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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】２つの可動体による２つの変動態様に変化を付
加して、遊技者の興趣を高めることができ、また、２つ
の変動態様の実行タイミングを区分して両可動体間にこ
じれを生じにくく、誤動作や破損のおそれの小さい遊技
機用可動演出装置とそれを備えた遊技機を提供する。
【解決手段】入力ギア１０６の前端面の外周縁に回動片
１３３が一体形成されている。刀身部３０の上端部は、
段付部３０Ｌ，３０Ｒを円弧部３０Ｃで接続して形成さ
れ、入力ギア１０６が段付部３０Ｌ，３０Ｒの間を回動
するとき、回動片１３３は円弧部３０Ｃの外側を周回す
る。入力ギア１０６が初期位置相当の始端側段付部３０
Ｌから単独移動位置相当の終端側段付部３０Ｒに至る範
囲で回動する間には、回動片１３３は刀身部３０に当接
しない。入力ギア１０６がさらに同期回動位置に至る範
囲で回動する間には、回動片１３３は終端側段付部３０
Ｒに当接し押圧することにより刀身部３０を回動させる
。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者側を前方側としたとき、前方側又は後方側に位置する第一の可動体と、後方側又
は前方側に位置する第二の可動体とを、遊技盤に対してそれぞれ変動可能となした遊技機
用可動演出装置であって、
　前記第一及び第二の可動体は、前記第一の可動体が遊技盤に対して単独で所定方向に変
動する単独変動態様と、前記第一及び第二の可動体が同期して遊技盤に対して変動する同
期変動態様と、を有し、
　前記第一及び第二の可動体に対して、前記単独変動態様及び同期変動態様への駆動力を
及ぼすための単一の駆動源と、
　前記単独変動態様において前記駆動源の駆動力を前記第一の可動体へ伝達するとともに
、前記同期変動態様において前記駆動源の駆動力を前記第一及び第二の可動体へ同期して
伝達する分配伝達機構と、
　を備えることを特徴とする遊技機用可動演出装置。
【請求項２】
　遊技者側を前方側としたとき、前方側又は後方側に位置する第一の可動体と、後方側又
は前方側に位置する第二の可動体とを、遊技盤に対してそれぞれ変動可能となした遊技機
用可動演出装置であって、
　前記第一及び第二の可動体は、前記第一の可動体が単独で前記第二の可動体の長手方向
に沿って直線移動する単独変動態様と、前記第一及び第二の可動体が、前後方向において
少なくとも部分的に重なり合って一体化された状態にて、遊技盤に対して交差する回動軸
線周りに同時回動する同期変動態様と、を有し、
　前記第一及び第二の可動体に対して、前記単独変動態様及び同期変動態様への駆動力を
及ぼすための単一の駆動源と、
　前記単独変動態様において前記駆動源の駆動力を前記第一の可動体へ伝達するとともに
、前記同期変動態様において前記駆動源の駆動力を前記第一及び第二の可動体へ同時伝達
する分配伝達機構と、
　を備えることを特徴とする遊技機用可動演出装置。
【請求項３】
　前記第一の可動体は、
　前記単独変動態様において、前記第二の可動体の長手方向一方側の第一位置から他方側
の第二位置へ単独で直線移動した後、
　前記同期変動態様において、前記第二位置から前記回動軸線周りに第三位置へ、前記第
二の可動体とともに同時回動する請求項２に記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項４】
　前記第一ないし第三位置には、前記第一の可動体の変動状態を接触式又は非接触式にて
検知するための検知手段がそれぞれ配置されている請求項３に記載の遊技機用可動演出装
置。
【請求項５】
　前記分配伝達機構は、
　前記第一及び第二の可動体の重なり部に位置する形で前記回動軸線を有し、前記駆動源
によって駆動される回動軸と、
　その回動軸に固定されるとともに、前記第一の可動体の長手方向に固定配置されたラッ
クと噛み合ってそのラックを駆動するピニオンギアと、
　前記回動軸線から所定の回動半径を隔てる形で前記回動軸と一体回動可能に配置され、
その回動軸が初期の第一回動角の範囲で回動する間には前記第二の可動体に当接せず、そ
れに続く第二回動角の範囲で回動する間のみ当該第二の可動体に当接可能な回動片と、
　前記第一及び第二の可動体の間に配置され、前記回動片が前記第二の可動体と当接する
ときに、前記ラックとピニオンギアとの噛み合いに対する抵抗を付与して前記第一の可動
体を前記第二の可動体に対しロック状態とすることにより、前記単独変動態様から前記同
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期変動態様へ移行するためのロック片と、を備え、
　前記単独変動態様において、前記駆動源の駆動力は、前記回動軸から前記ピニオンギア
とラックとを介して前記第一の可動体を直線移動させる移動力として伝達される一方、
　前記同期変動態様において、前記駆動源の駆動力は、前記回動片と第二の可動体との当
接により当該第二の可動体を回動させ、さらに前記ロック片を介して前記第一の可動体を
前記第二の可動体と一体的に回動させる回動力として伝達される請求項２ないし４のいず
れか１項に記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項６】
　前記回動片は、前記駆動源の駆動力を導入するために前記回動軸に固定された被駆動歯
車の端面に形成されている請求項５に記載の遊技機用可動演出装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の遊技機用可動演出装置を備えることを特徴と
する遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機のセンター役物等に用いられる遊技機用可動演出装置と、そのよ
うな可動演出装置を備えるパチンコ機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、パチンコ機の装飾部材（センター役物）において、演出表示用の可変表示装置
の側方に配置された２つの演出用可動体を、単一の駆動モータ（駆動源）により同一方向
に揺動させて一連の演出動作を実行する可動演出装置が開示されている（特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１２８４７号公報
【０００４】
　このような可動演出装置によれば、２つの演出用可動体を単一の駆動モータで一連に演
出動作させることによって、構成の簡略化を図りつつ遊技者の一層の関心を惹くことがで
きる。ところが、２つの演出用可動体を異なる軌道で可動するとはいえ、これら一連の演
出動作は同一方向にかつ同時に実行されるので動きが単調になりがちであり、演出動作に
意外性が乏しく遊技者の興趣を高めるには十分とは言えなかった。また、２つの演出用可
動体によるそれぞれの演出動作は単一の駆動モータにより異なる軌道で同時に実行される
ので、例えばいずれかの軌道にわずかの製造誤差を含む場合であっても、両演出用可動体
間にこじれを生じやすくなり、誤動作や破損のおそれもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、２つの可動体による２つの変動態様に斬新かつ顕著な変化を付加する
ことによって、遊技者の興趣を飛躍的に高めることができ、また、２つの変動態様の実行
タイミングを区分することによって両可動体間にこじれを生じにくく、誤動作や破損のお
それの小さい遊技機用可動演出装置とそれを備えた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の遊技機用可動演出装置は、
　遊技者側を前方側としたとき、前方側又は後方側に位置する第一の可動体と、後方側又
は前方側に位置する第二の可動体とを、遊技盤に対してそれぞれ変動可能となした遊技機
用可動演出装置であって、
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　前記第一及び第二の可動体は、前記第一の可動体が遊技盤に対して単独で所定方向に変
動する単独変動態様と、前記第一及び第二の可動体が同期して遊技盤に対して変動する同
期変動態様と、を有し、
　前記第一及び第二の可動体に対して、前記単独変動態様及び同期変動態様への駆動力を
及ぼすための単一の駆動源と、
　前記単独変動態様において前記駆動源の駆動力を前記第一の可動体へ伝達するとともに
、前記同期変動態様において前記駆動源の駆動力を前記第一及び第二の可動体へ同期して
伝達する分配伝達機構と、
　を備えることを特徴とする。
【０００７】
　上記遊技機用可動演出装置では、分配伝達機構は、単独変動態様において単一の駆動源
の駆動力を第一の可動体へ伝達するとともに、同期変動態様において単一の駆動源の駆動
力を第一及び第二の可動体へ同期して伝達する。このように、単一の駆動源と第一及び第
二の可動体との間に分配伝達機構を介在させることによって、単独変動態様及び同期変動
態様の２つの変動態様に斬新かつ顕著な変化を付加することができ、異質な態様の演出動
作を簡素な構成にて容易に実現できる。例えば、後半の同期変動態様において、前半の単
独変動態様にて変動した第一の可動体と、変動していない第二の可動体とを一体的にかつ
同期して変動する場合には、意外性に富みダイナミックな演出動作が可能となり、遊技者
の興趣を飛躍的に高めることができる。さらに、分配伝達機構によって単一の駆動源から
の駆動力を第一及び第二の可動体に伝達する際に実行タイミングを区分することができ、
両可動体間にこじれを生じにくくなり、誤動作や破損のおそれが小さくなる。
【０００８】
　ここで、単独変動態様及び同期変動態様における「変動」とは、（例えば回動軸線周り
の回動による）第一又は第二の可動体の姿勢変更と、（例えば直線的な移動による）第一
又は第二の可動体の位置変更とのうち、少なくともいずれか一方を伴う動きをいう。した
がって、単独変動態様と同期変動態様とは、これらを任意に組み合わせることができる。
例えば、
（１）両変動態様とも回動方式とする場合；
（２）両変動態様とも直線移動方式とする場合；
（３）一方の変動態様を回動方式、他方の変動態様を直線移動方式とする場合；
等を実施できる。
【０００９】
　なお、「単一の駆動源」には、上記した単独変動態様及び同期変動態様に基づいて、ロ
ータリアクチュエータ（例えばステッピングモータ）、リニアアクチュエータ（例えばリ
ニアステッピングモータ）のいずれを用いてもよい。
【００１０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の遊技機用可動演出装置は、具体的態様とし
て、
　遊技者側を前方側としたとき、前方側又は後方側に位置する第一の可動体と、後方側又
は前方側に位置する第二の可動体とを、遊技盤に対してそれぞれ変動可能となした遊技機
用可動演出装置であって、
　前記第一及び第二の可動体は、前記第一の可動体が単独で前記第二の可動体の長手方向
に沿って直線移動する単独変動態様と、前記第一及び第二の可動体が、前後方向において
少なくとも部分的に重なり合って一体化された状態にて、遊技盤に対して交差する回動軸
線周りに同時回動する同期変動態様と、を有し、
　前記第一及び第二の可動体に対して、前記単独変動態様及び同期変動態様への駆動力を
及ぼすための単一の駆動源と、
　前記単独変動態様において前記駆動源の駆動力を前記第一の可動体へ伝達するとともに
、前記同期変動態様において前記駆動源の駆動力を前記第一及び第二の可動体へ同時伝達
する分配伝達機構と、
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　を備えることを特徴とする。
【００１１】
　この遊技機用可動演出装置においても、分配伝達機構は、単独変動態様において単一の
駆動源の駆動力を第一の可動体へ伝達するとともに、同期変動態様において単一の駆動源
の駆動力を第一及び第二の可動体へ同時伝達する。このように、単一の駆動源と第一及び
第二の可動体との間に分配伝達機構を介在させることによって、単独変動態様及び同期変
動態様の２つの変動態様に斬新かつ顕著な変化を付加することができ、異質な態様の演出
動作を簡素な構成にて容易に実現できる。しかも、後半の同期変動態様では、前半の単独
変動態様にて直線移動した第一の可動体と、変動（直線移動）していない第二の可動体と
を一体化した状態にて同時に回動するので、意外性に富みダイナミックな演出動作が可能
となり、遊技者の興趣を飛躍的に高めることができる。さらに、分配伝達機構によって単
一の駆動源からの駆動力を第一及び第二の可動体に伝達する際に実行タイミングを区分す
ることができ、両可動体間にこじれを生じにくくなり、誤動作や破損のおそれが小さくな
る。
【００１２】
　このような遊技機用可動演出装置において、
　第一及び第二の可動体は、互いの長手方向を揃えて重ね合わせ配置され、かつ前方側に
位置する第一の可動体の長手方向長さが後方側に位置する第二の可動体よりも短く形成さ
れ、
　単独変動態様において、第一の可動体は第二の可動体の前方側にて互いの重なり合いを
保ちつつ第二の可動体の長手方向に沿って直線移動する場合がある。
【００１３】
　このように構成する場合、第一の可動体は第二の可動体を移動ガイドのようにして直線
移動することができるので、第一及び第二の可動体をコンパクトに構成・配置しながら、
意外性に富みダイナミックな動きを実現でき、ひいては可動演出装置の小型化・省スペー
ス化・コスト削減等を図ることができる。また、第一の可動体でのこじれはさらに生じに
くくなり、誤動作や破損のおそれも一層小さくなる。
【００１４】
　第一の可動体は、
　単独変動態様において、第二の可動体の長手方向一方側の第一位置から他方側の第二位
置へ単独で直線移動した後、
　同期変動態様において、第二位置から回動軸線周りに第三位置へ、第二の可動体ととも
に同時回動することができる。
【００１５】
　このように、第一位置から第二位置へ、第一の可動体が単独で直線移動する単独変動態
様と、第二位置から第三位置へ、第一の可動体が第二の可動体とともに同時回動する同期
変動態様とに演出動作が明確に区分されるので、遊技者の関心を強く惹きつけることがで
きる。
【００１６】
　そして、第一ないし第三位置には、第一の可動体の変動状態を接触式又は非接触式にて
検知するための検知手段をそれぞれ配置することができる。
【００１７】
　このように、各変動位置に第一の可動体の変動状態を検知する検知手段を配置すること
によって、駆動源の駆動を停止して位置決め保持する際に、慣性による各変動位置の行き
過ぎを防止することができる。特に、駆動源としてモータを採用した場合、同期変動態様
における第三位置から第二位置への戻りルートにおいて、両可動体の重力（慣性力）が重
畳されて発生する行き過ぎ、及びそれに伴って発生するハンチングの防止に効果的である
。その際、検知手段は第一の可動体の変動状態のみを監視すればよいので、簡便な制御に
より駆動源の駆動を停止することができる。さらに、第一の可動体又はそれと一体的に変
動する部材の特定部位によって、初期位置、単独移動位置及び同期回動位置の３位置に配
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置された各検知手段を作動させる場合には、部品点数を削減して可動演出装置をローコス
トで構成できる。
【００１８】
　なお、接触式の検知手段（接触式センサ）として、リミットスイッチ、マイクロスイッ
チ等を例示することができる。一方、非接触式の検知手段（非接触式センサ）として、近
接スイッチ、光電センサ（フォトセンサ）、超音波センサ等を例示することができる。
【００１９】
　また、分配伝達機構は、
　第一及び第二の可動体の重なり部に位置する形で回動軸線を有し、駆動源によって駆動
される回動軸と、
　その回動軸に固定されるとともに、第一の可動体の長手方向に固定配置されたラックと
噛み合ってそのラックを駆動するピニオンギアと、
　回動軸線から所定の回動半径を隔てる形で回動軸と一体回動可能に配置され、その回動
軸が初期の第一回動角の範囲で回動する間には第二の可動体に当接せず、それに続く第二
回動角の範囲で回動する間のみ第二の可動体に当接可能な回動片と、
　第一及び第二の可動体の間に配置され、回動片が第二の可動体と当接するときに、ラッ
クとピニオンギアとの噛み合いに対する抵抗を付与して（すなわち、ブレーキをかけて）
第一の可動体を第二の可動体に対しロック状態とすることにより、単独変動態様から同期
変動態様へ移行する（すなわち、単独変動態様を停止して同期変動態様を実行する）ため
のロック片と、を備え、
　単独変動態様において、駆動源の駆動力は、回動軸からピニオンギアとラックとを介し
て第一の可動体を直線移動させる移動力として伝達される一方、
　同期変動態様において、駆動源の駆動力は、回動片と第二の可動体との当接により第二
の可動体を回動させ、さらにロック片を介して第一の可動体を第二の可動体と一体的に回
動させる回動力として伝達される場合がある。
【００２０】
　この分配伝達機構では、第一の可動体を単独変動態様にて実行するために、ラック駆動
用のピニオンギアを備えるとともに、第一及び第二の可動体を同期変動態様にて実行する
ために、第二の可動体に当接可能な回動片と、第一の可動体を第二の可動体に対しロック
状態とするロック片とを備える。これによって、分配伝達機構をコンパクトに構成し、遊
技機用可動演出装置における駆動部の小型化・低コスト化を図ることができる。また、こ
のような構成を採用することによって、各変動態様の演出動作が円滑に実行されるととも
に、両変動態様の実行タイミングを円滑に区分（切り換え）できるから、両可動体間にこ
じれを生じにくくなり、誤動作や破損のおそれがきわめて小さくなる。
【００２１】
　具体的には、回動片を、駆動源の駆動力を導入するために回動軸に固定された被駆動歯
車の端面に形成することができる。
【００２２】
　このように、駆動源の駆動力を分配伝達機構へ導入するための被駆動歯車に回動片を形
成することによって、被駆動歯車が駆動力受容体としての機能と、単独変動態様と同期変
動態様との切り換え手段としての機能とを兼備することができ、分配伝達機構を簡素化す
ることができる。
【００２３】
　そして、上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、以上のような遊技機用可動演
出装置を備えることを特徴とする。
【００２４】
　このように、２つの可動体による２つの変動態様に斬新かつ顕著（さらに劇的）な変化
を付加した可動演出装置を備えることによって、遊技者の興趣が飛躍的に向上する遊技機
を提供できる。
【００２５】
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　なお、本発明の遊技機には、（１）パチンコ機等の弾球遊技機、（２）スロットマシン
やパチスロ機等の回胴式遊技機、（３）ポーカーゲーム機、雀球遊技機等の各種ゲーム機
、等が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る可動演出装置を含むセンター役物を備えたパチンコ機を例示する正
面図。
【図２】可動演出装置の一例を、鞘部第一回動態様の係合状態にて示す正面図。
【図３】図２に続いて鞘部第一回動態様の係合解除状態を示す正面図。
【図４】図３に続いて単独移動態様の単独移動状態を示す正面図。
【図５】図４に続いて同期回動態様の阻止解消状態を示す正面図。
【図６】図５に続いて鞘部第二回動態様の露出状態を示す正面図。
【図７】図２の可動演出装置を分解して示す前方からの斜視図。
【図８】図７における要部拡大斜視図。
【図９】図２の可動演出装置を分解して示す後方からの斜視図。
【図１０】図９における要部拡大斜視図。
【図１１】柄部が初期位置（第一位置）にあるときの正面図。
【図１２】図１１の平面図。
【図１３】図１２のＡ－Ａ断面図。
【図１４】図１２のＢ－Ｂ断面図。
【図１５】図１２のＣ－Ｃ断面図。
【図１６】柄部が単独移動位置（第二位置）にあるときの正面図。
【図１７】図１６の平面図。
【図１８】図１７のＡ’－Ａ’断面図。
【図１９】図１７のＢ’－Ｂ’断面図。
【図２０】図１７のＣ’－Ｃ’断面図。
【図２１】刀身部及び柄部が同期回動位置（第三位置）にあるときの正面図。
【図２２】図２１の平面図。
【図２３】図２２のＡ”－Ａ”断面図。
【図２４】図２２のＢ”－Ｂ”断面図。
【図２５】図２２のＣ”－Ｃ”断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
（実施例）
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は本発明に係る遊技機用
可動演出装置（以下、単に可動演出装置ともいう）を含むセンター役物を備えたパチンコ
機を例示する正面図である。図１に示すように、パチンコ機１（遊技機）の遊技盤２の盤
面（前面）には、ほぼ左半周が内外２本の発射レール２ｂによって区画され、全体として
円形の遊技領域２ａが形成されている。遊技領域２ａの中央には、遊技盤２上での遊技状
態の変化に応じた演出表示を行う液晶表示部３（可変表示手段）が配置されている。この
液晶表示部３と、液晶表示部３を保持する矩形枠状の中央フレーム４と、中央フレーム４
の前方に固定されて液晶表示部３の上方に配置された前側装飾部５Ａと、液晶表示部３の
左右方向一端部（右端部）前方において中央フレーム４に取り付けられた可動演出装置５
Ｂとを含むセンター役物１００が遊技盤２に搭載されている。液晶表示部３の下方（遊技
領域２ａの中央下部）に大入賞口６（アタッカー）が配置されている。また、液晶表示部
３と大入賞口６との間には、電動チューリップ（電チュー）にて構成される始動口７が配
置されている。
【００２８】
　なお、本明細書において、上下方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で遊技球が流下する方
向（例えば、鉛直方向）を意味する。また、左右方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で上下
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方向と交差する方向（例えば、水平方向）を意味し、遊技者側からみて左側、右側をいう
。さらに、前後方向とは遊技盤２と交差（例えば、直交）する方向を意味し、遊技者に対
面する側（手前側）が前面側（前方側）であり、その反対側（奥側）が後面側（後方側）
となる。
【００２９】
　図２～図６は可動演出装置５Ｂの一例を示す正面図であり、図２は鞘部第一回動態様の
係合状態、図３は鞘部第一回動態様の係合解除状態、図４は単独移動態様の移動状態、図
５は同期回動態様の阻止解消状態、図６は鞘部第二回動態様の露出状態をそれぞれ表して
いる。これらの図によって、可動演出装置５Ｂの概略構造と、可動演出装置５Ｂが実行す
る演出作動の概略を説明する。
【００３０】
　可動演出装置５Ｂは、断面半楕円の筒状に形成され、開放部を遊技盤２（図１参照）側
に向けて所定方向（例えば上下方向）に配置される鞘部１０（第一の演出部材）と、鞘部
１０とほぼ同じ断面形状（図７参照）に形成され、鞘部１０に続く形でその上方に配置さ
れる柄部２０（第一の可動体）と、鞘部１０及び柄部２０の後方側内部空間にほぼ全体が
収納される刀身部３０（第二の可動体；第二の演出部材）とを有し、全体として刀剣又は
ナイフを象って形成されている。
【００３１】
　鞘部１０は、自身の長手方向に沿って遊技盤２と平行状に配置された鞘部第一回動軸線
Ｏ１周りで、鞘部第一ソレノイド１０１（鞘部第一駆動源）及び鞘部第一伝達機構１１０
の駆動力によって回動する鞘部第一回動態様（鞘部第一変動態様）と、下方において遊技
盤２に交差（例えば直交）状に配置された鞘部第二回動軸線Ｏ２周りで、鞘部第二ソレノ
イド１０２（鞘部第二駆動源）及び鞘部第二伝達機構１２０の駆動力によって回動する鞘
部第二回動態様（鞘部第二変動態様）とに作動可能である。一方、柄部２０と刀身部３０
とは、前後に重なり合った状態にて、刀身部３０の基部（上部）において遊技盤２に交差
（例えば直交）状に配置された回動軸線Ｏ周りで、電動モータ１０３（単一の駆動源）及
び分配伝達機構１３０の駆動力によって回動する同期回動態様（同期変動態様）に作動可
能である。さらに、上記同期回動態様に先行する形で、柄部２０は、遊技盤２に対して単
独で（刀身部３０とは独立して）、上記電動モータ１０３及び分配伝達機構１３０の駆動
力によって、刀身部３０の長手方向に沿って直線移動する単独移動態様（単独変動態様）
に作動可能である。
【００３２】
　したがって、可動演出装置５Ｂは次の順序で演出作動を実行する。
［１］図２：鞘部１０及び柄部２０によって、その後方側内部空間に収納された刀身部３
０のほぼ全体が隠蔽され、かつ刀身部３０の先端部に当接することで鞘部１０は鞘部第一
回動態様の係合位置（係合状態）に維持されている。このとき、鞘部１０と刀身部３０と
は、互いの作動をロック状態に維持する相互ロック状態にある。
［２］図３：鞘部１０が鞘部第一ソレノイド１０１及び鞘部第一伝達機構１１０の駆動力
によって鞘部第一回動軸線Ｏ１周りで回動して、鞘部第一回動態様の係合解除位置（係合
解除状態）に移行する。このとき、刀身部３０は、自身のロック状態を解除され、かつ鞘
部１０に対して露出位置（露出状態；図６参照）への変動を阻止する阻止位置（阻止状態
）にある。
【００３３】
［３］図４：柄部２０が電動モータ１０３及び分配伝達機構１３０の駆動力によって、刀
身部３０とは独立して単独移動態様にて上方へ移動する。
［４］図５：柄部２０と刀身部３０とが電動モータ１０３及び分配伝達機構１３０の駆動
力によって回動軸線Ｏ周りで回動して、同期回動態様の阻止解消位置（阻止解消状態）に
移行する。
［５］図６：鞘部１０が鞘部第二ソレノイド１０２及び鞘部第二伝達機構１２０の駆動力
によって鞘部第二回動軸線Ｏ２周りで回動して、鞘部第二回動態様の露出位置（露出状態
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）に移行する。
【００３４】
　なお、上記各演出作動において、鞘部１０や柄部２０の形状や配置を工夫することによ
り、［３］の演出作動（図４）を省略して、［２］の演出作動（図３）から［４］の演出
作動（図５）へ移行してもよい。また、［４］の演出作動（図５）開始後に［５］の演出
作動（図６）が開始されるタイミングであれば、両演出作動を同時並行して実行してもよ
い。
【００３５】
　次に、図７は可動演出装置を分解して示す前方からの斜視図、図８はその要部拡大斜視
図、図９は可動演出装置を分解して示す後方からの斜視図、図１０はその要部拡大斜視図
である。図７～図１０に示すように、可動演出装置５Ｂは、演出作動部材としての柄部２
０と刀身部３０とを含み、またこれらを駆動するために電動モータ１０３と分配伝達機構
１３０とを備えている。なお、ＬＥＤ等の発光手段を搭載し、演出動作とともに発光によ
る演出表示を行うための刀身部用発光基板３１が、刀身部３０の後面に一体的に固定され
ている。
【００３６】
　電動モータ１０３は、柄部２０及び刀身部３０に対して、上記した単独移動態様及び同
期回動態様への駆動力を及ぼす。また、分配伝達機構１３０は、単独移動態様において電
動モータ１０３の駆動力を柄部２０へのみ伝達するとともに、同期回動態様において電動
モータ１０３の駆動力を柄部２０及び刀身部３０へ同時伝達する。したがって、単独移動
態様では、柄部２０が単独で刀身部３０の長手方向に沿って直線移動する。一方、同期回
動態様では、柄部２０及び刀身部３０が、前後方向において少なくとも部分的に重なり合
って一体化された状態にて、遊技盤２（図１参照）に対して交差（例えば直交）する形で
柄部２０及び刀身部３０の上部に配置された回動軸線Ｏ周りに同時回動する。
【００３７】
　具体的には、図７及び図９に示すように、柄部２０と刀身部３０とは、互いの長手方向
を揃えて重ね合わせ配置され、前方側に位置する柄部２０の長手方向長さが後方側に位置
する刀身部３０の長手方向長さよりも短く（例えばほぼ半分に）形成されている。これに
よって、柄部２０は、上記単独移動態様において、刀身部３０の前方側にて互いの重なり
合いを保ちつつ、あたかも刀身部３０を移動時におけるガイドのようにして、刀身部３０
の長手方向に沿って直線移動することができる。
【００３８】
　ここで柄部２０の演出動作に着目すると、まず単独移動態様において、刀身部３０の下
方側（長手方向一方側）である初期位置（第一位置；図１１～図１５参照）から上方側（
他方側）である単独移動位置（第二位置；図１６～図２０参照）へ単独で直線移動する。
次に同期回動態様において、単独移動位置から回動軸線Ｏ周りに同期回動位置（第三位置
；図２１～図２５参照）へ、刀身部３０とともに同時回動する。
【００３９】
　分配伝達機構１３０は、電動モータ１０３によって駆動される回動軸１３１と、回動軸
１３１に固定されて柄部２０の単独移動態様に係わるピニオンギア１３２と、回動軸１３
１と一体回動して刀身部３０に当接可能な回動片１３３と、柄部２０と刀身部３０との間
に配置されるスライダ１３４Ｕ，１３４Ｄ（ガイド部；ロック片）とを備えている。
【００４０】
　このうち、回動軸１３１には、モータギア１０４、中間ギア１０５、及び回動軸１３１
に固定された入力ギア１０６（被駆動歯車）を介して、電動モータ１０３の駆動力が導入
されている。回動軸１３１は、一端部（後端部）がユニットベース８に軸支され、柄部２
０と刀身部３０との前後の重なり部に位置する形で回動軸線Ｏを有している。柄部２０の
後方側にベース部９が固定され、そのベース部９の長手方向に沿ってラック９ａが一体形
成されている。図１０に示すように、ピニオンギア１３２は、そのラック９ａと噛み合い
、ラック９ａを駆動して上下方向（長手方向）に昇降移動することにより、柄部２０の単
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独移動態様を可能にしている。
【００４１】
　図８に示すように、回動片１３３は、回動軸線Ｏから所定の回動半径ｒを隔てる形で回
動軸１３１と一体回動可能に配置されている。具体的には、入力ギア１０６の前端面の外
周縁に、前方側へ突出する形態で回動片１３３が一体形成されている。刀身部３０の基部
（上端部）は、左右両端の段付部３０Ｌ，３０Ｒを回動軸線Ｏからの半径がｒよりも小さ
い半円状の円弧部３０Ｃで接続して形成されており、入力ギア１０６が段付部３０Ｌ，３
０Ｒの間を回転（回動）するとき、回動片１３３は円弧部３０Ｃの外側を周回する（図１
５参照）。したがって、入力ギア１０６が初期位置（図１１～図１５参照）に相当する始
端側段付部３０Ｌから単独移動位置（図１６～図２０参照）に相当する終端側段付部３０
Ｒに至る第一回動角α（図２０参照）の範囲で回動する間には、回動片１３３は刀身部３
０に当接しない（刀身部３０は回動しない）。それに続いて入力ギア１０６がさらに同期
回動位置（図２１～図２５参照）に至る第二回動角β（図２５参照）の範囲で回動する間
には、回動片１３３は終端側段付部３０Ｒに当接して押圧することにより、刀身部３０を
回動させる。
【００４２】
　柄部２０と一体となって移動するベース部９には、上下方向（長手方向）に長孔９ｂ（
ガイド部）が貫通形成されている。この長孔９ｂには、回動軸１３１の他端部（前端部）
が挿通され、回動軸１３１の先端部に嵌合固定された円筒状の下方スライダ１３４Ｄの外
周面と長孔９ｂの内周面とは、摺動可能なガイド部を構成する。また、長孔９ｂには、刀
身部３０の基部（頂部）において前方側へ突出する形態で一体形成された支軸３０Ｔも挿
通され、支軸３０Ｔの先端部に嵌合固定された円筒状の上方スライダ１３４Ｕの外周面と
長孔９ｂの内周面とは、摺動可能なガイド部を構成する。
【００４３】
　したがって、単独移動態様において、ピニオンギア１３２とラック９ａとが噛み合い、
ベース部９（柄部２０）を初期位置（図１１～図１５参照）から単独移動位置（図１６～
図２０参照）へ上昇移動するときには、これらのスライダ１３４Ｕ，１３４Ｄは長孔９ｂ
の移動ガイドとして機能する。その際、初期位置では、上方スライダ１３４Ｕが長孔９ｂ
の上端に位置する（図１３参照）。また、単独移動位置では、下方スライダ１３４Ｄが長
孔９ｂの下端に位置する（図１８参照）。
【００４４】
　他方、同期回動態様では、回動片１３３が終端側段付部３０Ｒと当接し、刀身部３０を
単独移動位置（図１６～図２０参照）から同期回動位置（図２１～図２５参照）に回動す
る。図２３に示すように、下方スライダ１３４Ｄは、長孔９ｂの下端に位置することによ
って、ラック９ａとピニオンギア１３２との噛み合いに対する抵抗を付与し（すなわち、
ブレーキをかけ）、柄部２０を刀身部３０に対しロック状態とする。また、上方スライダ
１３４Ｕは、刀身部３０の回動に伴って長孔９ｂの内周面と当接し、刀身部３０の回動を
助長する向きに押圧する。よって、同期回動態様では、これらのスライダ１３４Ｕ，１３
４Ｄは、柄部２０を刀身部３０に対しロック状態とし、単独移動態様から同期回動態様へ
移行する（すなわち、単独移動態様を停止して同期回動態様を実行する）ためのロック片
として機能する。
【００４５】
　再び図７～図９に戻り、単独移動態様（図１１～図２０参照）では、電動モータ１０３
の駆動力は、回動軸１３１からピニオンギア１３２とラック９ａとを介して柄部２０を直
線移動させる移動力として伝達される。一方、同期回動態様（図１６～図２５参照）では
、電動モータ１０３の駆動力は、回動片１３３と終端側段付部３０Ｒとの当接により刀身
部３０を回動させ、さらにスライダ１３４Ｕ，１３４Ｄ（ロック片）を介して柄部２０を
刀身部３０と一体的に回動させる回動力として伝達される。
【００４６】
　中央フレーム４（図１参照）に固定されたユニットベース８には、柄部２０（ベース部
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９）の初期位置、単独移動位置及び同期回動位置に対応させて、柄部２０の変動状態を非
接触式にて検知するために、フォトセンサ１４１，１４２，１４３（検知手段）がそれぞ
れ配置されている。また、柄部２０と一体となって変動するベース部９には、フォトセン
サ１４１，１４２，１４３の所定領域を通過する（すなわち、光を遮る）ことによって各
位置へ到達したことを感知し、電動モータ１０３の駆動を停止させるための遮蔽板９ｃ（
通過部）が固定されている。ベース部９に固定された単一の遮蔽板９ｃによって、初期位
置、単独移動位置及び同期回動位置の３位置に配置された各フォトセンサ１４１，１４２
，１４３を作動させることができるので、部品点数を削減してローコストで構成できる。
【００４７】
　図７に示すように、ユニットベース８には、第二回動角βの範囲を規制するために、初
期位置及び同期回動位置における終端側段付部３０Ｒの位置に対応させて、上下の規制片
８Ｕ，８Ｄが形成されている（図２５参照）。なお、上側の第一規制片８Ｕは、初期位置
（第一位置）及び単独移動位置（第二位置）において、刀身部３０が自身の自重によって
回動軸線Ｏ周りで揺動することを抑制する機能も有している（図１５，図２０参照）。
【００４８】
　以上で説明した可動演出装置５Ｂの作動について、図１１～図２５を参照しつつさらに
説明する。
【００４９】
＜初期位置（第一位置）＞（図１１～図１５）
　第一フォトセンサ１４１が遮蔽板９ｃを検知することによって、電動モータ１０３の駆
動が初期位置で停止している。柄部２０と刀身部３０とは、前後方向において重なり合う
状態で、ともに上下方向を向いて停止している。このとき、回動片１３３は始端側段付部
３０Ｌ（図１５参照）に当接し、上方スライダ１３４Ｕは長孔９ｂの上端に当接している
（図１３参照）。なお、終端側段付部３０Ｒの上面が、上方に位置する第一規制片８Ｕの
下面に当接し、始端側段付部３０Ｌの上面が回動片１３３の下面に当接しているので、刀
身部３０の自重による回動軸線Ｏ周りでの揺動が抑制されている（図１５参照）。
【００５０】
＜単独移動位置（第二位置）＞（図１６～図２０）
　初期位置において電動モータ１０３を矢印の方向に駆動すると（図１１参照）、回動片
１３３は始端側段付部３０Ｌから第一回動角α（例えばα＝１５５°；図２０参照）にわ
たり円弧部３０Ｃの外側を周回して、終端側段付部３０Ｒに至る。したがって、この区間
では刀身部３０は回動せず、柄部２０はラック９ａにおける第一回動角α相当量だけ上昇
移動し（単独移動態様）、第二フォトセンサ１４２が遮蔽板９ｃを検知することによって
、電動モータ１０３の駆動が単独移動位置で停止する。このとき、下方スライダ１３４Ｄ
は長孔９ｂの下端に位置している（図１８参照）。なお、終端側段付部３０Ｒの上面が、
上方に位置する第一規制片８Ｕの下面と、回動片１３３の下面とに当接しているので、刀
身部３０の自重による回動軸線Ｏ周りでの揺動（図２０で反時計回り）が抑制される。
【００５１】
＜同期回動位置（第三位置）＞（図２１～図２５）
　単独移動位置において電動モータ１０３を矢印の方向にさらに駆動すると（図１６参照
）、回動片１３３は終端側段付部３０Ｒを上方から押圧し、第二回動角β（例えばβ＝５
０°；図２５参照）にわたり刀身部３０を回動軸線Ｏ周りで回動する。その際、下方スラ
イダ１３４Ｄは長孔９ｂの下端に位置するので、ラック９ａとピニオンギア１３２との噛
み合いに対する抵抗を付与し、柄部２０を刀身部３０に対しロック状態とする（図２３参
照）。また、上方スライダ１３４Ｕは、刀身部３０の回動に伴って長孔９ｂの内周面と当
接し、刀身部３０の回動を助長する向きに押圧する（図２３参照）。その結果、柄部２０
は刀身部３０と一体となって、第二回動角βにわたり回動軸線Ｏ周りで回動する。そして
、第三フォトセンサ１４３が遮蔽板９ｃを検知することによって、電動モータ１０３の駆
動が同期回動位置で停止する。なお、終端側段付部３０Ｒの下面が、下方に位置する第二
規制片８Ｄの上面と当接して、第二回動角βの範囲を規制する。また、終端側段付部３０
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Ｒの上面が回動片１３３の下面に当接しているので、刀身部３０の自重による回動軸線Ｏ
周りでの揺動（図２５で反時計回り）が抑制される。
【００５２】
　なお、図２１～図２５に示す同期回動位置（第三位置）から図１１～図１５に示す初期
位置（第一位置）に復帰する（戻る）場合には、以上の説明とは逆方向の手順にて実行さ
れる。
【００５３】
　このように、電動モータ１０３と柄部２０及び刀身部３０との間に分配伝達機構１３０
を介在させることによって、単独移動態様及び同期回動態様の２つの変動態様に斬新かつ
顕著な変化を付加することができ、異質な態様の演出動作を簡素な構成にて容易に実現で
きる。しかも、後半の同期回動態様では、前半の単独移動態様にて直線移動した柄部２０
と、変動（直線移動）していない刀身部３０とを一体化した状態にて同時に回動するので
、意外性に富みダイナミックな演出動作が可能となり、遊技者の興趣を飛躍的に高めるこ
とができる。さらに、分配伝達機構１３０によって電動モータ１０３からの駆動力を柄部
２０及び刀身部３０に伝達する際に実行タイミングを区分することができ、柄部２０，刀
身部３０間にこじれを生じにくくなり、誤動作や破損のおそれが小さくなる。
【００５４】
　以上の実施例では、遊技機用可動演出装置をパチンコ機に搭載する場合についてのみ説
明したが、アレンジパチンコ等のその他の弾球遊技機は勿論、スロットマシンやパチスロ
機等の回胴式遊技機、ポーカーゲーム機や雀球遊技機等の各種ゲーム機、等で実施しても
よい。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　　　　パチンコ機（遊技機）
　２　　　　　遊技盤
　３　　　　　液晶表示部（可変表示手段）
　４　　　　　中央フレーム
　５Ａ　　　　前側装飾部
　５Ｂ　　　　可動演出装置（遊技機用可動演出装置）
　８　　　　　ユニットベース
　８Ｕ　　　　第一規制片
　８Ｄ　　　　第二規制片
　９　　　　　ベース部
　９ａ　　　　ラック
　９ｂ　　　　長孔（ガイド部）
　９ｃ　　　　遮蔽板（通過部）
　１０　　　　鞘部（第一の演出部材）
　２０　　　　柄部（第一の可動体）
　３０　　　　刀身部（第二の可動体；第二の演出部材）
　３０Ｃ　　　円弧部
　３０Ｌ　　　始端側段付部
　３０Ｒ　　　終端側段付部
　３０Ｔ　　　支軸
　３１　　　　刀身部用発光基板
　１００　　　センター役物
　１０３　　　電動モータ（単一の駆動源）
　１０６　　　入力ギア（被駆動歯車）
　１３０　　　分配伝達機構
　１３１　　　回動軸
　１３２　　　ピニオンギア
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　１３３　　　回動片
　１３４Ｕ　　上方スライダ（ガイド部；ロック片）
　１３４Ｄ　　下方スライダ（ガイド部；ロック片）
　１４１　　　第一フォトセンサ（検知手段）
　１４２　　　第二フォトセンサ（検知手段）
　１４３　　　第三フォトセンサ（検知手段）
　Ｏ　　　　　回動軸線
　ｒ　　　　　回動半径
　α　　　　　第一回動角
　β　　　　　第二回動角

【図１】 【図２】
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