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(57)【要約】
【課題】可動体による演出において、可動体を一定の姿
勢に保ちながら移動させることが可能な遊技機を提供す
る。
【解決手段】実施形態の遊技機は、遊技盤構造体の前面
に配置された可動体により演出を行う遊技機において、
遊技盤構造体に一端部側が第１軸により軸支され、可動
体に他端部が第２軸により軸支されたメインアームと、
遊技盤構造体に一端部側が第３軸により軸支され、可動
体に他端部が第４軸により軸支され、メインアームが第
１軸を中心にして一方向に回動されるとき、可動体を第
２軸を中心にして一方向とは反対の方向に回動させるサ
ブアームと、メインアームを回動させる駆動機構と、を
有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤構造体の前面に配置された可動体により演出を行う遊技機において、
　遊技盤構造体に一端部側が第１軸により軸支され、前記可動体に他端部が第２軸により
軸支されたメインアームと、
　前記遊技盤構造体に一端部側が第３軸により軸支され、前記可動体に他端部が第４軸に
より軸支され、前記メインアームが前記第１軸を中心にして一方向に回動されるとき、前
記可動体を前記第２軸を中心にして前記一方向とは反対の方向に回動させるサブアームと
、
　前記メインアームを回動させる駆動機構と、
　を有する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１軸と前記第２軸との間の距離と、前記第３軸と前記第４軸との間の距離が略等
しく、かつ、前記第１軸と前記第３軸との間の距離と、前記第２軸と前記第４軸との間の
距離が略等しいことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記サブアームは、前記メインアームと前記サブアームとが回動されているとき、前記
メインアームの背後に位置するように形成されている
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記可動体は、前記メインアームの回動により、前記遊技盤構造体の周縁部側の収納位
置と、前記遊技盤構造体の中央部側の展開位置との間を移動され、前記収納位置に配置さ
れているときに、前記遊技盤構造体の周縁部が嵌合する凹部を有する
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の遊技機。
【請求項５】
　前記駆動機構は、
　前記遊技盤構造体の周縁部に沿うように設けられたベース部材と、
　前記ベース部材に設けられ、回転力を発生させるモータと、
　前記ベース部材に設けられ、前記メインアームの前記一端部に前記回転力を伝える伝達
手段と、
　を有する
　ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の遊技機。
【請求項６】
　前記伝達手段は、
　長穴部を有し、前記長穴部の長手方向と略直交する方向に移動するように設けられたス
ライダと、
　前記長穴部に相対的に移動可能に挿通された突出部を有し、前記突出部から離れた位置
を中心として回転するように設けられ、前記回転力を受けて回転するとき、前記突出部に
より前記略直交する方向の力を前記長穴部の側縁部に印加させる回転体と、
　を有し、
　前記メインアームの一端部は、前記略直交する方向における位置において前記スライダ
に軸支されている
　ことを特徴とする請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記突出部は、前記可動体が前記収納位置及び前記展開位置の一方から他方に移動され
るとき、前記略直交する方向における二つの位置の間を、円弧状の軌跡に沿って移動する
ように構成されている
　ことを特徴とする請求項６に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】



(3) JP 2013-17765 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　この発明は、可動体により演出を行う遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機においては、可動体により演出を行う演出装置が設けられている。
【０００３】
　特許文献には、次のような演出装置が開示されている。先ず、遊技盤にアーム部材の上
端部が軸支され、可動体がアーム部材の下端部に一体的に設けられている。そして、可動
体による演出において、軸を中心にしてアーム部材を反時計方向に回動すると、可動体が
右方向に移動し、その後、アーム部材を時計方向に回動すると、可動体が左方向に移動す
る。
【０００４】
　なお、可動体の形状やそれに設けられた形態に基づいて、可動体の姿勢が傾いているか
否かを判断することができる。可動体による演出において、可動体が一定の姿勢を保ちな
がら移動すべきところ、傾いたりすると、見栄えが悪くなるおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１９５３４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献に記載された遊技機では、可動体がアーム部材に一体的に
設けられているため、可動体による演出において、アーム部材が反時計回りに回動すると
きには、可動体の姿勢が左側に傾き、アーム部材が時計回りに回動するときには、可動体
の姿勢が右側に傾いてしまうという問題点があった。
【０００７】
　この発明は、上記の問題を解決するものであり、可動体による演出において、可動体を
一定の姿勢に保ちながら移動させることが可能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】
【０００８】
　上記課題を解決するため、この発明の一実施形態は、遊技盤構造体の前面に配置された
可動体により演出を行う遊技機において、遊技盤構造体に一端部側が第１軸により軸支さ
れ、前記可動体に他端部が第２軸により軸支されたメインアームと、前記遊技盤構造体に
一端部側が第３軸により軸支され、前記可動体に他端部が第４軸により軸支され、前記メ
インアームが前記第１軸を中心にして一方向に回動されるとき、前記可動体を前記第２軸
を中心にして前記一方向とは反対の方向に回動させるサブアームと、前記メインアームを
回動させる駆動機構と、を有することを特徴とする遊技機。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明の一実施形態によると、メインアームの回動による可動体の移動時に、可動体
を一定の姿勢に保ちながら移動させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態の遊技機の全体を示す模式図である。
【図２】遊技機に配される遊技盤構造体の正面図である。
【図３】遊技盤構造体の分解斜視図である。
【図４】遊技盤構造体の背面図である。
【図５】裏樋の正面図である。
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【図６】可動体を収納位置に移動させたときの演出装置の正面図である。
【図７】可動体を収納位置と展開位置との間の中間位置に移動させたときの演出装置の正
面図である。
【図８】可動体を展開位置に移動させたときの演出装置の正面図である。
【図９】可動体を展開位置に移動させたときの遊技盤構造体の正面図である。
【図１０】可動体を収納位置に移動させたときの演出装置の背面図である。
【図１１】可動体を中間位置に移動させたときの演出装置の背面図である。
【図１２】可動体を展開位置に移動させたときの演出装置の背面図である。
【図１３】図１０のＡ－Ａ線断面図である。
【図１４】図１０のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１５】図１０のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１６】可動体を収納位置に移動させたときの演出装置の模式図である。
【図１７】可動体を中間位置に移動させたときの演出装置の模式図である。
【図１８】可動体を展開位置に移動させたときの演出装置の模式図である。
【図１９】可動体を展開位置に移動させたときの遊技盤構造体の背面図である。
【図２０】両方の可動体を展開位置に移動させたときの遊技盤構造体の正面図である。
【図２１】遊技盤構造体の周縁部の断面を示す模式図である。
【図２２】設置スペースをスライダの長穴部の位置で略水平に切断した変形例を示す断面
図である。
【図２３】設置スペースをスライダの長溝の位置で略水平に切断した変形例を示す断面図
である。
【図２４】リンク機構の変形例を示す模式図である。
【図２５】メインアーム及びサブアームの変形例を示す横断面である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［遊技機の基本構成］
　本発明の一実施形態に係る遊技機について各図を参照して説明する。
【００１２】
　以下、遊技機の基本的な構成について図面を参照して説明する。なお、以下の説明にお
いて、「上」、「下」、「左」、「右」、「表（前）」、及び「裏（後）」は、特に断ら
ない限り、遊技機１を遊技者側から見た場合における各方向を示すものとする。
【００１３】
　図１は、本実施形態の遊技機１の全体を示す模式図である。図２は、遊技機１に配され
る遊技盤構造体を示す模式図である。
【００１４】
　図１及び図２に示す遊技機１は、所謂パチンコ機である。この遊技機１には、遊技盤７
０が機内部に配置されている。遊技盤７０上には、遊技球Ｐを射出する打球装置２０がそ
のハンドル部分を前面に露出させて設けられている。ここで遊技盤７０上とは遊技盤７０
の盤面上をいう。遊技機１は、遊技者が打球装置２０のハンドルを操作することで遊技球
Ｐを遊技盤７０上に射出する。そして、遊技盤７０上には、入賞口７６等のポケットが配
されており、遊技盤７０上を転動流下する遊技球Ｐがこの入賞口７６等に入球した場合に
、所定数の遊技球Ｐを払い出す。遊技機１は、上皿３０や下皿４０を備えており、遊技球
Ｐは、この上皿３０や下皿４０に払い出されて貯留される。
【００１５】
　このような遊技機１は、機体の外郭をなす縦長方形状の外枠１０を備えている。外枠１
０は、遊技ホールの島設備に取り付け固定される。外枠１０の下部は、合成樹脂製の腰板
ユニット１１で構成されている。外枠１０の開口前面側には、各種の遊技用構成部材をセ
ットするために縦長方形状の中枠１２が開閉可能に取り付けられている。外枠１０には、
一方の側縁部にヒンジ機構１３が設けられており、中枠１２は、ヒンジ機構１３に枢支さ
れることで開閉可能となっている。
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【００１６】
　中枠１２の前面側には、機内部に配置された遊技盤７０を透視保護するためのガラス枠
を備えた前枠１４と上皿３０とが、横開き状態で開閉可能に組み付けられている。この前
枠１４と上皿３０も外枠１０に設けられたヒンジ機構１３で枢支されることで開閉可能と
なっている。中枠１２の前面側において上皿３０の下方には、下皿４０や打球装置２０の
ハンドルが装着されている。
【００１７】
　上皿３０には、その左方側に機内部から払出される遊技球Ｐの上皿払出口３１が設けら
れている。入賞等により払い出された遊技球Ｐは、上皿払出口３１から上皿３０に排出さ
れる。そして、上皿３０に貯留されている遊技球Ｐは、機内へ取り込まれて、打球装置２
０によって遊技盤７０に向けて発射される。上皿３０の前面には、上皿球抜きボタン３２
が設けられている。上皿３０と下皿４０とは、図示しない球抜き通路で繋がっている。球
抜き通路は、上皿球抜きボタン３２の押下操作によって開通し、上皿３０に貯留されてい
る遊技球Ｐを下皿４０に向けて流下させる。
【００１８】
　遊技機１は、入賞、図柄変動、大当り状態、リーチ状態などの各種遊技の状態に応じた
各種の演出を行う。遊技機１の前面側には、各種音声を出力して音声演出を行うスピーカ
５０が配置されている。スピーカ５０は、前枠１４や中枠１２の裏面に装着されており、
装着部位に対応する遊技機１の表面には図示しない放音孔が複数形成されている。各スピ
ーカ５０は、効果音等の各種音声を出力し、音声出力に基づく遊技演出を行う。また、前
枠１４のほぼ全周を囲むように装飾ランプ７５が配置されている。各装飾ランプ７５は、
ＬＥＤランプ等の発光体を備え、遊技の状態に応じて点灯または消灯して、発光装飾に基
づく遊技演出を行う。
【００１９】
　図２に示すように、遊技盤７０の前面には、外レール７２ａと内レール７２ｂが敷設さ
れている。外レール７２ａと内レール７２ｂは、パチンコ遊技の主体となるほぼ円形の遊
技領域７４を遊技盤７０上に区画形成する。内レール７２ｂは、外レール７２ａの内側に
敷設されている。外レール７２ａと内レール７２ｂとは、遊技盤７０の左下方から左上方
に向かって延設されており、打球装置２０から射出された遊技球Ｐを遊技領域７４に誘導
する円弧状の誘導路７３を形成している。
【００２０】
　遊技盤７０の遊技領域７４には、複数の入賞口７６が配されている。これらの各入賞口
７６は、遊技盤７０から前方向に直立し、上方に開口を有するポケット形状を有する。ポ
ケット内部には、遊技球Ｐを検知するセンサが配されている。遊技機１は、入賞口７６に
遊技球Ｐが入球すると、センサがこの入球を検知したことを契機として所定球数の遊技球
Ｐが上皿３０に払い出される。遊技盤７０の遊技領域７４の最下部には、いずれの入賞口
７６にも入球せずにアウト球となった遊技球Ｐが入球するアウト球口７７が配設されてい
る。このアウト球口７７は、アウト球を回収して内部へ送出し、機外排出を行うために設
けられている。
【００２１】
　遊技盤７０の遊技領域７４には、中央に開口を有した大型の枠体であるセンター役物１
００が装着されている。センター役物１００には遊技球が転動し得るステージが設けられ
ている。
【００２２】
　遊技領域７４内であってセンター役物１００の下方には、始動口７９が設けられている
。この始動口７９は、遊技盤７０から前方向に直立し、上方に開口を有するポケット形状
を有する。ポケット内部には、遊技球Ｐを検知するセンサが配されている。遊技機１は、
始動口７９に遊技球Ｐが入球すると、センサがこの入球を検知したことを契機として図柄
変動ゲームを開始する。
【００２３】
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　センター役物１００の開口には、図柄表示部７８が配置されている。図柄表示部７８に
は、複数種類の図柄を変動させて複数列の図柄からなる図柄組み合わせを導出する図柄変
動ゲームなどの表示演出の画像が表示される。
【００２４】
　図柄変動ゲームにおいて図柄表示部７８では、複数種類の飾り図柄（以下、「飾図」と
示す）を複数列で変動させて各列に飾図が表示される。飾図は、図柄表示部７８で行われ
る表示演出を多様化するために用いられる演出用の図柄である。
【００２５】
　図柄表示部７８には、図柄変動ゲームで導出される３列の図柄毎に対応して、各列の図
柄を停止表示させる３つの図柄表示位置ＨＰ１，ＨＰ２，ＨＰ３が定められている。停止
表示では、図柄表示部７８の各図柄表示位置ＨＰ１～ＨＰ３において図柄の種類を遊技者
が識別可能な状態で図柄が表示される。この停止表示には図柄が一時的に停止している一
旦停止表示と、図柄が確定的に停止している確定停止表示とがある。
【００２６】
　そして、図柄表示部７８では、図柄変動ゲームが開始すると図柄が変動表示されるとと
もに、変動の停止によって各列の図柄表示位置ＨＰ１～ＨＰ３に１つの図柄が一旦停止表
示され、その後に図柄変動ゲームが終了すると各列の図柄表示位置ＨＰ１～ＨＰ３に１つ
の図柄が確定停止表示される。変動表示では、図柄表示部７８において図柄が予め定めた
表示順序にしたがって変動しながら表示される。
【００２７】
　図柄変動ゲームでは、各列に［１］～［８］の８種類の数字が飾図として表示可能とさ
れている。そして、図柄表示部７８で図柄変動ゲームが開始すると、各列の図柄は、予め
定められた表示順序で図柄表示部７８の上方から下方にスクロールさせながら変動表示さ
れるようになっている。
【００２８】
　図柄表示部７８には、当該図柄表示部７８に定められる３つの図柄表示位置ＨＰ１～Ｈ
Ｐ３を結んでなる組み合わせ有効ラインＬが形成されている。なお、図２では、説明の便
宜上、各図柄表示位置ＨＰ１～ＨＰ３、及び有効ラインＬを図示しているが、実機におい
ては、これらの図柄表示位置ＨＰ１～ＨＰ３、及び有効ラインＬが目視可能な状態で表示
されている必要はない。有効ラインＬに停止表示された３つの図柄からなる図柄組み合わ
せが、大当りか否かを遊技者に認識させるための有効な図柄組み合わせとなる。
【００２９】
　図柄変動ゲームでは、有効ラインＬに停止表示させる３列の飾図を同一の飾図として形
成した図柄組み合わせを、内部抽選で大当りを決定した場合に図柄表示部７８に確定停止
表示させる飾図の大当り図柄としている。例えば、飾図による大当りの図柄組み合わせは
、［１１１］や［７７７］などである。一方、有効ラインＬに停止表示させる３列の飾図
を同一の飾図とせずに形成した図柄組み合わせを、内部抽選ではずれを決定した場合に演
出表示装置に確定停止表示させる飾図のはずれ図柄としている。３列の飾図が同一の飾図
とならない場合には、３列の飾図の全てが異なる場合や、２列の飾図が同一で、かつ１列
の飾図が異なる場合が含まれる。例えば、飾図のはずれ図柄組み合わせは、［１２３］、
［１１５］、［７６７］や［８８９］などである。
【００３０】
　始動口７９の下方には、大入賞口８０が配されている。大入賞口８０は、開閉動作可能
な開閉扉８０ａで閉じられている。開閉扉８０ａは、図柄変動ゲームで大当りが決定され
ると、予め定めた開放時間や開放回数で開動作し、遊技球Ｐの入球を許容する。そして、
大入賞口８０には、遊技球Ｐを検知するセンサが設けられており、遊技機１は、大入賞口
８０への入球を検知すると、所定球数の遊技球Ｐを払い出す。
【００３１】
　センター役物１００は、遊技機１の前後方向に所定の厚みを有しており、遊技盤７０の
前面から少なくとも遊技球Ｐの直径以上の厚み分突出して取り付けられている。センター
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役物１００の枠体は、枠体上部１００ａ及び枠体下部１００ｂを有する。枠体上部１００
ａは、図柄表示部７８の上方において遊技領域７４を左右に横断している。枠体下部１０
０ｂは、図柄表示部７８の下方において遊技領域７４を左右に横断している。
【００３２】
　図３は遊技盤構造体の分解斜視図である。なお、遊技盤７０、裏樋７１、センター役物
１００のいずれか一つを有するもの、または二以上の組み合わせを有するものを遊技盤構
造体という場合がある。なお、図３では、遊技盤構造体として、遊技盤７０、裏樋７１及
びセンター役物１００のみを示す。
【００３３】
　図３に示すように、裏樋７１は遊技盤７０の背後に配置されている。裏樋７１の背面に
は図柄表示部７８（図３では省略）が取り付けられている。裏樋７１には図柄表示部７８
に対応するように開口が設けられている。
【００３４】
　図３に示すように、遊技盤７０の周縁部は、両側縁部７０ｂ、上縁部７０ｃ及び下縁部
７０ｄを有している。裏樋７１の周縁部は、両側縁部７１ｂ、上縁部７１ｃ及び下縁部７
１ｄを有している。側縁部７０ｂ、７１ｂ同士、上縁部７０ｃ、７１ｃ同士、及び、下縁
部７０ｄ、７１ｄ同士はそれぞれ位置合わせされている。これらの縁部は位置合わせされ
た状態で固定されている。側縁部７０ｂ、７１ｂ、上縁部７０ｃ、７１ｃ及び下縁部７０
ｄ、７１ｄを遊技盤構造体の周縁部という場合がある。
【００３５】
　遊技盤７０の側縁部７０ｂ、上縁部７０ｃ及び下縁部７０ｄには前壁部７０ｆがそれぞ
れ設けられている。裏樋７１の側縁部７１ｂ、上縁部７１ｃ及び下縁部７１ｄには、後壁
部７０ｇ及び側壁部７０ｈがそれぞれ設けられている。なお、前壁部７０ｆ、後壁部７０
ｇ及び側壁部７０ｈを遊技盤構造体の周縁部という場合がある。
【００３６】
　遊技盤構造体の周縁部は、その中央部７０ｅ側に口を開いた略Ｕ字状の断面形状に形成
されている。前壁部７０ｆ、後壁部７０ｇ及び側壁部７０ｈで囲まれた内部は、演出装置
２００の設置スペースとして用いられる。遊技盤７０は、それを介して図柄表示部７８及
び演出装置を視認することが可能なように、例えばアクリル樹脂材で形成され、その全体
が透過性を有している。
【００３７】
［演出装置の主構成］
　以上、遊技機１の基本的な構成について説明した。次に、演出装置２００の主な構成に
ついて、図２及び図４を参照して説明する。図４は遊技盤構造体の背面図である。
【００３８】
　図２及び図４に示すように、遊技盤構造体の両側縁部には演出装置２００が左右対称的
に設けられている。両方の演出装置２００は左右対称的な動作をするように構成されてい
る。
【００３９】
　両方の演出装置２００はほぼ同じ構成をしている。演出装置２００の説明において、同
じ構成については、左側（図４では右側）の演出装置２００を代表して説明し、右側（図
４では左側）の演出装置２００の説明を省略する。
【００４０】
　図４に示すように、演出装置２００は、メインアーム２１０、サブアーム２２０、可動
体３００、及び駆動機構４００を有している。
【００４１】
　以下、演出装置２００について、メインアーム２１０、サブアーム２２０、可動体３０
０の順に図４～図８、及び図１０～図１７を参照して説明する。
【００４２】
〔メインアーム〕



(8) JP 2013-17765 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

　図５は裏樋７１の正面図である。なお、図５では、左右の演出装置２００の可動体３０
０が収納位置にそれぞれ配置され、前後に重なった状態を示す。
【００４３】
　図４及び図５に示すように、メインアーム２１０の一端部２１１側は第１軸Ａにより裏
樋７１の側縁部７１ｂに軸支されている。メインアーム２１０の他端部２１２は第２軸Ｂ
（図４参照）により可動体３００に軸支されている。第１軸Ａおよび第２軸Ｂは前後方向
にそれぞれ延設されている。なお、メインアーム２１０の一端部２１１側は裏樋７１の上
縁部７１ｃに軸支されてもよく、また下縁部７１ｄに軸支されてもよく、さらに、角部（
例えば側縁部７１ｂと上縁部７１ｃとをつなぐ角部）に軸支されてもよい。すなわち、メ
インアーム２１０の一端部２１１側は、遊技者により演出装置２００が図柄表示部の前面
にて視認可能となる位置であれば、中央部７０ｅの外周縁と各縁部の間のいずれの縁部に
軸支されていてもよい。ここで、メインアーム２１０の一端部２１１側とは、裏樋７１の
周縁部に直接的に、または、後述する例えばベース部材を介して間接的に軸支される一端
部をいう。
【００４４】
　メインアーム２１０の一端部２１１と他端部２１２との間の中間部２１３には、飾り板
２１４が固定されている。飾り板２１４の端部の近傍位置には被検出部２１５（図５参照
）及び被ガイドピン２１６（図１０参照）が設けられている。
【００４５】
　また、メインアーム２１０の一端部２１１には、他端部２１２側とは反対側にさらに延
ばされ、その先端部２１７には長穴２１７ａが形成されている。
【００４６】
　図６は可動体３００を収納位置に移動させたときの演出装置の正面図、図７は可動体を
収納位置と展開位置との間の中間位置に移動させたときの演出装置の正面図、図８は可動
体を展開位置に移動させたときの演出装置の正面図である。
【００４７】
　図６～図８に示すように、メインアーム２１０は、その両端部が第１軸Ａ、第２軸Ｂに
より軸支されることで、可動体３００を収納位置と展開位置との間に移動させる。さらに
、メインアーム２１０は、第１軸Ａに設けられた巻きばね（図示省略）により、収納位置
に移動する方向に付勢されている。
【００４８】
〔サブアーム〕
　次に、サブアーム２２０について図４～図８を参照して説明する。
【００４９】
　図４及び図５に示すように、サブアーム２２０の一端部２２１側は第３軸Ｃにより裏樋
７１の側縁部７１ｂに軸支されている。サブアーム２２０の他端部２２２は第４軸Ｄ（図
４参照）により可動体３００に軸支されている。第３軸Ｃ及び第４軸Ｄは前後方向にそれ
ぞれ延設されている。なお、サブアーム２２０の一端部２２１側は裏樋７１の上縁部７１
ｃまたは下縁部７１ｄに軸支されてもよい。ここで、サブアーム２２０の一端部２２１側
とは、裏樋７１の周縁部に直接的または例えばベース部材を介して間接的に軸支される一
端部をいう。
【００５０】
　図６～図８及び図１０～図１２に示すように、サブアーム２２０は、メインアーム２１
０が第１軸Ａを中心にして一方向（例えば時計回り）に回動されるとき、可動体３００を
第２軸Ｂを中心にして一方向とは反対の方向（例えば反時計回り）に回動させるように構
成されている。
【００５１】
（平行リンク）
　このような構成の一例として、裏樋７１、メインアーム２１０、サブアーム２２０及び
可動体３００により構成された平行リンクが用いられている。
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【００５２】
　平行リンクでは、第１軸Ａと第２軸Ｂとの間の距離ＡＢと、第３軸Ｃと第４軸Ｄとの間
の距離ＣＤが略等しく（ＡＢ≒ＣＤ）、かつ、第１軸Ａと第３軸Ｃとの間の距離ＡＣと、
第２軸Ｂと第４軸Ｄとの間の距離ＢＤが略等しくなるように構成されている（ＡＣ≒ＢＤ
）。
【００５３】
　平行リンクにおいては、メインアーム２１０及びサブアーム２２０が平行な関係を保ち
ながらそれぞれ回動される。このとき、第２軸Ｂと第４軸Ｄとは相互の位置関係を保ちな
がら移動される。これらの軸Ｂ、Ｄにより可動体３００がそれぞれ軸支されているため、
演出中の可動体３００が一定の姿勢を保つように移動されるように構成される。
【００５４】
　次に、サブアーム２２０の形状について図４、図５、及び図９を参照して説明する。図
９は可動体を展開位置に移動させたときの遊技盤構造体の正面図である。
【００５５】
　図４、図５、及び図９に示すように、サブアーム２２０の一端部２２１と他端部２２２
との間の中間部２２３は、可動体３００を収納位置と展開位置との間に移動するために、
メインアーム２１０とサブアーム２２０とが回動されているとき、飾り板２１４の背後に
位置するように形成されている。
【００５６】
　サブアーム２２０の一端部２２１は、遊技盤７０の側縁部７０ｂの背後に位置するよう
に形成されている。なお、遊技盤７０の側縁部７０ｂがセンター役物１００の枠体の背後
に配置されているので、サブアーム２２０の一端部２２１はセンター役物１００の枠体の
背後に位置するように形成されてもよい。それにより、サブアーム２２０の一端部２２１
を前方から覆うことが可能となる。
【００５７】
　サブアーム２２０の他端部２２２は、メインアーム２１０とサブアーム２２０とが回動
されているとき、可動体３００の飾り板３１２の背後に位置するように形成されている。
【００５８】
〔可動体〕
　次に、可動体３００について図２、及び図９～図１５を参照して説明する。図１０は可
動体を収納位置に移動させたときの演出装置の背面図、図１１は可動体を中間位置に移動
させたときの演出装置の背面図、図１２は可動体を展開位置に移動させたときの演出装置
の背面図である。
【００５９】
　図２、及び図９～図１２に示すように、可動体３００は、裏樋７１の前面に配置され、
メインアーム２１０の回動により、裏樋７１の上縁部７１ｃ側の収容位置と裏樋７１の中
央部（遊技盤構造体の中央部７０ｅに相当する）側の展開位置との間を移動される。
【００６０】
　図１３は図１０のＡ－Ａ線断面図である。図１０及び図１３に示すように、可動体３０
０は、ハウジング部材３１０、ケース部材３２０、基板３３０、拡散部材３４０、窓部材
３５０、及びレンズカバー３６０を有している。
【００６１】
　また、可動体３００は、収納位置に配置されているときに、裏樋７１の上縁部７１ｃが
上方から相対的に嵌め込まれる凹部３０１を有する。
【００６２】
（ハウジング部材）
　図１０及び図１３に示すように、ハウジング部材３１０は、前側と後側とに開口部３１
０ａを有する筒状体３１１を有している。筒状体３１１の外周には羽根状の飾り板３１２
が設けられている。飾り板３１２の背後には拡張部３１３が配置されている。拡張部３１
３は、筒状体３１１の筒壁の一部を外方に張り出させることにより形成されている。
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【００６３】
　図１４は図１０のＢ－Ｂ線断面図である。図１０及び図１４に示すように、飾り板３１
２の背後には接続部３１４が配置されている。接続部３１４は、筒状体３１１の外周に設
けられている。
【００６４】
（ケース部材）
　図１５は図１０のＣ－Ｃ線断面図である。図１０、図１３及び図１５に示すように、ケ
ース部材３２０は、後側の開口部３１０ａ近傍に配置され、筒状体３１１に嵌め込まれた
状態で固定されている。ケース部材３２０の前面側にはモータＭが固定されている。モー
タＭは拡張部３１３内に収容されている。モータＭの回転軸には第１歯車３２１が固定さ
れている。第１歯車３２１は、ケース部材３２０の後面側に配置されている。
【００６５】
　さらに、ケース部材３２０の後面側には第２歯車３２２及び第３歯車３２３が配置され
ている。第１歯車３２１が第２歯車３２２と噛み合わされ、さらに、第２歯車３２２が第
３歯車３２３と噛み合わされている。第３歯車３２３の回転軸３２４が筒状体３１１の中
心軸に沿って前方に延設されている。回転軸３２４により後述するレンズカバー３６０が
軸支されている。第３歯車３２３、回転軸３２４及びレンズカバー３６０は相対的に回転
しないように構成されている。
【００６６】
　第３歯車３２３には切り欠き部３２６が設けられている。切り欠き部３２６の近接によ
り検知信号を出力する近接スイッチ（図示省略）が設けられている。検出信号を受けて、
モータＭへの通電を制御することにより、レンズカバー３６０を所定の回転位置に止める
ことが可能な制御部（図示省略）が設けられている。
【００６７】
（基板）
　図１０及び図１３に示すように、基板３３０は、ケース部材３２０の前側に配置され、
筒状体３１１に嵌め込まれている。基板３３０の前面部には複数のＬＥＤ３３１が配置さ
れている。
【００６８】
（拡散部材）
　図１０及び図１３に示すように、拡散部材３４０は、基板３３０の前側に配置され、筒
状体３１１に嵌め込まれ、基板３３０と共にケース部材３２０に固定されている。拡散部
材３４０はＬＥＤ３３１からの光を拡散させる。拡散光は後述する窓部材３５０を通り、
さらにレンズカバー３６０に入射する。
【００６９】
（窓部材）
　図１０及び図１３に示すように、窓部材３５０は、拡散部材３４０の前面側に配置され
、筒状体３１１の前側の開口部３１０ａに嵌め込まれ、筒状体３１１に固定されている。
窓部材３５０は透光性を有する。
【００７０】
　図１０及び図１３に示すように、ハウジング部材３１０の上部３１５、ケース部材３２
０の上部３２５、基板３３０の上部３３５、拡散部材３４０の上部３４５、及び、窓部材
３５０の上部３５５は、上下方向の同じ位置で略水平にそれぞれが切除されることにより
、凹部３０１を構成している。
【００７１】
（レンズカバー）
　図６、図１０及び図１３に示すように、レンズカバー３６０は、窓部材３５０の前側に
配置され、回転軸３２４により軸支されている。レンズカバー３６０は、透光性を有し、
回転軸３２４を中心位置にして略円板状に形成されている。レンズカバー３６０の前面部
には、文字、図形、記号などの形態が設けられている。”演”の文字が設けられたレンズ
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カバー３６０を図６に示す。
【００７２】
　レンズカバー３６０においては、凹部３０１に相当する部分以外がＬＥＤ３３１により
照射され、凹部３０１に相当する部分がＬＥＤ３３１により照射されない。
【００７３】
　ＬＥＤ３３１により照射されない部分については、可動体３００が収納位置に配置され
たとき、裏樋７１に設けられたＬＥＤ（図示省略）により照射される。また、可動体３０
０が展開位置に配置されたとき、図柄表示部７８により照射される。それにより、ＬＥＤ
３３１により照射されない部分についても十分な光量により照射することが可能となる。
【００７４】
〔駆動機構〕
　次に、駆動機構４００について図５～図８、及び図１０～図１２を参照して説明する。
【００７５】
　図５及び図６に示すように、駆動機構４００は、ベース部材４１０、モータ４２０及び
伝達手段４３０を有している。
【００７６】
（ベース部材）
　図５、図６及び図１０に示すように、ベース部材４１０は、裏樋７１の側縁部７１ｂの
後壁部７０ｇ（前後方向と略直交する壁部）に沿うように設けられている。ベース部材４
１０には第１軸Ａ及び第３軸Ｃが設けられている。第１軸Ａ及び第３軸Ｃは上下の位置関
係で配置されている。
【００７７】
　また、ベース部材４１０にはスライダ４４０を上下方向に案内するためのガイド部４１
１及びガイドピン４１２が設けられている。スライダ４４０の詳細については後述する。
【００７８】
　さらに、ベース部材４１０には、被検出部２１５の近接により検出信号を出力する近接
スイッチ４１３が設けられている。近接スイッチ４１３は、可動体３００が収納位置に移
動されたとき、検出信号を出力する。検出信号を受けて、モータ４２０への通電を制御す
ることにより、可動体３００を収納位置に止めることが可能となる。
【００７９】
　さらに、図１０に示すように、ベース部材４１０には、被ガイドピン２１６を案内する
ためのガイド溝４１４が設けられている。ガイド溝４１４は、第１軸Ａの位置を中心とす
る円弧状に形成されている。
【００８０】
　ベース部材４１０が設けられる周縁部は裏樋７１の側縁部７１ｂに限らず、上縁部７１
ｃ、下縁部７１ｄでもよく、また、後壁部７０ｇに限らず、前壁部７０ｆ、側壁部７０ｈ
でもよい。
【００８１】
（モータ）
　図６～図８、及び図１０に示すように、モータ４２０は、ベース部材４１０に設けられ
ている。モータ４２０の出力ギア４２１はアイドルギア４２２と噛み合っている。アイド
ルギア４２２は、後述する回転体４５０のギア部と噛み合っている。
【００８２】
（伝達手段）
　図５～図８、及び図１０～図１２に示すように、伝達手段４３０は、ベース部材４１０
に設けられ、スライダ４４０及び回転体４５０を有している。
【００８３】
　スライダ４４０は、長穴部４４１を有し、長穴部４４１の長手方向と略直交する方向に
移動するように設けられている。ここで、長手方向は前後方向と略直交する略水平方向（
略左右方向）である。また、略直交する方向は略上下方向であり、後壁部７０ｇに沿った
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方向である。
【００８４】
　スライダ４４０には略上下方向を長手方向とする長溝４４２が形成されている。長溝４
４２にはガイドピン４１２が略上下方向に相対移動するように嵌合されている。スライダ
４４０はガイドピン４１２及び前述したガイド部４１１により上下方向に案内される。
【００８５】
　スライダ４４０の長溝４４２の下端部の近傍位置には長穴部４４１が配置され、長溝４
４２の上端部の近傍位置には第５軸Ｅが配置されている。第５軸Ｅは、第１軸Ａと同様に
、前後方向に延設され、メインアーム２１０の長穴２１７ａに相対的に移動可能に嵌合さ
れている。
【００８６】
　第５軸Ｅは、それが上方に移動されると、メインアーム２１０の長穴２１７ａの側縁が
第５軸Ｅにより押し上げられ、メインアーム２１０が第１軸Ａを中心にして時計回りに回
動され、反対に、第５軸Ｅが下方に移動されると、メインアーム２１０の長穴２１７ａの
側縁が第５軸Ｅにより押し下げられ、メインアーム２１０が第１軸Ａを中心にして反時計
回りに回動されるように、メインアーム２１０の先端部２１７に接続されている。
【００８７】
　回転体４５０は、第６軸Ｆにより軸支されている。第６軸Ｆは、第１軸Ａと同様に前後
方向に延設されている。第６軸Ｆから偏心した位置には突出部４５１が設けられている。
突出部４５１は、長穴部４４１に相対的に移動可能に挿通されている。
【００８８】
　回転体４５０は、モータ４２０の回転力を受けて回転されるとき、突出部４５１により
上下方向の力を長穴部４４１の側縁部に印加させるように構成されている。
【００８９】
　突出部４５１は、可動体３００が収納位置及び展開位置の一方から他方に移動されると
き、略上下方向上の二つの位置の近傍間を円弧状の軌跡に沿って移動するように配置され
ている。
【００９０】
　突出部４５１の動きがメインアーム２１０に伝達される機構、主に動きが伝わる順番に
ついて図６～図８、及び図１０～図１２を参照して説明する。
【００９１】
　図６～図８、及び図１０～図１２に示すように、突出部４５１が反時計回りに略６時の
位置から略１２時の位置へ移動するとき、可動体３００が収納位置から展開位置に移動さ
れる。突出部４５１が時計回りに略１２時の位置から略６時の位置へ移動するとき、可動
体３００が展開位置及から収納位置に移動される。なお、突出部４５１が時計回りに略２
時の位置と略４時の位置との間を移動するとき、可動体３００が展開位置と収納位置との
間の中間位置において移動される。
【００９２】
　図６及び図１０に示すように、モータ４２０により回転体４５０が回転され、突出部４
５１が略６時の位置と略５時の位置との間（または、略１２時の位置と略１時の位置との
間）に移動されると、突出部４５１の移動量に対する上下方向の成分量が小さいため、突
出部４５１は、大きな力で長穴部４４１の側縁部を上方または下方へ押し上げる。その大
きな力がスライダ４４０及び第５軸Ｅに伝えられ、さらに、第５軸Ｅからメインアーム２
１０の長穴２１７ａの側縁に伝えられる。そのため、大きな力でメインアーム２１０の先
端部２１７が上方または下方に移動され、大きな力でメインアーム２１０が第１軸Ａを中
心にして回動される。それにより、可動体３００が収納位置から展開位置へ（または、展
開位置から収納位置へ）中間位置と比較して大きな力で移動される。
【００９３】
　モータ４２０により回転体４５０が回転され、突出部４５１が略２時の位置と略４時の
位置との間に移動されるとき、突出部４５１の移動量に対する上下方向の成分量が大きい
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ため、突出部４５１は、長穴部４４１の側縁部を大きく移動させることが可能となる。側
縁部が大きく移動される分だけ、第５軸Ｅが大きく移動され、メインアーム２１０の長穴
２１７ａの側縁が大きく移動されるため、メインアーム２１０の先端部２１７が上下方向
に大きく移動され、メインアーム２１０が第１軸Ａを中心にして大きく回動される。それ
により、可動体３００が中間位置において、収納位置や展開位置の近傍と比較して高速で
移動される。
【００９４】
〔動作〕
　次に、演出装置２００の一連の動作について説明する。
　先ず、平行リンクの作用について図２及び図１６～図１８を参照して説明する。図１６
は可動体を収納位置に移動させたときの演出装置の模式図、図１７は可動体を中間位置に
移動させたときの演出装置の模式図、図１８は可動体を展開位置に移動させたときの演出
装置の模式図である。なお、図１６～図１８では、飾り板２１４及びサブアーム２２０を
一点鎖線及び破線でそれぞれ示している。
【００９５】
　図１６～図１８に示すように、可動体３００を収納位置と展開位置との間に移動するた
めに、メインアーム２１０とサブアーム２２０とが回動されているとき、サブアーム２２
０の一端部２２１と他端部２２２との間の中間部２２３は、飾り板２１４の背後に位置す
る。サブアーム２２０の一端部２２１は、遊技盤７０の側縁部７０ｂの背後に位置する。
【００９６】
　なお、遊技盤７０の側縁部７０ｂがセンター役物１００の枠体の背後に配置されている
ので、サブアーム２２０の一端部２２１はセンター役物１００の枠体の背後に位置するこ
とにもなる。それにより、サブアーム２２０の一端部２２１は前方から覆われる。
【００９７】
　サブアーム２２０の他端部２２２は、メインアーム２１０とサブアーム２２０とが回動
されているとき、可動体３００の飾り板３１２の背後に位置する。
【００９８】
　以上のように、サブアーム２２０の全体が前方から覆われているため、遊技者が一見し
てメインアーム２１０のみにより可動体３００を移動させているように感じるため、演出
装置２００の見栄えを向上させることが可能となる。
【００９９】
　次に、可動体３００の変動動作について図２、図６～図１２、図１９、及び図２０を参
照して説明する。図１９は可動体を展開位置に移動させたときの遊技盤構造体の背面図で
ある。
【０１００】
（収納位置～展開位置）
　図２に示すように、可動体３００が収納位置に配置されているとき、裏樋７１の上縁部
７１ｃが可動体３００の凹部３０１に相対的に上方から嵌め込まれている。凹部３０１が
設けられることにより、裏樋７１の上縁部７１ｃに可動体３００の収納スペースを確保す
ることが困難なときにも、可動体３００の収納位置を裏樋７１の上縁部７１ｃ側に設ける
ことが可能となる。
【０１０１】
　また、図２に示すように可動体３００が収納位置に配置されているとき、レンズカバー
３６０は所定の姿勢に保持されていて、レンズカバー３６０に設けられている”演”の文
字は真っ直ぐに立った状態にある。
【０１０２】
　図６及び図１０に示すように、可動体３００が収納位置に配置されているとき（例えば
、突出部４５１が略６時の位置に配置されているとき）、モータ４２０により回転体４５
０を反時計回りに回転させると、突出部４５１により長穴部４４１の側縁部が大きな力で
上方へ押し上げられるため、大きな力がスライダ４４０及び第５軸Ｅに伝えられ。さらに
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、大きな力が第５軸Ｅからメインアーム２１０の先端部２１７に伝えられる。そのため、
第５軸Ｅにより大きな力でメインアーム２１０の先端部２１７が上方に移動されるため、
メインアーム２１０が第１軸Ａを中心にして時計回りに回動される。それにより、大きな
力で可動体３００が収納位置から展開位置へ移動される。
【０１０３】
　可動体３００が収納位置から展開位置へ移動されるとき、メインアーム２１０及びサブ
アーム２２０が平行な関係を保ちながら回動されるため、可動体３００が一定の姿勢を保
つように移動され、”演”の文字が真っ直ぐに立った状態に維持される。
【０１０４】
　図７及び図１１に示すように、可動体３００が収納位置と展開位置との間の中間位置の
近傍に配置されているとき（例えば、突出部４５１が略２時の位置と略４時の位置との間
に配置されているとき）、モータ４２０により回転体４５０を反時計回りに回転させると
、突出部４５１により長穴部４４１の側縁部が上方へ大きく移動され、さらに、この大き
な移動により、スライダ４４０、第５軸Ｅ、及びメインアーム２１０の一端部２１１が大
きく移動されるため、中間位置の近傍においては、可動体３００が高速で展開位置へ移動
される。
【０１０５】
　可動体３００が中間位置から展開位置へ移動されるときも、メインアーム２１０及びサ
ブアーム２２０が平行な関係を保ちながら回動されるため、可動体３００が一定の姿勢を
保つように移動され、”演”の文字が真っ直ぐに立った状態に維持される。
【０１０６】
　図６及び図１９に示すように、可動体３００が展開位置の近傍に配置されているとき（
例えば、突出部４５１が略１時の位置に配置されているとき）、モータ４２０により回転
体４５０を反時計回りに回転させると、突出部４５１により長穴部４４１の側縁部が上方
へ小さく移動され、さらに、この小さな移動がスライダ４４０から第５軸Ｅを介してメイ
ンアーム２１０に伝えられるため、可動体３００を低速で図８及び図１２に示す展開位置
に移動させることが可能となる。可動体３００が中間位置から展開位置へ移動されるとき
、可動体３００の移動が高速から低速へ徐々に減速されることで、可動体３００の慣性力
が徐々に小さくなるため、可動体３００が展開位置に停止するときに、メインアーム２１
０及び駆動機構４００等が大きな慣性力を受けずに済む。
【０１０７】
　以上のように、可動体３００が収納位置から展開位置に移動されるとき、メインアーム
２１０及びサブアーム２２０が平行な関係を保ちながら回動されるため、可動体３００の
姿勢が左右に傾くことがなく、”演”の文字が真っ直ぐに立った状態に維持されるため、
演出装置２００の見栄えを向上させることが可能となる。
【０１０８】
　また、メインアーム２１０及びサブアーム２２０がそれぞれ回動されるとき、平行リン
クの作用においても述べたように、サブアーム２２０は、メインアーム２１０の飾り板２
１４、遊技盤７０の側縁部７０ｂ（センター役物１００の枠体）及び可動体３００の飾り
板３１２により前方から覆われている。それにより、遊技者が一見してメインアーム２１
０のみにより可動体３００を移動させているように感じるため、演出装置２００の見栄え
を向上させることが可能となる（図１６～図１８参照）。
【０１０９】
（展開位置～収納位置）
　可動体３００が展開位置に配置されているとき（例えば、突出部４５１が略１２時の位
置に配置されているとき）、モータ４２０により回転体４５０を時計回りに回転させると
、突出部４５１により長穴部４４１の側縁部が大きな力で押し下げられ、さらに、この大
きな力がスライダ４４０から第５軸Ｅを介してメインアーム２１０に伝えられるため、可
動体３００が大きな力で展開位置から収納位置へ移動される。メインアーム２１０及びサ
ブアーム２２０は平行な関係を保ちながら回動される。
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【０１１０】
　可動体３００が展開位置から収納位置へ移動されるとき、メインアーム２１０及びサブ
アーム２２０が平行な関係を保ちながら回動されるため、可動体３００が一定の姿勢を保
つように移動され、“演”の文字が真っ直ぐに立った状態に維持される。
【０１１１】
　可動体３００が中間位置の近傍（例えば、突出部４５１が略２時の位置と略４時の位置
との間に配置されているとき）に配置されているとき、モータ４２０により回転体４５０
を時計回りに回転させると、突出部４５１により長穴部４４１の側縁部が下方へ大きく移
動され、さらに、この大きな移動により、スライダ４４０、第５軸Ｅ、及びメインアーム
２１０の一端部２１１が大きく移動されるため、中間位置の近傍においては、可動体３０
０が高速で収納位置へ移動される。
【０１１２】
　可動体３００が収納位置の近傍（例えば、突出部４５１が略５時の位置に配置されてい
るとき）に配置されているとき、モータ４２０により回転体４５０を時計回りに回転させ
ると、突出部４５１により長穴部４４１の側縁部が下方へ小さく移動され、さらに、この
小さな移動がスライダ４４０から第５軸Ｅを介してメインアーム２１０に伝えられるため
、可動体３００を低速で収納位置に移動させることが可能となる。可動体３００が中間位
置から収納位置へ移動されるとき、可動体３００の移動が高速から低速へ徐々に減速され
ることで、可動体３００の慣性力が徐々に小さくなるため、可動体３００が収納位置に停
止するときに、メインアーム２１０及び駆動機構４００等が大きな慣性力を受けずに済む
。
【０１１３】
　可動体３００が収納位置に移動されるとき、裏樋７１の上縁部７１ｃが可動体３００の
凹部３０１に相対的に上方から嵌め込まれる。
【０１１４】
　以上のように、可動体３００が展開位置から収納位置に移動されるとき、メインアーム
２１０及びサブアーム２２０が平行な関係を保ちながら回動されるため、可動体３００の
姿勢が左右に傾くことがなく、“演”の文字が真っ直ぐに立った状態に維持されるため、
演出装置２００の見栄えを向上させることが可能となる。
【０１１５】
　また、平行リンクの作用においても述べたように、メインアーム２１０及びサブアーム
２２０がそれぞれ回動されるとき、サブアーム２２０は、メインアーム２１０の飾り板２
１４、遊技盤７０の側縁部７０ｂ（センター役物１００の枠体）及び可動体３００の飾り
板３１２により前方から覆われている。それにより、遊技者が一見してメインアーム２１
０のみにより可動体３００を移動させているように感じるため、演出装置２００の見栄え
を向上させることが可能となる（図１６～図１８参照）。
【０１１６】
　以上の本実施形態に係る遊技機によれば、可動体３００による演出において、可動体３
００が一定の姿勢に保たれるため、演出装置２００の見栄えを向上させることが可能とな
る。
【０１１７】
　図２０は両方の可動体を展開位置に移動させたときの遊技盤構造体の正面図である。実
施形態では図６及び図１９に示すように、右側の演出装置２００の構成及び動作について
説明を省略したが、図２０に示すように、右側の演出装置２００についても前述する左側
の演出装置２００と同様な構成を有し、同様な動作を行うように構成されている。左右の
演出装置２００を単独で動かせることで、見栄えを向上させることが可能となる。
　なお、図２０では、左右両方の演出装置２００の可動体３００が収納位置にそれぞれ配
置され、前後に重なった状態を示す。
　図２０に示すように左右の演出装置２００を互いに連動させたりすることで、より面白
味のある演出を行うことが可能となる。
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【０１１８】
〔変形例〕
　なお、実施形態の変形例としては、駆動機構４００が裏樋７１の周縁部（側縁部７１ｂ
、上縁部７１ｃ、下縁部７１ｄあるいは角部）のどこに設置されるかに応じて、スライダ
４４０の長穴部４４１の長手方向等が変更されてもよい。
【０１１９】
　実施形態では、図６に示すように、駆動機構４００が裏樋７１の側縁部７１ｂに設けら
れる。その関係で、スライダ４４０の長穴部４４１の長手方向を左右方向とし、また、長
溝４４２の長手方向を上下方向とし、さらに、第６軸Ｆの延設方向を前後方向とした。
【０１２０】
　これに対し、変形例では、駆動機構４００が裏樋７１の上縁部７１ｃや下縁部７１ｄに
設けられる。その関係で、スライダ４４０の長穴部４４１の長手方向は上下方向となり、
また、長溝４４２の長手方向は左右方向となる。
【０１２１】
　変形例に係る駆動機構４００においても、実施形態と同様に、スライダ４４０に設けら
れた第５軸Ｅにメインアーム２１０の先端部２１７が接続され、スライダ４４０と共に左
右方向に移動される第５軸Ｅにより、メインアーム２１０が第１軸Ａを中心にして回動さ
れる。
【０１２２】
　また、スライダ４４０の長穴部４４１の長手方向等は、駆動機構４００の設置スペース
の断面形状に応じて変更されてもよい。
【０１２３】
　図２１は遊技盤構造体の周縁部の断面を示す模式図である。図２１では、遊技盤構造体
の側縁部を略水平に切断した断面を表す。図２１において、紙面に直交する方向が上下方
向となる。
【０１２４】
　実施形態では、図５及び図２１に示すように、駆動機構４００の設置スペースの断面形
状において、左右方向の幅ＷＴが奥行きＤＴより長い（ＷＴ＞ＤＴ）。駆動機構４００の
幅Ｗは高さＨより長いため（Ｗ＞Ｈ）、長いもの同士の幅ＷＴ、Ｗを合わせるようにして
、駆動機構４００が設置される。その関係で、図６に示すように、スライダ４４０の長穴
部４４１の長手方向を左右方向とし、また、長溝４４２の長手方向を上下方向とし、さら
に、第６軸Ｆの延設方向を前後方向とした。
【０１２５】
　図２２は設置スペースをスライダ４４０の長穴部４４１の位置で略水平に切断した変形
例を示す断面図、図２３は設置スペースをスライダ４４０の長溝４４２の位置で略水平に
切断した変形例を示す断面図である。なお、図２２及び図２３において、紙面に直交する
方向がそれぞれ上下方向となる。
【０１２６】
　変形例では、図２２及び図２３に示すように、駆動機構４００の設置スペースの断面形
状において、前後方向の奥行きＤＴが左右方向の幅ＷＴより長い（ＤＴ＞ＷＴ）。駆動機
構４００の幅Ｗは高さＨより長いため（Ｗ＞Ｈ）、長いもの同士ＤＴ、Ｗを合わせるよう
にして、駆動機構４００が設置されると、スライダ４４０の長穴部４４１の長手方向が前
後方向となり、第６軸Ｆの延設方向が左右方向となる。
【０１２７】
　変形例に係る駆動機構４００においても、実施形態と同様に、スライダ４４０に設けら
れた第５軸Ｅにメインアーム２１０の先端部２１７が接続され、スライダ４４０と共に上
下方向に移動される第５軸Ｅにより、メインアーム２１０が第１軸Ａを中心にして回動さ
れる。
【０１２８】
　また、実施形態においては、リンク機構の一例として平行リンクが用いられることによ
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り、可動体３００が一定の姿勢を保ちながら収納位置と展開位置との間に移動されるもの
を示したが、リンク機構はこれに限らない。
【０１２９】
　図２４はリンク機構の変形例を示す模式図である。図２４に示すように、メインアーム
２１０の一端部が第１軸Ａにより裏樋７１の上縁部７１ｃに軸支され、メインアーム２１
０の他端部が第２軸Ｂにより可動体３００に軸支されている。また、サブアーム２２０の
一端部が第３軸Ｃにより裏樋７１の上縁部７１ｃ側に軸支され、サブアーム２２０の他端
部が第４軸Ｄにより可動体３００に軸支されている。
【０１３０】
　さらに、裏樋７１の上縁部７１ｃには第１軸Ａを左右方向に案内するためのガイド手段
７０ｉが設けられている。裏樋７１の上縁部７１ｃには第３軸Ｃを左右方向に案内するた
めのガイド手段７０ｊが設けられている。
【０１３１】
　以上のようなリンク機構に対応して駆動機構４００が設けられている。駆動機構４００
は、第１アーム５１０、第２アーム５２０、駆動軸５３０、ガイド手段５４０およびモー
タ（図示省略）を有している。
【０１３２】
　第１アーム５１０の一端部及び他端部が第１軸Ａ及び駆動軸５３０によりそれぞれ軸支
されている。また、第２アーム５２０の一端部及び他端部が第３軸Ｃ及び駆動軸５３０に
よりそれぞれ軸支されている。さらに、駆動軸５３０はガイド手段５４０により上下方向
に案内され、モータの動力を受けて移動される。
【０１３３】
　可動体３００による演出において、モータの動力を受けて、駆動軸５３０が上下方向に
移動されると、第１アーム５１０及び第２アーム５２０を介して、第１軸Ａ及び第３軸Ｃ
が近接／離間され、メインアーム２１０及びサブアーム２２０が回動され、可動体３００
が収納位置と展開位置との間に移動される。
【０１３４】
　可動体３００が収納位置と展開位置との間に移動されるとき、第２軸Ｂと第４軸Ｄとが
相互に位置関係を保ちながら移動されるので、第２軸Ｂ及び第４軸Ｄにそれぞれ軸支され
る可動体３００も一定の姿勢を保ちながら移動される。
【０１３５】
　さらに、実施形態では、サブアーム２２０がメインアーム２１０の飾り板２１４の背後
の位置にするように形成されたものを示したが、これに限らない。
【０１３６】
　図２５は、メインアーム２１０及びサブアーム２２０の変形例を示す横断面図である。
図２５に示すように、メインアーム２１０に貫通穴２１８が形成され、サブアーム２２０
が貫通穴２１８に挿通するように形成されてもよい。この変形例において、メインアーム
２１０の背後とは、メインアーム２１０の前面部２１９の背後をいう。
【符号の説明】
【０１３７】
Ａ　第１軸
Ｂ　第２軸
Ｃ　第３軸
Ｄ　第４軸
１　遊技機
７０　遊技盤
７０ｂ　側縁部
７１　裏樋
７１ｂ　側縁部
１００　センター役物
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２００　演出装置
２１０　メインアーム
２２０　サブアーム
３００　可動体
３０１　凹部
４００　駆動機構
４１０　ベース部材
４２０　モータ
４３０　伝達手段
４４０　スライダ
４４１　長穴部
４５０　回転体
４５１　突出部

【図１】 【図１３】
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