿通して、演出体３３０の内部に配置された照明手段３４０
のソケット３４２ａに他端が接続される。可動体３１０は、軸保持部３６２,３６６や動
作ベース延出部３０４を弾性変形させて、対向する軸保持部３６２,３６６間の間隔を広
げることで、嵌込部３２１を軸保持部３６２,３６６に対して前側から着脱可能に構成さ
れている。ここで、左側の動作ベース延出部３０４の配線切欠部３０４ａおよび左側の軸
保持部３６６の配線通口３６６ａは、前側が開口するよう切り欠き形成されているので、
可動体３１０の着脱に伴って、配線切欠部３０４ａおよび配線通口３６６ａに照明手段配
線Ｈｓを簡単に通すことができる。なお、配線通口３６６ａは、軸保持部３６６(配線通
路３４４)の上下の幅より小さく設定されて、照明手段配線Ｈｓの抜け止めが図られてい
る。
【００７６】
(可動位置検知手段)
　可動演出装置３００は、演出体３３０の原点位置を検知する可動位置検知手段３７０,
３７２を備えている。可動位置検知手段は、左側の可動ベース延出部３０４の内側面に設
けられた可動フォトセンサ３７０と、演出体３３０における左側の端面板部３３１に可動
フォトセンサ３７０に対向するように設けられた可動検知片３７２とから構成されている
(図２３(ｂ)参照)。可動検知片３７２は、周面の一部が切り欠かれた円筒形状に形成され
、可動フォトセンサ３７０の投光部と受光部との間を通過するように設置されている。な
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お、可動演出装置３００は、演出体３３０の原点位置で第１表示面３１２が遊技盤２０の
前側に臨むように設定されている。
【００７７】
(作動演出装置)
　図２７に示すように、作動演出装置４００は、表示開口部４０ａの右側に移動可能に設
けられた第１の装飾体としての右部作動体(作動体)４１０およびこの右部作動体４１０を
移動させる右部作動手段(作動手段)４５０を有する右部作動ユニット４０２Ａと、表示開
口部４０ａの左側に移動可能に設けられた第１の装飾体としての左部作動体(作動手段)４
１０およびこの左部作動体４１０を移動させる左部作動手段(作動手段)４５０を有する左
部作動ユニット４０２Ｂとを備えている。作動演出装置４００は、左右の作動体４１０,
４１０が表示開口部４０ａを挟んで設置板部４１における左右の辺部に配置され、左右の
作動体４１０が互いに接離するように進退移動される(図２７参照)。すなわち、作動演出
装置４００は、表示開口部４０ａを介して前側に臨む表示部１３ａを左右に挟んで一対の
作動体４１０,４１０が配設され、一対の作動体４１０,４１０が左右方向にスライド移動
するよう配設されている。作動演出装置４００は、左右の作動体４１０および対応の作動
手段４５０の構成が、その配置が左右対称であるものの、基本的な構成要素が同じである
ので、一方の作動ユニット４０２Ａ,４０２Ｂについて具体的に説明する。なお、左右の
作動ユニット４０２Ａ,４０２Ｂにおいて構成要素を区別する場合は、表示開口部４０ａ
の右側に位置する右部作動ユニット４０２Ａの構成要素には名称に「右部」を付け、表示
開口部４０ａの左側に位置する左部作動ユニット４０２Ｂの構成要素には名称に「左部」
を付ける。
【００７８】
　前記右部作動ユニット４０２Ａは、右部作動体４１０および右部作動手段４５０が、設
置板部４１の右側辺部前面から前方へ離間配置された右部作動ベース部材４０４に設置さ
れて、右部作動体４１０が第２移動演出装置２００における第２従動側支持組２２０Ｂの
前側に配置される(図４(ｂ)参照)。また、左部作動ユニット４０２Ｂは、左部作動体４１
０および左部作動手段４５０が、設置板部４１の左側辺部前面から前方へ離間配置された
左部作動ベース部材４０４に設置されて、左部作動体４１０が第２移動演出装置２００に
おける第２駆動側支持組２２０Ａの前側に配置される(図４(ａ)参照)。作動演出装置３０
０では、左右の作動ユニット４０２Ａ,４０２Ｂの夫々が、作動ベース部材４０４を介し
て設置板部４１に着脱し得る１つのユニットとして取り扱い可能になっている。作動演出
装置４００は、制御手段Ｃによる左右の作動手段４５０,４５０の制御下に、左右の作動
体４１０,４１０が同期して動作可能に構成される。すなわち、作動演出装置４００は、
一対の作動体４１０,４１０が表示開口部４０ａから臨む表示部１３ａの横側に退避した
待機位置(図２、図１１および図２７(ａ)参照)から互いに近接するように同期してスライ
ド移動されて、表示部１３ａの前側を覆う作動位置(図３および図２７(ｃ)参照)とされる
。また、作動演出装置４００は、一対の作動体４１０,４１０が作動位置から互いに離間
するように同期してスライド移動されて、夫々の待機位置に戻される。
【００７９】
(作動ベース部材)
　前記作動ベース部材４０４は、透明な合成樹脂製の板状の部材であって、板面を設置板
部４１の側辺部前面と平行させた状態で、設置板部４１の前面に立設された下部区画壁４
４やボス(図示せず)や周壁部４２等によって設置板部４１から離間させて支持されている
。作動ベース部材４０４と設置板部４１との間には、内方(表示開口部４０ａ側)が開放し
た収容空間が画成され、この収容空間に第２移動機構２２０の前述した支持組２２０Ａ,
２２０Ｂが設置され、当該支持組２２０Ａ,２２０Ｂに支持された第２移動体２１０の端
部が収容空間を通過すると共に、収容空間に第１移動体１１０を収容し得るようになって
いる。
【００８０】
(作動体)
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　図３または図１１に示すように、作動体４１０は、設置板部４１の側辺部前側に重なっ
て表示開口部４０ａから臨む表示部１３ａの側方(周辺)に位置する待機位置および表示部
１３ａの前側に重なる作動位置の間でスライド移動可能に支持されている。作動体４１０
は、待機位置において遊技盤２０または枠状装飾体２８の後側に部分的または全部が隠さ
れている(図２参照)。左部作動体４１０は、待機位置において枠状装飾体２８および遊技
盤２０の後側に大部分が隠れて、遊技盤２０の前側から判別し難くなっている。これに対
して、右部作動体４１０は、待機位置において、右部作動ベース部材４０４の右縁前側に
該右部作動ベース部材４１０の前面から離間するように設けられた作動体装飾部４０７の
後側に右側部が隠される。作動体４１０は、作動位置において遊技盤２０または枠状装飾
体２８(右部作動体４１０であれば作動体装飾部４０７も含む)の後側から表示部１３ａの
前側に進出して、該作動体４１０における遊技盤２０の前側から視認可能な領域が広がる
よう構成されている。一方、表示部１３ａは、待機位置から作動位置に作動体４１０が向
けうにつれて、作動体４１０によって隠される領域が大きくなって遊技盤２０の前側から
視認可能な領域が狭くなる(図３参照)。
【００８１】
　図４または図２７に示すように、作動体４１０は、前後に重ねて設けられた複数の作動
分体４１２,４２２から構成され、待機位置と作動位置との間の動作につれて前後の作動
分体４１２,４２２が重なったり(図２７(ａ)参照)、互いにずれたり(図２７(ｃ)参照)す
るよう構成されている。実施例の作動体４１０は、２枚の作動分体４１２,４２２で構成
され、後側に位置する作動分体を第１作動分体４１２といい、第１作動分体４１２の前側
に位置する作動分体を第２作動分体４２２という。各作動分体４１２,４２２は、板状に
形成されて、板面が作動ベース部材４０４の前面と平行するように配設されている。作動
体４１０は、前後の作動分体４１２,４２２の重なり状態(以下、分体重複状態という)で
左右方向(作動方向)の幅が小さくなり(図２７(ａ)参照)、前後の作動分体４１２,４２２
が互いにずれた状態(以下、分体拡開状態という)で、全体として左右方向の幅が広くなる
(図２７(ｃ)参照)。
【００８２】
　図２７に示すように、作動体４１０は、第１作動分体４１２の前面に施された意匠と、
第２作動分体４２２の前面に施された意匠とが、関連性を持たせて形成されている。作動
体４１０は、分体重複状態で第２作動分体４２２の後側に第１作動分体４１２が隠れる態
様から分体拡開状態に移行すると、第２作動分体４２２より内側に延出するようにずれて
、前側に臨む第１作動分体４１２の意匠と第２作動分体４２２の意匠とが繋がって、一連
なりの意匠を構成するようになっている(図２７(ｃ)参照)。右部作動ユニット４０２Ａだ
けに設けられる作動カバー部４０７は、右部作動体４１０における第１および第２作動分
体４１２,４２２の意匠と関連性を持たせて形成されている。そして、右部作動ユニット
４０２Ａは、右部作動体４１０が作動位置でかつ分体拡開状態となることで、右部枠体装
飾部３０から作動体装飾部４０７、第２作動分体４２２および第１作動分体４１２にかけ
てこれらの意匠が繋がって、意匠体の右側部分を構成するようになっている(図３参照)。
また、左部作動ユニット４０２Ｂは、左部作動体４１０が作動位置でかつ分体拡開状態と
なることで、左部枠体装飾部３１から第２作動分体４２２および第１作動分体４１２にか
けてこれらの意匠が繋がって、意匠体の左側部分を構成するようになっている(図３参照)
。実施例では、下部発光装置４８の前面に施された意匠が、作動体４１０の意匠に合わせ
て形成され(図１１参照)、左右の作動体４１０,４１０が作動位置でかつ分体拡開状態と
なることで、下部発光装置４８の意匠と左右の作動体４１０,４１０の意匠が繋がって、
意匠体の下部を構成するようになっている。
【００８３】
(作動体の支持構造)
　図２８～図３１に示すように、作動体４１０は、作動ベース部材４０４に対して２つの
支持部材４３０,４４０によって第１作動分体４１２(最後尾の作動分体)が左右方向にス
ライド移動可能に支持される。作動体４１０は、第１作動分体４１２(前後に重なる作動
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分体のうちの後側の作動分体)に対して第２作動分体４２２(前後に重なる作動分体のうち
の前側の作動分体)がスライド移動可能に支持されている。すなわち、前後に重なり合う
２つの作動分体４１２,４２２は、左右方向に相対的にスライド移動可能に構成され、２
枚の作動分体４１２,４２２からなる作動体４１０全体として、最後尾の第１作動分体４
１２に繋がった作動手段４５０によって左右方向にスライド移動される。図２８に示すよ
うに、作動ベース部材４０４の前面には、作動体４１０の上部を支持する第１支持部材４
３０が上部に配置され、作動体４１０の下部を支持する第２支持部材４４０が下部に配置
されている。
【００８４】
(第１支持部材)
　図３１または図３２に示すように、第１支持部材４３０は、作動体４１０の作動方向で
ある左右方向に延在するように、作動ベース部材４０４の前面に配設されたスライドレー
ル４３２と、ボールベアリング４３６を介してスライドレール４３２に対して左右方向に
スライド可能に支持されたスライダー４３４とから構成されている。そして、スライダー
４３４の前面には、第１作動分体４１２が固定されている。より具体的に説明すると、第
１支持部材４３０は、前方に開放した略断面「コ」字状のスライドレール４３２と、後方
に開放した略断面「コ」字状のスライダー４３４との間に、ボールベアリング４３６が収
容されている(図３２)。ボールベアリング４３６は、本体における上下の面の夫々に左右
方向に延在する円弧状の溝が前後に離間して２条設けられ、後側の溝とスライドレール４
３２の壁と間に金属球４３６ａが挟持されると共に、前側の溝とスライダー４３４の壁と
の間に金属球(何れも図示せず)が挟持されている。第１支持部材４３０は、設置部材４０
側に固定されるスライドレール４３２に対してスライダー４３４が左右方向(作動体４１
０の作動方向)のスライド移動が許容される一方、前後および上下(作動体４１０の作動方
向と直交する方向)の移動が規制される。このように、作動体４１０(第１作動分体４１２
)は、第１支持部材４３０によって左右方向のスライド移動が許容される一方、前後およ
び上下の移動が規制される。
【００８５】
(第２支持部材)
　図２７に示すように、第２支持部材４４０は、第１支持部材４３０と上下方向(作動体
４１０の作動方向と直交する方向)に離間して、作動ベース部材４０４の下部前面に設け
られている。第２支持部材４４０は、表示開口部４０ａの下側に位置して、表示開口部４
０ａの下縁に沿って左右方向に延在するように配置される。第２支持部材４４０は、左右
方向(作動方向)に延在するよう形成されたガイド溝４４２を備えている(図５(ｂ)参照)。
ガイド溝４４２は、前後に対向する壁の間に上方に開放するように画成され、最後尾の第
１作動分体４１２の下端に下方へ延出形成されたガイド片４１３(図３１参照)が挿入され
る。ここで、第２支持部材４４０は、ポリアセタール(ＰＯＭ)、ポリアミド(ＰＡ)、ポリ
テトラフルオロエチレン(ＰＴＦＥ)等の摺動特性に優れた合成樹脂から形成される。第２
支持部材４４０は、ガイド溝４４２に挿入されたガイド片４１３を前後の壁に挟んで、作
動体４１０(第１作動分体４１２)の左右方向の移動を許容する一方、作動体４１０(第１
作動分体４１２)の前後方向の移動を規制している。なお、ガイド片４１３の前後の面に
は、左右方向に延在する凸条４１３ａが設けられて(図２８～図３１参照)、この凸条がガ
イド溝４４２の壁に当接することで摺動負荷を軽減している。
【００８６】
　図２８～図３１に示すように、作動体４１０は、後側に位置する第１作動分体４１２に
左右方向に延在するように設けられたスライド溝４１４に、前側に位置する第２作動分体
４２２に設けられたスライド軸４２３が挿入され、該スライド軸４２３がスライド溝４１
４に左右方向に移動可能に支持される。第１作動分体４１２には、上下方向に離間して２
条のスライド溝４１４,４１４が並行するように設けられている。 図３３に示すように、
第２作動分体４２２の後面には、左右方向に離間配置された一対のスライド軸４２３,４
２３が、上側のスライド溝および下側のスライド溝の夫々に対応するように設けられ、１
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つのスライド溝４１４に対して左右２つのスライド軸４２３,４２３が嵌るようになって
いる。
【００８７】
(作動手段)
　図３１に示すように、作動手段４５０は、作動体４１０の下側(作動体４１０の作動方
向と直交する横側)に配置された作動モータ(作動駆動源)４５１と、作動体４１０に対し
て作動モータ４５１と同じ下側に配置され、該作動モータ４５１の回転駆動に連係して回
転される作動回転体４５２と、この作動回転体４５２と作動体４１０(第１作動分体４１
２)とを繋ぐ作動アーム４５３とを備えている。作動モータ４５１は、制御手段Ｃに制御
されたパルス電力によって動作するステッピングモータ等の位置決め制御が可能なモータ
が用いられている。作動モータ４５１は、作動ベース部材４０４の下部後面に、出力軸を
前方に向けた姿勢で設置される。作動モータ４５１は、第２移動演出装置２００における
連結シャフト２５６の下方に位置して、設置板部４１の前面と作動ベース部材４０４の後
面との間のスペースを用いて設置される。作動ベース部材４０４の前側に突出する作動モ
ータ４５１の出力軸の先端には作動出力歯車４５４が固定され、この作動出力歯車４５４
が作動ベース部材４０４の前面に回転可能に設けられた作動中継歯車４５５に噛み合って
いる(図２８～図３０参照)。作動中継歯車４５５は、作動出力歯車４５４と、作動ベース
部材４０４の前面において作動出力歯車４５４の斜め上側に回転可能に配置された作動回
転体４５２との間に配置され、作動回転体４５２の周面に形成された歯部４５２ａに噛み
合っている。作動出力歯車４５４、作動中継歯車４５５および作動回転体４５２の前側は
、作動ベース部材４０４の前面に取り付けられた作動ケース部４５６で覆われて、作動出
力歯車４５４、作動中継歯車４５５および作動回転体４５２の回転軸の前端が作動ケース
部４５６に設けられた軸受凹部４５６ａに位置決めされている。　
【００８８】
　図２８～図３０に示すように、作動アーム４５３は、作動回転体４５２において該作動
回転体４５２の径方向に延出するよう設けられると共に、その延出端が第１作動分体４１
２に回転可能に接続され、作動回転体４５２の回転に伴って延出端が左右方向に揺動され
る。作動アーム４５３は、作動ケース部４５６の上端縁から突出した部位で前後方向にク
ランク状に折れ曲がって、延出端側が作動回転体４５２に繋がる根元側と比べて前側に位
置し、該延出端側が第１作動分体４１２の前側に延在している(図２８～図３０参照)。作
動アーム４５３の延出端には、後方に開口するアーム接続溝４５３ａが設けられ(図２８
～図３０参照)、下側のスライド溝４１４の上方に位置して第１作動分体４１２の外側縁
部前面に突設されたアーム接続軸４１５に対してアーム接続溝４５３ａを前側から嵌め合
わせて、作動アーム４５３の延出端が第１作動分体４１２と接続される(図３２参照)。ア
ーム接続溝４５３ａは、作動アーム４５３における延出端の揺動方向の寸法がアーム接続
軸４１５と略同一に設定されると共に、作動アーム４５３の延出方向の寸法がアーム接続
軸４１５よりも長く設定され、作動アーム４５３の揺動に伴う延出端とアーム接続軸４１
５とのズレがアーム接続溝４５３ａによって許容される。作動アーム４５３は、延出端側
が外方が凸になると共に内方が凹になるよう湾曲され(図２８～図３０参照)、下側のスラ
イド溝４１４およびこのスライド溝４１４に支持される下側のスライド軸４２３と干渉し
ないよう構成され、スライド溝４１４にスライド軸４２３を介して支持された第２作動分
体４２２のスライド移動範囲を確保しつつ、作動アーム４５３の揺動範囲を確保している
。作動アーム４５３は、アーム接続軸４１５に対してアーム接続溝４５３ａを前側から被
せた状態で接続され、第１作動分体４１２に対して第２作動分体４２２を取り付けること
で、延出端が第１作動分体４１２と第２作動分体４２２との間に位置して抜け止めされる
(図３２参照)。
【００８９】
　図２８～図３０に示すように、作動アーム４５３の延出端は、第１作動分体４１２(作
動体４１０)における作動モータ４５１に近い側である下側に偏倚した部位に接続されて
いる。そして、作動体４１０の第１作動分体４１２は、作動モータ４５１より遠い側とな
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る上側が第１支持部材４３０のスライダー４３４に固定されて、該第１支持部材４３０に
より上下および前後に移動規制された状態で支持される。また、第１作動分体４１２は、
作動モータ４５１に近い側となる下側が第２支持部材４４０のガイド溝４４２に前後方向
に移動規制された状態で支持される。このように、作動ユニット４０２Ａ,４０２Ｂは、
作動モータ４５１に近い側から作動体４１０に作動手段４５０より力が加えられ、作動体
４１０において力が加えられる部位から遠い上側を、ボールベアリング４３６を用いて摺
動負荷を軽減し得る第１支持部材４３０で支持して作動手段４５０にかかる負荷を軽減し
、作動体４１０において力が加えられる部位から近い下側を、構成が簡単な第２支持部材
４４０で支持している。
【００９０】
　前記作動体４１０は、待機位置で前後の作動分体４１２,４２２が分体重複状態になる
よう構成され(図２７(ａ)参照)、作動位置において後側の第１作動分体４１２が前側の第
２作動分体４２２に連なって表示部１３ａ側に延出する分体拡開状態になるよう構成され
ている(図２７(ｃ)参照)。また、作動体４１０は、待機位置および作動位置の間に係止位
置が設定され(図２７(ｂ)、図２７(ｂ)、図２９および図３１(ｂ)参照)、作動位置と係止
位置の間で第１作動分体４１２および第２作動分体４２２が分体重複状態を保ったまま移
動される一方、係止位置と作動位置との間で第２作動分体４２２から分離して第１作動分
体４１２だけが移動されて、前記分体拡開状態になる。このように、作動体４１０は、作
動手段４５０による第１作動分体４１２のスライド移動に伴って第２作動分体４２２が移
動または分離させられる。
【００９１】
(第１磁着手段)
　図２８～図３０に示すように、作動体４１０は、前後の作動分体４１２,４２２の一方
に設けられた磁石からなる第１磁着体４６０と、前後の装飾体４１２,４２２の他方に設
けられ、第１磁着体４６０に引き付けられる磁石または磁性体からなる第２磁着体４６１
とから構成され、第１磁着体４６０および第２磁着体４６１の引き合いによる磁着によっ
て前後の作動分体４１２,４２２を分体重複状態で保持する第１磁着手段(磁着手段)を有
している。実施例では、第１作動分体４１２に第１磁着体４６０が設けられ、第２作動分
体４２２に第２磁着体４６１が設けられている。第１作動分体４１２には、上側のスライ
ド溝４１４の下側近傍に、前方および外側方に開口する凹状に形成された磁着体凹部４１
６が設けられ(図２８参照)、この磁着体凹部４１６の内側面に対向するように第１磁着体
４６０が第１作動分体４１２の後面に設置される。実施例の第２磁着体４６１は、磁石に
引き付けられる鉄等の磁性体が用いられている。図３３に示すように、第２磁着体４６１
は、第２作動分体４２２の後面から突出して磁着体凹部４１６に挿通するよう設置されて
いる。第２磁着体４６１は、分体重複状態において磁着体凹部４１６の内側面に当接して
(図２８参照)、磁着体凹部４１６の内側面に対向配置された第１磁着体４６０の磁力によ
り該内側面から離間する方向への移動が規制される。第２磁着体４６１は、分体拡開状態
において磁着体凹部４１６の内側面から相対的に離間して(図２９および図３０参照)、第
１磁着体４６０の磁力の影響を受けないようになっている。
【００９２】
(第２作動分体の係止構造)
　図２８～図３０および図３３に示すように、作動体４１０は、第２作動分体４２２の上
端部に設けられた分体当接部４２４が、作動ベース部材４０４の上端前面に設けられた分
体摺動部４０５に沿ってスライド移動するよう構成されている。分体当接部４２４は、第
２作動分体４２２の後面から後方に突出するように設けられている。作動ベース部材４０
４の上端縁に前方へ向けて立ち上がって左右方向に延在する上縁壁と、この上縁壁の下方
に設けられた第１作動分体４１２の上面との間に形成された分体摺動部４０５に、分体当
接部４２４が左右方向に移動可能な状態で収容される。ここで、分体摺動部４０５は、待
機位置にある作動体４１０の内縁に合わせて形成された作動ベース部材４０４の内縁部よ
り内側へ向けて延出するよう形成されて、表示開口部４０ａの上側に位置して該表示開口
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部４０ａの上縁に沿って左右方向に延在している。分体当接部４２４は、ポリアセタール
(ＰＯＭ)、ポリアミド(ＰＡ)、ポリテトラフルオロエチレン(ＰＴＦＥ)等の摺動特性に優
れた合成樹脂から形成されて、分体摺動部４０５の前面に形成された凸条に、該分体当接
部４２４の後面が当接される。
【００９３】
　図２８～図３０に示すように、分体摺動部４０５の内側の端部には、第２作動分体４２
２の分体当接部４２４と当接することで、作動体４１０の待機位置から作動位置への移動
の途中(前述の係止位置)で第２作動分体４２２の作動位置側への移動を規制する分体係止
部(係止部)４０６が設けられている。分体係止部４０６は、分体摺動部４０５に収容され
た分体当接部４２４に対して待機位置から作動位置に向けた移動方向前側に位置して前方
に立ち上がる壁部分であって、待機位置と係止位置との間において第２作動分体４２２の
左右方向のスライド移動を許容するよう構成される。図２９に示すように、分体係止部４
０６は、第２作動分体４２２の分体当接部４２４の係止位置を越えた作動位置側への移動
を規制することで、第１作動分体４１２における係止位置を越えた作動位置側への変位に
伴って、第１磁着体４６０と第２磁着体４６１とが引き離されて、係止位置と作動位置と
の間では第１作動分体４１２だけが第２作動分体４２２と独立して移動される(図３０参
照)。
【００９４】
　図２８に示すように、作動体４１０は、分体重複状態において内側に位置するスライド
軸４２３がスライド溝４１４の内側の端縁に係止され、分体拡開状態においてスライド軸
４２３に対してスライド溝４１４が相対的に内側へ変位して、外側に位置するスライド軸
４２３がスライド溝４１４の外側の端縁に係止される(図３０参照)。すなわち、作動体４
１０は、分体重複状態において第２作動分体４２２に対して第１作動分体４１２の相対的
に内側へ向かう変位が許容され、分体拡開状態において第２作動分体４２２に対して第１
作動分体４１２が相対的に外側へ向かう変位が許容される。作動体４１０は、待機位置と
係止位置との間において、第１作動分体４１２の作動位置側への変位に対して第２作動分
体４２２が第１磁着手段４６０,４６１の磁着のみにより追従して変位するよう構成され
る。また、作動体４１０は、第１作動分体４１２の待機位置側への変位に対して第２作動
分体４２２が、内側に位置するスライド軸４２３およびスライド溝４１４の内側の端縁の
係止並びに第１磁着手段４６０,４６１の磁着によって追従して変位するようになってい
る。そして、作動体４１０は、作動位置での分体拡開状態において、外側に位置するスラ
イド軸４２３にスライド溝４１４の外側の端縁が係止されて、第１作動分体４１２の内方
への移動が規制される(図３０参照)。
【００９５】
　このように、作動体４１０は、分体係止部４０６によって第２作動分体４２２が移動規
制されるまでは、第１磁着体４６０と第２磁着体４６１との磁着下に、第１作動分体４１
２に接続された作動アーム４５３の揺動に伴って前後の作動分体４１２,４２２が分体重
複状態で一体的に移動される(図２７(ａ)および(ｂ)参照)。また、作動体４１０は、分体
係止部４０６によって第２作動分体４２２が移動規制されることで、第１磁着体４６０と
第２磁着体４６１との磁着が解除されて第１作動分体４１２だけが移動し、作動位置にお
いて第１作動分体４１２が第２作動分体４２２の内側に連なって表示部１３ａ側に延出す
る分体拡開状態となる(図２７(ｃ)参照)。そして、作動体４１０は、作動位置から待機位
置に向けて第１作動分体４１２を移動すると、係止位置でスライド溝４１４にスライド軸
４２３が引っ掛かると共に第１磁着体４６０と第２磁着体４６１とが磁着されて、係止位
置を越えて待機位置側への移動に際して前後の作動分体４１２,４２２が分体重複状態で
一体的に移動される。
【００９６】
(第２磁着手段)
　図２９に示すように、各作動体ユニット４０２は、係止位置で第２作動分体４２２を保
持する第２磁着手段４６２,４６３を備えている。第２磁着手段は、分体係止部４０６に
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設けられて、磁石からなる第３磁着体４６２と、分体係止部４０６に当接する第２作動分
体４２２の分体当接部４２４に設けられ、第３磁着体４６２に引き付けられる磁石または
磁性体からなる第４磁着体４６３とから構成される。第４磁着体４６３は、磁石に引き付
けられる鉄等の磁性体が用いられ、実施例では分体当接部４２４における分体係止部４０
６への当接面を構成する板金からなる。第２磁着手段４６２,４６３は、分体係止部４０
６に分体当接部４２４が当接することで移動規制された第２作動分体４２２を、第３磁着
体４６２と第４磁着体４６３との引き合いにより係止位置で保持するようになっている。
また、第３磁着体４６２および第４磁着体４６３の引き合い力は、第１磁着体４６０およ
び第２磁着体４６１の引き合い力よりも弱く設定される。
【００９７】
(作動位置検知手段)
　前記作動ユニット４０２Ａ,４０２Ｂは、作動体４１０の待機位置を検知する作動位置
検知手段４７０,４７２を備えている。作動位置検知手段は、作動回転体４５２の外側方
に設けられた作動フォトセンサ４７０と、作動回転体４５２に設けられ、作動回転体４５
２の周面から半径方向外側に延出する作動検知片４７２とから構成されている(図２８～
図３０参照)。作動ユニット４０２Ａ,４０２Ｂでは、表示開口部４０ａの下方に位置する
第２移動体２１０の基準位置において、表示部１３ａの前側から退避した作動体４１０の
待機位置において、作動検知片４７２が作動フォトセンサ４７０の投光部と受光部との間
に臨み(図２８参照)、作動フォトセンサ４７０よって作動検知片４７２が検知される。一
方、作動体４１０が待機位置から移動すると、作動検知片４７２が作動フォトセンサ４７
０の投光部と受光部との間から外れ(図３０参照)、作動フォトセンサ４７０が作動検知片
４７２の非検知状態となる。なお、制御手段Ｃは、作動フォトセンサ４７０の検知信号を
受けて、作動モータ４５１の停止等の所定の制御を行う。
【００９８】
(作動体電飾手段)
　前記作動体４１０を構成する第１作動分体４１２および第２作動分体４２２は、光を透
過可能な合成樹脂の成形品であって、遊技盤２０の前側に臨む前面等の所要部位に光拡散
処理が施されている。作動体４１０は、光を照射し得る作動体電飾手段(電飾手段)４１７
を備え(図３１参照)、作動体４１０における光拡散処理が施された部位が作動体電飾手段
４１７によって照明される。実施例の作動体４１０では、第１作動分体４１２のみに作動
体電飾手段４１７が設置され、第１作動分体４１２の移動につれて作動体電飾手段４１７
も一体的に移動するようになっている。作動体電飾手段４１７は、第１作動分体４１２の
後側に配設されて、前方へ光を照射し得るＬＥＤ等の発光体を前面に複数備えた基板から
構成され、発光体から照射した光によって第１作動分体４１２の前面および該第１作動分
体４１２の前側に重なる第２作動分体４２２の前面を照らすよう構成される。
【００９９】
(作動ベース電飾手段)
　図３０に示すように、作動ベース部材４０４には、光を照射し得る作動ベース電飾手段
４０８が設けられている。作動ベース部材４０４は、光を透過可能に構成されて、該作動
ベース部材４０４の後側に作動ベース電飾手段４０８が設置される。作動ベース電飾手段
４０８は、前方へ光を照射し得るＬＥＤ等の発光体４０８ａを前面に複数備えた基板から
構成される。作動ベース電飾手段４８０は、作動体４１０の待機位置において該作動体４
１０の後側に発光体４０８ａが隠されている(図２８参照)。作動体４１０は、作動位置に
移動することで、作動ベース電飾手段４０８における発光体４０８ａの前側を開放するよ
うになっている(図３０参照)。右部作動ユニット４０２Ａでは、右部作動ベース電飾手段
４０８の発光体４０８ａが作動体装飾部４０７および右部枠体装飾部３０の後側に配置さ
れ、制御手段Ｃの制御下に該発光体４０８ａから前方に照射した光によって作動体装飾部
４０７および右部枠体装飾部３０が発光される。左部作動ユニット４０２Ｂでは、左部作
動ベース電飾手段４０８の発光体４０８ａが左部枠体装飾部３１の後側に配置され、制御
手段Ｃの制御下に該発光体４０８ａから前方に照射した光によって左部枠体装飾部３１が
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発光される。
【０１００】
(動作演出装置)
　図１１に示すように、動作演出装置５００は、右部作動ユニット４０２Ａの前側に設け
られている。図３４～図３７に示すように、動作演出装置５００は、右部作動ユニット４
０２Ａにおける右部作動ケース部４５６の前面に設置された動作ベース部材５０２に動作
可能に支持された動作体５１０と、動作ベース部材５０２に配設され、動作体５１０を動
作させる動作機構５５０とを備えている。動作演出装置５００は、動作体５１０が標準位
置から複数の動作位置に動作可能に配設され、動作機構５５０の動作モータ(動作駆動源)
５５１により動作されることで各動作位置で指し示す方向が変わるよう構成されている(
図２または図１１参照)。ここで、動作体５１０が指し示す方向とは、動作体５１０の形
状や模様、または動作位置間での動作と異なる動作や発光等の視認態様の変化等に基づい
て、遊技盤２０の前側から動作体５１０が指向していることが判る向きをいう。実施例の
動作演出装置５００では、動作体５１０が銃器の如き形状に形成されて、その先端部(銃
口)が指向する方向が動作体５１０が指し示す方向となる。動作演出装置５００は、動作
体５１０が右部作動体４１０の前側に位置して表示部１３ａの前側から退避した標準位置
(図２または図１１の実線参照)と、動作体５１０が表示部１３ａの前側に位置した第１～
第５動作位置(図２または図１１の二点鎖線参照)に動作するよう構成される。動作体５１
０は、標準位置において、右部作動ユニット４０２Ａの作動体装飾部４０７に設けられた
演出部４０７ａを指向している。また、動作体５１０は、第１～第５動作位置において、
可動体３１０の表示面３１２,３１３,３１４,３１５に設けられた演出部３１６を指向し
ている。
【０１０１】
　実施例では、第１表示面３１２および第２表示面３１３に並んだ５つの３１６に対して
、動作体５１０の第１動作位置において最も左側に位置する演出部３１６を指向し、動作
体５１０の第２動作位置において左から２番目に位置する演出部３１６を指向し、動作体
５１０の第３動作位置において中央に位置する演出部３１６を指向し、動作体５１０の第
４動作位置において右から２番目に位置する演出部３１６を指向し、動作体５１０の第５
動作位置において最も右側に位置する演出部３１６を指向している。第３表示面３１４に
並んだ４つの演出部３１６に対して、動作体５１０の第１動作位置において最も左側に位
置する演出部３１６を指向し、動作体５１０の第２動作位置において左から２番目に位置
する演出部３１６を指向し、動作体５１０の第３動作位置において左から３番目に位置す
る演出部３１６を指向し、動作体５１０の第４動作位置において最も右側に位置する演出
部３１６を指向している。そして、第４表示面３１５に形成された１つの演出部３１６に
対して、動作体５１０の第３動作位置において指向するようになっている。
【０１０２】
(動作ベース部材)
　図３７に示すように、動作ベース部材５０２は、前側に開口する略トレイ形状に形成さ
れ、該動作ベース部材５０２の後側部分を構成する後部ベース部５０３と、後側に開口す
る略トレイ形状に形成され、後部ベース部５０３の前端に整合して該動作ベース部材５０
２の前側部分を構成する前部ベース部５０４とから構成される。動作ベース部材５０２に
は、後部ベース部５０３と前部ベース部５０４との間に空間が画成され、この空間に動作
機構５５０の後述する歯車群５５２,５５３,５５４,５５５が収容されて、これらの歯車
群が配線等の他の部材と干渉しないようになっている。
【０１０３】
(動作体)
　図３４に示すように、動作体５１０は、遊技盤２０の前側から視認可能な意匠形状が銃
器を模して全体として長尺に形成され、銃床側となる長手方向一端部(下端部)が動作ベー
ス部材５０２に対して、前後方向に軸線が延在する動作軸５１１(図３５または図３６参
照)を介して回転可能に支持されている。動作体５１０は、下端部を支持する動作軸５１
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１の半径方向上側に長手が延在して、銃口側となる長手方向他端部(上端部)が基本的に水
平面より上方を指向するようになっている。動作体５１０は、動作機構５５０によって動
作軸５１１を中心として遊技盤２０の盤面に沿う方向に揺動され、揺動動作につれて上端
部が指向する向きが変化する。ここで、動作体５１０が標準位置および各動作位置におい
て指し示す位置には、照明手段３４０や右部作動ベース電飾手段４０８等の演出手段によ
って演出態様を変化し得る演出部３１６,４０７ａが設けられている。また、動作体５１
０は、複数の動作位置への揺動動作とは別に、動作位置で該動作体が指し示す演出部３１
６,４０７ａに対して進退ソレノイド(進退駆動源)３３１を備えた進退移動機構５３０に
より進退移動するよう構成されている(図３６参照)。なお、動作体５１０は、その意匠形
状のなす長手方向に沿って進退移動される。
【０１０４】
　図３５および図３６に示すように、動作体５１０は、動作軸５１１に回転可能に支持さ
れたスライドベース５１２と、このスライドベース５１２の前側にスライド移動可能に支
持されたスライド本体５１８と、スライドベース５１２に対してスライド本体５１８をス
ライド移動させる進退移動機構５３０とを備えている。また、動作体５１０は、スライド
本体５１８の後側に配設されて、該スライド本体５１８に設けられた動作光透過部５１９
を発光させる動作発光手段５２４を備えている(図３７参照)。
【０１０５】
　図３７に示すように、スライドベース５１２は、スライド本体５１８を支持する上側部
分と比べて、動作軸５１１に支持される下側部分が後方に位置するようにクランク状に屈
曲形成されて、この下側部分が動作機構５５０の動作回転体５５２の前面に固定されてい
る。スライドベース５１２の上側部分には、動作軸５１１の半径方向に沿って長手が延在
する動作スライド孔５１３が前後に貫通形成されている(図３６参照)。なお、スライドベ
ース５１２には、スライド本体５１８の進退移動方向およびこの進退移動方向と交差する
横方向にずらして２つの動作スライド孔５１３,５１３が設けられている。一方、スライ
ド本体５１８の後側には、動作スライド孔５１３,５１３の夫々に対応して、スライド本
体５１８の進退移動方向に並ぶ一対の動作スライドボス５２０,５２０が後方へ向けて突
出形成されている。なお、動作スライドボス５２０は、動作発光手段５２４を保持してス
ライド本体５１８の後面に固定される発光手段保持部５２５の後面に設けられている。動
作体５１０は、一対の動作スライドボス５２０,５２０が対応の動作スライド孔５１３に
嵌り、動作スライドボス５２０の動作スライド孔５１３の長手に沿う移動が許容される一
方、該動作スライドボス５２０における動作スライド孔５１３の短手方向の移動が規制さ
れる。
【０１０６】
　図３４(ａ)および図３７に示すように、スライド本体５１８は、動作体５１０において
遊技盤２０の前側から視認可能な意匠部分を形成している。スライド本体５１８には、動
作光透過部５１９が動作軸５１１側における左右方向中央部に位置して、該スライド本体
５１８の進退移動方向(動作体５１０の長手方向)に沿って設けられている。動作光透過部
５１９は、光を透過可能で、かつ光拡散処理が施されている。スライド本体５１８におけ
る動作光透過部５１９の後側には、スライドベース５１２との間に位置して動作発光手段
５２４の基板(図示せず)が配設され、この基板の前側に設けられたＬＥＤ等の発光体から
照射した光によって動作透過部５１９が発光される。なお、動作発光手段５２４は、制御
手段Ｃによって発光制御される。
【０１０７】
(進退移動機構)
　図３６に示すように、スライド本体５１８を進退移動させる進退移動機構５３０は、ス
ライドベース５１２の後面に設けられた進退ソレノイド(進退駆動源)５３１と、この進退
ソレノイド５３１とスライド本体５１８とを繋ぐリンク手段５３２,５３３,５３４,５３
５とから構成されている。進退ソレノイド５３１は、動作軸５１１側にプランジャ５３１
ａを向けた姿勢でスライドベース５１２の上側部分後面に配設され、制御手段Ｃの制御下
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に通電されることで、プランジャ５３１ａを本体側に引き込む所謂プル形のソレノイドが
採用されている。すなわち、動作軸５１１の上方に位置する進退ソレノイド５３１は、非
通電時にプランジャ５３１ａが重力の作用下に下方に伸びた状態にある(図３６(ａ)参照)
。スライドベース５１２は、下側部分と比べて上側部分を前側に位置させることで、該上
側部分と右部作動ユニット４０２Ａとの間に隙間を画成し、この隙間にスライドベース５
１２の後面から後方に突出する進退ソレノイド５３１を収容している。進退ソレノイド５
３１は、後面に開口が設けられたソレノイドカバー５３７で覆われ、このソレノイドカバ
ー５３７から右方に延出する動作ガイド５３８が設けられている。動作ガイド５３８は、
動作軸５１１を中心とする円弧状の長孔５３８ａを備え、右部作動ケース部４５６の前面
に設けられた動作ガイド軸５３９が該長孔５３８ａに嵌るよう構成されている。そして、
動作体５１０は、動作ガイド軸５３９と動作ガイド５３８の長孔５３８ａとの係合によっ
て、揺動動作に際してのガタツキが防止される。
【０１０８】
　図３６に示すように、リンク手段は、第１～第４の４本のリンク５３２,５３３,５３４
,５３５で構成されている。リンク手段５３２,５３３,５３４,５３５は、動作体５１０の
長手方向に沿うプランジャ５３１ａの進退移動に連動して、スライド本体５１８を動作軸
５１１に対して接離するよう進退移動させる。具体的には、第１リンク５３２は、進退ソ
レノイド５３１よりも動作軸５１１側に設けられ、スライドベース５１２の後面に回転可
能に軸支されて左右に延在し、プランジャ５３１ａの先端から左方へ突き出した連結片５
３１ｂに右端部が回転可能に接続される。第２リンク５３３は、進退ソレノイド５３１の
左側を上下に延在するよう設けられ、下端部が第１リンク５３２の左端部に回転可能に接
続される。第３リンク５３４は、進退ソレノイド５３１よりも動作体５１０の先端側に設
けられ、スライドベース５１２の後面に回転可能に軸支されて左右方向に延在し、左端部
が第２リンク５３３の上端部に回転可能に接続される。第４リンク５３５は、スライドベ
ース５１２における上側の動作スライド孔５１３から後側に臨む動作スライドボス５２０
に上端部が接続されると共に、下端部が第３リンク５３４の右端部に回転可能に接続され
る。なお、第４リンク５３５は、上端部がスライドベース５１２の中央部に位置し、下端
部がスライドベース５１２の右側縁に位置するようにクランク状に屈曲している(図３６
参照)。第４リンク５３５には、第３リンク５３４との接続部の上方に位置して、前方に
向けて突出するリンク突片(図示せず)が設けられ、このリンク突片がスライドベース５１
２に第４リンク５３５の進退移動方向に延在するよう開設されたリンク長孔５１４に挿入
されている。すなわち、第４リンク５３５は、リンク突片がリンク長孔５１４における長
手の開口縁に位置規制されることで、進退移動方向と交差する方向のぶれを防止している
。
【０１０９】
　図３６(ａ)に示すように、進退移動機構５３０は、進退ソレノイド５３１の非通電時に
プランジャ５３１ａが下方に延出されるのに伴い、第１リンク５３２の右端部が下降する
と共に左端部が上昇し、第２リンク５３３により第３リンク５３４の左端部が押し上げら
れる。また、進退移動機構５３０は、第３リンク５３４の左端部が上昇すると共に右端部
が下降することで、第４リンク５３５が下降し、これに伴いスライド本体５１８が動作軸
５１１側にある後退位置とされる(図３６(ａ)参照)。動作体５１０は、後退位置でスライ
ド本体５１８が自重により保持される。進退移動機構５３０は、進退ソレノイド５３１の
通電時にプランジャ５３１ａが上方(本体側)に引き上げられるのに伴い、第１リンク５３
２の右端部が上昇すると共に左端部が下降し、第２リンク５３３により第３リンク５３４
の左端部が引き下がられる(図３６(ｂ)参照)。また、進退移動機構５３０は、第３リンク
５３４の左端部が下降すると共に右端部が上昇することで、第４リンク５３５が上昇し、
これに伴いスライド本体５１８が動作軸５１１側から離れた前進位置とされる。動作体５
１０は、標準位置または動作位置でスライド本体５１８が前進位置とされることで、標準
位置または動作位置で指し示す演出部３１６,４０７ａにスライド本体５１８の先端が後
退位置よりも近づくようになっている。
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【０１１０】
(進退補助手段)
　図３６に示すように、進退移動機構５３０は、重力に抗して動作するスライド本体５１
８の後退位置から前進位置への移動を補助すると共に、重力の作用下に動作するスライド
本体５１８の前進位置から後退位置への移動を緩衝する進退補助手段５４０を備えている
。進退補助手段５４０は、スライドベース５１２の後面に設けられた弾性体保持部５１５
に保持された補助弾性体５４２と、この補助弾性体５４２の上部に保持され、第４リンク
５３５の左側に延出形成されたリンク作用片５３６を受けるリンク受片５４３とを備えて
いる。弾性体保持部５１５は、上側の動作スライド孔５１３の左側に配置されて、上面お
よび後面上部が開口する箱状に形成されている。補助弾性体５４２は、コイルばねが採用
され、弾性体保持部５１５に進退移動方向に沿って移動可能に保持されたリンク受片５４
３を上方(後退位置側から前進位置側、動作軸から離れる方向)に向けて付勢するようにな
っている。
【０１１１】
　前記リンク作用片５３６は、第４リンク５３５の上端部から左方へ延出した後に下方に
屈曲するよう形成され、後退位置において下端部がリンク受片５４３で受け止められる(
図３６(ａ)参照)。動作体５１０は、スライド本体５１８の後退位置において第４リンク
５３５が下降状態にあることで、リンク作用片５３６がリンク受片５４３を下方に押し下
げて補助弾性体５４２を圧縮した状態で弾性体保持部５１５に上方から挿入される。第４
リンク５３５は、補助弾性体５４２によってスライド本体５１８の自重を越えない力で後
退位置から前進位置に向けて弾力的に付勢されており、進退ソレノイド５３１の通電時に
第４リンク５３５が下降状態から上昇するのが補助弾性体５４２の弾力により補助される
。これに対し、進退ソレノイド５３１の非通電状態においてスライド本体５１８が前進位
置から後退位置に戻る際に、下降するリンク作用片５３６がリンク受片５４３を介して補
助弾性体５４２によって弾力的に受け止められる。
【０１１２】
(動作機構)
　図３５に示すように、動作機構５５０は、動作ベース部材５０２(後部ベース部５０３)
の後面に設けられ、出力軸を後部ベース部５０３と前部ベース部５０４との間に臨ませた
動作モータ(動作体駆動源)５５１と、後部ベース部５０３と前部ベース部５０４との間に
おいて回転可能に軸支され、動作モータ５５１の出力軸に固定された動作駆動歯車５５３
に噛み合う動作第１連係歯車５５４と、後部ベース部５０３と前部ベース部５０４との間
において回転可能に軸支され、動作第１連係歯車５５４に噛み合う動作第２連係歯車５５
５と、後部ベース部５０３と前部ベース部５０４との間において前記動作軸５１１により
回転可能に軸支され、周面に設けられた動作歯部５５２ａが動作第２連係歯車５５５に噛
み合う動作回転体５５２とから構成される。動作モータ５５１は、制御手段Ｃに制御され
たパルス電力によって動作するステッピングモータ等の位置決め制御が可能なモータが用
いられる。動作回転体５５２の前面には、動作軸５１１で共通的に軸支されたスライドベ
ース５１２の下端部が固定されている。スライドベース５１２(動作体５１０)は、動作モ
ータ５５１の駆動により動作駆動歯車５５３、動作第１連係歯車５５４および動作第２動
作連係歯車５５５、動作歯部５５２ａを介して回動される動作回転体５５２と共に回動す
るようになっている。動作回転体５５２の後面には、回転体規制ボス５５２ｂが後方へ突
出形成され、この回転体規制ボス５５２ｂが後部ベース部５０３において動作軸５１１を
中心とする円弧状の長孔状に開設されたボス規制孔５０３ａに挿入されている(図３４(ｂ
)参照)。動作回転体５５２は、回転体規制ボス５５２ｂとボス規制孔５０３ａとの係合に
よって、ガタツキなく回動される。
【０１１３】
(動作位置検知手段) 
　前記動作演出装置５００は、動作体５１０の標準位置を検知する動作位置検知手段５７
０,５７２を備えている。動作位置検知手段は、動作ベース部材５０２における動作回転
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体５５２の右側に設けられた動作フォトセンサ５７０と、動作回転体５５２に設けられ、
該動作回転体５５２の周面から半径方向外側に延出する動作検知片５７２とから構成され
ている(図３５参照)。動作演出装置５００では、表示部１３ａの前側から退避した動作体
５１０の標準位置において、動作検知片５７２の切欠部が、動作フォトセンサ５７０の投
光部と受光部との間に臨んで動作検知片５７２が投光部と受光部との間から外れ、動作体
５１０が動作位置に移動すると、動作検知片５７２が動作フォトセンサ５７０における投
光部と受光部との間に臨む。
【０１１４】
(設置部材の補強構造)
　図８および図１２に示すように、設置部材４０には、設置板部４１における表示開口部
４０ａの周辺部に金属製の補強部材１１６,２０２,２１６,２５６,３０２が配設されてい
る。設置板部４１の上辺部には、略矩形形状の表示開口部４０ａの上縁に並行するように
延在する補強部材として、板金から構成された上部ベース部材１１６が設置される。上部
ベース部材１１６は、前述の如く第１移動演出装置(第１の演出装置)１００の第１駆動側
支持組１２０Ａの構成部材の設置基盤として用いられ、第１駆動側支持組１２０Ａにおけ
る上部ベルト１２４(支持部材)で移動される上部移動支持部１２６に支持されて、可動部
材としての第１移動体１１０が左右方向に移動される。上部ベース部材１１６は、上部ベ
ルト１２４の延在方向である左右方向に延在している。また、設置板部４１の上辺部には
、表示開口部４０ａの上縁に並行するように延在する補強部材として、板金から構成され
た可動ベース部材３０２が上部ベース部材１１６の前面に設置される。動作ベース部材３
０２は、前述の如く可動演出装置３００の構成部材の設置基盤として用いられる。設置板
部４１の左側辺部には、表示開口部４０ａの左縁に並行するように延在する補強部材とし
て、板金から構成された左部ベース部材２０２が設置される。左部ベース部材２０２は、
前述の如く第２移動演出装置２００の第２駆動側支持組２２０Ａの構成部材の設置基盤と
して用いられ、第２駆動側支持組２２０Ａの左部移動支持部２２６に支持されて第２移動
体２１０が上下方向に移動される。設置板部４１の右側辺部には、表示開口部４０ａの右
縁に並行するように延在する補強部材として、板金から構成された右部ベース部材２１６
が設置される。右部ベース部材２１６は、前述の如く第２移動演出装置２００の第２従動
側支持組２２０Ｂの構成部材の設置基盤として用いられ、第２従動側支持組２２０Ｂの右
部移動支持部２４６に支持されて第２移動体２１０が上下方向に移動される。設置板部４
１の下辺部には、表示開口部４０ａの下縁に並行するように延在する補強部材として、板
金から構成された連結シャフト２５６が設置される。右部ベース部材２５６は、前述の如
く第２移動演出装置２００の第２駆動側支持組２２０Ａと第２従動側支持組２２０Ｂとを
連動させる部材である。このように、設置板部４１の前面には、上部ベース部材１１６,
左部ベース部材２０２,右部ベース部材２１６,連結シャフト２５６,可動ベース部材が、
表示開口部４０ａの四辺を略全周に亘って囲むように設けられる。
【０１１５】
　前記第２移動演出装置２００の第２駆動側支持組２２０Ａの前側には、作動演出装置４
００(第２の演出装置)の左部作動ユニット４０２Ｂが設けられ、該左部作動ユニット４０
２Ｂにおいて左部作動体(第２の可動部材)４１０の上部を左右方向にスライド移動可能に
支持する左部第１支持部材４３０が、上部ベース部材１１６の前側に位置して該上部ベー
ス部材１１６の延在方向に沿って左右方向に延在している。また、左部作動ユニット４０
２Ｂにおいて左部作動体４１０の下部を左右方向にスライド移動可能に支持する左部第２
支持部材４４０が、連結シャフト２５６の前側に位置して該連結シャフト２５６の延在方
向に沿って左右方向に延在している。すなわち、左部作動体４１０は、第１移動体１１０
と同じ方向へ移動可能になっている。第２移動演出装置２００の第２従動側支持組２２０
Ｂの前側には、作動演出装置４００の右部作動ユニット４０２Ａが設けられ、該右部作動
ユニット４０２Ａにおいて右部作動体(第２の可動部材)４１０の上部を左右方向にスライ
ド移動可能に支持する右部第１支持部材４３０が、上部ベース部材１１６の前側に位置し
て該上部ベース部材１１６の延在方向に沿って左右方向に延在している。また、右部作動
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ユニット４０２Ａにおいて右部作動体４１０の下部を左右方向にスライド移動可能に支持
する右部第２支持部材４４０が、連結シャフト２５６の前側に位置して該連結シャフト２
５６の延在方向に沿って左右方向に延在している。すなわち、右部作動体４１０は、第１
移動体１１０と同じ方向へ移動可能になっている。このように、設置板部４１は、左右の
第１支持部材４３０,４３０および第２支持部材４４０,４４０の配設位置の夫々に対応し
て、金属製の上部ベース部材１１６および連結シャフト２５６が並行するよう配置され、
上部ベース部材１１６および連結シャフト２５６により補強されている。ここで、上部ベ
ース部材１１６には、前後方向に延在する補強部としての上部ベース立設部１１７が設け
られている。
【０１１６】
(意匠体)
　図３に示すように、遊技盤２０には、左右の作動体４１０,４１０(第１の装飾体)が作
動位置にあると共に可動体(第２の装飾体)３１０の第４表示面(特定の表示面)３１５が前
側に臨むことで、作動体４１０,４１０、第４表示面３１５、枠体装飾部２９,３０,３１
、可動装飾部３０６、作動体装飾部４０７および下部発光装置４８の前面に施された意匠
が繋がって、所定方向(実施例では遊技盤２０の前側)から見た際に表示部１３ａを囲む１
つの意匠体が構成される。意匠体は、遊技盤２０の中央部に臨んでいる表示部１３ａを中
心として、内外方向に同心状に延在する円弧状筋模様と、表示部１３ａを中心として内外
方向に放射状に延在する放射筋模様とを備えている。また、意匠体は、複数の円弧状筋模
様が外側から内側に向かうにつれて後方に偏倚するように段状に形成されている。すなわ
ち、意匠体は、表示部１３ａに向けて焦点が集中するような形状に形成されている。ここ
で、「意匠が合う」とは、隣り合う装飾部２９,３０,３１,４８,３０６,３１５,４０７,
４１０の前面に施された意匠が模様や形状が互いに繋がる関係に形成されることで、隣り
合う意匠が連なって遊技者から一体的に見えたり(実施例)、隣り合う装飾部２９,３０,３
１,４８,３０６,３１５,４０７,４１０の前面に施された意匠が互いに模様の線等や凹凸
形状等が繋がっていないものの、意匠体全体としてみることで１つの模様や形状を想起さ
せること(例えば、１つ１つの装飾部は、人の目や鼻等のパーツを構成し、意匠体全体と
して見た際に人の顔が構成される)をいう。より具体的には、可動体３１０が第４表示面
３１５を遊技盤２０の前側に臨ませた際に、第４表示面３１５の意匠と可動装飾部３０６
の意匠とが繋がり、可動体３１０の第４表示面３１５、可動装飾部３０６および上部枠体
装飾部２９の意匠の繋がりによって、意匠体の上部が構成される。右部作動ユニット４０
２Ａは、右部作動体４１０が作動位置でかつ分体拡開状態となることで、右部枠体装飾部
３０から作動体装飾部４０７、第２作動分体４２２および第１作動分体４１２にかけてこ
れらの意匠が繋がって、意匠体の右側部分が構成される(図３参照)。また、左部作動ユニ
ット４０２Ｂは、左部作動体４１０が作動位置でかつ分体拡開状態となることで、左部枠
体装飾部３１から第２作動分体４２２および第１作動分体４１２にかけてこれらの意匠が
繋がって、意匠体の左側部分が構成される(図３参照)。左右の作動体４１０,４１０が作
動位置でかつ分体拡開状態となることで、下部発光装置４８の前面から第２作動分体４２
２および第１作動分体４１２にかけてこれらの意匠が繋がって、意匠体の下側部分が構成
される。
【０１１７】
　図２または図３に示すように、作動体４１０は、左右方向に移動することで、作動位置
で該意匠体の一部をなす一方、待機位置でその一部または大部分が遊技盤２０や作動体装
飾部４０７の後側に隠れて意匠体の一部が見えなくなる。また、可動体３１０は、４つの
表示面３１２,３１３,３１４,３１５を有すると共に、遊技盤２０の前側に臨ませる表示
面３１２,３１３,３１４,３１５を切り替えるように定位置で回転動作される。すなわち
、可動体３１０は、第４表示面３１５を前側に臨ませるように停止することで、意匠体の
一部を構成するが、第４表示面３１５以外の表示面３１２,３１３,３１４を前側に臨ませ
て停止することで、意匠体を構成する意匠と異なる意匠が表れる。このように、遊技盤２
０では、左右の作動体４１０,４１０が待機位置にあると共に第４表示面３１５以外の表
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示面３１２,３１３,３１４に切り替えることで意匠体が消えて、表示部１３ａの周りが意
匠体と異なる装飾がなされる。なお、左右の作動体４１０,４１０は、待機位置から作動
位置に移動するのに伴って、表示部１３ａの前側に重なって該表示部１３ａにおける遊技
盤２０の前側から視認可能な領域を狭めるよう構成される。
【０１１８】
(可動演出装置の制御)
　前記可動演出装置３００は、異なる意匠が夫々施された４つ表示面３１２,３１３,３１
４,３１５を有する可動体３１０が、制御手段Ｃの制御下に駆動手段３５０により前側に
臨ませる表示面３１２,３１３,３１４,３１５を切り替えるように構成される。ここで、
制御手段Ｃは、パチンコ機１０の遊技状態または該パチンコ機１０で実行される演出内容
に応じて、該遊技状態または該演出内容に関連する意匠が施された表示面３１３,３１４,
３１５を遊技盤２０の前側に臨ませるよう、駆動手段３５０の駆動モータ３５１を駆動制
御するようになっている。
【０１１９】
　前記可動演出装置３００の制御の説明の前にパチンコ機１０の遊技について簡単に説明
する。実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態として第
１特典遊技状態を付与する機能を備えている。ここで、第１特典遊技状態としては、前記
特別入賞口へのパチンコ球の入賞契機が、当該第１特典遊技状態が付与されていない状態
を比べて増加する状態である。具体的には、第１特典遊技状態では、特図当り確率を低確
率から高確率に変動することにより特別入賞口へのパチンコ球の入賞契機を増加すること
ができる。以下の説明では、第１特典遊技状態を、便宜的に「確変状態」というものとす
る。
【０１２０】
　確変機能は、確定停止表示された大当り図柄の種類が予め定めた確変図柄であることを
条件として、大当り遊技の終了後に大当りの抽選確率(大当り確率)が低確率(実施例では
、１６４／６５５３６)から高確率(実施例では、１５１８／６５５３６)に変動させる確
変状態を付与する機能である。なお、確変状態が付与されていない状態を非確変状態とい
うものとする。実施例では、大当り遊技終了後に確変状態が付与される大当りが確変大当
りであり、確変状態が付与されない大当りが非確変大当りとなる。また、実施例では、確
変状態が付与される大当りの場合には、大当り遊技終了後、次回の大当りが生起されるま
での間継続して確変状態が付与される。このように、確変状態が付与されると、大当りの
抽選確率が高確率に変動して大当りが生起され易くなるため、確変状態は遊技者にとって
有利であり、遊技者は確変大当りになることを期待しつつ遊技を行っている。なお、確変
状態が付与される期間としては、上記のものに限られない。例えば、確変状態が付与され
てから所定条件を満たすまでの間継続して確変状態を付与し、当該所定条件を満たすこと
を条件に非確変状態に移行させるようにすることもできる。ここで、所定条件としては、
確変状態が付与されてからの図柄変動演出(特図変動表示)の変動回数とすることもできる
。また、図柄変動演出(特図変動表示)毎に非確変状態に移行させるかを、始動入賞手段へ
のパチンコ球の入賞を契機に取得する乱数に基づいて判定(転落抽選)し、転落抽選に当選
することを条件に非確変状態に移行させるようにすることもできる。
【０１２１】
　実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態として第２特
典遊技状態を付与する機能を備えている。ここで、第２特典遊技状態としては、始動入賞
装置２４へのパチンコ球の入賞契機が、当該第２特典遊技状態が付与されていない状態を
比べて増加する状態である。具体的には、第２特典遊技状態では、(1)普通図柄(普図)の
変動表示の変動時間の短縮、(2)普図当り確率を低確率から高確率に変動、(3)普図当り１
回についての始動入賞装置の始動入賞口を開放する開閉部材の開放時間を増やすこと、に
より始動入賞装置２４へのパチンコ球の入賞契機を増加することができる。なお、第２特
典遊技状態では、上記(1)～(3)を単独または複数を組み合わせることができる。なお普図
当り１回についての始動入賞口を開放する開閉部材の開放時間を増やすに際しては、開閉
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部材の開放時間を単純に延長することで実現してもよく、また開閉部材の開放回数を増や
すことで実現することもでき、またこれらを複合させてもよい。なお、実施例では、第２
特典遊技状態として上記(1)～(3)を組み合わせており、以下の説明では、これら(1)～(3)
を組み合わせた状態を便宜的に「変短状態」というものとする。なお、第１特典遊技状態
が付与されている状態を確変状態としたが、これに限られるものではなく、第１特典遊技
状態および第２特典遊技状態を組み合わせた状態を確変状態とすることもできる。この場
合に、第１特典遊技状態および第２特典遊技状態の何れも付与されていない状態を非確変
状態とすることができる。
【０１２２】
　実施例のパチンコ機１０は、図柄表示装置１３で実行される図柄変動演出の演出内容(
表示内容)が異なる複数(実施例では４つ)の遊技演出モード(遊技状態)を備えている。こ
こで、遊技演出モードは、その時点での遊技状態が確変状態であるか否かを遊技者に示唆
すると共に、変短状態であるか否かを遊技者に示唆する遊技状態示唆画像を図柄表示装置
１３の表示部１３ａに表示させて遊技演出を行うようになっている。そして、実施例のパ
チンコ機１０では、所定のモード移行条件が成立することで遊技演出モードが変更され得
るようになっている。ここで、実施例では、大当りの発生および大当り遊技後の図柄変動
の変動回数(実施例では８０回)がモード移行条件とされている。
【０１２３】
　実施例に係るパチンコ機１０の遊技演出モード(遊技状態)には、確変状態が付与されて
いない遊技状態となる通常モードと、確変状態が付与されている遊技状態となる確変モー
ドと、確変状態が付与されていることを示唆する遊技状態となる(すなわち、確変状態が
付与されている状態と付与されていない状態とがある)潜伏モードと、非確変状態で変短
状態が付与されている遊技状態となる時短モードとが設定されている。そして、図柄表示
装置１３の表示部１３ａには、遊技演出モードに対応した内容の異なる遊技状態示唆画像
が表示されるようになっている。具体的には、図柄表示装置１３の飾図の背面に映し出さ
れる背景画像が遊技演出モード毎に異なるように設定されており、背景画像の種類から現
在の遊技演出モードを遊技者が認識し得るようになっている。また、各遊技演出モードで
は、図柄表示装置１３で行われる図柄変動演出の演出内容の一部または全部が異なってお
り、遊技演出モード毎に特有の演出が実行され得るよう設定されている。また、パチンコ
機１０で実行される演出内容とは、図柄表示装置１３の表示部１３ａにおいての各種図柄
が変動する図柄変動演出、リーチ演出、リーチ予告演出、大当り演出、該パチンコ機１０
のモチーフとなるキャラクターとその敵役となるキャラクターとが争うバトル演出等の表
示による演出、スピーカからの音声出力による演出、光を照射し得る装置による光による
演出等を指す。パチンコ機１０の遊技状態または該パチンコ機１０で実行される演出内容
は、パチンコ機１０の外側に現れない内部的であっても、パチンコ機１０の外側に現れる
外部的であっても何れであってもよい。
【０１２４】
　例えば可動演出装置３００は、パチンコ機１０の遊技状態または該パチンコ機１０で実
行される演出内容に応じて表示面３１２,３１３,３１４,３１５を以下のように切り替え
るよう構成される。制御手段Ｃは、通常モードにおいて大当りになり、当該大当りが確変
大当りであることが確定して該大当りを報知することが選択された場合に、駆動モータ３
５１を駆動制御して、回転中の演出体３３０を第１表示面３１２を前側に臨ませた状態で
停止させ、あるいは第１表示面３１２以外の表示面３１３,３１４,３１５を前側に臨ませ
ている演出体３３０を、第１表示面３１２を前側に臨ませるように切り替える。このよう
に、可動演出装置３００は、表示部１３ａでの演出表示に合わせて第１表示面３１２によ
って確変大当りが確定した旨を報知するようになっている。制御手段Ｃは、通常モードま
たは確変モードにおいて、大当り演出に合わせて、回転中の演出体３３０を第３表示面３
１４を前側に臨ませた状態で停止させ、あるいは第３表示面３１４以外の表示面３１２,
３１３,３１５を前側に臨ませている演出体３３０を、第３表示面３１４を前側に臨ませ
るように切り替える。
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【０１２５】
　前記制御手段Ｃは、通常モードまたは確変モードにおいて、大当り演出としてバトル演
出が選択された際に確変大当りの移行することを期待し得る演出パターンに合わせて、駆
動モータ３５１を駆動制御して、回転中の演出体３３０を第２表示面３１３を前側に臨ま
せた状態で停止させ、あるいは第２表示面３１３以外の表示面３１２,３１４,３１５を前
側に臨ませている演出体３３０を、第２表示面３１３を前側に臨ませるように切り替える
。このように、可動演出装置３００は、表示部１３ａでの演出表示に合わせて第２表示面
３１３を前側に臨ませることで、確変状態への移行を示唆するようになっている。これに
対して、前記制御手段Ｃは、通常モードまたは確変モードにおいて、大当り演出としてバ
トル演出が選択された際に確変大当りが確定して該大当りを報知することが選択されたこ
とに合わせて、駆動モータ３５１を駆動制御して、回転中の演出体３３０を第１表示面３
１２を前側に臨ませた状態で停止させ、あるいは第１表示面３１３以外の表示面３１３,
３１４,３１５を前側に臨ませている演出体３３０を、第１表示面３１２を前側に臨ませ
るように切り替える。このように、可動演出装置３００は、表示部１３ａでの演出表示に
合わせて第１表示面３１２を前側に臨ませることで、確変大当りが確定した旨を報知する
ようになっている。
【０１２６】
　前記制御手段Ｃは、通常モードまたは確変モードにおいて、表示部１３ａでの大当りの
移行することを期待し得る演出パターンに合わせて、駆動モータ３５１を駆動制御して、
回転中の演出体３３０を第４表示面３１５を前側に臨ませた状態で停止させ、あるいは第
４表示面３１５以外の表示面３１２,３１３,３１４を前側に臨ませている演出体３３０を
、第４表示面３１５を前側に臨ませるように切り替える。この際、作動演出装置４００の
左右の作動体４１０,４１０についても、制御手段Ｃによって作動位置に位置するよう動
作制御されて、遊技盤２０には前記意匠体が構成される。このように、可動演出装置３０
０は、表示部１３ａでの演出表示に合わせて第４表示面３１５を前側に臨ませることで、
大当りとなることを示唆する予告演出を行うようになっている。このように、可動体３１
０の表示面３１２,３１３,３１４,３１５が、パチンコ機１０の遊技状態や演出内容を報
せる手段として用いられている。なお、可動体３１０の表示面３１２,３１３,３１４,３
１５による遊技状態または演出内容の報知および示唆は、対応する遊技状態または演出内
容になった際に必ず行われても、所定条件に基づいて選択的に行ってもよい。
【０１２７】
(動作体と演出部との関係)
　パチンコ機１０は、複数の動作位置に動作可能に配設され、動作機構５５０により動作
されることで各動作位置で指し示す方向が変わる動作体５１０と、動作位置にある動作体
５１０で指し示される位置に設けられ、演出手段としての照明手段３４０によって演出態
様を変化し得る演出部３１６とを備えている。照明手段３４０は、制御手段Ｃで発光制御
されて、動作体５１０を動作位置に移動させるよう動作機構５５０の動作モータ５５１を
駆動制御すると共に、該動作体５１０に指し示された演出部３１６をその演出態様を変化
させるよう照明手段３４０を発光制御するよう構成される。
【０１２８】
　図２に示すように、表示部１３ａの前側に位置する動作位置において動作体５１０が指
し示す位置には、制御手段Ｃの制御下に駆動する駆動モータ３５１によって動作される可
動体３１０が設けられている。そして、可動体３１０には、演出部３１６が設けられてい
る。可動体３１０は、複数の表示面３１２,３１３,３１４,３１５を有すると共に、駆動
モータ３５１を備えた駆動手段３５０により遊技盤２０の前側に臨ませる表示面３１２,
３１３,３１４,３１５が切り替わるように動作される。第１～第３表示面３１２,３１３,
３１４には、複数の演出部３１６が設けられおり、制御手段Ｃは、第１～３表示面３１２
,３１３,３１４の何れか１つが遊技盤２０の前側に臨んだ際に、動作体５１０を動作して
可動体３１０における複数の演出部３１６を該動作体５１０で指し示すよう動作モータ５
５１を駆動制御し、動作体５１０による指し示しに連動して対応の演出部３１６の演出態
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様が変化するよう照明手段３４０を発光制御している。
【０１２９】
　前記動作体５１０は、複数の動作位置への揺動動作とは別に、動作位置で該動作体５１
０が指し示す演出部３１６に対して進退ソレノイド５３１により進退移動するよう構成さ
れる。そして、制御手段Ｃは、進退ソレノイド５３１を制御して動作体５１０を演出部３
１６に対して前進、後退または進退動作するのに同調して、対応する演出部３１６の演出
態様を変化させるよう照明手段３４０を発光制御するようになっている。また、制御手段
Ｃは、進退ソレノイド５３１を制御して動作体５１０を演出部３１６に対して前進、後退
または進退動作するのに連動して、該動作体５１０で指し示されている可動体３１０を回
転動作させるよう、駆動モータ３５１の駆動を開始する制御を行い得る。更に、制御手段
Ｃは、進退ソレノイド５３１を制御して動作体５１０を演出部３１６に対して前進、後退
または進退動作するのに連動して、該動作体５１０で指し示されている可動体３１０を回
転停止させるよう、駆動モータ３５１の駆動を停止する制御を行い得る。
【０１３０】
(位置決め構造)
　実施例のパチンコ機１０は、設置部材４０における枠状装飾体２８の後面に臨む位置に
設けられた第１位置決め部５２(図６または図１３参照)と、枠状装飾体２８の後面におい
て第１位置決め部５２と整合する位置に設けられた第２位置決め部５４(図９または図１
０(ｂ)参照)とを備えている。図６～図８に示すように、第１位置決め部５２は、設置部
材４０において隣接配置された上部発光カバー４７よりも前方に突出するよう形成されて
いる。第１位置決め部５２および第２位置決め部５４の一方は、相手側に向けて開口する
筒状に形成されると共に、第１位置決め部５２および第２位置決め部５４の他方は、相手
側に向けて突出するピン状に形成されて、第１位置決め部５２と第２位置決め部５４とが
嵌合して、設置部材４０と枠状装飾体２８とが位置決めされる(図７または図８参照)。実
施例では、第１位置決め部５２が、枠状装飾体２８側に向けて開口する筒状に形成される
と共に、第２位置決め部５４が、設置部材４０側に向けて突出するピン状に形成されてい
る。そして、第１位置決め部５２および第２位置決め部５４の組は、複数(実施例では２
組)設けられている。
【０１３１】
　図１３(ａ)に示すように、設置部材４０の上縁には、左右に離間して２つの第１位置決
め部５２,５２が設けられ、２つの第１位置決め部５２,５２に上部発光カバー４７の上部
が配置されている。第１位置決め部５２は、設置部材４０の上縁に延在する周壁部４２に
一体的に設けられ、前側が開口する円筒状に形成されている。第１位置決め部５２は、周
壁部４２の前端よりも前方へ突出形成され、周壁部４２の前端に支持された上部発光カバ
ー４７の前面よりも僅かに前方に突出している(図１３(ｂ)参照)。図９に示すように、枠
状装飾体２８には、中央貫通口２０ｂの内側に臨む上縁部に左右に離間して、２つの第２
位置決め部５４,５４が設けられている。第２位置決め部５４は、枠状装飾体２８の上縁
後面に一体的に設けられ、後方に向けて突出する断面円形のピン状に形成されている。第
２位置決め部５４は、外形寸法が第１位置決め部５２の内径に合わせて設定され、第１位
置決め部５２と第２位置決め部５４とがガタツキなく嵌合するようになっている。なお、
第２位置決め部５４は、先端部に先細りになるようテーパが付されている。第２位置決め
部５４は、遊技盤２０の後面から後方へ突出しない寸法で形成され、中央貫通口２０ｂに
おいて遊技盤２０を構成するベニヤ板の厚みの範囲内に収まっている。
【０１３２】
　実施例のパチンコ機１０は、第１位置決め部５２および第２位置決め部５４の組とは別
の位置決め組を備えている。別の位置決め組は、動作ベース部材５０２の下部に設けられ
た第３位置決め部５５(図１１参照)と、枠状装飾体２８の後面において第３位置決め部５
５と整合する位置に設けられた第４位置決め部５６(図９参照)とを備えている。第３位置
決め部５５は、動作ベース部材５０２において隣接配置された動作ベース発光手段５８０
の動作ベース発光カバー５８２よりも前方に突出するよう形成されている。第３位置決め
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部５５および第４位置決め部５６の一方は、相手側に向けて開口する筒状に形成されると
共に、第３位置決め部５５および第４位置決め部５６の他方は、相手側に向けて突出する
ピン状に形成されて、第３位置決め部５５と第４位置決め部５６とが嵌合して、設置部材
４０と枠状装飾体２８とが位置決めされる。実施例では、第３位置決め部５５が、第１位
置決め部５２と同様に枠状装飾体２８側に向けて開口する筒状に形成されると共に、第４
位置決め部５６が、第２位置決め部５４と同様に設置部材４０側に向けて突出するピン状
に形成されている。
【０１３３】
　　〔実施例の作用〕
　次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用について説明する。
【０１３４】
(移動演出装置)
　前記第１移動演出装置１００は、第１移動体１１０が基準位置において、右部作動ユニ
ット４０２Ａの後側に隠れて、遊技盤２０の前側から視認できない(図２参照)。同様に、
第２移動演出装置２００は、第２移動体２１０が基準位置において、下部発光装置４８の
後側に隠れて、遊技盤２０の前側から視認できない。第１移動演出装置１００は、パチン
コ機１０の遊技状態や該パチンコ機１０の演出内容に応じて制御手段Ｃによって第１移動
モータ１２３が駆動制御されて、第１移動体１１０を左右方向に移動させて表示部１３ａ
の前側で動作させたり、表示部１３ａの前側で上下に延在する第１移動体１１０を停止さ
せたりする等、所定の動作による演出を行う(図３(ｂ)参照)。第２移動演出装置２００は
、パチンコ機１０の遊技状態や該パチンコ機１０の演出内容に応じて制御手段Ｃによって
第２移動モータ２２３が駆動制御されて、第２移動体２１０を上下方向に移動させて表示
部１３ａの前側で動作させたり、表示部１３ａの前側で左右に延在する第２移動体２１０
を停止させたりする等、所定の動作による演出を行う。また、第１移動演出装置１００お
よび第２移動演出装置２００は、表示部１３ａの前側で交差する第１移動体１１０および
第２移動体２１０が関連付けて動作され、表示部１３ａに表れた表示物に合わせてまたは
追い掛ける等の関係を持たして、第１移動体１１０と第２移動体２１０の交点が変位した
り、表示部１３ａの表示領域を所定の範囲で区画するように変位したりする等、図柄表示
装置１３の表示部１３ａでの表示態様に連動して第１移動体１１０および第２移動体２１
０を移動してもよい。更に、第１移動演出装置１００および第２移動演出装置２００は、
他の演出装置３００,４００,５００の可動部材３１０,４１０,４１０,５１０の動作に連
動させて、第１移動体１１０および第２移動体２１０を動作させてもよい。例えば、動作
体５１０の揺動動作に伴って該動作体５１０が指し示す位置や先端に合わせて、第１移動
体１１０と第２移動体２１０の交点を変位させてもよい。
【０１３５】
(移動演出装置の補強について)
　前記第１移動演出装置１００は、第１移動機構１２０における第１駆動側支持組１２０
Ａの設置部位に対応して設置板部４１の上辺部に該設置板部４１と比べて剛性を有する金
属製の上部ベース部材１１６が設けられているので、該上部ベース部材１１６によって設
置板部４１の上辺部の歪み等の変形を防止し得る。すなわち、設置板部４１の上辺部の前
側に設けられる一対の第１回転体１２１,１２２の間に巻き掛けられる上部ベルト１２４
の歪みが防止され、第１移動モータ１２３に過負荷をかけることなく該駆動側支持組１２
０Ａによって第１移動体１１０をスムーズに移動させることができる。第１移動演出装置
１００では、上部ベース部材１１６を第１駆動側支持組１２０Ａの構成部材１２１,１２
２,１２３,１２４,１２５,１２６,１２７の設置基盤として用いているので、構成部材１
２１,１２２,１２３,１２４,１２５,１２６,１２７の位置ズレが防止され、第１移動体１
１０をよりスムーズに移動させることができる。
【０１３６】
　前記第２移動演出装置２００は、第２移動機構２２０における第２駆動側支持組２２０
Ａの設置部位に対応して設置板部４１の左側辺部に該設置板部４１と比べて剛性を有する
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金属製の左部ベース部材２０２が設けられているので、該左部ベース部材２０２によって
設置板部４１の左側辺部の歪み等の変形を防止し得る。すなわち、設置板部４１の左側辺
部の前側に設けられる一対の第２左部回転体２２１,２２２の間に巻き掛けられる左部ベ
ルト２２４の歪みが防止され、第２移動モータ２２３に過負荷をかけることなく該駆動側
支持組２２０Ａによって第２移動体２１０をスムーズに移動させることができる。また、
第２移動演出装置２００は、第２移動機構２２０における第２従動側支持組２２０Ｂの設
置部位に対応して設置板部４１の右側辺部に該設置板部４１と比べて剛性を有する金属製
の右部ベース部材２１６が設けられているので、該右部ベース部材２１６によって設置板
部４１の右側辺部の歪み等の変形を防止し得る。すなわち、設置板部４１の右側辺部の前
側に設けられる一対の第２右部回転体２４１,２４２の間に巻き掛けられる右部ベルト２
４４の歪みが防止され、第２駆動側支持組２２０Ａの第２移動モータ２２３に過負荷をか
けることなく該従動側支持組２２０Ｂによって第２移動体２１０をスムーズに移動させる
ことができる。第２移動演出装置２００では、左部ベース部材２０２を第２駆動側支持組
２２０Ａの構成部材２２１,２２２,２２３,２２４,２２５,２２６,２２７の設置基盤とし
て用いているので、構成部材２２１,２２２,２２３,２２４,２２５,２２６,２２７の位置
ズレが防止され、第２移動体２１０をよりスムーズに移動させることができる。また、第
２移動演出装置２００では、右部ベース部材２０２を第２従動側支持組２２０Ｂの構成部
材２４１,２４２,２４４,２４６,２４７の設置基盤として用いているので、該構成部材２
４１,２４２,２４４,２４６,２４７の位置ズレが防止され、第２移動体２１０をよりスム
ーズに移動させることができる。このように、第２移動演出装置２００では、第２駆動側
支持組２２０Ａおよび第２従動側支持組２２０Ｂの両方が対応のベース部材２０２,２１
６で補強されているので、第２移動体２１０を両側からバランスよく支持し得る。
【０１３７】
　前記第２移動演出装置２００は、第２移動機構２００において第２駆動側支持組２２０
Ａと第２従動側支持組２２０Ｂとを連動させる連結シャフト２５６が設置板部４１の下辺
部に左右に延在するように設けられ、設置板部４１と比べて剛性を有する金属製の連結シ
ャフト２５６によって、設置板部４１における表示開口部４０ａの下側領域を補強するこ
とができる。すなわち、設置板部４１の下辺部に左右に延在する第１移動演出装置１００
の下部ガイド１４４が連結シャフト２５６によって間接的に補強され、下部ガイド１４４
の歪み等の変形を防止して、第１移動体１１０をスムーズに移動させることができる。設
置部材４０の設置板部４１には、表示開口部４０ａを囲繞するように上部ベース部材１１
６、左部ベース部材２０２、右部ベース部材２１６および連結シャフト２５６が配設され
ているので、設置板部４１全体の歪みを適切に防止することができ、該設置板部４１に設
置される移動機構１２０,２２０によって両移動体１１０,２１０をスムーズに移動させる
ことができる。
【０１３８】
　前記第１移動演出装置１００では、第１従動側支持組１２０Ｂが下部ガイド１４４と下
部移動支持部１４６とで構成されて、第１駆動側支持組１２０Ａと比べて構成が簡易であ
るので、設置部材４０において第１従動側支持組１２０Ｂに要する設置スペースをコンパ
クトにできる。ここで、第１移動演出装置１００では、第１移動体１１０の上端を支持す
る第１駆動側支持組１２０Ａに該第１移動体１１０の荷重のほとんどがかかるので、第１
従動側支持組１２０Ｂの構成を簡易にしても、第１移動体１１０の円滑な移動に悪影響を
与えない。また、第２移動演出装置２００では、第２従動側支持組２２０Ｂが連結シャフ
ト２５６を介して第２駆動側支持組２２０Ａと連動し、第２駆動側支持組２２０Ａと比べ
て第２移動モータ２２３および第２シャフト２２５が省略されて構成が簡易になっている
。従って、設置部材４０において第２従動側支持組２２０Ｂに要する設置スペースをコン
パクトにできる。
【０１３９】
(移動体の発光について)
　前記移動演出装置１００,２００は、移動体１１０,２１０の端面に相対させて移動発光
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体１６０,１６４,２６０,２６４が設けられ、該移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４
から光を照射することで、移動体１１０,２１０の端面から入射した移動発光体１６０,１
６４,２６０,２６４の光によって移動体１１０,２１０の周面を発光することができる。
移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４は、移動体１１０,２１０の動作や図柄表示装置
１３における表示部１３ａの表示等に合わせてまたは独立して、制御手段Ｃによって発光
制御される。移動体１１０,２１０では、移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４を点滅
させたり、発光色を変化させたり、一方の移動発光体１６０,２６０を点灯して他方の移
動発光体１６４,２６４を消灯することで発光させる領域を変化させたりする等の発光演
出が行われる。また、図柄表示装置１３における表示部１３ａの前側において移動体１１
０,２１０は、後側に位置する表示部１３ａの画面表示が映り込んで、移動発光体１６０,
１６４,２６０,２６４で照らすことなく該画面表示によっても移動体１１０,２１０を光
による装飾を行うことができる。
【０１４０】
　前記移動演出装置１００,２００は、移動体１１０,２１０の端部を支持する移動支持部
１２６,１４６,２２６,２４６に移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４を設ける構成で
あるので、移動体１１０,２１０自体に移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４の取付ス
ペースを必要とせず、移動体１１０,２１０が表示部１３ａの前側に位置した際にも移動
発光体１６０,１６４,２６０,２６４が表示部１３ａの邪魔にならない。実施例の移動体
１１０,２１０のように、細長くて、図柄表示装置１３等の他の装置に重なる構成であり
、移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４の配設スペースに制限があっても、表示部１
３ａの前側から外れた移動体１１０,２１０において移動支持部１２６,１４６,２２６,２
４６で支持される部位を有効利用して移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４を配設す
ることで、移動体１１０,２１０の端面から入射した移動発光体１６０,１６４,２６０,２
６４により移動体１１０,２１０を好適に発光させ得る。そして、移動体１１０,２１０を
両端面から移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４で照らすことで、移動体１１０,２１
０をより明輝させることができる。
【０１４１】
　前記移動演出装置１００,２００は、ＬＥＤが用いられる移動発光体１６０,１６４,２
６０,２６４から照射した光の直線性を利用して、移動体１１０,２１０の周面の広い範囲
を発光し得る。しかも、移動体１１０,２１０の周面には、光を拡散する光拡散部１１２,
１１４,２１２,２１４が設けられているので、移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４
から照射した光を効率よく用いて移動体１１０,２１０をより広い範囲で発光させること
ができる。光拡散部は、移動体１１０,２１０の後面に該移動体１１０,２１０の延在方向
と直交するよう筋状に形成された複数の第１拡散溝１１２,２１２と、移動体１１０,２１
０の前面に略菱形に形成された複数の第２拡散溝１１４,２１４とを備えているので、移
動体１１０,２１０の前後の面に設けられた拡散溝１１２,１１４,２１２,２１４が相乗し
て移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４から入射された光を拡散できるので、移動体
１１０,２１０において移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４から遠い部位であっても
明輝させることができる。また、１つの移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４が担当
する移動体１１０,２１０の発光領域において該移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４
から遠くなるにつれて第１拡散溝１１２,２１２の間隔が狭くなるよう形成することで、
移動発光体１６０,１６４,２６０,２６４から遠くなって光が弱くなるにつれて第１拡散
溝１１２,２１２の間隔が狭くなって光を干渉し易くなり、当該光を好適に拡散して移動
発光体１６０,１６４,２６０,２６４から遠い部位であっても明輝させることができる。
【０１４２】
(可動演出装置)
　前記可動演出装置３００は、制御手段Ｃによって駆動モータ３５１が駆動制御されて、
演出体３３０が支持軸３２０周りを回転して、遊技盤２０の前側に臨ませる１つの表示面
３１２,３１３,３１４,３１５を切り替えて停止される。４つの表示面３１２,３１３,３
１４,３１５は、互いに異なる意匠とされているので、表示面３１２,３１３,３１４,３１
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５を切り替えることで、遊技者に与える印象を変えることができ、表示面３１２,３１３,
３１４,３１５の意匠で構成される文字等によって、パチンコ機１０の遊技状態または該
パチンコ機１０で実行される演出内容の示唆や報知を遊技者にすることができる。また、
可動演出装置３００は、制御手段Ｃによって照明手段３４０が発光制御されて、照明手段
３４０の照明体３４１から前方に照射した光によって、遊技盤２０の前側に臨んだ表示面
３１２,３１３,３１４,３１５の演出部３１６が発光される。可動体３１０では、演出部
３１６の一部または全部を点滅させたり、発光色を変化させたり、複数の演出部３１６を
並びの一方から他方に向けて順次点灯したりする等の発光演出が行われる。
【０１４３】
　前記可動体３１０は、支持軸３２０に設けた照明手段収容体３２２に照明手段３４０を
収容する構成であるので、照明手段３４０を支持する構成を別途設ける必要なく、照明手
段３４０を支持する構成を簡易にして、該構成をコンパクトにし得る。照明手段収容体３
２２は、照明体３４１の光照射方向前側を覆う照明手段前覆部３２４が光拡散処理を施さ
れ、照明手段前覆部３２４が照明体３４１から照射した光を拡散するので、該照明手段前
覆部３２４を介して照明される表示面３１２,３１３,３１４,３１５を全体的に明輝させ
ることができる。照明手段３４０が、前方に向けて光を照射して、遊技盤２０の前側に臨
んだ表示面３１２,３１３,３１４,３１５を照らす構成であるので、照明手段３４０の光
によって遊技者が注視する遊技盤２０の前側に臨んだ表示面３１２,３１３,３１４,３１
５を明輝させることができる。
【０１４４】
　前記可動体３１０は、支持軸３２０および演出体３３０の両方に対して回転可能なスリ
ーブ３３６を介して演出体３３０を支持軸３２０で支持する構成であるので、演出体３３
０の回転時の摺動負荷を軽減し、演出体３３０をスムーズに回転させることができる。す
なわち、可動体３１０は、演出体３３０を高速回転することが可能である。また、可動体
３１０では、照明手段３４０が支持軸３２０に支持されて、演出体３３０が該可動体３１
０の外殻を構成するだけで軽量化されており、演出体３３０の一層の高速回転を許容し得
る。
【０１４５】
(可動演出装置の配線構造)
　前記可動体３１０は、演出体３３０が支持軸３２０周りに回転する構成であると共に、
支持軸３２０に照明手段３４０が設けられて、支持軸３２０と照明手段３４０との相対的
な関係が変化しないので、演出体３３０の内外支持軸３２０に設けられた配線通路３４４
に照明手段配線Ｈｓを通すことで、照明手段配線Ｈｓを演出体３３０と干渉させることな
く演出体３３０の内部に配置された照明手段３４０まで容易に配設することができる。す
なわち、演出体３３０との干渉を防ぐために照明手段配線Ｈｓの取り回し構造を複雑にす
る必要がなく、可動体３１０全体としてコンパクトにできる。このように、実施例の可動
演出装置３００によれば、可動体３１０に設けた照明手段３４０に繋がる照明手段配線Ｈ
ｓの取り回しを容易にし得る。
【０１４６】
(可動演出装置の制御)
　前記可動演出装置３００は、パチンコ機１０の遊技状態または該パチンコ機１０で実行
される演出内容に応じて、該遊技状態または該演出内容に関連する意匠が施された表示面
３１２,３１３,３１４,３１５を遊技盤２０の前側に臨ませるので、遊技状態または演出
内容と可動体３１０の表示面３１２,３１３,３１４,３１５とが密接に関連し、遊技状態
または演出内容と可動体３１０との一体感を高めることができる。また、遊技盤２０の前
側に臨む可動体３１０の表示面３１２,３１３,３１４,３１５によって、遊技状態または
演出内容に関連付けて遊技者の期待感をあおることができる。可動体３１０は、４つの表
示面３１２,３１３,３１４,３１５のうちの一面だけが遊技盤２０の前側に臨むように停
止されるので、遊技者に一つ一つの表示面３１２,３１３,３１４,３１５の違いをはっき
り認識させることができ、遊技盤２０の前側に臨んだ表示面３１２,３１３,３１４,３１
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５による演出的な意義を明確化することができる。そして、可動体３１０の第４表示面３
１５を遊技盤２０の前側に臨ませた際に、第４表示面３１５の意匠が、作動位置にある作
動体４１０,４１０、枠体装飾部２９,３０,３１、可動装飾部３０６、作動体装飾部４０
７および下部発光装置４８の前面に施された意匠が繋がって、表示部１３ａを囲む１つの
意匠体が構成されるので、作動体４１０,４１０の動作と同調して可動体３１０の表示面
３１５を越えた大きな演出を行うことができ、遊技者の興趣をより高めることができる。
【０１４７】
(作動演出装置)
　前記作動演出装置４００は、左右の作動体４１０,４１０が待機位置において、表示部
１３ａから側方に退避すると共に、前後の作動分体４１２,４２２が分体重複状態にあり
、表示部１３ａの前側が広く開放されている(図２参照)。同様に、作動演出装置４００は
、パチンコ機１０の遊技状態や該パチンコ機１０の演出内容に応じて制御手段Ｃによって
左右の作動モータ４５１,４５１が同期して駆動制御されて、左右の作動体４１０,４１０
が待機位置から作動位置へ向けて互いに近づくようにスライド移動される。各作動体４１
０は、待機位置から係止位置までは前後の作動分体４１２,４２２が重なった分体重複状
態のままで一体的にスライド移動し、係止位置において前側の第２作動分体４２２が位置
規制されることで、係止位置から作動位置において後側の第１作動分体４１２だけがスラ
イド移動して分体拡開状態となる。作動位置から待機位置まで戻る際は、各作動体４１０
は、作動位置から係止位置までは後側の第１作動分体４１２だけがスライド移動し、係止
位置において分体重複状態となった前後の作動分体４１２,４２２が係合することで、係
止位置から待機位置において前後の作動分体４１２,４２２が一体的にスライド移動する
。作動演出装置４００は、左右の作動体４１０を左右にスライド移動させて、待機位置と
作動位置の間で大きく移動させたり、細かく往復動させたり、途中で停止させたりする等
、左右の作動体４１０による所定の動作による演出を行う。作動演出装置４００は、左右
の作動体４１０の,４１０動作によって図柄表示装置１３における表示部１３ａの視認可
能な領域を狭めたり、広げたりできるので、例えば作動体４１０,４１０の動作演出と連
係した表示部１３ａの演出を行うことで、より演出効果を高めることができる。また、作
動体電飾手段４１７の発光によっても、作動体４１０および表示部１３ａの演出を際立た
せることができる。
【０１４８】
　前記作動演出装置４００は、作動モータ４５１に連係された作動回転体４５２の回転に
伴う作動アーム４５３の揺動によって、該作動アーム４５３の延出端に接続された作動体
４１０をスライド移動させる構成であるので、作動回転体４５２の回転角度が小さくても
作動アーム４５３の延出端を大きな角度で揺動させることができる。すなわち、作動モー
タ４５１の駆動に対して、作動体４１０を大きくスライド移動させることができ、作動体
４１０を機敏に動作させることができる。また、作動モータ４１０の能力を上げることな
く作動体４１０の機敏なスライド移動を達成することができるので、小型の作動モータ４
５１を用いることができる。従って、作動演出装置４００によれば、コンパクトな作動手
段４５０で機敏に作動体４１０を動かし得る。各作動ユニット４０２Ａ,４０２Ｂは、ボ
ールベアリング４３６を用いた第１支持部材４３０で作動体４１０を支持しているので、
作動モータ４５１の小さい力で作動体４１０をスムーズに動作させることができる。特に
、作動体４１０において作動アーム４５３の延出端が接続される部位から遠い側を第１支
持部材４３０で支持しているので、作動アーム４５３への負荷を軽減して作動体４１０の
よりスムーズな動作を達成し得る。しかも、第１支持部材４３０に並行配置された上部ベ
ース部材１１６によって該第１支持部材４３０に対応して設置板部４１が補強されて、第
２支持部材４４０に並行配置された連結シャフト２５６によって該第２支持部材４４０に
対応して設置板部４１が補強されているので、第１および第２支持部材４３０,４４０の
歪み等の変形を抑えて、これらの支持部材４３０,４３０で支持される作動体４１０をよ
りスムーズに動作させることができる。
【０１４９】



(47) JP 5787682 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

　前記作動体４１０は、前後の作動分体４１２,４２２から構成され、前後の作動分体４
１２,４２２の分体重複状態で左右寸法をコンパクトにすることができる。一方で、作動
体４１０は、分体拡開状態において前後の作動分体４１２,４２２を連ねて左右に広げる
ことができるので、作動体４１０全体として大きな意匠を構成してインパクトのある演出
を行うことができる。また、作動体４１０は、前後の作動分体４１２,４２２を第１磁着
体４６０および第２磁着体４６１の引き合いにより分体重複状態を保持できると共に、作
動手段４５０による移動に伴って前側の第２作動分体４２２を分体係止部４０６で移動規
制して、第１磁着体４６０および第２磁着体４６１を引き離して後側の第１作動分体４１
２だけを動かすことができる。すなわち、後側の第１作動分体４１２を作動アーム４５３
を介して動かすだけで、前後の作動分体４１２,４２２を連動させたり、後側の第１作動
分体４１２だけを単独で動かすことができる。
【０１５０】
　前記作動体４１０は、分体係止部４０６に分体当接部４２４が係止された際に、第３磁
性体４６２と第４磁性体４６３とが引き合って前側の第２作動分体４２２を保持するので
、前側の第２作動分体４２２の意図しない動作を防止できる。また、第３磁性体４６２お
よび第４磁性体４６３の引き合い力は、第１磁着体４６０および第２磁着体４６１の引き
合い力より弱く設定されているので、前後の作動分体４１２,４２２が分体重複状態にな
った際に、第３磁性体４６２と第４磁性体４６３との磁力による引き合い力に抗して、前
側の第２作動分体４２２を後側の第１作動分体４１２と共に適切に動かすことができる。
【０１５１】
(動作演出装置)
　前記動作演出装置５００は、動作体５１０が退避位置において、表示部１３ａの右側方
に位置して表示部１３ａの前側から退避している(図２参照)。動作演出装置５００は、パ
チンコ機１０の遊技状態や該パチンコ機１０の演出内容に応じて制御手段Ｃによって動作
モータ５５１が駆動制御されて、動作体５１０を左右方向に揺動させて表示部１３ａの前
側で往復動作させたり、表示部１３ａの前側で動作体５１０を停止させたりする等、所定
の動作による演出を行う(図３(ｂ)参照)。
【０１５２】
(設置部材の補強構造)
　前記設置板部４１の前面には、上部ベース部材１１６,左部ベース部材２０２,右部ベー
ス部材２１６、連結シャフト２５６および可動ベース部材３０２が、表示開口部４０ａの
四辺を略全周に亘って囲むように設けられる。第１移動体１１０の上端を移動可能に支持
する上部移動支持部１２６が取り付けられる上部ベルト１２４に並行配置された上部ベー
ス部材１１６によって、設置板部４１の上辺部が補強されて歪み難くなっており、上部ベ
ルト１２４が適切な形状を保つことができるので、第１移動体１１０の上部をスムーズに
移動させることができる。また、第１移動体１１０の下端を移動可能に支持する下部移動
支持部１４６が取り付けられる下部ガイド１４４に並行配置された連結シャフト２５６に
よって、設置板部４１の下辺部が補強されて歪み難くなっており、下部ガイド１４４が適
切な形状を保つことができるので、第１移動体１１０の下部をスムーズに移動させること
ができる。すなわち、第１移動体１１０全体としてスムーズに移動させることができる。
同様に、作動体４１０の上側を移動可能に支持する第１支持部材４３０に並行配置された
上部ベース部材１１６によって、設置板部４１の上辺部が補強されて歪み難くなっており
、第１支持部材４３０が適切な形状を保つことができるので、作動体４１０の上側をスム
ーズに移動させることができる。また、作動体４１０の下側を移動可能に支持する第２支
持部材４４０に並行配置された連結シャフト２５６によって、設置板部４１の下辺部が補
強されて歪み難くなっており、第２支持部材４４０が適切な形状を保つことができるので
、作動体４１０の下側をスムーズに移動させることができる。すなわち、作動体４１０全
体としてスムーズに移動させることができる。設置板部４１の表示開口部４０ａを囲んで
上部ベース部材１１６、左部ベース部材２０２、右部ベース部材２１６、連結シャフト２
５６および可動ベース部材３０２が設けられているので、設置部材４０全体の歪みを適切
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に防止することができ、設置板部４１に設置される演出装置１００,２００,３００,４０
０,５００の可動部材１１０,２１０,３１０,４１０，４１０,５１０をスムーズに移動さ
せることができる。しかも、上部ベース部材１１６は、前後に延在する上部ベース立設部
１１７を備えているので、設置部材４０を更に歪み難くすることができる。
【０１５３】
(意匠体)
　実施例のパチンコ機では、両作動体４１０,４１０が作動位置に配置されると共に可動
体３１０が第４表示面３１５を前側に臨ませることで、両作動体４１０,４１０および第
４表示面４１５の意匠、これらの周辺に設けられた枠体装飾部２９,３０,３１、可動装飾
部３０６、作動装飾体４０７、下部発光装置４８の意匠が隣接する同士で繋がって、一つ
の大きな意匠体を構成するので、得られた意匠体が作動体４１０や第４表示面４１５等の
１つ１つよりも大きくなる。すなわち、作動体４１０の動作による動的な演出効果だけで
なく、作動４１０の大きさ以上となる意匠体によって、大きなインパクトを遊技者に与え
ることができる。また、作動体４１０の動作が可動体３１０の第４表示面３１５と結び付
くので、作動体４１０の動作の結果に対して遊技者に期待を持たせることができるので、
遊技者の興味を長く惹き付けることができる。また、可動体３１０は、演出体３３０を回
転することで表示面４１２,４１３,４１４,４１５を切り替える構成であるので、可動体
３１０の動作の結果に対しても遊技者に期待を持たせることができるので、遊技者の興味
を長く惹き付けることができる。しかも、可動体３１０の動作と作動体４１０の動作とを
組み合わせることで、より演出効果を高めることができる。
【０１５４】
(動作体と演出部との関係)
　実施例のパチンコ機１０では、動作体５１０の動作と該動作体５１０で指し示された演
出部３１６の発光等の演出態様の変化とによって、連係した演出を行うことができる。そ
して、動作体５１０を動作することで、動作体５１０で指し示す演出部３１６を変えるこ
とができ、多彩なバリエーションで遊技者の興味をそそる効果的な演出を行うことができ
る。また、また可動体３１０は、演出体３３０を回転することで表示面４１２,４１３,４
１４,４１５を切り替える構成であるので、演出体３３０の回転動作に伴って演出部３１
６を動作させることができるので、遊技者の注意を惹く演出部３１６によって演出態様の
変化を行うことができる。そして、表示面３１２,３１３,３１４,３１５の切り替えによ
り表れた演出部３１６と動作体５１０とを連係させて、遊技者の注意を惹く演出を行うこ
とができる。更に、動作体５１０は、演出部３１６を揺動動作によって指し示すだけでな
く、演出部３１６に向けて進退移動するよう構成され、動作体５１６の進退移動に連動し
て対応の演出部３１６での演出態様の変化させることで、揺動動作による指し示しとは別
の連係態様で演出を行うことができる。更にまた、動作体５１０の進退移動に連動して、
可動体３１０における演出体３３０の回転動作を開始または停止することで、動作体５１
０の進退動作と可動体３１０の回転動作との関連性を高めることができる。
【０１５５】
(位置決め構造)
　実施例のパチンコ機１０は、設置部材４０に設けられた第１位置決め部５２と枠状装飾
体２８に設けられた第２位置決め部５４とを嵌合することで、演出装置１００,２００,３
００,４００,５００が設置された設置部材４０と枠状装飾体２８とを位置決めすることが
できる。しかも、第１位置決め部５２は、設置部材４０において隣接配置された上部発光
カバー４７よりも前方へ突出しているので、第１位置決め部５２と第２位置決め部５４と
の嵌合作業を行い易い。このように、第１位置決め部５２と第２位置決め部５４との嵌合
によって、遊技盤２０に設置された枠状装飾体２８と遊技盤２０の後側に配設される設置
部材４０との位置ズレを防止し得る。また、第１位置決め部５２および第２位置決め部５
４の組を２組備えているので、２つの位置合わせ部組で位置合わせすることで、設置部材
４０と枠状装飾体２８とをより精度よく位置決めすることができる。第３位置決め部５５
と第４位置決め部５６との嵌合によっても、遊技盤２０に設置された枠状装飾体２８と遊
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技盤２０の後側に配設される設置部材４０との位置ズレを防止し得る。設置部材４０側の
第１位置決め部５２を、枠状装飾体２８側に向けて開口する筒状に形成すると共に、枠状
装飾体２８側の第２位置決め部５４を、遊技盤２０の中央貫通口２０ｂを介して設置部材
４０側に向けて突出するピン状に形成することで、遊技盤２０の厚みの間に第２位置決め
部５４を収容することができる。前述した如く、枠状装飾体２８に設けられた枠体装飾部
２９,３０,３１の意匠が、設置部材に設置された可動装飾部３０６、可動体３１０の第４
表示面３１５、作動位置にある左右の作動体４１０,４１０および作動体装飾部４０７の
意匠と結び付いて、ひとまとまりの意匠体を構成するが、設置部材４０と枠状装飾体２８
とが精度よく位置決めされているので、枠体装飾部２９,３０,３１、可動装飾部３０６、
可動体３１０の第４表示面３１５、作動位置にある左右の作動体４１０,４１０および作
動体装飾部４０７の意匠が適切に繋がって、ズレの少ない意匠体を構成し得る。
【０１５６】
(変更例)
　なお、遊技機の構成としては、実施例のものに限らず、種々の変更が可能である。
(１)光拡散処理としては、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。
(２)発光体としてＬＥＤを例に挙げたが、これに限定されず、電球や有機ＥＬその他の光
を照射し得るものであれば採用できる。
(３)実施例では、演出装置の位置検知手段として光センサを例に挙げたが、これに限定さ
れず、マイクロスイッチ等の機械式や磁気センサあるいはその他の検知手段を採用し得る
。
(４)実施例では、演出装置の駆動源として、モータやソレノイドをを用いたが、その他の
流体圧シリンダ等のアクチュエータを用いてもよい。
(５)実施例では、遊技盤の裏側に設置部材を設けるよう構成したが、該設置部材を本体枠
としての中枠に設置する構成も採用できる。
(６)実施例では、遊技盤としてベニヤ板を採用したが、これに限られるものではなく、遊
技盤を透明な合成樹脂材から構成するようにしてもよい。
(７)実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるもので
はなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用し得
る。
(８)実施例では演出部を可動演出装置の可動体に設ける例を説明したが、図柄表示装置に
おける表示部の特定領域を該図柄表示装置の表示によって演出態様が変化する演出部とし
て用いることができ、枠状装飾体や他の演出装置に演出部を設けてもよい。また、可動演
出装置と図柄表示装置とに演出部を設けた場合には、可動体の揺動動作および／または進
退動作に応じて(例えば図柄表示装置の演出部を可動体で撃つようなアクション)、図柄表
示装置の演出部の表示演出を変更(当該演出部が破裂するような画像演出)するのに連動し
て、可動体を動作または可動体の演出部の演出態様を変化させる等、複数の演出部を連係
させて演出態様を変更させてもよい。
(９)実施例においてメイン制御手段(ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部をサブ制御手
段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対にサブ制御手段が備える機能の全部または一
部をメイン制御手段が備えるようにしてもよい。そして実施例では、メイン制御基板とサ
ブ制御基板(統括制御基板)とを分けて設けるようにしたが、単一の制御基板とすることも
できる。すなわち、実施例におけるメイン制御手段およびサブ制御手段の機能を、単一の
制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよい。更に別途制御基板を備え
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て、実施例のメイン制御手段やサブ制御手段が備える機能の全部または一部を、別の制御
手段に備えさせてもよい。
(１０)実施例において統括制御手段(ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部を、表示制御
手段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対に表示制御手段(ＣＰＵ)が備える機能の全
部または一部を統括制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよい。そして実施例では、統
括制御手段(ＣＰＵ)と統括制御手段(ＣＰＵ)とを分けて設けるようにしたが、単一の制御
基板とすることもできる。すなわち、実施例における統括制御基板および表示制御基板の
機能を、単一の制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が兼用するようにしてもよい。また、
発光制御を行うランプ制御手段や音出力制御を行う音制御手段に関しても同様に、統括制
御手段が兼用することができる。
【０１５７】
(１１)移動体は、端面から内部にかけて光を透過可能に構成し、外周面を光を透過しない
塗装等の被膜を設け、被膜の切れ目から発光させてもよい。
(１２)移動体が片持ちであってもよい。この場合は、移動機構は、駆動側支持組だけで構
成される。
(１３)移動演出装置は、移動体の一方の端面だけに対応して移動発光体を設けてもよい。
(１４)移動体は、一方の端面から他方の端面に亘って一直線に形成する構成に限定されず
、端面から光を入射する移動発光体の発光範囲において直線形状であればよい。例えば両
端面がから入射するのであれば、移動発光体の発光範囲の重なる移動体の中央部で屈曲す
る形状であってもよい。
(１５)移動機構は、支持組の両方が駆動側支持組であってもよい。この場合、移動体と移
動支持部との接続部位を回動可能に構成することで、対をなす支持組を同期して動作させ
るだけでなく、対をなす支持組をずらして動作することで、移動体を斜めに姿勢を変える
ことができる。
(１６)ベルトを張る張架手段は、実施例の構成に限定されず、例えばベルトを押さえてテ
ンションをかけてもよい。
【０１５８】
(１７)演出体の形状は、断面正方形の角筒形状に限られず、断面三角形や五角形以上の多
角形であってもよく、また断面円や楕円の丸筒形状であってもよい。
(１８)可動体は、１つの支持軸で演出体を片持ちしてもよい。
(１９)可動体は、表示面の１つだけを遊技盤の前側に臨ませる構成だけでなく、２面また
は３面以上の表示面を前側に臨ませてもよい。
【０１５９】
(２０)左右の作動体を同期して動作させる例を挙げたが、左右の作動体を独立して動作さ
せてもよい。
(２１)作動体を遊技盤の盤面に沿って左右方向に動作させる例を示したが、遊技盤の盤面
に沿って上下方向または斜め方向に動作させてもよい。
(２２)作動体が左右方向に動作する構成において、作動モータを作動体の下方に配置した
が、作動体の上方に配置してもよい。なお、作動体が上下方向に動作するのであれば、作
動モータを作動体の右または左方に配置するとよい。
(２３)磁石からなる第１磁着体を第１作動分体に設けて、これに対応する磁性体からなる
第２磁着体を第２作動分体に設けたが、第１作動分体に第１磁着体を設けて、第２作動分
体を第２磁着体を設けてもよい。第１磁着体および第２磁着体は、両方とも磁石であって
もよい。
(２４)作動体を２枚の作動分体で構成したが、１枚または３枚以上の作動分体で構成して
もよい。
【０１６０】
(２５)動作体は、揺動に限られず、スライド移動やその他の動作を行ってもよい。
【０１６１】
(２６)補強部材としての上部ベース部材、右部ベース部材、左部ベース部材および連結シ
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ャフトを繋げて、あるいはこれらの部材を一体形成して表示開口部を囲うように構成して
もよい。
(２７)連結シャフトに代えて、上部ベース部材のような板金からなる補強部材を採用して
もよい。
(２８)実施例では、補強部としての上部ベース立設部を上部ベース部材と一体形成したが
、補強部材を補強部と一体形成しても別体形成してもよい。
【符号の説明】
【０１６２】
　３００　可動演出装置
　３０２　可動ベース部材(ベース部材)
　３１０　可動体
　３１２　第１表示面(表示面、所定の表示面)
　３１３　第２表示面(表示面、所定の表示面)
　３１４　第３表示面(表示面、所定の表示面)
　３１５　第４表示面(表示面、他の表示面)
　３２０　支持軸
　３２１　嵌込部
　３２２　照明手段収容体(収容体)
　３２４　照明手段被覆部(被覆部)
　３３０　演出体
　３３３　軸収容部
　３３６　スリーブ
　３４０　照明手段
　３４１　照明体
　３４４　配線通路
　３５０　駆動手段
　３６６　軸保持部
　３６６ａ　配線通口
　４１０　作動体
　５１０　動作体
　Ｈｓ　照明手段配線(配線)
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