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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース板と、駆動装置と、この駆動装置によってベース板上を往復動する可動装飾体と
を備えた遊技機の可動装飾装置において、
　可動装飾体には、駆動装置によって往復動される主軸と、この主軸から間隔をおいて副
軸とを設け、ベース板には、前記主軸が嵌め込まれて移動する主ガイド溝と、副軸が嵌め
込まれて移動する副ガイド溝とを設けたうえに、副ガイド溝には、主軸の往動時に副軸が
主ガイド溝に向かって接近する副軸接近部を設けて、主ガイド溝を移動する主軸を中心に
副軸を回動させるようにしたことを特徴とする遊技機の可動装飾装置。
【請求項２】
　ベース板と、駆動装置と、この駆動装置によってベース板上を往復動する可動装飾体と
を備えた遊技機の可動装飾装置において、
　可動装飾体には、駆動装置によって往復動される主軸と、この主軸から間隔をおいて副
軸とを設け、ベース板には、前記主軸が嵌め込まれて移動する主ガイド溝と、副軸が嵌め
込まれて移動する副ガイド溝とを設けたうえに、副ガイド溝には、主軸の往動時に副軸が
主ガイド溝から離反する副軸離反部を設けて、主ガイド溝を移動する主軸を中心に副軸を
回動させるようにしたことを特徴とする遊技機の可動装飾装置。
【請求項３】
　主ガイド溝を、水平ガイド溝、傾斜ガイド溝、垂直ガイド溝、湾曲ガイド溝の何れか一
種又はこれらのうちの２種以上を有するものとした請求項１又は２に記載の遊技機の可動
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装飾装置。
【請求項４】
　副ガイド溝を、主ガイド溝から接近又は離反する傾斜ガイド溝、水平ガイド溝、垂直ガ
イド溝、湾曲ガイド溝の何れか一つ又はこれらのうちの２種以上を有するものとした請求
項３に記載の遊技機の可動装飾装置。
【請求項５】
　可動装飾体には、レバー機構によって回動される装飾部材を設け、可動装飾体が所定の
位置に達したときにレバー機構が作動されて、装飾部材が回動されるようにした請求項１
～４の何れかに記載の遊技機の可動装飾装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に用いられる可動装飾装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機においては、図柄を変動表示したり動物などの可動装飾体を移動
させたりして遊技の興趣を盛り上げるために種々の工夫が凝らされている。例えば、特許
文献１には、可動装飾体を遊技盤状の左右水平方向に往復移動させるようにした遊技機が
開示されている。しかしながらこの可動装飾体は、単に水平方向の左右に往復移動するだ
けであるので、移動態様が単調で遊技の盛り上げ効果が十分でないという欠点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２８５２２２号公報　　（図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記した従来の問題点に鑑み、複雑な態様で変化しながら移動する遊技機の
可動装飾体を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を解決するためになされた本発明に係る遊技機の可動装飾装置は、ベース板
と、駆動装置と、この駆動装置によってベース板上を往復動する可動装飾体とを備えた遊
技機の可動装飾装置において、
　可動装飾体には、駆動装置によって往復動される主軸と、この主軸から間隔をおいて副
軸とを設け、ベース板には、前記主軸が嵌め込まれて移動する主ガイド溝と、副軸が嵌め
込まれて移動する副ガイド溝とを設けたうえに、副ガイド溝には、主軸の往動時に副軸が
主ガイド溝に向かって接近する副軸接近部を設けて、主ガイド溝を移動する主軸を中心に
副軸を回動させるようにしたことを特徴とするものである。
【０００６】
　また、本発明の遊技機の可動装飾装置は、ベース板と、駆動装置と、この駆動装置によ
ってベース板上を往復動する可動装飾体とを備えた遊技機の可動装飾装置において、
　可動装飾体には、駆動装置によって往復動される主軸と、この主軸から間隔をおいて副
軸とを設け、ベース板には、前記主軸が嵌め込まれて移動する主ガイド溝と、副軸が嵌め
込まれて移動する副ガイド溝とを設けたうえに、副ガイド溝には、主軸の往動時に副軸が
主ガイド溝から離反する副軸離反部を設けて、主ガイド溝を移動する主軸を中心に副軸を
回動させるようにしたことを特徴とするものである。
【０００７】
　上記した発明において、主ガイド溝を、水平ガイド溝、傾斜ガイド溝、垂直ガイド溝、
湾曲ガイド溝の何れか一種又はこれらのうちの２種以上を有するものとすることができ、
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副ガイド溝を、主ガイド溝から接近又は離反する傾斜ガイド溝、水平ガイド溝、垂直ガイ
ド溝、湾曲ガイド溝の何れか一つ又はこれらのうちの２種以上を有するものとすることが
できる。さらに、可動装飾体には、レバー機構によって回動される装飾部材を設け、可動
装飾体が所定の位置に達したときにレバー機構が作動されて、装飾部材が回動されるよう
にすることができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の遊技機の可動装飾装置は、可動装飾体に主軸と副軸とを設け、ベース板には、
主軸と副軸が嵌め込まれる主ガイド溝と副ガイド溝とを設けたうえに、副ガイド溝には、
主軸の往動時に副軸が主ガイド溝に向かって接近する副軸接近部を設けたので、主ガイド
溝を移動する主軸を中心に回動させることができ、これによって可動装飾体を移動させな
がら回動させることができる。このような効果は、副ガイド溝に、主軸の往動時に副軸が
主ガイド溝から離反する副軸離反部を設けることによっても達成することができる。また
、可動装飾体に装飾部材を設けて、この装飾部材をレバー機構により回動させるようにし
たので、装飾態様を複雑にして遊技の興趣をさらに盛り上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】可動装飾体が待機位置である可動装飾装置の構造を示す正面図である。
【図２】可動装飾装置の斜視図である。
【図３】図１の可動装飾装置の平面図である。
【図４】図１の可動装飾装置の側面図である。
【図５】可動装飾体が移動途中である可動装飾装置の構造を示す正面図である。
【図６】可動装飾体の先端部が上方に回動された可動装飾装置の正面図である。
【図７】装飾部材が回動された状態である可動装飾装置の正面図である。
【図８】主ガイド溝に向かって接近する副軸接近部を例示する説明図である。
【図９】主ガイド溝から離反する副軸離反部を例示する説明図である。
【図１０】主ガイド溝と副ガイド溝の形状を例示する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　初めに、本発明における可動装飾体の回動機構について説明する。
　図８において、２は可動装飾体であって、この可動装飾体２は主軸２５と、この主軸２
５から間隔をおいて設けられた副軸２６とを有し、駆動装置（図示していない）によって
往復動される。４は主軸２５が嵌め込まれる主ガイド溝、５は副軸２６が嵌め込まれる副
ガイド溝（実線で示す溝）である。図示の主ガイド溝４は、水平ガイド溝であって、主軸
２５は２５ａ、２５ｂ、２５ｃの方向に駆動機構によって往動される。副ガイド溝５は全
体が副軸接近部からなるものであって、主ガイド溝４に斜め下方に向かって接近する方向
、即ち主ガイド溝４に交差する方向に伸びて形成されている。なお、以下において、特に
断らない限り方向は主軸の往動する方向を基準として説明する。
【００１１】
　待機状態において主軸２５は２５ａの位置に有り、副軸２６は２６ａの位置にある。主
軸２５と副軸２６とは仮想線Ｘによってつながっており、この線Ｘは最右翼の待機位置に
おいては、水平から９０°近く立っている。主軸２５が２５ａ→２５ｂ→２５ｃへと往動
されると、主軸２５と副軸２６との距離（仮想線Ｘの長さ）は一定であるので、副軸２６
は２６ａ→２６ｂ→２６ｃと移動される。主軸２５は高さが変動されることなく水平移動
するが、副軸２は高さが降下されるので、主軸２５を中心にみたときには、副軸２６は時
計回り方向に回動されることとなって、この副軸２６の回動により可動装飾体２は時計回
り方向に回動される。
【００１２】
　図８中の下部に破線で示す副ガイド溝５’即ち副軸接近部は、主ガイド溝４に斜め上方
に向かって接近する方向に伸びて形成されている。この場合には主軸２５の水平往動に伴
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い、副軸２６は上方に移動されるので、主軸２５を中心にみたときには、副軸２６は反時
計回り方向に回動されることとなって、この副軸２６の回動により可動装飾体２は反時計
回り方向に回動される。
【００１３】
　図９においては、水平の主ガイド溝４に対して実線で示す副軸ガイド溝５が斜め上方に
向かって離反する方向、即ち主ガイド溝４と交差しない放射方向に延設されている。この
例において副ガイド溝５は、全体が副軸離反部となっている。この場合には、主軸２５の
水平往動に対して副軸２６の高さがより高いほうへと移動されるので、主軸２５を中心に
みたときには、副軸２６は時計回り方向に回動される。
【００１４】
　一方、図９中の下部に破線で示す副ガイド溝５’即ち副軸離反部は、主ガイド溝４から
斜め下方に向かって離反する方向に延設されている。この場合には主軸２５の水平往動に
伴い、副軸２６は下方に移動されるので、主軸２５を中心にみたときには、副軸２６は反
時計回り方向に回動されることとなって、可動装飾体２も反時計回り方向に回動される。
【００１５】
　以下に、本発明の実施形態について説明する。
　図１－４は、可動装飾体が待機位置にあるときの可動装飾装置の構造を示す図であって
、１はベース板、２は可動装飾体、３は駆動装置であるモータである。
【００１６】
　可動装飾体２は、いるかの頭部を模した形状に形成された装飾体本体２１と、この本体
２１が螺着された取付基板２２とからなる。装飾体本体２１は、先端にくちばし部２３を
有する。２４は、くちばし部２３の下側をなす装飾部材である。可動装飾体２の取付基板
２２には、主として可動装飾体２の往復移動に用いられる主軸２５と、主として可動装飾
体２の回動に用いられる副軸２６とが設けられている。副軸２６は、可動装飾体２が左方
に往動するときの後方側に設けられている。
【００１７】
　取付基板２２には動力伝達軸３１が設けられていて、この動力伝達軸３１は、レバー３
２、３３を介してモータ３の回転軸３４に接続されている。図１において、動力伝達軸３
１は、主軸２５の左方への往動に対して後方側（右方側）で副軸２６の下方に設けられて
いるので、モータ３の回転軸３４を反時計回りに回転させることによって、主軸２５と副
軸２６とを左方に移動させることができる。
【００１８】
　ベース板１には、主軸２５が嵌め込まれる主ガイド溝４と、副軸２６が嵌め込まれる副
ガイド溝５とが形成されている。主ガイド溝４は、第１上り傾斜溝４１と、主軸側水平溝
４２と、第２上り傾斜溝４３とからなる。副ガイド溝５は、副軸側上り傾斜溝５１と、副
軸側水平溝５２と、下り傾斜溝５３とからなる。主ガイド溝の第１上り傾斜溝４１、主軸
側水平溝４２は、それぞれ副軸側上り傾斜溝５１、副軸側水平溝５２と平行である。副ガ
イド溝５の下り傾斜溝５３は、主ガイド溝４の第２上り傾斜溝４３に向かって接近する副
軸接近部である。
　なお、主軸２５と副軸２６とを結んだ直線が、その位置における主ガイド溝４及び副ガ
イド溝５と垂直にならないように主軸２５と副軸２６とを設置するのが望ましい。
【００１９】
　可動装飾体２の移動態様を以下に説明する。
　図１に示す待機状態において、モータ３の回転軸３４を反時計回りに回転させるとレバ
ー３３、３２を介して動力伝達軸３１が左方に引っ張られることとなる。これによって、
取付基板２２には左方への引っ張り力が作用するので、主軸２５は第１上り傾斜溝４１に
沿って斜め上方に移動することとなる。また、副軸２６も副軸側上り傾斜溝５１に沿って
移動する。第１上り傾斜溝４１と副軸側傾斜溝５１とは平行であるので、可動装飾体２は
回動することなく単に斜め上方に移動する。
【００２０】
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　そして主軸２５が主軸側水平溝４２にあって副軸２６が副軸側水平溝５２にあるときは
、図５に示すように可動装飾体２は左に水平移動する。その後、主軸２５が第２上り傾斜
溝４３に至り、副軸２６が下り傾斜溝５３に至ると主軸２５は傾斜に上昇し副軸２６は傾
斜に降下するので、図６に示すように、可動装飾体２の後端部が主軸２５を中心に下方に
回動される。したがって、可動装飾体２は、斜め上方に移動しつつくちばし部２３のある
先端部が上方に回動されることとなる。
【００２１】
　次に、装飾部材２４の作動機構について説明する。　
　図６において、装飾部材２４は支軸６１に軸着されており、この支軸６１からレバー６
２が延設されている。レバー６２は、レバー６３を介してレバー６４と接続されている。
そして、ベース板１には、作動ピン１１が突設されている。図６における作動ピン１１は
レバー６４の下端に当接された状態であるが、可動装飾体２が図７の状態にさらに上昇さ
れると、作動ピン１１がレバー６４の下端を反時計回りに押圧して回動する。これによっ
て、レバー６３、６２を介して、装飾部材２４は反時計回り方向に、即ち下方に回動され
ることとなって、いるかがくちばしを開口した状態を演出することができる。なお、作動
ピン１１に替えて、レバー６４を図示していない中間レバーを介してレバー３３によって
回動されるものとすることによっても、装飾部材２４を回動させることができる。
【００２２】
　可動装飾体２の上昇が完了したのちには、モータ３の回転軸３４は時計回りに反転され
る。これによって可動装飾体２には図７中右方への引っ張り力が作用するので、可動装飾
体２の主軸２５は主ガイド溝４に沿って降下し、一方副軸２６は副ガイド溝５に沿って上
昇、水平移動、降下移動することとなる、可動装飾体２の降下の初期にその先端部が下方
に回動されその後水平向きとなって横に移動し、さらに水平向きで降下する。戻り位置検
出センサー８が、可動装飾体２が待機位置に復帰したことを検出して、モータ３の駆動が
停止される。
【００２３】
　可動装飾体２の降下の開始とともに作動ピン１１によるレバー６４を押す押圧力が開放
されるのでレバー６４に設けられたスプリング７がレバー６４を時計回りに回動させる。
これによって、レバー６３、６２を介して装飾部材２４は上方に回動されてくちばし部２
３が閉じられた図６の状態に移行する。
【００２４】
　以上のような遊技機の可動装飾装置において、図１０に示すように、主ガイド溝４を主
軸側上り傾斜溝４４のみからなるものとし、副ガイド溝５を第１下り傾斜溝５４と副軸側
上り傾斜溝５５と第２下り傾斜溝５６とからなるものとすることができる。このように形
成したものにおいては、主ガイド溝４に沿って可動装飾体２の主軸２５を２５ａから２５
ｂ、２５ｃ、２５ｄへと傾斜方向に上昇させることができる。このとき、副軸２６は、２
６ａから２６ｂの間では降下するので、可動装飾体２の後端部が降下し、反対側の先端部
が上昇する。そして、主軸２５が２５ｂから２５ｃの間、副軸２６が２６ｂから２６ｃの
間においては、主軸２５と副軸２６は同じ高さを保って移動されるので、可動装飾体２は
同一姿勢を保ったまま単に斜め上昇される。さらに、主軸が２５ｃから２５ｄに移動する
と、副軸２６は、２６ｃから２６ｄへと降下されるので、可動装飾体２の後端部はさらに
降下し、先端部がさらに上昇することとなる。
【００２５】
　以上に説明したように、主ガイド溝を、水平ガイド溝、傾斜ガイド溝を有するものとす
ることができるし、あるいは垂直ガイド溝、湾曲ガイド溝を一種、又はこれらを組み合わ
せたものとすることができる。また、副ガイド溝を、主ガイド溝に対して接近又は離反す
る傾斜ガイド溝、水平ガイド溝、垂直ガイド溝、湾曲ガイド溝の何れか一つ又はこれらの
うちの２種以上を組み合わせたものとすることができる。
【符号の説明】
【００２６】
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