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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作により演出を行う可動演出手段を備えた遊技機において、
　前記可動演出手段は、
　第１の駆動手段の駆動に伴って第１位置および第２位置の間を移動する第１可動部と、
　前記第１可動部に設けられ、第２の駆動手段の駆動に伴い動作する第２可動部と、
　前記第１可動部に設けられ、該第１可動部が第１位置にある状態で第１姿勢に保持され
ると共に、当該第１可動部が第１位置から第２位置に移動するのに伴って第１姿勢から第
２姿勢に姿勢変位する第３可動部と、
　前記第１可動部が第１位置に保持された状態で、前記第２可動部の動作を規制すると共
に、該第１可動部が第１位置から第２位置に移動することで、該第２可動部の動作を許容
する動作規制部とを備え、
　前記第３可動部は、前記第２姿勢へ姿勢変位した際に前記第２の駆動手段の駆動に伴い
前記第２可動部と一体的に動作するよう構成された
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、動作により演出を行う可動演出手段を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、パチンコ球(遊技球)が流下可能な遊技領域が前側
に設けられた遊技盤と、この遊技盤の後側に配設され、各種機器の設置基盤となる設置部
材とを備えている。また、パチンコ機では、設置部材の後側に液晶式等の図柄表示装置が
配設され、設置部材に開設された表示開口、遊技盤に開設された装着口および遊技領域の
略中央位置に配設された枠状装飾体の窓口を介して図柄表示装置の表示部が前側に臨むよ
うになっている。そして、遊技盤の遊技領域に打ち出されたパチンコ球が、枠状装飾体の
下方位置に配設した始動入賞装置に入賞することにより、図柄表示装置の表示部で図柄変
動演出が行われるようになっている。また、近年のパチンコ機には、可動部材を備えた可
動演出装置が遊技盤の適宜位置に配設されて、前記図柄表示装置の図柄変動演出に合わせ
て可動部材を動作させることで、演出効果の向上を図ることが行われている(例えば、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２０１２－２４１９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１のように可動部材を複数備えると共に、可動部材毎に駆動手段を
個別に備えて、各駆動手段を駆動した際に対応した可動部材を動作させるよう構成された
可動演出装置が知られている。しかしながら、各可動部材は、対応する駆動手段の駆動に
伴い個別に駆動されるだけで面白みに欠ける欠点がある。また、可動部材が増えるに従い
必要な駆動手段の数も増加するため、可動演出装置の大型化やコストの増大、あるいは重
量の増加を招く問題も指摘される。
【０００５】
　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、簡単な構成で動作による演出効果を向上し得る可
動演出手段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】
【０００６】
　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、
　動作により演出を行う可動演出手段(40)を備えた遊技機において、
　前記可動演出手段(40)は、
　第１の駆動手段(50)の駆動に伴って第１位置および第２位置の間を移動する第１可動部
(70)と、
　前記第１可動部(70)に設けられ、第２の駆動手段(100)の駆動に伴い動作する第２可動
部(140)と、
　前記第１可動部(70)に設けられ、該第１可動部(70)が第１位置にある状態で第１姿勢に
保持されると共に、当該第１可動部(70)が第１位置から第２位置に移動するのに伴って第
１姿勢から第２姿勢に姿勢変位する第３可動部(150)と、
　前記第１可動部(70)が第１位置に保持された状態で、前記第２可動部(140)の動作を規
制すると共に、該第１可動部(70)が第１位置から第２位置に移動することで、該第２可動
部(140)の動作を許容する動作規制部(49,146)とを備え、
　前記第３可動部(150)は、前記第２姿勢へ姿勢変位した際に前記第２の駆動手段(100)の
駆動に伴い前記第２可動部(140)と一体的に動作するよう構成されたことを要旨とする。
【０００７】
　このように、第１の駆動手段の駆動に伴い第１可動部を動作させ得ると共に、第２の駆
動手段の駆動に伴い第２可動部を動作させ得るだけでなく、該第１可動部の動作に伴って
第３可動部を動作させ得るから、可動演出手段における各可動部の動作による興趣を高め
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ることができる。また、第３可動部を動作させる駆動手段を別途備える必要がないから、
可動演出手段の大型化やコストの増大を防止し得ると共に、軽量な構成で第３可動部を動
作させることができる。更に、第１位置から第２位置への第１可動部の移動を基点として
、第３可動部が第１姿勢から第２姿勢へ姿勢変位すると共に、第２の駆動手段の駆動に伴
う第２可動部の動作を許容するよう構成したことで、各可動部の動作にメリハリを付ける
ことができる。
　また、前記第３可動部が第２姿勢へ姿勢変位した際に、第２の駆動手段の駆動に伴い第
２可動部と一体的に動作するようにしたことで、第１～第３可動部を用いてより多彩な動
作を行わせることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機によれば、簡単な構成で動作による演出効果を高め得る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤の正面図である。
【図３】実施例に係る可動演出装置を配設した設置部材の正面図である。
【図４】実施例に係る可動演出装置の分解斜視図である。
【図５】実施例に係る可動演出装置を前側支持体および発光装飾部を省略して示す正面図
であって、揺動アームが第１位置に保持されると共に第１可動装飾部および第２可動装飾
部が相対的に第１姿勢に保持された状態を示す。
【図６】(a)は、可動演出装置を前側支持体および発光装飾部を省略して示す正面図であ
って、揺動アームが第２位置に保持されると共に第１可動装飾部および第２可動装飾部が
相対的に第２姿勢に保持された状態を示し、(b)は、(a)の要部を拡大して示す斜視図であ
る。
【図７】実施例に係るベース体の分解斜視図である。
【図８】実施例に係る揺動アームを前側から視た分解斜視図である。
【図９】実施例に係る揺動アームを後側から視た分解斜視図である。
【図１０】実施例に係る揺動アームを後側から視た斜視図であって、ガイド溝の形成部位
を拡大して示す。
【図１１】(a)は、回転規制手段が規制位置にある状態を示し、(b)は、回転規制手段が退
避位置にある状態を示す。
【図１２】実施例に係る第１可動装飾部および第２可動装飾部を後側から視た分解斜視図
である。
【図１３】(a)は、第１可動装飾部および第２可動装飾部が相対的に第１姿勢にある状態
で円弧状溝に挿入された規制突部の関係を示す説明図であり、(b)は、第１可動装飾部お
よび第２可動装飾部が相対的に第２姿勢にある状態で円弧状溝に挿入された規制突部の関
係を示す説明図である。
【図１４】実施例に係る可動演出装置における各モータの動作タイミングを示すタイミン
グチャートである。
【図１５】実施例に係る可動演出装置の動作説明図であって、(a)は、揺動アームが第１
位置に保持されると共に、第１可動装飾部および第２可動装飾部が相対的に第１姿勢にあ
る状態を示し、(b)は、(a)におけるＡ部拡大図である。
【図１６】実施例に係る可動演出装置の動作説明図であって、(a)は、回転規制部と係合
突部との係合が解除される位置まで揺動アームが第１位置から第２位置へ向けて揺動する
と共に、第１可動装飾部および第２可動装飾部が相対的に第１姿勢にある状態を示し、(b
)は、(a)におけるＢ部拡大図である。
【図１７】実施例に係る可動演出装置の動作説明図であって、(a)は、揺動アームが第２
位置に保持されると共に、第１可動装飾部および第２可動装飾部が相対的に第２姿勢に変
位した状態を示し、(b)は、(a)におけるＣ部拡大図である。
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【図１８】実施例に係る可動演出装置の動作説明図であって、(a)は、第１可動装飾部が
基準姿勢に保持されると共に、第２センサの検出が切り替わる位置まで揺動アームが第２
位置から第１位置へ向けて揺動した状態を示し、(b)は、(a)において第１可動装飾部が係
合姿勢に変位した状態を示す。
【図１９】実施例に係る可動演出装置の動作説明図であって、(a)は、作動片により回転
規制部が規制位置に変位される位置まで揺動アームが第１位置へ向けて揺動した状態を示
し、(b)は、(a)におけるＤ部拡大図である。
【図２０】図１９における円弧状溝に挿入された規制突部の関係を示す説明図であり、(a
)は、第１可動装飾部および第２可動装飾部が相対的に第２姿勢にある状態を示し、(b)は
、第１可動装飾部を逆回転方向へ回転して第２可動装飾部が第１可動装飾部に対して相対
的に第２方向へ変位する状態を示す。
【図２１】(a)は、図１９(b)において第１可動装飾部を逆回転方向へ回転して第２可動装
飾部が第１可動装飾部に対して相対的に第２方向へ変位する状態を示し、(b)は、相対的
に第１姿勢となる位置まで第１可動装飾部が回転した状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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
ンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「
右」とは、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１４】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に固定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、
後述する遊技盤２０(図２参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉およ
び着脱可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、各種図柄を変動表示可能な図柄表
示装置１８が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤
２０を透視保護するガラス板等の透視保護体(図示せず)を備えた装飾枠としての前枠１３
が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け
皿１５が開閉可能に組み付けられる。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パ
チンコ球を貯留する上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合
わせて上球受け皿１４も一体的に開閉するよう構成される。また、前記中枠１２の右下方
位置には、該中枠１２に配設された打球発射装置(図示せず)を作動する操作ハンドル１６
が設けられており、該操作ハンドル１６の操作により打球発射装置が作動することで、前
記上球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０に向けて発射されるようにな
っている。なお、実施例では、前記図柄表示装置１８として、各種図柄を表示可能な液晶
パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されるが、これに限られるものではな
く、ドラム式の表示装置やドットマトリックス式の表示装置、７セグメントディスプレイ
、その他の各種図柄を停止および変動表示可能な表示装置を採用し得る。また、前記上球
受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成して中枠１２に対して開閉可能に組み付けるよ
うにしてもよく、また球受け皿を１つだけ備える構成であってもよい。
【００１５】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、図２に示すように、所定板厚の略矩形状に形成されたアクリルやポ
リカーボネート等の透明な合成樹脂材で形成された透明板であって、該遊技盤２０の表面
に、略円形状に湾曲した案内レール２１が設けられて、該案内レール２１によりパチンコ
球が流下可能な遊技領域２０ａが画成され、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球
が遊技領域２０ａ内に打ち出されるようになっている。また遊技盤２０には、前後に貫通
する装着口(図示せず)が前記遊技領域２０ａ内に複数開設されて、各装着口に対して各種
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部品が前側から取り付けられると共に、遊技領域２０ａの最下部位置には、該遊技領域２
０ａに打ち出されたパチンコ球を排出するアウト口２２が開設されている。また、前記遊
技盤２０には、前記遊技領域２０ａ内に多数の遊技釘が植設されており、遊技領域２０ａ
を流下するパチンコ球が遊技釘に接触することでパチンコ球の流下方向を不規則に変化さ
せたり、パチンコ球を一定方向に誘導するようになっている。なお、前記装着口の形成数
や大きさは、遊技盤２０に対して取り付けられる各種部品の個数や配設位置等に応じて適
宜決定される。
【００１６】
　ここで、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａの略中央に、前後に開口する表示窓
口２５ａが形成された枠状装飾体２５(図２参照)が取り付けられており、該枠状装飾体２
５の表示窓口２５ａを介して図柄表示装置１８の表示部１８ａが遊技盤２０の前面側に臨
むよう構成されている。前記枠状装飾体２５は、前記装着口に沿って延在する環状に形成
されると共に、上縁部から左右両側縁部に亘り、遊技盤２０の前面より前方に突出する庇
状部２５ｂが連続的に設けられており、前記遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を
庇状部２５ｂに沿って枠状装飾体２５の左右側部へ案内することで、該パチンコ球が表示
窓口２５ａを横切って流下するのを規制している。なお、枠状装飾体２５には、前記表示
窓口２５ａの開口下縁側にパチンコ球が左右に転動可能なステージ２５ｃが配設されてい
る。
【００１７】
　また、前記遊技盤２０には、図２に示すように、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球
が入賞可能な始動入賞装置２３や特別入賞装置２４が取り付けられている。そして、前記
始動入賞装置２３の入賞口にパチンコ球が入賞することで、前記図柄表示装置１８に図柄
を変動表示する図柄変動演出が展開され、該図柄変動演出の結果、図柄表示装置１８に所
定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の３つ揃い等)で図柄が確定的に停止表示されると、
特別遊技(大当り)が発生して前記特別入賞装置２４が開放し、遊技者が多数の賞球を獲得
可能な機会が与えられるようになっている。
【００１８】
(設置部材３０について)
　また、前記遊技盤２０の裏面には、前記図柄表示装置１８が取り付けられる設置部材３
０(図３参照)が設けられている。前記設置部材３０は、前方へ開口する略矩形箱状に形成
されており、該設置部の開口前端部を遊技盤２０の裏側に当接させた状態で固定されてい
る。前記設置部材３０には、前記遊技盤に対向する対向面部において前記枠状装飾体２５
の表示窓口２５ａと前後に並ぶ位置に、前後に開口する表示開口部３０ａが開設されると
共に、該設置部材３０の表示開口部３０ａに臨むよう前記図柄表示装置１８が対向面部の
裏側に着脱可能に取り付けられており、表示窓口２５ａを介して図柄表示装置１８の表示
部１８ａを遊技盤２０の前側から視認し得るようになっている。また、前記設置部材３０
の前面側(すなわち、遊技盤２０と設置部材３０により画成される設置空間内)には、前記
表示開口部３０ａを囲繞するように各種の演出装置や発光装飾部が配設されている。すな
わち、前記設置部材３０は、図柄表示装置１８や演出装置等のパチンコ機１０の遊技演出
に関わる各種演出装置の設置手段として機能している。実施例では、前記表示開口部３０
ａの開口上部に、可動演出装置４０が配設されている。
【００１９】
(可動演出装置４０について)
　図４～図６に示すように、前記可動演出装置４０は、前記設置部材３０に取り付けられ
る装置本体４１と、該装置本体４１に配設された第１駆動モータ(第１の駆動手段)５０と
、該第１駆動ギア５１の駆動に伴い揺動(動作)する揺動アーム(第１可動部)７０と、該揺
動アーム７０に配設された第２駆動モータ(第２の駆動手段)１００と、該第２駆動モータ
(第２の駆動手段)１００の駆動に伴い回転(動作)する可動装飾部１４０,１５０とを備え
ており、第１駆動モータ５０および第２駆動モータ１００の夫々が前記図柄表示装置１８
で行われる図柄変動演出を制御する制御手段(図示せず)に配線接続されている。ここで、



(6) JP 5763008 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

実施例では第１駆動モータ５０および第２駆動モータ１００としてステッピングモータが
採用されており、前記制御手段から入力されるパルス信号に基づいて各駆動モータ５０,
１００が個別に正逆駆動するよう構成されている。また、前記可動演出装置４０には、図
示しないＬＥＤ等の発光体を備えた発光装飾部１７０が前記可動装飾部１４０,１５０の
前側に位置するよう前記装置本体４１に配設されており、前記枠状装飾体２５における表
示窓口２５ａの開口内側に発光装飾部１７０が臨むよう構成されている。前記発光装飾部
１７０の発光体は、前記図柄表示装置１８を制御する制御手段に接続されており、該制御
手段からの制御信号に基づいて発光するようになっている。
【００２０】
(装置本体４１について)
　前記装置本体４１は、図４に示すように、前記設置部材３０に取り付けられ、前記第１
駆動モータ５０が配設されるベース体４２と、該ベース体４２の前側に離間して配設され
た前側支持体４８とを備えており、該ベース体４２と前側支持体４８との間に前記揺動ア
ーム７０が揺動可能に配設されている。前記ベース体４２には、前面の左側に偏った位置
に形成された軸支持孔４５ａ(図７参照)に揺動軸４６が取り付けられており、該揺動軸４
６に前記揺動アーム７０が枢支されている。ここで、揺動アーム７０は、前記揺動軸４６
を中心として前記ベース体４２の前面に位置する第１位置(図５参照)と、該第１位置から
揺動軸４６を中心として下方へ揺動した第２位置(図６参照)との間を移動し得るようにな
っている。なお、前記揺動アーム７０が第１位置にある状態では、該揺動アーム７０およ
び可動装飾部１４０,１５０の夫々が前記発光装飾部１７０の後方に隠れて、該揺動アー
ム７０および可動装飾部１４０,１５０を前側から視認し得ないよう構成されると共に(図
３参照)、揺動アーム７０が第２位置に揺動した状態では、前記枠状装飾体２５の表示窓
口２５ａの開口内側に前記可動装飾部１４０,１５０が臨んで前記図柄表示装置１８の前
側に重なるよう構成されている(図２参照)。また、実施例の揺動アーム７０は、第１位置
から第２位置へ向けて自重で落下して揺動するよう構成される。
【００２１】
　前記ベース体４２は、図７に示すように、前後の半体４４,４５から内部に第１機構収
容部４３が画成された横長矩形箱状に形成され、該ベース体４２(後半体４４)の通孔４４
ａを介して第１機構収容部４３内に駆動軸５０ａが突出する姿勢で、前記第１駆動モータ
５０がベース体４２(後半体４４)の後面側に配設されている。前記第１機構収容部４３に
は、前記第１駆動モータ５０と揺動アーム７０とを連繋接続する第１連繋機構５１,５２,
５５が配設されており、該第１駆動モータ５０を駆動した際に第１連繋機構５１,５２,５
５が作動することで揺動アーム７０が第１位置および第２位置に移動するようになってい
る。ここで、実施例の装置本体４１には、前記第１駆動モータ５０の駆動軸５０ａに取り
付けられた第１駆動ギア５１と、前記揺動アーム７０に係脱可能に係合する第１作動ギア
(回転切替手段)５５と、該第１駆動ギア５１および第１作動ギア５５に噛合する従動ギア
５２とを第１連繋機構として備えており、前記第１駆動モータ５０を駆動することで、第
１作動ギア５５が第１機構収容部４３の内部で回転するようになっている。
【００２２】
　前記第１作動ギア５５は、図７に示すように、前後に延在する支軸５４を介して前記ベ
ース体４２に回転自在に枢支されると共に、該第１作動ギア５５の前面に、前方へ突出す
る作動軸(係合部)５５ａが偏心するよう設けられている。前記ベース体４２(前半体４５)
には、前記第１作動ギア５５と対応する位置に前後に開口する作動孔４２ａが開設されて
おり、該作動孔４２ａを介してベース体４２の前面側へ前記作動軸５５ａが突出するよう
構成され、第１作動ギア５５の回転に伴って前記揺動アーム７０に形成されたガイド部７
５(後述)に作動軸５５ａが係脱可能に係合することで、揺動アーム７０が第１位置および
第２位置の間を移動するよう構成されている。なお、実施例では、前記第１作動ギア５５
が一定方向(図７、図１５等における反時計回り)に回転するよう前記第１駆動モータ５０
を前記制御手段が駆動制御するよう設定されている。
【００２３】
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　前記第１作動ギア５５における前記従動ギア５２に噛合するギア部(図示せず)の外周前
縁部には、径方向外方へ延出する第１検出片５６が全周に亘って形成されると共に、該第
１検出片５６に、径方向外方および前後に開口する通光部５６ａが１箇所に形成されてい
る(図７参照)。前記ベース体４２の第１機構収容部４３には、前記第１作動ギア５５の径
方向外方に隣接して、前記制御手段に接続した第１センサ(第１検出手段)５７が配設され
ており、第１センサ５７による前記通光部５６ａの検出に基づいて、前記第１駆動モータ
５０を駆動制御するよう構成されている。なお、実施例における第１センサ５７としては
、発光部および受光部を検出部として備えたフォトセンサが採用されて、第１作動ギア５
５の回転に伴い、発光部および受光部の間に第１検出片５６が臨んで遮光した状態(ＯＦ
Ｆ)と(図１６等参照)、発光部および受光部の間に前記通光部５６ａが臨んで通光した状
態(ＯＮ)とに切り替わることで(図１５参照)、前記第１作動ギア５５が原位置にあるか否
かを検出するよう構成されている。ここで、実施例では前記第１センサ５７が通光部５６
ａを検出する原位置において前記作動軸５５ａが最上点に位置して前記揺動アーム７０が
第１位置に保持されるようになっている。
【００２４】
(揺動アーム７０について)
　前記揺動アーム７０は、図８、図９に示すように、前後の基材７１,７２から前記揺動
軸４６を中心として径方向へ延在する棒状に形成されて、一方端部に前記揺動軸４６を挿
通する挿通孔７０ａが形成されると共に、他方端部に前記可動装飾部１４０,１５０が回
転可能に設置される設置部８６が設けられている。また、前記揺動アーム７０は、揺動ア
ーム７０の本体内部に前記可動装飾部１４０,１５０の回転を規制する回転規制手段(第２
規制部)１１０(後述)を収容する第２機構収容部７６が画成されると共に、当該揺動アー
ム７０における前記設置部８６の内部に、前記第２駆動モータ１００と可動装飾部１４０
,１５０とを連繋接続する第２連繋機構１０１,１０５を収容する第３機構収容部７７が画
成されている。
【００２５】
　図９、図１０等に示すように、前記揺動アーム７０の後面には、前記ベース体４２に形
成された作動孔４２ａの前側に重なる位置(揺動軸４６と設置部８６との間)に、前記第１
作動ギア５５の作動軸５５ａと係脱可能に係合するガイド部７５が形成されている。ここ
で、前記ガイド部７５は、前記第１作動ギア５５が原位置にある状態において、前記作動
軸５５ａの上方位置で後方へ延出するよう形成されて、該作動軸５５ａにガイド部７５が
上方から当接(係合)するよう構成されている。すなわち、前記第１作動ギア５５が原位置
にある状態で作動軸５５ａがガイド部７５に係合することで、前記揺動アーム７０が第１
位置に保持されるようになっている。また、前記ガイド部７５は、前記第１作動ギア５５
の回転に伴い前記作動軸５５ａから分離して係合が解除されるよう形成されており、該作
動軸５５ａとガイド部７５との係合が解除されることで、揺動アーム７０が揺動軸４６を
中心に自重で第２位置へ向けて揺動するようになっている。また、前記ガイド部７５は、
図１７に示すように、前記揺動アーム７０が第２位置に揺動した状態で、前記作動ギアの
回転に伴う作動軸５５ａの移動方向前方に臨むよう形成されている。すなわち、第２位置
に位置する揺動アーム７０のガイド部７５に前記作動軸５５ａが当接した状態で、前記第
１作動ギア５５を回転することにより、当該揺動アーム７０が第２位置から第１位置へ向
けて揺動するよう構成されている(図１８等参照)。このように、実施例の揺動アーム７０
は、前記第１駆動モータ５０の駆動に伴って第１作動ギア５５を一定方向へ回転すること
で、第１位置および第２位置の間を揺動するになっている。
【００２６】
　前記揺動アーム７０には、図５、図６、図８、図９に示すように、前記揺動軸４６を中
心として前記設置部８６とは反対側に延出する延出部７４が形成されている。また、前記
ベース体４２(前半体４５)の前面には、前記延出部７４の移動軌跡上に揺動規制部(緩衝
部)６０が設けられており、当該揺動規制部６０に揺動アーム７０の延出部７４が当接す
ることで揺動アーム７０の揺動が規制されるようになっている。すなわち、揺動アーム７
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０が第１位置から第２位置に自重で落下移動した際に、揺動規制部６０に延出部７４が当
接することで揺動アーム７０が揺動軸４６を中心として右下がりに傾斜した第２位置で保
持されるよう構成されている。また、前記揺動アーム７０における後側基材７２の前面に
は、前記揺動軸４６に枢支される基部側の前面に第１の補強板金７３が配設されており、
第１位置から第２位置へ自重で移動した衝撃により揺動アーム７０が破損するのを防止し
ている。なお、前記揺動規制部６０は、前記揺動軸４６の左上方位置に位置するホルダ６
１と、該ホルダ６１に配設されて前記揺動アーム７０の延出部７４が当接する緩衝部材６
２と、該ホルダ６１を補強する第２の補強板金６３とから構成されており、第１位置から
第２位置へ自重で移動した揺動アーム７０の衝撃を揺動規制部６０で受止め得るよう構成
されている。また、前記緩衝部材６２は、前記ホルダ６１に対して前方から着脱可能に配
設されており、緩衝部材６２の破損や摩耗時に容易に取り替え得るようになっている。
【００２７】
　また、図８、図９に示すように、前記揺動アーム７０には、前記延出部７４の後方位置
に、後方へ突出する突出片７９が形成されると共に、該突出片７９の後端部に、前記揺動
軸４６を中心とする径方向外方へ延出する扇状の第２検出片８１が形成されている。前記
第２検出片８１は、前記ベース体４２の前面に形成された円弧状の挿入孔４２ｂを介して
前記第１機構収容部４３内に挿入されて、揺動アーム７０の揺動に伴って第１機構収容部
４３内を移動するよう構成されている。そして、前記第１機構収容部４３の内部に、前記
制御手段に接続した第２センサ(第１検出手段)８２が前記第２検出片８１の移動軌跡上に
位置するよう配設されており(図７、図１５等参照)、揺動アーム７０の揺動に伴って前記
第２センサ８２が第２検出片８１を検出し得るよう構成されている。なお、実施例におけ
る第２センサ８２としては、発光部および受光部を検出部として備えたフォトセンサが採
用されており、揺動アーム７０の揺動に伴い、発光部および受光部の間に第２検出片８１
が臨んで遮光した状態(ＯＦＦ)と(図１７等参照)、発光部および受光部の間から前記第２
検出片８１が離間して通光した状態(ＯＮ)とに切り替わることで(図１５、図１６等参照)
、揺動アーム７０の揺動位置を検出するよう構成されている。
【００２８】
　実施例では、前記揺動アーム７０が第１位置にある状態で前記第２センサ８２から第２
検出片８１が離間する検出状態(ＯＮ)となり、該揺動アーム７０が第１位置から第２位置
に揺動する途中で第２センサ８２の間に第２検出片８１が臨んだ非検出状態(ＯＦＦ)に切
り替わるようになっている。具体的には、前記第２センサ８２から第２検出片８１が離間
する検出状態(ＯＮ)では、前記回転規制手段１１０(具体的には、回転規制部１１２)が後
述する規制位置(図１１(a)参照)に位置し、該規制位置から後述する退避位置(図１１(b)
参照)に前記回転規制手段１１０が切り替わった後に、第２センサ８２が検出状態(ＯＮ)
から非検出状態(ＯＦＦ)に切り替わるようになっており、該第２センサ８２による第２検
出片８１の検出状態に基づいて、前記制御手段が第１駆動モータ５０および第２駆動モー
タ１００を駆動制御するよう構成されている。すなわち、前記第２センサ８２は、前記回
転規制手段１１０(回転規制部１１２)の退避位置から規制位置の切り替わりを検出する検
出手段として機能している。なお実施例では、前記揺動アーム７０が第１位置から第２位
置に揺動する揺動範囲の略半分となる位置まで揺動した際に、第２センサ８２の検出状態
が切り替わるよう構成されている。
【００２９】
　前記揺動アーム７０(後側基材７２)の後面には、図９、図１０等に示すように、前記揺
動軸４６の挿通孔７０ａと設置部８６との間に、揺動アーム７０の揺動方向および後方へ
開口するガイド溝８５が形成されている。前記ガイド溝８５の内側部には、前記第２機構
収容部７６に開口する側部開口８５ａ(図１０参照)が形成されており、該ガイド溝８５の
側部開口８５ａを介して第２機構収容部７６に配設された前記回転規制手段１１０(具体
的には後述する作動体１１５)がガイド溝８５に臨むよう構成されている。また、前記ベ
ース体４２には、前記揺動アーム７０の揺動に伴うガイド溝８５の移動軌跡に対応した前
面位置に、前記揺動軸４６を中心とした円弧状に延在する作動片(作動部)６５が前方へ突
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出するよう形成されており(図４等参照)、該揺動アーム７０の揺動に伴って該作動片６５
がガイド溝８５に挿脱されるようになっている。ここで、前記作動片６５の延在長は、前
記揺動アーム７０の揺動範囲よりも短くなるよう設定されている。すなわち、前記揺動ア
ーム７０が第１位置から第２位置に移動する途中で、作動片６５がガイド溝８５から抜け
出るように構成されており、該作動片６５がガイド溝８５に挿脱されることで、前記回転
規制手段１１０が可動装飾部１４０,１５０の回転を規制可能な規制位置および該可動装
飾部１４０,１５０の回転を規制不能な退避位置に変位するようになっている。
【００３０】
　前記設置部８６は、図８，図９に示すように、前記前側基材７１に形成されて後方へ開
口する円筒状の前支持部８７と、前記後側基材７２に形成されて前支持部８７の後方開口
を閉塞する後支持部８８とから構成されて、該前後の支持部８７,８８の間に前記第３機
構収容部７７が画成されている。ここで、実施例の第２駆動モータ１００は、前記設置部
８６(後支持部８８)の通孔８８ａを介して前記第３機構収容部７７内に駆動軸１００ａが
突出する姿勢で、当該設置部８６(後支持部８８)の後面側に配設されている。前記第３機
構収容部７７には、前記第２駆動モータ１００と可動装飾部１４０,１５０とを連繋接続
する第２連繋機構１０１,１０５が配設されており、該第２駆動モータ１００を駆動した
際に第２連繋機構１０１,１０５が作動することで可動装飾部１４０,１５０が回転するよ
うになっている。ここで、実施例の第２連繋機構１０１,１０５は、前記第２駆動モータ
１００の駆動軸１００ａに取り付けられた第２駆動ギア１０１と、前記可動装飾部１４０
,１５０の回転軸１４８に取り付けられると共に第２駆動ギア１０１に噛合する第２作動
ギア１０５とを有しており、第２駆動モータ１００を正逆駆動することで、可動装飾部１
４０,１５０が図５、図６の時計回りおよび反時計回りに回転するよう構成される。
【００３１】
　前記第２作動ギア１０５には、図８、図９に示すように、径方向外方へ延出する第３検
出片１０６が全周に亘って形成されると共に、該第３検出片１０６に、径方向外方および
前後に開口する通光部１０６ａが形成されている。そして、前記設置部８６の第３機構収
容部７７には、前記第２作動ギア１０５の径方向外方に隣接して、前記制御手段に接続し
た第３センサ(第２検出手段)１０７が配設されており、第３センサ１０７による前記通光
部１０６ａの検出に基づいて、前記制御手段が第２駆動モータ１００を駆動制御するよう
構成されている。ここで、前記第２作動ギア１０５には、点対称となる位置に通光部１０
６ａが夫々設けられており、前記第３センサ１０７が何れかの通光部１０６ａを検出する
ことで第２作動ギア１０５(可動装飾部１４０,１５０)の原位置が検出されるようになっ
ている。なお、実施例における第３センサ１０７としては、発光部と受光部とを備えたフ
ォトセンサが採用されて、第２作動ギア１０５の回転に伴い、発光部と受光部との間に前
記第３検出片１０６が臨んで遮光した状態(ＯＦＦ)と(図１８(b)等参照)、発光部と受光
部との間に前記通光部１０６ａが臨んで通光した状態(ＯＮ)とに切り替わることで(図１
５参照)、前記第２作動ギア１０５が原位置にあるか否かを検出するよう構成されている
。なお、前記第２作動ギア１０５が原位置にある状態で、後述する第１可動装飾部１４０
が基準姿勢(後述)となるよう構成されている。
【００３２】
(回転規制手段１１０について)
　次に、前記揺動アーム７０に配設される回転規制手段１１０について説明する。前記回
転規制手段１１０は、図８、図９、図１１に示すように、前記可動装飾部１４０,１５０
の回転を規制可能な前記規制位置および該可動装飾部１４０,１５０の回転を規制不能な
前記退避位置に移動可能なスライダ(規制部本体)１１１と、該揺動アーム７０に対して揺
動可能に枢支されると共にスライダ１１１に連繋接続する作動体(操作部)１１５と、当該
スライダ１１１を前記退避位置へ向けて付勢する第１のバネ部材(付勢手段)１２０とから
構成されている。また、前記スライダ１１１の後方には、該スライダ１１１を揺動アーム
７０に沿って摺動可能に支持する蓋部材１２５が配設されている。なお、実施例では第１
のバネ部材１２０として引張りバネが採用されており、該第１のバネ部材１２０の一方端
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部が前記スライダ１１１に形成された掛け部１１１ａに係止されると共に、他方端部が前
記蓋部材１２５に形成された掛け部１２５ａ(図９参照)に係止されるようになっている。
また、前記スライダ１１１における揺動アーム７０の枢支側端部には、前記作動体１１５
が接続する長孔１１１ｂが形成されている。
【００３３】
　ここで、前記スライダ１１１は、図１１に示すように、前記揺動アーム７０に沿って長
手が延在する平板状に形成されると共に、該スライダ１１１における前記設置部８６に対
向する端部に、前方へ突出する回転規制部１１２が形成されている。前記回転規制部１１
２は、前記揺動アーム７０の前側基材７１に形成された摺動凹部７０ｂに挿入されている
。前記摺動凹部７０ｂは、前記揺動アーム７０の前面において、前記設置部８６側に開口
するよう形成されており(図４、図８、図９等参照)、前記スライダ１１１が退避位置から
規制位置に移動することで、該摺動凹部７０ｂから前記設置部８６側に回転規制部１１２
が突出するよう構成されている。ここで、前記規制位置は、前記スライダ１１１の回転規
制部１１２が前記可動装飾部１４０,１５０に形成された係合突部１５７(後述)の回転軌
跡(移動軌跡)Ｌ上に臨んで、該回転規制部１１２と係合突部１５７とが当接(係合)可能な
位置にある状態(図１１(a)参照)を指し、退避位置は、スライダ１１１の回転規制部１１
２が係合突部１５７の回転軌跡Ｌから退避して、当該回転規制部１１２と係合突部１５７
とが当接(係合)不能な位置にある状態(図１１(b)参照)を指している。
【００３４】
　前記作動体１１５は、図１１に示すように、前記揺動アーム７０に枢軸１１４を介して
枢支される軸部１１５ａから径方向外方へ延出して、揺動アーム７０の揺動に伴って前記
作動片６５により押圧される押圧部(操作部)１１６と、前記スライダ１１１の長孔１１１
ｂに遊嵌される作動突部１１８とを備えており、該作動体１１５の揺動に伴ってスライダ
１１１が規制位置および退避位置に移動するようになっている。また、前記作動体１１５
は、前記揺動アーム７０におけるガイド溝８５の側部開口８５ａに臨むよう配置されて、
前記スライダ１１１が退避位置にある状態では前記第１のバネ部材１２０の付勢によりス
ライダ１１１を介して前記押圧部１１６がガイド溝８５内に突出するよう付勢されている
。すなわち、前記揺動アーム７０の揺動に伴い前記ベース体４２の作動片６５が前記作動
体１１５の押圧部１１６に当接するよう構成され、該作動体１１５の押圧部１１６に当接
した状態で作動片６５がガイド溝８５に挿入されるよう揺動アーム７０を揺動(すなわち
第２位置から第１位置へ向けて揺動)することで、該作動片６５に押圧された作動体１１
５の揺動に伴って前記スライダ１１１が退避位置から規制位置に変位するようになってい
る。ここで、図１８に示すように、作動片６５が作動体１１５に当接する前(すなわち回
転規制部１１２が退避位置にある状態で)第２センサ８２の検出状態がＯＦＦからＯＮに
切り替わるようになっている。
【００３５】
(可動装飾部１４０,１５０について)
　前記可動装飾部１４０,１５０は、図８、図１２に示すように、前記揺動アーム７０(設
置部８６)に前記回転軸１４８を中心として回転可能に支持されると共に前記第２駆動モ
ータ１００の駆動に伴い回転する第１可動装飾部(第２可動部)１４０と、該揺動アーム７
０(設置部８６)に回転可能に支持されると共に該第１可動装飾部１４０に対して相対的に
姿勢変位可能な第２可動装飾部(第３可動部)１５０とを備えている。なお、実施例の前記
第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部１５０は、前記回転軸１４８を中心として径
方向に延出する一対の鉤状の装飾部１４２,１４２,１５２,１５２を、点対象となる位置
に夫々備えた略同一形状に形成されて、該第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部１
５０の各装飾部１４２,１４２,１５２,１５２が前後に重なる第１姿勢(図５、図１３(a)
等参照)と、回転軸１４８を中心として第１姿勢から９０度回転した第２姿勢(図６、図１
３(b)等参照)とに相対的に姿勢変位し得るよう構成されている。
【００３６】
(第１可動装飾部１４０について)
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　前記第１可動装飾部１４０は、図１２に示すように、前記揺動アーム７０の設置部８６
を覆う飾り板１４１と、当該飾り板１４１の外周縁から径方向に延出する一対の前記装飾
部１４２,１４２と、当該飾り板１４１の後面に配設されて第１可動装飾部１４０に対す
る第２可動装飾部１５０の回転範囲を規制する規制板１４３とを備え、該規制板１４３に
回転軸１４８が取り付けられている。なお、以下の説明では、第１可動装飾部１４０の装
飾部を前側装飾部１４２,１４２と指称する。また、前記規制板１４３は、円板状に形成
されて、その中心位置に前記回転軸１４８を固定する軸固定部１４３ａが形成されると共
に、該軸固定部１４３ａの周囲に、当該軸固定部１４３ａを中心として円弧状に延在する
円弧状孔１４４が前後に開口するよう形成されている。なお、前記円弧状孔１４４は、前
記軸固定部１４３ａを中心として周方向へ離間する２箇所に形成されている。また、図１
２における符号１４５は、前記規制板１４３を飾り板１４１に固定する固定部材である。
【００３７】
　ここで、前記回転軸１４８は、前記揺動アーム７０の設置部８６(前支持部８７)の中心
位置に形成された軸挿通孔８６ａに前側から回転可能に挿通されて、前記第３機構収容部
７７の内部で前記第２作動ギア１０５が取り付けられている。すなわち、前記第１可動装
飾部１４０は、前記回転軸１４８に直接固定されており、前記第２駆動モータ１００を駆
動制御することで正逆回転または停止させ得るようになっている。なお、以下の説明では
、図１３等に示すように正面から視た状態において、前記第１可動装飾部１４０が反時計
回りに回転する回転方向を正回転方向と指称し、第１可動装飾部１４０が時計回りに回転
する回転方向を逆回転方向と指称する場合がある。また、前記揺動アーム７０が第１位置
にある状態において、前記前側装飾部１４２,１４２が飾り部の左右方向へ延在する姿勢
に変位した際に、前記第２作動ギア１０５に形成された何れかの通光部１０６ａが第３セ
ンサ１０７で検出されるようになっている。すなわち、第１可動装飾部１４０は、正回転
方向または逆回転方向に１８０度回転する毎に基準姿勢(図１５等参照)に復帰するよう構
成されている。
【００３８】
　図１２に示すように、前記第１可動装飾部１４０の各前側装飾部１４２,１４２には、
延出端部側に後方へ突出する規制突片(第３規制部、動作規制部)１４６が夫々形成されて
いる。そして、前記揺動アーム７０が第１位置に保持されると共に前記第１可動装飾部１
４０が基準姿勢にある状態において、前記規制突片１４６に対する正回転方向前側に、前
記ベース体４２に配設されたストッパ部材(第４規制部、動作規制部)４９が当接するよう
構成されている(図１５参照)。これにより、前記第２駆動モータ１００へのパルス信号の
出力を停止して励磁停止を解除した際に、後述する第２のバネ部材１５６の反発力により
第１可動装飾部１４０が正回転方向へ回転して第２可動装飾部１５０が第１可動装飾部１
４０に対して相対的に第１姿勢から第２姿勢に姿勢変位するのを防止している。すなわち
、前記揺動アーム７０が第１位置に保持された状態では、前記規制突片１４６およびスト
ッパ部材４９により第１可動装飾部１４０の動作が規制され、該揺動アーム７０が第１位
置から第２位置に移動することで、該第１可動装飾部１４０の動作が許容されるよう構成
されている。
【００３９】
(第２可動装飾部１５０について)
　前記第２可動装飾部１５０は、図１２に示すように、前記第１可動装飾部１４０の飾り
板１４１の後方に位置し、前記回転軸１４８に回転可能に支持される基体部１５１と、該
基体部１５１の外周縁から径方向に延出する一対の前記装飾部１５２,１５２とを備え、
回転軸１４８を中心として回転可能に構成されている。なお、以下の説明では、第２可動
装飾部１５０の装飾部を後側装飾部１５２,１５２と指称する。前記基体部１５１は、後
方へ開口する円筒状に形成されると共に、該基体部１５１の前面中心位置に前記回転軸１
４８を挿通する通孔１５１ａが前後に形成されている。また、前記基体部１５１の後面に
は、前記回転軸１４８が挿通される軸受け部材１５３が配設されており、該軸受け部材１
５３に挿通した回転軸１４８を中心として回転し得るよう構成されている。
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【００４０】
　また、図１２に示すように、前記基体部１５１には、前記第１可動装飾部１４０の各円
弧状孔１４４と前後に整列する位置に、前方へ突出する規制突部(第２の係合部)１５４が
形成されており、前記回転軸１４８を軸受け部材１５３に挿通した状態で、各規制突部１
５４が対応の円弧状孔１４４に後方から挿入されるようになっている。すなわち、前記第
２可動装飾部１５０は、前記円弧状孔１４４において周方向に離間する係合端部１４４ａ
(第１の係合部)に規制突部１５４が当接する範囲で、回転軸１４８を中心として前記第１
可動装飾部１４０に対して相対的に回転し得るようになっている(図１３参照)。また、実
施例では、前記第２可動装飾部１５０が第１姿勢にある状態で第１可動装飾部１４０を保
持した場合に、該第２可動装飾部１５０が逆回転方向に９０度回転し得るよう前記円弧状
孔１４４が形成されている。また、以下の説明において、前記第１可動装飾部１４０に対
して第１姿勢から第２姿勢に第２可動装飾部１５０が相対的に姿勢変位する回転方向を第
１方向と指称し、第１可動装飾部１４０に対して第２姿勢から第１姿勢に相対的に第２可
動装飾部１５０が姿勢変位する回転方向を第２方向と指称する場合がある。言い換えると
、実施例では、前記第１可動装飾部１４０に対して相対的に第２可動装飾部１５０を逆回
転方向(第１方向)に回転させることで、該第２可動装飾部１５０が第１可動装飾部１４０
に対して第１姿勢から第２姿勢に姿勢変位すると共に、第１可動装飾部１４０に対して相
対的に第２可動装飾部１５０を正回転方向(第２方向)に回転させることで、該第２可動装
飾部１５０が第１可動装飾部１４０に対して第２姿勢から第１姿勢に姿勢変位するように
なっている。
【００４１】
　また、図１２に示すように、前記第１可動装飾部１４０と第２可動装飾部１５０との間
には、該第１可動装飾部１４０に対して第２可動装飾部１５０が第２姿勢へ変位するよう
付勢する第２のバネ部材１５６が介装されている。すなわち、前記第２可動装飾部１５０
が第１可動装飾部１４０に対して第２姿勢に変位した状態では、前記第２のバネ部材１５
６の付勢により第２可動装飾部１５０の規制突部１５４が第１可動装飾部１４０の円弧状
孔１４４の係合端部１４４ａに押圧されることで、前記第２駆動モータ１００の駆動に伴
って第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部１５０が一体的に正逆回転方向に回転す
るようになっている。なお、実施例では前記第２のバネ部材１５６としての捻りバネのコ
イル部１５６ａが前記回転軸１４８に挿通され、該第２のバネ部材１５６における一方の
係止アーム１５６ｂが前記第１可動装飾部１４０(規制板１４３)の係止部１４３ｂに係止
されると共に、当該第２のバネ部材１５６における他方の係止アーム１５６ｂが前記第２
可動装飾部１５０の一方の規制突部１５４に係止されている。
【００４２】
　ここで、前記第２可動装飾部１５０の基体部１５１は、前記揺動アーム７０の設置部８
６よりも大径に形成されて、該基体部１５１の内側に設置部８６が臨むよう構成されてい
る。また、前記基体部１５１の外周後端部には、後方へ突出する係合突部(第１規制部)１
５７が周方向に離間する２箇所に形成されている。すなわち、前記第２駆動モータ１００
の駆動に伴い第２可動装飾部１５０が回転した際に、前記設置部８６の外周囲を係合突部
１５７が回転移動するようになっている。すなわち、第２可動装飾部１５０における係合
突部１５７の回転軌跡Ｌ上に前記規制位置に変位した回転規制手段１１０の回転規制部１
１２が臨むことで、該回転規制部１１２と係合突部１５７との係合作用下において第２可
動装飾部１５０の回転が規制されると共に、当該回転規制部１１２が退避位置に変位して
第２可動装飾部１５０における係合突部１５７の回転軌跡Ｌから退避することで、第２可
動装飾部１５０を第２駆動モータ１００の駆動に伴い回転軸１４８を中心として回転し得
るよう構成されている。
【００４３】
　従って、前記回転規制部１１２と係合突部１５７との係合作用下において第１可動装飾
部１４０を係合姿勢から基準姿勢へ向けて逆回転することで、前記バネ部材の付勢力によ
り第１可動装飾部１４０と第２可動装飾部１５０との係合作用を維持しつつ、前記第１可
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動装飾部１４０に対して第２可動装飾部１５０が相対的に第２姿勢から第１姿勢に変位す
るようになっている。以下の説明において、前記第２可動装飾部１５０が第２姿勢に変位
した状態において、前記係合突部１５７が回転規制手段１１０の回転規制部１１２に係合
可能な第１可動装飾部１４０の姿勢を係合姿勢と指称する場合がある。実施例では、前記
第３センサ１０７が第２作動ギア１０５の通光部１０６ａを検出した基準姿勢から第１可
動装飾部１４０を９０度回転変位させた姿勢が前記係合姿勢となるよう構成されている。
すなわち、前記第３センサ１０７は、前記第１可動装飾部の基準姿勢を検出することで、
第２姿勢に変位した第２可動装飾部１５０の動作位置を検出する検出手段としての機能を
備えている。
【００４４】
　実施例では、図１５等に示すように、前記揺動アーム７０に対して第１可動装飾部１４
０が基準姿勢に保持されると共に該第１可動装飾部１４０に対して第２可動装飾部１５０
が第１姿勢に保持された状態(以下、第１状態という場合がある)では、当該第１可動装飾
部１４０に対して第１姿勢から第２姿勢へ姿勢変位する第２可動装飾部１５０の係合突部
１５７に対して第１方向の前側に前記規制位置に変位した回転規制部１１２が位置するよ
う構成されて、該第２可動装飾部１５０の第１姿勢から第２姿勢への変位が規制されるよ
うになっている。すなわち、前記第１状態では、前記回転規制部１１２が規制位置から退
避位置に変位することで、前記第２のバネ部材１５６の付勢により第２可動装飾部１５０
が第１可動装飾部１４０に対して相対的に第１方向へ回転して第１姿勢から第２姿勢へ変
位する。
【００４５】
　また、図１９に示すように、前記揺動アーム７０に対して第１可動装飾部１４０が係合
姿勢に保持されると共に該第１可動装飾部１４０に対して第２可動装飾部１５０が第２姿
勢に保持された状態(以下、第２状態という場合がある)では、当該第１可動装飾部１４０
に対して第１姿勢から第２姿勢へ姿勢変位する第２可動装飾部１５０の係合突部１５７に
対して第１方向の前側に前記規制位置に変位した回転規制部１１２が位置するよう構成さ
れて、前記第２駆動モータ１００の駆動に伴って第１可動装飾部１４０の逆回転方向へ回
転させた際に、該第２可動装飾部１５０の逆回転方向への回転が規制されるようになって
いる。すなわち、前記第２状態では、前記回転規制部１１２が規制位置に変位した状態で
第１可動装飾部１４０を逆回転方向へ回転した際に、第２可動装飾部１５０の逆方向への
回転が規制されることで、前記第２可動装飾部１５０が第１可動装飾部１４０に対して相
対的に第２方向へ回転して第２姿勢から第１姿勢へ変位するようになっている。
【００４６】
(可動演出装置４０の動作制御について)
　次に、前述した可動演出装置４０における揺動アーム７０および可動装飾部１４０,１
５０の動作制御について、図１４～図２１を用いて説明する。先ず、可動演出装置４０の
初期状態では、図１５に示すように、前記第１作動ギア５５の通光部５６ａを前記第１セ
ンサ５７が検出(ＯＮ)する第１位置に前記揺動アーム７０が保持されている。このとき、
前記第２センサ８２は第２検出片８１が離間した検出状態(ＯＮ)となっており、前記揺動
アーム７０のガイド溝８５に挿入された作動片６５が前記回転規制手段１１０の回転規制
部１１２(スライダ１１１)を規制位置に保持している。また、前記可動装飾部１４０,１
５０は、前記第２作動ギア１０５の通光部１０６ａを前記第３センサ１０７が検出(ＯＮ)
する基準姿勢に第１可動装飾部１４０が保持されると共に、該第１可動装飾部１４０に対
して第２可動装飾部１５０が第１姿勢に保持されている。このとき、前記第１可動装飾部
１４０は、前記第２のバネ部材１５６の付勢により前記ストッパ部材４９に規制突片１４
６が押し付けられると共に、前記第２可動装飾部１５０は、前記規制位置に保持された回
転規制部１１２に係合突部１５７が押し付けられた状態で保持される。
【００４７】
　図１４に示すように、前記初期状態において前記制御手段が前記第１駆動モータ５０に
対してパルス信号を出力して駆動させると、前記第１作動ギア５５が回転して第１作動ギ
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ア５５の作動軸５５ａが前記揺動アーム７０のガイド部７５から離間し、該揺動アーム７
０が自重により第１位置から第２位置へ向けて揺動する落下動作を開始する。このとき、
第１作動ギア５５の第１検出片５６が第１センサ５７の検出部間に臨んで、該第１センサ
５７が非検出(ＯＦＦ)に切り替わる。そして、前記揺動アーム７０が自重により揺動する
途中(第２位置に移動する前)で、前記ガイド溝８５から作動片６５が抜き出されることで
、前記回転規制手段１１０における作動体１１５の押圧部１１６から離間して、該回転規
制手段１１０の回転規制部１１２(スライダ１１１)が規制位置から退避位置に変位すると
共に、当該揺動アーム７０の第２検出片８１が第２センサ８２の検出部間に臨んで、該第
２センサ８２が非検出(ＯＦＦ)に切り替わる。なお、図１６には、回転規制手段１１０の
回転規制部１１２(スライダ１１１)が規制位置から退避位置に変位するタイミングの状態
を示し、この時点では、第２センサ８２は検出位置から第２検出片８１が離間した検出状
態(ＯＮ)となっている。また、前記第１駆動モータ５０は、前記作動軸５５ａが第２位置
に移動した揺動アーム７０のガイド部７５に当接する復帰動作の開始位置(図１７参照)に
移動するまで駆動される。
【００４８】
　また、図１４に示すように、前記初期状態において第１駆動モータ５０が駆動開始する
タイミングにおいて、前記第２駆動モータ１００にパルス信号を出力して励磁停止させる
よう前記制御手段により制御される。すなわち、前記揺動アーム７０が第１位置から第２
位置に揺動する際に、前記第１可動装飾部１４０の規制突片１４６がストッパ部材４９か
ら離間した後も、前記第２駆動モータ１００により第１可動装飾部１４０が停止保持され
ることで、当該第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部１５０が前記第１状態を維持
し得るようになっている。そして、前記第２センサ８２が非検出(ＯＦＦ)に切り替わった
際に、前記第２駆動モータ１００に対するパルス信号に出力を停止するよう前記制御手段
が駆動制御する。すなわち、前記回転規制手段１１０の回転規制部１１２が退避位置に変
位すると共に、前記第１可動装飾部１４０を基準姿勢に保持する力が作用しなくなること
で、前記第２のバネ部材１５６の付勢力により第２可動装飾部１５０が自然に前記第１可
動装飾部１４０に対して第１姿勢から第２姿勢に相対的に姿勢変位する(図１７参照)。な
お、実施例では、第２センサ８２が非検出(ＯＦＦ)に切り替わるタイミングと、回転規制
部１１２が退避位置に変位するタイミングとは僅かに時間差があるが、自重により速やか
に揺動アーム７０が揺動移動するため、タイムラグは僅かである。
【００４９】
　そして、前記揺動アーム７０が第２位置まで揺動すると共に、前記第１可動装飾部１４
０に対して第２可動装飾部１５０が第２姿勢に変位すると、図１４に示すように、可動装
飾部１４０,１５０を正回転させるよう前記制御手段が前記第２モータにパルス信号を出
力するようなっている。これにより、前記第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部１
５０の夫々が第２姿勢を保持したまま前記図柄表示装置１８の前側で一体的に回転する回
転動作が実行される。
【００５０】
　次に、可動演出装置４０における揺動アーム７０および可動装飾部１４０,１５０の復
帰制御について説明する。図１４に示すように、前記可動装飾部１４０,１５０の回転動
作を終了する際には、前記第３センサ１０７が第２作動ギア１０５の通光部１０６ａを検
出したタイミングで、前記第２駆動モータ１００にパルス信号を出力して励磁停止させる
よう前記制御手段が制御する。すなわち、前記可動装飾部１４０,１５０の回転動作が終
了した時点では、図１７に示すように、前記第１可動装飾部１４０が基準姿勢に保持され
ると共に、該第１可動装飾部１４０に対して第２可動装飾部１５０が相対的に第２姿勢に
保持される(第１状態)。そして、前記第２駆動モータ１００を励磁停止すると、図１４に
示すように、第１駆動モータ５０に対してパルス信号を出力して前記第１作動ギア５５を
回転するよう前記制御手段が駆動制御する。ここで、前述のように、前記第１作動ギア５
５の作動軸５５ａは、前記ガイド部７５に当接する復帰動作の開始位置に移動しているか
ら、該第１作動ギア５５の回転に伴い前記揺動アーム７０が第２位置から第１位置へ向け
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て持ち上げられるよう揺動開始する。
【００５１】
　前記揺動アーム７０が第２位置から第１位置へ向けて揺動を開始すると、前記ベース体
４２に形成された作動片６５が揺動アーム７０のガイド溝８５に進入する前に、前記第２
検出片８１が第２センサ８２から離間して該第２センサ８２が検出状態(ＯＮ)に切り替わ
る(図１８(a)参照)。ここで、実施例では、作動片６５が作動体１１５に当接する前、す
なわち回転規制部１１２が退避位置にある状態で、第２センサ８２の検出状態がＯＦＦか
らＯＮに切り替わる。前記第２センサ８２の検出状態がＯＮに切り替わると、前記制御手
段が前記第１駆動モータ５０の駆動を停止(パルス信号を出力停止)するよう制御する(図
１４参照)。また、前記第２センサ８２が検出状態(ＯＮ)に切り替わると、第２駆動モー
タ１００にパルス信号を出力して前記可動装飾部１４０,１５０を正回転させるよう前記
制御手段が駆動制御する。このとき、前記第２駆動モータ１００の駆動に伴い前記第２作
動ギア１０５が回転することで、該前記第３検出片１０６により前記第３センサ１０７が
非検出(ＯＦＦ)に切り替わると共に、前記可動装飾部１４０,１５０(第１可動装飾部１４
０)が基準姿勢から９０度回転した係合姿勢に変位するタイミングで、該可動装飾部１４
０,１５０の回転を停止するよう前記制御手段が第２駆動モータ１００の駆動を停止(パル
ス信号を出力停止)するよう制御する(図１８(b)参照)。
【００５２】
　前記可動装飾部１４０,１５０が係合姿勢に変位して前記第２駆動モータ１００が駆動
停止されると、図１４に示すように、前記第１駆動モータ５０にパルス信号を出力して前
記揺動アーム７０を第１位置へ向けて移動させるよう前記制御手段が駆動制御し、これに
伴い揺動アーム７０のガイド溝８５に進入した作動片６５が前記回転規制手段１１０にお
ける作動体１１５の押圧部１１６を押圧して、該回転規制手段１１０の回転規制部１１２
を退避位置から規制位置に変位させる(図１９参照)。
【００５３】
　そして、図１４に示すように、前記回転規制手段１１０の回転規制部１１２が規制位置
に完全に変位するタイミングで前記第１駆動モータ５０の駆動を停止(パルス信号を出力
停止)するよう前記制御手段が駆動制御すると共に、前記第２駆動モータ１００にパルス
信号を出力して前記第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部１５０を逆回転させるよ
う前記制御手段が駆動制御する(図１４参照)。このとき、逆回転する第２可動装飾部１５
０の係合突部１５７の回転方向前側には、図１９(b)に示すように、前記規制位置に変位
した前記回転規制手段１１０の回転規制部１１２が臨んでおり、係合突部１５７と回転規
制部１１２との当接により第２可動装飾部１５０の逆回転が規制され、前記第１可動装飾
部１４０が単独で逆回転するようになる(図２０、図２１(a)参照)。これにより、前記第
１可動装飾部１４０に対して第２可動装飾部１５０が第２姿勢から第１姿勢に相対的に姿
勢変位する。
【００５４】
　そして、図１４に示すように、逆回転した第１可動装飾部１４０が基準姿勢に変位して
、前記第３センサ１０７が第２作動ギア１０５の通光部１０６ａを検出(ＯＮ)すると、前
記第２駆動モータ１００にパルス信号を出力して励磁停止させるよう前記制御手段が制御
する。これにより、前記可動装飾部１４０,１５０が前記揺動アーム７０に対して第１状
態に復帰する(図２１(b)参照)。更に、前記第３センサ１０７が通光部１０６ａを検出す
るＯＮ状態に切り替わると、前記第１駆動モータ５０にパルス信号を出力して前記揺動ア
ーム７０を第１位置へ移動するよう前記制御手段が駆動制御し、該揺動アーム７０が第１
位置まで移動して前記第１センサ５７が第１作動ギア５５の通光部５６ａを検出するＯＮ
状態に切り替わることで、前記第１駆動モータ５０および第２駆動モータ１００の駆動を
停止(パルス信号を出力停止)するよう前記制御手段が駆動制御し、可動演出装置４０が初
期状態(図１５参照)に復帰するよう構成されている。
【００５５】
(実施例の作用)
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　次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００５６】
　実施例の可動演出装置４０では、第１駆動モータ５０の駆動に伴い揺動アーム７０を第
１位置および第２位置の間で揺動させ得ると共に、第２駆動モータ１００の駆動に伴い第
１可動装飾部１４０を動作させ得るだけでなく、該揺動アーム７０の動作に伴って第２可
動装飾部１５０を第１姿勢および第２姿勢に動作させ得るから、可動演出装置４０におけ
る各可動部７０,１４０,１５０の動作による興趣を高めることができる。また、第２可動
装飾部１５０を第１姿勢および第２姿勢に変位させるためにモータ等の駆動手段を個別に
備える必要がないから、可動演出装置４０の大型化やコストの増大を防止し得ると共に、
簡単かつ軽量な構成で第２可動装飾部１５０を第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位するこ
とができる。
【００５７】
　更に、第１位置から第２位置へ揺動アーム７０が移動した際に、第２可動装飾部１５０
が第１可動装飾部１４０に対して第１姿勢から第２姿勢へ相対的に姿勢変位するだけでな
く、第２駆動モータ１００の駆動に伴って第１可動装飾部１４０が回転し得るよう構成し
たことで、各可動部７０,１４０,１５０の動作にメリハリを付けることができる。また、
前記第２可動装飾部１５０が第１可動装飾部１４０に対して第２姿勢へ姿勢変位すると、
第２駆動モータ１００の駆動に伴い第１可動装飾部１４０と一体的に第２可動装飾部１５
０が動作するから、少ない駆動手段で第１～第２可動装飾部１４０,１５０に多彩な動作
を行わせることができる。
【００５８】
　また、前記揺動アーム７０が第１位置から第２位置に至る途中まで揺動した際に、前記
揺動アーム７０のガイド溝８５に臨んだ作動体１１５が回転規制手段１１０から離間する
ことで、前記回転規制部１１２が規制位置から退避位置に変位するようにしたことで、該
回転規制部１１２を変位させる駆動手段を必要とせず、可動演出装置４０の構成を簡略化
し得る。また、実施例では、揺動アーム７０が第２位置に移動した後に第２駆動モータ１
００を駆動するよう制御手段が駆動制御して第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部
１５０を回転するよう構成したが、揺動アーム７０が第２位置に至る前に前記回転規制部
１１２が退避位置に移動するよう構成したことで、揺動アーム７０が第２位置に移動する
過程で第２駆動モータ１００を駆動して第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部１５
０を一体的に回転することもでき、複雑な動作を行わせることが可能となる。
【００５９】
　更に、第２位置に変位した揺動アーム７０を第１位置に移動する場合には、回転規制部
１１２が規制位置に変位する前の段階で、前記第１可動装飾部１４０および第２可動装飾
部１５０を回転して係合姿勢に変位させて、該第１可動装飾部１４０および第２可動装飾
部１５０が係合姿勢に変位した後に、前記作動片６５が回転規制手段１１０の作動体１１
５を押圧して回転規制部１１２を規制位置に変位させるようにしたことで、第２可動装飾
部１５０の係合突部１５７の回転軌跡Ｌ上に対して第１方向(第１可動装飾部１４０に対
して第１姿勢から第２姿勢に第２可動装飾部１５０が相対的に姿勢変位する回転方向)の
前側に回転規制部１１２を確実に臨ませることができる。すなわち、前記揺動アーム７０
の動作に伴い係合突部１５７を回転規制部１１２に対して確実に係合させることができる
。これにより、第１可動装飾部１４０に対して第２可動装飾部１５０を第１姿勢に確実に
変位させることが可能となる。更に、第２可動装飾部１５０を第１姿勢に変位させた後は
、該第２可動装飾部１５０が保持されるよう第２駆動モータ１００を駆動することで、第
１姿勢に変位した第２可動装飾部１５０が第２のバネ部材１５６により第２姿勢に変位す
るのを確実に防止することができる。また、前記作動片６５および作動体１１５の簡単な
係脱構造により、前記揺動アーム７０の揺動に伴って回転規制手段１１０の回転規制部１
１２を規制位置および退避位置に変位させ得るから、単純な構成で第２可動装飾部１５０
の動作態様の複雑化を実現することができ、遊技の興趣を高めることができる。
【００６０】
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　また、回転規制部１１２が退避位置に位置する状態で揺動アーム７０を停止して、第１
可動装飾部１４０および第２可動装飾部１５０を係合姿勢に変位させるようにしたから、
復帰動作時に係合突部１５７の回転軌跡Ｌ上に出没する回転規制部１１２が係合突部１５
７に干渉することなく可動装飾部１４０,１５０を確実に係合姿勢に変位させることがで
きる。そして、可動装飾部１４０,１５０を確実に係合姿勢に変位させた後に、揺動アー
ム７０を第１位置に向けて移動させて回転規制部１１２を規制位置に変位させるから、可
動装飾部１４０,１５０を逆回転した際に、係合突部１５７を回転規制部１１２に確実に
当接(係合)することができ、第１可動装飾部１４０を単独で逆回転して第２可動装飾部１
５０が第１可動装飾部１４０に対して相対的に第１姿勢となるよう変位させることができ
る。更に、第１可動装飾部１４０に対して第２可動装飾部１５０を第１姿勢に変位させる
間、揺動アーム７０を停止することで、第２可動装飾部１５０が第１姿勢に変位する前に
揺動アーム７０が第１位置に移動するのを防止できる。これにより、揺動アーム７０が第
１位置に移動した状態において、前記装置本体４１のストッパ部材４９に第１可動装飾部
１４０の規制突片１４６を確実に係合することができる。このように、前記第２駆動モー
タ１００を駆動する際に、前記揺動アーム７０の揺動を停止させるようにしたことで、揺
動アーム７０、第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部１５０の夫々を初期状態まで
確実に復帰させることができる。
【００６１】
　また、実施例では、前記揺動アーム７０を第１位置から第２位置へ向けて自重で揺動さ
せるよう構成したことで、揺動アーム７０をモータ等の駆動手段を用いて揺動させる場合
に較べて素早く動作させることができ、当該揺動アーム７０の動作に対するインパクトが
高まり、遊技の興趣の向上に繋がる。また、第１作動ギア５５を回転するだけで、揺動ア
ーム７０の落下動作と復帰動作とを実現し得るから、可動演出装置４０の構造を簡略化す
ることができる。また、揺動アーム７０が単純に揺動するだけでなく、該揺動アーム７０
の揺動に伴って第１可動装飾部１４０および第２可動装飾部１５０が姿勢変化することか
ら、動作に対するインパクトが高まり、動作に対する関心を惹きつけることができる。
【００６２】
　また、前記揺動アーム７０が第１位置から第２位置に自重で移動した際に、揺動アーム
７０の延出部７４が緩衝部材６２に当接して揺動規制されるよう構成したことで、該揺動
アーム７０の落下の衝撃を緩和することができ、可動演出装置４０の耐久性を向上するこ
とができる。しかも、前記緩衝部材６２をホルダ６１に着脱し得るよう構成したことで、
揺動アーム７０の揺動を繰り返して緩衝部材６２が摩耗等しても容易に交換することがで
きる。
【００６３】
　また、前記第２のバネ部材１５６により第１可動装飾部１４０に対して相対的に第１姿
勢から第２姿勢に姿勢変位する第１方向へ動作させるよう第２可動装飾部１５０を付勢す
るよう構成したことで、前記揺動アーム７０に設けた回転規制手段１１０(スライダ１１
１)の回転規制部１１２に対して第２可動装飾部１５０に設けた係合突部１５７が係合し
た状態では、該第２可動装飾部１５０の第１方向(第１姿勢から第２姿勢)への動作が規制
される。従って、例えば回転規制部１１２に対して第２可動装飾部１５０に設けた係合突
部１５７が係合した状態を維持したまま、第１可動装飾部１４０を正逆方向に回転するこ
とで、第１可動装飾部１４０に対する第２可動装飾部１５０の相対的な動作方向に応じて
第２可動装飾部１５０を第１姿勢および第２姿勢に姿勢変位することもでき、第１可動装
飾部１４０および第２可動装飾部１５０の動作による興趣を高めることができる。また、
第２姿勢に姿勢変位させた第２可動装飾部１５０を第２駆動モータ１００の駆動に伴い第
１可動装飾部１４０と一体的に正逆回転させ得るから、第１可動装飾部１４０および第２
可動装飾部１５０により複雑な動作を実現できる。
【００６４】
　また、前記可動演出装置４０の装置本体４１(ベース体４２)にストッパ部材４９を形成
すると共に、前記第１可動装飾部１４０に規制突片１４６を形成して、前記揺動アーム７
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０が第１位置にある状態において、ストッパ部材４９と規制突片１４６とが係合するよう
構成したことで、第２駆動モータ１００への通電を停止した状態で第１可動装飾部１４０
が第２のバネ部材１５６の付勢により回転するのを確実に防止でき、第２駆動モータ１０
０を通電停止した状態でも第２可動装飾部１５０を第１可動装飾部１４０に対して確実に
第１姿勢で保持することができる。
【００６５】
(変更例)
　なお、遊技機の構成としては、前述した実施例に示したものに限らず、種々の変更が可
能である。以下にその一例を示す。
【００６６】
(１)　実施例では、第１可動部(揺動アーム)を第１位置および第２位置で揺動するよう構
成したが、これに限られるものではなく、直線的に往復移動するよう構成してもよく、所
定の移動範囲を往復移動する構成であればよい。同様に、実施例では、第２可動部(第１
可動装飾部)を自由回転可能に構成したが、これに限られるものではなく、揺動するよう
構成したり、直線移動するよう構成することもできる。更に、実施例では、第３可動部(
第２可動装飾部)を第２可動部(第１可動装飾部)に対して正逆回転し得るよう構成したが
、第１可動部や第２可動部と同様に、直線的に往復移動する構成であってもよい。すなわ
ち、第１～第３可動部の動作態様は、任意に決定することができる。
(２)　実施例では、第２可動部(第１可動装飾部)と第３可動部(第２可動装飾部)とを略同
一の形態となるよう形成したが、これに限られるものではなく、相互に異なる形態に形成
することもできる。また実施例では、第２可動部(第１可動装飾部)および第３可動部(第
２可動装飾部)を前後に重なるよう配置したが、これに限られるものではなく、横並びに
配置してもよく、第１可動部(揺動アーム)の任意位置に設けることができる。
(３)　実施例では、回転切替手段としての第１作動ギアを回転することで、第１位置から
第２位置に落下するよう構成したが、これに限らず、第１の駆動手段に接続する第１連繋
機構と第１可動部(揺動アーム)が常時連繋接続するよう構成してもよい。第１連繋機構と
しては、実施例のものに限られず、リンク機構等の従来公知の各種連繋機構を採用するこ
とができる。
(４)　実施例では、第３可動部(第２可動装飾部)の動作を規制する規制部(回転規制部)を
第１可動部の動作に伴って規制位置および退避位置に変位するよう構成したが、独立した
駆動手段を設けて、該規制部を単独で動作するよう構成してもよい。
(５)　実施例では、第１可動部(揺動アーム)、第２可動部(第１可動装飾部)および第３可
動部(第２可動装飾部)の夫々を復帰させるに際し、第１検出手段(第２センサ)が規制部(
回転規制部)の規制位置への切り替わりを検出するのに伴って該第１可動部の動作を停止
させるよう構成したが、該第１可動部を停止することなく連続的に行うようにしてもよい
。すなわち、第１検出手段(第２センサ)が規制部(回転規制部)の規制位置への切り替わり
を検出する前に、前記第２可動部(第１可動装飾部)および第３可動部(第２可動装飾部)の
夫々を係合姿勢まで変位することで、第１可動部(揺動アーム)を停止することなく連続的
に復帰動作させることができる。
(６)　実施例では、第２可動部(第１可動装飾部)に対して第３可動部(第２可動装飾部)が
相対的に第１姿勢に変位するまでの間、前記第１可動部の動作を停止させるよう構成した
が、該第１可動部を停止することなく連続的に行うようにしてもよい。すなわち、前記規
制部(回転規制部)が規制位置に変位してから、第１可動部が第１位置に移動するまでの間
に、第２可動部(第１可動装飾部)に対して第３可動部(第２可動装飾部)を相対的に第１姿
勢に変位させるようにすることで、第１可動部(揺動アーム)を停止することなく連続的に
復帰動作させることができる。
(７)　実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるもの
ではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用し
得る。
【符号の説明】
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【００６７】
　４０　可動演出装置(可動演出手段)
　４９　ストッパ(動作規制部)
　５０　第１駆動モータ(第１の駆動手段)
　５５　第１作動ギア(回転切替手段)
　６０　揺動規制部(緩衝部)
　７０　揺動アーム(第１可動部)
　１００　第２駆動モータ(第２の駆動手段)
　１４０　第１可動装飾部(第２可動部)
　１４６　規制突片(動作規制部)
　１５０　第２可動装飾部(第３可動部)

【図１】 【図２】
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