
JP 2012-29736 A 2012.2.16

10

(57)【要約】
【課題】可動部材を一の駆動手段で２段階動作させるこ
とが可能な可動演出装置を備えた遊技機を提供すること
。
【解決手段】遊技状態に応じて第１位置Ｐ１と第２位置
との間で往復移動可能な可動部材６０と、可動部材６０
を往復移動させるための駆動手段８１と、可動部材６０
および駆動手段８１が取り付けられるベース体５１とか
ら構成される可動演出装置５０を備え、駆動手段８１に
よって可動部材６０が第１位置Ｐ１から第２位置Ｐ２へ
移動する際の途中位置（当接位置）ＰＴにおいて、可動
部材６０にスライド可能に設けられた連結部材７１の当
接部７１ｈが、ベース体５１に設けられた接触部材５２
の当接部５２ｂに当接することで、変位部材６３，６３
が変位するようにした。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技状態に応じて第１位置と第２位置との間で往復移動可能な可動部材と、前記可動部
材を往復移動させるための駆動手段と、前記可動部材および駆動手段が取り付けられるベ
ース体とから構成される可動演出装置を備えた遊技機において、
　前記可動部材には、該可動部材の前記第１位置と前記第２位置との間の移動に伴って第
１姿勢と第２姿勢と間で変位可能な変位部材と、前記変位部材を前記第２姿勢から前記第
１姿勢に変位させるように付勢する第１付勢部材と、前記変位部材に前記第１付勢部材を
介して連結された連結部材とが設けられ、
　前記ベース体には、前記可動部材の前記第１位置と前記第２位置との間の移動に伴って
前記連結部材に接触する接触部材が、前記可動部材と異なる位置の第３位置と第４位置と
の間で往復移動可能に設けられ、
　前記連結部材には、前記変位部材を前記第１姿勢から前記第２姿勢に変位させるための
第１当接部が形成され、前記接触部材には、前記第１当接部に接触可能な第２当接部が形
成されており、
　前記可動部材が前記第１位置にある場合には、前記第１付勢部材の付勢力により前記変
位部材が前記第１姿勢に保持される一方、前記可動部材が前記第１位置から移動するに伴
って前記連結部材の前記第１当接部が、前記第３位置にある前記接触部材の前記第２当接
部と接触する当接位置に移動することで、該連結部材を介して前記変位部材を前記第１付
勢部材の付勢力に抗して前記第１姿勢から前記第２姿勢に変位させると共に、前記可動部
材の前記当接位置から前記第２位置への移動に伴って前記連結部材の前記第１当接部と前
記接触部材の第２当接部が接触した状態のままに該接触部材が前記第３位置から前記第４
位置へと移動することで、前記変位部材が前記第２姿勢に保持されたまま前記可動部材が
前記第２位置へと到達するようにしたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記接触部材を前記第４位置から前記第３位置に移動させる方向に付勢する第２付勢部
材が、該接触部材と前記ベース体とを連結するように設けられると共に、前記ベース体に
は、前記可動部材が前記第１位置と前記当接位置との間に位置する際に前記接触部材を前
記第３位置に保持する保持部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機
。
【請求項３】
　前記可動部材は、前記第２付勢部材の付勢力に抗して前記当接位置から前記第２位置へ
移動するように構成され、前記可動部材が前記当接位置と前記第２位置との間に位置する
際に、前記第１付勢部材と前記第２付勢部材は付勢する方向が互いに反対の方向であると
共に、前記接触部材の位置に関わらず前記第２付勢部材の付勢力は常に前記第１付勢部材
の付勢力よりも大きいことを特徴とする請求項１または２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記可動部材を前記第１位置から前記第２位置へと移動させる方向に付勢する第３付勢
部材が設けられると共に、前記可動部材が前記当接位置と前記第２位置との間に位置する
際に前記第３付勢部材と前記第２付勢部材は付勢する方向が互いに反対の方向であること
を特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前面に遊技領域を有する遊技盤を備え、前記可動部材の前記第１位置から前記第２位置
への移動方向が、前記遊技盤の下側領域から上側領域へ向かう方向であることを特徴とす
る請求項１から４のいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項６】
　遊技状態に応じて第１位置と第２位置との間で往復移動可能な可動部材と、前記可動部
材を往復移動させるための駆動手段とから構成される可動演出装置を備えた遊技機におい
て、
　前記可動演出装置には、前記可動部材の前記第１位置と前記第２位置との間の移動に伴
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って第１姿勢と第２姿勢との間で変位可能な変位部材と、前記変位部材の前記第１姿勢と
前記第２姿勢との変位動作を行うための接触部材とが設けられ、
　前記可動部材が前記第１位置にある場合には、前記変位部材が前記第１姿勢に保持され
る一方、前記可動部材が前記第１位置から移動するに伴って前記接触部材と接触する当接
位置に移動することで、前記変位部材を前記第１姿勢から前記第２姿勢に変位させると共
に、前記可動部材の前記当接位置から前記第２位置への移動に伴って前記変位部材が前記
第２姿勢に保持されたまま前記可動部材が前記第２位置へと到達するようにしたことを特
徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機などの遊技機に関し、更に詳しくは、遊技の進行状況に応じ
て可動部材を移動させて遊技を演出する可動演出装置が設けられた遊技機に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の可動演出装置としては、下記特許文献１に開示されるように可動部材を
移動させて遊技を演出する遊技機がある。
【０００３】
　この特許文献１の例えば図５には、カジキマグロを象った可動部材１１を上下移動させ
るための上下変位機構１３と、可動部材１１の頭部１７を胴部１６に対して前後に移動さ
せるための前後変位機構１２を備えた可動演出装置が示されている。
【０００４】
　上下変位機構１３は、モータ４６と、モータ４６の回転軸４７に連結される回転盤４８
と、一端部が可動部材１１の回動支軸２０に固定されるリンクアーム５０を備えている。
リンクアーム５０の他端部には長円形状の係合孔５７が形成され、この係合孔５７に回転
盤４８の前面側に設けられた係合部５４が係合可能となっており、モータ４６の駆動によ
る回転盤４８の回転に伴ってリンクアーム５０を回動させることで、可動部材１１を表示
部５の前面側に出没させることが可能になっている。
【０００５】
　また、前後変位機構１２は、胴部１６の先端に設けられた頭部支持部２２と、頭部１７
の側端部に設けられ頭部支持部２２を上下で挟持する一対のアーム部３４，３５と、胴部
１６の内部に取り付けられる電磁ソレノイド４０を有している。また、前後変位機構１２
は、胴部１６の内部に設けられた一対のアーム支持部２７，２８と、そのアーム支持部２
７，２８に挿通される伝達アーム４３と、頭部１７の側端部に設けられたアーム部３４の
掛止部３７と胴部１６の内部に設けられた掛止部２９とに掛止される復帰バネ４４を有し
ている。
【０００６】
　この場合、この前後変位機構１２においては、電磁ソレノイド４０のプランジャ４２の
動きに連動して伝達アーム４３をスライドさせ、そのスライドされた伝達アーム４３の先
端当接部６８によって頭部１７に設けられたアーム部３５を押圧することにより、頭部１
７を胴部１６に対して前後に移動させることが可能になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１３５１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、このような可動部材１１を２段階で動作させる可動演出装置においては
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、上下変位機構１３のモータ４６および前後変位機構１２の電磁ソレノイド４０というよ
うな２つの駆動手段を備えているため、その機構が複雑になったり形状が変わると、遊技
機という限られた空間にそのような２つの駆動手段を備えた可動演出装置を配置すること
が困難になる等のおそれがあった。
【０００９】
　そこで、本発明は、可動部材を一の駆動手段で２段階動作させることが可能な可動演出
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】
【００１０】
　上記課題を解決するために本発明は、遊技状態に応じて第１位置と第２位置との間で往
復移動可能な可動部材と、前記可動部材を往復移動させるための駆動手段と、前記可動部
材および駆動手段が取り付けられるベース体とから構成される可動演出装置を備えた遊技
機において、前記可動部材には、該可動部材の前記第１位置と前記第２位置との間の移動
に伴って第１姿勢と第２姿勢と間で変位可能な変位部材と、前記変位部材を前記第２姿勢
から前記第１姿勢に変位させるように付勢する第１付勢部材と、前記変位部材に前記第１
付勢部材を介して連結された連結部材とが設けられ、前記ベース体には、前記可動部材の
前記第１位置と前記第２位置との間の移動に伴って前記連結部材に接触する接触部材が、
前記可動部材と異なる位置の第３位置と第４位置との間で往復移動可能に設けられ、前記
連結部材には、前記変位部材を前記第１姿勢から前記第２姿勢に変位させるための第１当
接部が形成され、前記接触部材には、前記第１当接部に接触可能な第２当接部が形成され
ており、前記可動部材が前記第１位置にある場合には、前記第１付勢部材の付勢力により
前記変位部材が前記第１姿勢に保持される一方、前記可動部材が前記第１位置から移動す
るに伴って前記連結部材の前記第１当接部が、前記第３位置にある前記接触部材の前記第
２当接部と接触する当接位置に移動することで、該連結部材を介して前記変位部材を前記
第１付勢部材の付勢力に抗して前記第１姿勢から前記第２姿勢に変位させると共に、前記
可動部材の前記当接位置から前記第２位置への移動に伴って前記連結部材の前記第１当接
部と前記接触部材の第２当接部が接触した状態のままに該接触部材が前記第３位置から前
記第４位置へと移動することで、前記変位部材が前記第２姿勢に保持されたまま前記可動
部材が前記第２位置へと到達するようにしたことを要旨とするものである。
【００１１】
　上記構成を有する遊技機によれば、可動部材を第１位置から第２位置へと駆動手段によ
って移動させるだけで、可動部材に設けられた連結部材および第１付勢部材と、ベース体
に設けられた接触部材によって、可動部材に設けられた変位部材を第１姿勢から第２姿勢
へと変位させることができるので、可動部材の移動とその可動部材に設けられた変位部材
の変位という２段階の動作を一の駆動手段で行うことが可能になっている。つまり、一の
駆動手段を用いるだけで、可動部材を第１位置と第２位置の間で移動させることが可能で
あると共に、変位部材も第１姿勢と第２姿勢との間で変位させることが可能となっており
、変位部材を変位させるため専用の駆動手段、例えば上記特許文献のような電動ソレノイ
ド等を別途用意する必要がない。したがって、これらの部材を移動または変位させるため
の機構が複雑化してしまうことが抑制されると共に、遊技機という限られた空間にこのよ
うな可動演出装置をコンパクトに配置することが可能となっている。
【００１２】
　また、可動部材が、第１位置と当接位置との間において移動される際には、変位部材を
第１姿勢に保持する一方、可動部材が、当接位置と第２位置との間において移動される際
には、変位部材を第２姿勢に保持するようにした構成になっている。つまり、可動部材が
第２位置に到達したときに変位部材を変位させるのではなく、可動部材が第２位置に到達
する前の途中位置（当接位置）から変位部材を第１姿勢から第２姿勢へと変位させ、その
第２姿勢を保持したまま可動部材を第２位置へと到達させるようにしたので、従来よりも
その演出効果が向上している。
【００１３】
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　したがって、このような遊技機によれば、一の駆動手段で可動部材と変位部材を２段階
に動作させることができると共に、可動部材の移動途中の段階で変位部材を変位させた従
来にない演出を行うことが可能となっている。
【００１４】
　この場合、前記接触部材を前記第４位置から前記第３位置に移動させる方向に付勢する
第２付勢部材が、該接触部材と前記ベース体とを連結するように設けられると共に、前記
ベース体には、前記可動部材が前記第１位置と当接位置との間に位置する際に前記接触部
材を前記第３位置に保持する保持部が形成されている構成にすると良い。このような構成
によれば、ベース体に形成される保持部の位置を変更するだけで、変位部材が第１姿勢か
ら第２姿勢に変位する位置を容易に変更することができる。
【００１５】
　また、前記可動部材は、前記第２付勢部材の付勢力に抗して前記当接位置から前記第２
位置へ移動するように構成され、前記可動部材が前記当接位置と前記第２位置との間に位
置する際に、前記第１付勢部材と前記第２付勢部材は付勢する方向が互いに反対の方向で
あると共に、前記接触部材の位置に関わらず前記第２付勢部材の付勢力は常に前記第１付
勢部材の付勢力よりも大きい構成にすると良い。このような構成によれば、第２付勢部材
の付勢力によって簡便に変位部材を第１姿勢から第２姿勢へと変位させることが可能であ
る。
【００１６】
　更に、前記可動部材を前記第１位置から前記第２位置へと移動させる方向に付勢する第
３付勢部材が設けられると共に、前記可動部材が前記当接位置と前記第２位置との間に位
置する際に前記第３付勢部材と前記第２付勢部材は付勢する方向が互いに反対する方向で
ある構成にすると良い。このような構成によれば、可動部材を第２付勢部材の付勢力に抗
して当接位置から第２位置へ移動させるときの駆動手段の駆動力を、第３付勢部材による
付勢力によって低減することができる。
【００１７】
　そして、前面に遊技領域を有する遊技盤を備え、前記可動部材の前記第１位置から前記
第２位置への移動方向が、前記遊技盤の下側領域から上側領域へ向かう方向である構成に
すると良い。このような構成によれば、遊技機前後方向において嵩張らないように可動演
出装置を配置することが可能となり、遊技機という限られた空間の有効利用を図ることが
できる。
【００１８】
　また、接触部材の移動方向を、第３位置が下方位置に第４位置が上方位置とした略鉛直
方向とすることができるので、接触部材を第２付勢部材によって第３位置（下方位置）に
保持させる付勢力をその接触部材の自重の分だけ低減させることができる。
【００１９】
　また、上記課題を解決するために本発明は、遊技状態に応じて第１位置と第２位置との
間で往復移動可能な可動部材と、前記可動部材を往復移動させるための駆動手段とから構
成される可動演出装置を備えた遊技機において、前記可動演出装置には、前記可動部材の
前記第１位置と前記第２位置との間の移動に伴って第１姿勢と第２姿勢との間で変位可能
な変位部材と、前記変位部材の前記第１姿勢と前記第２姿勢との変位動作を行うための接
触部材とが設けられ、前記可動部材が前記第１位置にある場合には、前記変位部材が前記
第１姿勢に保持される一方、前記可動部材が前記第１位置から移動するに伴って前記接触
部材と接触する当接位置に移動することで、前記変位部材を前記第１姿勢から前記第２姿
勢に変位させると共に、前記可動部材の前記当接位置から前記第２位置への移動に伴って
前記変位部材が前記第２姿勢に保持されたまま前記可動部材が前記第２位置へと到達する
ようにしたことを要旨とするものである。
【００２０】
　上記構成を有する遊技機によれば、可動部材を第１位置から第２位置へと駆動手段によ
って移動させるだけで、可動部材に設けられた変位部材を第１姿勢から第２姿勢へと変位
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させることができるので、可動部材の移動とその可動部材に設けられた変位部材の変位と
いう２段階の動作を一の駆動手段で行うことが可能になっている。また、可動部材が第２
位置に到達したときに変位部材を変位させるのではなく、可動部材が第２位置に到達する
前の途中位置（当接位置）から変位部材を第１姿勢から第２姿勢へと変位させ、その第２
姿勢を保持したまま可動部材を第２位置へと到達させるようにしたので、従来よりもその
演出効果が向上している。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る遊技機によれば、一の駆動手段で可動部材と変位部材を２段階に動作させ
ることができると共に、可動部材の移動途中の段階で変位部材を変位させた従来にない演
出を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機の一例を示した正面図である。
【図２】図１の遊技機が備える遊技盤の正面図である。
【図３】センター役物が備えるセンターベースと可動演出装置の正面図である。
【図４】可動演出装置を前面側から視た外観斜視図である。
【図５】可動演出装置を背面側から視た外観斜視図である。
【図６】可動部材を前面側から視た分解斜視図である。
【図７】可動部材を背面側から視た分解斜視図である。
【図８】可動部材が第１位置にある状態の可動演出装置を前面側から視た外観斜視図であ
る。
【図９】図８の可動演出装置の背面図であり、ベース体を省略して示した図である。
【図１０】可動部材が当接位置にある状態で変位部材が第１姿勢のままの可動演出装置を
前面側から視た外観斜視図である。
【図１１】図１０の可動演出装置の背面図であり、ベース体を省略して示した図である。
【図１２】可動部材が当接位置にある状態で変位部材が第２姿勢に変位した可動演出装置
を前面側から視た外観斜視図である。
【図１３】図１２の可動演出装置の背面図であり、ベース体を省略して示した図である。
【図１４】可動部材が第２位置にある状態の可動演出装置を前面側から視た外観斜視図で
ある。
【図１５】図１４の可動演出装置の背面図であり、ベース体を省略して示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明に係る遊技機の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１
は本発明の実施形態に係る遊技機を示した正面図である。図示されるように、遊技機１は
パチンコ遊技機である。
【００２４】
　この遊技機１には、所要の奥行きを有する額縁形状に形成された機枠２を備えており、
その機枠２の前面側には、左側縁が軸着されて前方に開閉可能に前面枠３が取り付けられ
、その前面枠３に対して左側縁が軸着されて前面側に開閉可能に形成されたガラス枠４が
取り付けられている。
【００２５】
　尚、以下の説明においては、遊技機１の前面とは、遊技機１の正面側（遊技者が遊技を
行う側）のことであり、遊技機１の裏面或いは後方とは遊技機１の背面側のことである。
また遊技機１の左側、右側、上側、下側とは、遊技機１を正面側（遊技者側）から視た場
合の左側、右側、上側、下側のことである。また、遊技機１を構成する各種部材において
も、表側、裏側、前面側、後側等という場合、特に断りがない限り、遊技機１に装着され
た状態での表側、裏側、前面側、後側方向等である。
【００２６】
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　図１に示されるように、ガラス枠４には、遊技盤５の位置にガラス板またはプラスチッ
ク板等の透明板が嵌め込まれており、この透明板を通して前面側から遊技盤５の遊技領域
６を視認可能である。また、ガラス枠４には、遊技領域６へ発射するための遊技球を入れ
る上皿ユニット７が一体的に形成されている。上皿ユニット７には、貯留されている遊技
球を下皿ユニット８に流下させるための上皿操作部９等が設けられている。また、ガラス
枠４の上部左右両側には、スピーカ１０，１０が設けられている。
【００２７】
　図１に示されるように、前面枠３のガラス枠４の下方には、左側縁が軸着されて前面枠
３に対して開閉可能な下皿ユニット８が組み付けられている。また、前面枠３の右下には
、遊技球を発射操作するためのタッチスイッチを備える発射ハンドル１２が設けられてい
る。下皿ユニット８は、払い出された遊技球のうち上皿ユニット７に入りきらない遊技球
を貯めることが可能である。下皿ユニット８には、遊技球を下方に落下させるための下皿
操作部１３等が設けられている。
【００２８】
　図２は図１の遊技盤５を示す正面図である。遊技盤５は、ほぼ正方形の合板により成形
されており、前面枠３に着脱可能に取り付けられている。この遊技盤５には、発射装置か
ら発射された遊技球をガイドするための金属製の薄板からなる帯状の内側ガイドレール１
４および外側ガイドレール１５が略円弧形状に立設されており、このガイドレール１４，
１５によって遊技領域６の外郭の一部が形成されている。
【００２９】
　図２に示されるように、遊技盤５の遊技領域６には、その中心線上において上から順に
、遊技状況に応じた演出を行うことが可能な遊技演出装置としての表示装置１７、電動チ
ューリップからなる始動入賞装置１８、長方形の開口部を開閉可能に覆っている蓋からな
るアタッカー形式の特別入賞装置１９、アウト口２０が配置されている。また、遊技領域
６には、風車２１や、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に変化を与
える障害物としての図示しない遊技釘が複数立設されている。遊技領域６を流下する遊技
球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化して流下される。
【００３０】
　このような遊技機１においては、発射ハンドル１２の操作により発射装置から遊技領域
６に遊技球を発射すると、遊技球が遊技領域６の表面を転動しながら落下し、その遊技球
が始動入賞装置１８、特別入賞装置１９等の入賞装置に入ると、所定数の賞球遊技球が、
払い出されるように構成されている。
【００３１】
　尚、特に図示しないが、遊技機１の背面側には、枠用外部端子基板、表示制御基板、主
制御基板、音声制御基板、ランプ制御基板、払出制御基板、発射制御基板、電源基板等の
各種基板や、カードインターフェース接続部、球タンク、タンクレール、屈曲樋、球切れ
検出スイッチ、球払出装置，球排出樋、発射装置等の遊技機構成部材が設けられている。
【００３２】
　表示装置１７としては、液晶表示パネルが適用されており、その矩形状の表示画面（表
示部１７ａ）において種々なる図柄等が表示されるようになっている。この表示部１７ａ
の前面の周囲には、遊技の装飾効果（遊技演出効果）を高めるためのセンター役物３０が
配設されている。センター役物３０は、前面側装飾部材４０や可動演出装置５０などを備
えている。前面側装飾部材４０は、遊技盤５の前面側に設けられており、その略中央には
表示部１７ａを視認可能な開口部４０ａが形成され、表示部１７ａの周囲を装飾している
。
【００３３】
　可動演出装置５０は、表示部１７ａの下方に配置されており、羽根の形状を模した変位
部材６３，６４が左右に配された可動部材６０を備えている。この可動部材６０は、図２
に示されるような前面側装飾部材４０の下側に設けられたカバー体４０ｂの背面側に隠れ
るように配置される待機位置（第１位置Ｐ１）と、前面側装飾部材４０の開口部４０ａ内
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、つまり表示部１７ａの下辺からその前面側に現れる（露出される）ように配置される露
出位置（第２位置Ｐ２）との間を往復移動できるようになっている。更に、待機位置（第
１位置Ｐ１）において、閉じた姿勢（第１姿勢Ｓ１）になっていた変位部材６３，６４を
、可動部材６０が露出位置（第２位置Ｐ２）に到達する前に、上下に開いた姿勢（第２姿
勢Ｓ２）に変位させることが可能になっている。
【００３４】
　例えば、入賞装置に遊技球が入賞して遊技状態が変化して、遊技機１に備えられる制御
回路等から可動演出装置５０を駆動させる命令が発生すると、可動部材６０は、図２に示
されるようなカバー体４０ｂの背面側に隠れるように配置される待機位置（第１の位置）
Ｐ１から、前面側装飾部材４０の開口部４０ａ内に徐々に現れ（露出され）ながら露出位
置（第２の位置）Ｐ２に移動させられると共に、露出位置Ｐ２の手前位置から変位部材６
３，６３が開くように変位（回動）されるようになっている。
【００３５】
　図３は、センター役物３０が備えるセンターベース４１と、このセンターベース４１に
取り付けられた可動演出装置５０の正面図を示している。尚、図３においては遊技盤５、
前面側装飾部材４０の記載は省略されている。
【００３６】
　図示されるように、センターベース４１は、可動演出装置５０などの部材を取り付ける
ための枠体状の部材である。尚、前面側装飾部材４０は遊技盤５の前面側に装着され、セ
ンターベース４１は遊技盤５の背面側に装着されるようになっており、遊技盤５は前面側
装飾部材４０とセンターベース４１との間に挟み込まれるように配設されるように構成さ
れている。
【００３７】
　センターベース４１は、表示装置１７の表示部１７ａの周囲を囲むように形成されてお
り、その中央部分には、表示部１７ａを視認可能にするための開口部４１ａが設けられて
いる。この場合、開口部４１ａの背面側に表示装置１７は取り付けられるようになってい
る。また、センターベース４１の前面側は、前面側装飾部材４０にその背面側から光を照
射するＬＥＤ（発光ダイオード）が複数実装されたＬＥＤ基板（図示せず）などの各種部
材を取り付けたり収納したりするための額縁状の枠体として形成されている。
【００３８】
　図示されるように、可動演出装置５０の本体であるベース体５１は、センターベース４
１の矩形状の開口部４１ａの下辺（表示部１７ａの下辺）よりも下方に配設されている。
【００３９】
　図４は、可動演出装置５０を前面側から視た外観斜視図、図５は、可動演出装置５０を
背面側から視た外観斜視図を示している。また、図６は、可動部材６０を前面側から視た
分解斜視図、図７は、可動部材６０を背面側から視た分解斜視図である。
【００４０】
　また、図８および図９は、可動部材６０が第１位置Ｐ１にある状態の可動演出装置５０
を前面側から視た外観斜視図およびその背面図を示している。図１０および図１１は可動
部材６０が第１位置Ｐ１と第２位置Ｐ２との間の途中位置（当接位置ＰＴ）にある状態で
かつ変位部材６３，６４が閉じた姿勢（第１姿勢Ｓ１）になっている状態の可動演出装置
５０を前面側から視た外観斜視図およびその背面図を示している。
【００４１】
　更に、図１２および図１３は可動部材６０が第１位置Ｐ１と第２位置Ｐ２との間の途中
位置（当接位置ＰＴ）にある状態でかつ変位部材６３，６４が開いた姿勢（第２姿勢Ｓ２
）になっている状態の可動演出装置５０を前面側から視た外観斜視図およびその背面図を
示している。そして、図１４および図１５は、可動部材６０が第２位置Ｐ２にある状態の
可動演出装置５０を前面側から視た外観斜視図およびその背面図を示している。尚、図９
、図１１、図１３および図１５の背面図においては、図面を簡略化するためにベース体５
１等の記載が省略されている。
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【００４２】
　図示されるように、可動演出装置５０には、可動部材６０、ベース体５１、モータ８１
などが備えられている。
【００４３】
　先ず、可動部材６０について説明する。図６および図７に示されるように、可動部材６
０は、表側カバー６１、裏側カバー６２、変位部材６３，６４、連結部材７１などを備え
ている。表側カバー６１の中央には、略楕円形の透明部６１ａが形成されており、その背
面に配される図示しないＬＥＤなどの光源からの光が照射されて、発光するように構成さ
れている。表側カバー６１と裏側カバー６２との間の空間には、変位部材６３，６４の基
端部６３ａ，６４ａが収容可能になっている。
【００４４】
　変位部材６３，６４は左右に延びる羽根を模した形状を有しており、上側に配される左
右一対の変位部材６３，６３は、基端部６３ａ，６３ａを略中心にして上下に回動可能と
なっていると共に、下側に配される左右一対の変位部材６４，６４は、基端部６４ａ，６
４ａを略中心にして上下に回動可能となっている。この場合、変位部材６３が前側、変位
部材６４が後側になるように配されており、変位部材６３，６４の基端部６３ａ，６４ａ
同士が前後に重なるように構成されている。
【００４５】
　このような変位部材６３，６４は、図１０に示されるような変位部材６３，６４が互い
に接近するように閉じた姿勢（第１姿勢Ｓ１）と、図１２に示されるような変位部材６３
，６４が互いに離間するように開いた姿勢（第２姿勢Ｓ２）とに変位（回動）することが
可能になっている。
【００４６】
　図７に示されるように、上側に配される変位部材６３の基端部６３ａには、後方に向か
って突出した円筒部６３ｂが形成されており、この円筒部６３ｂには、下側に歯部を有す
る連動ギア６５が一体回転可能に係合するようになっている。これら変位部材６３の円筒
部６３ｂの開口孔および連動ギア６５の開口孔には、裏側カバー６２に開口されたピン挿
通孔６２ａを通る軸支ピン７２が挿入されるようになっている。また、変位部材６３の円
筒部６３ｂの開口孔に挿入された軸支ピン７２の先端は、表側カバー６１の背面に形成さ
れた係止孔６１ｂに係止されるようになっており、係止孔６１ｂに軸支ピン７２によって
軸支された変位部材６３はその円筒部６３ｂを中心にして上下に回動可能にされている。
【００４７】
　また、同じく図７に示されるように、下側に配される変位部材６４の基端部６４ａには
、円筒部６４ｂが形成されており、この円筒部６４ｂには、上側に歯部を有する連動ギア
６６が一体回転可能に係合するようになっている。これら変位部材６４の円筒部６４ｂの
開口孔および連動ギア６６の開口孔には、裏側カバー６２に開口されたピン挿通孔６２ｂ
を通る軸支ピン７３が挿入されるようになっている。また、変位部材６４の円筒部６４ｂ
の開口孔に挿入された軸支ピン７３の先端は、変位部材６３の円筒部６３ｂの下方に配置
された円弧形のガイド孔６３ｃを通って、表側カバー６１の背面に形成された係止孔６１
ｃに係止されるようになっており、係止孔６１ｃに軸支ピン７３によって軸支された変位
部材６４はその円筒部６４ｂを中心にして上下に回動可能にされている。
【００４８】
　この場合、図６に示されるように、連動ギア６５と連動ギア６６は、互いの歯部が噛み
合うように上下に配されているので、変位部材６３，６４の一方を上方（または下方）に
回動させると、それに連動して変位部材６３，６４の他方が下方（または上方）に変位（
回動）するように構成されている。
【００４９】
　また、図７に示されるように、下側に配される変位部材６４の円筒部６４ｂから偏心し
た位置には、長円形に開口されたカム溝６４ｃが形成されている。このカム溝６４ｃには
、連結部材７１の前方に向かって突出形成された円筒形のカム７１ａが、裏側カバー６２
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の上下長円形に開口されたカム挿通孔６２ｃを通って係合されるようになっている。した
がって、例えば、連結部材７１のカム７１ａが、裏側カバー６２のカム挿通孔６２ｃ内に
おいて下方にスライド移動すると、変位部材６４は下方に変位（回動）されると共に、こ
れに連動して変位部材６３は上方に変位（回動）されるようになっている。
【００５０】
　裏側カバー６２は、上述した変位部材６３，６４の基端部６３ａ、６４ａと連動ギア６
５，６６を収容した状態で、表側カバー６１にネジ止めによって固定可能になっている。
この裏側カバー６２は、表側カバー６１とほぼ同じ大きさの取付部６２ｄと、この取付部
６２ｄから下方に延びると共に、後方に開口した略箱状の収容部６２ｅを有している。こ
の場合、収容部６２ｅは、取付部６２ｄの中央から右寄り位置に設けられている。
【００５１】
　この裏側カバー６２の取付部６２ｄの左右には、軸支ピン７２，７２が挿通されるピン
挿通孔６２ａ，６２ａと、軸支ピン７３，７３が挿通されるピン挿通孔６２ｂ，６２ｂと
が上下に配されている。また、裏側カバー６２の取付部６２ｄの左右端部には、連結部材
７１のカム７１ａ，７１ａが上下にスライド可能に挿通される上下に長円形状を有するカ
ム挿通孔６２ｃ，６２ｃが開口形成され、これにより連結部材７１のカム７１ａ，７１ａ
の移動範囲が規制されている。そして、裏側カバー６２の収容部６２ｅの内側には、連結
部材７１の延設部７１ｂが上下にスライド可能に収容されるように構成されている。
【００５２】
　更に、裏側カバー６２の取付部６２ｄの背面の中央の上下には、取付用円筒部６２ｆ，
６２ｆが後方に向かって突出形成されており、第２ラック部材５９に形成された取付孔５
９ａ，５９ａにネジ止めすることによって、その第２ラック部材５９を裏側カバー６２の
背面側に固定することができるようになっている。この場合、裏側カバー６２の背面と第
２ラック部材５９の前面との間に挟み込まれる連結部材７１は、取付用円筒部６２ｆ，６
２ｆの突出長さによって、その連結部材７１が上下にスライド可能となるように、裏側カ
バー６２と第２ラック部材５９との間の距離（間隙）が設定されている。
【００５３】
　また、裏側カバー６２の取付部６２ｄの背面には、上側に配された取付用円筒部６２ｆ
のやや下方位置に、コイルバネからなる第１付勢バネ７４の一端が係止されるバネ係止片
６２ｇが後方に向かって突出形成されている。
【００５４】
　このような裏側カバー６２の背面には、連結部材７１が上下にスライド可能に配されて
いる。この連結部材７１は、略Ｕ形のスライド板部７１ｃと、このスライド板部７１ｃか
ら下方に延びた棒状の延設部７１ｂを有している。この場合、延設部７１ｂは、スライド
板部７１ｃの中央から右寄り位置に設けられている。
【００５５】
　この連結部材７１のスライド板部７１ｃの中央には、上方から切り欠くように形成され
た切欠部７１ｄが形成されている。このスライド板部７１ｃの切欠部７１ｄの内側に、裏
側カバー６２のバネ係止片６２ｇが配置されるようになっている（図１１参照）。また、
この切欠部７１ｄの左右には、軸支ピン７２，７２が上下にスライド可能に挿通されるピ
ンスライド孔７１ｅ，７１ｅと、軸支ピン７３，７３が上下にスライド可能に挿通される
ピンスライド孔７１ｆ，７１ｆとが上下に配されている。また、連結部材７１のスライド
板部７１ｃの前面の左右両端には、円筒形のカム７１ａ，７１ａが前方に向かって突出形
成されている。
【００５６】
　また、スライド板部７１ｃの背面の下端部には、一端が裏側カバー６２のバネ係止片６
２ｇに係止された第１付勢バネ７４の他端が係止される係止片７１ｇが後方に向かって突
出形成されている。
【００５７】
　したがって、図１１に示されるように、裏側カバー６２の背面にスライド可能に配され
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た連結部材７１は、第１付勢バネ７４によってその裏側カバー６２に対して上方に向かっ
て引っ張られている（付勢されている）構成になっているので、それに伴って、連結部材
７１のカム７１ａが、裏側カバー６２のカム挿通孔６２ｃ内において上方にスライド移動
されている。これにより、変位部材６３は下方に変位（先端が下方に向いている状態に）
されると共に、これに連動して変位部材６４は上方に変位（先端が上方に向いている状態
に）されており、変位部材６３，６４が互いに接近するように閉じた姿勢（第１姿勢Ｓ１
）に保持されている。
【００５８】
　図７に示されるように、連結部材７１の延設部７１ｂの下端寄り位置には、後方に向か
って突出した第１当接部７１ｈが形成されている。この第１当接部７１ｈには、図８およ
び図１０に示されるように、その上方から接触部材５２の第２当接部５２ｂが接触可能と
なっている。この場合、連結部材７１の第１当接部７１ｈを、第１付勢バネ７４よりも付
勢力の大きい第２付勢バネ７５によって下方に引っ張られた（付勢された）状態の接触部
材５２の第２当接部５２ｂによる接触によって、連結部材７１を上述した第１付勢バネ７
４の付勢に抗して下方へとスライドさせること可能となっている（図１２および図１３参
照）。これにより、図１０および図１１に示されるような閉じた第１姿勢Ｓ１の変位部材
６３，６４を、図１２および図１３に示されるような開いた第２姿勢Ｓ１へと変位させる
ことが可能になっている。
【００５９】
　このような構成を有する可動部材６０は、図８に示されるようなベース体５１の上端よ
りも下方に配置された第１位置Ｐ１と図１４に示されるようなベース体５１の上端よりも
上方に配置された第２位置Ｐ２との間を、ベース体５１に設けられた駆動機構によって上
下にスライド移動可能にされている。
【００６０】
　ベース体５１は、横長の板状の部材で、図３に示されるように、センターベース４１に
図示しない固定ネジによって取付可能になっている。
【００６１】
　図４に示されるように、ベース体５１の前面には、モータ８１、センサ基板９１、接触
部材５２、接触部材用カバー５３、保護カバー５４などが備えられている。
【００６２】
　接触部材５２は、略四角形を有する部材で、ベース体５１の右上部に配されている。こ
の接触部材５２は、図１２および図１４に示されるような、ベース体５１の前面の右側上
部に形成された上下に延びる左右一対のガイドレール５１ａ，５１ａによって左右方向へ
の移動が規制され、第３位置Ｐ３と第４位置Ｐ４との間で上下にスライド可能になってい
る。また、ベース体５１の右側の下端位置には、バネ係止片５１ｂが前方に向かって突出
形成されている。このバネ係止片５１ｂには、コイルバネからなる第２付勢バネ７５の一
端が係止されている。この第２付勢バネ７５の他端は、接触部材５２の下端に開口形成さ
れたバネ係止孔５２ａに係止されている。したがって、接触部材５２は、第２付勢バネ７
５によって、常時下方に引っ張られる（付勢される）ように構成されている。この場合、
接触部材５２は、ガイドレール５１ａ，５１ａの下端に形成された保持部５１ｃによって
、その保持部５１ｃから下方への移動が規制されている。
【００６３】
　また、接触部材５２の左端の上方部位には、左（連結部材７１側）に向かって突出する
第２当接部５２ｂが形成されている。この第２当接部５２ｂには、上述した可動部材６０
が備える連結部材７１の下端に形成された第１当接部７１ｈが下方から接触（当接）する
ことが可能になっている。
【００６４】
　このような接触部材５２は、図４に示されるように、接触部材用カバー５３によってそ
の接触部材５２の前面のほぼ右半分が覆われるようになっている。
【００６５】
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　ベース体５１には、その中央よりやや右寄り位置に上下に延びるスリット状のガイド溝
５１ｄが形成されている。このガイド溝５１ｄは、ベース体５１の略中央の上端から下方
に切り欠くように開口形成されている。
【００６６】
　このガイド溝５１ｄには、図６に示されるような、可動部材６０に固定される第２ラッ
ク部材５９と、この第２ラック部材５９の前面に連結される上下に長円形のガイド板部５
９ｂとの連結部５９ｃが、上下にスライド可能に挿通されている。
【００６７】
　このようなガイド溝５１ｄの下方部において、第２ラック部材５９のガイド板部５９ｂ
、裏側カバー６２の収容部６２ｅおよび第２付勢バネ７５は、保護カバー５４によって覆
われるようになっている（図４および図８参照）。
【００６８】
　図５に示されるように、ベース体５１の背面には、可動部材６０を上下方向に往復移動
させる駆動機構として、駆動円板８２、第１ラック部材５５、第１ピニオン５６、第２ピ
ニオン５８、第２ラック部材５９などが配されている。
【００６９】
　モータ８１は、図４に示されるようにベース体５１の前面の左下に取り付けられている
。そして、図５に示されるように、モータ８１の駆動軸８１ａは駆動円板８２の中心に固
定されており、駆動円板８２は駆動軸８１ａと一体回転可能になっている。また、駆動円
板８２の中心から偏心した位置には円筒形のカム８２ａが後方に向かって突出形成されて
いる。
【００７０】
　ベース体５１の背面には、略Ｕ字形の第１ラック部材５５が配されている。この第１ラ
ック部材５５は、左右両端がガイド板７７，７７によって上下にスライド可能に支持され
ている。この第１ラック部材５５には、駆動円板８２のカム８２ａが挿入されて係合され
る横長の長円形を有するカム溝５５ａが右下位置に開口形成されている。したがって、モ
ータ８１の駆動によって駆動円板８２が回動（回転）されると、駆動円板８２のカム８２
ａと、このカム８２ａが係合されるカム溝５５ａを介して第１ラック部材５５は上下にス
ライド移動されるようになっている。
【００７１】
　また、第１ラック部材５５の左右の内側には、歯部５５ｂ，５５ｂが上下方向に沿って
形成されている。この第１ラック部材５５の左右の歯部５５ｂ，５５ｂの内側位置には、
この歯部５５ｂ，５５ｂに噛み合う一対の平歯車からなる第１ピニオン５６，５６がベー
ス体５１の背面に回転可能に軸支されている。この第１ピニオン５６，５６には、この第
１ピニオン５６，５６より外径が大きい平歯車からなる可動ギア５７，５７が、第１ピニ
オン５６，５６と一体回転可能に設けられている。
【００７２】
　更に、可動ギア５７，５７の内側位置には、この可動ギア５７，５７に噛み合う一対の
平歯車からなる第２ピニオン５８，５８がベース体５１の背面に回転可能に軸支されてい
る。そして、この第２ピニオン５８，５８の内側位置には、この第２ピニオン５８，５８
に噛み合う歯部５９ｄ，５９ｄを左右端部に有する上下に長い略長方形の第２ラック部材
５９が上下にスライド可能に配されている。
【００７３】
　したがって、第２ラック部材５９は、モータ８１の駆動によって駆動円板８２が回動さ
れると、第１ラック部材５５、第１ピニオン５６，５６、可動ギア５７，５７、第２ピニ
オン５８，５８を介して、上下にスライド移動することが可能になっている。
【００７４】
　この場合、第１ラック部材５５の中央の上端には、コイルバネからなる第３付勢バネ７
６の一端が係止されるバネ係止片５５ｃが形成されている。また、第３付勢バネ７６の他
端は、ベース体５１の背面の中央の上端に形成されたバネ係止片５１ｅに係止されている
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。したがって、第１ラック部材５５は、第３付勢バネ７６によってベース体５１に対して
上方に常時引っ張られるように付勢されている。このように、第１ラック部材５５をベー
ス体５１に対して上方に引っ張るようにすることで、駆動円板８２、第１ラック部材５５
、第１ピニオン５６，５６、可動ギア５７，５７、第２ピニオン５８，５８および第２ラ
ック部材５９を動作させるのに要するモータ８１の駆動力を低減させることが可能になっ
ている。すなわち、第２ラック部材５９に固定された可動部材６０を動作させるのに要す
るモータ８１の駆動力を低減させることが可能になっている。
【００７５】
　このような駆動手段であるモータ８１としては、ステッピングモータが適用されており
、駆動円板８２を正転方向に所定角度回転させたり、その正転方向とは反対の反転方向に
所定角度回転させたりすることが可能になっている。このモータ８１にはコネクタ部８１
ｂが設けられており、モータ８１は、遊技機１が備える制御回路等とこのコネクタ部８１
ｂおよび図示しないケーブルを介して電気的に接続されて、制御回路等によってモータ８
１の回転駆動が制御可能となっている。
【００７６】
　図５に示されるように、第１ラック部材５５の左端部には、ガイド板７７を越えて側方
に延出されると共に前方に向かって突出した位置検出用突起部５５ｄが形成されている。
この位置検出用突起部５５ｄは、ベース体５１の左側に上下に延びるように開口されたス
リット５１ｆに挿入されており、そのスリット５１ｆから前方に向かって所定長さ突出す
るように設けられている。この場合、位置検出用突起部５５ｄは、センサ基板９１の背面
に実装された初期位置検出センサ９２の対向検出部９２ａ，９２ａの間に受容可能に配置
されている。
【００７７】
　センサ基板９１は、ベース体５１の前面に取付固定されている。センサ基板９１の背面
には、初期位置検出センサ９２が実装されており、この初期位置検出センサ９２の対にな
って設けられた対向検出部９２ａ、９２ａの内部には、図示しない位置検出素子が内蔵さ
れている。これら一対の位置検出素子は、相互間で信号（例えば赤外線）を送受信するこ
とが可能になっている。このような対向検出部９２ａ，９２ａによる信号の送受信は、上
述した第１ラック部材５５の位置検出用突起部５５ｄによって遮ることが可能になってい
る。
【００７８】
　このような第１ラック部材５５の位置検出用突起部５５ｄが、対向検出部９２ａ，９２
ａの間に配置されることにより、対向検出部９２ａ，９２ａによる信号の送受信が不能と
なるので、この状態を初期位置（原点または基準位置）として、モータ８１を所定角度回
転させることで、第１ラック部材５５を上下方向に所定距離で往復移動させることが可能
になっている。これにより、第２ラック部材５９、つまりこの第２ラック部材５９の前面
に固定された上述の可動部材６０を、再現性良く上下方向に所定距離（第１位置Ｐ１と第
２位置Ｐ２の間の距離）で往復移動させることが可能になっている。
【００７９】
　尚、センサ基板９１の前面には、コネクタ部９１ａが設けられており、センサ基板９１
は、遊技機１が備える制御回路等とこのコネクタ部９１ａおよび図示しないケーブルを介
して電気的に接続されて、制御回路等からの初期位置検出センサ９２への電源の供給や、
制御回路等による初期位置検出センサ９２からの検出信号の受信が可能になっている。
【００８０】
　次に、図８～図１５を用いて可動演出装置５０の動作について説明する。
【００８１】
　図８および図９に示されるように、可動部材６０は、変位部材６３，６４を閉じた第１
姿勢Ｓ１のまま、待機位置（最下点位置）である第１位置Ｐ１にある状態になっている。
また、接触部材５２は、第２付勢バネ７５によって、ベース体５１の保持部５１ｃに当接
した第３位置Ｐ３にある状態になっている。
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【００８２】
　次に、入賞装置に遊技球が入賞して表示部１７ａにおいて表示図柄がリーチになる等、
遊技状態が変化して、遊技機１に備えられる制御回路等が、可動演出装置５０のモータ８
１を駆動させる命令が発生すると、制御回路はモータ８１を回転駆動させる。
【００８３】
　モータ８１が駆動されると、ベース体５１の背面に設けられた駆動円板８２、第１ラッ
ク部材、第１ラック部材５５、第１ピニオン５６，５６、可動ギア５７，５７、第２ピニ
オン５８，５８、第２ラック部材５９を介して、可動部材６０は上方にスライド移動を始
める。
【００８４】
　図１０および図１１は、連結部材７１の第１当接部７１ｈが、接触部材５２の第２当接
部５２ｂに接触する直前（または接触した瞬間）の可動部材６０の位置（当接位置ＰＴ）
を示している。図示されるように、可動部材６０は、第１位置Ｐ１から当接位置ＰＴまで
を移動する間は、その変位部材６３，６４は閉じた第１姿勢Ｓ１に保持されている。
【００８５】
　そして、図１２および図１３に示されるように、連結部材７１の第１当接部７１ｈが、
接触部材５２の第２当接部５２ｂに接触した状態で、更に可動部材６０が当接位置ＰＴよ
り上方に移動されると、接触部材５２を下方に引っ張る第２付勢バネ７５の付勢力が、連
結部材７１を裏側カバー６２（可動部材６０）に対して上方に引っ張っていた第１付勢バ
ネ７４の付勢力に打ち勝って、連結部材７１が裏側カバー６２（可動部材６０）に対して
下方へと移動されると、この連結部材７１の移動に伴って、変位部材６３，６４は開いた
第２姿勢Ｓ２に変位される。
【００８６】
　そして、図１４および図１５に示されるように、変位部材６３，６４は開いた第２姿勢
Ｓ２に保持されたまま、可動部材６０は第２位置Ｐ２にまで移動する。このとき、接触部
材５２は、ガイドレール５１ａの上方の第４位置Ｐ４にまで移動した状態（連結部材７１
によって引っ張り上げられた状態）にされている。
【００８７】
　上述した可動演出装置６０は、遊技状態に応じて第１位置Ｐ１と第２位置Ｐ２との間で
往復移動可能な可動部材６０と、可動部材６０を往復移動させるための駆動手段８１と、
可動部材６０および駆動手段８１が取り付けられるベース体５１とを備えている。
【００８８】
　可動部材６０には、その可動部材の第１位置Ｐ１と第２位置Ｐ２との間の移動に伴って
第１姿勢Ｓ１と第２姿勢Ｓ２と間で変位可能な変位部材６３，６４と、変位部材６３，６
４を第２姿勢Ｓ２から第１姿勢Ｓ１に変位させるように付勢する第１付勢部材７４と、変
位部材６３，６４に第１付勢部材７４を介して連結された連結部材７１とが設けられてい
る。また、ベース体５１には、可動部材６０の第１位置Ｐ１と第２位置Ｐ２との間の移動
に伴って連結部材７１に接触する接触部材５２が、可動部材６０と異なる位置の第３位置
Ｐ３と第４位置Ｐ４との間で往復移動可能に設けられている。更に、接触部材５２には、
変位部材６３，６４を第１姿勢Ｓ１から第２姿勢Ｓ２に連結部材７１によって変位させる
ようにその連結部材７１に形成された第１当接部７１ｈに接触可能な第２当接部５２ｂが
形成されている。
【００８９】
　そして、可動部材６０が第１位置Ｐ１にある場合には、第１付勢部材７４の付勢力によ
り変位部材６３，６４が第１姿勢Ｓ１に保持される一方（図８参照）、可動部材６０が第
１位置Ｐ１から移動するに伴って連結部材７１の第１当接部７１ｈが、第３位置Ｐ３にあ
る接触部材５２の第２当接部５２ｂと接触する当接位置ＰＴから更に移動することで、そ
の連結部材７１を介して変位部材６３，６３を第１付勢部材７４の付勢力に抗して第１姿
勢Ｓ１から第２姿勢Ｓ２に変位させると共に（図１０および図１２参照）、可動部材６０
の当接位置ＰＴから第２位置Ｐ２への移動に伴って連結部材７１の第１当接部７１ｈと接



(15) JP 2012-29736 A 2012.2.16

10

20

30

40

50

触部材５２の第２当接部５２ｂが接触した状態のままにその接触部材５２が第３位置Ｐ３
から第４位置Ｐ４へと移動することで、変位部材６３，６４が第２姿勢Ｓ２に保持された
まま可動部材６０が第２位置Ｐ２へと到達するようにされている（図１４参照）。
【００９０】
　したがって、このような可動演出装置５０によれば、可動部材６０を第１位置Ｐ１から
第２位置Ｐ２へと駆動手段８１によって移動させるだけで、可動部材６０に設けられた連
結部材７１および第１付勢部材７４と、ベース体５１に設けられた接触部材５２によって
、可動部材６０に設けられた変位部材６３，６４を第１姿勢Ｓ１から第２姿勢Ｓ２へと変
位させることができるので、可動部材６０の移動とその可動部材６０に設けられた変位部
材６３，６４の変位という２段階の動作を一の駆動手段８１で行うことが可能になってい
る。つまり、一の駆動手段８１を用いるだけで、可動部材６０を第１位置Ｐ１と第２位置
Ｐ２の間で移動させることが可能であると共に、変位部材６３，６４も第１姿勢Ｓ１と第
２姿勢Ｓ２との間で変位させることが可能となっており、変位部材６３，６４を変位させ
るため専用の駆動手段、例えば従来技術で説明した特許文献１に記載されるような電動ソ
レノイド等を別途用意する必要がない。したがって、これらの部材を移動または変位させ
るための機構が複雑化してしまうことが抑制されると共に、遊技機１という限られた空間
にこのような可動演出装置５０をコンパクトに配置することが可能となっている。
【００９１】
　また、可動部材６０が、第１位置Ｐ１と当接位置ＰＴとの間において移動される際には
、変位部材６３，６４を第１姿勢Ｓ１に保持する一方（図８および図１０参照）、可動部
材６０が、当接位置ＰＴと第２位置Ｐ２との間において移動される際には、変位部材６３
，６４を第２姿勢Ｓ２に保持するようにしたこと構成になっている（図１２および図１４
参照）。つまり、可動部材６０が第２位置Ｐ２に到達したときに変位部材６３，６４を変
位させるのではなく、可動部材６０が第２位置Ｐ２に到達する前の途中位置（当接位置Ｐ
Ｔ）から変位部材６３，６４を第１姿勢Ｓ１から第２姿勢Ｓ２へと変位させ、その第２姿
勢Ｓ２を保持したまま可動部材６０を第２位置Ｐ２へと到達させるようにしたので、従来
よりもその演出効果が向上している。
【００９２】
　したがって、このような可動演出装置５０を備えた遊技機１によれば、一の駆動手段８
１で可動部材６０と変位部材６３，６４を２段階に動作させることができると共に、可動
部材６０の移動途中の段階で変位部材６３，６４を変位させた従来にない演出を行うこと
が可能となっている。
【００９３】
　この場合、接触部材５２を第４位置Ｐ４から第３位置Ｐ３に移動させる方向に付勢する
第２付勢部材７５が、その接触部材５２とベース体５１とを連結するように設けられると
共に、ベース体５１には、可動部材６０が第１位置Ｐ１と当接位置ＰＴとの間に位置する
際に接触部材５２を第３位置Ｐ３に保持する保持部５１ｃが形成されているので、ベース
体５１に形成される保持部５１ｃの位置を変更するだけで、変位部材６３，６４が第１姿
勢Ｓ１から第２姿勢Ｓ２に変位する位置を容易に変更することができる。
【００９４】
　また、可動部材６０は、第２付勢部材７５の付勢力に抗して当接位置ＰＴから第２位置
Ｐ２へ移動するように構成され、可動部材６０が当接位置ＰＴと第２位置Ｐ２との間に位
置する際に、第１付勢部材７４と第２付勢部材７５は付勢する方向が互いに反対の方向、
より具体的には、第１付勢部材７４が連結部材７１を引っ張る方向（上方向）と第２付勢
部材７５が接触部材５２を引っ張る方向（下方向）が反対の方向であると共に、接触部材
５２の位置に関わらず第２付勢部材７５の付勢力（接触部材５２を下方に引っ張る力）は
常に第１付勢部材７４の付勢力（連結部材７１を上方に引っ張る力）よりも大きい構成に
なっているので、第２付勢部材７５の付勢力によって簡便に変位部材６３，６４を第１姿
勢Ｓ１から第２姿勢Ｓ２へと変位させることが可能である。
【００９５】
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　更に、可動部材６０を第１位置Ｐ１から第２位置Ｐ２へと移動させる方向に付勢する第
３付勢部材７６が、その可動部材６０とベース体５１を連結するように設けられると共に
、可動部材６０が当接位置ＰＴと第２位置Ｐ２との間に位置する際に第３付勢部材７６と
第２付勢部材７５は付勢する方向が互いに反対の方向、より具体的には、第３付勢部材７
６が可動部材６０を引っ張る方向（上方向）と第２付勢部材７５が接触部材５２を引っ張
る方向（下方向）が反対の方向になっているので、可動部材６０を第２付勢部材７５の付
勢力に抗して当接位置ＰＴから第２位置Ｐ２へ移動させるときの駆動手段８１の駆動力を
、第３付勢部材７６による付勢力によって低減することができる。
【００９６】
　以上本発明に係る遊技機の実施の形態について説明したが、上述した実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。例
えば、上述した可動演出装置５０は、表示部１７ａの下方に配設された構成を示したが、
そのような構成に限るものではなく、遊技機１の枠等の配設可能な位置であれば、どこで
も良く、上述した実施の形態には限定されない。また、可動演出装置５０における可動部
材６０の移動方向は上下方向に限るものではなく、例えば、左右方向、前後方向などに移
動させるような構成にしても良い。
【００９７】
　更に、接触部材５２は、第２付勢バネ７５によって下方に引っ張られて（付勢されて）
連結部材７１を下方へとスライドさせる構成に限らず、例えば、接触部材５２を重錘など
で構成し、その接触部材５２自体の自重によって連結部材７１をスライドさせるようにし
ても良い。また、変位部材６３，６４は、第１付勢バネ７４を介して互いに接近するよう
に閉じた姿勢に保持される構成に限らず、例えば、変位部材６３の先端側に重錘を設けて
変位部材６３を下方に変位させるのに伴って変位部材６４を上方に変位させ互いに接近す
るように閉じた姿勢に保持するようにしても良い。この場合、変位部材６３を下方に変位
させる力は、接触部材５２が連結部材７１をスライドさせる力よりも小さくするように構
成するのが良い。また、ベース体５１は一体的な構成のものに限らず、複数の分割体の連
結によって構成されると共に、そのようなベース体上に可動演出装置５０のその他の構成
部品が備えられるようにしても良い。
【符号の説明】
【００９８】
１：遊技機　　５：遊技盤　　６：遊技領域　　１７：表示装置
１７ａ：表示部　　３０：センター役物　　４０：前面側装飾部材
４０ｂ：カバー体　　４１：センターベース　　５０：可動演出装置
５１：ベース体　　５１ａ：ガイドレール　　５１ｂ：バネ係止片
５１ｃ：保持部　　５１ｄ：ガイド溝　　５１ｅ：バネ係止片
５１ｆ：スリット　　５２：接触部材　　５２ａ：バネ係止孔
５２ｂ：第２当接部　　５５：第１ラック部材　　５５ａ：カム溝
５５ｃ：バネ係止片　　５５ｄ：位置検出用突起部　　５６：第１ピニオン
５７：可動ギア　　５８：第２ピニオン　　５９：第２ラック部材
６０：可動部材　　６１：表側カバー　　６２：裏側カバー
６２ａ，６２ｂ：ピン挿通孔　　６２ｃ：カム挿通孔　　６２ｇ：バネ係止片
６３，６４：変位部材　　６３ａ，６４ａ：基端部　　６３ｂ，６４ｂ：円筒部
６３ｃ　ガイド孔　６４ｃ：カム溝　　６５，６６：連動ギア
７１：連結部材　７１ａ：カム　　７１ｂ：延設部
７１ｅ，７１ｆ：ピンスライド孔　　７１ｇ：バネ係止片
７１ｈ：第１当接部　　７２，７３：軸支ピン　　７４：第１付勢バネ
７５：第２付勢バネ　　７６：第３付勢バネ　　８１：モータ
８１ａ：駆動軸　　８２：駆動円板　　８２ａ：カム
９１：センサ基板　　９２：初期位置検出センサ
Ｐ１：第１位置　　Ｐ２：２位置　　Ｐ３：第３位置　　Ｐ４：第４位置
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ＰＴ：当接位置　　Ｓ１：第１姿勢　　Ｓ２：第２姿勢
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