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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回動駆動軸に第１アームの元部が連結され、前記第１アームの先端部に第２アームの元
部が回動可能に軸支され、前記回動駆動軸の回動時、遊技盤に沿って、前記第１アームが
正転されるとともに、前記第２アームが、前記回動駆動軸の回動を駆動源として連動され
る駆動機構により、前記第１アームと前記第２アームとの交差角を広げるように回転され
る構成の可動役物装置を備える遊技機であって、
　前記可動役物装置は、前記第２アームの先端部の軌跡を案内するガイドレールと、前記
ガイドレールに沿って始点位置から終点位置まで往復移動可能なスライダーとを有したガ
イド機構を備え、
　前記スライダーが、前記第２アームの先端部に連結されており、さらに、
　前記ガイドレールが、前記スライダーを直線移動させるように略直線状に延び、
　前記スライダーが、
　前記ガイドレールの案内面に沿って被案内部を接触させたスライダー本体部と、
　前記スライダー本体部から前記第２アームの先端部に向かって延びる連結部とを備えて
いることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記連結部が、前記スライダー本体部における前記ガイドレールに沿う方向の前記被案
内部の略中央部位から延設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】



(2) JP 5048019 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

　前記被案内部が、前記ガイドレールの案内面上を転動するローラとされていることを特
徴とする請求項１又は請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記連結部が、前記ガイドレールの案内面と略直交する方向に延びる開口の連結孔を有
し、
　前記第２アームが、
　先端部を略長方形状に形成されるとともに、
　該先端部の中心から前記ガイドレールに対して離れる側に偏心した位置に支持軸部を有
し、該支持軸部を前記連結孔に挿入させて、前記連結部に対して連結され、
　前記回動駆動軸が回動して前記第２アームが前記第１アームとの交差角を広げるように
回転される際、前記支持軸部が、前記連結孔内を、前記ガイドレールに接近する側から離
れる側に向かって摺動することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載
の遊技機。
【請求項５】
　前記スライダーが始点位置にあるとき、前記第１アームが、付勢手段により正転方向に
付勢されていることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記スライダーが終点位置にあるとき、前記第１アーム及び前記第２アームが、長手方
向を水平方向に略沿わせて配置されることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか
一項に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記スライダーが始点位置にあるとき、前記第２アームが、前記第１アームに対して前
後方向で略重合して配置されることを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか一項に
記載の遊技機。
【請求項８】
　前記ガイドレールにおける前記スライダーの始点位置又は終点位置のうち少なくとも始
点位置に、前記スライダーの位置を検知する位置検知手段が設けられ、
　該位置検知手段による検知に基づいて、前記回動駆動軸の回動を停止させることを特徴
とする請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回動するアームを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、回動するアームを備えた遊技機としては、例えば、下記特許文献１に示すように
、モータと、モータに駆動される主リンク部材（第１アーム）と、主リンク部材に回動自
在に結合された従リンク部材（第２アーム）と、主リンク部材と従リンク部材の相対的角
度位置を決めるギア駆動機構とを備えたパチンコ遊技機が知られている（請求項１，図４
，図６参照）。
【０００３】
　このようなパチンコ遊技機では、モータが作動されると、主リンク部材が回動されると
ともに、ギア駆動機構を介して、従リンク部材も主リンク部材に対して所定の相対的角度
位置となるように回動されるため、単一の駆動源（モータ）により、複数の可動部材（リ
ンク部材）を駆動することが可能であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２５２７３４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記パチンコ遊技機では、従リンク部材が、何らのガイド機構も有さず
に、駆動源たるモータから一定距離以上離れた位置で主リンク部材に結合されているため
、回動する際に前後方向に揺れてしまうなど、挙動が安定しないことがあった。特に、従
リンク部材の長さを長くしたり、従リンク部材の先端部を重くしたりした場合等には、回
動に伴う前後方向のぶれが大きくなり、毎回の動作が安定した挙動になり難かった。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑み、ぶれることなく安定した挙動で、円滑に回動可能なアーム
を備えた遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の遊技機は、回動駆動軸に第１アームの元部が連結され、前記第１アームの先端
部に第２アームの元部が回動可能に軸支され、前記回動駆動軸の回動時、遊技盤に沿って
、前記第１アームが正転されるとともに、前記第２アームが、前記回動駆動軸の回動を駆
動源として連動される駆動機構により、前記第１アームと前記第２アームとの交差角を広
げるように回転される構成の可動役物装置を備えるパチンコ遊技機であって、前記可動役
物装置は、前記第２アームの先端部の軌跡を案内するガイドレールと、前記ガイドレール
に沿って始点位置から終点位置まで往復移動可能なスライダーとを有したガイド機構を備
え、前記スライダーが、前記第２アームの先端部に連結されていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、第２アームの先端部にスライダーが連結されているため、回動駆動軸
が回動されると、第２アームの先端部がガイドレールに沿った所定の軌跡を描くように円
滑に移動できる。また、第２アームの先端部がガイド機構に支持されていることにより、
第１アーム及び第２アームがぶれることなく安定した挙動で円滑に回動することができる
。特に、第２アームが第１アームと同等以上の長さを有している場合や、第２アームの先
端部が重い場合であっても、第１アーム及び第２アームを安定して動作させることが可能
となる。また、第２アームの先端部がガイド機構に支持されているため、第１アーム及び
第２アームの動作に伴ってパチンコ遊技機が受ける負荷が軽減され、繰り返しの動作に対
して耐久性を向上させることができる。
【０００９】
　また、本発明の遊技機では、前記スライダーが始点位置にあるとき、前記第１アームが
、付勢手段により正転方向に付勢されている構成とすることができる。
【００１０】
　このような構成によれば、第１アームが正転を開始する時に、第１アームを正転させる
力として、回動駆動軸による動力に加えて、付勢手段による付勢力が補助的に働くため、
第１アームを素早く円滑に始動させることができる。
【００１１】
　また、本発明の遊技機では、前記ガイドレールが、前記スライダーを直線移動させるよ
うに略直線状に延び、前記スライダーが、前記ガイドレールの案内面に沿って被案内部を
接触させたスライダー本体部と、前記スライダー本体部から前記第２アームの先端部に向
かって延びる連結部とを備えている構成とすることができる。
【００１２】
　このような構成によれば、スライダー本体部が、被案内部をガイドレールの案内面に沿
って接触させているため、スライダー本体部の被案内部が、ガイドレールの案内面に対し
て接触する長さ寸法を維持しながら、スライダーが、略直線状に延びるガイドレールに沿
って移動する。よって、スライダーが、ガタつきを少なくして、安定して直動することが
できる。
【００１３】
　ここで、ガイドレールの案内面に沿ってスライダー本体部の被案内部を接触させるとは
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、案内面と被案内部とが面接触している場合のほか、所定距離離れた複数の箇所で被案内
部が案内面に接触している場合も含む概念をいう。
【００１４】
　また、本発明の遊技機では、前記連結部が、前記スライダー本体部における前記ガイド
レールに沿う方向の前記被案内部の略中央部位から延設されている構成とすることができ
る。
【００１５】
　このような構成によれば、第２アームが、連結部を介して、スライダー本体部における
ガイドレールに沿う方向の被案内部の略中央部位に支持されることになるため、スライダ
ー本体部のガイドレールに対する配置が安定するとともに、スライダーが移動する際に、
スライダーが被案内部の略中央部位を中心として時計回り及び反時計回りに揺動すること
が、スライダー本体部の両端部により規制される。よって、スライダーが、ガイドレール
上をがたつかずに安定して移動することができ、第１アーム及び第２アームの動作を円滑
にすることができる。
【００１６】
　ここで、スライダー本体部におけるガイドレールに沿う方向の被案内部の略中央部位と
は、被案内部が離れて設けられている場合には、両端の被案内部の間隔を基準として略中
央部位を定めるものとする。
【００１７】
　また、本発明の遊技機では、前記被案内部が、前記ガイドレールの案内面上を転動する
ローラとされている構成とすることができる。
【００１８】
　このような構成によれば、スライダー本体部が、ガイドレールに沿って移動する際、ロ
ーラにより摩擦抵抗を少なくして円滑に移動することができる。そのため、第１アーム及
び第２アームの動作を一層円滑にすることができる。
【００１９】
　また、本発明の遊技機では、前記連結部が、前記ガイドレールの案内面と略直交する方
向に延びる開口の連結孔を有し、前記第２アームが、先端部を略長方形状に形成されると
ともに、該先端部の中心から前記ガイドレールに対して離れる側に偏心した位置に支持軸
部を有し、該支持軸部を前記連結孔に挿入させて、前記連結部に対して連結され、前記回
動駆動軸が回動して前記第２アームが前記第１アームとの交差角を広げるように回転され
る際、前記支持軸部が、前記連結孔内を、前記ガイドレールに接近する側から離れる側に
向かって摺動する構成とすることができる。
【００２０】
　このような構成によれば、第２アームが、先端部の中心からガイドレールに対して離れ
る側に偏心した位置に設けられた支持軸部を、ガイドレールの案内面と略直交する方向に
延びる連結孔に挿入させて、スライダーに軸支されるから、第２アームの先端部の形状が
、略長方形状のように中心から周縁までの距離が一定の長さでない形状とされていても、
第２アームの先端部とガイドレールとの間の隙間を大きくあけずに、第２アームの先端部
をガイドレールにぶつけることなく第１アーム及び第２アームを回動させることができる
。
【００２１】
　ここで、略長方形状とは、正確に長方形でなくとも、例えば、楕円形など、中心から周
縁までの距離が一定でない（２つ以上ある）形状を含むものとする。また、略直交とは、
９０度に限られず、４５度など傾斜角を有している場合も含むものとする。
【００２２】
　また、本発明の遊技機では、前記スライダーが終点位置にあるとき、前記第１アーム及
び前記第２アームが、長手方向を水平方向に略沿わせて配置される構成とすることができ
る。
【００２３】



(5) JP 5048019 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

　このような構成によれば、スライダーの終点位置で両アームが略水平となって、第２ア
ームの先端部に働く重力による第１アームの元部を中心とした回転モーメントが、最も大
きくアームに作用しても、第２アームの先端部がガイド機構により支持されているため、
第１アーム及び第２アームを安定して略水平の状態に保持することができる。
【００２４】
　また、本発明の遊技機では、前記スライダーが始点位置にあるとき、前記第２アームが
、前記第１アームに対して前後方向で略重合して配置される構成とすることができる。
【００２５】
　このような構成によれば、正転される前の第１アーム及び第２アームを前後で重なるよ
うに配置させているため、両アームの配置スペースに関して左右方向の幅寸法を最も小さ
くすることができ、両アームをコンパクトに配置することができる。そのため、第１アー
ム及び第２アームを遊技盤の前方で大きく動作させれば、コンパクトな配置から大きな動
作をする可動役物装置となり、遊技者にインパクトを与えるダイナミックな演出をするこ
とができる。
【００２６】
　また、本発明の遊技機では、前記ガイドレールにおける前記スライダーの始点位置又は
終点位置のうち少なくとも始点位置に、前記スライダーの位置を検知する位置検知手段が
設けられ、該位置検知手段による検知に基づいて、前記回動駆動軸の回動を停止させる構
成とすることができる。
【００２７】
　このような構成によれば、少なくともスライダーの始点位置を毎回同位置に設定するこ
とができるため、第１アーム及び第２アームの毎回の動作を一定にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１実施形態のパチンコ遊技機を示す正面図である。
【図２】第１実施形態のパチンコ遊技機が備える可動役物装置を示す概略分解斜視図であ
る。
【図３】図２における第１アーム付近の要部拡大図である。
【図４】図６および図８と併せて可動役物装置の動作を示す正面図である。
【図５】図７および図９と併せて可動役物装置の動作を示す背面図である。
【図６】可動役物装置の動作を示す正面図であり、図４の続きを示す図である。
【図７】可動役物装置の動作を示す背面図であり、図５の続きを示す図である。
【図８】可動役物装置の動作を示す正面図であり、図６の続きを示す図である。
【図９】可動役物装置の動作を示す背面図であり、図７の続きを示す図である。
【図１０】実施形態のパチンコ遊技機における電気系統を示すブロック図である。
【図１１】第２実施形態のパチンコ遊技機が備える可動役物装置を示す正面図であり、係
止手段が第１アームからはずれている状態を示す図である。
【図１２】第２実施形態のパチンコ遊技機が備える可動役物を示す正面図であり、係止手
段が第１アームを係止している状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　１．第１実施形態
　図１に示すように、第１実施形態のパチンコ遊技機１は遊技盤２を備え、遊技盤２には
、遊技者のハンドル３操作により発射された遊技球が転動しながら落下していく遊技領域
４が、レール５で囲まれて形成されている。なお、本明細書において、上下とは遊技領域
４に向かって上下をいい、左右とは遊技領域４に向かって左右をいい、前後とは遊技領域
４に向かって手前方向を前、背面方向を後というものとする。
【００３０】
　遊技領域４の中央部には、表示画面６ａを備える画像表示装置６が配設されている。画
像表示装置６は、液晶表示器などで構成され、表示画面６ａに、公知のデモ表示、図柄変
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動表示、リーチ演出、大当たり演出などを表示する。
【００３１】
　表示画面６ａの周縁部前方には、センター役物４０が配設されている。センター役物４
０は、遊技盤２に対して後方から取り付けるベース枠体４１（図２参照）を有するととも
に、全体として表示画面６ａを囲う枠形状をしており、上部の前面には文字や図形等を表
現した上側装飾部４２が配されている。センター役物４０の右側部４０ａには、ボクサー
を模った人形部材４３が設けられている。センター役物４０の下部には、遊技球を後述す
る始動入賞口９に案内可能なステージ４４が形成されている。
【００３２】
　ステージ４４の左右方向中央部の下方には、大当たり抽選の契機となる始動入賞口９（
以下「始動口」ともいう）、及び、開放時に始動入賞口９に遊技球を招き入れる電動チュ
ーリップ１０（以下「電チュー」という）が配設されている。始動入賞口９の下方には、
大当たり時に開口する大入賞口１１が配設されている。なお、実施形態のパチンコ遊技機
では、始動入賞口９への遊技球の入賞を契機として、主制御基板３０（図１０参照）にお
いて乱数が取得され、取得された乱数が判定されることにより、大当たり抽選が行われる
。
【００３３】
　遊技領域４の下部には、アウト口１２、及び、４つの普通入賞口１３が配設されている
。また、表示画面６ａの左方には、遊技球が通過可能なゲート１４が配設されている。な
お、遊技領域４には、図示しない釘が多数突設されている。
【００３４】
　その他、遊技盤２には、特別図柄保留ランプ１５、普通図柄保留ランプ１６、特別図柄
表示器１７、及び、普通図柄表示器１８などが配設されている。
【００３５】
　センター役物４０の右側部４０ａつまり人形部材４３の裏面側には、可動役物装置５０
が配設されている。可動役物装置５０は、図２に示すように、ボクサーの右腕の肩から肘
までを模った第１アーム５１と、ボクサーの右腕の肘から拳までを模った第２アーム７０
と、第１アーム５１及び第２アーム７０を駆動する駆動源としての電動モータ８０と、第
２アーム７０を駆動させる駆動機構８５と、第２アーム７０の先端部７１の軌跡を案内す
るガイド機構１０４とを備え、各部材が、センター役物４０のベース枠体４１に組みつけ
られて構成されている。なお、各部材には、電動モータ８０を除いて、合成樹脂により成
形されたものが一般的に使用される。
【００３６】
　可動役物装置５０は、電動モータ８０の動力により、第１アーム５１及び第２アーム７
０を格納位置から露出位置へと回転駆動させ、あたかもボクサーがストレートパンチを繰
り出したかのような演出を行なう装置である（図１二点鎖線参照）。ここで、格納位置と
は、第１アーム５１及び第２アーム７０が人形部材４３の裏面側に隠れて正面からは見え
ない位置をいう（図１破線，図４，５参照）。また、露出位置とは、格納位置にある第１
アーム５１及び第２アーム７０が、それぞれ、元部５１ｂ，７０ｂを回転中心として表示
画面４ａ前方の仮想鉛直面上を正転し、表示画面６ａの前方上部に現れた位置をいう（図
１二点鎖線，図８，９参照）。なお、実施形態において、第１アーム５１について正転と
は、遊技盤２の前面側から見て時計方向へ回転することをいい、第２アーム７０について
正転とは、遊技盤２の前面側から見て反時計方向に回転することをいう。
【００３７】
　第１アーム５１は、図２，３に示すように、ボクサーの右腕の肩から肘までを模った長
尺薄板状のリンク部材である。第１アーム５１は、前後方向に分離可能な２つの部材から
構成されており、後方側に配置される後側パネル５２に対して、前方側から前側パネル６
０が、ねじ（タッピンねじ）５８により固定されている。
【００３８】
　後側パネル５２は、長尺薄板状の本体部５３と、本体部５３の元部５３ｂ側から延設さ
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れる突出片部５４とから構成されている。突出片部５４には、後述するねじりコイルばね
１０２の一端１０２ａを係止させる係止部５５が設けられている。また、後側パネル５２
には、後側パネル５２と前側パネル６０とを連結するためのねじ５８を挿通させる孔部５
６が、長手方向に沿って４つ、後側パネル５２の先端部の周縁に１つ設けられている。後
側パネル５２の先端部５２ａには、後述する駆動機構８５を構成する第４連動ギア９６の
後方突出部９７が挿通される挿通孔５７が形成されている。
【００３９】
　前側パネル６０は、長尺薄板状の本体部６１と、本体部６１から後方に延設される壁部
６２とから構成されている。前側パネル６０の裏面側には、後述する駆動機構８５を構成
する各ギア８６，９３，９４，９５，９６に対応した５つの収納領域６３が形成されてい
る。先端部６０ａの収納領域６３を除いた各収納領域６３には、中心部に、後側パネル５
２と前側パネル６０とを連結するためのねじ５８を螺着可能なボス部６４が設けられてい
る。各ボス部６４は、略円筒形状に形成されており、後述する駆動機構８５を構成する固
定ギア８６、及び、第１～第３連動ギア９３，９４，９５を挿通可能としている。前側パ
ネル６０の先端部６０ａには、後述する駆動機構８５の第４連動ギア９６の前方突出部９
８が挿通される挿通孔６５が、形成されている。なお、前側パネル６０の先端部６０ａの
周縁にも、後側パネル５２と前側パネル６０とを連結するためのねじ５８に対応した孔部
６７が設けられている。
【００４０】
　また、前側パネル６０の元部６０ｂ側の壁部６２には、内側に、円弧状の内側ギア部６
６が形成されている。内側ギア部６６は、後述する電動モータ８０の出力軸８２に取り付
けられるピニオンギア８３と噛み合うものである。
【００４１】
　なお、図示しないが、前側パネル６０の前面６０ｃには、ボクサーの腕を模した模様が
施され、可動役物装置５０の意匠性が高められている。
【００４２】
　後側パネル５２と前側パネル６０との間には、第２アーム７０を回動させるための駆動
機構８５が配設される。駆動機構８５は、図２，３に示すように、第１アーム５１の元部
５１ｂ側から先端部５１ａ側にかけて、固定ギア８６、第１連動ギア９３、第２連動ギア
９４、第３連動ギア９５、第４連動ギア９６の順に配置される。
【００４３】
　固定ギア８６は、略１／３円弧の扇状ギア部８７を備え、右縁側の取付部８８を利用し
て、センター役物４０のベース枠体４１に対して、図示しないねじにより固定される。ま
た、固定ギア８６は、後面から後方へ延設される円筒部８９を備え、この円筒部８９に、
前側パネル６０の元部６０ｂに形成されたボス部６４が回動可能に挿通される。すなわち
、第１アーム５１は、前側パネル６０の元部６０ｂに形成されたボス部６４を回動中心と
して、回動することとなる。
【００４４】
　また、この円筒部８９には、第１アーム５１を正転方向に付勢するねじりコイルばね１
０２（付勢手段に相当）が取り付けられる。ねじりコイルばね１０２の一端１０２ａは、
後側パネル５２の突出片部５４に設けられた係止部５５に係止され、他端１０２ｂは、固
定ギア８６に設けられた係止部９０に係止される。
【００４５】
　さらに、固定ギア８６の上部左方には、略円弧状に切り欠かれた切欠部９１が形成され
ている。切欠部９１には、後述する電動モータ８０の出力軸８２に取り付けられるピニオ
ンギア８３が配置される。ピニオンギア８３は、前側パネル６０の元部６０ｂ側に設けら
れた内側ギア部６６と噛み合う。これにより、電動モータ８０が作動されると、第１アー
ム５１が回動することとなる。
【００４６】
　第１連動ギア９３は、固定ギア８６の扇状ギア部８７と噛み合う。第１連動ギア９３は
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、軸孔９３ａを利用して、前側パネル６０の元部６０ｂ側から２つ目のボス部６４に対し
て回動可能に挿通される。第２連動ギア９４は、第１連動ギア９３と噛み合う。第２連動
ギア９４は、軸孔９４ａを利用して、前側パネル６０の元部６０ｂ側から３つ目のボス部
６４に対して回動可能に挿通される。第３連動ギア９５は、第２連動ギア９４と噛み合う
。第３連動ギア９５は、軸孔９５ａを利用して、前側パネル６０の元部６０ｂ側から４つ
目のボス部６４に対して回動可能に挿通される。
【００４７】
　第４連動ギア９６は、第３連動ギア９５と噛み合う。第４連動ギア９６は、後方に突出
した後方突出部９７と、前方に突出した前方突出部９８とを備え、両突出部９７，９８を
後側パネル５２及び前側パネル６０の挿通孔５７，６５にそれぞれ回動可能に挿通させる
。後方突出部９７には、ねじ（タッピンねじ）７４を螺着するための孔部（図示省略）が
設けられている。前方突出部９８には、後述する第２アーム７０の突出部７３を嵌合可能
な嵌合部９９が設けられている。
【００４８】
　そして、このように構成された駆動機構８５（固定ギア８６及び第１～第４連動ギア９
３，９４，９５，９６）と、ピニオンギア８３、及び、ねじりコイルばね１０２を挟んで
、後側パネル５２と前側パネル６０とは、ねじ５８固定される。
【００４９】
　第２アーム７０は、図２に示すように、ボクサーの右腕の肘から拳までを模った長尺薄
板状のリンク部材である。第２アーム７０の元部７０ｂには、後方へ突出する突出部７３
が設けられている。突出部７３は、縦断面を略楕円形状とされて、中心に、第２アーム７
０を第４連動ギア９６に固定するためのねじ７４を螺着する孔部７３ａを有している。第
２アーム７０は、この突出部７３を、前側パネル６０の前方から第４連動ギア９６の嵌合
部９９に嵌合させて、第４連動ギア９６の後方からねじ７４を締められることにより、第
４連動ギア９６に対してずれ不能に固定される。これにより、第２アーム７０は、第４連
動ギア９６とともに回動することとなる。すなわち、第２アーム７０は、突出部７３を回
動中心として、第１アーム５１に対して回動可能に取り付けられることとなる。
【００５０】
　第２アーム７０の先端部７１は、グローブをはめたボクサーの拳を模した略長方形状の
装飾部とされており、元部７０ｂと比べて大きくて重く形成されている。先端部７１の後
面には、中心Ｏから右下に偏心した位置（図２に示す第２アーム７０が水平の状態にある
ときを基準とする）に、後述するガイド機構１０４のスライダー１２０に第２アーム７０
の先端部７１を軸支させるための支持軸部７２が、設けられている。
【００５１】
　なお、第２アーム７０は、図４に示すように、長手方向の長さ寸法Ｌ２を、第１アーム
５１の長手方向の長さ寸法Ｌ１と略同等として形成されている。
【００５２】
　可動役物装置５０の駆動源となる電動モータ８０は、図２に示すように、実施形態では
ステッピングモータ８０とされ、取付フランジ８１を利用して、センター役物４０のベー
ス枠体４１の窓部４１ａ右方に対して後方からねじ固定される。電動モータ８０の出力軸
８２（回動駆動軸に相当）は、ベース枠体４１に設けられた孔部４１ｂからベース枠体４
１の前方へ突出される。出力軸８２には、ピニオンギア８３が取り付けられる。なお、ス
テッピングモータ８０は、出力軸８２の回動角度をステップ数により任意に制御可能であ
るため、第１アーム５１及び第２アーム７０を格納位置から露出位置に回動させ、また、
露出位置から格納位置に回動させる往復動作を容易に実現できる。
【００５３】
　ガイド機構１０４は、図２に示すように、第２アーム７０の先端部７１の軌跡を案内す
るガイドレール１０５と、ガイドレール１０５に沿って始点位置Ｓから終点位置Ｅまで往
復移動可能なスライダー１２０とを備える。ここで、スライダー１２０の始点位置Ｓとは
、図４に示すように第１アーム５１及び第２アーム７０が格納位置にあるときのスライダ
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ー１２０の位置（ガイドレール１０５の右端側の位置）をいい、スライダー１２０の終点
位置Ｅとは、図８に示すように第１アーム５１及び第２アーム７０が露出位置にあるとき
のスライダー１２０の位置（ガイドレール１０５の左端側の位置）をいう。
【００５４】
　ガイドレール１０５は、センター役物４０のベース枠体４１の窓部４１ａ上方に配設さ
れるもので、ベース枠体４１と一体で形成される後側レール部１０６と、後側レール部１
０６に対向して前方側から図示しないねじ等により取り付けられる前側レール部１１２と
を備えて構成されている。
【００５５】
　後側レール部１０６は、左右方向に沿って水平に延びる上下２本の板壁部１０８，１０
９から構成され、上側板壁部１０８と下側板壁部１０９との間には、後述するスライダー
１２０の後面側に取り付けられるローラ１２４，１２４が配置される。なお、下側板壁部
１０９の上面が、スライダー１２０を案内する案内面１０９ａとなる。
【００５６】
　前側レール部１１２は、左側から見て略コ字状とされて右方に向かって延び、上壁部１
１３と下壁部１１４との間には、後述するスライダー１２０の前面側に取り付けられるロ
ーラ１２４，１２４が配置される。なお、下壁部１１４の上面が、スライダー１２０を案
内する案内面１１４ａとなる。前側レール部１１２の案内面１１４ａは、後側レール部１
０６の案内面１０９ａに対して同じ高さ位置で平行に設けられる。
【００５７】
　なお、ガイドレール１０５の左端部には、スライダー１２０を終点位置Ｅで規制するた
めのストッパ壁部１１６が設けられている。ストッパ壁部１１６には、スポンジなどの弾
性部材１１７が取り付けられており、終点位置Ｅに来たスライダー１２０の左端部がスト
ッパ壁部１１６に当接する際の衝撃力を緩和可能としている。
【００５８】
　スライダー１２０は、前方から見て、略Ｔ字形状に形成されており、左右方向に沿って
水平に延びるスライダー本体部１２１と、スライダー本体部１２１の左右方向の略中央部
位Ｃから下方へ延設される連結部１３０とを備えている。なお、スライダー１２０は、後
側レール部１０６と前側レール部１１２との間に挟まれて、両レール部１０６，１１２の
間から連結部１３０を下方へ延ばして、ベース枠体４１に組み付けられる。
【００５９】
　スライダー本体部１２１は、ガイドレール１０５の案内面１０９ａ，１１４ａに沿う方
向を長手方向とする略長方形状とされ、前面と後面とにそれぞれ２つずつ軸部１２２，１
２２，１２２，１２２を有している。左側の軸部１２２，１２２と右側の軸部１２２，１
２２とは、スライダー本体部１２１に対して、左右方向の略中央部位Ｃを基準として対称
に設けられている。各軸部１２２，１２２，１２２，１２２には、ローラ１２４，１２４
，１２４，１２４が装着される。各ローラ１２４，１２４，１２４，１２４は、後側レー
ル部１０６および前側レール部１１２の案内面１０９ａ，１１４ａ上に配置されて、可動
役物装置５０の作動時に案内面１０９ａ，１１４ａ上を転動する。なお、実施形態では、
各ローラ１２４，１２４，１２４，１２４が、ガイドレール１０５に案内される被案内部
に相当する。
【００６０】
　また、スライダー本体部１２１は、右端部に検知板部１２６を有している。検知板部１
２６は、ガイドレール１０５の右端部に設けられた遮光型のフォトセンサ１２８（位置検
知手段に相当）に検知される部位である。なお、図４，５に示すように、検知板部１２６
が、フォトセンサ１２８の発光素子と受光素子との間に入って、発光素子が発生させた光
を遮断している状態が、ガイドレール１０５上のスライダー１２０の始点位置Ｓとなる。
【００６１】
　連結部１３０は、上下方向に延びる薄板状とされ、下方には、第２アーム７０の先端部
７１を軸支するための軸支孔１３１（連結孔に相当）が設けられている。軸支孔１３１は
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、上下方向（ガイドレール１０５の案内面１０９ａ，１１４ａに直交する方向）に長い長
溝とされ、軸支孔１３１には、第２アーム７０の支持軸部７２が上下動可能に挿通される
。軸支孔１３１に挿通された支持軸部７２の後方からは、抜け止め用の円形部材１３２が
ねじ１３３固定される。これにより、スライダー１２０は、第２アーム７０の先端部７１
に連結される。
【００６２】
　次に、図４～９に基づいて、上記のように構成される可動役物装置５０の動作を説明す
る。通常時、第１アーム５１及び第２アーム７０は、図４，５に示すように、人形部材４
３の裏面側（表示画面６ａの右方側）の格納位置に、長手方向を鉛直方向（上下方向）に
略沿わせて配置されている。このとき第１アーム５１及び第２アーム７０は、互いに前後
方向で略重合しており、コンパクトに配置されている。
【００６３】
　また、このとき、ねじりコイルばね１０２は、図５に示すように、第１アーム５１によ
り圧縮された状態にあり、第１アーム５１を正転方向（時計回り方向）に付勢している。
なお、電動モータ８０（ステッピングモータ）を励磁しておけば、この付勢力に対抗して
第１アーム５１を格納位置に保持することができる。
【００６４】
　また、このとき、スライダー１２０は、フォトセンサ１２８に検知板部１２６を検知さ
れた位置、すなわちガイドレール１０５左端の始点位置Ｓにあり、第２アーム７０の先端
部７１の支持軸部７２は、スライダー１２０の軸支孔１３１内において上端側に位置して
いる。
【００６５】
　この状態から、電動モータ８０が作動されると、図６，７に示すように、第１アーム５
１及び第２アーム７０は、交差角θ（図６参照）を広げるように伸展動作する。
【００６６】
　具体的に説明すれば、電動モータ８０が作動（所定ステップ数回転）されると、ピニオ
ンギア８３は、図４，５に矢印で示す方向に回転するため、内側ギア部６６によりピニオ
ンギア８３に連結されている第１アーム５１は、元部５１ｂを回転中心として、正転（図
４，５に矢印で示す方向に回転）する。
【００６７】
　このとき、固定ギア８６の扇状ギア部８７に連結されている第１連動ギア９３から、第
２アーム７０に固定されている第４連動ギア９６までの各連動ギア（第１連動ギア９３、
第２連動ギア９４、第３連動ギア９５、第４連動ギア９６）は、それぞれ、第１アーム５
１の正転に連動して図４，５に矢印で示す方向に回転する。そのため、第２アーム７０も
、第１アーム５１との交差角θを広げるように、元部７０ｂを回転中心として、正転（図
４，５に矢印で示す方向に回転）する。このようにして、第１アーム５１及び第２アーム
７０は、格納位置から交差角θを広げるように伸展していく。なお、第１アーム５１及び
第２アーム７０が伸展していく際には、第１連動ギア９３は、扇状ギア部８７の下端側８
７ａに噛み合っている状態（図４参照）から扇状ギア部８７の左端８７側ｂに噛み合って
いる状態（図８参照）まで回転することになる。
【００６８】
　そして、このような両アーム５１，７０の動きに伴って、ガイドレール１０５の案内面
１０９ａ，１１４ａ上をローラ１２４が転動していき、スライダー１２０は、始点位置Ｓ
から左方へ円滑に移動していく。ここで、第２アーム７０の先端部７１は、ガイドレール
１０５から離れる方向に中心Ｏから偏心した位置で、スライダー１２０に軸支されている
ため、第２アーム７０の先端部７１とガイドレール１０５との間隔Ｘ（図４参照）が小さ
くても、第２アーム７０が回動されて先端部７１が向きを変える際に（換言すれば、先端
部７１が拳を上向きにしている状態から右向きにする際に）、先端部７１の最大突出軌跡
部Ｕがガイドレール１０５に衝突することはない。すなわち、ガイドレール１０５と先端
部７１との間隔Ｘを小さくしたままで、第２アーム７０の先端部７１の軌跡を、中心Ｏが



(11) JP 5048019 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

ガイドレール１０５の案内面１０９ａ，１１４ａと平行に直動する軌跡とすることができ
（図４，６，８参照）、これにより、あたかもボクサーが右ストレートを繰り出している
かのような動作を表現することができるとともに、遊技者に対してスライダー１２０を露
出させることのない意匠性の良い可動役物装置５０とすることができる。なお、このとき
、第２アーム７０の先端部７１の支持軸部７２は、スライダー１２０の軸支孔１３１内に
おいて下端側に摺動する（図６参照）。
【００６９】
　また、第２アーム７０が、スライダー本体部１２１の左右方向の略中央部位Ｃに連結さ
れていることから、スライダー１２０の移動が安定し、かつ、ガイドレール１０５の案内
面１０９ａ，１１４ａ上を転動するローラ１２４，１２４，１２４，１２４が、スライダ
ー本体部１２１の左側の端部（前進方向の端部）と右側の端部（後退方向の端部）に設け
られて、ガイドレール１０５の上側の壁部１０８，１１３と下側の壁部１０７，１１４と
の間に転動できる程度の間隙を有して挟まれて配置されていることから、スライダー１２
０は、移動する際、スライダー本体部１２１の左端を中心に反時計方向に回ることも、右
端を中心に時計方向に回ることも抑制される（図６に示す矢印参照）。よって、スライダ
ー１２０は、ガイドレール１０５に対してガタつくことなくバランスよくスムーズに直動
していくことができる。
【００７０】
　なお、第１アーム５１及び第２アーム７０の正転開始時には、ねじりコイルばね１０２
の付勢力が第１アーム５１を正転させる方向に働くため、第１アーム５１は、ねじりコイ
ルばね１０２の付勢力に補助されて円滑に始動される。また、先端部をスライダー１２０
に軸支された第２アーム７０は、単に、元部７０ｂを第１アーム５１の先端部５１ａに回
動自在に連結されているだけでなく、第１アーム５１の回動に連動して動作する駆動機構
８５によって駆動されるため、スムーズに正転される。
【００７１】
　最終的に、電動モータ８０（ステッピングモータ）が所定ステップ数回転されると、図
８，９に示すように、第１アーム５１は格納位置から略９０度回動し、第２アーム７０は
格納位置から略１８０度回動して、露出位置に変位する。すなわち、第１アーム５１及び
第２アーム７０は、表示画面６ａの前方上部（上側装飾部４２の下方）で、長手方向を水
平方向（左右方向）に略沿わせた状態となる。
【００７２】
　このようにして、可動役物装置５０では、第１アーム５１及び第２アーム７０が、瞬時
にもしくは比較的短時間で図４に示す格納位置から、図６に示す状態を経て、図８に示す
露出位置まで変位する。換言すれば、第１アーム５１及び第２アーム７０は、格納位置か
ら露出位置へと瞬間的に伸展して（両アーム５１，７０の交差角θを広げるように伸展し
て）、図８に示す状態になり、あたかもボクサーがストレートパンチを繰り出したかのよ
うな斬新な演出効果を実現する。なお、この可動役物装置５０では、第２アーム７０の先
端部７１の中心Ｏが直線の奇跡を描いて遊技盤２前方を水平に横断するため、図４,６,８
に示すように、ストレートパンチの動作をリアルに表現することが可能となっている。
【００７３】
　また、このとき、スライダー１２０は、左端部をストッパ壁部１１６の弾性部材１１７
に当接させることにより、移動による衝撃を緩和されて、終点位置Ｅで停止される。この
ように、移動したスライダー１２０を弾性部材１１７に当接させることで、可動役物装置
５０にかかる機械的な負担を軽減させ、可動役物装置５０の破壊の虞れを低下させている
。
【００７４】
　また、この露出位置においては、第１アーム５１及び第２アーム７０が長手方向を水平
方向に略沿わせた状態となるため、第２アーム７０の先端部７１に働く重力による第１ア
ーム５１の元部５１ｂを中心とした回転モーメントＭ（図８参照）が、最も大きく両アー
ム５１，７０に作用することになるが、第２アーム７０の先端部７１がガイド機構１０４
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により支持されているため、第１アーム５１及び第２アーム７０は安定して略水平の状態
に保持される。なお、この回転モーメントＭは、実施形態のように、第２アーム７０の先
端部７１が大きく重い場合や、第２アーム７０の長手方向の長さ寸法Ｌ２（図４参照）が
第１アーム５１の長手方向の長さ寸法Ｌ１（図４参照）と比べて同等以上と長い場合には
、特に大きく作用するため、第１アーム５１及び第２アーム７０は回動する際に前後方向
に大きくぶれ易くなるところ、実施形態では、第２アーム７０の先端部７１をガイド機構
１０４に支持させているため、第１アーム５１及び第２アーム７０の挙動をぶれのない安
定した挙動とすることができ、何度動作させても同じ挙動を繰り返す可動役物装置５０と
することができる。
【００７５】
　ストレートパンチを繰り出す動作を終了した後は、電動モータ８０が逆回転されて、第
１アーム５１及び第２アーム７０は、交差角θ（図６参照）を狭めるように屈曲動作して
、露出位置から格納位置に復帰される。
【００７６】
　具体的に説明すれば、電動モータ８０が逆回転されると、ピニオンギア８３は、図８，
９に矢印で示す方向に回転するため、内側ギア部６６によりピニオンギア８３に連結され
ている第１アーム５１は、元部５１ｂを回転中心として、逆転（図８，９に矢印で示す方
向に回転）する。
【００７７】
　このとき、固定ギア８６の扇状ギア部８７に連結されている第１連動ギア９３から、第
２アーム７０に固定されている第４連動ギア９６までの各連動ギア（第１連動ギア９３、
第２連動ギア９４、第３連動ギア９５、第４連動ギア９６）は、それぞれ、第１アーム５
１の逆転に連動して図８，９に矢印で示す方向に回転する。そのため、第２アーム７０も
、第１アーム５１との交差角θを狭めるように、元部７０ｂを回転中心として、逆転（図
８，９に矢印で示す方向に回転）する。
【００７８】
　このようにして、第１アーム５１及び第２アーム７０は、露出位置から交差角θを狭め
るように屈曲していく。すなわち、第１アーム５１及び第２アーム７０は、図８，９に示
す状態から、図６，７に示す状態を経て、図４，５に示す状態へと、上述した伸展動作と
は反対の挙動により屈曲していく。なお、第１アーム５１及び第２アーム７０が屈曲して
いく際には、第１連動ギア９３は、扇状ギア部８７の左端側８７ｂに噛み合っている状態
（図８参照）から扇状ギア部８７の下端側８７ａに噛み合っている状態（図４参照）まで
回転することになる。
【００７９】
　そして、このような両アーム５１，７０の動きに伴って、スライダー１２０は、終点位
置Ｅから始点位置Ｓへと移動する。なお、このときも始点位置Ｓから終点位置Ｅへ移動し
た際と同様、第２アーム７０がスライダー本体部１２１の左右方向の略中央部位Ｃに連結
され、スライダー本体部１２１に取り付けられたローラ１２４，１２４，１２４，１２４
がガイドレール１０５の上側の壁部１０８，１１３と下側の壁部１０７，１１４との間に
挟まれて配置されていることから、スライダー１２０の移動が安定し、スライダー１２０
は、ガタつくことなく円滑に始点位置Ｓへと戻っていく。
【００８０】
　そして、フォトセンサ１２８によりスライダー本体部１２１の検知板部１２６が検知さ
れると(すなわち、スライダー１２０が始点位置Ｓに到達したことを検知されると)、電動
モータ８０は停止され、電動モータ８０（ステッピングモータ）を制御するためのステッ
プ数がリセットされる。
【００８１】
　なお、このとき、ねじりコイルばね１０２は、逆転して格納位置に戻ってきた第１アー
ム５１に圧縮されるため、再び第１アーム５１を正転方向に付勢した状態となる。
【００８２】
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　このようにして、可動役物装置５０では、第１アーム５１及び第２アーム７０が、瞬時
にもしくは比較的短時間で図８に示す露出位置から、図６に示す状態を経て、図４に示す
格納位置まで変位する。換言すると、第１アーム５１及び第２アーム７０は、露出位置か
ら格納位置へと瞬間的に屈曲して（両アーム５１，７０の交差角θを狭めるように屈曲し
て）、図４に示す状態になり、あたかもストレートパンチを繰り出したボクサーが素早く
腕を元に戻したかのような動作を実行する。
【００８３】
　次に、図１０に基づいて、第１実施形態のパチンコ遊技機１の電気系統を説明する。図
１０において、パチンコ遊技機１の電気系統は、主制御基板（遊技制御基板）３０、払出
制御基板３１、演出制御基板３２、画像制御基板３３、及び、ランプ制御基板３４を備え
、払出制御基板３１及び演出制御基板３２は主制御基板３０に接続され、画像制御基板３
３及びランプ制御基板３４は演出制御基板３２に接続されている。なお、本明細書では、
演出制御基板３２、画像制御基板３３、及び、ランプ制御基板３４を、まとめて副制御基
板３５というものとする。各基板は、図１０図示のように、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を
備え、さらに、演出制御基板３２は継続して日時を計測するＲＴＣ（リアルタイムクロッ
ク）を備えている。
【００８４】
　主制御基板（遊技制御基板）３０は、大当たり判定を行う判定手段を有して、利益に関
わる制御を行うものである。主制御基板３０には、始動入賞口９内に設けられて始動入賞
口９に入賞した遊技球を検出する始動口ＳＷ（スイッチ）１９、電チュー１０を開放する
電チューソレノイド２０、ゲート１４に設けられてゲート１４を通過した遊技球を検出す
るゲートスイッチ２１、大入賞口１１内に設けられて大入賞口１１に入賞した遊技球を検
出する大入賞口ＳＷ２２、大入賞口１１を開口させる大入賞口ソレノイド２３、各普通入
賞口１３内にそれぞれ設けられて各普通入賞口１３に入賞した遊技球を検出する普通入賞
口ＳＷ２４、特別図柄保留ランプ１５、普通図柄保留ランプ１６、特別図柄表示器１７、
及び、普通図柄表示器１８がそれぞれ接続され、図１０の矢印で示すように、各スイッチ
からは主制御基板３０に信号が入力され、各ソレノイド及びランプには主制御基板３０か
ら信号が出力される。
【００８５】
　また、主制御基板３０は、図１０に示すように、払出制御基板３１に各種コマンドを送
信するとともに、払出の監視のために払出制御基板３１から信号を受信する。払出制御基
板３１には、図示しない払出装置を駆動する払出駆動モータ２５が接続され、払出制御基
板３１は、主制御基板３０から受信したコマンドに従って払出駆動モータ２５を動作させ
、賞球の払出を行わせる。
【００８６】
　さらに、主制御基板３０は、図１０に示すように、演出制御基板３２に対し各種コマン
ドを送信し、演出制御基板３２は、画像制御基板３３との間でコマンドや信号の送受信を
行う。画像制御基板３３には画像表示装置６及びスピーカ２６が接続され、画像制御基板
３３は演出制御基板３２から受信したコマンドに従って、画像表示装置６の表示画面６ａ
に画像を表示し、スピーカ２６から音声を出力する。
【００８７】
　また、演出制御基板３２は、ランプ制御基板３４との間でコマンドや信号の送受信を行
う。ランプ制御基板３４には枠ランプ２７、盤ランプ２８、電動モータ８０が接続されて
いる。ランプ制御基板３４は、演出制御基板３２から受信したコマンドに従って、枠ラン
プ２７、盤ランプ２８を点灯・消灯する。また、ランプ制御基板３４は、演出制御基板３
２から受信したコマンドに従って、電動モータ８０を作動させる。電動モータ８０が正転
されると、上述したように、第１アーム５１及び第２アーム７０が正転し、あたかもボク
サーがストレートパンチを繰り出したかのような動作が実行され、電動モータ８０が逆転
されると、上述したように、第１アーム５１及び第２アーム７０が逆転し、あたかもボク
サーが繰り出したストレートパンチを素早く元に戻したかのような動作が実行される。
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【００８８】
　以上説明したように、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、第２アーム７０の先端部
７１にスライダー１２０が連結されているため、電動モータ８０が作動されると、第２ア
ーム７０の先端部７１がガイドレール１０５に沿った水平の軌跡を描いて円滑に移動でき
る。また、第２アーム７０の先端部７１がガイド機構１０４に支持されているため、第１
アーム５１及び第２アーム７０がぶれることなく安定した挙動で円滑に正転することがで
きる。特に、実施形態のように、第２アーム７０の長手方向の長さ寸法Ｌ２が第１アーム
５１の長手方向の長さ寸法Ｌ１と同等以上の長さを有している場合や、第２アーム７０の
先端部７１が大きくて重い場合であっても、第１アーム５１及び第２アーム７０を安定し
て動作させることが可能となる。また、第２アーム７０の先端部７１がガイド機構１０４
に支持されているため、第１アーム５１及び第２アーム７０の動作に伴ってパチンコ遊技
機１が受ける負荷が軽減され、繰り返しの動作に対して耐久性を向上させることができる
。
【００８９】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、スライダー１２０が始点位置Ｓにあると
き、第１アーム５１が、ねじりコイルばね１０２により正転方向に付勢されているため、
第１アーム５１を正転させる力として、電動モータ８０による動力に加えて、ねじりコイ
ルばね１０２による付勢力が補助的に働き、第１アーム５１を素早く円滑に始動させるこ
とができる。
【００９０】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、被案内部となるローラ１２４，１２４，
１２４，１２４がガイドレール１０５の案内面１０９ａ，１１４ａに沿って左右に所定の
離隔距離Ｗ（図６等参照）で配置されており、スライダー１２０は、ガイドレール１０５
の案内面１０９ａ，１１４ａに対する被案内部の接触距離（実施形態では、左右のローラ
１２４の離隔距離Ｗをいう）を維持しながら、略水平に移動していく（図４，６，８参照
）。よって、スライダー１２０は、ガタつきを少なくして、安定して直動することができ
る。
【００９１】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、第２アーム７０が、連結部１３０を介し
て、スライダー本体部１２１における左右に配置されたローラ１２４，１２４，１２４，
１２４の略中央部位Ｃに支持されているため、スライダー本体部１２１のガイドレール１
０５に対する配置が安定する。さらに、ローラ１２４，１２４，１２４，１２４が、ガイ
ドレール１０５の上側の壁部１０８，１１３と下側の壁部１０７，１１４との間に挟まれ
て配置されているため、スライダー１２０が、移動する際に、左右に配置されたローラ１
２４，１２４，１２４，１２４の略中央部位Ｃを中心として時計回りに回転することも、
反時計回りに回転することも規制される（図６に示す矢印参照）。よって、スライダー１
２０が、ガイドレール１０５上をガタつかずに安定して移動することができ、第１アーム
５１及び第２アーム７０の動作を円滑にすることができる。
【００９２】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、スライダー１２０が、ガイドレール１０
５の案内面１０９ａ，１１４ａ上を転動するローラ１２４を有しているため、ガイドレー
ル１０５に沿って移動する際、摩擦抵抗を少なくして円滑に移動することができる。その
ため、第１アーム５１及び第２アーム７０の動作を円滑にすることができる。
【００９３】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、第２アーム７０が、先端部７１の中心Ｏ
からガイドレール１０５に対して離れる側に偏心した位置に設けられた支持軸部７２を、
ガイドレール１０５の案内面１０９ａ，１１４ａと略直交する方向に延びる軸支孔１３１
に挿入させて、スライダー１２０に軸支されているため、第２アーム７０の先端部７１の
形状が、略長方形状のように中心Ｏから周縁までの距離が一定の長さでない形状とされて
いても、第２アーム７０の先端部７１とガイドレール１０５との間隔Ｘ（図４参照）を大
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きくあけずに、第２アーム７０の先端部７１の最大突出軌跡部Ｕをガイドレール１０５に
ぶつけることなく第１アーム５１及び第２アーム７０を回動させることができる。これに
より、第１アーム５１及び第２アーム７０が回動する際に、スライダー１２０の連結部１
３０を遊技者に対して露出させることがなく、意匠性のよい可動役物装置５０とすること
ができる。
【００９４】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、スライダー１２０が終点位置Ｅにあると
き、第１アーム５１及び第２アーム７０が、長手方向を水平方向に略沿わせて配置される
が、第２アーム７０の先端部７１がガイド機構１０４により支持されているため、スライ
ダー１２０の終点位置Ｅで両アーム５１，７０が略水平となって、第２アーム７０の先端
部７１に働く重力による第１アーム５１の元部５１ｂを中心とした回転モーメントＭ（図
８参照）が、最も大きく両アーム５１，７０に作用しても、第１アーム５１及び第２アー
ム７０は安定して略水平の状態に保持される。
【００９５】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、スライダー１２０が始点位置Ｓにあると
き、第２アーム７０が、第１アーム５１に対して前後方向で略重合して配置されるため、
始動前の両アーム５１，７０の配置スペースに関して左右方向の幅寸法を最も小さくする
ことができ、両アーム５１，７０をコンパクトに配置することができる。そして、第１ア
ーム５１及び第２アーム７０は、このようなコンパクトな配置から、回動されて表示画面
６ａの前方へ大きく露出していくため、遊技者に対してインパクトを与えるダイナミック
な演出をすることができる。
【００９６】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、スライダー１２０の始点位置Ｓに、スラ
イダー１２０の位置を検知するフォトセンサ１２８が設けられ、このフォトセンサ１２８
による検知に基づいて、電動モータ８０を停止させるため、スライダー１２０の始点位置
Ｓを毎回同位置に設定することができ、第１アーム５１及び第２アーム７０の毎回の動作
を一定にすることができる。
【００９７】
　２．第２実施形態
　次に、図１１，１２に基づいて、第２実施形態のパチンコ遊技機１Ａについて説明する
。なお、第２実施形態における可動役物装置１４０において、第１実施形態における可動
役物装置５０と同様の構成については、第１実施形態における可動役物装置５０と同様の
符号を付して説明を省略する。
【００９８】
　上述した第１実施形態のパチンコ遊技機１における可動役物装置５０では、スライダー
本体部１２１の右端部に、検知板部１２６を設けて、スライダー１２０が始点位置Ｓにあ
るとき、検知板部１２６がフォトセンサ１２８の受光素子と発光素子との間に入り込んで
始点位置Ｓが検知されるように構成したが、図１１，１２に示す第２実施形態のパチンコ
遊技機１Ａにおける可動役物装置１４０では、第１アーム５１の元部５１ｂ側の端部に、
切欠部１４１が形成され、スライダー１４８が始点位置Ｓに到達したときに、係止手段１
４２のストッパ片部１４３が切欠部１４１に係合するとともに、係止手段１４２に設けら
れた検知板部１４４が、フォトセンサ１４６の受光素子と発光素子との間に入り込んで始
点位置Ｓが検知されるように構成されている（図１２参照）。
【００９９】
　この場合、図１１に示すように、係止手段１４２は、ベース枠体４１に対して回動自在
に軸支され、圧縮コイルばね１４５を用いた付勢機構により、常時、ストッパ片部１４３
を切欠部１４１と係合させる方向（図１１図示矢印の方向）に付勢されている。そして、
ストッパ片部１４３は、第１アーム５１が逆転されるのに伴って第１アーム５１の元部５
１ｂ側の壁部６２上を切欠部１４１へと向かって移動し、第１アーム５１が格納位置に至
ったとき、図１２に示すように、圧縮コイルばね１４５の付勢力により係止手段１４２が
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時計方向に回動されて、ストッパ片部１４３が切欠部１４１に係合される。これにより、
第１アーム５１は、第１アーム５１を正転方向に付勢するねじりコイルばね１０２の付勢
力に対抗して、格納位置に保持されることになる。なお、この係止手段１４２による第１
アーム５１に対する格納位置での保持力は、電動モータ８０が作動されれば、簡単に係合
が解除される程度の保持力とされている。
【０１００】
　また、ストッパ片部１４３が切欠部１４１に係合されると、図１２に示すように、係止
手段１４２に設けられた検知板部１４４が、ベース枠体４１における固定ギア８６の上方
に配置されたフォトセンサ１４６に検知される。これにより、スライダー１４８の始点位
置Ｓが検知され、電動モータ８０が停止される。
【０１０１】
　なお、ガイド機構１０４のスライダー１４８は、ガイドレール１０５に対するスライダ
ーの配置の安定性を最良とすることを考慮しなければ、第１実施形態のスライダー１２０
のように前面から見て略Ｔ字形状としなくても、図１１に示す第２実施形態のスライダー
１４８のように前面から見て略Ｌ字形状（すなわち、水平に延びえるスライダー本体部１
４９と、スライダー本体部１４９の右端部から下方へ延びる連結部１５０とを備えるスラ
イダー１４８）としてもよい。
【０１０２】
　３．変更例
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の実施にあたっては、上記実施形
態に限定されるものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない限りにおいて種々の構成を採
り得る。
【０１０３】
　例えば、第１実施形態の可動役物装置５０では、第２アーム７０を駆動する駆動機構８
５は、固定ギア８６および第１～第４連動ギア９３，９４，９５，９６のギア列により構
成したが、プーリとベルトなどの巻き掛け伝動機構を用いて構成してもよい。この場合、
第１アーム５１の元部５１ｂと第２アーム７０の元部７０ｂとにそれぞれプーリを配置し
、これらのプーリに対してベルトを巻き掛けて、第１アーム５１の回動に伴って、第２ア
ーム７０が回動するように構成する。
【０１０４】
　また、第１実施形態では、ガイドレール１０５の案内面１０９ａ，１１４ａは略水平に
延びる形状とされて、先端部７１の中心Ｏが略水平の軌跡を描くように、第２アーム７０
の先端部７１を案内する構成としたが、ガイドレールにより案内される軌跡は水平に限ら
れるものではなく、例えば、第２アーム７０の先端部７１の中心Ｏが波打つような軌跡と
なるように構成するなど自由に変更可能である。
【０１０５】
　また、第１実施形態では、スライダー１２０は、ガイドレール１０５に沿う方向を長軸
とする略長方形状のスライダー本体部１２１を有する構成としたが、ガイドレール１０５
に案内されるスライダー本体部を、軸形状などガイドレール１０５に沿う方向に延びのな
い形状として構成してもよい。
【０１０６】
　また、第１実施形態では、スライダー１２０が被案内部としてガイドレール１０５の案
内面１０９ａ，１１４ａ上を転動するローラ１２４，１２４，１２４，１２４を有する構
成としたが、ローラ１２４を有さずとも、スライダー本体部の下面を、ガイドレール１０
５に沿う方向に延びる被案内面（被案内部に相当）として、ガイドレール１０５の案内面
１０９ａ，１１４ａに対して面接触させ、スライダーが案内面１０９ａ，１１４ａ上を摺
動するように構成してもよい。
【０１０７】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機では、第１アーム５１及び第２アーム７０は、格
納位置では、鉛直方向に長手方向を沿わせた屈曲状態とされ、露出位置では、水平方向に
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端部７１を移動させる構成としたが、両アーム５１，７０の配置の向きはこれに限られる
ものではなく、例えば、格納されているときは、水平方向に長手方向を沿わせた屈曲状態
、露出するときは、鉛直方向に長手方向を沿わせた伸展状態として、遊技盤２の前方で下
から上へ第２アーム７０の先端部７１が移動するよう構成してもよい。
【０１０８】
　また、第１実施形態では、スライダー１２０の始点位置Ｓにのみ検知板部１２６を検知
するフォトセンサ１２８を設けたが、スライダー１２０の始点位置Ｓのみならず、スライ
ダー１２０の終点位置Ｅにもフォトセンサを設けるとともに、スライダー１２０の左端部
にも検知板部を設けて、スライダー１２０が終点位置Ｅに到達した際にも、フォトセンサ
による検知に基づいて、電動モータ８０を停止させるように構成してもよい。このように
構成すれば、脱調などが生じて電動モータ８０が入力したステップ数と異なる回転をした
場合であっても、所定の終点位置Ｅでスライダー１２０を停止させることができるため、
可動役物装置５０の毎回の挙動を一層安定させることができる。
【符号の説明】
【０１０９】
　１，１Ａ…パチンコ遊技機
　５０，１４０…可動役物装置
　５１…第１アーム
　５１ａ…先端部
　５１ｂ…元部
　７０…第２アーム
　７０ｂ…元部
　７１…先端部
　７２…支持軸部
　８２…出力軸（回動駆動軸）
　８５…駆動機構
　１０２…ねじりコイルばね（付勢手段）
　１０４…ガイド機構
　１０５…ガイドレール
　１０９ａ，１１４ａ…案内面
　１２０…スライダー
　１２１…スライダー本体部
　１２４…ローラ，被案内部
　１２８…フォトセンサ（位置検知手段）
　１３０…連結部
　１３１…軸支孔（連結孔）
　Ｏ…中心
　Ｃ…略中央部位
　θ…交差角
　Ｓ…始点位置
　Ｅ…終点位置
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