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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光体を発光させて演出を行なう発光演出装置を備えた遊技機において、
　前記発光演出装置は、
　前記発光体の照射方向前側に位置して該発光体の照射範囲を規定する照射調整部位を有
する照射調整部と、
　光拡散模様が設けられたシート材から形成され、前記照射調整部に対して前記照射調整
部位を通過した光の照射側に配設される光拡散部と、
　前記光拡散部の外面を覆うように配設され、該光拡散部を外方へ露出させる開口が形成
された被覆部とを備え、
　前記光拡散部は、前記被覆部の開口から外方へ膨出する光拡散部位が形成され、該光拡
散部位の内面に対する前記発光体の照射により該光拡散部位の外面に所要の光模様が表示
されるよう構成され、
　前記発光体は、円をなすよう複数配設され、
　前記光拡散部位は、前記円をなすよう配設された発光体の配設中心を通る中心線を中心
として円をなすよう複数配設され、
　前記光拡散部位に対する前記発光体の照射位置が、前記中心線を中心として円周方向へ
移動するよう構成され、
　前記光拡散部と前記照射調整部との間に、隣接する光拡散部位を仕切る仕切り部材が設
けられている
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ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、発光体の発光制御による演出を行なう発光演出装置を備えた遊技機に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技店に設けられた「島」とも称される設置枠台
に固定される枠部材である外枠と、該外枠に対して着脱および開閉可能に枢支され、遊技
盤が交換可能に配設される枠部材である中枠と、中枠の前面側に該中枠に着脱および開閉
可能に枢支され、中枠に配設した遊技盤を透視保護する透明板が配設される枠部材として
の前枠とを備えている。前枠には、透明板が配設される窓口の下方に、遊技球を貯留可能
な上球皿や下球皿が配設されると共に、下球皿の右方に、上球皿から供給される遊技球を
遊技盤に向けて発射させる打球発射装置を作動させる操作ハンドルが設けられている。こ
のようなパチンコ機では、遊技盤の遊技領域へ打ち出された遊技球が該遊技領域内に配設
された始動入賞装置に入賞することにより、該遊技盤に配設された図柄表示装置の表示部
での図柄変動演出が開始され、該表示部に図柄が所定の組み合わせで停止することにより
遊技者に有利な特別遊技状態(例えば「大当り」)が発生すると、遊技盤の遊技領域に設け
られた特別入賞装置が開放して多数の賞球を獲得し得るよう構成される。
【０００３】
　また、パチンコ機は、ＬＥＤ等の発光体の発光制御による演出を行なう可動演出装置や
装飾装置が、当該パチンコ機の前側から視認可能な遊技盤や前枠に配設されている。前記
可動演出装置は、所要の動作を行なう可動体を備え、該可動体を前記図柄表示装置で行な
われる遊技演出に合わせて適宜タイミングで動作させると共に、発光体を所要の発光態様
で発光制御することで、視覚的な演出効果を向上させて遊技の興趣を高めるよう考慮され
ている。また装飾装置は、図柄表示装置で行なわれる遊技演出に合わせて発光体を所要の
発光態様で発光制御することで、装飾装置における装飾部材を明輝させて視覚的な演出効
果を向上させて遊技の興趣を高めるよう考慮されている。このような発光体を備えた可動
演出装置は、特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３１３０２６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、発光体を備えた従来の可動演出装置や装飾装置は、該発光体の発光によ
り可動体や装飾部材を単に明輝させるだけであり、視覚的な演出効果を向上させて遊技の
興趣を高めるという点では改善の余地があった。
【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課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、視覚的な演出効果を向上させた発光演出装置を備
えた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】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項１に係る発明は、
　発光体(309)を発光させて演出を行なう発光演出装置(M)を備えた遊技機において、
　前記発光演出装置(M)は、
　前記発光体(309)の照射方向前側に位置して該発光体(309)の照射範囲を規定する照射調
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整部位(278)を有する照射調整部(270)と、
　光拡散模様が設けられたシート材から形成され、前記照射調整部(270)に対して前記照
射調整部位(278)を通過した光の照射側に配設される光拡散部(343)と、
　前記光拡散部(343)の外面を覆うように配設され、該光拡散部(343)を外方へ露出させる
開口(354)が形成された被覆部(342)とを備え、
　前記光拡散部(343)は、前記被覆部(342)の開口(354)から外方へ膨出する光拡散部位(35
1)が形成され、該光拡散部位(351)の内面に対する前記発光体(309)の照射により該光拡散
部位(351)の外面(351A)に所要の光模様(R)が表示されるよう構成され、
　前記発光体(309)は、円をなすよう複数配設され、
　前記光拡散部位(351)は、前記円をなすよう配設された発光体(309)の配設中心を通る中
心線(L2)を中心として円をなすよう複数配設され、
　前記光拡散部位(351)に対する前記発光体(309)の照射位置が、前記中心線(L2)を中心と
して円周方向へ移動するよう構成され、
　前記光拡散部(343)と前記照射調整部(270)との間に、隣接する光拡散部位(351)を仕切
る仕切り部材(341)が設けられていることを要旨とする。
【０００８】
　請求項１に係る発明によれば、光拡散部の光拡散部位が外方へ膨出する形状に形成され
ると共に、発光体からの照射光が照射調整部の照射調整部位により照射範囲が規定された
状態で該光拡散部位の内面に照射されるから、光拡散部位の外面に所要の光模様が表示さ
れて該発光演出装置の視覚的な演出効果を向上させることができる。また、光拡散部の光
拡散部位を除く部分の外面が被覆部により覆われるから、該被覆部で該光拡散部を保護す
ることができる。
　更に、各光拡散部位に対する各発光体の照射位置が中心線を中心として円周方向へ移動
するから、該光拡散部位の外面に光模様が動くように表示され、視覚的な演出効果を向上
させることができる。また、仕切り部材により各光拡散部位が仕切られるから、当該光拡
散部位に照射された発光体の照射光が隣接する別の光拡散部位へ照射されることを防止し
得る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、発光演出装置の視覚的な演出効果を向上させることがで
き、遊技の興趣を高め得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例のパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を、中枠から前枠を開放すると共に遊技盤の遊技領域内を省
略した状態で示す斜視図である。
【図３】(ａ)は、中枠の下枠部と、該下枠部に配設される打球発射装置および第１球通出
部材とを前側から見た分解斜視図であり、(ｂ)は、中枠の下枠部と、該下枠部に配設され
る打球発射装置および第１球通出部材とを後側から見た分解斜視図である。
【図４】前枠を前側から見た分解斜視図である。
【図５】前枠を後側から見た分解斜視図である。
【図６】前枠を構成する設置部材および前装飾部材と、金属ベース部材および可動演出装
置を示す分解斜視図である。
【図７】(ａ)は、金属ベース部材を前側から見た斜視図であり、(ｂ)は、金属ベース部材
を後側から見た斜視図である。
【図８】(ａ)は、前装飾部材を取り外したパチンコ機の部分斜視図であり、(ｂ)は、可動
演出装置を金属ベース部材に固定した状態をパチンコ機の前側から見た正面図である。
【図９】図８(ａ)の状態から、可動演出装置およびカバー部材を取り外した状態で示す斜
視図である。
【図１０】前枠および該前枠に配設した各部材を、図１のＸ１－Ｘ１線位置で破断して右
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から見た部分断面図である。
【図１１】設置部材および前装飾部材に固定される金属ベース部材を、図１のＸ２－Ｘ２
線位置で破断して上から見た部分断面図である。
【図１２】(ａ)は、第２可動体の第１演出体が露出した状態の可動演出装置を右前上方か
ら見た斜視図であり、(ｂ)は、第２可動体の第２演出体が露出した状態の可動演出装置を
右前上方から見た斜視図である。
【図１３】可動演出装置を右後下方から見た斜視図である。
【図１４】(ａ)は、第２可動体の第１演出体が露出した状態で示す可動演出装置の平面図
であり、(ｂ)は、該可動演出装置の底面図である。
【図１５】(ａ)第２可動体の第１演出体が露出した状態で示す可動演出装置の正面図であ
り、(ｂ)は、該可動演出装置の背面図である。
【図１６】(ａ)第２可動体の第１演出体が露出した状態で示す可動演出装置の右側面図で
あり、(ｂ)は、該可動演出装置の左側面図である。
【図１７】図１４のＸ３－Ｘ３線断面図である。
【図１８】装置本体、第１可動体および第２可動体を分離した状態で示す斜視図である。
【図１９】第１可動体および第２可動体を組付けた状態を示す斜視図である。
【図２０】可動演出装置を右前上方から見た分解斜視図である。
【図２１】可動演出装置を右後下方から見た分解斜視図である。
【図２２】装置本体および第１駆動機構を右前上方から見た分解斜視図である。
【図２３】装置本体および第１駆動機構を右後下方から見た分解斜視図である。
【図２４】第１可動体を構成する部材および該第１可動体に配設される部材を右前上方か
ら見た分解斜視図である。
【図２５】第１可動体を構成する部材および該第１可動体に配設される部材を右後下方か
ら見た分解斜視図である。
【図２６】第２可動体を構成する部材および該第２可動体に配設される部材を右前上方か
ら見た分解斜視図である。
【図２７】第２可動体を構成する部材および該第２可動体に配設される部材を右後下方か
ら見た分解斜視図である。
【図２８】(ａ)は、保持手段により第１可動体が第１位置に保持され、第２可動体の第１
演出体が露出した状態を示す説明図であり、(ｂ)は、保持手段により第１可動体が第２位
置に保持され、第２可動体の第２演出体が露出した状態を示す説明図である。
【図２９】第１可動体に配設された第２可動体の第１演出体における仕切り部材および光
拡散部材を、該光拡散部材を分離した状態で示す説明図である。
【図３０】(ａ)は、仕切り部材の第１位置で示す光拡散部と第１発光ＬＥＤとの位置関係
を示す説明図であり、(ｂ)は、仕切り部材の第２位置で示す光拡散部と第１発光ＬＥＤと
の位置関係を示す説明図である
【図３１】図３０(ａ)におけるＺ１－Ｚ１線断面図である。
【図３２】図３０(ａ)におけるＺ２－Ｚ２線で破断してＺ２’方向から見た断面図である
。
【図３３】仕切り部材の第２位置における光拡散部に対する第１発光ＬＥＤの照射態様を
概略的に示す説明図である。
【図３４】仕切り部材の第１位置における光拡散部に対する第１発光ＬＥＤの照射態様を
概略的に示す説明図である。
【図３５】第１発光ＬＥＤにより光拡散部の内面を照射することで、該光拡散部の外面に
表示される光模様の一例を概略的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。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Ｐを例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、
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「右」とは、図１に示すようにパチンコ機Ｐを前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１６】
(パチンコ機の概略構成について)
　実施例に係るパチンコ機Ｐは、図１および図２に示すように、遊技店に設けられた「島
」とも称される設置枠台(図示せず)に固定される固定枠としての外枠Ａと、該外枠Ａに対
して着脱および開閉可能に枢支された本体枠としての中枠Ｂと、該中枠Ｂに着脱交換可能
に取り付けられて所要の遊技領域２７が画成された遊技盤Ｄと、中枠Ｂの前面側に着脱お
よび開閉可能に枢支され、該中枠Ｂに配設した遊技盤Ｄを透視保護する透明板２９が配設
される前枠Ｃとを備えている。前枠Ｃの前側には、透明板２９が配設された窓口３１の下
方に、遊技球を貯留可能な上球皿(上球貯留部)Ｅが配設されると共に、該上球皿Ｅの下方
に、遊技球を貯留可能な下球皿(下球貯留部)Ｆや、中枠Ｂに配設された打球発射装置Ｊ(
図２参照)および前枠Ｃに配設された球送り装置Ｋを作動させるハンドルユニットＧが、
左右に並んで配設されている。
【００１７】
　このようなパチンコ機Ｐでは、上球皿Ｅから球送り装置Ｋを介して打球発射装置Ｊへ供
給されて該打球発射装置Ｊにより遊技盤Ｄの遊技領域２７へ打ち込まれた遊技球が、該遊
技領域２７内に配設された始動入賞装置(図示せず)に入賞することにより、該遊技盤Ｄに
配設された図柄表示装置の表示部Ｈ(図１参照)での図柄変動演出が開始される。そしてパ
チンコ機Ｐは、図柄変動演出の結果として、表示部Ｈに図柄が所定の組み合わせで停止す
ることにより遊技者に有利な特別遊技状態(例えば「大当り」)が発生すると、遊技盤Ｄの
遊技領域２７に設けられた特別入賞装置(図示せず)が開放して多数の遊技球の入賞が可能
となり、遊技球の入賞に基づいて中枠Ｂの後側に配設された球払出し部(図示せず)から多
数の遊技球が賞球として上球皿Ｅへ払出されるよう構成される。
【００１８】
（中枠）
　前記中枠Ｂは、図２に示すように、上縁をなす上枠部１０と、下縁をなして、打球発射
装置Ｊ等が設置された下枠部１１と、左側縁をなす左枠部１２と、右側縁をなす右枠部１
３とから構成され、全体が外枠Ａの開口に整合する矩形枠状に形成される。中枠Ｂには、
遊技盤Ｄを前側から着脱可能に設置し得る遊技盤保持部１４が設けられている。そして中
枠Ｂは、外枠Ａの左上および左下に設けられたヒンジ１５,１５を介して該外枠Ａに枢支
され、中枠Ｂは外枠Ａに対して左側端部を中心として開閉し得るようになっている。なお
中枠Ｂは、上下左右の各枠部１０,１１,１２,１３が一体成形されたものであってもよい
。
【００１９】
　図２および図３に示すように、前記中枠Ｂの下枠部１１における前面に、前述した打球
発射装置Ｊが配設されている。この打球発射装置Ｊは、下枠部１１の前面に固定されるベ
ース板１７と、該ベース板１７の前面に対し後向きに取り付けられて本体が前方へ突出し
た打球駆動手段としてのロータリー式の電磁ソレノイド１８と、該電磁ソレノイド１８の
駆動軸に固定された打球杆１９と、ベース板１７の後面に左上がりの傾斜状に取り付けら
れた発射レール２０とを備えている。下枠部１１の左上隅部には、前後に貫通する開口２
１が形成されており、中枠Ｂの後側に配設された球払出し部(図示せず)からの球払出し路
(図示せず)が該開口２１の後側に整合すると共に、前枠Ｃに設けられた筒状の球案内筒４
１(図２、図５参照)が該開口２１に対し前側から整合するようになっている。下枠部１１
の前面左側には、前記開口２１の下方から打球発射装置Ｊの左方まで右下がりに延在する
第１球通出路２２を内部に画成する中空体状の球通路部材２３が配設されている。この第
１球通出路２２は、球払出し部から上球皿Ｅに至る経路の途中から零れた遊技球を、下球
皿Ｆへ通出案内する球通出路である。
【００２０】
(遊技盤)
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　前記遊技盤Ｄは、図２に示すように、略円形状に湾曲する外レール２５および内レール
２６が盤面(前面)に配設されて、該内外レール２５,２６の内側に画成される遊技領域２
７内に、図柄表示装置、始動入賞装置および特別入賞装置、回転案内具等の各種遊技用部
品(図２では図示省略)が配置されている。また、外レール２５および内レール２６は、遊
技球が通過可能な距離だけ離間するよう構成されて、打球発射装置Ｊから発射されて発射
レール２０に沿って飛翔した遊技球が通過する発射通路２８を画成している。そして、打
球発射装置Ｊから発射通路２８を介して遊技盤Ｄの遊技領域２７に打ち込まれた遊技球が
、始動入賞装置、特別入賞装置またはその他の入賞口に入賞することで、球払出し部から
所定数の遊技球が賞球として払出され、前記開口２１および球案内筒４１を介して上球皿
Ｅへ払い出される。
【００２１】
（前枠）
　前記前枠Ｃは、図１、図４および図５に示すように、中枠Ｂの外郭形状に略合致する板
状に形成されると共に前後方向に開口する窓口３１が開設された枠本体３０と、該枠本体
３０における該窓口３１の下方前側に固定される設置部材３２とを備えている。枠本体３
０は、窓口３１の上方に位置する上枠部３０Ａ、窓口３１の下方に位置する下枠部３０Ｂ
、窓口３１の左方に位置する左枠部３０Ｃおよび窓口３１の右方に位置する右枠部３０Ｄ
とからなり、上下左右の各枠部３０Ａ,３０Ｂ,３０Ｃ,３０Ｄが一体に形成されている。
上枠部３０Ａ、左枠部３０Ｃおよび右枠部３０Ｄの各々の前側には、前枠Ｃを構成する上
装飾部材３３、左装飾部材３４および右装飾部材３５の各々が、前方へ突出した状態で取
り付けられている。上枠部３０Ａ、左枠部３０Ｃおよび右枠部３０Ｄの各々の後側には、
各枠部３０Ａ,３０Ｃ,３０Ｄに形成した開口から発光手段である発光ＬＥＤを前方へ臨ま
せた発光基板３６,３７,３８が配設されている。ここで、上装飾部材３３、左装飾部材３
４および右装飾部材３５は、透明樹脂製の成形部品に装飾部品を取り付けて構成され、対
応する発光基板３６,３７,３８が発光制御されることで透明部分が明輝されるようになっ
ている。更に、枠本体３０における下枠部３０Ｂの前側には、上球皿Ｅや可動演出装置Ｍ
等を前側から覆う前装飾部材(前カバー部材)４８や、下球皿Ｅを前側から覆う下装飾部材
４９が配設されている。なお、枠本体３０は、上枠部３０Ａ、下枠部３０Ｂ、左枠部３０
Ｃ、右枠部３０Ｄが、別体に形成されたものであってもよい。
【００２２】
　前記枠本体３０の下枠部３０Ｂには、図４～図６に示すように、該下枠部３０Ｂの左上
隅部に、中枠Ｂに設けられた開口２１に前側から整合する前述の球案内筒４１が、後方へ
突出すると共に前後に貫通した状態に形成されている。また、下枠部３０Ｂの前側におけ
る中央下方には、打球発射装置Ｊの電磁ソレノイド１８の本体が後側から収容される円形
の突状部４２が、前方へ膨出するように形成されている。そして、下枠部３０Ｂの中央上
方には、上球皿Ｅから供給される遊技球を枠本体３０の後側へ通出させるための第１球通
過口４３が形成されている。更に、下枠部３０Ｂには、中枠Ｂに設けられた前述の球通路
部材２３の球通出口２２Ｂに前側から整合する第２球通過口４４が形成されている。
【００２３】
　前記下枠部３０Ｂの後側には、図５に示すように、第１球通過口４３が形成された部位
に、上球皿Ｅから供給されて第１球通過口４３を通過した遊技球を打球発射装置Ｊに向け
て１個ずつ送り出す球送り装置Ｋが取り付けられる設置部４５が設けられている。また、
下枠部３０Ｂの中央には、第１球通過口４３の下方から第２球通過口４４の右側に亘って
略Ｌ字形に延在するように形成され、上球皿Ｅに貯留された遊技球を下球皿Ｆに通出案内
する第２球通出路４６が形成されている。
【００２４】
(設置部材)
　前記設置部材３２は、図５および図６に示すように、枠本体３０の下枠部３０Ｂと略同
じ外郭形状に形成された板状部材であり、中央から右部に亘って開口３９が形成され、下
枠部３０Ｂの後側から複数のネジを締結することで該下枠部３０Ｂの前側に強固に固定さ
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れる。設置部材３２には、その前面の上部左側に上球皿Ｅが取り付けられ、前面の上部右
側に後述する発光演出装置としての可動演出装置Ｍが取り付けられ、前面の下部左側(上
球皿Ｅの下方)に下球皿Ｆが取り付けられると共に、前面の下部右側にハンドルユニット
Ｇが取り付けられる(図４)。また、設置部材３２の前面上方には、可動演出装置Ｍを取り
付けるための金属ベース部材８０が、左右に延在すると共に前方へ演出した状態に取り付
けられている。
【００２５】
　図４、図６および図７に示すように、前記設置部材３２における上部左側には、枠本体
３０の下枠部３０Ｂに形成された球案内筒４１の前側開口に整合する第１球通過口５２が
開口形成されている。下球皿Ｆの球貯留部７０Ａの右上部には、枠本体３０の下枠部３０
Ｂに形成された第２球通過口４４に整合する第２球通出口５３が形成が設けられている(
図５)。この第２球通出口５３は、設置部材３２と別体に形成された開口部材５７に形成
され、該開口部材５７を設置部材３２に組付けることで、第２球通過口４４の前側に位置
するようになる。また、開口３９の上部には、枠本体３０の下枠部３０Ｂに形成された第
２球通過口４４に整合する第３球通出口４７が形成されており、上球皿Ｅに貯留された遊
技球を、該第３球通出口４７から第２球通過口４４を介して球送り装置Ｋへ通出案内し得
るようになっている。そして、設置部材３２の上部右側には、可動演出装置Ｍの装置本体
２００から後方へ延出したボス１４０,１４０が前側から突入して嵌合する凹部５４,５４
が、該可動演出装置Ｍの傾斜角度に合わせて、右側の凹部５４が左側の凹部５４より上方
に位置するように設けられている。更に、設置部材３２には、金属ベース部材８０の固定
部に、前後に貫通する２つの通口４０,４０が左右に離間して形成されている。
【００２６】
　前記前装飾部材４８は、図１、図４および図６に示すように、上球皿Ｅおよび可動演出
装置Ｍ等を前側からカバーする形状に形成された部材である。すなわち前装飾部材４８は
、上球皿Ｅの前側に位置する第１装飾部４８Ａと、可動演出装置Ｍの前側に位置する第２
装飾部４８Ｂと、上球皿Ｆの右側に位置する第３装飾部４８Ｃとを備え、第１装飾部４８
Ａの左部および第２装飾部４８Ｂの右部が後方へ湾曲している。また、前装飾部材４８の
前面には、所要の意匠形状に形成されると共にメッキや塗装等の表面処理が施された装飾
パネル５０が配設されている。このような前装飾部材４８は、設置部材３２の前面に対し
てネジ等により強固に固定される。
【００２７】
　前記下装飾部材４９は、図１、図８(ａ)および図９に示すように、設置部材３２の左端
から下球皿Ｆの前側に亘って延在して、該下球皿Ｅを前側から覆う形状に形成された部材
である。下装飾部材４９は、所要の意匠形状に形成されると共にメッキや塗装等の表面処
理が施された装飾パネルや、所要の意匠形状に形成されると共に透光性を有する装飾パネ
ルからなり、該透光性を有する装飾パネルの後側には照明基板が配設されており、該照明
基板に配設した発光ＬＥＤの照射により透光性を有する装飾パネルが明輝するよう構成さ
れている。
【００２８】
(上球皿)
　前記上球皿Ｅは、図６および図９に示すように、前方へ弧状に突出すると共に上方およ
び後方へ開口した球皿本体５５からなっている。球皿本体５５は、多数個の遊技球を貯留
し得る球貯留部５５Ａと、該球貯留部５５Ａの右方に連設されて第１球通過口４３まで延
在する球整列部５５Ｂとを備えている。球貯留部５５Ａから球整列部５５Ｂに亘る底部は
右下がりに傾斜するように形成されており、球貯留部５５Ａに貯留された遊技球が球整列
部５５Ｂへ自然に移動するよう構成されている。上球皿Ｅは、球皿本体５５の後端縁を設
置部材３２の前面における前記球案内筒４１の左方から下方を介して右方に当接させた状
態で、前側から複数のネジを設置部材３２に締結することで該設置部材３２に強固に固定
され、球貯留部５５Ａに貯留された遊技球の重量を支持し得るようになっている。そして
上球皿Ｅは、球皿本体５５の球貯留部５５Ａに貯留された遊技球を、球整列部５５Ｂへ移
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動する過程で一列に整列させて球送り装置Ｋに向けて供給し得るよう構成されている。ま
た、球貯留部５５Ａから球整列部５５Ｂに亘る底部における設置部材３２の前面側には、
導電性を有してアース側に接続された細長い金属板５６が配設されている。これにより、
球貯留部５５Ａから球整列部５５Ｂへ移動する遊技球が該金属板５６に接触することで、
該遊技球に帯電した静電気を除去し得るように構成されている。なお、上球皿Ｅの球整列
部５５Ｂにおける第１球通過口４３に臨む右端部には、該上球皿Ｅに貯留された遊技球を
第２球通出路４６へ通出可能とする球抜きユニット６０が配設されている。
【００２９】
(下球皿)
　前記下球皿Ｆは、図８および図９に示すように、前方へ突出すると共に上方および後方
へ開口して、多数個の遊技球を貯留し得る球貯留部７０Ａが形成された球皿本体７０から
なっている。球皿本体７０は、球貯留部７０Ａが第２球通出口５３の下方に位置するよう
に設置部材３２に固定され、第１球通出路２２を介して球払出し部側から通出された遊技
球や、第２球通出路４６を介して上球皿Ｅから通出された遊技球を、該球貯留部７０Ａ内
に一時的に貯留し得るようになっている。なお、球皿本体７０の底部には、球抜き口７１
が形成されると共に、該球抜き口７１を開閉可能なシャッター部材７２が配設され、該シ
ャッター部材７２を開放操作することで、球貯留部７０Ａ内に貯留された遊技球を、球抜
き口７１を介してパチンコ機Ｐの前側下方へ通出させ得るようになっている。
【００３０】
(スイッチユニット)
　図４および図５に示すように、上球皿Ｅの右前(可動演出装置Ｍの左側)には、スイッチ
ユニット７５が配設されている。このスイッチユニット７５は、図柄表示装置の表示部Ｈ
における表示演出内容に合わせて使用される遊技スイッチ７６や、所定の条件等を選択す
る選択スイッチ７７や、所定の状態を表示する表示部７８等が配設されている。そして、
スイッチユニット７５は、金属ベース部材８０における設置部８２の上面に載置した状態
で配設される。
【００３１】
(金属ベース部材)
　前記金属ベース部材８０は、図６～図９に示すように、前枠Ｃを構成する設置部材３２
に配設され、可動演出装置Ｍを載置した状態で支持するようになっている。ここで、金属
ベース部材８０は、設置部材３２に固定される固定部８１と、該固定部８１から前方へ延
出した設置部８２とを備えている。金属ベース部材８０は、例えば所要厚のスチール製の
金属板材を、プレス成形により所要の外郭形状に裁断すると共に折曲して形成されたもの
である。このような金属ベース部材８０は、可動演出装置Ｍを設置部８２に載置した状態
で支持するようになっている。また、設置部８２は、上球皿Ｅの右前に設置されたスイッ
チユニット７５の下方に位置して、該スイッチユニット７５を下方から支持するようにな
っている。
【００３２】
　前記設置部８２は、図６、図７(ａ)および図７(ｂ)に示すように、左右方向に長い板状
に形成され、左右長は設置部材３２の左右長の１／２程度とされ、前後長は、設置部材３
２と前装飾部材４８との前後間隔に合わせて左右方向における部位毎に異なっている。設
置部８２は、その後縁が設置部材３２の前面形状に合わせて略直線状に形成されると共に
、左側後部には、球抜きユニット６０との干渉を回避する凹部８３が形成されている。ま
た設置部８２の前縁には、前方へ突出した２つの係止部８４,８４が、左右に離間して設
けられている。各係止部８４,８４は、図１０および図１１に示すように、前装飾部材４
８の後側に設けられた段部８５,８５に載置されるようになっており、当該設置部８２の
前部が下方へ移動するのを規制する。ここで、右側の係止部８４は、設置部８２における
可動演出装置Ｍが配設される部位の前側に位置しており、該可動演出装置Ｍの重量により
設置部８２が下方へ変位するのを規制する。また、左側の係止部８４は、該設置部８２に
おけるスイッチユニット７５が上方から当接する部位の前側に位置しており、該スイッチ
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ユニット７５の遊技スイッチ７６や選択スイッチ７７を操作する際に上方から加わる衝撃
により設置部８２が下方へ変位するのを規制する。
【００３３】
　また、設置部８２は、図７(ａ)および図７(ｂ)に示すように、その前縁の左部に、下方
へ延出した第１固定片部８８が設けられると共に、前縁の中央右側に、上方へ延出した第
２固定片部８９が設けられている。第１固定片部８８および第２固定片部８９には、ネジ
が挿通されるネジ挿通孔が形成されており、後側からネジ挿通孔へ挿通させたネジ７９,
７９を前装飾部材４８の後側に設けられたボス５８,５９に締結することで、設置部８２
の前側部分を該前装飾部材４８に固定し得るようになっている(図１１参照)。すなわち、
金属ベース部材８０は、第１固定片部８８および第２固定片部８９を、設置部材３２に固
定した前装飾部材４８の後側に固定することで、設置部材３２に対して該前装飾部材４８
を取付けるための支持部材として機能する。
【００３４】
　図７(ａ)、図７(ｂ)および図１１に示すように、前記設置部８２の左側前部の近傍には
、細長に形成された第１補強部材８６が、長手方向を該設置部８２の左右方向に整合させ
た向きで固定されている。第１補強部材８６は、長手方向へ延在する２つの段部８６Ａ,
８６Ａが短手方向へ離間して形成されており、長手方向における撓み変形が起こり難い構
造となっている。従って、設置部８２の前側部分は、第１補強部材８６により左右方向に
おいて上下に撓み難くなっている。また、設置部８２の中央後部の近傍には、細長に形成
された第２補強部材８７が、長手方向を該設置部８２の左右方向に整合させた向きで固定
されている。第２補強部材８７は、短手方向の中間で長手方向に沿って折曲させた形状を
なし、長手方向に延在して設置部８２に固定される取付部８７Ａと、該取付部８７Ａの前
側から上方へ立ち上がった立上がり部８７Ｂとを備えており、長手方向における撓み変形
が起こり難い構造となっている。従って、設置部８２の後側部分は、第２補強部材８７に
より左右方向において上下に撓み難くなっている。
【００３５】
　更に、図７(ａ)および図(ｂ)に示すように、第１固定片部８８の後側には、該第１固定
片部８８から設置部８２の後端まで延在する長さの半樋形状に形成された第３補強部材９
０が、長手方向が前後となる向きで設置部８２の下面に固定されている。また、第２固定
片部８９の後側には、該第２固定片部８９から固定部８１まで延在する長さの半樋形状に
形成された第４補強部材９１が、長手方向が前後となる向きで設置部８２の上面に固定さ
れている。従って、設置部８２は、第３補強部材９０および第４補強部材９１が前後に延
在するよう配設されていることで、前後方向において上下に撓み難くなっている。
【００３６】
　前記第３補強部材９０は、図７(ｂ)および図１１に示すように、半樋形状に形成されて
いることで、設置部８２との間に前後に延在する空間Ｓが画成されている。そして、空間
Ｓの前側は、第１固定片部８８のネジ挿通孔に整合し、該空間Ｓの後側は、設置部材３２
に形成された左側の通口４０に整合するようになっている。すなわち、第１固定片部８８
のネジ挿通孔は、空間Ｓおよび通口４０を介して設置部材３２の後側に臨むようになり、
第３補強部材９０は、設置部材３２の後側から前装飾部材４８のボス５８に締結するネジ
を案内するようになっている。同様に、第４補強部材９１は、半樋形状に形成されている
ことで、設置部８２との間に前後に延在する空間Ｓを画成し、該空間Ｓの前側は、第２固
定片部８９のネジ挿通孔に整合し、該空間Ｓの後側は、固定部８１に形成された開口８１
Ａに整合すると共に、該開口８１Ａは設置部材３２に形成された右側の通口４０に整合す
るようになっている。すなわち、第２固定片部８９のネジ挿通孔は、空間Ｓ、開口８１Ａ
および通口４０を介して設置部材３２の後側に臨んでおり、第４補強部材９１は、設置部
材３２の後側から前装飾部材４８のボス５９に締結するネジを案内するようになっている
。
【００３７】
(固定部)
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　前記固定部８１は、図７(ａ)および図７(ｂ)に示すように、設置部８２の後縁から上方
へ延出すると共に、該後縁を左右に延在するように形成されている。固定部８１には、複
数のネジ挿通孔９２が設けられており、該ネジ挿通孔９２に対して前側から挿通させたネ
ジを設置部材３２に締結することで、金属ベース部材８０が設置部材３２に固定される。
また、設置部８２の右縁には、固定部８１を構成するブラケット９３が、上方へ立設され
た状態で固定されており、該ブラケット９３の上部が設置部材３２に固定されている。こ
れにより金属ベース部材８０は、設置部８２の右部分の変形が抑制されている。
【００３８】
(装置保持部)
　前記金属ベース部材８０には、図７(ａ)および図７(ｂ)に示すように、設置部８２に対
する可動演出装置Ｍの浮き上がりを防止する装置保持部９４が設けられている。この装置
保持部９４として、前述した第２補強部材８７の立上がり部８７Ｂの上端右部に、前方へ
延出するよう設けられた保持片９５と、設置部８２に設けられた右側の係止部８４の前端
に設けられた係止部材としての保持部材９６とを備えている。保持片９５は、可動演出装
置Ｍの装置本体２００の底部に設けられた係止受部２１６(図１３、図１４(ｂ)参照)に後
側から挿通係止されるようになっており、該可動演出装置Ｍの底部を設置部８２から浮き
上がり不能に保持する。
【００３９】
　前記保持部材９６は、図７(ａ)および図７(ｂ)に示すように、設置部８２の前端近傍に
対して支軸９６Ｂにより垂直軸周りに回転可能に配設され、ネジ挿通孔が形成された保持
部９６Ａを備えている。この保持部９６Ａは、上方へ突出した形状に形成され、指先を引
っ掛けることが可能に構成されている。従って保持部材９６は、支軸９６Ｂを中心として
、保持部９６Ａが設置部８２の前端から前方へ延出した第１状態(図７(ｂ))に２点鎖線で
示す)および保持部９６Ａが設置部８２の前端に沿うよう右方へ向いた第２状態(図７(ｂ)
に実線で示す)に回転しながら姿勢変位するようになっている。そして保持部材９６は、
図８(ｂ)に示すように、第２状態において、設置部８２にセットした可動演出装置Ｍの前
部に設けられた係止受部としてのネジ締結部２２７に整合するようになっており、保持部
９６Ａに形成されたネジ挿通孔に挿通させたネジがネジ締結部２２７に締結することで、
当該可動演出装置Ｍの前部を設置部８２に対して浮き上がり不能に保持する。なお、保持
部材９６を金属ベース部材８０に対して回転可能に配設したのは、金属ベース部材８０に
対する可動演出装置Ｍの取付作業時に該保持部材９６を第１状態としておくことで、保持
部材９６と可動演出装置Ｍとの干渉が回避されて該可動演出装置Ｍの取付作業性の向上が
図られるからである。
【００４０】
(カバー固定部)
　また、前記金属ベース部材８０には、図７(ａ)、図７(ｂ)、図８(ｂ)および図９に示す
ように、可動演出装置Ｍを覆蓋するカバー部材２０７を取り付けるカバー固定部(固定受
部)９７が設けられている。このカバー固定部９７として、前述したブラケット９３の上
部に設けられた右固定部９８と、設置部８２の中央左側の上面に設けられた左固定部９９
とを備えている。右固定部９８は、前方かつ左方へ傾斜した状態に形成されると共にネジ
締結孔９８Ａが設けられており、カバー部材２０７の右側に形成された固定部としての第
１取付片部３６６がネジにより固定される。また、左固定部９９は、設置部８２に固定さ
れる固定部から右上方へ立設された支持部９９Ａと、該支持部９９Ａの状態から右方へ延
出すると共に前方へ傾斜した取付片９９Ｂとを備えていると共に、該取付片９９Ｂにはネ
ジ締結孔９９Ｃが設けられており、カバー部材２０７の左側に形成された固定部としての
第２取付片部３６７がネジにより固定される。すなわち、右固定部９８の上面と左固定部
９９の取付片９９Ｂの上面とは、前下がりかつ左下がりとなる同一傾斜面上に位置してい
る。従って、左固定部９９および右固定部９８に取付けられたカバー部材２０７は、図９
および図１０に示すように、設置部８２に対して左前方へ傾斜した状態で配設される。
【００４１】
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(可動演出装置)
　次に、実施例の可動演出装置Ｍについて説明する。実施例の可動演出装置Ｍは、図１２
～図１８に示すように、枠部材である前枠Ｃに取付けられる装置本体２００と、第１回転
支持部２０５を介して装置本体２００に対し回転可能に支持された第１可動体２０１と、
第１回転支持部２０５と交差する方向に軸線が延在する第２回転支持部２０６を介して第
１可動体２０１に対し回転可能に支持された第２可動体２０２とを備えている。第１可動
体２０１は、装置本体２００に配設された第１駆動手段としての第１駆動モータ２３１の
駆動により該装置本体２００に対し回転すると共に、第２可動体２０２は、第１可動体２
０１に配設された第２駆動手段としての第２駆動モータ３３１の駆動により第１可動体２
０１に対し回転するよう構成されている。第２可動体２０２は、第１可動体２０１を挟ん
で位置する第１演出体２０３および第２演出体２０４を備え、第１可動体２０１に対して
第２可動体２０２を組み付けることで略球体となるように構成され(図１８、図１９)、第
１可動体２０１の回転に伴って第１演出体２０３が装置本体２００から露出した状態(図
１２(ａ))および第２演出体２０４が装置本体２００から露出した状態(図１２(ｂ))に変
位する。そして可動演出装置Ｍは、図８および図１０に示すように、前述した金属ベース
部材８０に対して、左前方に向けて下方傾斜した姿勢で前枠Ｃに配設される。また、金属
ベース部材８０に取り付けられた可動演出装置Ｍは、前装飾部材４８およびカバー部材２
０７によりカバーされ(図１参照)、手が直接に触れることができないようになっている。
【００４２】
　ここで、以降の可動演出装置Ｍに関する説明では、第２可動体２０２の第１演出体２０
３が装置本体２００から露出した状態(図１５(ａ)の状態)を、可動演出装置Ｍの初期状態
とし、この初期状態において、第１回転支持部２０５を介して装置本体２００に対し回転
可能に支持された第１可動体２０１の回転中心となる第１軸線Ｌ１の延在方向を可動演出
装置Ｍの「左右方向」、第２回転支持部２０６を介して第１可動体２０１に対し回転可能
に支持された第２可動体２０２の回転中心となる第２軸線Ｌ２の延在方向を可動演出装置
Ｍの「上下方向」、上下方向および左右方向の各々と直交する方向を可動演出装置Ｍの「
前後方向」と規定する。そして、図１５(ａ)の左方を「左」、上方を「上」、手前側を「
前」とする。
【００４３】
　前記可動演出装置Ｍは、図１２～図１８に示すように、枠部材である前枠Ｃに取付けら
れる装置本体２００と、第１回転支持部２０５を介して装置本体２００に対し回転可能に
支持された第１可動体２０１と、第１回転支持部２０５と交差する方向に軸線が延在する
第２回転支持部２０６を介して第１可動体２０１に対し回転可能に支持された第２可動体
２０２とを備えている。第１可動体２０１は、装置本体２００に配設された第１駆動手段
としての第１駆動モータ２３１の駆動により該装置本体２００に対し回転すると共に、第
２可動体２０２は、第１可動体２０１に配設された第２駆動手段としての第２駆動モータ
３３１の駆動により第１可動体２０１に対し回転するよう構成されている。第２可動体２
０２は、第１可動体２０１を挟んで位置する第１演出体２０３および第２演出体２０４を
備え、第１可動体２０１に対して第２可動体２０２を組み付けることで略球体となるよう
に構成されている(図１８、図１９)。そして可動演出装置Ｍは、図８および図１０に示す
ように、前述した金属ベース部材８０に対して、上方から見て右方向に所要角度に回転す
ると共に前方へ所要角度に傾斜した状態で前枠Ｃに配設されている。また、金属ベース部
材８０に取付けられた可動演出装置Ｍは、前装飾部材４８およびカバー部材２０７により
カバーされ、手が直接に触れることができないようになっている。
【００４４】
(装置本体)
　前記装置本体２００は、図１８～図２３に示すように、略円形トレー状に形成されたベ
ース体２１０と、該ベース体２１０の上方に取り付けられる環状の装飾体２１１とを備え
ている。ベース体２１０は、下方へ膨出すると共に上面が下方へ凹んだドーム状の球面部
２１２と、該球面部２１２を囲繞する鍔部２１３とからなり、該球面部２１２と鍔部２１
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３とが一体に形成されている。球面部２１２の底部中央におけるやや左前部に、左右に延
在すると共に前上がりに延在する面からなる平坦部２１４が形成されていると共に、鍔部
２１３の底部における左前部に、左右に延在すると共に前上がりに延在する面からなる平
坦部２１５が形成されている。両平坦部２１４,２１５は、同一平面上となるように形成
されており、可動演出装置Ｍが前下がりの傾斜状態において、金属ベース部材８０の設置
部８２の上面に面接触した状態で当接するようになっている。
【００４５】
　前記球面部２１２の底部における中央後方には、図１３、図１４(ｂ)、図２０～図２３
に示すように、金属ベース部材８０の設置部８２に設けられた保持片９５が後方から差し
込まれて係止可能な係止受部２１６が形成されている。係止受部２１６は、前後に開口し
た枠状に形成され、該係止受部２１６の水平部分が保持片９５と上下方向で重なるように
なっている。また、球面部２１２の底部における中央右方には、第１駆動機構２３０が配
設される第１フレーム体２３３が係止される係止孔２１７が、下方へ開口するように形成
されている。更に、球面部２１２における鍔部２１３に隣接する部分には、該鍔部２１３
との境界部に沿って複数(実施例では８個)の開口２１８が、円周上に開口形成されている
。各開口２１８は、後述する第１照明基板２７３に配設された発光体としての第１発光Ｌ
ＥＤ３０９および第２照明基板２７４に配設された第２発光ＬＥＤ３２８の発光により発
生した熱を、ベース体２１０の下方へ排出させ得るようになっている。なお符号２１９は
、第１フレーム体２３３に配設される中継基板２５５に接続される配線を保持する配線保
持片である。
【００４６】
　前記鍔部２１３は、図１３、図１４(ｂ)、図２０～図２３に示すように、後縁２１３Ａ
および左縁２１３Ｂの一部が直線状に形成されており、直線状の後縁２１３Ａから円弧状
の右縁２１３Ｃには、上方へ突出したリブが延在形成されている(図２２参照)。鍔部２１
３の後縁２１３Ａは、図１０に示すように、可動演出装置Ｍを金属ベース部材８０の設置
部８２にセットした際に、設置部材３２の前面に当接するように構成されている。後縁２
１３Ａの後端面には、後方へ突出した複数(実施例では２つ)の固定ボス２２０,２２０が
、左右に離間して設けられている。これら固定ボス２２０,２２０は、設置部材３２に設
けられた凹部５４,５４(図９、図１０参照)に前方から差し込まれると共に、該凹部５４,
５４の後側からネジが締結可能となっている。すなわち各ボス２２０,２２０は、ベース
体２１０の後部を設置部材３２に対して固定するために機能する。更に、鍔部２１３の前
部には、金属ベース部材８０の前端に配設された保持部材９６の保持部９６Ａに挿通させ
たネジが締結されるネジ締結部２２７が形成されている(図１２、図１５(ａ)参照)。
【００４７】
　前記鍔部２１３における右縁２１３Ｃ側には、図１８～図２３に示すように、第１フレ
ーム体２３３を配設するための切欠き部２２１が、上下および右方へ開口するように形成
されている。鍔部２１３における切欠き部２２１を挟む後縁部および前縁部には、第１フ
レーム体２３３の第１フレーム部材２３４に設けられた係止突部２３７,２３７が上方か
ら嵌合する係止凹部２２２,２２２が、上方へ開口した状態に形成されている。また、鍔
部２１３における左縁２１３Ｂ側には、球面部２１２を挟んで切欠き部２２１と対向する
部位に、第１回転支持部２０５を構成する本体支持部２２３が、該鍔部２１３の上面に対
して垂直に突設されている。本体支持部２２３の上部には、上方へ開口する半円状の支持
凹部２２４が凹設されている。そして、支持凹部２２４には、スリーブ２２５が回転不能
に固定されるようになっている(図１７、図２８)。
【００４８】
　また、図２２および図２８に示すように、前記鍔部２１３において、本体支持部２２３
の後側および前側には、該本体支持部２２３に連なる台座部２２６,２２６が形成されて
いる。本体支持部２２３の後側に隣接した台座部２２６の上部には、後述する保持手段３
００を構成する第１保持板３０２がネジにより固定されると共に、該本体支持部２２３の
前側に隣接した台座部２２６の上部には、該保持手段３００を構成する第２保持板３０３
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がネジにより固定されている。
【００４９】
(第１駆動機構)
　前記第１駆動機構２３０は、図２０～図２４に示すように、装置本体２００のベース体
２１０に取り付けられる第１フレーム体２３３に固定された第１駆動モータ(第１駆動手
段)２３１と、該第１フレーム体２３３に配設され、第１可動体２０１に配設された従動
ギア２９０に対して該第１駆動モータ２３１を連係する連係ギア２３２とを備えている。
これにより第１駆動機構２３０は、第１駆動モータ２３１を正逆駆動制御することにより
、装置本体２００に対し第１回転支持部２０５を介して回転可能に支持された第１可動体
２０１を第１位置(図１２(ａ)、図２８(ａ)参照)および第２位置(図１２(ｂ)、図２８(ｂ
)参照)に反転させるようになっている。
【００５０】
　前記第１フレーム体２３３は、図２２および図２３に示すように、装置本体２００のベ
ース体２１０に係止される第１フレーム部材２３４と、第１フレーム部材２３４の左側に
取り付けられると共にベース体２１０に係止される第２フレーム部材２３５とを備えてい
る。第１フレーム部材２３４は、装置本体２００の前傾姿勢に合わせて上方にいくにつれ
て前方へ傾斜する板状の成形部材であり、該第１フレーム部材２３４の左側が第２フレー
ム部材２３５を固定する支持部２３４Ａとされ、該第１フレーム部材２３４の右側が中継
基板２５５を設置する基板設置部２３４Ｂとされている。第１フレーム部材２３４には、
その前端部および後端部に、装置本体２００に係止される係止突部２３７,２３７が、各
々前方および後方に突出した状態に形成されている。これら係止突部２３７,２３７は、
ベース体２１０における切欠き部２２１の後縁部および前縁部に隣接して設けられた係止
凹部２２２,２２２の各々に上方から係止するようになっており、各係止突部２３７,２３
７が各係止凹部２２２,２２２に各々係止することで、第１フレーム部材２３４がベース
体２１０に支持される。
【００５１】
　前記第１フレーム部材２３４には、図２２および図２３に示すように、その前下部、後
下部および後上部に、ネジ(図示せず)が右側から挿通可能な複数(実施例では３つ)のネジ
挿通孔２３８,２３８,２３８が形成されている。各ネジは、第２フレーム部材２３５に設
けられた各取付ボス２４７に締結され、各取付ボス２４７により第１フレーム部材２３４
に第２フレーム部材２３５が固定されるようになっている。そして、第１フレーム部材２
３４上部には、第１回転支持部２０５を構成する本体軸支孔２３９が、左右方向(第１フ
レーム部材２３４の厚み方向)に貫通するように形成されている。この本体軸支孔２３９
には、第１可動体２０１に配設された回転支軸２９３が回転可能に挿通支持される。また
、図２２に示すように、第１フレーム部材２３４において本体軸支孔２３９の前側および
後側に、左右に貫通する第１開口部２４０および第２開口部２４１が形成されている。こ
れら第１開口部２４０および第２開口部２４１には、中継基板２５５に配設された第１位
置検知センサ２５９および第２位置検知センサ２６０が右側から臨むようになっている(
図２２参照)。更に、第１フレーム部材２３４の下部には、中継基板２５５に配設された
第３コネクタ２５８を左方へ露出させる第３開口部２４２が形成されている(図２３参照)
。
【００５２】
　前記基板設置部２３４Ｂは、図２２および図２３に示すように、略台形の枠状に形成さ
れたリブ２４３により囲繞された部分である。中継基板２５５は、その外周縁がリブ２４
３の内周面に整合した状態で基板設置部２３４Ｂにネジにより固定される。基板設置部２
３４Ｂの右側には、該基板設置部２３４Ｂを右方から部分的に覆うガード部材２３６がネ
ジにより取り付けられている。このガード部材２３６は、第１フレーム部材２３４の剛性
向上を図ると共に、基板設置部２３４Ｂに設置した中継基板２５５に配設された第１コネ
クタ２５６および第２コネクタ２５７を保護するものである。なお、第１フレーム部材２
３４の底部および基板設置部２３４Ｂの底部は、前上がりに傾斜する平坦状の当接面２４
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４,２４４が形成されている。各当接面２４４,２４４は、ベース体２１０の底部に形成さ
れた前述の２１４,２１５と同一平面上となるように形成されており、可動演出装置Ｍが
前下がりの傾斜状態において、金属ベース部材８０の設置部８２の上面に面接触した状態
で当接するようになっている。これにより、可動演出装置Ｍは、各平坦部２１４,２１５
および各当接面２４４,２４４が設置部８２の上面に当接した状態において、前下がりの
傾斜姿勢で該設置部８２に載置可能となっている。
【００５３】
　前記第２フレーム部材２３５は、図２２および図２３に示すように、後部左側にモータ
固定部２４５が設けられると共に、該モータ固定部２４５の前側における前部右側に連係
ギア２３２を回転自在に配設するギア配設部２４６が設けられた板状の成形部材である。
第２フレーム部材２３５は、第１フレーム部材２３４の支持部２３４Ａに設けられた３つ
の各ネジ挿通孔２３８の各々に対応する位置に、右方へ突出する３つの取付ボス２４７が
形成されている。そして第２フレーム部材２３５は、各取付ボス２４７の右端を第１フレ
ーム部材２３４の左面に当接させ、各ネジ挿通孔２３８に右方から挿通させたネジを該取
付ボス２４７に締結することで、第１フレーム部材２３４の左側に該第１フレーム部材２
３４との間に隙間を画成した状態で取り付けられる(図１４(ｂ)、図１５参照)。モータ固
定部２４５には、第１駆動モータ２３１の駆動軸２３１Ａが挿通可能な挿通孔２４８が形
成され、第１駆動モータ２３１が左側から固定される。そして、挿通孔２４８から第２フ
レーム部材２３５の右方へ延出した第１駆動モータ２３１の駆動軸２３１Ａには、連係ギ
ア２３２に噛合する駆動ギア２４９が配設されている。また、ギア配設部２４６には、右
方へ延出した回転支軸２５０が設けられ、連係ギア２３２は、駆動ギア２４９に噛合した
状態で該回転支軸２５０に回転自在に配設される。
【００５４】
　図１３および図１４(ｂ)に示すように、第２フレーム部材２３５の下縁部には、装置本
体２００のベース体２１０に係止される係止アーム２５１が、ギア配設部２４６の下方か
ら左方へ延出するように形成されている。係止アーム２５１の延出端(左端)には、上方へ
突出した鉤部２５１Ａが一体に形成されており、該鉤部２５１Ａは、ベース体２１０に設
けられた前述の係止孔２１７に係止するよう構成されている。すなわち第２フレーム部材
２３５は、第１フレーム部材２３４に固定されたもとで、該第１フレーム部材２３４がベ
ース体２１０に支持された際に、係止アーム２５１の鉤部２５１Ａが該ベース体２１０の
係止孔２１７に下方から係止するように構成されている。そして、第２フレーム部材２３
５には、その下縁から後縁に亘って延在する補強リブ２５２が、左方へ延出した状態で形
成されている。なお、図１５(ａ)における符号２５３は、第１駆動モータ２３１と中継基
板２５５とに接続される配線(図示せず)を係止させる配線フックである。
【００５５】
(第１駆動モータ)
　前記第１駆動モータ２３１は、例えば正逆回転制御が可能なステッピングモータ等の電
動モータであり、減速用のギアボックスを備え、遊技盤Ｄの後側に配設されて当該可動演
出装置Ｍを制御する統括制御装置(図示せず)により駆動制御される。なお駆動手段として
は、電動モータに限らず、流体を使用するアクチュエータや、ロータリーソレノイド等で
あってもよい。
【００５６】
(中継基板)
　前記中継基板２５５は、図２２および図２３に示すように、統括制御装置側とを連結す
る配線が接続される第１コネクタ２５６や、第１駆動モータ２３１に接続される配線が接
続される第２コネクタ２５７や、後述する第１照明基板２７３に接続される配線が接続さ
れる第３コネクタ２５８を備えている。また中継基板２５５は、第１可動体２０１に配設
された従動ギア２９０に設けられた被検知片２９４を検知する第１位置検知センサ２５９
および第２位置検知センサ２６０を備えている。第１位置検知センサ２５９および第２位
置検知センサ２６０は、本体軸支孔２３９を挟んで対向する位置に配設され、第１位置検
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知センサ２５９は第１可動体２０１の第１位置において被検知片２９４を検知し、第２位
置検知センサ２６０は第１可動体２０１の第２位置において該被検知片２９４を検知する
ようになっている。
【００５７】
　前述のように構成された第１駆動機構２３０は、図１４(ｂ)、図２２および図２３に示
すように、第１フレーム部材２３４に設けられた係止突部２３７,２３７を、装置本体２
００のベース体２１０に設けられた係止凹部２２２,２２２に各々係止させると共に、第
２フレーム部材２３５に設けられた係止アーム２５１の鉤部２５１Ａを該ベース体２１０
の係止孔２１７に係止させることで、ベース体２１０に設けられた切欠き部２２１に整合
した状態で該ベース体２１０に保持される。そして、第１フレーム部材２３４がベース体
２１０の上方へ立設した状態で保持され、該第１フレーム部材２３４の上部に設けられた
本体軸支孔２３９が、該ベース体２１０の上方に位置する。また、第２フレーム部材２３
５がベース体２１０の下方に位置し、該第２フレーム部材２３５に固定された第１駆動モ
ータ２３１が、該ベース体２１０の下方に位置している。
【００５８】
(装飾体)
　前記装飾体２１１は、図１８、図２２および図２３に示すように、環状に形成された内
装飾部材２６２と、該内装飾部材２６２の外側に外装される外装飾部材２６６とを備えて
いる。内装飾部材２６２は、透光性を有する透明または半透明の成形部材であり、上端が
鋸歯状に形成されると共に外周面が凹凸状に形成された装飾部２６２Ａと、該装飾部２６
２Ａの下端から外周へ延出して該下端に沿って延在するリブ２６２Ｂとを備えている。装
飾部２６２Ａとリブ２６２Ｂとの境界部には、上下に貫通する複数(実施例では６個)の通
孔２６２Ｃが設けられている。また、装飾部２６２Ａには、内装飾部材２６２の中央を挟
んだ右側に下方へ開口する第１凹部２６３が形成されると共に、中央を挟んだ左側に下方
へ開口する第２凹部２６４が形成されている。第１凹部２６３は、ベース体２１０に配設
した第１フレーム体２３３と該ベース体２１０に取り付けられる当該内装飾部材２６２と
が干渉するのを回避するために形成され、第２凹部２６４は、該ベース体２１０に設けら
れた本体支持部２２３と該ベース体２１０に取り付けられる当該内装飾部材２６２とが干
渉するのを回避するために形成されている。そして、第２凹部２６４の上端部には、本体
支持部２２３の上面に配設した前述のスリーブ２２５に上方から当接する第３凹部２６５
が、該第２凹部２６４に開口するように形成されている。すなわちスリーブ２２５は、本
体支持部２２３に設けられた支持凹部２２４および第３凹部２６５により上下方向が挟持
された状態で保持される。更に、第２凹部２６４の上端において、第３凹部２６５を挟ん
だ前側および後側には、スリーブ２２５に形成された突部２２５Ａ,２２５Ａに上方から
当接する当接片２６５Ａ,２６５Ａが形成されており(図２２、図２３参照)、各当接片２
６５Ａ,２６５Ａが凸部２２５Ａ,２２５Ａに当接することでスリーブ２２５の周方向への
回転が規制される。
【００５９】
　前記外装飾部材２６６は、図２２および図２３に示すように、外周面にメッキ等の表面
処理が施された成形部材であり、上端が鋸歯状に形成されると共に外周面が凹凸状に形成
された装飾部２６６Ａと、該装飾部２６６Ａの下端内側から下方へ延出した複数(実施例
では６個)の固定ボス２６６Ｂとを備えている。外装飾部材２６６の装飾部２６６Ａは、
内装飾部材２６２の装飾部２６２Ａより高さが適宜小さくなっており、該外装飾部材２６
６を内装飾部材２６２に外装した際には、内装飾部材２６２の装飾部２６２Ａが外方へ露
出するようになっている(図１６、図１７参照)。各固定ボス２６６Ｂは、内装飾部材２６
２に設けられた各通孔２６２Ｃに対応する位置に設けられており、外装飾部材２６６を内
装飾部材２６２に外装した際には、各固定ボス２６６Ｂが各通孔２６２Ｃ内に嵌合して、
各固定ボス２６６Ｂの先端が各通孔２６２Ｃから下方に臨むようになっている。
【００６０】
　前述のように構成された装飾体２１１は、図１２および図１８に示すように、ベース体
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２１０に当接する下側開口から上方にいくにつれて径方向内方へ傾斜した状態に形成され
ており、ベース体２１０に配設した第１可動体２０１および第２可動体２０２を外側から
部分的に覆うようになっている。ここで、装飾体２１１の上部開口の内径は、第１可動体
２０１の最大径部分での外径より僅かに小さく設定されており、該装飾体２１１と第１可
動体２０１との隙間から装置本体２００の内部が視認され難く構成されている。そして装
飾体２１１は、内装飾部材２６２のリブ２６２Ｂをベース体２１０の鍔部２１３の外周リ
ブに当接させたもとで、該鍔部２１３の下側から挿通させたネジ(図示せず)を外装飾部材
２６６の各固定ボス２６６Ｂの先端に締結することで、内装飾部材２６２および外装飾部
材２６６が該ベース体２１０に固定される。なお、外装飾部材２６６を内装飾部材２６２
に外装した状態では、内装飾部材２６２に設けられた第１～第３の各凹部２６３,２６４,
２６５が該外装飾部材２６６で隠されるようになっている(図１５、図１６)。
【００６１】
(第１可動体)
　前記第１可動体２０１は、図１８、図２４および図２５に示すように、第１半体２７０
および第２半体２７１とを組み付けて構成されている。第１半体２７０は、円形状に形成
されて一方に開口する部材であり、第２半体２７１は、円形状に形成された環状の部材で
ある。第１可動体２０１には、第２可動体２０２を回転可能に支持する第２フレーム体２
７２が配設されると共に、第２可動体２０２を構成する第１演出体２０３を内側から照明
して明輝させる第１照明基板２７３と、該第２可動体を構成する第２演出体２０４を内側
から照明して明輝させる第２照明基板２７４とを備えている。そして、第１可動体２０１
は、第１回転支持部２０５を構成する本体軸支孔２３９および本体支持部２２３に配設さ
れたスリーブ２２５により装置本体２００のベース体２１０に回転可能に支持されると共
に第１駆動機構２３０に連係され、該第１駆動機構２３０の第１駆動モータ２３１の正逆
駆動制御により、装置本体２００に対し回転して１８０度に反転するようになっている。
【００６２】
(第１半体)
　前記第１半体２７０は、図２４および図２５に示すように、円形に形成された円板部２
７５と、この円板部２７５の外周縁から立設され、該円板部２７５の外周縁全周に亘って
環状に形成された外周板部２７６とが一体に形成されている。円板部２７５は、その外周
縁に沿って環状に形成された第１平坦部２７５Ａと、該第１平坦部２７５Ａより外方へ僅
かに突出して円形状に形成された第２平坦部２７５Ｂとからなっている。第２平坦部２７
５Ｂの中心には、第２回転支持部２０６を構成する第１軸支部２７７が、外方へ延出する
ように形成されている。第１軸支部２７７は、円板部２７５の厚み方向へ貫通する軸挿通
孔２７７Ａが形成され、この軸挿通孔２７７Ａには、第２回転支持部２０６を構成する回
転軸３４０が挿通され、第１軸支部２７７で回転軸３４０を回転可能に支持するようにな
っている。また、円板部２７５には、複数(実施例では１０個)の照射調整部としての照射
口(照射調整部位)２７８が、第１軸支部２７７を中心とする円周上において周方向へ等間
隔に形成されている。各照射口２７８は、円形に形成されており、第１照明基板２７３に
配設された第１発光手段としての第１発光ＬＥＤ３０９が、各々の照射口２７８に整合す
るように構成されており(図１８、図２９参照)、第１半体２７０は照射調整部として機能
する。
【００６３】
　前記円板部２７５の内面は、図２５に示すように、第１照明基板２７３を設置する基板
設置部２７９となっていると共に、第２フレーム体２７２を固定するフレーム固定部２８
０が設けられている。基板設置部２７９には、第１照明基板２７３に設けられた各位置決
め孔３０５,３０５に各々嵌合する２つの位置決めピン２８１,２８１が、軸挿通孔２７７
Ａを挟む位置において円板部２７５の内面から突設されている。また、各位置決めピン２
８１,２８１に隣接した位置に、第１照明基板２７３に設けられたネジ挿通孔３０６,３０
６に各々整合するネジ締結ボス２８２,２８２が、円板部２７５の内面から突設されてい
る。従って、各位置決め孔３０５,３０５に各位置決めピン２８１,２８１を嵌合させるこ
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とで基板設置部２７９に対する第１照明基板２７３の位置決めが図られ、各ネジ挿通孔３
０６,３０６を介してネジ(図示せず)をネジ締結ボス２８２,２８２に締結することで、第
１半体２７０の内側に第１照明基板２７３が固定される(図１７参照)。
【００６４】
　なお、図２５に示すように、各位置決めピン２８１,２８１は、円板部２７５の中心(軸
挿通孔２７７Ａ)からの距離が異なるように設けられている。従って、基板設置部２７９
に対する第１照明基板２７３の取付向きが規定通りの場合に各位置決めピン２８１,２８
１と各位置決め孔３０５,３０５とが各々整合し、基板設置部２７９に対する第１照明基
板２７３の取付向きが規定通りでない場合には各位置決めピン２８１,２８１と各位置決
め孔３０５,３０５とが整合しないから、基板設置部２７９に対して第１照明基板２７３
が規定通りに取り付けられるようになっている。
【００６５】
　前記フレーム固定部２８０は、図２５に示すように、円板部２７５の内面に突設された
複数(実施例では４個)の支持ボス２８３から構成されている。４個の各支持ボス２８３は
、第２フレーム体２７２を構成する略長方形に形成されたベース部３１５の４つの各角部
に対応する位置に設けられている。また、各支持ボス２８３は、円板部２７５と該支持ボ
ス２８３に固定された第２フレーム体２７２との間に、基板設置部２７９に固定される第
１照明基板２７３の配設スペースを確保する突出高さに設定されている。
【００６６】
(外周壁部)
　前記外周板部２７６は、図１９、図２４および図２５に示すように、円板部２７５から
離れるにつれて径方向外方へ傾斜しており、該円板部２７５側における直径より開口端部
側における直径が僅かに大きくなっており、該外周板部２７６は球面の一部をなしている
。そして、外周板部２７６の最大直径部において軸挿通孔２７７Ａを挟んで左右に対向す
る部位に、円板部２７５の外面に対して鉛直に延在する平面に形成された第１取付部２８
４および第２取付部２８５が設けられている。第１取付部２８４および第２取付部２８５
は、軸挿通孔２７７Ａの軸方向と直交する方向に延在する第１軸線Ｌ１の延在方向におい
て平行に形成されている。第１取付部２８４には、外周板部２７６の端部に開口する半円
状の第１凹部２８４Ａが形成されていると共に、該第１凹部２８４Ａの開口縁に沿う部分
には、外方へ突出する半円弧状の第１突リブ２８４Ｂが形成されている。また第１取付部
２８４には、外方へ突出する２個の第１固定ボス２８４Ｃ,２８４Ｃが形成されていると
共に、両第１固定ボス２８４Ｃ,２８４Ｃの間に、外方へ突出する位置決めピン２８４Ｄ
が形成されている。一方、第２取付部２８５には、外周板部２７６の端部に開口する半円
状の第２凹部２８５Ａが形成されていると共に、該第２凹部２８５Ａの開口縁に沿う部分
には、外方へ突出する半円弧状の第２突リブ２８５Ｂが形成されている。また第２取付部
２８５には、外方へ突出する２個の第２固定ボス２８５Ｃ,２８５Ｃが形成されている。
更に、外周板部２７６の開口端部２７６Ａは、周方向へ所要間隔毎に凹凸状に形成されて
いる(図２５参照)。
【００６７】
(第２半体)
　前記第２半体２７１は、図１９、図２４および図２５に示すように、第１半体２７０の
外周板部２７６の開口端に整合する大きさで環状に形成されている。そして、第２半体２
７１は、第１半体２７０の外周板部２７６から離れるにつれて径方向内方へ傾斜しており
、外周板部２７６に当接する第１外周端部２７１Ａ側の開口直径より、該第１外周端部２
７１Ａと反対側の第２外周端部２７１Ｂ側の開口直径が僅かに小さくなっており、該第２
半体２７１は球面の一部をなしている。そして、第２半体２７１の外周部において、第１
半体２７０に設けられた第１取付部２８４に整合する部位に第３取付部２８７が設けられ
ると共に、該第１半体２７０に設けられた第２取付部２８５に整合する部位に第４取付部
２８８が設けられている。第３取付部２８７は、第１取付部２８４と同一平面となるよう
に構成され、第４取付部２８８は第２取付部２８５と同一平面となるように構成されてい
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る。なお、第２半体２７１は、第１可動体２０１の第２位置において、装飾体２１１によ
り覆われる(図１２(ｂ))参照。
【００６８】
　図２４および図２５に示すように、前記第３取付部２８７には、第１外周端部２７１Ａ
に開口する半円状の第３凹部２８７Ａが形成されていると共に、該第３凹部２８７Ａ開口
縁に沿う部分には、外方へ突出する半円弧状の第３突リブ２８７Ｂが形成されている。す
なわち、第１凹部２８４Ａと第３凹部２８７Ａとが整合することで円形の開口部が形成さ
れ、第１突リブ２８４Ｂと第３突リブ２８７Ｂとが整合することで環状の突リブが形成さ
れるようになっている。また、第３取付部２８７には、外方へ突出する２個の第３固定ボ
ス２８７Ｃ,２８７Ｃが形成されている。ここで、前述した２個の第１固定ボス２８４Ｃ,
２８４Ｃおよび２個の第３固定ボス２８７Ｃ,２８７Ｃは、第１半体２７０と第２半体と
が整合した状態において、正方形の各角部に位置する関係になるように配設されている。
そして、整合した第１取付部２８４および第３取付部２８７には、前記従動ギア２９０が
両取付部２８４,２８７に跨がるように固定されるようになっている。
【００６９】
　図２４および図２５に示すように、前記第４取付部２８８には、第１外周端部２７１Ａ
に開口する半円状の第４凹部２８８Ａが形成されていると共に、該第４凹部２８８Ａ開口
縁に沿う部分には、外方へ突出する半円弧状の第４突リブ２８８Ｂが形成されている。す
なわち、第２凹部２８５Ａと第４凹部２８８Ａとが整合することで円形の開口部が形成さ
れ、第２突リブ２８５Ｂと第４突リブ２８８Ｂとが整合することで環状の突リブが形成さ
れるようになっている。また、第４取付部２８８には、外方へ突出する２個の第４固定ボ
ス２８８Ｃ,２８８Ｃが形成されている。ここで、前述した２個の第２固定ボス２８５Ｃ,
２８５Ｃおよび２個の第４固定ボス２８８Ｃ,２８８Ｃは、第１半体２７０と第２半体と
が整合した状態において、正方形の各角部に位置する関係になるように配設されている。
そして、整合した第２取付部２８５および第４取付部２８８には、後述するように、回転
支持部材２９６が両取付部２８５,２８８に跨がるように固定されるようになっている。
【００７０】
　前述した第２半体２７１は、第１取付部２８４および第３取付部２８７に従動ギア２９
０を固定すると共に、第２取付部２８５および第４取付部２８８に回転支持部材２９６を
固定することで、第１半体２７０に固定される。なお、第２半体２７１の外周面は、凹凸
状に形成された意匠面となっている。また第２半体２７１は、光の透過が可能な有色また
は無色の樹脂成形部材である。従って、第２半体２７１は、後述する第２照明基板２７４
の第２発光ＬＥＤ３２８が発光することで、適宜照射光を透過させ得ると共に全体が明輝
されるようになっている。また、第１半体２７０の外周端部２７６Ａと第２半体２７１の
第１外周端部２７１Ａとが整合した状態では、該第１半体２７０の外周端部２７６Ａにお
ける各凸部と第２半体２７１の第１外周端部２７１Ａとが対応的に当接するようになる。
従って、第１半体２７０の外周端部２７６Ａにおける各凹部と第２半体２７１の第１外周
端部２７１Ａとが整合することで、第１可動体２０１における各照明基板２７３,２７４
の配設位置から外れた部分である外周面には、周方向へ所要間隔毎に排熱口２８９が形成
されている(図１９参照)。
【００７１】
(従動ギア)
　前記従動ギア２９０は、図１８、図１９および図２４に示すように、外周部に歯部２９
１が形成された平歯車である。そして、従動ギア２９０の一方の端面には、前述した２つ
の第１突リブ２８４Ｂ,２８４Ｂおよび２つの第３突リブ２８７Ｂ,２８７Ｂが嵌合可能な
４つの凹部２９２,２９２,２９２,２９２が形成されていると共に、各凹部２９２,２９２
,２９２,２９２には、他方の端面に貫通するネジ挿通孔が形成されている。すなわち、各
第１突リブ２８４Ｂ,２８４Ｂおよび各第３突リブ２８７Ｂ,２８７Ｂを対応する凹部２９
２,２９２,２９２,２９２の各々に嵌合させると共に、ネジ挿通孔を介して各突リブ２８
４Ｂ,２８４Ｂ,２８７Ｂ,２８７Ｂにネジを締結することで、第１取付部２８４および第
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３取付部２８７に跨がった状態で従動ギア２９０が第１可動体２０１に固定される。そし
て従動ギア２９０には、その回転中心に、第１回転支持部２０５を構成する回転支軸２９
３が、他方の端面側から外方へ延出した状態で配設されている。この回転支軸２９３は、
図１７に示すように、第１駆動機構２３０における第１フレーム体２３３に設けられた本
体軸支孔２３９に挿通され、該本体軸支孔２３９に回転可能に支持されるようになってい
る。更に、従動ギア２９０の他方の端面には、前述した第１位置検知センサ２５９および
第２位置検知センサ２６０に検知される被検知片２９４が設けられている。被検知片２９
４は、従動ギア２９０の回転中心を中心として円弧状に延在するリブ状を呈している。
【００７２】
(回転支持部材)
　前記回転支持部材２９６は、図２２に示すように、中央に貫通孔が形成されたドーナツ
状に形成され、該回転支持部材２９６の一方の端面には、前述した２つの第２突リブ２８
５Ｂ,２８５Ｂおよび２つの第４突リブ２８８Ｂ,２８８こが嵌合可能な４つの凹部２９７
,２９７,２９７,２９７が形成されていると共に、各凹部２９７,２９７,２９７,２９７に
は、他方の端面に貫通するネジ挿通孔が形成されている。すなわち、各第２突リブ２８５
Ｂ,２８５Ｂおよび各第４突リブ２８８Ｂ,２８８Ｂを対応する凹部２９７,２９７,２９７
,２９７の各々に嵌合させると共に、ネジ挿通孔を介して各突リブ２８５Ｂ,２８５Ｂ,２
８８Ｂ,２８８Ｂにネジを締結することで、第２取付部２８５および第４取付部２８８に
跨がった状態で回転支持部材２９６が第１可動体２０１に固定される。そして回転支持部
材２９６には、第１回転支持部２０５を構成する円筒状の回転支持部２９８が、該回転支
持部材２９６の他方の端面側から外方へ延出した状態に形成されている。この回転支持部
２９８は、図１７に示すように、ベース体２１０に立設された本体支持部２２３に支持さ
れたスリーブ２２５に挿通され、該スリーブ２２５に対して摺動回転可能に支持されるよ
うになっている。ここで、回転支軸２９３の軸中心および回転支持部２９８の軸中心を通
る直線が、第１回転支持部２０５の軸線である第１軸線Ｌ１となる。
【００７３】
　前記第１可動体２０１は、回転支軸２９３が本体軸支孔２３９に挿通支持されると共に
、回転支持部２９８がスリーブ２２５に挿通支持されることで、装置本体２００に対して
第１軸線Ｌ１を中心とした回転が可能に支持される。また、回転支軸２９３が本体軸支孔
２３９に挿通支持されることで、従動ギア２９０が第１駆動機構２３０の連係ギア２３２
に噛合する。従って、第１可動体２０１は、第１駆動機構２３０の第１駆動モータ２３１
を正逆回転制御することで、第１半体２７０が装置本体２００のベース体２１０に相対す
ると共に第２半体２７１が外方から視認可能となる第１位置(図１２(ａ)参照)と、第２半
体２７１が該ベース体２１０に相対すると共に第１半体２７０が外方から視認可能となる
第２位置(図１２(ｂ)参照)とに、回転変位し得るよう構成されている。すなわち第１可動
体２０１は、第１駆動モータ２３１の駆動により、装置本体２００に対して１８０度回転
して反転するようになっている。
【００７４】
(保持手段)
　実施例の可動演出装置Ｍは、第１可動体２０１を第１位置および第２位置の各位置で保
持する保持手段３００を備えている。ここで保持手段３００は、図１８および図２５に示
すように、第１可動体２０１に設けられ、該第１可動体２０１の回転により移動する被保
持体(保持部)３０１と、装置本体２００に設けられ、前述した台座部２２６の上面に配設
された第１保持板(第１保持受部)３０２と、装置本体２００に設けられ、台座部２２６の
上面に配設された第２保持板(第２保持受部)３０３とで構成されている。被保持体３０１
は、図２４、図２５および図２８に示すように、回転支持部材２９６の外周面において、
第１半体２７０の外周板部２７６と第２半体２７１との境界部に整合する位置に、該回転
支持部材２９６の径方向外方および他方の端面から延出した状態に形成された固定部３０
４に固定されている。従って被保持体３０１は、第１可動体２０１が第１位置と第２位置
との間を回転することで、第１軸線Ｌ１を中心とした上方へ凸となる円弧状に移動する。
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ここで、被保持体３０１は、矩形ブロック状に形成された磁石が採用されている。
【００７５】
　前記第１保持板３０２および第２保持板３０３は、磁石からなる被保持体３０１が磁力
により吸着可能な鉄等の磁性体を材質とする板材である。第１保持板３０２は、第１可動
体２０１の第１位置において被保持体３０１と上下方向で対面するよう台座部２２６に配
設され、第２保持板３０３は、第１可動体２０１の第２位置において被保持体３０１と上
下方向で対面するよう台座部２２６に配設されている。すなわち、第１可動体２０１が第
１位置にある場合には、被保持体３０１が第１保持板３０２に磁力により吸着されるから
該第１可動体２０１が第１位置に保持され(図２８(ａ)参照)、第１可動体２０１が第２位
置にある場合には、被保持体３０１が第２保持板３０３に磁力により吸着されるから該第
１可動体２０１が第２位置に保持される(図２８(ａ)参照)。
【００７６】
(第１照明基板)
　前記第１照明基板２７３は、図２４および図２５に示すように、第１半体２７０の円板
部２７５の内面と略同じ外形形状で略円形に形成されている。そして、第１照明基板２７
３は、その中央に、前述した軸挿通孔２７７Ａに挿通した回転軸３４０の挿通を許容する
開口３０７が形成されると共に、外周縁には、フレーム固定部２８０における４つの支持
ボス２８３に整合する凹部３０８が形成されている。また、開口３０７を挟んだ両側に、
前述した位置決め孔３０５,３０５およびネジ挿通孔３０７,３０７が形成されている。そ
して、第１照明基板２７３は、円板部２７５に対向する表面２７３Ａに、開口３０７を中
心とする円周上に複数(実施例では１０個)の第１発光ＬＥＤ(第１発光手段)３０９が、周
方向へ等間隔に配設されている。各第１発光ＬＥＤ３０９は、第１照明基板２７３を基板
設置部２７９に固定した際に、円板部２７５に設けられた各照射口２７８に臨む位置に配
設されている。また、第１照明基板２７３の裏面２７３Ｂには、開口３０７に隣接する部
位に第３位置検知センサ３１０が配設されていると共に、前述した中継基板２５５の第３
コネクタ２５８に接続された配線が接続される第４コネクタ３１１や、第２照明基板２７
４の第７コネクタ３２９に接続される配線が接続される第５コネクタ３１２や、第２駆動
モータ３３１に接続される配線が接続される第６コネクタ３１３等が配設されている。第
３位置検知センサ３１０は、従動ギア２９０の被検知片２９４を検知するようになってい
る。なお、第１発光ＬＥＤ３０９は、様々な色で発光可能なフルカラータイプのチップＬ
ＥＤが採用されている。
【００７７】
(第２フレーム体)
　前記第１可動体２０１の内部に配設される第２フレーム体２７２は、図１７、図２４お
よび図２５に示すように、略長方形に形成されたベース部３１５と、該ベース部３１５の
略中央から上方へ延出して上下に貫通する軸挿通孔３１６Ａが形成された筒状の第２軸支
部３１６が一体的に形成された成形部材である。また、第２フレーム体２７２のベース部
３１５には、第２可動体２０２を回転するため第２駆動機構３３０が配設されている。
【００７８】
(ベース部)
　前記ベース部３１５は、図２４および図２５に示すように、略矩形で凹凸状に形成され
たベース板３１５Ａと、該ベース板３１５Ａの外周縁全周に亘って延在すると共に下方に
突出した外周リブ３１５Ｂとが一体的に形成され、第２可動体２０２を回転可能に支持す
るために充分な剛性を有している。そして、ベース部３１５における４つの各角部に、第
１半体２７０に設けられた前述の４つの支持ボス２８３に各々整合する嵌合凹部３１７が
形成されている。また、嵌合凹部３１７において、ベース部３１５の長手方向の両端縁(
短手縁)に隣接する部位には、上方へ延出した複数(実施例では４個)の取付ボス３１８が
形成されている。各取付ボス３１８は、第２照明基板２７４に形成された４つの各ネジ挿
通孔３２６の端面に整合する位置に形成されていると共に、各ネジ挿通孔３２６を介して
挿通されたネジが締結可能となっている。すなわち、各取付ボス３１８は、図１７に示す
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ように、ベース部３１５との間に隙間を画成した状態で該第２照明基板２７４を固定支持
するようになっている。また、ベース部３１５の短手方向の両端縁(長手縁)に隣接した部
位に、上方へ延出した位置決めピン３１９,３１９が形成されている。各位置決めピン３
１９,３１９は、第２照明基板２７４に形成された位置決め孔３２７,３２７に各々嵌合す
るようになっている。
【００７９】
　また、図２５に示すように、前記ベース部３１５の上面において、第２軸支部３１６に
隣接する部位に、第２駆動機構３３０を構成する第２駆動モータ(第２駆動手段)３３１を
固定するモータ固定部３２０が設けられている。更に、ベース部３１５の下面における中
央には、下方に開口した円形のギア収容部３２１が形成されており、第２駆動機構３３０
を構成する従動ギア３３２が該ギア収容部３２１に収容されるようになっている。なお、
符号３２２は、第２照明基板２７４に接続される配線等を挿通保持する保持枠である。
【００８０】
(第２軸支部)
　第２回転支持部２０６を構成する前記第２軸支部３１６は、図１７、図２４および図２
５に示すように、第１半体２７０に設けられた第１軸支部２７７と反対方向へ延出した状
態に形成され、該第２軸支部３１６の軸挿通孔３１６Ａと第１軸支部２７７の軸挿通孔２
７７Ａとは直線上に位置する。すなわち、第２軸支部３１６の軸挿通孔３１６Ａと第１軸
支部２７７の軸挿通孔２７７Ａを通る軸線が、第２回転支持部２０６の軸線である第２軸
線Ｌ２となっており、第２可動体２０２を支持する回転軸３４０が貫通可能となっている
。ここで、図１７に示すように、第２回転支持部２０６の第２軸線Ｌ２は、第１回転支持
部２０５の第１軸線Ｌの中間において該第１軸線Ｌ１と直交するよう延在している。
【００８１】
(第２照明基板)
　前記第２照明基板２７４は、図２４および図２５に示すように、第１可動体２０１の第
２半体２７１における第２外周端部２７１Ｂの内側の開口形状と略同形の外形形状で略円
形に形成されている。そして、第２照明基板２７４は、その中央に、第２フレーム体２７
２に形成された第２軸支部３１６の挿通を許容する開口３２５が形成されると共に、外周
縁に隣接する部分には、該第２フレーム体２７２に形成された４つの各取付ボス３１８の
先端に整合する４つのネジ挿通孔３２６が形成されている。また、第２照明基板２７４は
、２つの位置決め孔３２７,３２７が形成されており、第２フレーム体２７２に形成され
た２つの位置決めピン３１９,３１９が各位置決め孔３２７,３２７に嵌合するようになっ
ている。そして第２照明基板２７４は、複数の第２発光ＬＥＤ(第２発光手段)３２８が配
設された表面２７４Ａを、第１可動体２０１の外側に向いた状態で第２基板設置部２７９
に固定される。第２発光ＬＥＤ３２８は、第２照明基板２７４の表面２７４Ａ全体に略均
一に分布するように配設されており、第２可動体２０２における第２演出体２０４の内側
全体を照射して、該第２演出体２０４の全体を略均一に明輝させ得るようになっている。
なお、第２発光ＬＥＤ３２８は、例えば白色の単色発光が可能なチップＬＥＤである。
【００８２】
(第２駆動機構)
　前記第２駆動機構３３０は、図１７、図２４および図２５に示すように、第１可動体２
０１の第１半体２７０に取り付けられる第２フレーム体２７２に固定された第２駆動モー
タ(第２駆動手段)３３１と、該第２駆動モータ３３１に連係されて、回転軸３４０に固定
された従動ギア３３２とを備えている。第２フレーム体２７２のベース部３１５に設けら
れたモータ固定部３２０には、該ベース部３１５を上下に貫通して前述したギア収容部３
２１に開口する挿通口３２３が形成されており、第２駆動モータ３３１は、駆動軸３３１
Ａを該挿通口３２３を介して下方へ延出させた倒立状態でモータ固定部３２０に固定され
ている。第２駆動モータ３３１の駆動軸３３１Ａには、従動ギア３３２に噛合する駆動ギ
ア３３３が固定されており、該第２駆動モータ３３１を正逆回転駆動させると従動ギア３
３２が従動回転するようになっている。従って、第２駆動機構３３０の第２駆動モータ３
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３１を正逆駆動制御することにより、第１可動体２０１に回転軸３４０を介して回転可能
に支持された第２可動体２０２を、該第１可動体２０１に対して回転させるようになって
いる。なお、従動ギア３３２の下側に位置する端面には、下方へ延出した第３被検知片３
３４が設けられ、該第３被検知片３３４は第１照明基板２７３に配設された第３位置検知
センサ３１０により検知されるようになっており、該第３位置検知センサ３１０が第３被
検知片３３４を検知した位置が第２可動体２０２の原点位置に設定されている。
【００８３】
(第２駆動モータ)
　前記第２駆動モータ３３１は、例えば正逆回転制御が可能なステッピングモータ等の電
動モータであり、減速用のギアボックスを備え、前述した統括制御装置により駆動制御さ
れる。なお駆動手段としては、電動モータに限らず、流体を使用するアクチュエータや、
ロータリーソレノイド等であってもよい。なお、第２駆動モータ３３１は、第２フレーム
体２７２のベース部３１５と第２照明基板２７４との間に収容されている。
【００８４】
(第２可動体)
　前記第２可動体２０２は、図１７～図２１、図２６および図２７に示すように、第１可
動体２０１を貫通する第２回転支持部としての回転軸３４０の一方端部に取り付けられた
第１演出体２０３および該回転軸３４０の他方端部に取り付けられた第２演出体２０４を
備えている。すなわち第１演出体２０３は、第１可動体２０１の第１半体２７０から外方
へ延出した回転軸３４０の第１端部(一方端部)３４０Ａに取り付けられて該第１半体２７
０に隣接して設けられ、第２演出体２０４は、第１可動体２０１の第２半体２７１から外
方へ延出した該回転軸３４０の第２端部(他方端部)３４０Ｂに取り付けられて該第２半体
２７１に隣接して設けられている。そして第２可動体２０２は、第２駆動機構３３０の第
２駆動モータ３３１の駆動により、第１可動体２０１を挟んで第１演出体２０３および第
２演出体２０４が同期して回転するよう構成されている。
【００８５】
(第１演出体)
　前記第１演出体２０３は、図２６および図２７に示すように、傘状に構成された組立部
材である。第２演出体２０４は、回転軸３４０の第１端部３４０Ａに固定された仕切り部
材３４１と、該仕切り部材３４１の外側に固定される被覆部材(被覆部)３４２と、仕切り
部材３４１と被覆部材３４２との間に配設される光拡散部材(光拡散部)３４３とを備えて
いる。光拡散部材３４３には、複数(実施例では５個)の光拡散部(光拡散部位)３５１が設
けられており、各光拡散部３５１は、被覆部材３４２に設けられた各開口３５４を介して
外方へ球面状に露出している。そして、各光拡散部３５１は、第１可動体２０１の第１半
体２７０に設置された第１照明基板２７３の各第１発光ＬＥＤ３０９の発光制御により照
射された照射光が、該光拡散部３５１の内面３５１Ｂに照射されることで、該光拡散部３
５１の外面３５１Ａに所要の光模様Ｒを表示するようになっている(図３２参照)。
【００８６】
(仕切り部材)
　前記仕切り部材３４１は、図２６、図２７および図２９に示すように、円筒状の本体部
３４４と、本体部３４４の外周面から径方向外方へ放射状に延出する複数(実施例では５
個)の仕切り壁部３４５とを備えている。各仕切り壁部３４５は、本体部３４４の周方向
へ等間隔に配設されており、光拡散部材３４３に設けられた各光拡散部３５１の間に位置
して、隣接する光拡散部３５１を仕切るようになっている。そして、各仕切り壁部３４５
は、第１可動体２０１の第１半体２７０に対向する下端縁が該本体部３４４の外周面から
鉛直の直線状に形成され、上端縁が該本体部３４４の外周面から先端に向かうにつれて下
方へ湾曲状に傾斜しており、各仕切り壁部３４５の先端は鋭角的に形成されている(図３
１参照)。また、本体部３４４の外側から各仕切り壁部３４５の上端縁に亘って形成され
た球面状の支持壁部３４６が形成されており、該支持壁部３４６が光拡散部材３４３の内
面に面接触するよう構成されている。
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【００８７】
　本体部３４４の内側には、図２６および図２７に示すように、回転軸３４０の第１端部
３４０Ａが挿通される筒状の固定支持部３４７が形成されており、当該仕切り部材３４１
は、該固定支持部３４７に挿通した回転軸３４０に回転不能に固定される。また、支持壁
部３４６の外側には、被覆部材３４２の内側に突設された複数(実施例では３つ)の固定ボ
ス３５５が嵌合する３つの係止孔３４８が形成されており、各係止孔３４８の底部には、
ネジが挿通するネジ挿通孔３４９が形成されている。各ネジ挿通孔３４９には、各固定ボ
ス３５５の先端に締結されるネジ(図示せず)が挿通されるようになっている。なお、各係
止孔３４８は、仕切り壁部３４５が形成された位置に設けられており、該仕切り壁部３４
５の係止孔３４８が形成された部分は、該係止孔３４８の形状に合わせて湾曲している。
【００８８】
(光拡散部材)
　前記光拡散部材３４３は、外面に光拡散模様が設けられて透光性を有する光拡散シート
から形成された薄肉の部材である。光拡散シートは、合成樹脂製の薄肉シート材であり、
その一方の外面に光拡散模様が設けられると共に、他方の外面は平滑な光沢面となってい
る。ここで、光拡散シートに設けられた光拡散模様は、該光拡散シートの外面に形成され
た多数の微細な溝により形成されている。そして、光拡散部材３４３は、加熱により軟化
させた光拡散シートを、真空成形または圧空成形技術により図２６および図２７に示す形
状に成形されたものであり、光拡散模様が形成された側を外面とすると共に平滑に形成さ
れた側を内面とした向きで形成されている。
【００８９】
　光拡散シートから形成された前記光拡散部材３４３は、図２６、図２７および図２９に
示すように、ドーム状に形成された本体部３５０と、該本体部３５０に対して周方向へ等
間隔に形成された複数(実施例では５個)の光拡散部３５１を備えている。各光拡散部３５
１は、図３１および図３２に示すように、本体部３５０の外面から外側へ所要の曲率で球
面状(ドーム状)に膨出した形状に形成されている。また本体部３５０には、仕切り部材３
４１に設けられた３つの各係止孔３４８に整合する位置に、被覆部材３４２に設けられた
３つの固定ボス３５５が挿通する３つの挿通孔３５２が形成されている。
【００９０】
(被覆部材)
　前記被覆部材３４２は、図２６、図２７および図３１に示すように、お椀状に形成され
て、周方向へ等間隔に形成された複数(実施例では５個)の開口３５４を備えている。各開
口３５４は、光拡散部材３４３の各光拡散部３５１が整合する位置に設けられると共に、
該光拡散部３５１が整合する開口形状に形成されている。被覆部材３４２の外面３４２Ａ
は、所要の意匠形状に形成されると共に、メッキ等の表面処理が施されている。また、被
覆部材３４２の内面３４２Ｂは、光拡散部材３４３の本体部３５０に面接触し得る凹曲面
状に形成されると共に、前述した３つの固定ボス３５５が突設されている(図２７参照)。
なお、被覆部材３４２は、開口側の外径寸法が、第１可動体２０１の第１半体２７０にお
ける円板部２７５の外径寸法と略同じに設定されている。
【００９１】
　前記第１演出体２０３は、仕切り部材３４１を回転軸３４０の第１端部３４０Ａに固定
すると共に、内側に光拡散部材３４３をセットした被覆部材３４２を該仕切り部材３４１
の外側にセットしたもとで、各ネジ挿通孔３４９を介して固定ボス３５５の先端にネジを
締結することで、該回転軸３４０の第１端部３４０Ａに回転不能に固定される。そして、
各光拡散部３５１は、被覆部材３４２の各開口３５４から外方へ露出した状態となると共
に、回転軸３４０を通る第２軸線Ｌ２中心とした円上に配設される。
【００９２】
(光拡散部と第１発光ＬＥＤとの配設関係)
　次に、第２可動体２０２の第１演出体２０３に設けられた各光拡散部３５１と、第１可
動体２０１に設置された第１照明基板２７３に配設され、各光拡散部３５１を内側から発
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光照射する各第１発光ＬＥＤ３０９との関係について説明する。図２９および図３０に示
すように、１０個の各第１発光ＬＥＤ３０９は、中心線である第２軸線Ｌ２と軸心が一致
する回転軸３４０を配設中心として円をなすように第１照明基板２７３に配設されている
。各第１発光ＬＥＤ３０９は、回転軸３４０を中心とする円の周方向へ等間隔に配設され
ている。また、５個の各光拡散部３５１は、図３０に示すように、回転軸３４０を配設中
心として円をなすように配設されている。各光拡散部３５１は、回転軸３４０を中心とす
る円の周方向へ等間隔に配設されている。そして、第１可動体２０１に対して第２可動体
２０２が回転軸３４０を中心として相対的に回転することで、光拡散部３５１に対する第
１発光ＬＥＤ３０９の照射位置が、回転軸３４０を中心として円周方向へ相対的に移動す
るよう構成されている(図３０参照)。
【００９３】
　実施例の可動演出装置Ｍでは、前記光拡散部材３４３が、３つの固定ボス３５５により
仕切り部材３４１に対して回転軸３４０を中心とした周方向への相対的な回転が規制され
ており、光拡散部材３４３および仕切り部材３４１は、第１発光ＬＥＤ３０９に対して相
対的に回転移動するよう構成されている。ここで、光拡散部材３４３および仕切り部材３
４１は、一方向へ回転移動するように構成されている。従って、仕切り部材３４１は、回
転軸３４０を中心として回転する際に、仕切り壁部３４５が第１発光ＬＥＤ３０９と重な
らない第１位置(図３０(ａ))となったり、仕切り壁部３４５が第１発光ＬＥＤ３０９と重
なる第２位置(図３０(ｂ))となり、第１位置の状態と第２位置の状態とが交互に繰り返し
ながら回転移動するようになっている。そして、仕切り部材３４１の第１位置では、図３
０(ａ)および図３４に示すように、各光拡散部３５１を、各々２個ずつの第１発光ＬＥＤ
３０９で照射するようになり、仕切り部材３４１の第２位置では、図３０(ｂ)および図３
３に示すように、５個の第１発光ＬＥＤ３０９に各仕切り壁部３４５が重なるから、各光
拡散部３４３を、１個ずつの第１発光ＬＥＤ３０９で照射するようになっている。
【００９４】
　また、図２９～図３１に示すように、第１可動体２０１の第１半体２７０における円板
部２７５に形成された各照射口２７８は、各第１発光ＬＥＤ３０９の照射方向前側に位置
しており、照射調整部として該第１発光ＬＥＤ３０９の照射範囲を規定するように開口形
状および開口サイズが設定されている。これにより、第１発光ＬＥＤ３０９からの照射光
は、照射口２７８により光拡散部３５１に集約して照射されるようになり、該光拡散部３
５１を効率的に明輝させ得る。
【００９５】
　次に、仕切り部材３４１の第１位置における２個の第１発光ＬＥＤ３０９,３０９によ
る光拡散部３５１への照射態様と、仕切り部材３４１の第２位置における１個の第１発光
ＬＥＤ３０９による光拡散部３５１への照射態様について説明する。光拡散部３５１は、
図３１に示すように、所要曲率の球面状(ドーム状)に膨出形成されて、回転軸３４０側に
頂部が位置し、該回転軸３４０から離れるにつれて下方へ傾斜し、頂部から離間するにつ
れて傾斜がきつくなっている。そして、各第１発光ＬＥＤ３０９は、図３１および図３２
に示すように、光拡散部３５１の頂部からずれた位置に向いた姿勢で第１照明基板２７３
に配設されている。これにより、第１発光ＬＥＤ３０９から光拡散部３５１に向けた照射
光は、該光拡散部３５１の内面３５１Ｂに対して傾斜した方向から照射するようになって
いる。
【００９６】
　しかも、仕切り部材３４１の第１位置においては、図３４に示すように、光拡散部３５
１の外縁近くにおいて２個の各第１発光ＬＥＤ３０９,３０９が該光拡散部３５１の内面
３５１Ｂを照射するようになり、仕切り部材３４１の第２位置においては、図３３に示す
ように、光拡散部３５１の中央近くにおいて１個の第１発光ＬＥＤ３０９,３０９が該光
拡散部３５１の内面３５１Ｂを照射する。ここで、図３３および図３４に示すように、光
拡散部３５１の内面３５１Ｂは、仕切り部材３４１の第２位置において１個の第１発光Ｌ
ＥＤ３０９が照射する部位に比べて、第１位置において２個の第１発光ＬＥＤ３０９,３
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０９が照射する部位のほうが傾斜がきつくなっている。すなわち、仕切り部材３４１の第
２位置においての光拡散部３５１の内面３５１Ｂに対する第１発光ＬＥＤ３０９の照射角
度が、第１位置においての光拡散部３５１の内面３５１Ｂに対する第１発光ＬＥＤ３０９
の照射角度より大きくなっている。このため、仕切り部材３４１の第２位置において照射
された第１発光ＬＥＤ３０９の光は、光拡散部３５１の一部分を集中的に照射すると共に
該光拡散部３５１を透過し易くなり、仕切り部材３４１の第１位置においての光拡散部３
５１に照射された各第１発光ＬＥＤ３０９,３０９の光は、光拡散部３５１の広い部分を
照射すると共に該光拡散部３５１の内面３５１Ｂで反射し易くなっている。
【００９７】
　従って、回転移動する仕切り部材３４１が第２位置となった場合は、図３５に示すよう
に、光拡散部３５１における光拡散面が形成された外面３５１Ａの中央付近において点状
に輝いた光模様Ｒ(Ｒ１)が表示され得るようになっている。また、回転移動する仕切り部
材３４１が第１位置となった場合は、図３５に示すように、光拡散部３５１の光拡散面が
形成された外面３５１Ａに線状に輝いた光模様Ｒ(Ｒ２)が表示され得るようになっている
。そして、光拡散部３５１が球面状に形成されていることで、一方向へ回転移動する仕切
り部材３４１が第１位置→第２位置→第１位置と変位する際に該光拡散部３５１の内面３
５１Ｂに対する第１発光ＬＥＤ３０９の照射角度が徐々に変化するようになり、光拡散部
３５１の外面３５１Ａに表示される光模様Ｒ(Ｒ１,Ｒ２)は、表示位置が移動したり形状
が変形するようになる。更に、光拡散部３５１の外面３５１Ａが光拡散面となっているこ
とから、第１発光ＬＥＤ３０９からの照射光が該外面３５１Ａで様々に拡散され、該光拡
散部３５１の外面３５１Ａには複数の光模様Ｒ(Ｒ１,Ｒ２)が表示される。
【００９８】
　従って、実施例の可動演出装置Ｍでは、第１照明基板２７３の各第１発光ＬＥＤ３０９
が発光した状態で第１可動体２０１に対して第２可動体２０２が回転することで、第１演
出体２０３の各光拡散部３５１には、点状に輝いた光模様Ｒ１や、線状に輝いた光模様Ｒ
２が表示され得るようになり、変化に富んだ照明効果が得られるようになっている。また
、各光拡散部３５１が球面状に形成されていることで、該光拡散部３５１に対する第１発
光ＬＥＤ３０９の照射位置が移動すると該光拡散部３５１の内面３５１Ｂに対する第１発
光ＬＥＤ３０９の照射角度が徐々に変化するため、光拡散部３５１の外面３５１Ａに表示
される各光模様Ｒ１,Ｒ２は、変形しながら該外面３５１Ａ上を移動するように見せ得る
ようになっている。
【００９９】
　また、第１可動体２０１に対して第２可動体２０２が回転する際に、仕切り部材３４１
が第１位置となった場合には２個の第１発光ＬＥＤ３０９,３０９で光拡散部３５１を照
射し、仕切り部材３４１が第２位置となった場合には１個の第１発光ＬＥＤ３０９で光拡
散部３５１を照射するようになり、該光拡散部３５１の外面３５１Ａに表示される光模様
Ｒ１,Ｒ２を明暗変化させ得る。更に、光拡散部３５１に対する第１発光ＬＥＤ３０９の
照射数が１個または２個に変化することで、光拡散部３５１の外面３５１Ａにおける光模
様Ｒ１,Ｒ２の表示数を増減変化させることも可能である。
【０１００】
(第２演出体)
　前記第２演出体２０４は、図１７、図２６および図２７に示すように、半球状に形成さ
れた成形部材である。第２演出体２０４は、半球状装飾部３６０と、該半球状装飾部３６
０の内側の中心から延出した筒状の取付固定部３６１とを備えている。そして、半球状装
飾部３６０および取付固定部３６１が、透明または半透明の合成樹脂から一体形成されて
おり、該半球状装飾部３６０は光の透過が可能に構成されている。また、半球状装飾部３
６０は、その開口側の外径が、第１可動体２０１の第２半体２７１における第２外周端部
２７１Ｂ側の外径と略同じくなるように形成されており、該半球状装飾部３６０と第２半
体２７１とは略球体の半分を構成している。半球状装飾部３６０の外面は、所要の凹凸を
なす意匠形状に形成されている。このような第２演出体２０４は、取付固定部３６１に回
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転軸３４０の第２端部３４０Ｂを差し込んで固定することで該回転軸３４０に対して回転
不能に固定されると共に、第２照明基板２７４を覆蓋した状態に配設される。
【０１０１】
(カバー部材)
　前記カバー部材２０７は、図９に示すように、可動演出装置Ｍを上方から覆う半球状の
カバー部３６５と、該カバー部３６５の開口部の中心を挟んだ両側に設けられ、開口端に
径方向外方へ延出するように設けられた第１取付片部３６６および第２取付片部３６７と
を備えている。第１取付片部３６６は、金属ベース部材８０に設けられた右固定部９８に
固定され、第２取付片部３６７は、金属ベース部材８０に設けられた左固定部９９に固定
されるようになっている。カバー部材２０７は、透明な硬質の合成樹脂から成形され、金
属ベース部材８０に固定した状態において、可動演出装置Ｍを非接触状態で透視可能に保
護し得るようになっている。
【０１０２】
(実施例の作用)
　前述のように構成された実施例のパチンコ機Ｐは、前枠Ｃを構成する設置部材３２の前
側に、前方へ演出するよう形成された金属製の金属ベース部材８０を固定し、可動演出装
置Ｍが、該金属ベース部材８０の設置部８２に対して載置された状態で配設される。すな
わち、金属ベース部材８０の設置部８２に設けられた保持片９５を、可動演出装置Ｍのベ
ース体２１０の底部に形成された係止受部２１６に係止させると共に、該設置部８２に設
けられた保持部材９６でベース体２１０の前部を保持することで、金属ベース部材８０に
可動演出装置Ｍを支持させることができる。
【０１０３】
　従って、実施例のパチンコ機Ｐは、設置部材３２に金属ベース部材８０を固定したこと
で前枠Ｃの補強が図られると共に、可動演出装置Ｍを該金属ベース部材８０に配設するよ
う構成したので、該可動演出装置Ｍの重量による該前枠Ｃの変形を抑制することができる
。また、可動演出装置Ｍの動作時に振動が発生しても金属ベース部材８０で該振動を抑え
ることができるから、前枠Ｃに配設された部品の故障や破損を防止し得る。そして可動演
出装置Ｍは、前枠Ｃにおける設置部材３２の前方へ延出した設置部８２に載置した状態で
金属ベース部材８０に配設するようにしたから、該可動演出装置Ｍの重量を該金属ベース
部材８０で適切に支持することができる。しかも、金属ベース部材８０における前方へ延
出した設置部８２は、後部が設置部材３２に固定部８１で固定されると共に該設置部８２
の前部が前装飾部材４８に係止されるから、該設置部８２が前枠Ｃに強固に固定されて可
動演出装置Ｍを適切に支持することができる。更に、金属ベース部材８０の設置部８２に
可動演出装置Ｍをセットしたもとで、該設置部８２の前端に設けられた保持部材９６を回
転させ、該保持部材９６における保持部９６Ａのネジ挿通孔を介して可動演出装置Ｍのベ
ース体２１０に形成されたネジ締結部２２７にネジを締結するようにしたので、可動演出
装置Ｍを金属ベース部材８０に簡易かつ確実に保持させることができる。
【０１０４】
(第１可動体の動作態様)
　前記可動演出装置Ｍは、第１駆動モータ２３１を正逆駆動制御することにより、第１可
動体２０１が装置本体２００に対して第１回転支持部２０５の第１軸線Ｌ１を中心として
１８０度回転し、図１２(ａ)に示す第１位置および図１２(ｂ)に示す第２位置に姿勢変位
する。そして、第１駆動モータ２３１の正転駆動により、第１可動体２０１が第２位置側
から第１位置側へ回転する際には、被検知片２９４が第１位置検知センサ２５９で検知さ
れると、該第１可動体２０１が第１位置に到来したことが認識され、第１駆動モータ２３
１の駆動を停止する。また、第１可動体２０１が第１位置に到来した際には、図２８(ａ)
に示すように、第１可動体２０１に設けられた被保持体３０１が、装置本体２００に設け
られた第１保持板３０２に磁力により吸着保持されるから、第１駆動モータ２３１の停止
状態において当該第１可動体２０１を第１位置に保持させ得ると共に、第２可動体２０２
の第１演出体２０３が装置本体２００から外方へ露出した状態に保持し得る。また、第２



(27) JP 5938317 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

可動体２０２が回転しても、第１可動体２０１が第１位置に保持される。
【０１０５】
　一方、第１駆動モータ２３１の逆転駆動により、第１可動体２０１が第１位置側から第
２位置側へ回転する際には、被検知片２９４が第２位置検知センサ２６０で検知されると
、該第１可動体２０１が第２位置に到来したことが認識され、第１駆動モータ２３１の駆
動を停止する。また、第１可動体２０１が第２位置に到来した際には、第１可動体２０１
に設けられた被保持体３０１が、図２８(ｂ)に示すように、装置本体２００に設けられた
第２保持板３０３に磁力により吸着保持されるから、第１駆動モータ２３１の停止状態に
おいて当該第１可動体２０１を第２位置に保持させ得ると共に、第２可動体２０２の第２
演出体２０４が装置本体２００から外方へ露出した状態に保持し得る。また、第２可動体
２０２が回転しても、第１可動体２０１が第２位置に保持される。
【０１０６】
(第２可動体の動作態様)
　前記可動演出装置Ｍは、第２駆動モータ３３１を駆動制御することにより、第２可動体
２０２が第１可動体２０１に対して第２回転支持部２０６の第２軸線Ｌ２を中心として回
転する。そして、第１位置に第１可動体２０１が停止している場合には、装置本体２００
から露出した第１演出体２０３が回転して見えるようになり、第２位置に第１可動体２０
１が停止している場合には、装置本体２００から露出した第２演出体２０４が回転して見
えるようになり、第１可動体２０１の回転に伴い、意匠が異なる２種類の第１演出体２０
３および第２演出体２０４が演出される。
【０１０７】
　更に、前記可動演出装置Ｍは、第１駆動モータ２３１および第２駆動モータ３３１を同
時または同期的に駆動制御させることも可能である。すなわち、第１駆動モータ２３１お
よび第２駆動モータ３３１を同時または同期的に駆動制御することにより、第１位置と第
２位置との間を回転する第１可動体２０１に対して第２可動体２０２が回転するようにな
る。すなわち、第１可動体２０１が第１位置から第２位置に回転する際には、回転する第
２可動体２０２の第２演出体２０４が露出するようになる。また、第１可動体２０１が第
２位置から第１位置に回転する際には、回転する第２可動体２０２の第１演出体２０３が
露出するようになる。従って、第２可動体２０２が回転しながら第１演出体２０３と第２
演出体２０４とが入れ替わるから、演出効果を好適に向上させることができる。
【０１０８】
　そして、前記可動演出装置Ｍは、第１照明基板２７３の各第１発光ＬＥＤ３０９を発光
制御することで、該第１発光ＬＥＤ３０９からの照射光により、第１演出体２０３に設け
られた各光拡散部３５１の外面３５１Ａを全体的に明輝させると共に、該外面３５１Ａに
、所要の光模様Ｒ(Ｒ１,Ｒ２)を表示するようになる。なお、第１照明基板２７３の各第
１発光ＬＥＤ３０９による各光拡散部３５１の照射は、第２可動体２０２の回転時および
停止時に所定のタイミングで実行される。一方、第２照明基板２７４の各第２発光ＬＥＤ
３２８を発光制御することで、該第２発光ＬＥＤ３２８からの照射光により、第２演出体
２０４の半球状装飾部３６０の全体を明輝させる。なお、第２照明基板２７４の各第２発
光ＬＥＤ３２８による半球状装飾部３６０の照射は、第２可動体２０２の回転時および停
止時に所定のタイミングで実行される。これにより、第２可動体２０２の回転時または停
止時において、第１照明基板２７３の各第１発光ＬＥＤ３０９を発光制御することで、第
１演出体２０３の各光拡散部３５１に光模様Ｒ(Ｒ１,Ｒ２)を表示し得るので、高い演出
効果が得られる。同様に、第２可動体２０２の回転時または停止時において、第２照明基
板２７４の各第２発光ＬＥＤ３２８を発光制御することで、第２演出体２０４の半球状装
飾部３６０が全体的に明輝されるので、高い演出効果が得られる。
【０１０９】
　従って、装置本体２００に対して、第１駆動モータ２３１の駆動に伴い第１回転支持部
２０５を中心に回転する第１可動体２０１を配設すると共に、該第１可動体２０１に対し
て、該第１回転支持部２０５と直交する関係で延在する第２回転支持部２０６を中心に回
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転可能な第２可動体２０２を配設し、第２駆動モータ３３１の駆動に伴って第２可動体２
０２が回転するよう構成したことで、該第１可動体２０１および第２可動体２０２の複雑
な動作が実現される。すなわち、第１可動体２０１に対して回転軸方向が異なる第２可動
体２０２を設けることで、可動演出装置Ｍによる演出態様の多様化を図ることができる。
しかも、第１可動体２０１を第１駆動モータ２３１で回転させることで、第２可動体２０
２の第１演出体２０３と第２演出体２０４とが切り替わるから、可動演出装置Ｍによる演
出態様の多様化および装飾性の向上を更に図ることができる。また、第１可動体２０１は
、保持手段３００の被保持体３０１と第１保持板３０２および第２保持板３０３との磁力
による吸着作用により、第１位置および第２位置の各位置において保持されるから、第１
位置または第２位置に停止した状態で第２可動体２０２が回転しても、当該第１可動体２
０１が安定的に保持される。なお、第１可動体２０１の回転に伴って被保持体３０１が確
実に移動するから、該第１可動体２０１の第１位置では該被保持体３０１を第１保持板３
０２に適切に保持させることができ、該第１可動体２０１の第２位置では該被保持体３０
１を第２保持板３０３に適切に保持させることができる。
【０１１０】
　そして、第１可動体２０１に配設された第１照明基板２７３の各第１発光ＬＥＤ３０９
により、第２可動体２０２における第１演出体２０３の光拡散部３５１が明輝されて該光
拡散部３５１の外面３５１Ａに光模様Ｒ(Ｒ１,Ｒ２)が表示されると共に、第１可動体２
０１に配設された第２照明基板２７４の各第２発光ＬＥＤ３２８により、第２可動体２０
２における第２演出体２０４を明輝させるようにしたので、装飾性の向上が図られる。そ
して、第１照明基板２７３の第１発光ＬＥＤ３０９の発光による第１演出体２０３の発光
演出と、第２照明基板２７３の第２発光ＬＥＤ３２８の発光による第２演出体２０４の発
光演出とが異なると共に、第１発光ＬＥＤ３０９および第２発光ＬＥＤ３２８が単独で発
光および消灯制御されるから、第１演出体２０３および第２演出体２０４を利用した演出
態様の多様化が図られる。また、第１照明基板２７３および第２照明基板２７４が配設さ
れた第１可動体２０１には、第１照明基板２７３および第２照明基板２７４の配設位置か
ら外れた外周面に、周方向へ所要間隔毎に排熱口２８９が形成されているから、第１発光
ＬＥＤ３０９および第２発光ＬＥＤ３２８で発生した熱が第１可動体２０１内に籠ること
なく該排熱口２８９から配設され、熱による該第１発光ＬＥＤ３０９および第２発光ＬＥ
Ｄ３２８の故障や第１可動体２０１の変形を防止し得る。
【０１１１】
　更に、実施例の可動演出装置Ｍは、第２可動体２０２の第２演出体２０４に配設した光
拡散部材３４３を、光拡散模様が設けられたシート材から形成し、かつ光拡散部材３４３
における各光拡散部３５１を、被覆部材３４２の開口３５４から外方へ球面状に膨出した
形状に形成したもとで、第１発光ＬＥＤ３０９からの照射光が第１半体２７０に設けられ
た照射口２７８により照射範囲が規定された状態で該光拡散部３５１の内面３５１Ｂに照
射するようにした。従って、光拡散部３５１の外面３５１Ａに線状の光模様Ｒ(Ｒ１,Ｒ２
)を表示するようにして、視覚的な演出効果を向上させることができる。また、光拡散部
材３４３の光拡散部３５１を除く本体部３５０の外面が被覆部材３４２により覆われるか
ら、該被覆部材３４２で該光拡散部材３４３を保護することができる。
【０１１２】
　また、第１可動体２０１に配設された第１照明基板２７３に対して、第２可動体２０２
の第１演出体２０３における各光拡散部３５１が回転軸３４０を中心として周方向へ移動
することで、光拡散部３５１に対する第１発光ＬＥＤ３０９の照射位置が回転軸３４０を
中心として周方向へ移動するようになるから、光拡散部３５１の外面３５１Ａにおいて光
模様Ｒが動いたり形状が変化するように表示され、視覚的な演出効果を向上させることが
できる。また、光拡散部材３４３および仕切り部材３４１が、第１発光ＬＥＤ３０９に対
し回転軸３４０を中心として相対的に回転移動する際に、回転移動する仕切り部材３４１
が、仕切り壁部３４５が第１発光ＬＥＤ３０９と重ならない第１位置および該第１発光Ｌ
ＥＤ３０９と重なった第２位置になるから、仕切り部材３４１の第１位置および第２位置
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において該光拡散部３５１に対する該第１発光ＬＥＤ３０９の照射光量が変化するように
なり、該光拡散部３５１の外面３５１Ａに表示される光模様Ｒを明暗変化させることがで
きる。なお、仕切り部材３４１により各光拡散部３５１が仕切られるから、当該光拡散部
３５１に照射された第１発光ＬＥＤ３０９の照射光が隣接する別の光拡散部３５１へ照射
されることを防止し得る。
【０１１３】
(変更例)
　本発明に係る遊技機は、実施例に例示の形態に限らず種々の変更が可能である。
（１）実施例では、装置本体２００に対する第１可動体２０１の回転中心である第１軸線
Ｌ１と、第１可動体２０１に対する第２可動体２０２の回転中心である第２軸線Ｌ２とが
、直交する関係とした構成を例示したが、第１軸線Ｌ１および第２軸線Ｌ２が斜めに交差
する関係で第１可動体２０１に対して第２可動体２０２を配設した構成であってもよい。
（２）第１可動体２０１は、回転範囲を１８０度として反転する構成を例示したが、該第
１可動体２０１は、１８０度以上に回転するよう構成してもよい。同様に、第２可動体２
０２は、所要の角度範囲において回転するよう構成してもよい。
（３）実施例では、第１可動体２０１に対して第２可動体２０２が回転可能に配設され、
第１可動体２０１に固定された第１照明基板２７３の第１発光ＬＥＤ３０９に対して、第
２可動体２０２に配設した光拡散部材３４３および仕切り部材３４１を回転移動させるこ
とで、第１発光ＬＥＤ３０９に対して光拡散部３５１を移動させ、該光拡散部３５１に対
する第１発光ＬＥＤ３０９の照射位置を変更する態様を例示したが、逆の構成であっても
よい。すなわち、第２可動体２０２に配設された光拡散部材３４３および仕切り部材３４
１を移動不能に固定すると共に、第１発光ＬＥＤ３０９を回転軸３４０を中心として円周
方向へ回転移動させるようにしても、光拡散部３５１に対する第１発光ＬＥＤ３０９の照
射位置を変更することが可能である。
（４）光拡散部３５１における外方へ膨出する形状は、実施例のような球面状に限らない
。例えば、光拡散部３５１の形状は、円錐状、角錐状、多角形状等であってもよい。
（５）光拡散部３５１および第１発光ＬＥＤ３０９の配設数は、実施例で例示のものに限
らず、光拡散部３５１は、４個以下または６個以上であってもよく、第１発光ＬＥＤ３０
９は、１０個以下または１１個以上であってもよい。
（６）各第１発光ＬＥＤ３０９および各光拡散部３５１を各々円となるように配設する場
合は、該第１発光ＬＥＤ３０９の配列中心と該光拡散部３５１の配列中心を一致させる必
要はなく、光拡散部３５１が第１発光ＬＥＤ３０９の照射光による照射範囲内であれは、
両配列中心を適宜ずれていてもよい。
（７）各第１発光ＬＥＤ３０９および各光拡散部３５１を円となるように配設する場合は
、真円に限らず、楕円となるように配設してもよい。
（８）第２可動体２０２の第１演出体２０３を照射する第１発光ＬＥＤ３０９を備えた第
１照明基板２７３および第２演出体２０４を照射する第２発光ＬＥＤ３２８を備えた第２
照明基板２７４は、該第２可動体２０２の内側に配設するようにしてもよい。
（９）照射調整部としての照射口２７８は、実施例に例示した円形に限らず、光拡散部３
５１の輪郭形状に合わせて、楕円形状や多角形状等としてもよい。また、照射口２７８の
開口サイズは、光拡散部３５１の大きさに合わせて適宜変更され得る。
（１０）実施例では、前枠Ｃに可動演出装置Ｍを配設した形態を例示したが、該可動演出
装置Ｍは、中枠Ｂにおける前枠Ｃの窓口３１から視認可能な位置に配設してもよい。
（１１）金属ベース部材８０は、実施例に例示した前方へ延出する形態のものに限らず、
様々な形態のものが実施可能である。例えば、板状に形成されて前枠Ｃの前面に沿うよう
垂直に配設される形態や、上下方向に延在した状態で前方へ延出するよう前枠Ｃの前面に
配設される形態や、前下がりまたは前上がりに延出する形態であってもよい。また、金属
ベース部材８０は、前枠Ｃの後側に固定されて、前枠Ｃに形成された開口を介して該前枠
Ｃの前側へ延出する形態であってもよい。
（１２）実施例では、遊技機としてのパチンコ機を示したが、遊技機はパチンコ機に限ら
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れるものではなく、アレンジボール機やスロットマシン等であってもよい。
【０１１４】
　遊技機については、実施例から以下の技術的思想を把握することができる。
(付記１)
　請求項１～５の何れか一項に記載の遊技機において、
　前記光拡散部(351)は、前記開口(354)から外方へ球面状に膨出した形状に形成され、
　前記発光体(309)は、前記光拡散部(351)の内面(351B)に対し斜め方向から照射するよう
配設されるよう構成する。
　付記１に係る発明によれば、球面状に形成された光拡散部の内面に対して発光体からの
照射光が斜め方向から照射されるから、該発光体からの照射光が光拡散部の内面で反射す
るようなり、該光拡散部の外面に多様な光模様を表示し得る。
【符号の説明】
【０１１５】
２７０ 第１半体(照射調整部)，２７８ 照射口(照射調整部位)
３０９ 第１発光ＬＥＤ(発光体)，３４１ 仕切り部材，３４２ 被覆部材(被覆部)
３４３ 光拡散部材(光拡散部)，３５１ 光拡散部(光拡散部位)，３５４ 開口
３５１Ａ 外面，Ｌ２ 第２軸線(中心線)，Ｍ 可動演出装置(発光演出装置)，Ｒ 光模様

【図１】 【図２】
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