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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤と、
　第１の可動体と、
　前記第１の可動体に対し、前記遊技盤の上下方向を基準として下方に位置する第２の可
動体と、
　前記第２の可動体の下方に位置する第３の可動体と、
　一つの動力源と、
　前記第１の可動体、前記第２の可動体および前記第３の可動体のうち、少なくともいず
れか２つを互いに異なる方向に案内されるように構成されたガイド部を備え、前記遊技盤
に固定された第１ベースと、
　前記案内される方向に対し交差する方向に所定の長さを有する遊びをもって前記第１の
可動体および前記第３の可動体を保持する保持部を備え、前記動力源からの力を受けて前
記第１ベースに対して相対的に移動されるとき、前記保持部から前記第１の可動体および
前記第３の可動体に前記互いに異なる方向の力を付与するように構成される第２ベースと
、
　を有すること、
　を特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(2) JP 6088946 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明の実施形態は、可動体により演出を行うように構成された遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近の遊技機においては、遊技盤に複数の可動体が設けられているのが主流であり、複
数の可動体により演出を行うように構成される。
【０００３】
　例えば、可動体を動かすための機構は、動力源（モータ）の力を受けて、第１のギアが
回転されることで、一つの可動体が動かされる。また、第１のギアの回転により第２のギ
ア、第３のギア、および、第４のギアが回転されることで、他の可動体３００が動かされ
る（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２３６６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、一つの可動体は第１のギア（一つの部材）により動かされるが、他の可
動体は、第１のギアの他に第２のギア～第４のギア（他の部材）により動かされるため、
可動体の数が多くなるほど、それらを動かすための多くの部材が必要となり、複数の可動
体を動かすための機構が大型となり、さらに、機構を設置するための広いスペースが必要
になるという問題点があった。
【０００６】
　この実施形態は、上記の問題を解決するものであり、動力源の力を受けて、簡単な構成
により複数の可動体を一度に動かす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】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に係る発明は、遊技盤と、第１の可動体と、第１
の可動体に対し、遊技盤の上下方向を基準として下方に位置する第２の可動体と、第２の
可動体の下方に位置する第３の可動体と、一つの動力源と、第１の可動体、第２の可動体
および第３の可動体のうち、少なくともいずれか２つを互いに異なる方向に案内されるよ
うに構成されたガイド部を備え、遊技盤に固定された第１ベースと、当該案内される方向
に対し交差する方向に所定の長さを有する遊びをもって第１の可動体および第３の可動体
を保持する保持部を備え、動力源からの力を受けて第１ベースに対して相対的に移動され
るとき、保持部から第１の可動体および第３の可動体に、上記した互いに異なる方向の力
を付与するように構成される第２ベースと、を有すること、を特徴とする遊技機である。
【発明の効果】
【０００８】
　動力源の力を受けて、簡単な構成により複数の可動体を一度に動かすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】遊技機の正面図。
【図２】可動体が退避位置にあるときの遊技盤の正面図。
【図３】可動体が退避位置にあるときの可動演出装置の後方斜視図。
【図４】裏ユニットの後方斜視図。
【図５】可動体が退避位置にあるときの可動演出装置の前方斜視図。
【図６】被ガイド部が退避位置にあるときの可動演出装置の正面図。
【図７】可動演出装置の本体の正面図。
【図８】被ガイド部が進出位置にあるときの可動演出装置の正面図。
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【図９】可動体が進出位置にあるときの可動演出装置の前方斜視図。
【図１０】可動体が進出位置にあるときの可動演出装置の後方斜視図。
【図１１】第１実施形態に係る可動体の分解斜視図。
【図１２】可動体の右側面図。
【図１３】可動体の底面図。
【図１４】図１０のＡ－Ａ線断面図。
【図１５】被ガイド部の位置で断面にされた可動体の断面図。
【図１６】第２ベースの正面図。
【図１７】上段のガイド部とそれに対応して設けられた保持部とにより、被ガイド部がど
のように案内されるかを示す概念図。
【図１８】頂角βが７５°のとき、被ガイド部が受ける摩擦抵抗力を示す図。
【図１９】頂角βが９０°のとき、被ガイド部が受ける摩擦抵抗力を示す図。
【図２０】頂角βが６０°のとき、被ガイド部が受ける摩擦抵抗力を示す図。
【図２１】第２ベースが右端側位置と中央側位置との間に移動されたときの被ガイド部の
位置を示す図。
【図２２】被ガイド部が案内されるときの移動距離、速度等を一覧にして示す図。
【図２３】左側の可動演出装置において、第２ベースが左端側位置と中央側位置との間に
移動されたときの被ガイド部の位置を示す図。
【図２４】第２実施形態に係る保持部の概念図。
【図２５】頂角βが７５°のとき、被ガイド部が受ける摩擦抵抗力を示す図。
【図２６】頂角βに対する効率ｐ等を表した図。
【図２７】第３実施形態に係る保持部の概念図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜第１実施形態＞
　本発明の第１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。
【００１１】
[遊技機の基本構成]
　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）」、「裏（後）」、「内」、及び、
「外」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。
【００１２】
　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７０を示す模式図である。
【００１３】
　図１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７０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。
【００１４】
　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
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れることで開閉可能となっている。
【００１５】
　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。
【００１６】
　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。
【００１７】
　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（図２参照）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。
【００１８】
　図２に示すように、遊技盤７０の前面には、外レール７１と内レール７２が敷設されて
いる。外レール７１と内レール７２は、パチンコ遊技の主体となるほぼ円形の遊技領域７
４を遊技盤７０上に区画形成する。内レール７２は、外レール７１の内側に敷設されてい
る。外レール７１と内レール７２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。
【００１９】
　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。
【００２０】
　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。
【００２１】
　遊技領域７４内には、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。
【００２２】
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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。
【００２３】
　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
称す）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。
【００２４】
　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。
【００２５】
　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。
【００２６】
　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。
【００２７】
　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。
【００２８】
　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。
【００２９】
　さらに遊技領域７４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。
【００３０】
　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



(6) JP 6088946 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

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。センター役
物１００のステージ１２２を転動する遊技球が勢い余って、裏ユニット７０ａ（図４参照
）側に飛び出さないように仕切壁としての役割を担う仕切板１２０が設けられている。仕
切板１２０は、図柄表示部７８の表示を妨げないように透光性を有している。
【００３１】
　遊技盤７０は裏ユニット７０ａを有している。なお、裏ユニット７０ａを含めて遊技盤
７０という場合がある。
【００３２】
　裏ユニット７０ａは遊技盤７０の背面に配設されている。裏ユニット７０ａの背面に図
柄表示部７８が取り付けられている。裏ユニット７０ａにはセンター役物１００の開口に
対応するように開口部が設けられている。裏ユニット７０ａの開口部に図柄表示部７８が
取り付けられる。
【００３３】
　裏ユニット７０ａは、それと遊技盤７０との間にスペースが画成されるように略コ字状
に形成されている。画成されたスペースは、様々な部品を設けるための設置スペースとし
て用いられる。遊技盤７０は、遊技盤７０を介して図柄表示部７８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。
【００３４】
　設置スペースには様々な部品が設けられるから、設けられる装置および部品は、可能な
限り小型であることが好ましい。そのためには、可動演出装置２００を構成する構成部品
の数をできるだけ少なくすると共に、構成部品を設置スペースに有効に配置する必要があ
る。
【００３５】
　図２は遊技盤７０の正面図である。図２に示すように、遊技盤７０の左端上部および右
端下部には、他の可動体３００を含み、他の可動体３００を駆動する駆動機構が配置され
る。以下、左端上部に装着された駆動機構を「左上の駆動機構」といい、右端下部に装着
された駆動機構を「右下の駆動機構」という場合がある。
【００３６】
　図３は可動演出装置２００の後方斜視図である。図３に示すように、左右の可動演出装
置２００が互いに向かい合うように構成される。
　以下、左側に配置された可動演出装置を「左側の可動演出装置」といい、右側に配置さ
れた可動演出装置を「右側の可動演出装置」という場合がある。
　図４は裏ユニット７０ａの後方斜視図である。可動演出装置２００は、裏ユニット７０
ａに前方から装着される。左側の可動演出装置２００が裏ユニット７０ａの左端部に装着
され、右側の可動演出装置２００が裏ユニット７０ａの右端部に装着される。
【００３７】
　左側および右側の可動演出装置２００は、基本的に同じ構成を有する。
　以下、右側の可動演出装置２００を主に説明し、左側の可動演出装置２００については
、異なる構成について説明する。なお、以下の説明において、右側の可動演出装置を、単
に「可動演出装置」という場合がある。
【００３８】
［可動演出装置２００］
　可動演出装置２００について、図３、図５、および、図６を参照して説明する。図５は
可動演出装置２００の前方斜視、図６は、可動体３００が取り付けられる被ガイド部３７
０が退避位置にあるときの可動演出装置２００の正面図である。図６に、可動体３００が
取り除かれることにより前方から見える被ガイド部３７０を示す。
【００３９】
　図３、図５、および、図６に示すように、可動演出装置２００は、複数の可動体３００
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、一つの動力源Ｍ、第１ベース２１３、および、第２ベース５００を有する。
【００４０】
〔第１ベース２１３〕
　図７は可動演出装置２００の本体２１０の正面図である。図７に示す可動演出装置２０
０の本体２１０は、裏ユニット７０ａに固定される。可動演出装置２００の本体２１０は
、青色で透光性を有する樹脂材により略枠形状に形成され、上枠部２１１と、下枠部２１
２と、右側枠部２１３と、左側枠部２１４とを有する。右側枠部２１３は第１ベースとし
て用いられる。以下、右側枠部２１３を「第１ベース」という場合がある。
【００４１】
　図７に示すように、上枠部２１１、下枠部２１２、右側枠部２１３および左側枠部２１
４により枠内空間が形成される。なお、枠内空間の中央の位置を「中央位置」という場合
がある。図７に中央位置を“Ｏ”で示す。
【００４２】
　枠内空間はセンター役物１００の開口に対応して配置される。前述するように、センタ
ー役物１００の開口に裏ユニット７０ａの開口部が対応し、裏ユニット７０ａの開口部に
図柄表示部７８が設けられる。なお、図柄表示部７８には上述する飾図の他にキャラクタ
（後述する）が表示される。図柄表示部７８によりそのほぼ真ん中にキャラクタが表示さ
れるとき、そのキャラクタは、中央位置Ｏに表示されるようになる。
【００４３】
（ガイド部２２０）
　可動演出装置２００において、第１ベース（右側枠部）２１３の上段部、中段部、およ
び、下段部にはガイド部２２０が配置される。
【００４４】
　図６に示すように、上段部に配置された上段のガイド部２２０は、長溝を有する。長溝
の長手方向は、右から左（右側枠部２１３の右端部から中央位置Ｏ）に向かって斜め下方
の方向（進出方向）である。ガイド部２２０は、約７３ｍｍの長さと、約８ｍｍの溝幅と
を有する。上段のガイド部２２０により、可動体３００の被ガイド部３７０（後述する）
が、その右端側とその左端側との間に案内される。長溝の長手方向を「ガイド部の長手方
向」という場合がある。
【００４５】
　図８は被ガイド部３７０が進出位置にあるときの可動演出装置２００の正面図、図９は
可動体３００が進出位置にあるときの可動演出装置２００の前方斜視図、図１０は可動体
３００が進出位置にあるときの可動演出装置２００の後方斜視図である。
【００４６】
　被ガイド部３７０は上段のガイド部２２０の左端側である進出位置（図８、図９、図１
０参照）と上段のガイド部２２０の右端側である退避位置（図３、図５、図６参照）との
間に案内される。さらに、ここでガイド部２２０に案内される被ガイド部３７０は、左側
および右側の筒状部３７２（後述する）である。被ガイド部３７０が上段のガイド部２２
０により案内される構成は、中段のガイド部２２０および下段のガイド部２２０において
も同じである。
【００４７】
　中段部に配置された中段のガイド部２２０は、長溝を有する。長溝の長手方向は、右か
ら左（右側枠部２１３の右端部から中央位置Ｏ）に向かって略水平方向である。ガイド部
２２０は、約７０ｍｍの長さと、約８ｍｍの溝幅とを有する。中段のガイド部２２０によ
り、被ガイド部３７０がその右端側と左端側との間に案内される。長溝の長手方向を「ガ
イド部の長手方向」という場合がある。
【００４８】
　下段部に配置された下段のガイド部２２０は、長溝を有する。長溝の長手方向は、右か
ら左（右側枠部２１３の右端部から中央位置Ｏ）に向かって斜め上方の方向である。ガイ
ド部２２０は、約７３ｍｍの長さと、約８ｍｍの溝幅とを有する。下段のガイド部２２０
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は、上段のガイド部２２０と対照的に配置される。下段のガイド部２２０により、被ガイ
ド部３７０がその右端側と左端側との間に案内される。長溝の長手方向を「ガイド部の長
手方向」という場合がある。
【００４９】
〔可動体３００〕
　図５～図８に示すように、可動体３００は、被ガイド部３７０を介して上段、中段、お
よび、下段のガイド部２２０に案内される。可動体３００について、図１１～図１４を参
照して説明する。図１１は可動体３００の分解斜視図、図１２は可動体３００の右側面図
、図１３は可動体３００の底面図、図１４は図１０のＡ-Ａ線断面図である。
【００５０】
　図１１は、可動体３００を斜め後方から見たときの分解斜視図である。図１１において
、紙面の上が後方であり、紙面の下が前方である。図１１から図１４に示すように、可動
体３００は、本体３１０と、被ガイド部３７０と、リング３９０と、回路基板４００と、
ケーブル４０６と、障壁部材３８０とを有する。
【００５１】
（本体３１０）
　本体３１０は、樹脂材により形成される。本体３１０は、可動体３００の本体として、
前方に面する前壁部３１１、周壁部３５０、および、段差部３６０を備える。以下、本体
３１０と回路基板４００等との位置関係について説明するとき、前後方向を「高さ」、「
高さ方向」、「深さ」あるいは「深さ方向」という場合がある。
【００５２】
　前壁部３１１は、略平板状で、略二等辺三角形状（槍先形状）の外形を有する。前壁部
３１１の周辺部は、等辺部および底辺部を有する。前壁部３１１は、底辺部を右手、頂角
部を左手にして配置される。なお、可動体３００は、槍先形状を中央位置Ｏに向けて配置
される（図５、図９参照）。
【００５３】
　前壁部３１１は、透光性を有する透光部３１２と、透光性を有しない非透光部３１３と
を有する。透光部３１２と非透光部３１３とにより所望の模様が描かれる。非透光部３１
３は、樹脂製の本体３１０に金属メッキした部分である。透光部３１２は、金属メッキを
しない部分である。前壁部３１１は、右端部から左端部に向かって徐々に後方にわずかに
傾斜するように形成される。
【００５４】
　周壁部３５０は、周辺部から後方に立ち上がるように形成される。等辺部から後方に立
ち上がった周壁部を「等辺壁部」という場合がある。底辺部から後方に立ち上がった周壁
部を「底辺壁部」という場合がある。
【００５５】
　図１５は被ガイド部３７０の位置で断面にされた可動体３００の断面図である。図１５
に、第１ベース２１３の前面である基準面を “ＢＰ”で示す。図１５において、紙面の
上が前方であり、紙面の下が後方である。
【００５６】
　図１１～図１５に示すように、等辺壁部３５１および底辺壁部３５２の後端面は、第１
ベース２１３の前面（略垂直面）に沿うように形成される。基準面ＢＰから等辺壁部３５
１および底辺壁部３５２の後端面までは、約４．５ｍｍの距離がある。すなわち、基準面
ＢＰと後端面との間には約４．５ｍｍの隙間Ｓが設けられる。この約４．５ｍｍの隙間Ｓ
には、板厚約４ｍｍの第２ベース５００（後述する）が介装される。
【００５７】
　段差部３６０は、底辺壁部３５２の後端面から右方に約４ｍｍ～５ｍｍ延ばされたもの
である。基準面ＢＰから段差部３６０までは、約４．５ｍｍの距離がある。すなわち、段
差部３６０と基準面ＢＰとの間にも約４．５ｍｍの隙間Ｓが設けられる。この隙間Ｓにも
、第２ベース５００が介装される。
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　すなわち、第２ベース５００は、基準面ＢＰと可動体３００（等辺壁部３５１および底
辺壁部３５２の後端面並びに段差部３６０）との間の隙間Ｓに介装される。
【００５８】
　段差部３６０と前壁部３１１の中央部との高低差は、約１０ｍｍである。
　前壁部３１１の中央部および段差部３６０には座部３２０が設けられる。座部３２０は
、前壁部３１１から後方に突設される。中央部に設けられた座部３２０と段差部３６０に
設けられた座部３２０との間の距離は、約２３ｍｍである。
【００５９】
　中央部に設けられた座部３２０は、軸形状を有し、後方に突設される。座部３２０は、
直径約７ｍｍの基端部３２１と、直径約５ｍｍであって長さ約５ｍｍの先端部３２２と、
を有する。段差部３６０に設けられた座部３２０は、軸形状を有し、後方に突設される。
座部３２０は、直径約７ｍｍの基端部３２１と、直径約５ｍｍであって長さ約３ｍｍの先
端部３２２と、を有する。
【００６０】
　中央部に設けられた座部３２０および段差部３６０に設けられた座部３２０において、
先端部３２２は、基準面ＢＰから後方に約２．５ｍｍだけ突出する。このように、先端部
３２２を前後方向で同じ位置まで突出させることで、それが嵌合する被ガイド部３７０の
筒状部３７２（後述する）の高さ（前後方向の位置）を同じにすることが可能となる。
【００６１】
　中央部に設けられた座部３２０の先端部３２２の長さ（約５ｍｍ）が、段差部３６０に
設けられた座部３２０の先端部３２２の長さ（約３ｍｍ）より、約２ｍｍだけ長い理由に
ついては、２ｍｍ長い方の先端部３２２に板厚２ｍｍのリング３９０（後述する）が外嵌
されるためである。
【００６２】
（被ガイド部３７０）
　図１１～図１５に示すように、被ガイド部３７０は、可動体３００の本体３１０の後方
に配置される。被ガイド部３７０は、プレート部３７１と、２つの筒状部３７２とを有す
る。プレート部３７１と２つの筒状部３７２とは樹脂材により一体的に成形される。プレ
ート部３７１は長尺形状で、約３４ｍｍの長さと、約２ｍｍの板厚と、約１１ｍｍの板幅
と、を有する。２つの筒状部３７２間の距離は、約２３ｍｍ（座部３２０間の距離と同じ
）である。２つの筒状部３７２は、同じ形状を有し、前方に突設される。筒状部３７２は
、直径約５ｍｍの内径部３７３、直径約８ｍｍの外径部３７４を有する。内径部３７３は
、約２．５ｍｍの深さを有する。
【００６３】
　中央部に設けられた座部３２０の先端部３２２が一方の筒状部３７２の内径部３７３に
内嵌され、ねじ止めされる。段差部３６０に設けられた座部３２０の先端部３２２が他方
の筒状部３７２の内径部３７３に内嵌され、ねじ止めされる。この筒状部３７２の外径約
８ｍｍの外径部３７４が溝幅約８ｍｍのガイド部２２０に内嵌される。
【００６４】
　中央部に設けられた座部３２０の先端部３２２は、長さ約５ｍｍであり、筒状部３７２
の内径部３７３の深さは約３ｍｍであるため、座部３２０の先端部３２２が約２ｍｍだけ
内径部３７３から出ている。内径部３７３から出ている約２ｍｍ出た先端部３２２（直径
約５ｍｍ）に、樹脂製のリング３９０が外嵌される。さらに、リング３９０は、約５ｍｍ
の内径、約２ｍｍの厚さを有する。このリング３９０と、プレート部３７１とにより、ガ
イド部２２０の側縁を前後から挟むことで、被ガイド部３７０がガイド部２２０から抜け
止めされる。被ガイド部３７０が可動体３００の本体３１０の座部３２０とねじ止めされ
るため、可動体３００がガイド部２２０から抜け止めされる。
【００６５】
（回路基板４００）
　図１１～図１５に示すように、回路基板４００は、本体３１０の前壁部３１１の背後に
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配置される。
　回路基板４００の板厚は約１．５ｍｍである。回路基板４００は、本体３１０の周壁部
３５０に囲まれた空間に後方から嵌め込まれるような外形を有する。周壁部３５０に回路
基板４００が嵌め込まれることで、前壁部３１１、周壁部３５０および回路基板４００に
より、内部空間が生まれる。その内部空間は、開口部３１５（後述する）を通して、外部
と連通する。
【００６６】
　回路基板４００の左端部にはロケート穴４０１が穿設される。回路基板４００の中央部
には貫通穴４０２および下穴４０３が穿設される。
【００６７】
　ロケート穴４０１は、約２ｍｍの直径を有する。ロケート穴４０１に対応して、本体３
１０の前壁部３１１に段付きピン３３０が設けられる。段付きピン３３０は、前壁部３１
１から後方に突設される。段付きピン３３０は、直径約３ｍｍの基端部３３１と、直径約
２ｍｍであって長さ約３ｍｍの先端部３３２とを有する。基端部３３１の高さは、本体３
１０の周壁部３５０より約３ｍｍ低い。先端部３３２は、本体３１０の周壁部３５０とほ
ぼ同じ高さ（前後方向で同じ位置）を有する。回路基板４００が本体３１０に嵌め込まれ
たとき、先端部３３２がロケート穴４０１に嵌め込まれる。さらに、基端部３３１が回路
基板４００に当接される。それにより、回路基板４００が左右、上下、および前後の方向
に位置決めされる。
【００６８】
　貫通穴４０２は、約８ｍｍの直径を有する。回路基板４００が本体３１０に嵌め込まれ
たとき、前壁部３１１の中央部に設けられた座部３２０の基端部３２１（直径約７ｍｍ）
が貫通穴４０２に通される。
【００６９】
　下穴４０３は、約２．５ｍｍの直径を有する。下穴４０３に対応して、本体３１０の前
壁部３１１にボス部３４０が設けられる。ボス部３４０は、前壁部３１１から後方に突設
される。ボス部３４０は、段付きピン３３０の基端部３３１と同じ高さ（周壁部３５０よ
り約３ｍｍ低い）を有する。ボス部３４０は、ねじ穴を有する。回路基板４００が本体３
１０に嵌め込まれたとき、回路基板４００の前面側がボス部３４０に当接される。さらに
、下穴４０３に通されたねじがねじ穴に螺合されることで、回路基板４００が本体３１０
にねじ止めされる。
【００７０】
　回路基板４００が本体３１０に嵌め込まれ、さらに、ねじ止めされる。前壁部３１１、
周壁部３５０および回路基板４００により囲まれる内部空間が形成される。基準面ＢＰか
ら回路基板４００の後面までの高さは約５．５ｍｍである。基準面ＢＰから周壁部３５０
の後端面までの高さは４．５ｍｍであるから、回路基板４００は、周壁部３５０の後端面
より約１ｍｍだけ前方の位置に固定される。そのため、回路基板４００が周壁部３５０の
後端面より後方に出っ張らない。
【００７１】
　回路基板４００の前面には、前壁部３１１を後方から照明可能な６個の光源４０４が搭
載される。そのうちの１個を図１５に示す。光源４０４は、前述の内部空間に納められる
。そのため、光源４０４からの光は、前壁部３１１に設けられた透光部３１２を通しての
み前方に出射され、外部に漏れない。回路基板４００の前面の右端部にはソケット４０５
が設けられる。
【００７２】
（ケーブル４０６、開口部３１５）
　図１１から図１５に示すように、底辺壁部３５２は、後方から切り欠かれた溝部を有す
る。溝部の上下幅は、約８ｍｍである。さらに、基準面ＢＰから溝部の上辺縁（前辺縁）
までの高さは、約１０ｍｍである。基準面ＢＰから回路基板４００の前面までの高さが約
７．５ｍｍであるから、溝部の上辺縁と回路基板４００の前面との間の隙間は、約２．５
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ｍｍ（＝１０－７．５）となる。すなわち、底辺壁部３５２の溝部と回路基板４００とに
より、右方から見たとき、上下幅約８ｍｍ×前後幅約２．５ｍｍの開口部３１５が形成さ
れる。この開口部３１５を通して、前壁部３１１、周壁部３５０および回路基板４００に
より囲まれた内部空間が外部（右方）に開放される。
【００７３】
　前述する溝部により段差部３６０が切り欠かれる。段差部３６０が切り欠かれることに
より、開口部３１５は、前方にも開放される。前方から見たとき、上下幅約８ｍｍ×左右
幅約５ｍｍの開口部３１５が形成される。この開口部３１５により、段差部３６０の後方
と前方とが連通する。
【００７４】
　線径約１ｍｍの４本のケーブル４０６が用いられる。４本のケーブル４０６は横並びに
され、ケーブル４０６の両端部にはプラグが設けられる。プラグは、６ｍｍ×４ｍｍの矩
形状の断面形状を有する。
【００７５】
　一方のプラグは回路基板４００上のソケット４０５に電気的に接続される。ケーブル４
０６は、ソケット４０５から開口部３１５（上下幅約８ｍｍ×前後幅約２．５ｍｍ）を通
って右方に延ばされ、かつ、段差部３６０の前方を通って裏ユニット７０ａ側に延ばされ
る。ケーブル４０６を通じて光源４０４に電力が供給される。本体３１０と回路基板４０
０との組み付け時に、仮に、ケーブル４０６が段差部３６０の後方を通ったとしても、上
下幅約８ｍｍ×左右幅約５ｍｍの開口部３１５にプラグを後方から前方に通すことで、ケ
ーブル４０６を段差部３６０の前方に通すことが可能となる。
【００７６】
（障壁部材３８０）
　図１１から図１５に示すように、段差部３６０において、前述する溝部により切り欠か
れることなく残された部分が、障壁部材３８０となる。障壁部材３８０は、板厚約２ｍｍ
（本体３１０と同じ板厚）×上下幅約２０ｍｍ×左右幅約３ｍｍの細長な部材である。
【００７７】
　段差部３６０に座部３２０を介して被ガイド部３７０の筒状部３７２が連結され、筒状
部３７２が第２ベース５００の保持部５３０（後述する）に案内される関係で、障壁部材
３８０が第２ベース５００の保持部５３０の前方に位置するようになる。さらに、障壁部
材３８０（段差部３６０）の前方を通ってケーブル４０６が延ばされる。したがって、障
壁部材３８０は、ケーブル４０６と第２ベース５００との間を仕切るように配置される。
障壁部材３８０によりケーブル４０６と第２ベース５００とが仕切られるので、可動体３
００が移動されるときに、ケーブル４０６が第２ベース５００の保持部５３０（後述する
）に巻き込まれることがなく、可動体３００が円滑に案内可能となる。
【００７８】
　障壁部材３８０は、無着色で透光性を有する樹脂材により成形される。そのため、障壁
部材３８０が目立たず、遊技者に違和感が生じさせない。さらに、障壁部材３８０は、段
差部３６０の一部であり、段差部３６０は本体３１０の周壁部３５０から延設された部分
であるため、障壁部材３８０は、本体３１０と一体的に形成されることとなる。それによ
り、障壁部材３８０が本体３１０と別個に製造されるときに比して、障壁部材３８０の製
造コストおよび組立コストが低減可能となる。
【００７９】
〔第２ベース５００〕
　図６および図７に示すように、第１ベース（右側枠部）２１３の上端部（上枠部２１１
の右端部でもある）には、ガイド用軸部２３０が設けられる。ガイド用軸部２３０は、樹
脂材により、可動体３００の本体３１０（上枠部２１１および右側枠部２１３）と一体的
に成形される。ガイド用軸部２３０は、約５ｍｍの直径を有する。左右２つのガイド用軸
部２３０は、約４３ｍｍ隔てて配置される。
【００８０】
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　図１６は第２ベース５００の正面図である。図６、図７および図１６に示すように、第
２ベース５００は、第１ベース２１３の前方に配置される。第２ベース５００は、青色で
透光性を有する樹脂材により略板状に成形され、右側枠部２１３に沿って配置される。第
２ベース５００の上端部は、上枠部２１１に沿って延設される。第２ベース５００の上端
部には、被ガイド用溝５１０およびラックギア５２０が設けられる（図１６参照）。第２
ベース５００を、第１ベース２１３と同じ系統の材料により成形したので、その色合いや
質感が第１ベース２１３と同じとなり、第１ベース２１３に対し第２ベース５００が目立
たない。
【００８１】
（被ガイド用溝５１０、ラックギア５２０）
　図６、図７および図１６に示すように、ラックギア５２０は、左右方向（被ガイド用溝
５１０と平行な方向）に連設された歯部を有する。ラックギア５２０は、モータＭにより
回転されるピニオン（後述する）に噛み合わされることにより、モータＭの回転を第２ベ
ース５００の左右方向の直線運動に変換するものである。
【００８２】
　被ガイド用溝５１０は、ラックギア５２０の下方に配置され、長溝を有する。長溝の長
手方向は、左右方向である。被ガイド用溝５１０は、約５ｍｍの溝幅、および、約８８ｍ
ｍの溝長さを有する。図６に示すように、被ガイド用溝５１０に第１ベース２１３のガイ
ド用軸部２３０が相対的に移動可能に嵌合されることにより、第２ベース５００の上下方
向の移動が規制される。それにより、第２ベース５００は、安定的に、かつ、左右方向に
約４０ｍｍ（＝８８－４３－５）往復移動されるように構成される。
【００８３】
　ガイド用軸部２３０は、ねじ穴を有する。ねじ穴には、約８ｍｍ径の座付きねじが螺合
される。それにより、第２ベース５００は、前後方向の移動が規制される。ガイド用軸部
２３０および座付きねじにより、第２ベース５００の左右方向の移動のみが許容され、上
下方向および前後方向の移動が規制されるため、ラックギア５２０とピニオン（後述する
）との噛み合いが維持される。
【００８４】
　被ガイド用溝５１０にガイド用軸部２３０が相対的に移動可能に嵌合されることにより
、第２ベース５００は、右端側位置と中央側位置との間を往復移動されるように構成され
る。ここで、「右端側位置」とは、略枠形状に形成された可動演出装置２００の本体３１
０の右側枠の位置に相当し、「中央側位置」とは、右側枠から中央位置Ｏに寄った位置に
相当する。
【００８５】
（保持部５３０）
　図６および図１６に示すように、第２ベース５００には、保持部５３０が設けられる。
　保持部５３０は、上段、中段、および、下段のガイド部２２０に対応して設けられる。
　保持部５３０は、長溝を有する。保持部５３０は、約８ｍｍの溝幅を有する。長溝の長
手方向を「保持部の長手方向」という場合がある。
【００８６】
　保持部５３０は、被ガイド部３７０（可動体３００）が案内される方向（ガイド部２２
０の長手方向でもある）に対し交差する方向に所定の長さを有する遊びが設けられる。保
持部５３０は、この遊びにより、ガイド部２２０に沿って進出退避を可能に被ガイド部３
７０を介して可動体３００を保持する。なお、前述するように、被ガイド部３７０は２つ
の筒状部３７２を有し、２つの筒状部３７２が上段、中段および下段のガイド部２２０に
より案内されるが、保持部５３０により案内されるのは２つのうちの右側の筒状部３７２
である。保持部５３０の「遊び」は、第２ベース５００が左右方向へ直線移動されたとき
、第１ベース２１３上の被ガイド部３７０を斜め方向に移動可能にするためのものである
。
【００８７】
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　ここで、「被ガイド部３７０が案内される方向に対し交差する方向」とは、被ガイド部
３７０が案内される方向に対し一致する方向または平行な方向以外の方向である。案内さ
れる方向と交差する方向とがなす角度（後述する頂角β）は、交差することのみを考慮す
れば、０°より大きく１８０°より小さければよいが（０°＜β＜１８０°）、第２ベー
ス５００の移動に対し被ガイド部３７０が効率よく移動されること、および、被ガイド部
３７０が円滑に案内されることを考慮すれば、頂角βの許容範囲が必然的に定められる。
頂角βの許容範囲については後述する。ここで、「効率」とは、被ガイド部３７０の移動
距離を第２ベース５００の移動距離で割った値をいう。その値が高いほど、効率がよいと
言える。
【００８８】
　保持部５３０により案内される筒状部３７２としては、左右いずれの筒状部３７２であ
ってもよいが、右側の筒状部３７２にしたのは、右側の筒状部３７２を案内する保持部５
３０が、左側の筒状部３７２を案内する保持部５３０よりも右側に配置されることで、右
端側位置における第２ベース５００を裏ユニット７０ａの右端に寄せることができ、中央
側位置における第２ベース５００を中央位置Ｏ側に大きく進出させずに済み、第２ベース
５００を目立たせない効果があるためである。
【００８９】
　以下、上段、中段および下段のガイド部２２０とそれに対応する保持部５３０とにより
案内される被ガイド部３７０の位置や移動や速度を説明するとき、そのときの「被ガイド
部３７０」とは「右側の筒状部３７２」のことをいう。さらに、被ガイド部３７０の位置
や移動や速度は、可動体３００の位置や移動や速度でもあることはいうまでもない。
【００９０】
（上段のガイド部２２０および保持部５３０による案内）
　先ず、上段のガイド部２２０とそれに対応して設けられた保持部５３０とにより被ガイ
ド部３７０が案内される構成について説明する。その後に、この構成と異なる点を主に、
中段のガイド部２２０とそれに対応して設けられた保持部５３０とにより被ガイド部３７
０が案内される構成、および、下段のガイド部２２０とそれに対応して設けられた保持部
５３０とにより被ガイド部３７０が案内される構成について説明する。なお、上段のガイ
ド部２２０を単に「ガイド部２２０」という場合がある。
【００９１】
　上段のガイド部２２０およびそれに対応して設けられた保持部５３０により被ガイド部
３７０は次のように案内される。第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動さ
れたとき、被ガイド部３７０は、保持部５３０（長溝の右側縁）に押されて、保持部５３
０によりその一端側の位置Ａ（後述する）から他端側の位置Ｂ（後述する）に案内される
。このとき、被ガイド部３７０は、保持部５３０により、一端側の位置Ｃ（後述する）か
ら他端側の位置Ｄ（後述する）に案内される。
【００９２】
　これに対し、第２ベース５００が中央側位置から右端側位置に移動されたとき、被ガイ
ド部３７０は、保持部５３０（長溝の左側縁）に押されて、ガイド部２２０によりその他
端側の位置Ｂから一端側の位置Ａに案内される。このとき、被ガイド部３７０は、保持部
５３０により、他端側の位置Ｄから一端側の位置Ｃに案内される。
【００９３】
　図１７は、上段のガイド部２２０とそれに対応して設けられた保持部５３０とにより被
ガイド部３７０がどのように案内されるかを示す概念図である。図１７に、位置Ａ、位置
Ｂ、位置Ｃ（位置Ａと同一位置）、位置Ｄ、位置Ｃ´、位置Ｄ´（位置Ｂと同一位置）を
示す。なお、これらの位置Ａから位置Ｄ´は、被ガイド部３７０である右側の筒状部３７
２の中心軸の位置に相当する。
【００９４】
　ここで、位置Ａは、上段のガイド部２２０の一端側の位置であって、第２ベース５００
が右端側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位置である。さらに、位置Ｂは、上
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段のガイド部２２０の他端側の位置であって、第２ベース５００が中央側位置に移動され
たときの被ガイド部３７０の位置である。さらに、位置Ｃは、保持部５３０の一端側の位
置であって、第２ベース５００が右端側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位置
である。さらに、位置Ｄは、保持部５３０の他端側の位置であって、第２ベース５００が
右端側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位置である。さらに、位置Ｃ´は、保
持部５３０の一端側の位置であって、第２ベース５００が中央側位置に移動されたときの
被ガイド部３７０の位置である。さらに、位置Ｄ´は、保持部５３０の他端側の位置であ
って、第２ベース５００が中央側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位置である
。
【００９５】
　なお、位置Ａおよび位置Ｃは、第２ベース５００が右端側位置に移動されたときの被ガ
イド部３７０の位置であるため一致する。位置Ａ、Ｃを「退避位置」という場合がある。
さらに、位置Ｂおよび位置Ｄ´は、第２ベース５００が中央側位置に移動されたときの被
ガイド部３７０の位置であるため一致する。位置Ｂ、Ｄ´を「進出位置」という場合があ
る。
【００９６】
　第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３７０は
、保持部５３０から力を付与され、ガイド部２２０および保持部５３０により案内される
。このとき、被ガイド部３７０は、位置Ａ（位置Ｃ）から位置Ｂ（位置Ｄ´）に移動され
る。
【００９７】
　次に、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３
７０が効率よく移動されるかどうかについて、さらに、被ガイド部３７０が円滑に案内さ
れるかどうかについて説明する。
【００９８】
　位置Ｃ´Ｄ´間の距離（位置ＣＤ間の距離）を“ａ”、位置ＣＣ´間の距離を“ｂ”、
位置ＡＢ間の距離を“ｃ”とすると、距離ａ，ｂ，ｃの関係は、次の式で表される。
【００９９】

【数１】

　ここで、α、β、γは、位置Ａ、Ｂ、Ｃ´を頂点とする三角形における頂角である。
【０１００】
　頂角αは、第２ベース５００が移動される方向と被ガイド部３７０が案内される方向（
ガイド部２２０の長手方向）とが成す角度（前述するガイド部２２０の傾斜角度と同じ）
、頂角βは、被ガイド部３７０が案内される方向と保持部５３０の長手方向とが成す角度
、頂角γは、第２ベース５００が移動される方向と保持部５３０の長手方向とが成す角度
である。
【０１０１】
　頂角αが３０°一定であるとき（α＝３０°）、頂角βは、６０°～９０°であること
が好ましい。さらに、頂角βは、７０°～８０°であることが好ましく、さらに、頂角β
は７５°であることが好ましい。
【０１０２】
（頂角βを７５°とした場合）
　次に、頂角βを７５°（β＝７５°）とした場合に、被ガイド部３７０が効率よく移動
されるかどうか、および、被ガイド部３７０が円滑に案内されるかどうかについて図１８
を参照して説明する。
【０１０３】
　図１８は、頂角αが３０°一定であるとき（α＝３０°）、頂角βを７５°した場合に
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、被ガイド部３７０の距離、被ガイド部３７０が受ける摩擦抵抗力を示す図である。図１
８に示す位置Ａ，Ｂ、Ｃ´は、図１７に示すそれらと同じである。
【０１０４】
　式（１）に、ｂ＝４０、α＝３０°、β＝７５°、γ＝７５°を代入すると、被ガイド
部３７０が保持部５３０に案内されるときの距離ａが求められる。
【０１０５】
【数２】

【０１０６】
　これは、第２ベース５００が４０ｍｍ移動されるとき（ｂ＝４０ｍｍ）、被ガイド部３
７０が保持部５３０に沿って約２０．７ｍｍ移動されることを意味する。
　さらに、被ガイド部３７０がガイド部２２０に案内されるときの距離ｃが求められる。
【０１０７】

【数３】

【０１０８】
　これは、第２ベース５００が４０ｍｍ移動されるとき（ｂ＝４０ｍｍ）、被ガイド部３
７０が同じ距離４０ｍｍ移動されることを意味する。それにより、被ガイド部３７０が効
率よく移動される。
　第２ベース５００が４０ｍｍ移動されるときの時間をｔ［ｓｅｃ］とすると、第２ベー
ス５００の速度ｖは、次の式で求められる。
【０１０９】
【数４】

　このときの被ガイド部３７０の速度も同じくｖとなる。
【０１１０】
　被ガイド部３７０が保持部５３０に沿って移動されるとき、被ガイド部３７０が保持部
５３０から摩擦抵抗力を受ける。図１８に、被ガイド部３７０が保持部５３０から受ける
（保持部５３０により被ガイド部３７０が案内される方向とは反対方向の）摩擦抵抗力を
“Ｒ”とし、ガイド部２２０により被ガイド部３７０が案内される方向を“Ｄ１”とし、
摩擦抵抗力ＲのＤ１方向の成分を“Ｒ１”とする。摩擦抵抗力Ｒは、被ガイド部３７０が
保持部５３０から受ける垂直抗力Ｎに動摩擦係数μを乗算した値である（Ｒ＝μ＊Ｎ）。
図１８では、垂直抗力Ｎを省略し、摩擦抵抗力Ｒの大きさを強調して示す。動摩擦係数μ
は、保持部５３０および被ガイド部３７０に用いられる樹脂材の種類により異なるが、一
般的には約０．２～約０．５である。さらに、図１８に示す摩擦抵抗力Ｒの方向（正方向
）は、被ガイド部３７０が位置Ａ（位置Ｃ）から位置Ｂ（位置Ｄ´）に移動されるときの
ものであるが、被ガイド部３７０が位置Ｂから位置Ａに移動されるとき、摩擦抵抗力Ｒの
方向が逆方向になることはいうまでもない。摩擦抵抗力Ｒの方向が逆方向のときでも、被
ガイド部３７０が案内されるときの円滑性について、正方向のときと同様のことがいえる
ため、摩擦抵抗力Ｒの方向が逆方向のときの説明を省略する。さらに、円滑性については
動摩擦と同様のことが静摩擦についてもいえるため、静摩擦のときの円滑性についての説
明を省略する。以下の頂角βを９０°や６０°としたときでも同様のことがいえるため、
摩擦抵抗力Ｒの方向が逆方向のときの説明や静摩擦のときの説明を省略する。なお、被ガ
イド部３７０がガイド部２２０からも摩擦抵抗を受けるが、この摩擦抵抗は、頂角βが変
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わっても、ほぼ同じであるため、ここでは考慮しないものとする。以下、中段のガイド部
２２０および下段のガイド部２２０においも同様である。
【０１１１】
　成分Ｒ１は次の式で表される。
【０１１２】
【数５】

【０１１３】
　β＝７５°を式（５）に代入すると、成分Ｒ１が求められる。
　Ｒ１＝０．２６＊Ｒ
　成分Ｒ１の方向は、被ガイド部３７０が案内される方向Ｄ１と反対であることから、被
ガイド部３７０が案内されるときの円滑性が低下するが、成分Ｒ１の大きさが摩擦抵抗力
Ｒの約１／４であるから、被ガイド部３７０の円滑な案内に支障を来さない範囲である。
【０１１４】
（頂角βを９０°とした場合）
　被ガイド部３７０が案内されるときの円滑性を低下させないためには、頂角βを大きく
すればよい。図１９は、頂角βが９０°のとき、被ガイド部３７０が受ける摩擦抵抗力を
示す図である。図１９に示す位置Ａ、Ｂ、Ｃ´は、図１７に示すそれらと同じである。図
１９において、頂角βが９０°のとき、被ガイド部３７０が受ける摩擦抵抗力を“Ｒ”と
し、被ガイド部３７０が案内される方向を“Ｄ１”とし、摩擦抵抗力ＲのＤ１方向の成分
を“Ｒ１”とする。
　β＝９０°を式（５）に代入すると、成分Ｒ１が求められる。
　Ｒ１＝０＊Ｒ＝０
　成分Ｒ１が０であるため、被ガイド部３７０が案内されるときの円滑性が低下しない。
【０１１５】
　頂角βが９０°のとき、第２ベース５００の移動距離を“ｂ´”とすると、距離ｂ´は
、次の式で表される。
【０１１６】

【数６】

【０１１７】
　式（６）にｃ＝４０を代入すると、距離ｂ´が求められる。
　ｂ´＝４０／ｃｏｓ３０°≒４６
　これは、被ガイド部３７０を４０ｍｍ移動させるには、第２ベース５００を約４６ｍｍ
（位置ＣＣ´´間の距離）移動させる必要があることを示す。頂角βの９０°は、被ガイ
ド部３７０が効率よく移動されるために許容できる限界値である。
　頂角βが９０°より大きい場合（β＞９０°）、頂角βを大きくするほど、被ガイド部
３７０が効率よく移動されないという問題点が生じる。さらに、被ガイド部３７０の移動
量に比して第２ベース５００の移動量が大きいため、第２ベース５００を右端側位置から
中央側位置に大きく移動させる必要があり、第２ベース５００の取付スペースが左右方向
（幅方向）に広がるという問題点も生じる。
【０１１８】
（頂角βを６０°とした場合）
　被ガイド部３７０が効率よく移動されるためには、頂角βを小さくすればよい。図２０
は、頂角βが６０°のとき、被ガイド部３７０が受ける摩擦抵抗力を示す図である。図２
０に示す位置Ａ、Ｂ、Ｃ´は、図１７に示すそれらと同じである。
【０１１９】
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　図２０に示すように、頂角βが６０°のとき、被ガイド部３７０を４０ｍｍ移動させる
には、第２ベース５００を約３４．６ｍｍ（位置ＣＣ´´´間の距離）移動させれば足り
る。
【０１２０】
　図２０において、頂角βが６０°のとき、被ガイド部３７０が受ける摩擦抵抗力を“Ｒ
”とし、被ガイド部３７０が案内される方向を“Ｄ１”とし、摩擦抵抗力ＲのＤ１方向の
成分を“Ｒ２”とする。成分Ｒ２は次の式で表される。
【０１２１】
【数７】

【０１２２】
　β＝６０°を式（７）に代入すると、成分Ｒ２が求められる。
　Ｒ２＝０．５＊Ｒ
　成分Ｒ２の方向は、被ガイド部３７０が案内される方向Ｄ１と反対であって、成分Ｒ２
の大きさは、摩擦抵抗力Ｒの１／２にもなることから、被ガイド部３７０が案内されると
きの円滑性が低下する。頂角βの６０°が、被ガイド部３７０を円滑に案内するために許
容できる限界値である。
　頂角βが６０°より小さい場合（β＜６０°）、頂角βを小さくするほど、被ガイド部
３７０が案内されるときの円滑性が大幅に低下するという問題点が生じる。
【０１２３】
　次に、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されたとき、ガイド部２２
０により案内された被ガイド部３７０の位置について図２１を参照して説明する。図２１
は、第２ベース５００が右端側位置と中央側位置との間に移動されたときの被ガイド部３
７０の位置を示す図である。図２１に、第２ベース５００が右端側位置に移動されたとき
の被ガイド部３７０の位置を“Ａ”で示し、第２ベース５００が中央側位置に移動された
ときの被ガイド部３７０の位置を“Ｂ”で示し、さらに、中央位置を“Ｏ”で示す。
【０１２４】
　図２１に示すように、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されたとき
、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３７０はガイド部２２０により位置Ａから
中央位置Ｏに向かって位置Ｂまで案内される。第２ベース５００が中央側位置から右端側
位置に移動されたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３７０はガイド部２
２０により位置Ｂから中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位置Ａまで案内される。位置
Ａから中央位置Ｏに向かう方向を図２１に“Ｄ１”で示す。位置ＯＢの間の距離を“ｅ”
とすると、距離ｅは、約１４６ｍｍである（ｅ＝１４６ｍｍ）。
【０１２５】
　以上に、頂角βを６０°から９０°までの範囲にした場合、第２ベース５００が右端側
位置から中央側位置に移動されるとき、保持部５３０により被ガイド部３７０が効率よく
移動され、かつ、被ガイド部３７０が円滑に案内されることを説明した。
【０１２６】
　なお、第２ベース５００が中央側位置から右端側位置に移動されるときも、同じように
、保持部５３０により被ガイド部３７０が効率よく移動され、かつ、被ガイド部３７０が
円滑に案内されるため、その説明を省略する。中段のガイド部２２０および下段のガイド
部２２０おいても同様である。
【０１２７】
　さらに、位置ＯＢ間の距離ｅが約１４６ｍｍであることも説明した。さらに、頂角βを
７５°した場合、被ガイド部３７０の移動距離を“Ｌ１”とすれば、移動距離Ｌ１は４０
ｍｍであり、第２ベース５００が１秒間に右端側位置から中央側位置に移動されると仮定
すれば、被ガイド部３７０の移動速度を“ｖ”とすると、移動速度ｖは４０ｍｍ／ｓｅｃ
である。これらを図２２に一覧にして示す。
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【０１２８】
（中段のガイド部２２０および保持部５３０による案内）
　次に、中段のガイド部２２０とそれに対応して設けられた保持部５３０とにより被ガイ
ド部３７０が案内される構成について図２１を参照して説明する。
【０１２９】
　中段のガイド部２２０が用いられるとき、被ガイド部３７０が案内される方向（ガイド
部２２０の長手方向）と、第２ベース５００が移動される方向とが一致するため、頂角（
両方の角度が成す角度）αは、０である（α＝０）。式（１）より、ａ＝ｂ＊ｓｉｎα／
ｓｉｎβである。これに、α＝０を代入すると、被ガイド部３７０が保持部５３０に案内
される距離ａが求められる。
　ａ＝ｂ＊０／ｓｉｎβ＝０
【０１３０】
　距離ａが遊びの「所定の長さ」に相当する。距離ａが０であることは（ａ＝０）、中段
のガイド部２２０に対応して設けられる保持部５３０において、遊びを設ける必要がない
ことを意味し、遊びの「所定の長さ」は、０を含むことを意味する。
【０１３１】
　次に、中段のガイド部２２０により被ガイド部３７０が案内されるときの被ガイド部３
７０の移動距離および速度について図２１を参照して説明する。
【０１３２】
　図２１に、第２ベース５００が右端側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位置
を“Ａ´”で示し、第２ベース５００が中央側位置に移動されたときの被ガイド部３７０
の位置を“Ｂ´”で示す。
【０１３３】
　図２１に示すように、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に４０ｍｍ移動さ
れたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３７０が中段のガイド部２２０に
より位置Ａ´から中央位置Ｏに向かって位置Ｂ´に案内される。第２ベース５００が中央
側位置から右端側位置に移動されたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３
７０はガイド部２２０により位置Ｂ´から中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位置Ａ´
まで案内される。位置Ａ´から中央位置Ｏに向かう方向を図２１に“Ｄ２”で示す。
【０１３４】
　中段のガイド部２２０において、被ガイド部３７０が案内されるときの距離（位置Ａ´
Ｂ´間の距離）は４０ｍｍである。これは、第２ベース５００が右端側位置から中央側位
置に移動されるときの距離に等しい。
【０１３５】
　前述するように、上段のガイド部２２０において、第２ベース５００が右端側位置から
中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３７０が案内されるときの距離は４０ｍｍであ
るため、中段のガイド部２２０および上段のガイド部２２０において、被ガイド部３７０
が案内されるときの距離は、共に４０ｍｍとなって等しい。
【０１３６】
　さらに、中段のガイド部２２０および上段のガイド部２２０により被ガイド部３７０が
案内されるときの距離が等しいため、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移
動されるとき、被ガイド部３７０は、同じ速度ｖで移動される。
【０１３７】
　次に、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３
７０が効率よく移動されるかどうかについて、さらに、被ガイド部３７０が円滑に案内さ
れるかどうかについて説明する。
【０１３８】
　被ガイド部３７０が案内される方向（ガイド部２２０の長手方向）と保持部５３０の長
手方向との成す角度は９０°であるから、頂角βは９０°あるといえる。頂角βを９０°
とした場合、被ガイド部３７０が円滑に案内されることは、上段のガイド部において、説
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明したので、その説明を省略する。さらに、前述するように、被ガイド部３７０の移動距
離が４０ｍｍであるため、被ガイド部３７０が効率よく案内されるといえる。
【０１３９】
　次に、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されたとき、中段のガイド
部２２０により案内された被ガイド部３７０の位置について説明する。
【０１４０】
　位置ＯＢ´間の距離ｆは、約１４６ｍｍである。これは、上段のガイド部２２０におけ
る位置ＯＢの間の距離ｅと同じである（ｆ＝ｅ）。
【０１４１】
　したがって、上段および中段のガイド部２２０において、第２ベース５００が右端側位
置から中央側位置に移動されたとき、被ガイド部３７０（可動体３００）は、同時に、同
じ速度ｖで、かつ、退避位置Ａ´から中央位置Ｏより等距離にある進出位置Ｂ´まで案内
される。さらに、第２ベース５００が中央側位置から右端側位置に移動されたとき、被ガ
イド部３７０（可動体３００）が同時に、同じ速度ｖで、進出位置Ｂ´から退避位置Ａ´
まで案内される。
【０１４２】
　以上に、中段のガイド部２２０において、第２ベース５００が右端側位置から中央側位
置に移動されるとき、保持部５３０により被ガイド部３７０が効率よく移動され、かつ、
被ガイド部３７０が円滑に案内されることを説明した。さらに、位置ＯＢ´間の距離ｆが
約１４６ｍｍであることも説明した。さらに、被ガイド部３７０の移動距離Ｌ１は４０ｍ
ｍであり、被ガイド部３７０の移動速度ｖは４０ｍｍ／ｓｅｃである。これらを図２２に
一覧にして示す。
【０１４３】
（下段のガイド部２２０および保持部５３０による案内）
　次に、下段のガイド部２２０とそれに対応して設けられた保持部５３０とにより被ガイ
ド部３７０が案内される構成について図２１を参照して説明する。
【０１４４】
　下段のガイド部２２０およびそれに対応して設けられた保持部５３０は、中段のガイド
部２２０を間にして、上段のガイド部２２０およびそれに対応して設けられた保持部５３
０と対照的に配置される（すなわち、頂角βは７５°）。さらに、下段のガイド部２２０
および保持部５３０により案内される被ガイド部３７０の動きは、上段のガイド部２２０
および保持部５３０により案内される被ガイド部３７０の動きと対照的である。
【０１４５】
　図２１に、第２ベース５００が右端側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位置
を“Ａ´´”で示し、第２ベース５００が中央側位置に移動されたときの被ガイド部３７
０の位置を“Ｂ´´”で示す。
【０１４６】
　図２１に示すように、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に４０ｍｍ移動さ
れたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３７０が下段のガイド部２２０に
より位置Ａ´´から中央位置Ｏに向かって位置Ｂ´´に案内される。第２ベース５００が
中央側位置から右端側位置に移動されたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド
部３７０はガイド部２２０により位置Ｂ´´から中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位
置Ａ´´まで案内される。位置Ａ´´から中央位置Ｏに向かう方向を図２１に“Ｄ３”で
示す。
【０１４７】
　下段のガイド部２２０において、被ガイド部３７０が案内されるときの距離（位置Ａ´
´Ｂ´´間の距離）は４０ｍｍである。これは、第２ベース５００が右端側位置から中央
側位置に移動されるときの距離に等しい。
【０１４８】
　前述するように、上段および中段のガイド部２２０において、第２ベース５００が右端
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側位置から中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３７０が案内されるときの距離は４
０ｍｍであるため、上段、中段および下段のガイド部２２０において、被ガイド部３７０
が案内されるときの距離は、共に４０ｍｍとなって等しい。
【０１４９】
　さらに、上段のガイド部２２０、中段のガイド部２２０および上段のガイド部２２０に
より被ガイド部３７０が案内されるときの距離が等しいため、第２ベース５００が右端側
位置から中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３７０は、同じ速度ｖで移動される。
【０１５０】
　次に、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３
７０が効率よく移動されるかどうかについて、さらに、被ガイド部３７０が円滑に案内さ
れるかどうかについて説明する。
【０１５１】
　前述したように、下段のガイド部２２０およびそれに対応して設けられた保持部５３０
は、上段のガイド部２２０およびそれに対応して設けられた保持部５３０と対照的に配置
されるから、頂角βは９０°ある。頂角βを９０°とした場合、被ガイド部３７０が円滑
に案内されることは、上段のガイド部において、説明したので、その説明を省略する。さ
らに、前述するように、被ガイド部３７０の移動距離が４０ｍｍであるため、被ガイド部
３７０が効率よく案内されるといえる。
【０１５２】
　次に、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されたとき、下段のガイド
部２２０により案内された被ガイド部３７０の位置について説明する。
【０１５３】
　位置ＯＢ´´の間の距離ｇは、約１４６ｍｍである。これは、上段のガイド部２２０に
おける位置ＯＢの間の距離ｅと同じであり、中段のガイド部２２０における位置ＯＢ´の
間の距離ｆとも同じである（ｇ＝ｅ＝ｆ）。
【０１５４】
　したがって、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されたとき、上段、
中段、および下段のガイド部２２０に対応する保持部５３０から３つの被ガイド部３７０
（可動体３００）に互いに異なる方向Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３の力が付与され、被ガイド部３７
０（可動体３００）は、同時に、同じ速度ｖで、かつ、退避位置Ａ´´から中央位置Ｏよ
り等距離にある進出位置Ｂ´´まで案内される。さらに、第２ベース５００が中央側位置
から右端側位置に移動されたとき、上段、中段、および下段のガイド部２２０に対応する
保持部５３０から３つの被ガイド部３７０（可動体３００）に方向Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３とは
反対の方向の力が付与され、被ガイド部３７０（可動体３００）は、同時に、同じ速度ｖ
で、進出位置Ｂ´´から退避位置Ａ´´まで案内される。
【０１５５】
　以上に、下段のガイド部２２０において、第２ベース５００が右端側位置から中央側位
置に移動されるとき、保持部５３０により被ガイド部３７０が効率よく移動され、かつ、
被ガイド部３７０が円滑に案内されることを説明した。
　さらに、位置ＯＢ´´間の距離ｇが約１４６ｍｍであることも説明した。さらに、被ガ
イド部３７０の移動距離Ｌ１は４０ｍｍであり、被ガイド部３７０の移動速度ｖは４０ｍ
ｍ／ｓｅｃである。これらを図２２に一覧にして示す。
【０１５６】
〔動力源Ｍ〕
　３つの可動体３００（被ガイド部３７０）が案内される領域を、図２１に位置Ａ、Ａ´
、Ａ´´、Ｂ´´、Ｂ´、Ｂで囲まれる領域として示す。この領域を含む領域が可動体３
００の被案内領域となる。被案内領域の下方には、他の可動体３００を含み、当該可動体
３００を駆動するための駆動機構が配置される。
【０１５７】
　動力源Ｍは、被案内領域を間にして駆動機構とは反対側（被案内領域の上方）に配置さ
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れる。動力源Ｍは、電動モータであって、第１ベース２１３の上端部（上枠部２１１の右
端部でもある）に配置される。電動モータの出力軸は、減速ギア（それぞれ図示せず）を
介してピニオンに噛み合わされる。ピニオンは、ラックギア５２０に噛み合わされる。
【０１５８】
　電動モータＭによりピニオンの時計回りに回転されると、ラックギア５２０が繰り込ま
れる。それにより、第２ベース５００が左方向に移動される。電動モータＭによりピニオ
ンの反時計回りに回転されると、ラックギア５２０が繰り込まれる。それにより、第２ベ
ース５００が右方向に移動される。
【０１５９】
［左側の可動演出装置２００］
　以上に右側の可動演出装置２００について説明した。次に、左側の可動演出装置２００
について、右側の可動演出装置２００と異なる構成について説明する。左側の可動演出装
置２００は、中央位置Ｏを中心にして右側の可動演出装置２００と対照的に配置される。
【０１６０】
〔第１ベース２１４〕
　第１ベースとして、左側枠部２１４が用いられる。左側枠部を「第１ベース」という場
合がある。第１ベース（左側枠部）２１４の上段部、中段部、および、下段部にはガイド
部２２０が配置される。上段のガイド部２２０は、可動体３００の被ガイド部３７０を左
から右に向かって斜め下方に案内する。中段のガイド部２２０は、被ガイド部３７０を左
から右に向かって略水平方向に案内する。下段のガイド部２２０は、上段のガイド部２２
０と対照的に配置され、被ガイド部３７０を右から左に向かって斜め上方に案内する。
【０１６１】
〔可動体３００〕
　可動体３００は、上段、中段、および、下段のガイド部２２０に対応して設けられる。
可動体３００は、槍先形状を中央位置Ｏ（後述する）に向けて配置される。
【０１６２】
〔第２ベース５００〕
　第２ベース５００は、被ガイド用溝５１０にガイド用軸部２３０が相対的に移動可能に
嵌合されることにより、左端側位置と中央側位置との間を往復移動されるように構成され
る。ここで、「左端側位置」とは、左側枠の位置に相当する。
【０１６３】
（上段のガイド部２２０および保持部５３０による案内）
　次に、上段のガイド部２２０とそれに対応する保持部５３０とにより被ガイド部３７０
が案内される構成について、図２３を参照して説明する。図２３は、第２ベース５００が
左端側位置と中央側位置との間に移動されたときの被ガイド部３７０の位置を示す図であ
る。図２３に、第２ベース５００が右端側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位
置を“Ａ”で示し、第２ベース５００が中央側位置に移動されたときの被ガイド部３７０
の位置を“Ｂ”で示し、さらに、中央位置を“Ｏ”で示す。
【０１６４】
　上段のガイド部２２０とそれに対応する保持部５３０とにより被ガイド部３７０が案内
されるように構成される。
【０１６５】
　図２３に示すように、第２ベース５００が左端側位置から中央側位置に移動されたとき
、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３７０はガイド部２２０により位置Ａから
中央位置Ｏに向かって位置Ｂまで案内される。第２ベース５００が中央側位置から左端側
位置に移動されたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３７０はガイド部２
２０により位置Ｂから中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位置Ａまで案内される。
【０１６６】
　位置Ａから中央位置Ｏに向かう方向を図２３に“Ｄ４”で示す。位置ＯＢの間の距離を
“ｈ”とすると、距離ｈは、約１４６ｍｍである（ｈ＝１４６ｍｍ）。
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【０１６７】
（中段のガイド部２２０および保持部５３０による案内）
　次に、中段のガイド部２２０とそれに対応して設けられた保持部５３０とにより被ガイ
ド部３７０が案内される構成について図２３を参照して説明する。図２３に、第２ベース
５００が左端側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位置を“Ａ´”で示し、第２
ベース５００が中央側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位置を“Ｂ´”で示す
。
【０１６８】
　図２３に示すように、第２ベース５００が左端側位置から中央側位置に４０ｍｍ移動さ
れたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３７０が中段のガイド部２２０に
より位置Ａ´から中央位置Ｏに向かって位置Ｂ´に案内される。第２ベース５００が中央
側位置から左端側位置に移動されたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３
７０はガイド部２２０により位置Ｂ´から中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位置Ａ´
まで案内される。位置Ａ´から中央位置Ｏに向かう方向を図２３に“Ｄ５”で示す。
【０１６９】
　中段のガイド部２２０において、被ガイド部３７０が案内されるときの距離（位置Ａ´
Ｂ´間の距離）は４０ｍｍである。これは、第２ベース５００が右端側位置から中央側位
置に移動されるときの距離に等しい。
【０１７０】
　前述するように、上段のガイド部２２０において、第２ベース５００が左端側位置から
中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３７０が案内されるときの距離は４０ｍｍであ
るため、中段のガイド部２２０および上段のガイド部２２０において、被ガイド部３７０
が案内されるときの距離は、共に４０ｍｍとなって等しい。
【０１７１】
　さらに、中段のガイド部２２０および上段のガイド部２２０により被ガイド部３７０が
案内されるときの距離が等しいため、第２ベース５００が左端側位置から中央側位置に移
動されるとき、被ガイド部３７０は、同じ速度ｖで移動される。
【０１７２】
　次に、第２ベース５００が左端側位置から中央側位置に移動されたとき、中段のガイド
部２２０により案内された被ガイド部３７０の位置について説明する。
【０１７３】
　位置ＯＢ´間の距離ｉは、約１４６ｍｍである。これは、上段のガイド部２２０におけ
る位置ＯＢの間の距離ｈと同じである（ｉ＝ｈ）。
【０１７４】
　したがって、上段および中段のガイド部２２０において、第２ベース５００が左端側位
置から中央側位置に移動されたとき、被ガイド部３７０（可動体３００）は、同時に、同
じ速度ｖで、かつ、退避位置Ａ´から中央位置Ｏより等距離にある進出位置Ｂ´まで案内
される。さらに、第２ベース５００が中央側位置から左端側位置に移動されたとき、被ガ
イド部３７０（可動体３００）が同時に、同じ速度ｖで、進出位置Ｂ´から退避位置Ａ´
まで案内される。
【０１７５】
（下段のガイド部２２０および保持部５３０による案内）
　次に、下段のガイド部２２０とそれに対応して設けられた保持部５３０とにより被ガイ
ド部３７０が案内される構成について図２３を参照して説明する。
【０１７６】
　下段のガイド部２２０およびそれに対応して設けられた保持部５３０は、中段のガイド
部２２０を間にして、上段のガイド部２２０およびそれに対応して設けられた保持部５３
０と対照的に配置される。さらに、下段のガイド部２２０および保持部５３０により案内
される被ガイド部３７０の動きは、上段のガイド部２２０および保持部５３０により案内
される被ガイド部３７０の動きと対照的である。
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【０１７７】
　図２３に、第２ベース５００が左端側位置に移動されたときの被ガイド部３７０の位置
を“Ａ´´”で示し、第２ベース５００が中央側位置に移動されたときの被ガイド部３７
０の位置を“Ｂ´´”で示す。
【０１７８】
　図２３に示すように、第２ベース５００が左端側位置から中央側位置に４０ｍｍ移動さ
れたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド部３７０が中段のガイド部２２０に
より位置Ａ´´から中央位置Ｏに向かって位置Ｂ´´に案内される。第２ベース５００が
中央側位置から左端側位置に移動されたとき、保持部５３０から力を付与され、被ガイド
部３７０はガイド部２２０により位置Ｂ´´から中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位
置Ａ´´まで案内される。位置Ａ´´から中央位置Ｏに向かう方向を図２３に“Ｄ６”で
示す。
【０１７９】
　中段のガイド部２２０において、被ガイド部３７０が案内されるときの距離（位置Ａ´
´Ｂ´´間の距離）は４０ｍｍである。これは、第２ベース５００が左端側位置から中央
側位置に移動されるときの距離に等しい。
【０１８０】
　前述するように、上段および中段のガイド部２２０において、第２ベース５００が左端
側位置から中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３７０が案内されるときの距離は４
０ｍｍであるため、上段、中段および下段のガイド部２２０において、被ガイド部３７０
が案内されるときの距離は、共に４０ｍｍとなって等しい。
【０１８１】
　さらに、上段のガイド部２２０、中段のガイド部２２０および下段のガイド部２２０に
より被ガイド部３７０が案内されるときの距離が等しいため、第２ベース５００が左端側
位置から中央側位置に移動されるとき、被ガイド部３７０は、同じ速度ｖで移動される。
【０１８２】
　次に、第２ベース５００が左端側位置から中央側位置に移動されたとき、下段のガイド
部２２０により案内された被ガイド部３７０の位置について説明する。
【０１８３】
　位置ＯＢ´´の間の距離ｊは、約１４６ｍｍである。これは、上段のガイド部２２０に
おける位置ＯＢの間の距離ｈと同じであり、中段のガイド部２２０における位置ＯＢ´の
間の距離ｉとも同じである（ｊ＝ｈ＝ｉ）。
【０１８４】
　したがって、第２ベース５００が左端側位置から中央側位置に移動されたとき、上段、
中段、および下段のガイド部２２０に対応する保持部５３０から３つの被ガイド部３７０
（可動体３００）に互いに異なる方向Ｄ４、Ｄ５、Ｄ６の力が付与され、被ガイド部３７
０（可動体３００）は、同時に、同じ速度ｖで、かつ、退避位置Ａ´´から中央位置Ｏよ
り等距離にある進出位置Ｂ´´まで案内される。さらに、第２ベース５００が中央側位置
から左端側位置に移動されたとき、上段、中段、および下段のガイド部２２０に対応する
保持部５３０から３つの被ガイド部３７０（可動体３００）に方向Ｄ４、Ｄ５、Ｄ６とは
反対の方向の力が付与され、被ガイド部３７０（可動体３００）は、同時に、同じ速度ｖ
で、進出位置Ｂ´´から退避位置Ａ´´まで案内される。
【０１８５】
〔動力源Ｍ〕
　３つの可動体３００（被ガイド部３７０）が案内される領域を、図２３に位置Ａ、Ａ´
、Ａ´´、Ｂ´´、Ｂ´、Ｂで囲まれる領域として示す。この領域を含む領域が可動体３
００の被案内領域となる。被案内領域の上方には、他の可動体３００を含み、当該可動体
３００を駆動するための駆動機構が配置される。
【０１８６】
　動力源Ｍは、被案内領域を間にして駆動機構とは反対側（被案内領域の下方）に配置さ
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れる。動力源Ｍは、電動モータであって、第１ベース２１４の下端部（下枠部２１２の左
端部でもある）に配置される。電動モータＭの出力軸は、減速ギア（それぞれ図示せず）
を介してピニオンに噛み合わされる。ピニオンは、ラックギア５２０に噛み合わされる。
【０１８７】
　電動モータＭによりピニオンの時計回りに回転されると、ラックギア５２０が繰り込ま
れる。それにより、第２ベース５００が左方向に移動される。電動モータＭによりピニオ
ンの反時計回りに回転されると、ラックギア５２０が繰り込まれる。それにより、第２ベ
ース５００が右方向に移動される。
【０１８８】
　以上に、左側の可動演出装置２００について説明した。左側の可動演出装置２００にお
いても、右側の可動演出装置２００と同様に、上段、中段および下段のガイド部２２０に
おいて、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動されるとき、保持部５３０
により被ガイド部３７０が効率よく移動され、かつ、被ガイド部３７０が円滑に案内され
る。さらに、被ガイド部３７０の移動距離Ｌ１は４０ｍｍであり、被ガイド部３７０の移
動速度ｖは４０ｍｍ／ｓｅｃである。さらに、距離ｈ、ｉ、ｊが約１４６ｍｍである（図
２２参照）。
【０１８９】
　右側および左側の可動演出装置２００は、図柄表示部７８と連動するように構成される
。例えば、図柄表示部７８により中央位置Ｏにキャラクタが表示されたとき、右側の可動
演出装置２００において、第２ベース５００が右端側位置から中央側位置に移動され、槍
先形状の３つの可動体３００が、異なる方向からキャラクタに向かって、キャラクタから
等距離の位置まで同時に同じ速度ｖで移動されることにより、さらに、左側の可動演出装
置２００において、第２ベース５００が左端側位置から中央側位置に移動され、槍先形状
の３つの可動体３００が、異なる方向からキャラクタに向かって、キャラクタから等距離
の位置まで同時に同じ速度ｖで移動されることにより、中央位置Ｏに表示されたキャラク
タに向かって６つの可動体３００が迫ることで、中央位置Ｏおよびその周辺に大きな変化
が生じるように演出される。
【０１９０】
　キャラクタが表示されないとき、右側の可動演出装置２００において、第２ベース５０
０が中央側位置から右端側位置に移動され、３つの可動体３００が、キャラクタから遠ざ
かる方向に向かって、同時に同じ速度ｖで移動されることにより、さらに、左側の可動演
出装置２００において、第２ベース５００が中央側位置から左端側位置に移動され、３つ
の可動体３００が、キャラクタから遠ざかる方向に向かって、同時に同じ速度ｖで移動さ
れることにより、中央位置Ｏからキャラクタおよび６つの可動体３００が消えることで、
中央位置Ｏおよびその周辺に大きな変化が生じるように演出される。
【０１９１】
　なお、前記第１の実施形態では、右側の可動演出装置２００における可動体３００が右
から左に向かって斜めにあるいは略水平方向に移動され、左側の可動演出装置２００にお
ける可動体３００が左から右に向かって斜めにあるいは略水平方向に移動される構成を示
したが、可動体３００の移動方向はこれに限らない。可動体３００が上下方向に移動され
るように可動演出装置２００を構成してもよい。
【０１９２】
＜第２実施形態＞
　次に、遊技機の第２実施形態について図２４を参照して説明する。
　第２実施形態では、第１実施形態の遊技機と異なる構成について主に説明し、同じ構成
についての説明を省略する。
【０１９３】
　第１実施形態では、右側に配置された第２ベース５００が移動されることにより、右側
に配置された３つの可動体３００が退避位置と進出位置との間に移動され、左側に配置さ
れた第２ベース５００が移動されることにより、左側に配置された３つの可動体３００が
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退避位置と進出位置との間に移動される構成を示した。これに対し、第２実施形態では、
一つの第２ベース５００が移動されることにより、右側および左側に配置された全部で６
つの可動体３００が退避位置と進出位置との間に移動されるように構成される。
【０１９４】
　図２４は、第２ベース５００に設けられた保持部５３０を概念的に示す正面図である。
図２４に、第２ベース５００を省略してその回転方向を示す。さらに、図２４に保持部５
３０をハッチングを付して示し、中央位置を“Ｏ”で示す。
【０１９５】
（保持部５３０、ガイド部２２０、被ガイド部３７０）
　図２４に示すように、第２ベース５００に保持部５３０が設けられる。第２ベース５０
０は、動力源Ｍからの動力を受けて軸回りに回転されるように構成される。保持部５３０
は、軸の周囲から軸の位置に向かって渦巻き状に延ばされた溝形状を有する。保持部５３
０は、約８ｍｍの溝幅を有する。保持部５３０に被ガイド部３７０である外径約８ｍｍの
筒状部３７２が嵌合される。第２実施形態では、第２ベース５００の回転中心である軸は
、中央位置Ｏに設けられる。
【０１９６】
　図２４に示すように、右側に上段、中段および下段の被ガイド部３７０が配置される。
左側に上段、中段および下段の被ガイド部３７０が配置される。図２４に、上段の被ガイ
ド部３７０が退避したときの位置を“Ａ”で示し、進出したときの位置を“Ｂ”で示し、
さらに、中段の被ガイド部３７０が退避したときの位置を“Ａ´”で示し、進出したとき
の位置を“Ｂ´”で示し、さらに、下段の被ガイド部３７０が退避したときの位置を“Ａ
´´”で示し、進出したときの位置を“Ｂ´´”で示す。
【０１９７】
　上段の被ガイド部３７０を位置Ａ、Ｂ間に案内するためのガイド部２２０（図示省略）
が設けられる。さらに、中段の被ガイド部３７０を位置Ａ´、Ｂ´間に案内するためのガ
イド部２２０（図示省略）が設けられる。さらに、下段の被ガイド部３７０を位置Ａ´´
、Ｂ´´間に案内するためのガイド部２２０（図示省略）が設けられる。
【０１９８】
　保持部５３０は２つ設けられる。２つの保持部５３０は、二つ巴の形に配置される。一
方の保持部５３０は、右側に配置される上段、中段および下段の被ガイド部３７０を案内
するものである。他方の保持部５３０は、左側に配置される上段、中段および下段の被ガ
イド部３７０を案内するものである。
【０１９９】
　したがって、第２実施形態においても、上段、中段および下段のガイド部２２０および
それに対応する保持部５３０により、複数の被ガイド部３７０が案内されるように構成さ
れる。
【０２００】
　次に、上段のガイド部２２０とそれに対応する保持部５３０とにより被ガイド部３７０
が案内されるとき、被ガイド部３７０が保持部５３０から受ける摩擦抵抗力について図２
５を参照して説明する。
【０２０１】
　第２ベース５００が中央位置Ｏを中心に反時計方向に回転されるとき、被ガイド部３７
０がガイド部２２０に沿って移動されると共に、被ガイド部３７０が保持部５３０に沿っ
て移動される。このとき、被ガイド部３７０は保持部５３０から摩擦抵抗力を受ける。な
お、被ガイド部３７０はガイド部２２０から摩擦抵抗を受けるが、頂角βが変わってもほ
ぼ同じであるという第１実施形態と同様の理由からここでは考慮しない。
【０２０２】
　図２５は、第２ベース５００が回転されるとき、被ガイド部３７０および保持部５３０
の動きを概念的に示す図である。
【０２０３】
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　図２５に示すように、第２ベース５００が中央位置Ｏを中心に反時計方向に回転される
とき、被ガイド部３７０はガイド部２２０に沿って位置Ａから位置Ｂに移動される。さら
に、被ガイド部３７０は保持部５３０に沿って位置Ｃ´から位置Ｄ´に移動される。さら
に、保持部５３０の一端である位置Ｃは位置Ｃ´に移動される。
【０２０４】
　さらに、頂角αは、第２ベース５００が移動される方向と被ガイド部３７０が案内され
る方向（ガイド部２２０の長手方向）とが成す角度（前述するガイド部２２０の傾斜角度
と同じ）、頂角βは、被ガイド部３７０が案内される方向と保持部５３０の長手方向とが
成す角度、頂角γは、第２ベース５００が移動される方向と保持部５３０の長手方向とが
成す角度である。
【０２０５】
　被ガイド部３７０が効率よく移動されること、および、被ガイド部３７０が円滑に案内
されることから、頂角αが９０°一定であるとき（α＝９０°）、頂角βは、６０°～９
０°であることが好ましい。さらに、頂角βは、７０°～８０°であることが好ましく、
さらに、頂角βは７５°であることが好ましい。
【０２０６】
　図２５は、頂角βが７５°のとき、被ガイド部３７０が受ける摩擦抵抗力を示す図であ
る。図２５に、被ガイド部３７０が保持部５３０から受ける摩擦抵抗力を“Ｒ”とし、被
ガイド部３７０が案内される方向を“Ｄ１”とし、摩擦抵抗力ＲのＤ１方向の成分を“Ｒ
１”とする。さらに、位置ＡＢ間の距離を“ｃ”とし、位置ＣＣ´間の距離を“ｂ”とし
、位置ＡＯ間の距離を“ｒ”とする。
【０２０７】
　成分Ｒ１は、上記の式（５）で求められる。
　Ｒ１＝０．２６＊Ｒ
　成分Ｒ１の大きさが摩擦抵抗力Ｒの約１／４であるから、被ガイド部３７０の円滑な案
内に支障を来さない。
【０２０８】
　次に、被ガイド部３７０が効率よく移動されるかどうかについては、距離ｂと距離ｃと
の関係について調べればよい。
　なお、距離ｂは、次の式で求められる。
【０２０９】
【数８】

　ここで、θは、被ガイド部３７０が位置Ａから位置Ｂに案内されるときの第２ベース５
００の回転角である。
【０２１０】
　次に、距離ｂ（＝ｒθ）と距離ｃとの関係について図２６を参照して説明する。
　ｃ／ｂは、次の式で求められる。
【０２１１】

【数９】

　ここで、ｃ／ｂは、効率に相当する。この「効率」を“ｐ”とする。
　さらに、式（８）および式（９）により、効率ｐは次の式で表される。
【０２１２】
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【数１０】

　式（１０）から、頂角βが大きくなるほど、ｃｏｔβの値が小さくなるから、効率ｐが
小さくなって、被ガイド部３７０が効率よく移動できないことがわかる。
【０２１３】
　図２６は、頂角βに対する効率ｐ等を表した図である。図２６に、一例として、頂角β
が７５°、８０°、８５°のときの効率ｐ等を示す。
　図２６に示すように、頂角βが７５°のとき、効率ｐは０．２７となる。これは、第２
ベース５００が１回転されると、被ガイド部３７０が距離ｒの０．８４倍の距離まで移動
されることを意味する。そのため、被ガイド部３７０が効率よく移動されることとなる。
【０２１４】
　同じく、頂角βが８０°のとき、効率ｐは０．１８となる。これは、第２ベース５００
が１回転されると、被ガイド部３７０が距離ｒの０．５５倍の距離まで移動されることを
意味する。
【０２１５】
　同じく、頂角βが８５°のとき、効率ｐは０．０９となる。これは、第２ベース５００
が１回転されると、被ガイド部３７０が距離ｒの０．２７倍の距離まで移動されることを
意味する。なお、この距離に不足があれば、第２ベース５００を２回転すればよい。それ
により、０．５５倍の距離まで移動される（図２６参照）。
【０２１６】
〔動作〕
　次に、可動体３００の動作について説明する。なお、被ガイド部３７０の位置や移動は
、可動体３００の位置や移動に相当することはいうまでもない。
【０２１７】
　図２４において、動力源Ｍからの動力を受けて、第２ベース５００が中央位置Ｏを中心
として反時計回りに回転されると、保持部５３０により上段の被ガイド部３７０が位置Ａ
から中央位置Ｏに向かって位置Ｂまで移動される。さらに、保持部５３０により中段の被
ガイド部３７０が位置Ａ´から中央位置Ｏに向かって位置Ｂ´まで移動される。さらに、
保持部５３０により下段の被ガイド部３７０が位置Ａ´´から中央位置Ｏに向かって位置
Ｂ´´まで移動される。
【０２１８】
　上段、中段および下段の被ガイド部３７０が位置Ｂ、Ｂ´、Ｂ´´まで移動されたとき
、第２ベース５００の回転が停止される。上段、中段および下段の被ガイド部３７０の移
動速度は、第２ベース５００の回転速度および保持部５３０の渦巻き状の溝形状の形によ
る。
【０２１９】
　次に、第２ベース５００が中央位置Ｏを中心として時計回りに回転されると、保持部５
３０により上段の被ガイド部３７０が位置Ｂから中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位
置Ａまで移動される。さらに、保持部５３０により中段の被ガイド部３７０が位置Ｂ´か
ら中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位置Ａ´まで移動される。さらに、保持部５３０
により下段の被ガイド部３７０が位置Ｂ´´から中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位
置Ａ´´まで移動される。
【０２２０】
　上段、中段および下段の被ガイド部３７０が位置Ａ、Ａ´、Ａ´´まで移動されたとき
、第２ベース５００の回転が停止される。上段、中段および下段の被ガイド部３７０の移
動速度は、第２ベース５００の回転速度および保持部５３０の渦巻き状の溝形状の形によ
る。
【０２２１】
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　第２実施形態では、一つの第２ベース５００により、６つの被ガイド部３７０が移動さ
れるように構成されるため、より簡単な構成により、複数の可動体３００を一度に動かす
ことが可能となる。さらに、渦巻き状の保持部５３０をどのような形にするかによって、
可動体３００が移動されるときの速度に変化を持たせることが可能となる。
【０２２２】
＜第３実施形態＞
　次に、遊技機の第３実施形態について図２７を参照して説明する。第３実施形態では、
第１および第２実施形態の遊技機と異なる構成について主に説明し、同じ構成についての
説明を省略する。
【０２２３】
　第１実施形態では、右側に配置された第２ベース５００が移動されることにより、右側
に配置された３つの可動体３００が退避位置と進出位置との間に移動され、左側に配置さ
れた第２ベース５００が移動されることにより、左側に配置された３つの可動体３００が
退避位置と進出位置との間に移動される構成を示した。
【０２２４】
　さらに、第２実施形態では、２つの保持部５３０を有する一つの第２ベース５００が移
動されることにより、右側および左側に配置された全部で６つの可動体３００が退避位置
と進出位置との間に移動される構成を示した。
【０２２５】
　これに対し、第３実施形態では、一つの保持部５３０を有する一つの第２ベース５００
が移動されることにより、右側および左側に配置された全部で６つの可動体３００が退避
位置と進出位置との間に移動されるように構成される。
【０２２６】
　なお、第２実施形態では、可動体３００を退避位置と進出位置との間に移動させるため
に、第２ベース５００が１回転されたのに対し、第３実施形態では第２ベース５００が２
回転される（図２６に示す頂角βが８５°のときを参照）。
【０２２７】
　図２７は、第２ベース５００に設けられた保持部５３０を概念的に示す正面図である。
図２７に、第２ベース５００を省略してその回転方向を示す。さらに、図２７に、保持部
５３０をハッチングを付して示し、中央位置を“Ｏ”で示す。さらに、図２７に、上段の
被ガイド部３７０が退避したときの位置を“Ａ”で示し、進出したときの位置を“Ｂ”で
示し、さらに、中段の被ガイド部３７０が退避したときの位置を“Ａ´”で示し、進出し
たときの位置を“Ｂ´”で示し、さらに、下段の被ガイド部３７０が退避したときの位置
を“Ａ´´”で示し、進出したときの位置を“Ｂ´´”で示す。
【０２２８】
（保持部５３０、ガイド部２２０、被ガイド部３７０）
　図２７に示すように、第２ベース５００に保持部５３０が設けられる。第２ベース５０
０は、動力源Ｍからの動力を受けて軸回りに回転されるように構成される。
【０２２９】
　保持部５３０は、軸の周囲から軸の位置に向かって渦巻き状に延ばされた溝形状を有す
る。保持部５３０は、約８ｍｍの溝幅を有する。保持部５３０に被ガイド部３７０である
外径約８ｍｍの筒状部３７２が嵌合される。第３実施形態では、第２ベース５００の回転
中心である軸は、中央位置Ｏに設けられる。
【０２３０】
　保持部５３０は第２ベース５００に１つ設けられる。保持部５３０は、右側に配置され
る上段、中段および下段の被ガイド部３７０、並びに、左側に配置される上段、中段およ
び下段の被ガイド部３７０を案内するものである。
【０２３１】
　上段の被ガイド部３７０を位置Ａ、Ｂ間に案内するためのガイド部２２０（図示省略）
が設けられる。さらに、中段の被ガイド部３７０を位置Ａ´、Ｂ´間に案内するためのガ
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イド部２２０（図示省略）が設けられる。さらに、下段の被ガイド部３７０を位置Ａ´´
、Ｂ´´間に案内するためのガイド部２２０（図示省略）が設けられる。
【０２３２】
　したがって、第３実施形態においても、上段、中段および下段のガイド部２２０および
それに対応する保持部５３０により、複数の被ガイド部３７０が案内されるように構成さ
れる。
【０２３３】
〔動作〕
　次に、可動体３００の動作について説明する。なお、被ガイド部３７０の位置や移動は
、可動体３００の位置や移動に相当することはいうまでもない。
【０２３４】
　図２７において、動力源Ｍからの動力を受けて、第２ベース５００が中央位置Ｏを中心
として反時計回りに回転されると、保持部５３０により、左右に配置された上段の被ガイ
ド部３７０が位置Ａから中央位置Ｏに向かって位置Ｂまで移動される。さらに、保持部５
３０により、左右に配置された中段の被ガイド部３７０が位置Ａ´から中央位置Ｏに向か
って位置Ｂ´まで移動される。さらに、保持部５３０により、左右に配置された下段の被
ガイド部３７０が位置Ａ´´から中央位置Ｏに向かって位置Ｂ´´まで移動される。
【０２３５】
　上段、中段および下段の被ガイド部３７０が位置Ｂ、Ｂ´、Ｂ´´まで移動されたとき
、第２ベース５００の回転が停止される。上段、中段および下段の被ガイド部３７０の移
動速度は、第２ベース５００の回転速度および保持部５３０の渦巻き状の溝形状の形によ
る。
【０２３６】
　次に、第２ベース５００が中央位置Ｏを中心として時計回りに回転されると、保持部５
３０により、左右に配置された上段の被ガイド部３７０が位置Ｂから中央位置Ｏとは反対
の方向に向かって位置Ａまで移動される。さらに、保持部５３０により、左右に配置され
た中段の被ガイド部３７０が位置Ｂ´から中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位置Ａ´
まで移動される。さらに、保持部５３０により、左右に配置された下段の被ガイド部３７
０が位置Ｂ´´から中央位置Ｏとは反対の方向に向かって位置Ａ´´まで移動される。
【０２３７】
　上段、中段および下段の被ガイド部３７０が位置Ａ、Ａ´、Ａ´´まで移動されたとき
、第２ベース５００の回転が停止される。上段、中段および下段の被ガイド部３７０の移
動速度は、第２ベース５００の回転速度および保持部５３０の渦巻き状の溝形状の形によ
る。
【０２３８】
　第３実施形態では、複数の可動体３００（被ガイド部３７０）が中央位置Ｏからあらゆ
る方面の位置に配置されていても、それらを一つの保持部５３０に移動可能に嵌合させる
ことで、一つの保持部５３０により動かすことが可能となる。さらに、渦巻き状の保持部
５３０の形によっては、複数の可動体３００が時間をずらして退避位置と進出位置との間
に移動されるため、可動体３００に対し遊技者に面白味を持たせることが可能となる。
【０２３９】
　前記実施形態においては、複数の可動体３００が退避位置から進出位置に移動されると
き、移動される方向の先（目標位置）として、中央位置Ｏ（枠内空間の中央の位置）を示
したが、これに限らない。目標位置としては、枠内空間のいずれの位置であってもよい。
【符号の説明】
【０２４０】
Ｍ　動力源
１　遊技機
１０　外枠
１１　腰板ユニット
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１２　中枠
１３　ヒンジ
１４　前枠（ガラス枠）
２０　打球装置
３０　上皿
４０　下皿
５０　スピーカ
７０ａ　裏ユニット
７０　遊技盤
７１　外レール
７２　内レール
７４　遊技領域
７５　装飾ランプ
７６　入賞口
７７　アウト球口
７８　図柄表示部
７９　始動口
８０　大入賞口
８０ａ　開閉扉
１００　センター役物
１００ａ　枠体上部
１００ｂ　枠体下部
２００　可動演出装置
　２１０　可動演出装置の本体（装置本体）
　　２１１　上枠部
　　２１２　下枠部
　　２１３　右側枠部（第１ベース）
　　２１４　左側枠部（第１ベース）
　　２２０　ガイド部
　　２３０　ガイド用軸部
　３００　可動体
　　３１０　本体
　　３１１　前壁部
　　３１２　透光部
　　３１３　非透光部
　　３１５　開口部
　　３２０　座部
　　　３２１　座部の基端部
　　　３２２　座部の先端部
　　３３０　段付きピン
　　　３３１　段付きピンの基端部
　　　３３２　段付きピンの先端部
　　３４０　ボス部
　　３５０　周壁部
　　　３５１　等辺壁部
　　　３５２　底辺壁部
　　３６０　段差部
　　３７０　被ガイド部
　　　３７１　プレート部
　　　３７２　筒状部
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　　　３７３　内径部
　　　３７４　外径部
　　３８０　障壁部材
　　３９０　リング
　　４００　回路基板
　　４０１　ロケート穴
　　４０２　貫通穴
　　４０３　下穴
　　４０４　光源
　　４０５　ソケット
　　４０６　ケーブル
　　４０７　プラグ
　５００　第２ベース
　　５１０　被ガイド用溝
　　５２０　ラックギア
　　５３０　保持部

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】



(36) JP 6088946 B2 2017.3.1
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【図２１】 【図２２】
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