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(57)【要約】
【課題】可動演出手段を動作させる過程でその外観形状
を変化させたり、他の演出部材によって装飾する等によ
り、遊技者の興趣を高めて、退屈感をもたらさないよう
にする。
【解決手段】遊技者による接触で操作が可能な可動演出
手段と、可動演出手段に設けられ該可動演出手段におけ
る第１位置と該第１位置とは異なる第２位置とを含む経
路を移動する第１演出部と、可動演出手段に設けられ少
なくとも第１演出部が動作するときに演出動作する第２
演出部と、第１演出部、及び前記第２演出部を個別に、
又は、連動して動作させる動作機構と、を備え、動作機
構により第１演出部が第２位置に動作されるときに可動
演出手段の操作が可能である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者による接触で操作が可能な可動演出手段と、
　前記可動演出手段に設けられ該可動演出手段における第１位置と該第１位置とは異なる
第２位置とを含む経路を移動する第１演出部と、
　前記可動演出手段に設けられ少なくとも前記第１演出部が移動するときに演出動作する
第２演出部と、
　前記第１演出部、及び、前記第２演出部を個別に、又は、連動して動作させる駆動手段
と、を備え、
　前記駆動手段により前記第１演出部が前記第２位置に移動されるときに前記可動演出手
段の操作が可能であ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、遊技演出手段として有効に活用されていなかった演出と、その周辺のスペー
スを有効活用して演出性を一段と高めた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機には、遊技盤が装着された枠体と、この枠体に開閉自在に支持されて閉位置で遊
技盤の盤面をカバーする透明板を有した開閉体とが設けられ、この開閉体の下部（透明板
の下側）に遊技球を貯留する受け皿を有する皿ユニットが設けられている。
　近年主流の遊技機では、特許文献１、２にあるように、ソレノイド等の電動アクチュエ
ータを作動させて押ボタンを突出させることにより、遊技中に適時に強烈なインパクトを
与えて押ボタンの存在を遊技者に知らしめることができ、遊技性を向上させる旨が記載さ
れている。
　しかし、演出ボタンを含む演出が皿ユニット上面に突出する程度の演出ではインパクト
が少なく、遊技者の退屈感を払拭するには至っていない。
　従来の遊技機における演出は、単純なものに留まっており、演出としては十分に活用さ
れていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１１６１６９公報
【特許文献２】特開２００７－２９６０９０公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、演出ユニットによる演出を変化させることにより、遊技者の興趣を高めて、
退屈感をもたらさないようにすることができる遊技機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、請求項１に係る遊技機は、遊技者による接触で操作が可能な
可動演出手段と、前記可動演出手段に設けられ該可動演出手段における第１位置と該第１
位置とは異なる第２位置とを含む経路を移動する第１演出部と、前記可動演出手段に設け
られ少なくとも前記第１演出部が移動するときに演出動作する第２演出部と、前記第１演
出部、及び、前記第２演出部を個別に、又は、連動して動作させる駆動手段と、を備え、
前記駆動手段により前記第１演出部が前記第２位置に移動されるときに前記可動演出手段
の操作が可能であることを特徴とする。
　第１演出部、及び第２演出部は、夫々実施形態中における第１演出実行手段、及び第２
演出実行手段に相当する。
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　可動演出手段は、実施形態中における操作手段に相当する。
　駆動手段は、実施形態中における駆動機構（制御手段）に相当する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、演出ユニットによる演出を変化させることにより、遊技者の興趣を高
めて、退屈感をもたらさないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の本発明に係る遊技機の一例としてのパチンコ遊技機の構成例を示した全体
正面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る演出ボタン装置の皿ユニット上における配置例を
示す斜視図であり、（ａ）は演出ボタンが通常操作位置にある状態を示し、（ｂ）は演出
ボタンが突出位置にある状態を示している。
【図３】演出ボタン装置が通常操作位置にある時の外観構成を示す一部透視斜視図である
。
【図４】演出ボタン装置が第２位置にある時の内部構造を示す一部透視斜視図である。
【図５】演出ボタンが突出し、且つ装飾体ユニットが作動した状態の内部構成を示す一部
透視斜視図である。
【図６】演出ボタン装置全体の分解斜視図である。
【図７】演出ボタン装置の全体縦断面図である。
【図８】演出ボタン装置の全体縦断面図である。
【図９】演出ボタン、装飾体ユニット、駆動機構の一部、及び下部ベース部の分解斜視図
である。
【図１０】作動状態にある装飾体ユニットとその駆動機構を中心とした斜視図である。
【図１１】作動状態にある装飾体ユニットとその駆動機構の分解斜視図である。
【図１２】装飾体ユニットの分解斜視図である。
【図１３】（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの構成を示す一部透視斜視図、及び演出ボ
タンと装飾体ユニットの組み付け状態の縦断面図である。
【図１４】（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの横断面図である。
【図１５】（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの構成を示す一部断面斜視図である。
【図１６】駆動機構の一部構成を示す分解斜視図である。
【図１７】（ａ）は螺旋部材ガイド手段と螺旋部材の組み付け状態を示す分解縦断面図、
（ｂ）及び（ｃ）はその動作を説明する縦断面図である。
【図１８】（ａ）及び（ｂ）は螺旋部材と螺旋部材ガイド手段との組み付け状態を説明す
る一部断面斜視図、及び斜視図である。
【図１９】（ａ）及び（ｂ）は演出ボタン及び装飾体ユニットに対するカバー部の組み付
け状態を示す一部断面斜視図である。
【図２０】（ａ）及び（ｂ）は上カバー片と下カバー片との組み付け状態を示す断面図で
ある。
【図２１】第１の本発明に係る第２の実施形態の演出ボタン装置の一部内部構成を示す斜
視図（下降時）である。
【図２２】第１の本発明に係る第２の実施形態の演出ボタン装置の一部内部構成を示す斜
視図（上昇時）である。
【図２３】同演出ボタン装置の駆動機構の分解斜視図である。
【図２４】同演出ボタン装置の縦断面図（下降時）である。
【図２５】同演出ボタン装置の縦断面図（上昇時）である。
【図２６】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構の動作を説明する正面図である。
【図２７】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構の一部断面による動作説明図である。
【図２８】（ａ）及び（ｂ）は駆動機構の動作を説明する斜視図である。
【図２９】第１の本発明に係る第３の実施形態の演出ボタン装置の一部内部構成を示す斜
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視図（下降時）である。
【図３０】第１の本発明に係る第３の実施形態の演出ボタン装置の一部内部構成を示す斜
視図（上昇時）である。
【図３１】同演出ボタン装置の駆動機構の分解斜視図である。
【図３２】同演出ボタン装置の縦断面図（下降時）である。
【図３３】同演出ボタン装置の縦断面図（上昇時）である。
【図３４】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構の動作を説明する正面図である。
【図３５】（ａ）及び（ｂ）は駆動機構の動作を説明する斜視図である。
【図３６】第１の発明に係る第４の実施形態の装飾体ユニットの外観斜視図である。
【図３７】図３６の装飾体ユニットの分解斜視図である。
【図３８】（ａ）及び（ｂ）はこの装飾体ユニットの動作を説明するための要部断面図で
ある。
【図３９】第１の発明に係る第５の実施形態の演出ボタン装置の一部を省略した外観斜視
図である。
【図４０】第５の実施形態に係る演出ボタン装置の一部を省略した外観斜視図である。
【図４１】第５の実施形態に係る演出ボタン装置の一部を省略した外観斜視図である。
【図４２】第５の実施形態に係る演出ボタン装置の一部を省略した外観斜視図である。
【図４３】本発明の演出ボタン装置全体の分解斜視図である。
【図４４】演出ボタン装置の一部の分解斜視図である。
【図４５】演出ボタン装置の正面側縦断面図である。
【図４６】演出ボタン装置の正面側縦断面図である。
【図４７】演出ボタン装置の正面側縦断面図である。
【図４８】装飾体ユニットと駆動機構の構成を示す縦断面斜視図である。
【図４９】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構による装飾体ユニットの駆動手順を示す縦
断面斜視図である。
【図５０】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構による装飾体ユニットの駆動手順を示す一
部平面図である。
【図５１】（ａ）及び（ｂ）は駆動機構による装飾体ユニットの駆動手順を縦断面斜視図
である。
【図５２】（ａ）及び（ｂ）は駆動機構による装飾体ユニットの駆動手順を示す正面縦断
面図である。
【図５３】第１の本発明の第６の実施形態に係る演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜
視図である。
【図５４】第１の本発明の第６の実施形態に係る演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜
視図である。
【図５５】第１の本発明の第６の実施形態に係る演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜
視図である。
【図５６】第１の本発明の第６の実施形態に係る演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜
視図である。
【図５７】第１の本発明の第６の実施形態に係る演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜
視図である。
【図５８】（ａ）（ｂ）及び（ｂ）は第２の長尺ギヤ部材によって棒状片を動作させる手
順を示した一部断面斜視図である。
【図５９】本実施形態に係る演出ボタン装置の全体構成を示す分解斜視図である。
【図６０】演出ボタン装置の要部分解斜視図である。
【図６１】演出ボタン装置の縦断面図である。
【図６２】演出ボタン装置の縦断面図である。
【図６３】（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの動作を説明する要部横断面図である。
【図６４】本発明の第２の本発明に係る遊技機の一例としてのパチンコ遊技機の構成例を
示した全体正面図である。
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【図６５】第２の本発明の第１の実施形態に係る演出ボタン装置の皿ユニット上における
配置例を示す斜視図であり、（ａ）は演出ボタンが通常操作位置にある状態を示し、（ｂ
）は演出ボタンが突出位置にある状態を示している。
【図６６】演出ボタン及び演出用空間形成部材の初期状態（通常操作位置状態）を示す外
観斜視図である。
【図６７】演出用空間形成部材が反転した状態を示した外観斜視図である。
【図６８】演出ボタン装置が動作した状態を示した外観斜視図である。
【図６９】第１演出部とその駆動機構の分解斜視図である。
【図７０】第１演出部用の駆動機構による昇降動作を示す縦断面図である。
【図７１】第１演出部用の駆動機構による昇降動作を示す縦断面図である。
【図７２】（ａ）（ｂ）及び（ｂ）は第１演出部用の駆動機構による昇降動作を示す斜視
図である。
【図７３】（ａ）及び（ｂ）は第２演出部全体の分解斜視図、及び一部の分解斜視図であ
る。
【図７４】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は演出部材とカバー部の演出動作を示す斜視図である
。
【図７５】第２演出部の動作を含む演出ボタン装置の正面縦断面図である。
【図７６】第２演出部の動作を含む演出ボタン装置の正面縦断面図である。
【図７７】第２演出部の動作を含む演出ボタン装置の正面縦断面図である。
【図７８】（ａ）乃至（ｃ）は第２の本発明の第２実施形態に係る第２演出部の構成及び
動作を示した斜視図である。
【図７９】（ａ）乃至（ｄ）は第２演出部の構成及び動作を示した正面図である。
【図８０】（ａ）乃至（ｄ）は第２演出部における装飾部材とカバー部の動作を示した要
部縦断面図である。
【図８１】第２の本発明の第３の実施形態に係る演出ボタン装置を用いた遊技機の一例と
してのパチンコ遊技機の構成例を示した全体正面図である。
【図８２】第２の本発明の第１の実施形態に係る演出ボタン装置の皿ユニット上における
配置例を示す正面側斜視図であり、（ａ）は演出ボタンが通常操作位置にある状態を示し
、（ｂ）は演出ボタンが突出位置にある状態を示している。
【図８３】本例に係る演出ボタン装置（第１演出部、第２演出部）の全体構成を示す外観
斜視図である。
【図８４】本例に係る演出ボタン装置の全体構成を示す分解斜視図である。
【図８５】（ａ）及び（ｂ）は第２演出部の構成を示す分解斜視図である。
【図８６】演出ボタン及び演出用空間形成部材の初期状態（通常操作位置状態）を示した
外観斜視図である。
【図８７】演出ボタン装置が第２位置に突出し、且つ演出用空間形成部材が反転開始した
状態を示した外観斜視図である。
【図８８】演出ボタンが第２位置に突出し、且つ演出用空間形成部材が１８０度反転を終
了した状態を示した外観斜視図である。
【図８９】演出ボタンが第１位置に退避した状態を示した外観斜視図である。
【図９０】演出用空間形成部材が作動して演出ボタンを包囲した状態を示した外観斜視図
である。
【図９１】（ａ）乃至（ｄ）は第２演出部における装飾機構の動作説明図である。
【図９２】第２の本発明の第３実施形態に係る演出ボタン装置の構成及び動作を説明する
ための縦断面図である。
【図９３】第３実施形態に係る演出ボタン装置の構成及び動作を説明するための縦断面図
である。
【図９４】第３実施形態に係る演出ボタン装置の構成及び動作を説明するための縦断面図
である。
【図９５】第３実施形態に係る演出ボタン装置の構成及び動作を説明するための縦断面図
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である。
【図９６】第３実施形態に係る演出ボタン装置の構成及び動作を説明するための縦断面図
である。
【図９７】第２の本発明の第４の実施形態に係る演出ボタン装置を用いた遊技機の一例と
してのパチンコ遊技機の構成例を示した全体正面図である。
【図９８】第２の本発明の第４の実施形態に係る演出ボタン装置の皿ユニット上における
構成例を示す斜視図であり、（ａ）は第１演出部（演出ボタン）が通常操作位置にある状
態を示し、（ｂ）は演出ボタンが突出位置にある状態を示し、（ｃ）は第２演出部が突出
位置にある状態を示している。
【図９９】本例に係る演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜視図である。
【図１００】演出ボタン装置の分解斜視図である。
【図１０１】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は演出ボタン装置の動作態様を示す説明図である。
【図１０２】第１演出部と第２演出部の昇降動作態様の一例を示す縦断面図である。
【図１０３】第１演出部と第２演出部の昇降動作態様の一例を示す縦断面図である。
【図１０４】第１演出部と第２演出部の昇降動作態様の一例を示す縦断面図である。
【図１０５】第４の本発明に係る演出ボタン装置（演出装置）を用いた遊技機の一例とし
てのパチンコ遊技機の構成例を示した全体正面図である。
【図１０６】第４の本発明の一実施形態に係る演出ボタン装置の皿ユニット上における配
置例を示す斜視図であり、（ａ）は演出ボタンが通常操作位置にある状態を示し、（ｂ）
は演出ボタンが突出位置にある状態を示している。
【図１０７】本例に係る演出ボタン装置を皿ユニット内に収納する構造を説明する斜視図
である。
【図１０８】本例に係る演出ボタン装置を皿ユニット内に収納する構造を説明する斜視図
である。
【図１０９】本例に係る演出ボタン装置を皿ユニット内に収納する構造を説明する斜視図
である。
【図１１０】演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜視図である。
【図１１１】演出ボタン装置の分解斜視図である。
【図１１２】演出ボタン装置の一部の分解斜視図である。
【図１１３】（ａ）及び（ｂ）は芳香成分を噴出する手順を説明する斜視図である。
【図１１４】（ａ）及び（ｂ）は芳香成分を噴出する手順を説明する側部縦断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
《第１の本発明》
　図１は第１の本発明に係る遊技機の一例としてのパチンコ遊技機の構成例を示した全体
正面図である。
　図１において、遊技機１は、遊技店の島設備に取り付けられる外枠２と、外枠２により
一方の縦辺を回動可能に支持された内枠３と、を備えている。内枠３には遊技球が流下す
る遊技領域１３が形成された遊技盤１２が設けられている。内枠３は、遊技盤１２の前方
（遊技者側）において遊技領域１３を視認可能に覆うガラス板（図示しない）を支持して
いる。
【０００９】
　外枠２には、遊技盤１２、遊技盤の背面に固定される図示しないベース枠体、及びベー
ス枠体の背面に固定される画像表示ユニット（画像表示装置、画像表示カバー）からなる
図示しない遊技盤ユニットが開閉自在に組み付けられている。
　内枠３には、回動操作されることにより遊技領域１３に向けて遊技球を発射させる操作
ハンドル４と、皿ユニット５と、押圧操作により演出態様を変更させるための演出ボタン
装置１０等が設けられている。
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　皿ユニット５は、内枠３の下側に前方へ突出して設けられており、皿ユニット５には、
複数の遊技球を貯留する受け皿６が設けられている。この受け皿６は、操作ハンドル４の
方向側に遊技球が流下するように下りの傾斜を有している。そして、遊技者が操作ハンド
ル４を回動させると、遊技球が遊技領域１３に発射されることとなる。
　上記のようにして発射された遊技球がレール１５ａ、１５ｂ間を上昇して玉戻り防止片
１５ｃを超えると遊技領域１３に到達し、遊技領域１３内を落下する。このとき、遊技領
域１３に設けられた複数の釘や風車によって、遊技球は予測不能に落下することとなる。
【００１０】
　次に、遊技盤１２の遊技領域１３の構成について説明する。
　遊技領域１３には、複数の一般入賞口２８が設けられている。これら各一般入賞口２８
に遊技球が入賞すると、所定の賞球（例えば１０個の遊技球）が払い出される。
　また、遊技領域１３の中央下側の領域には、遊技球が入球可能な始動領域を構成する第
１始動口２３および第２始動口２４が設けられている。
　この第２始動口２４は開閉扉を有しており、開閉扉が閉状態に維持される第１の態様と
、開閉扉が開状態となる第２の態様とに可動制御される。従って、第２始動口２４は、第
１の態様にあるときには遊技球の入賞機会がなく、第２の態様にあるときには遊技球の入
賞機会が増すこととなる。
【００１１】
　ここで、第１始動口２３または第２始動口２４に遊技球が入球すると、特別図柄判定用
乱数値等を取得し、大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選（以下、「大当たり抽選」と
いう）が行われる。また、第１始動口２３または第２始動口２４に遊技球が入球した場合
には、所定の賞球（例えば３個の遊技球）が払い出される。
　さらに、遊技領域１３の右側の領域には、遊技球が通過可能な普通図柄用のゲート２５
と、遊技球が入球可能な第１大入賞装置２６、及び第２大入賞装置２７とが設けられてい
る。
　ゲート２５において遊技球の通過を検出すると、普通図柄判定用乱数値を取得し、「普
通図柄の当たり抽選」が行われる。
【００１２】
　第１大入賞装置２６は、通常は第１大入賞装置可動片（第１開閉片）２６ｂによって第
１大入賞口２６ａを閉状態に維持されており、遊技球の入球を不可能としている。これに
対して、所定の特別遊技が開始されると、第１開閉片２６ｂが開放されるとともに、この
第１開閉片２６ｂが遊技球を第１大入賞口２６ａ内に導く受け皿として機能し、遊技球が
第１大入賞口に入球可能となる。第１大入賞口に遊技球が入球すると予め設定された賞球
（例えば１５個の遊技球）が払い出される。
　第２大入賞装置２７は、通常は羽根状の第２大入賞装置可動片（第２開閉片）によって
第２大入賞口を閉状態に維持されており、遊技球の入球を不可能としている。これに対し
て、所定の特別遊技が開始されると、第２開閉片が開放位置に回動して第２大入賞口を開
放するとともに、この第２開閉片が遊技球を第２大入賞口内に導く誘導路として機能し、
遊技球が第２大入賞口に入球可能となる。第２大入賞口に遊技球が入球した場合も予め設
定された賞球（例えば１５個の遊技球）が払い出される。
　更には、遊技領域１３の最下部の領域には、一般入賞口２８、第１始動口２３、第２始
動口２４、第１大入賞装置２６および第２大入賞装置２７のいずれにも入球しなかった遊
技球を排出するためのアウト口２９が設けられている。
【００１３】
　また、遊技領域１３の中央には開口部１３Ａが形成されており、開口部１３Ａの周縁に
沿って遊技球の流下に影響を与える装飾部品１６が設けられている。
　装飾部品１６の略中央部分（開放部）であって遊技盤の背面（後面）側には、液晶表示
装置等からなる画像表示装置１７が設けられている。
　画像表示装置１７は、遊技が行われていない待機中に画像を表示したり、遊技の進行に
応じた画像を表示する。なかでも、後述する大当たり抽選の結果を報知するための３個の
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演出図柄１８が表示され、特定の演出図柄１８の組合せ（例えば、７７７等）が停止表示
されることにより、大当たり抽選結果として大当たりが報知される。
【００１４】
　具体的には、第１始動口２３または第２始動口２４に遊技球が入球したときには、３個
の演出図柄１８をそれぞれスクロール表示するとともに、所定時間経過後に当該スクロー
ルを停止させて、演出図柄１８を停止表示するものである。また、この演出図柄１８の変
動表示中に、さまざまな画像やキャラクター等を表示することによって、大当たりに当選
するかもしれないという高い期待感を遊技者に与えるようにもしている。
　遊技盤１２の左下方には、各種図柄を表示するための図柄表示装置１９が設けられてい
る。
　演出ユニットの一例としての皿ユニット５の上面には、一般的にチャンスボタンと呼ば
れる演出ボタン装置（演出装置）１０が配置されている。演出ボタン装置１０の操作は、
例えば遊技中における特定のリーチ演出に際し、演出ボタン装置１０の操作を促すガイダ
ンスが画像表示装置１７に表示されている間有効となる。
【００１５】
＜第１の本発明：第１の実施形態＞
　次に、図２は本発明の第１の実施形態に係る演出ボタン装置の皿ユニット上における配
置例を示す斜視図であり、（ａ）は演出ボタンが通常操作位置にある状態を示し、（ｂ）
は演出ボタンが突出位置にある状態を示している。図３、図４、及び図５は演出ボタン装
置が通常操作位置にある時の外観構成を一部透視で示す斜視図、演出ボタン装置が第２位
置にある時の内部構造を示す一部透視斜視図、及び演出ボタンが突出し、且つ装飾体ユニ
ットが作動した状態の内部構成を示す一部透視斜視図である。図６は演出ボタン装置全体
の分解斜視図であり、図７及び図８は演出ボタン装置の全体縦断面図であり、図９は演出
ボタン、装飾体ユニット、駆動機構の一部、及び下部ベース部の分解斜視図であり、図１
０は作動状態にある装飾体ユニットとその駆動機構を中心とした斜視図であり、図１１は
作動状態にある装飾体ユニットとその駆動機構の分解斜視図であり、図１２は装飾体ユニ
ットの分解斜視図であり、図１３（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの構成を示す一部透
視斜視図、及び演出ボタン及び装飾体ユニットの組み付け状態の縦断面図であり、図１４
（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの横断面図であり、図１５（ａ）及び（ｂ）は装飾体
ユニットの構成を示す一部断面斜視図であり、図１６は駆動機構の一部構成を示す分解斜
視図であり、図１７（ａ）は螺旋部材ガイド手段と螺旋部材の組み付け状態を示す分解縦
断面図、（ｂ）及び（ｃ）はその動作を説明する縦断面図であり、図１８（ａ）及び（ｂ
）は螺旋部材と螺旋部材ガイド手段との組み付け状態を説明する一部断面斜視図、及び斜
視図であり、図１９（ａ）及び（ｂ）は演出ボタン及び装飾体ユニットに対するカバー部
の組み付け状態を示す一部断面斜視図であり、図２０は上カバー片と下カバー片との組み
付け状態を示す断面図である。
【００１６】
　本発明に係る演出ボタン装置（演出装置）１０は、遊技盤１２よりも遊技者側に突出し
た演出ユニット５と、演出ユニットにおける第１位置と該第１位置とは異なる第２位置と
を含めた経路内を進退する第１演出部５０と、を備えている。
　第１演出部は第２位置に達した時に、第１演出部、又は／及び、第２演出部６０を所定
態様となるように演出動作させる構成を備えている。
更に、第２演出部の所定態様の演出動作には、該第２演出部の回転動作と、該第２演出部
の少なくとも一部の突出入動作と、を含むものである。
【００１７】
　更に詳しくは、本発明に係る演出ボタン装置（演出装置）１０は、遊技盤１２の下方に
おいて前方に突出した皿ユニット（演出ユニット）５（図１、図２）に設けた通穴７と（
図６、図７、図８）、通穴７内に最も退避（下降）した第１位置と該第１位置よりも通穴
外へ突出した第２位置とを含めた経路内を進退する演出ボタン（第１演出部）５０と、少
なくとも演出ボタン５０が第２位置に達したときに作動して演出動作する装飾体ユニット
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（第２演出部）６０と、演出ボタン５０、及び装飾体ユニットを個別に、又は連動して動
作させる駆動機構１００と、を備え、第１位置にあった演出ボタン５０が第２位置に達し
た時に、装飾体ユニットは前記演出ボタンの出没方向と交差する方向、該出没方向、その
他の方向へ動作（突出、進退、或いは拡大・縮小）して演出を行うことが特徴的である。
【００１８】
　これを言い換えれば、演出ボタン装置１０は、演出ボタン５０と、演出ボタンの下部に
固定的に、又は相対動作可能に連設された装飾体ユニット６０と、演出ボタン５０、及び
装飾体ユニット６０を個別に又は連動して動作させる駆動機構１００と、皿ユニット５の
上面と略面一状態に配置される板状の上部ベース部１５０と、通穴７の内奥部に配置され
て駆動機構１００を支持する下部ベース部１６０と、皿ユニット５の上方において出没動
作（上下動作）する演出ボタン５０及び装飾体ユニット６０の外面を包囲するように配置
されて上下動するカバー部（演出用空間形成部材）２００と、を概略備えている（図３乃
至図８）。
【００１９】
　演出ボタン（第１演出部）５０を構成する押しボタン本体５０Ａの中央上面の凹所内に
は、演出ボタンが操作されたことを検出するセンサから成る演出ボタン検出部５２が設け
られており、この演出ボタン検出部５２が遊技者の押下げ操作を検出すると検出信号が出
力され、この検出信号に基づいて、演出制御基板は更なる演出を行う制御をする。本例で
は、演出ボタン検出部５２の上方にはカバー部２００の上面が位置しているため、カバー
部の上面を押圧することにより演出ボタン検出部５２が押し下げられることになる。
　なお、演出ボタン５０（演出ボタン検出部）は押下げするタイプに限らず、タッチパネ
ル方式を採用した入力パッド等であってもよい。
【００２０】
　演出ボタン５０を構成する押しボタン本体５０Ａは、皿ユニット５の上面に開口形成さ
れた通穴（ボタン穴）７内に収容されて図２（ａ）、図３等に示した通穴７内に最も退避
（下降）した第１位置と、図２（ｂ）、図４等に示した第１位置よりも突出した第２位置
とを含めた出没経路に沿って進退移動する。第２位置は、演出ボタンの最上昇位置である
必要はなく、単なる通過点としてもよい。
　演出ボタン（第１演出部）５０は、装飾体ユニット（第２演出部）６０に対して一体回
転すると共に、装飾体ユニット６０に対して相対的に上下動するように組み付けられてい
る。また、演出ボタン５０を構成する押しボタン本体５０Ａは、弾性部材５４によって装
飾体ユニット６０から上方に離間するように付勢されている。このため、第１位置（第２
位置）にある押しボタン本体５０Ａの上面を押圧した時に演出ボタン検出部５２がオンす
ると同時に、押しボタン本体は皿ユニット上面（通穴７）に対して押し込まれた状態とな
る。押しボタン本体５０Ａが押し込まれると、押しボタン本体は装飾ユニット６０に対し
て相対的に下降した状態となる。この時、押しボタン本体の上面を覆うカバー部２００を
構成する上カバー片（第１カバー片）２０１も押し下げられることは言うまでもない。
【００２１】
　装飾体ユニット６０は、図６乃至図１５に示すように、円筒状の演出ボタン５０の下方
に同軸状に配置された概略円筒体であり、上下二つ割り構造のドーナツ形状のケーシング
６１と、ケーシング６１の外周面に所定のピッチで形成された円形の出没穴６３と、ケー
シング６１内部に配置されて各出没穴６３内に退避した姿勢と各出没穴から外部へ突出し
た姿勢との間で進退する出没部材（演出部材）６５と、ケーシング６１内に配置されて各
出没部材６５を常時突出方向へ付勢する弾性部材６８を含めた出没部材作動機構６７（出
没ガイド部材１８０をも含む）と、を有する。
【００２２】
　図６の全体分解斜視図、図７、図８の縦断面図、及び図１２の分解斜視図等に示したよ
うに、装飾体ユニット６０を構成するケーシング６１は、上下２つの環状のケーシング片
６１Ａ、６１Ｂを結合させた構成を備える。上側のケーシング片６１Ａの下面と、下側の
ケーシング片６１Ｂの上面には、両ケーシング片が合わさった時に各出没穴６３を形成す
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るための半穴（溝）６１Ａ－１、６１Ｂ－１が放射状に形成されている。ケーシング６１
の中心孔内には各出没部材６５、弾性部材６８等を支持する中心部材７０が配置されてい
る。中心部材７０はその中心部を上下方向に貫通する貫通穴７０ａを有すると共に、外周
面には各出没穴６３と一対一で対応する嵌合凹所７１を有する。各嵌合凹所７１内にはコ
イルバネから成る弾性部材６８の一端が嵌合して支持される。
【００２３】
　中心部材７０に設けた貫通穴７０ａの上部開口内には演出ボタン５０の下面中心部から
突出した嵌合片５３を嵌合させることにより、演出ボタン５０をケーシング６１（中心部
材７０）により上下動自在に支持している。更に、嵌合片５３と貫通穴７０ａの上部開口
を互いに整合する形状の多角形とすることにより、中心部材７０と演出ボタン５０とが一
体回転するように構成する。嵌合片５３の中心部に設けた上下の貫通穴５３ａと貫通穴７
０ａとを連通させることにより、演出ボタン検出部５２から図示しない制御基板への配線
を行うスペースとして活用できる。
　中心部材７０の中間高さ位置の外周面には雄螺子部７０ｃが形成されており（図６、図
７）、下側のケーシング片６１Ｂ内周の雌螺子部６１Ｂ－２と螺着させることにより、中
心部材に対してケーシング片６１Ｂを位置決め固定する。上側のケーシング片６１Ａは、
下側のケーシング片６１Ｂに対してその接合面だけを接着して固定するか、或いは両ケー
シング片間をボルトにより固定すればよい。
【００２４】
　図７、図８に示すように、演出ボタン５０は、弾性部材５４により装飾体ユニット６０
に対して上方へ付勢されている。本例では、弾性部材５４は、嵌合片５３の外周面に巻き
付けられて下端部を中心部材７０の上面に支持され、上端部を演出ボタン５０の下面に支
持されたコイルバネであり、演出ボタン５０は、中心部材７０との間に設けたギャップＧ
の上下寸法分だけ装飾体ユニット６０に対して相対的に上下動することができる。このた
め、後述する上カバー片２０１を介して演出ボタン５０の上面を押し下げると、弾性部材
５４の付勢力に抗してギャップＧの上下寸法分だけ演出ボタン５０は押し下げられる。
【００２５】
　本例に係る出没部材６５は先端が弾丸状の曲面であり、後端小径部には嵌合凹所７１内
に嵌合するための小径の中空筒状部６５ａを有している。また、コイルバネから成る弾性
部材６８は、中空筒状部６５ａの外面に巻き回され、嵌合凹所７１の奥部と出没部材６５
の外面段差部との間で係止されている。このため、弾性部材６８は出没部材６５を常に外
径方向へ付勢している。嵌合凹所７１の内奥部に図示しない突起を設けて、この突起を中
空筒状部６５ａの開口内に突出させることにより、出没部材を嵌合凹所内に位置決めする
ようにしても良い。
　なお、出没部材６５の中間部外周には周方向に沿って所定のピッチ（本例では、１８０
度の周方向間隔）で複数の被ガイド突起６５ｂが突出しており、出没穴６３の外側内周に
は被ガイド突起６５ｂと係合可能なストッパ６３ａが設けられているため、出没部材の先
端部が出没穴から突出しても出没穴から脱落することはない（図７、図８）。
【００２６】
　また、各被ガイド突起６５ｂは、各半穴（溝）６１Ａ－１、６１Ｂ－１内に形成された
ガイド溝６１Ａ－２、６１Ｂ－３によって内外径方向へガイドされる（図１２）。
　演出ボタン５０が、図３、図７に示したように下降した位置（通常操作位置＝第１位置
）にある時には、装飾体ユニット６０も最下降位置にあるため、出没部材６５の曲面状の
先端部はその外径側に設けた出没ガイド部材１８０の下部ガイド部１８１の内周面と当接
することにより、出没穴６３内に退避している。一方、演出ボタン５０が図５、図８に示
した第２位置に突出すると、装飾体ユニット６０も一体的に上昇するため、出没部材の先
端部は出没ガイド部材１８０の下部ガイド部１８１の内周面から離脱して出没穴６３から
外部に突出することができる。
　なお、本例では全ての出没部材が同一タイミングで一律に出没するように構成したが、
出没ガイド部材１８０の形状を出没部材毎に異ならせることによって、各出没部材の突出
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長、突出タイミングを異ならせても良い。
【００２７】
　駆動機構１００は、演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０を個別に、又は連動して
動作させる手段であり、本例では、演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０を図７に示
した第１位置と図８に示した第２位置との間で昇降させたり、装飾体ユニットを回転させ
る手段である。
　図３乃至図８等に示すように駆動機構１００は、下部ベース部１６０により下部を固定
されて上向きに（垂直に）突出する螺旋部材ガイド手段１０１と、螺旋部材ガイド手段１
０１によって内周を回転不能、且つ上下動自在に支持されて外周面に螺旋状部１０５ａを
有した可動側の螺旋部材１０５と、螺旋部材１０５の上部との間に位置する軸受（ボール
ベアリング）１１０を介して下部を螺旋部材上部に同軸状に組み付けられて螺旋部材と相
対回転し、且つ連動して上下動するギヤ部材１１５と、下部ベース部１６０上に立設固定
された駆動機構ホルダ１２０により支持されたモータ１２５と、モータ１２５の上部に突
出した出力軸に一体化された出力ギヤ１２６と、駆動機構ホルダ１２０に設けた下部軸受
１２１と上部軸受１２２により回転自在に軸支された回転軸部材１２７と、回転軸部材１
２７の下部に軸心を固定されると共に外周の螺旋状の凸部を可動側の螺旋部材１０５と噛
合させることにより正逆転したときに螺旋部材１０５（回転不能）を上下動させる位置固
定された螺旋ギヤ１２８と、出力ギヤ１２６と噛合してモータからの駆動力を受け、且つ
回転軸部材１２７の上部により軸心を固定的に支持された従動ギヤ１３０と、を有する。
【００２８】
　下方が開放した中空の螺旋部材１０５は、下部ベース部１６０の上面に下部を固定され
て上方に突出した螺旋部材ガイド手段１０１によって内部を上下動自在、且つ回転不能に
支持されている。本例では、螺旋部材ガイド手段１０１の外周面に設けた上下方向へ伸び
るガイド溝１０１Ａを螺旋部材１０５の内周面に設けた上下方向へ伸びる被ガイド突条１
０５Ａと係合させることにより、螺旋部材の回転を禁止しつつ上下方向へ進退自在に支持
している（図６、図１８参照）。
　螺旋部材ガイド手段１０１は、中心部に上向きに突出する棒状部１０１ａを有し、棒状
部１０１ａの外径側に所定のギャップを隔てて同心状に筒状部１０１ｂを有し、棒状部と
筒状部とは底部において同軸状に連設されている。螺旋部材１０５の内周面は筒状部１０
１ｂの外周面と接触することにより、安定した軌道により回転せずに上下動することがで
きる。具体的には、筒状部１０１ｂの外周面に上下方向へ伸びるガイド溝（又はガイド突
条）１０１Ａを設け、このガイド溝内に螺旋部材１０５の内周面に設けた被ガイド突条（
又は被ガイド溝）１０５Ａを嵌合させることにより、回転を禁止しつつ昇降自在とする。
棒状部１０１ａの外周面、即ち棒状部と筒状部との間の円筒状のギャップ内にはコイルバ
ネ（螺旋部材付勢用の弾性部材）１０７が配置されており、コイルバネ１０７は螺旋部材
１０５を上方に突出させる方向へ付勢する（図１７参照）。
【００２９】
　図１７に示すように、本例では、コイルバネ１０７の外周面と筒状部１０１ｂの内周面
との間に円筒状のバネホルダ１０８が配置されている。バネホルダ１０８の上部開口の内
面には雌螺子部１０８ａが形成されており、この雌螺子部１０８ａには蓋部材１０８ｂに
突設した円筒状の雄螺子部１０８ｃが螺着する。蓋部材１０８ｂは雄螺子部１０８ｃの内
側でコイルバネ１０７の上部を支持しており、コイルバネを筒状部１０１ｂ内に配置した
状態で蓋部材１０８ｂをバネホルダ１０８の上部開口に螺着することにより、コイルバネ
がバネホルダを常時上向きに付勢した状態となる。また、蓋部材１０８ｂの中心部には雌
螺子部１０８ｄが設けられており、雌螺子部１０８ｄは螺旋部材１０５の上部に設けた穴
１０５ｂを介してボルト１０９によりバネホルダ１０８の上部を螺旋部材１０５に固定す
るのに用いられる。従って、螺旋ギヤ１２８によって図１７（ｂ）に示したように螺旋部
材１０５をコイルバネ１０７に抗して下降させている時にはバネホルダも下降位置にある
が、螺旋ギヤによって図１７（ｃ）に示したように螺旋部材を上昇させると、コイルバネ
の補助によりバネホルダも上昇する。
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　ギヤ部材１１５の上面中央に形成した多角形状の凹所１１５ａ内に、中心部材７０の下
面中央から突設した多角形の嵌合突起７０ｂを嵌合させることにより、ギヤ部材１１５は
中心部材７０を含めた装飾体ユニット６０と一体的に回転することができる（図６乃至図
８、図１１）。
【００３０】
　演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０が図７に示した第１位置にある時には、螺旋
ギヤ１２８により押し下げられている螺旋部材１０５はコイルバネ１０７の付勢に抗して
最下降位置にある（図１７（ｂ））。図示しない制御手段からの指令によりモータ１２５
が演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０を上昇させる方向に回転すると、出力ギヤ１
２６、従動ギヤ１３０、回転軸部材１２７を介して伝達された駆動力が螺旋ギヤ１２８を
回転させる（図８）。このため、螺旋ギヤ１２８と噛合する螺旋部を有した螺旋部材１０
５は筒状部１０１ｂの外周面に沿って回転せずに上昇する（図１７（ｃ））。螺旋部材１
０５の上部に搭載されたギヤ部材１１５は、螺旋部材と共に上昇する。螺旋部材の上昇に
際してはコイルバネ１０７が上昇をサポートする。
【００３１】
　なお、ギヤ部材１１５は軸受部１１０を介して連結された螺旋部材１０５に対して回転
が可能である一方で、従動ギヤ１３０と常時噛合しているため、モータが上昇方向へ駆動
されたときにギヤ部材１１５は回転する。従動ギヤ１３０の縦方向へ延びるギヤ部とギヤ
部材１１５のギヤ部とはスプライン結合しており、位置が固定された従動ギヤ１３０に対
してギヤ部材１１５は摺動しながら相対的に上下動することができる。このため、螺旋部
材１０５の上下動に連動してギヤ部材１１５はスムーズに上下動することができる。軸受
部１１０を介して螺旋部材１０５と分離されているギヤ部材１１５は、回転しない螺旋部
材に対して回転することができる。その結果、従動ギヤ１３０のギヤ部とギヤ部材１１５
のギヤ部との摺動抵抗が大幅に減殺されるため、ギヤ部材１１５のギヤ部が従動ギヤ１３
０のギヤ部に沿ってスムーズに上下動することができる。なお、従動ギヤ１３０のギヤ部
とギヤ部材１１５のギヤ部とは、摩擦係数が十分に小さい材料によって構成すると共に、
潤滑油を用いて摩擦抵抗の減少を図ってもよい。
　なお、従動ギヤ１３０と回転軸部材１２７との間にトルクリミッタを配置することによ
り従動ギヤとギヤ部材１１５との間に過大な負荷が加わった時に、従動ギヤが空転するよ
うに構成してもよい。トルクリミッタとしては、例えばスリップクラッチを用いることが
できる（以下の実施形態においても同様）。
【００３２】
　次に、板状の上部ベース部１５０は、皿ユニット５の上面と面一に連設される。換言す
れば、皿ユニットの上面に設けた取付け穴５ａ内に上部ベース部１５０の外周縁を嵌合し
て固定される（図７、図８）。
　下部ベース部１６０は、皿ユニット５の上面に設けた通穴７の内奥部に設けた固定部材
１６５上に固定される底板１６１を備えており、底板１６１の上面中央部には螺旋部材ガ
イド手段１０１が立設されると共に、螺旋部材ガイド手段１０１の横方向には駆動機構ホ
ルダ１２０が立設される。更に、底板１６１の外周縁に近い上面には、駆動機構１００、
及び装飾体ユニット６０を内部に収容するように包囲する中空筒状の包囲部材１７０の下
部が固定されている。包囲部材１７０の上部は上部ベース部１５０に固定されている。
　包囲部材１７０は、中空筒状の包囲部材本体１７１と、包囲部材本体１７１の上部に固
定されて上部ベース部１５０の下面と固定される環状の連設環状体１７３と、を備える。
連設環状体１７３の内周面は第１位置にある装飾体ユニット６０の外周面（出没穴６３）
と対向して近接配置されており、連設環状体１７３の内周面には、出没穴６３内の出没部
材の出没動作を規制する環状の出没ガイド部材１８０が固定配置される。
　出没ガイド部材１８０は、下部ガイド部１８１が円筒状であって連設環状体１７３の内
周面と密着する一方で、上部ガイド部１８２はラッパ状に円弧を描いて外径方向へ拡開し
ている。更に外周面の適所には外径方向へ突出する張出し片１８３が突設されている。張
出し片１８３を連設環状体１７３の上面と上部ベース部１５０の下面との間に挟んでボル
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トにより固定することにより、出没ガイド部材１８０は包囲部材１７０に固定される。
【００３３】
　図３乃至図８、図１９、図２０に示すように、演出用の空間を形成する空間形成部材で
あるカバー部２００は、演出ボタン５０の上面、及び外周面を包囲して演出ボタンと共に
上下動する上カバー片（第１カバー片）２０１と、装飾体ユニット６０が皿ユニット５の
上面よりも上方に突出した状態にある時にその外面を覆って遊技者の手指が装飾体ユニッ
トに触れないように保護する下カバー片（第２カバー片）２１０と、を備えている。
　上カバー片２０１は下方が開放した逆椀形状を有しており、下カバー片２１０は中央に
上下方向へ貫通する開口を有した四角い環状体である。
　何れのカバー片２０１、２１０も、内部の演出ボタン、及び装飾体ユニット６０を外部
から視認できるように、少なくとも一部を透明、或いは半透明材料から構成する。或いは
、カバー片を、非透明材料から成る部分と、内部を視認させる開口部（指が入らない程度
の開口量を有する）と、から構成し、開口部から内部を視認できるようにしても良い。更
に、カバー片の一部又は全部をメッシュ状に構成して内部を視認できるようにしてもよい
。このことは以下の全ての実施形態にも当てはまる。
【００３４】
　また、演出ボタン、装飾体ユニットが回転する際には、カバー片２０１、２１０は回転
しない。
　上カバー片２０１はその下面中央部を演出ボタン検出部５２と対面させており、上カバ
ー片の上面を押圧することにより演出ボタン検出部５２のスイッチ部５２ａがオンされる
ように弾性変形が可能な材料から構成する。或いは、上カバー片全体が演出ボタン５０に
対して相対的に上下動できるように構成することによって、上カバー片への押し下げ力が
演出ボタン検出部５２のスイッチ部５２ａをオンさせるようにしてもよい。
　上カバー片２０１の裾部２０２は外径方向へ張り出しており、この裾部２０２を下カバ
ー片２１０の中央開口の上部内周縁に係合させることによって、下カバー片に対して抜け
落ち不能、且つ相対的に上下動可能に構成されている。
　図２０に詳細を示すように、下カバー片２１０は、外周下部２１１と、外周下部２１１
の上部から内側へ湾曲して延びる外周上部２１２と、を有し、外周下部２１１は上部ベー
ス部１５０に貫通形成された環状スリット（通穴）１５２内に挿通されて上下方向へスラ
イド移動可能となっている。このため、下カバー片２１０は、全体として環状スリット１
５２によって上下動自在に支持されている。
【００３５】
　本例では、上部ベース部１５０の下面と連設環状体１７３に夫々設けたベアリング２２
０によって外周下部２１１の外面と内面をガイドすることにより、下カバー片の上下動作
をスムーズにしている。ベアリング２２０としては、フリーベアリングと称される滑動性
の良好な部材を用いるため、下カバー片の移動をスムーズにすることができる（図２０）
。
　演出ボタン５０が図８に示した上昇位置から図７に示した下降位置に移動する際には、
上カバー片２０１、及び下カバー片２１０は自重により連動して下降する。図２０（ａ）
及び（ｂ）は両カバー片が下降する状態を示す要部断面図であり、ベアリング２２０にガ
イドされながらスムーズに下降することができる。
　図３、図７、図１９（ａ）に示したように演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０が
第１位置（通常操作位置）に下降している時にはカバー部２００は全体として最下降位置
にあるが、図４、図８、図１９（ｂ）に示したように演出ボタン５０、及び装飾体ユニッ
ト６０が第２位置に上昇している時にはカバー部２００は上昇位置に押し上げられる。カ
バー部２００が上昇位置にある時に、遊技者は内部で動作する演出ボタン５０、及び装飾
体ユニット６０に対して直接手指を触れることが出来ないため、手指を怪我することがな
い。
【００３６】
　次に、第１の実施形態に係る演出ボタン装置の動作について説明する。
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　演出ボタン（第１演出部）５０及び装飾体ユニット（第２演出部）６０を、図２（ａ）
、図３、図７に示した第１位置（通常操作位置）に退避させておく場合にはモータ１２５
を下降方向へ駆動して螺旋ギヤ１２８により螺旋部材１０５を最も下降した位置まで移動
させる。第１位置にある時には、上下動しない螺旋ギヤ１２８は螺旋部材１０５の上部に
位置している。
　演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０が第１位置にある時には、出没部材６５は出
没ガイド部材１８０の下部ガイド部１８１により外径方向への突出を規制された状態にあ
る（図７、図１４（ａ）、図１５（ａ）、図１９（ａ））。つまり、装飾体ユニット６０
は、演出ボタン５０が第１位置にある時には非作動状態を維持する。
【００３７】
　一方、演出ボタン５０及び装飾体ユニット６０を、図２（ｂ）、図４、図８に示した第
２位置（突出位置）に突出させる場合にはモータ１２５を上昇方向へ駆動して螺旋ギヤ１
２８により螺旋部材１０５を最も上昇した位置まで移動させる。この第２位置では、上下
動しない螺旋ギヤ１２８は螺旋部材１０５の下部に位置している。なお、本例では第２位
置を最上昇位置としているが、第２位置を単なる通過点とし、第２位置の更に上方に上昇
するように構成しても良い。
【００３８】
　演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０が、図２（ａ）、図３、図７に示した第１位
置（通常操作位置）にある時には、ケーシング６１に設けた出没穴６３は出没ガイド部材
１８０の下部ガイド部１８１によって塞がれているために、出没穴６３内に収納された出
没部材６５は外径方向へ突出することが出来ない（図１４（ａ）、図１５（ａ）、図１９
（ａ））。演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０が通常操作位置にある状態で、例え
ば画像表示装置１７に演出ボタンを操作すべき旨のメッセージが表示されたときに操作が
有効とされ、期待度が高い状態にあることを遊技者は知ることができる。この演出ボタン
操作有効期間において、遊技者が上カバー片２０１の上面を押圧することにより演出ボタ
ン（演出ボタン検出部のスイッチ部５２ａ）が押下げ操作されると、その押下げ操作が検
知されて特有の遊技演出が実行される。こうして、遊技者の遊技参加感と共に遊技の演出
効果が高められる。
【００３９】
　つまり、第１の位置が通常の演出ボタン操作位置であり、第２の位置が第１の位置より
も突出した位置である。また、第２の位置、及び第３の位置において第２演出部の少なく
とも一部を突出させる。
　更に本実施形態では、期待度が更に一段と高いレベルに達したときに、制御手段は駆動
機構１００を作動させて演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０を第２位置（突出位置
）に移動させると共に、装飾体ユニット６０の各出没穴６３から出没部材６８が外径方向
へ突出した状態を遊技者に視認させることにより、更に変化に富んだ演出効果を発揮させ
て期待度が更に高くなっていることを遊技者に知らせることができる（図２（ｂ）、図４
、図８）。
　即ち、演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０が、図２（ｂ）、図４、図８に示した
第２位置（突出位置）に移動する過程では、ケーシング６１に設けた出没穴６３は出没ガ
イド部材１８０の上部ガイド部１８２に導かれて外径方向へ突出可能な状態となり、第２
位置に達した時点では出没部材６５は出没穴６３から外径方向へ突出する（図１３（ｂ）
、図１４（ｂ）、図１５（ｂ））。
【００４０】
　第１位置から第２位置に移動する過程では、螺旋ギヤ１２８からの駆動力が螺旋部材１
０５を上方向へ移動させる一方で、従動ギヤ１３０がギヤ部材１１５を回転させるため、
ギヤ部材と一体化された装飾体ユニット６０（出没部材は突出状態にある）は回転する。
　つまり、演出ボタン５０（第１演出部）が第２位置に達した時に、演出ボタン、又は／
及び、装飾体ユニット（第２演出部）６０を回転させる。
【００４１】
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　また、装飾体ユニット６０は、回転すると同時に作動するように構成してもよい。
　このように本実施形態に係る演出ボタン装置では、皿ユニットに設けた演出ボタンを出
没動作させる過程でその外観形状を変形させることにより、遊技者の興趣を高めて、退屈
感をもたらさないようにすることができる。
　なお、上記の実施形態では、演出ユニットの一例として皿ユニット５を例示したに過ぎ
ず、演出ユニットとしては、遊技盤の下方に位置する皿ユニットのみならず、遊技盤の左
横方向、右横方向、上方向、又は斜め方向にある枠体側の各部位（スペース）において前
方へ突出する部位を全て含むものである（このことは、以下の全ての実施形態、以下の全
ての他の発明についても当てはまる）。
　また、第１演出部には演出ボタン（押しボタン）の他に、ダイヤル（回転体）、レバー
、タッチパネル等々をも含むものである。（このことは、以下の全ての実施形態、以下の
全ての他の発明についても当てはまる）。
【００４２】
＜第１の本発明：第２の実施形態＞
　次に、図２１、及び図２２は第１の本発明に係る第２の実施形態の演出ボタン装置の一
部内部構成を示す斜視図（下降時）、及び斜視図（上昇時）であり、図２３は同演出ボタ
ン装置の駆動機構の分解斜視図であり、図２４、及び図２５は同演出ボタン装置の縦断面
図（下降時）、及び縦断面図（上昇時）であり、図２６（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機
構の動作を説明する正面図であり、図２７（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構の一部断面
による動作説明図であり、図２８（ａ）及び（ｂ）は駆動機構の動作を説明する斜視図で
ある。
　なお、第２の実施形態では駆動機構を除いた装置構成は第１の実施形態と同様であるた
め、演出ボタン、及び装飾体ユニットの同一部分には同一符号を付して説明する。
【００４３】
　駆動機構２５０は、下部ベース部１６０により下部を固定されて上向きに突出する昇降
部材ガイド手段２５１と、昇降部材ガイド手段２５１によりガイドされて昇降する昇降部
材２７０と、昇降部材２７０を昇降させるための駆動源としてのソレノイド２７５と、昇
降部材２７０の上部との間に位置する軸受部（ボールベアリング）２７１を介して下部を
昇降部材上部に同軸状、かつ回転自在に組み付けられて昇降部材に対して回転し、且つ連
動して上下動するギヤ部材１１５と、下部ベース部１６０上に立設固定された駆動機構ホ
ルダ１２０により支持されたモータ１２５と、モータ１２５の上部に突出した出力軸に一
体化された出力ギヤ１２６と、駆動機構ホルダ１２０に設けた下部軸受１２１と上部軸受
１２２により回転自在に軸支された回転軸部材１２７と、出力ギヤ１２６と噛合してモー
タからの駆動力を受け、且つ回転軸部材１２７の上部により軸心を固定的に支持された従
動ギヤ１３０と、を有する。
【００４４】
　ソレノイド２７５は、ソレノイド本体２７６（電磁石）と、ソレノイド本体から横方向
へ出没するプランジャ２７６ａにより正逆回動させられる作動片２７７と、から概略構成
されて、作動片２７７の回動によって昇降部材２７０を昇降させる。プランジャ２７６ａ
は図示しないバネによって図２１、図２６（ａ）、図２７（ａ）に示した初期位置（ソレ
ノイド本体からプランジャ先端部を突出させた状態）に付勢されている。プランジャ２７
６ａが突出した初期位置にあるときに昇降部材２７０は図２１、図２６（ａ）、図２７（
ａ）に示した第１位置にあり、プランジャがバネに抗して引っ込んだ位置にある時には昇
降部材２７０は図２２、図２６（ｃ）、図２７（ｃ）に示した第２位置に突出する。図２
６（ｂ）、図２７（ｂ）は第１位置と第２位置の中間位置を示している。
【００４５】
　ソレノイド本体２７６は、下部ベース部１６０上に固定される支持部材２７６ｃによっ
て支持されている。作動片２７７は、下部ベース部１６０上に固定される支持部材２７７
ａに設けた円筒状の軸支部２７７ｂ内に挿通した軸２７７ｃによって軸孔２７７ｄを回動
自在に軸支されている。作動片２７７からソレノイドに向けて突出した作動軸２７７ｅを
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プランジャ２７６ａの先端に配置した先端部材２７６ｂの挿通穴内により回動自在に軸支
すると共に、作動片から突出した２つの突出片に設けた長穴２７７ｆにより昇降部材２７
０の対向する２つの側面から突出したピン２７０ａを夫々遊動的に支持する。これにより
、プランジャ２７６ａの出没動作が作動軸２７７ｅに作用し、作動片２７７を軸孔２７７
ｄを中心として回動（揺動）させる。この結果、長穴２７７ｆ、ピン２７０ａを介してソ
レノイド本体からの駆動力が昇降部材２７０に伝達されてこれを昇降させる。
【００４６】
　なお、図示したソレノイドによる駆動機構は一例に過ぎず、どのようなタイプのソレノ
イドを用いてどのように昇降部材を昇降させてもよい。
　なお、ギヤ部材１１５は軸受部２７１を介して連結された昇降部材２７０に対して相対
回転が可能である一方で、従動ギヤ１３０と常時噛合しているため、モータが上昇方向へ
駆動されたときにギヤ部材１１５も回転する。従動ギヤ１３０の縦方向へ延びるギヤ部と
ギヤ部材１１５のギヤ部とはスプライン結合になっていて、位置が固定された従動ギヤ１
３０に対してギヤ部材１１５は相対的に上下動することができる。このため、昇降部材２
７０の上下動に連動してギヤ部材１１５はスムーズに上下動することができる。ギヤ部材
１１５は、軸受部１１０を介して昇降部材２７０と分離されているため、ギヤ部材１１５
は昇降部材に対して回転することができる。その結果、従動ギヤ１３０のギヤ部とギヤ部
材１１５のギヤ部との摺動抵抗が大幅に減殺されるため、ギヤ部材１１５のギヤ部が従動
ギヤ１３０のギヤ部に沿ってスムーズに上下動することができる。
　従動ギヤ１３０と回転軸部材１２７との間にトルクリミッタを配置して、従動ギヤ１３
０とギヤ部材１１５との間に過大な負荷が加わらないように構成しても良い。また、従動
ギヤ１３０とギヤ部材１１５の各ギヤ部は可能な限り摩擦抵抗の小さい材料により構成す
る。
【００４７】
　昇降部材ガイド手段２５１は、図２７に示すように中心部に棒状部２５１ａを有し、棒
状部２５１ａの外径側に所定のギャップを隔てて同心状に筒状部２５１ｂを有する。昇降
部材２７０の内周面は筒状部２５１ｂの外周面と接触することにより、安定した軌道によ
り上下動することができる。棒状部２５１ａの外周面、即ち棒状部と筒状部との間の円筒
状のギャップ内にはコイルバネ（螺旋部材付勢用の弾性部材）２５３が配置されており、
コイルバネ２５３は昇降部材２７０を上方に突出させる方向へ付勢する。
　本例では、コイルバネ２５３の外周面と筒状部２５１ｂの内周面との間に円筒状のバネ
ホルダ２５５が配置されている。バネホルダ２５５の上部開口の内面には雌螺子部２５５
ａが形成されており、この雌螺子部２５５ａには蓋部材２５５ｂに突設した円筒状の雄螺
子部２５５ｃが螺着する。蓋部材２５５ｂは雄螺子部２５５ｃの内側でコイルバネ２５３
の上部を支持しており、コイルバネを筒状部２５１ｂ内に配置した状態で蓋部材２５５ｂ
をバネホルダ２５５の上部開口に螺着することにより、コイルバネがバネホルダを常時上
向きに付勢した状態となる。また、蓋部材２５５ｂの中心部には雌螺子部が設けられてお
り、雌螺子部は昇降部材２７０の上部に設けた穴を介してボルト２５９によりバネホルダ
２５５の上部を昇降部材２７０に固定するのに用いられる（図２７参照）。
【００４８】
　筒状部２５１ｂの外面には所定の周方向ピッチでガイド溝２５１ｂ－１（図２３）が上
下方向へ伸びており、このガイド溝内には昇降部材２７０の内周面から突出した被ガイド
突条がスライド自在に嵌合されることにより、昇降部材２７０の回転を阻止しながら上下
方向への移動を許容する。
　第１の実施形態と同様に、ギヤ部材１１５の上面中央に形成した多角形状の凹所１１５
ａ内に、中心部材７０の下面中央から突設した多角形の嵌合突起７０ｂを嵌合させること
により、ギヤ部材１１５は中心部材７０を含めた装飾体ユニット６０と一体的に回転する
ことができる（図２４、図２５）。
【００４９】
　演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０が図２１、図２４に示した第１位置にある時
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には、ソレノイド２７５がＯＦＦ状態にあるためにプランジャ２７６ａはバネの力により
突出した状態にあり、作動片２７７が下降方向へ回動しているため、昇降部材２７０はコ
イルバネ２５３の付勢に抗して最下降位置に保持されている。この状態では、ギヤ部材１
１５、演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０は第１位置にある。制御手段からの指令
によりソレノイド本体２７６がオンすると、プランジャ２７６ａを突出させる方向へ付勢
するバネに抗してプランジャ先端が引っ込んで作動片２７７を上昇方向へ回動させるため
、コイルバネ２５３のサポートによって昇降部材２７０が上方へ突出する。昇降部材２７
０が上方に突出すると、昇降部材上に搭載されたギヤ部材１１５が上昇するため、それま
で第１位置にあった演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０も第２位置に上昇する。
　第１位置から図２２、図２５に示した第２位置に移動する過程、或いは第２位置に達し
た時点において、図示しない制御手段からの指令によりモータ１２５が回転すると、出力
ギヤ１２６、従動ギヤ１３０を介して伝達された駆動力がギヤ部材１１５を回転させる。
このため、演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０は回転しながら上昇する。昇降部材
２７０の上昇に際してはコイルバネ２５３が上昇をサポートする。
【００５０】
　装飾体ユニット６０が第１位置から第２位置へ上昇する過程で、出没部材６５は出没ガ
イド部材１８０によりガイドされつつ出没穴６３から外部へ突出して演出を行い、装飾体
ユニット６０が第１位置へ下降する過程では出没部材６５が出没穴６３内に退避すること
は前記第１の実施形態と同様である。
　なお、上部ベース部１５０、下部ベース部１６０、底板１６１、固定部材１６５、包囲
部材１７０、出没ガイド部材１８０等の構成は、第１の実施形態と同様である。
　このように本実施形態に係る演出ボタン装置においても、皿ユニットに設けた演出ボタ
ンを出没動作させる過程でその外観形状を変形させることにより、遊技者の興趣を高めて
、退屈感をもたらさないようにすることができる。
　なお、上記実施形態では、出没部材６５を弾性部材６８により出没穴から外径方向へ突
出させるように付勢したが、常時において出没部材を図示しない他の弾性部材により内径
方向へ退避させるように構成しておき、装飾体６０ユニットが回転する際の遠心力により
、出没部材を外径方向へ突出させるようにしてもよい（後述）。
　このように本実施形態に係る演出ボタン装置では、皿ユニットに設けた演出ボタンを出
没動作させる過程でその外観形状を変形、動作させることにより、遊技者の興趣を高めて
、退屈感をもたらさないようにすることができる。
【００５１】
　具体的には、演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０が通常操作位置にある状態で、
例えば画像表示装置１７に演出ボタンを操作すべき旨のメッセージが表示されたときに操
作が有効とされ、期待度が高い状態にあることを遊技者は知ることができる。この演出ボ
タン操作有効期間において、遊技者が上カバー片２０１の上面を押圧することにより演出
ボタン（演出ボタン検出部のスイッチ部５２ａ）が押下げ操作されると、その押下げ操作
が検知されて特有の遊技演出が実行される。こうして、遊技者の遊技参加感と共に遊技の
演出効果が高められる。
　更に本実施形態では、期待度が更に一段と高いレベルに達したときに、制御手段は駆動
機構２５０を作動させて演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０を第２位置（突出位置
）に移動させると共に、装飾体ユニット６０の各出没穴６３から出没部材６８が外径方向
へ突出した状態を遊技者に視認させることにより、更に変化に富んだ演出効果を発揮させ
て期待度が更に高くなっていることを遊技者に知らせることができる。
【００５２】
＜第１の本発明：第３の実施形態＞
　次に、図２９、及び図３０は第１の本発明に係る第３の実施形態の演出ボタン装置の一
部内部構成を示す斜視図（下降時）、及び斜視図（上昇時）であり、図３１は同演出ボタ
ン装置の駆動機構の分解斜視図であり、図３２、及び図３３は同演出ボタン装置の縦断面
図（下降時）、及び縦断面図（上昇時）であり、図３４（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機
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構の動作を説明する正面図であり、図３５（ａ）及び（ｂ）は駆動機構の動作を説明する
斜視図である。
　なお、第３の実施形態では駆動機構を除いた装置構成は第１の実施形態と同様であるた
め、演出ボタン、及び装飾体ユニットの同一部分には同一符号を付して説明する。
【００５３】
　駆動機構３００は、下部ベース部１６０により下部を支持されて上向きに伸縮（突出入
）するパンタグラフ式の昇降部材ガイド手段３０１と、昇降部材ガイド手段３０１により
ガイドされて昇降する昇降部材３２０と、昇降部材３２０の上部との間に位置する軸受部
（ボールベアリング）３２１を介して下部を昇降部材上部に同軸状、かつ回転自在に組み
付けられて昇降部材に対して回転し、且つ連動して上下動するギヤ部材１１５と、下部ベ
ース部１６０上に立設固定された駆動機構ホルダ３２３と、駆動機構ホルダ３２３の上部
に固定されて昇降部材３２０を昇降させる駆動源としてのモータ３２５と、モータ３２５
から横方向へ突出した出力軸に一体化された出力ギヤ３２６と、駆動機構ホルダ３２３の
２つの側壁３２３ａに夫々設けた２つの軸受３２７ａ、３２７ｂによって各軸部３３０ａ
、３３０ｂを回転自在に軸支されたスパイラルギヤ３３０と、一方の軸受３２７ｂから外
側に突出したスパイラルギヤの一方の軸部３３０ｂに軸心を固定され、且つ出力ギヤ３２
６と噛合する従動ギヤ３２８と、駆動機構ホルダ３２３の２つの側壁３２３ａの底部間に
差し渡されて直線的に且つ水平に伸びるガイドレール３２３ｂと、ガイドレール３２３ｂ
と係合する被ガイド部３４０ａを下部に有してガイドレールに沿って直線移動すると共に
、スパイラルギヤ外周の螺旋ギヤ部３３０ｃと噛合する雌ネジ部（螺子穴）３４０ｂを有
したスライド部材３４０と、２つの伸縮機構３０２Ａ、３０２Ｂの間に配置された状態で
下部ベース１６０上に固定配置されたガイド部材３５０と、を概略備えている。
【００５４】
　昇降部材ガイド手段３０１は、複数のリンク３０２ａ、及び複数のピン３０２ｂにより
構成される一対のパンタグラフ式の伸縮機構３０２Ａ、３０２Ｂを有する。
　図３１の手前側の伸縮機構３０２Ａの最下部の一方のリンク端部に設けた支持穴３０２
ｃには、スライド部材３４０の側面から突設した連結ピン３４０ｃが固定される一方で、
同じ最下部のリンク端部から突設した被ガイドピン３０２ｄはガイド部材３５０に設けた
直線状のガイド長穴３５０ａにスライド自在に遊嵌される。伸縮機構３０２Ａの最下部の
他方のリンク端部に設けた支持穴３０２ｅ内にはガイド部材３５０に設けた嵌合ピン３５
０ｂが回転自在に遊嵌する。
【００５５】
　他方の伸縮機構３０２Ｂの最下部の一方のリンク端部から突設した被ガイドピン３０２
ｄはガイド部材３５０に設けた他方の直線状のガイド長穴３５０ａにスライド自在に遊嵌
される。伸縮機構３０２Ｂの最下部の他方のリンク端部に設けた支持穴３０２ｅ内にはガ
イド部材３５０に設けた他方の嵌合ピン３５０ｂが回転自在に遊嵌する。
　ガイド部材３５０は、ガイド長穴３５０ａと嵌合ピン３５０ｂを一つずつ有した２つの
部材を連結した左右対称形状を有している。
　各伸縮機構３０２Ａ、３０２Ｂは、支持穴３０２ｅを有した最下部のリンクを嵌合ピン
３５０ｂにより回動自在に軸支される一方で、一方のリンク端部に設けた被ガイドピン３
０２ｄを各ガイド長穴３５０ａによってスライド自在に支持される。このため、スライド
部材３４０がガイドレール３２３ｂに沿って直線的に進退すると、各伸縮機構３０２Ａ、
３０２Ｂは、伸縮動作することになる。
【００５６】
　次に、各伸縮機構３０２Ａ、３０２Ｂの最上部の一方のリンクの端部に設けたピン３０
２ｆ間は棒状（筒状）の連結片３０２ｇにより回動自在に連結されている。また、各伸縮
機構３０２Ａ、３０２Ｂの最上部の他方のリンクの端部に突設した各スライドピン３０２
ｈは、昇降部材３２０の対向する２つの側面に突設した横長の凸部３２１に設けた横長の
ガイド長穴３２１ａ内に夫々スライド自在に遊嵌することにより、各伸縮部材の伸縮動作
に応じてガイド長穴３２１ａ内を往復動作しつつ昇降部材３２０を昇降させるための駆動
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力を伝達する。
　駆動機構ホルダ３２３の上部に固定されたモータ３２５を駆動することにより出力ギヤ
３２６が回転すると、その駆動力は従動ギヤ３２８を介してスパイラルギヤ３３０に伝達
されてこれを各軸部３３０ａ、３３０ｂを中心として回転させる。
　スパイラルギヤ３３０はスライド部材３４０の雌螺子３４０ｂ（雌螺子穴）内に入り込
んで外周面の螺旋ギヤ部３３０ｃを螺合させているため、スパイラルギヤ３３０が正逆回
転すると、スライド部材３４０は駆動機構ホルダ３２３に設けたガイドレール３２３ｂに
沿って直線的に進退する。
　スライド部材３４０の連結ピン３４０ｃは各伸縮機構３０２Ａ、３０２Ｂの支持穴３０
２ｃ内に遊嵌することにより被ガイドピン３０２ｄと連結されているため、スライド部材
３４０の横方向への駆動力により被ガイドピン３０２ｂはガイド部材３５０の各ガイド長
穴３５０ａに沿って移動し、各伸縮機構を伸縮（上下動）させる。
【００５７】
　なお、ギヤ部材１１５を駆動するための機構は、第２の実施形態と同様である。即ち、
ギヤ部材１１５を駆動するための機構は、下部ベース部１６０上に立設固定された駆動機
構ホルダ１２０により支持されたモータ１２５と、モータ１２５の上部に突出した出力軸
に一体化された出力ギヤ１２６と、駆動機構ホルダ１２０に設けた下部軸受１２１と上部
軸受１２２により回転自在に軸支された回転軸部材１２７と、出力ギヤ１２６と噛合して
モータからの駆動力を受け、且つ回転軸部材１２７の上部により軸心を固定的に支持され
た従動ギヤ１３０と、を有する（図３２、図３３参照）。
　なお、ギヤ部材１１５は軸受部３２１を介して連結された回転しない昇降部材３２０に
対して相対回転が可能である一方で、従動ギヤ１３０と常時噛合しているため、モータ１
２５が上昇方向へ駆動されたときにギヤ部材１１５も回転する。従動ギヤ１３０の縦方向
へ延びるギヤ部とギヤ部材１１５のギヤ部とはスプライン結合になっていて、位置が固定
された従動ギヤ１３０に対してギヤ部材１１５は相対的に上下動することができる。この
ため、昇降部材３２０の上下動に連動してギヤ部材１１５はスムーズに上下動することが
できる。ギヤ部材１１５は、軸受部１１０を介して昇降部材３２０と分離されているため
、ギヤ部材１１５は昇降部材に対して回転することができる。その結果、従動ギヤ１３０
のギヤ部とギヤ部材１１５のギヤ部との摺動抵抗が大幅に減殺されるため、ギヤ部材１１
５のギヤ部が従動ギヤ１３０のギヤ部に沿ってスムーズに上下動することができる。回転
軸部材１２７と従動ギヤとの間に図示しないトルクリミッタを介在させることにより、従
動ギヤとギヤ部材１１５との噛合部に過大な負荷が加わることを防止するようにしてもよ
い。
【００５８】
　昇降部材ガイド手段２５１は、参照する図２７に示すように、中心部に棒状部２５１ａ
を有し、棒状部２５１ａの外径側に所定のギャップを隔てて同心状に筒状部２５１ｂを有
する。昇降部材３２０の内周面は筒状部２５１ｂの外周面と接触することにより、安定し
た軌道により上下動することができる。棒状部２５１ａの外周面、即ち棒状部と筒状部と
の間の円筒状のギャップ内にはコイルバネ（螺旋部材付勢用の弾性部材）２５３が配置さ
れており、コイルバネ２５３は昇降部材３２０を上方に突出させる方向へ付勢する。
【００５９】
　図２７に示すように、本例では、コイルバネ２５３の外周面と筒状部２５１ｂの内周面
との間に円筒状のバネホルダ２５５が配置されている。バネホルダ２５５の上部開口の内
面には雌螺子部２５５ａが形成されており、この雌螺子部２５５ａには蓋部材２５５ｂに
突設した円筒状の雄螺子部２５５ｃが螺着する。蓋部材２５５ｂは雄螺子部２５５ｃの内
側でコイルバネ２５３の上部を支持しており、コイルバネを筒状部２５１ｂ内に配置した
状態で蓋部材２５５ｂをバネホルダ２５５の上部開口に螺着することにより、コイルバネ
がバネホルダを常時上向きに付勢した状態となる。また、蓋部材２５５ｂの中心部には雌
螺子部が設けられており、雌螺子部は昇降部材３２０の上部に設けた穴を介してボルト２
５９によりバネホルダ２５５の上部を昇降部材３２０に固定するのに用いられる。
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　筒状部２５１ｂの外面には所定の周方向ピッチでガイド溝２５１ｂ－１が上下方向へ伸
びており、このガイド溝内には昇降部材３２０の内周面から突出した被ガイド突条がスラ
イド自在に嵌合されることにより、昇降部材３２０の回転を阻止しながら上下方向への移
動を許容する。
　第１の実施形態と同様に、ギヤ部材１１５の上面中央に形成した多角形状の凹所１１５
ａ内に、中心部材７０の下面中央から突設した多角形の嵌合突起７０ｂを嵌合させること
により、ギヤ部材１１５は中心部材７０を含めた装飾体ユニット６０と一体的に回転する
ことができる。
【００６０】
　演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０が図２９、図３２に示した第１位置にある時
には、モータ３２５がスライド部材３４０を図３２、図３４（ａ）、図３５（ａ）に示し
た退避位置（右端寄り位置）に位置させているため、昇降部材３２０はコイルバネ２５３
の付勢に抗して最下降位置に保持されている。この状態では、ギヤ部材１１５、演出ボタ
ン５０、及び装飾体ユニット６０は第１位置にある。制御手段からの指令によりモータ３
２５をオンして上昇方向へ回転させると、コイルバネ２５３のサポートによって昇降部材
３２０が上方へ突出する。即ち、スパイラルギヤ３３０が上昇方向へ回転開始することに
よって退避位置にあったスライド部材３４０が反対方向へ移動を開始するため、図３４（
ｂ）（ｃ）の順で各伸縮機構３０２Ａ、３０２Ｂを伸長させて昇降部材３２０を上昇させ
る。
　昇降部材３２０が上方に突出すると、昇降部材上に搭載されたギヤ部材１１５が上昇す
るため、それまで第１位置にあった演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０も第２位置
に上昇する（図３４（ｂ）（ｃ）、図３５（ｂ））。
【００６１】
　図３２、図３４（ａ）、図３５（ａ）に示した第１位置から図３３、図３４（ｃ）、図
３５（ｂ）に示した第２位置に移動する過程、或いは第２位置に達した時点において、図
示しない制御手段からの指令によりモータ１２５が回転すると、出力ギヤ１２６、従動ギ
ヤ１３０を介して伝達された駆動力がギヤ部材１１５を回転させる。このため、演出ボタ
ン５０、及び装飾体ユニット６０は回転しながら上昇する。昇降部材３２０の上昇に際し
てはコイルバネ２５３が上昇をサポートする。
　装飾体ユニット６０が第１位置から第２位置へ上昇する過程で、出没部材６５は出没ガ
イド部材１８０によりガイドされつつ出没穴６３から外部へ突出して演出を行い、装飾体
ユニット６０が第１位置へ下降する過程では出没部材６５が出没穴６３内に退避すること
は前記第１の実施形態と同様である。
【００６２】
　図３４（ｃ）に示した第２位置においては、各伸縮機構３０２Ａ、３０２Ｂは最も伸長
した状態にあるが、この状態でモータ３２５を逆転させて下降方向へ回転させると、スラ
イド部材３２５が退避位置に向けて復帰するため、各伸縮機構３０２Ａ、３０２Ｂが図３
４（ｂ）（ａ）の順序で収縮し、昇降部材３２０を下降させる。
　なお、上部ベース部１５０、下部ベース部１６０、底板１６１、固定部材１６５、包囲
部材１７０、出没ガイド部材１８０等の構成は、第１の実施形態と同様である。
　このように本実施形態に係る演出ボタン装置においても、皿ユニットに設けた演出ボタ
ンを出没動作させる過程でその外観形状を変形させることにより、遊技者の興趣を高めて
、退屈感をもたらさないようにすることができる。
【００６３】
　具体的には、演出ボタン操作有効期間において、遊技者が上カバー片２０１の上面を押
圧することにより演出ボタン（演出ボタン検出部のスイッチ部５２ａ）が押下げ操作され
ると、その押下げ操作が検知されて特有の遊技演出が実行される。こうして、遊技者の遊
技参加感と共に遊技の演出効果が高められる。
　更に本実施形態では、期待度が更に一段と高いレベルに達したときに、制御手段は駆動
機構３００を作動させて演出ボタン５０、及び装飾体ユニット６０を第２位置（突出位置
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）に移動させると共に、装飾体ユニット６０の各出没穴６３から出没部材６８が外径方向
へ突出した状態を遊技者に視認させることにより、更に変化に富んだ演出効果を発揮させ
て期待度が更に高くなっていることを遊技者に知らせることができる。
【００６４】
＜第１の本発明：第４の実施形態＞
　次に、図３６乃至図３８に基づいて第１の本発明の第４の実施形態に係る演出ボタン装
置について説明する。
　図３６は第４の実施形態に係る装飾体ユニットの外観斜視図であり、図３７はこの装飾
体ユニットの分解斜視図であり、図３８（ａ）及び（ｂ）はこの装飾体ユニットの動作を
説明するための要部断面図である。
　なお、演出ボタン、及び装飾体ユニット以外の構成（駆動機構、カバー部）は、第１の
実施形態の対応する構成をそのまま採用することができるため、第１の実施形態の説明、
及び各図面を参照しつつ説明する。
【００６５】
　また、上記第１の実施形態に係る演出ボタン装置の各構成要素（装飾体ユニット、演出
ボタン等）と同一部分には同一符号を付して説明する。
　演出ボタン５０は、皿ユニット５の上面に開口形成された通穴（ボタン穴）７内に収容
されて通穴７内に最も退避（下降）した第１位置と、第１位置よりも突出した第２位置と
を含めた出没経路に沿って進退移動する。第２位置は、演出ボタンの最上昇位置である必
要はなく、単なる通過点としてもよい。
　演出ボタン５０は外周面下部に螺旋状の螺子部５５を有しており、螺子部５５は環状の
装飾体ユニット３７０の中心穴３７２の内周面下部に設けた螺旋状の雌螺子部３７２ａと
螺合する。図３８に示すように演出ボタン５０は螺子部５５を雌ネジ部３７２ａと螺合さ
せた状態で装飾体ユニットの中心穴３７２内に装着されることにより、装飾体ユニット３
７０と一体化される。
　このため、図示しない駆動機構によって装飾体ユニット３７０が回転しながら上下動す
る際に、演出ボタン５０も一体的に回転しながら昇降する。
【００６６】
　演出ボタン５０は、下部ガイド部の固定部５６と、固定部５６により上下動自在に支持
された可動部５７と、可動部５７を上方に付勢する弾性部材５８と、を概略備えている。
螺子部５５は固定部５６の外周面に設けられている。
　固定部５６の上面には固定側端子５６ａを設け、可動部５７の固定側端子と対向する下
面には可動側端子５７ａが設けられている。また、固定部の上面中央から伸びる中空筒状
のガイド部５６ｂの外周面によって可動部の下部から内径方向へ伸びる環状の被ガイド部
５７ｂがスライド自在にガイドされる。弾性部材５８が可動部を上向きに付勢しているた
め、可動部上面から押圧力が加わっていない状況では固定側端子５６ａに対して可動側端
子５７ａは非接触状態にあるが、遊技者が可動部上面を所定以上の力で押圧すると、可動
部が弾性部材に抗して下降するため、固定側端子５６ａに対して可動側端子５７ａが接触
する。固定側端子と可動側端子が導通することにより、図示しないオン信号が図示しない
制御手段に出力される。
　つまり、演出ボタン５０の上面（可動部５７の上面）を押圧した時に演出ボタンがオン
されたことを制御手段に報知すると同時に、演出ボタン５０は皿ユニット上面（通穴７）
に対して押し込まれた状態となる。
【００６７】
　装飾体ユニット３７０は、中心穴３７２の下部内周に雌ネジ部３７２ａを有すると共に
、外周面に所定のピッチで演出部材３８０を軸支する軸支部３７３を有したベース部３７
１と、軸支部３７３によって上下方向へ揺動自在に一端部の穴３８０ａを軸支された演出
部材３８０と、備えている。演出部材３８０の他端にはローラ３８０ｂが回転自在に支持
されている。また、演出部材は図示しないバネによって軸支部３７３を中心として下方（
外径側）へ回動するように付勢されている。
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　内部に演出ボタン５０を収容した装飾体ユニット３７０は、中央に挿着穴３８５ａを有
した外側ガイド部材３８５によって上下動自在に支持されている。外側ガイド部材３８５
は、皿ユニット５の通穴７内に固定される。
【００６８】
　外側ガイド部材３８５は、円筒部３８６ａと、上へ向かうほどラッパ状に外径が拡開す
る出没ガイド部材３８６ｂとを備えており、図３８（ａ）に示すように装飾体ユニット３
７０が挿着穴３８５ａ内の最下降位置にある時には挿着穴の内壁によって演出部材３８０
のローラ３８０ｂが上方（内径側）へ退避させられている。一方、図示しない駆動機構に
よって装飾体ユニットが押し上げられた場合には、同図（ｂ）に示すように演出部材のロ
ーラ３８０ｂが出没ガイド部材３８６ｂの内面に沿って拡開する方向へ回動することがで
き、外側ガイド部材３８５の外径側に放射状に突出した演出状態を実現する（図３６）。
　このように本実施形態に係る演出ボタン装置では、皿ユニットに設けた演出ボタンを出
没動作させる過程でその外観形状を変化させることにより、遊技者の興趣を高めて、退屈
感をもたらさないようにすることができる。
【００６９】
　具体的には、演出ボタン操作有効期間において、遊技者が図示しない上カバー片２０１
の上面を押圧することにより演出ボタンが押下げ操作されると、その押下げ操作が検知さ
れて特有の遊技演出が実行される。こうして、遊技者の遊技参加感と共に遊技の演出効果
が高められる。
　更に本実施形態では、期待度が更に一段と高いレベルに達したときに、制御手段は駆動
機構を作動させて演出ボタン５０、及び装飾体ユニット３７０を第２位置（突出位置）に
移動させると共に、それまで退避位置にあった演出部材３８０が外径方向へ突出した状態
を遊技者に視認させることにより、更に変化に富んだ演出効果を発揮させて期待度が更に
高くなっていることを遊技者に知らせることができる。
【００７０】
＜第１の本発明：第５の実施形態＞
　次に、図３９乃至図５２に基づいて第１の本発明の第５の実施形態に係る演出ボタン装
置について説明する。
　図３９乃至図４２は第５の実施形態に係る演出ボタン装置の一部を省略した外観斜視図
であり、図４３は本発明の演出ボタン装置全体の分解斜視図であり、図４４は演出ボタン
装置の一部の分解斜視図であり、図４５乃至図４７は演出ボタン装置の正面側縦断面図で
あり、図４８は装飾体ユニットと駆動機構の構成を示す縦断面斜視図であり、図４９（ａ
）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構による装飾体ユニットの駆動手順を示す縦断面斜視図であ
り、図５０（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構による装飾体ユニットの駆動手順を示す一
部平面図であり、図５１（ａ）及び（ｂ）は駆動機構による装飾体ユニットの駆動手順を
縦断面斜視図であり、図５２（ａ）及び（ｂ）は駆動機構による装飾体ユニットの駆動手
順を示す正面縦断面図である。
　なお、第１の実施形態に係る演出ボタン装置と同一部分には同一符号を付し、第１の実
施形態との相違点を中心として説明する。
【００７１】
　本発明に係る演出ボタン装置１０は、図１に示した遊技盤１２の下方において前方に突
出した皿ユニット５に設けた通穴７（図４５乃至図４７参照）と、通穴７内に最も退避（
下降）した第１位置と該第１位置よりも通穴外へ突出した第２位置とを含めた経路内を進
退する演出ボタン（第１演出部）５０と、少なくとも演出ボタン５０が第２位置に達した
ときに作動して演出動作する装飾体ユニット（第２演出部）４００と、演出ボタン５０、
及び装飾体ユニットを個別に又は連動して動作させる駆動機構４５０と、を備え、第１位
置にあった演出ボタン５０が第２位置に達した時に、装飾体ユニットは演出ボタンの出没
方向と交差する方向、その他の方向へ移動したり、変形して演出を行うことが特徴的であ
る。
　これを言い換えれば、演出ボタン装置１０は、演出ボタン５０と、演出ボタンの下部に
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固定的に、又は相対動作可能に連設された装飾体ユニット４００と、演出ボタン５０、及
び装飾体ユニット４００を個別に、又は連動して動作させる駆動機構４５０と、皿ユニッ
ト５の上面と略面一状態に配置される板状の上部ベース部１５０と、通穴７の内奥部に配
置されて駆動機構４５０を支持する下部ベース部１６０と、皿ユニット５の上方において
出没動作（上下動作）する演出ボタン５０及び装飾体ユニット４００の外面を包囲するよ
うに配置されて上下動するカバー部２００と、を概略備えている。
【００７２】
　図４３乃至図５２に示すように、装飾体ユニット４００は後述する駆動機構４５０によ
って回転駆動される内筒４０１と、内筒４０１の外周側に図示しないベアリング、その他
の低摩擦材を介して配置されることにより内筒と連動して上下動すると共に、回転が禁止
された外筒４１０と、外筒４１０の上端外周縁部から外径側に突出したフランジ部４１０
ａ上に周方向に所定のピッチで突設された軸部４１０ｂにより夫々軸心を回転自在に軸支
されたピニオンギヤ４１５と、各ピニオンギヤ４１５の上面中心から一体的に突設された
突出部４１５ａから横方向（水平）に突設された演出部材としての棒状片４１５ｂと、内
筒４０１の上端外周縁部から外径方向に向けて鍔状に形成されて各ピニオンギヤ４１５と
同時に噛合する上部リングギヤ部４０２と、内筒の下端内周縁から内径側に鍔状に突設さ
れた下部リングギヤ部４０３と、を概略備えている。
　内筒の下部リングギヤ部４０３が駆動機構によって回転駆動されると、上部リングギヤ
部４０２が各ピニオンギヤ４１５を回転させて棒状片４１５ｂを回動させる。
　なお、隣接する各ピニオンギヤ４１５に設けられた棒状片４１５ｂの高さ位置を交互に
異ならせることにより、隣接する棒状片同志が回動する時に干渉しないようにしている。
この構成によれば、狭いスペース内であっても、各棒状片の長さを可能な限り長くするこ
とができる。各棒状片４１５ｂは図３９、図４０、図４２等に示した内径側への退避位置
と、図４１に示した外径側への突出位置との間で水平方向に回動することにより演出を実
現する。
【００７３】
　また、内筒４０１と外筒４１０は、外筒の外径側に配置された螺旋昇降部材４７０が上
昇する際に押し上げられて上昇するが、螺旋昇降部材４７０の下降時には内筒４０１と外
筒４１０は自重、或いは図示しない引下げ用の弾性部材によって下降する。外筒４１０は
回転しないため、下部ベース部１６０との間に引下げ用の弾性部材を配置することにより
下方へ付勢することができる。内筒４０１は外筒４１０に対して回転する一方で、外筒と
一体的に上下動するように、図示しないストッパにより外筒に対する相対的な上下動を禁
止する。
【００７４】
　駆動機構４５０は、演出ボタン５０、及び装飾体ユニット４００を個別に、又は連動し
て動作させる手段であり、本例では、演出ボタン５０、及び装飾体ユニット４００を図４
５に示した第１位置と図４６、図４７に示した第２位置との間で昇降させながら、装飾体
ユニットを構成する棒状片（演出部材）４１５ｂを回動させる手段である。
　駆動機構４５０は、下部ベース部１６０の中央部に下部を固定されて上向きに突出する
螺旋部材ガイド手段４５１と、螺旋部材ガイド手段４５１によって内周を回転不能且つ上
下動自在に支持されて外周面に螺旋状部４５５ａを有した螺旋部材４５５と、螺旋部材４
５５の上部に下部を同軸状に組み付けられて一体的に上下動する昇降中心部材４６０と、
下部ベース部１６０上に立設固定されたモータホルダ４６５により支持されたモータ４６
６と、モータ４６６の上部に突出した出力軸に軸心を一体化され、外周の螺旋ギヤ部で螺
旋部材４５５の螺旋状部４５５ａと噛合した螺旋ギヤ４６７と、を有する。
　モータ４６６の正逆転によって螺旋ギヤ４６７が正逆転することにより、回転を規制さ
れた螺旋部材４５５は螺旋部材ガイド手段４５１の外周面に沿って昇降する。
【００７５】
　図４３、図４４、図４８に示すように、昇降中心部材４６０の側面には二本の突条を上
下方向へ配置した係止溝４６０ａが設けられており、この係止溝４６０ａ内には外筒４１
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０の内周面から突出した被係止片４１０ｃの先端が嵌合されることにより、外筒４１０の
回転を阻止すると共に、上下方向への移動を許容する。
　下方が開放した中空の螺旋部材４５５は、下部ベース部１６０の上面に下部を固定され
て上方に突出した螺旋部材ガイド手段４５１によって内部を上下動自在、且つ回転不能に
支持されている。
【００７６】
　螺旋部材ガイド手段４５１は、中心部に棒状部４５１ａを有し、棒状部４５１ａの外径
側に所定のギャップを隔てて同心状に筒状部４５１ｂを有する。螺旋部材４５５の内周面
は筒状部４５１ｂの外周面と接触することにより、安定した軌道により上下動することが
できる。棒状部４５１ａの外周面、即ち棒状部と筒状部との間の円筒状のギャップ内には
コイルバネ（螺旋部材付勢用の弾性部材）４５７が配置されており、コイルバネ４５７は
螺旋部材４５５を上方に突出させる方向へ付勢する（図４５乃至図４７）。
　螺旋部材ガイド手段４５１が螺旋部材４５５を回転不能、且つ上下動可能に支持する構
成は、例えば筒状部４５１ｂの外周面に設けた上下方向へ伸びる縦溝内に螺旋部材内周面
に設けた上下方向へ伸びる突条を嵌合させる等により実現できる。螺旋部材４５５が回転
しない結果、螺旋部材上に配置された昇降中心部材４６０も回転せずに昇降する。
【００７７】
　図４３、図４５乃至図４７に示すように、本例では、コイルバネ４５７の外周面と筒状
部４５１ｂの内周面との間に円筒状のバネホルダ４５８が配置されている。バネホルダ４
５８の上部開口の内面には雌螺子部（図１７中の雄螺子部１０８ａに相当）が形成されて
おり、この雌螺子部には蓋部材４５８ｂ（図１７中の蓋部材１０８ｂに相当）に突設した
円筒状の雄螺子部（図１７中の雄螺子部１０８ｃに相当）が螺着する。蓋部材４５８ｂは
雄螺子部の内側でコイルバネ４５７の上部を支持しており、コイルバネを筒状部４５１ｂ
内に配置した状態で蓋部材４５８ｂをバネホルダ４５８の上部開口に螺着することにより
、コイルバネがバネホルダを常時上向きに付勢した状態となる。また、蓋部材４５８ｂの
中心部には雌螺子部が設けられており、雌螺子部は螺旋部材４５５の上部に設けた穴４５
５ｂを介してボルト４５９によりバネホルダ４５８の上部を螺旋部材４５５に固定するの
に用いられる。
【００７８】
　更に駆動機構４５０は、外筒４１０の外周面に内周面を対向させた状態で外筒と同軸状
に配置された円筒状の螺旋昇降部材４７０と、下部ベース部１６０上に固定されたモータ
ホルダ４７５によって支持されたモータ４７６と、モータホルダ４７５により回転自在に
軸支されてモータの出力ギヤ４７６ａによって回転駆動される従動ギヤ４７７と、従動ギ
ヤ４７７の上方に同軸状に配置されて従動ギヤの軸心と一体化された軸方向長の長い第１
の長尺ギヤ部材４７８と、を有する（図４３、図４４）。
　軸方向に貫通した円筒体である螺旋昇降部材４７０は、外筒４１０のフランジ部４１０
ａの下面に上端部を接触させた状態で外筒と一体的に上下移動すると共に、回転を禁止さ
れた外筒に対して螺旋昇降部材４７０は回転する。螺旋昇降部材４７０の外周面には螺旋
溝４７０ａが形成され、下端部外周にはフランジ状の環状ギヤ部４７０ｂが形成されてい
る。
【００７９】
　上下幅が短い環状ギヤ部４７０ｂは、高さ位置が固定された第１の長尺ギヤ部材４７８
と常時噛合しており、第１の長尺ギヤ部材が正逆回転することにより、環状ギヤ部４７０
ｂを介して駆動力を受けて螺旋昇降部材４７０は正逆回転する。螺旋溝４７０ａが後述す
る包囲部材１７０の上部に設けられた螺旋溝ガイド部１７４（図４５等）と噛合すること
により、螺旋昇降部材４７０は、螺旋溝ガイド部に沿って回転しながら昇降する。第１の
長尺ギヤ部材４７８の縦方向へ伸びるギヤ部は、同方向へ伸びる環状ギヤ部４７０ｂとス
プライン結合しているため、螺旋昇降部材４７０は、環状ギヤ部４７０ｂを介して第１の
長尺ギヤ部材４７８からの回転駆動力を受けながら、螺旋ガイド部１７４に螺旋溝４７０
ａをガイドされることにより上下動することができる。なお、第２の長尺ギヤ部材４７８
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とその回転軸との間にトルクリミッタを配置して、環状ギヤ部４７０ａとの間に過大な負
荷が加わった時に第２の長尺ギヤ部材がその回転軸に対して空転するようにしてもよい。
　なお、第１の長尺ギヤ部材４７８のギヤ部と、環状ギヤ部４７０ｂは、摩擦係数が十分
に小さい樹脂材料等によって構成すると共に、潤滑剤を用いて摩擦抵抗を低減してもよい
。
　螺旋昇降部材４７０が昇降することにより、外筒４１０、及び内筒４０１も昇降するこ
とができる。螺旋昇降部材４７０が下降する際には、外筒４１０、及び内筒４０１は自重
により下降する。なお、外筒４１０は、螺旋昇降部材４７０と共に昇降するが、昇降中心
部材４６０の係止溝４６０ａにより回転しないように規制されている。
【００８０】
　更に、駆動機構４５０は、下部ベース部１６０上に立設固定されたモータホルダ４８０
により保持されたモータ４８１と、モータホルダ４８０により下部を回転自在に軸支され
、中間部にモータの出力ギヤ４８１ａと噛合した従動ギヤ４８３の軸心を固定し、且つ上
部にて第２の長尺ギヤ部材４８４の軸心を固定した回転軸部材４８５と、全長に亘って縦
長のギヤ部を有した第２の長尺ギヤ部材４８４と、を有する（図４３、図４４）。
　高さ位置が固定された第２の長尺ギヤ部材４８４は、内筒４０１内部に入り込み、その
内周下部に形成した下部リングギヤ部４０３と常時噛合して内筒を回転させる。
【００８１】
　第２の長尺ギヤ部材４８４が正逆回転することにより、その駆動力を下部リングギヤ部
４０３を介して受けることにより内筒４０１は正逆回転する。内筒４０１の外周面が軸受
部材、低摩擦部材等を介して回転しない外筒４１０の内周面により支持されているため、
内筒は外筒に対して回転する。第２の長尺ギヤ部材４８４の縦方向へ伸びるギヤ部は、下
部リングギヤ４０３とスプライン結合しているため、内筒４０１は、下部リングギヤ４０
３を介して第２の長尺ギヤ部材４８４からの回転駆動力を受けながら回転し、かつ昇降す
ることができる。
　なお、第２の長尺ギヤ部材４８４のギヤ部と、下部リングギヤ部４０３は、摩擦係数が
十分に小さい樹脂材料等によって構成する。第２の長尺ギヤ部材４８４と、その軸部との
間に図示しないトルクリミッタを配置して過大な負荷を解消するようにしてもよい。
【００８２】
　演出ボタン５０、及び装飾体ユニット４００が図４５に示した第１位置にある時には、
螺旋ギヤ４６７により押し下げられている螺旋部材４５５はコイルバネ４５７の付勢に抗
して最下降位置にある。図示しない制御手段からの指令によりモータ４６６が演出ボタン
５０、及び装飾体ユニット４００を上昇させる方向に回転すると、螺旋ギヤ４６７が回転
する（図４０、図４６）。このため、螺旋ギヤ４６７と噛合する螺旋部を有した螺旋部材
４５５は回転せずに筒状部４５１ｂの外周面に沿って上昇する。螺旋部材４５５の上部に
搭載された昇降中心部材４６０は、回転しない状態で螺旋部材と共に上昇する。螺旋部材
の上昇に際してはコイルバネ４５７が上昇をサポートする。
【００８３】
　次に、上部ベース部１５０、下部ベース部１６０の構成は、第１の実施形態と同様であ
る。
　包囲部材１７０の構成、動作は、第１の実施形態とほぼ同様であり、中空筒状の包囲部
材本体１７１と、包囲部材本体１７１の上部に固定されて上部ベース部１５０の下面と固
定される環状の連設環状体１７３と、を備える。
　連結環状部材１７３の内周には、螺旋溝４７０ａと噛合する螺旋溝ガイド部１７４を設
けることにより、螺旋昇降部材４７０を安定した軌道に沿って回転させながら昇降させる
。
　カバー部２００の構成は図６、図７、図８、図１８、図１９に基づいて説明したものと
同様である。
　図４５に示したように演出ボタン５０、及び装飾体ユニット４００が第１位置（通常操
作位置）に下降している時にはカバー部２００は全体として最下降位置にあるが、図４５
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、図４６、図４７に示したように演出ボタン５０が第２位置（上昇位置）達している時に
はカバー部２００は上昇位置に押し上げられる。カバー部２００が上昇位置にある時に、
遊技者は内部で動作する演出ボタン５０、及び装飾体ユニット４００に対して直接手指を
触れることが出来ないため、手指を怪我することがない。
【００８４】
　次に、第５の実施形態に係る演出ボタン装置の動作について説明する。
　演出ボタン５０及び装飾体ユニット４００を、図４５に示した第１位置（通常操作位置
）に退避させておく場合にはモータ４６６を下降方向へ駆動して螺旋ギヤ４６７により螺
旋部材４５５を最も下降した位置まで移動させて停止させる。第１位置にある時には、上
下動しない螺旋ギヤ４６７は、相対的に螺旋部材４５５の上部に位置している。
　演出ボタン５０、及び装飾体ユニット４００が第１位置にある時には、各ピニオンギヤ
４１５に設けられた棒状片４１５ｂが図３９、図４９（ａ）、図５０（ａ）に示した退避
位置に停止するようにモータ４８１が制御される。即ち、この時、内筒４０１は、下部リ
ングギヤ部４０３を介して第２の長尺ギヤ部材４８４からの回転駆動力を受けていないた
めに、各棒状片４１５ｂが退避位置で停止し続けるように各ピニオンギヤ４１５の回転角
度を保持している。
【００８５】
　次に、演出ボタン５０を、図４６に示した第２位置に突出させる場合にはモータ４６６
を上昇方向へ駆動して螺旋ギヤ４６７により螺旋部材４５５を第２位置まで移動させる。
この第２位置では、上下動しない螺旋ギヤ４６７は相対的に螺旋部材４５５の下部に位置
している。
　図４５のように演出ボタン５０、及び装飾体ユニット４００が通常操作位置にある状態
で、例えば画像表示装置１７に演出ボタンを操作すべき旨のメッセージが表示されたとき
に操作が有効とされ、期待度が高い状態にあることを遊技者は知ることができる。この演
出ボタン操作有効期間において、遊技者が上カバー片２０１の上面を押圧することにより
演出ボタン（演出ボタン検出部のスイッチ部５２ａ）が押下げ操作されると、その押下げ
操作が検知されて特有の遊技演出が実行される。
　更に本実施形態では、期待度が更に一段と高いレベルに達したときに、図４６、図４７
に示した特有の遊技演出を実施する。こうして、遊技者の遊技参加感と共に遊技の演出効
果が高められる。
【００８６】
　まず、図４６では、制御手段は、駆動機構４５０を作動させて演出ボタン５０のみを上
昇させた状態で、必要に応じて各棒状片４１５ｂを外径方向に突出させたり、退避させる
動作を繰り返す。具体的には、内筒４０１の下部リングギヤ部４０３を第２の長尺ギヤ部
材４８４によって回転駆動することにより上部リングギヤ部４０２が各ピニオンギヤ４１
５を所定方向へ所定角度だけ回転駆動させて、それまで退避位置にあった棒状片４１５ｂ
を回動させて外径方向へ突出させる。下部リングギヤ部４０３を逆転させることにより、
突出位置にあった棒状片を退避位置に復帰させる。このような各棒状部材の動作を遊技者
に視認させることにより、更に変化に富んだ演出効果を発揮させて期待度が更に高くなっ
ていることを遊技者に知らせることができる。
　なお、隣接する各ピニオンギヤ４１５に設けられた各棒状片４１５ｂの高さ位置を交互
に異ならせているため、隣接する棒状片同志が回動する時に干渉しない。
　また、棒状片の回動角度は、例えば何れか一つのピニオンギヤの軸部に設けたロータリ
ーエンコーダ（角位置センサ）により検知する。
【００８７】
　次に、制御手段は、モータ４７６を上昇方向へ回転駆動して第１の長尺ギヤ部材４７８
を上昇方向へ回転させることにより、環状ギヤ部４７０ｂを介して螺旋昇降部材４７０を
回転させて上昇させる。螺旋昇降部材４７０は、外周の螺旋溝４７０ａが包囲部材１７０
の上部に設けられた螺旋溝ガイド部１７４と噛合することにより、安定した軌道に沿って
上下動し、図４６に示した第２位置まで回転しながら上昇する。この状態では、螺旋昇降
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部材４７０によって外筒４１０が押し上げられることにより、棒状片４１５ｂは演出ボタ
ンの押しボタン本体５０Ａの中間高さまで上昇している。
　この状態で、制御手段が、内筒の下部リングギヤ部４０３を第２の長尺ギヤ部材４８４
によって回転駆動することにより上部リングギヤ部４０２が各ピニオンギヤ４１５を回転
駆動させて、それまで退避位置にあった棒状片４１５ｂを回動させて突出動作させる。ま
た、第２の長尺ギヤ部材４８４を逆転させることにより、突出位置にあった棒状片を退避
位置に戻すことができる。
【００８８】
　図４６に示した第２位置にある演出ボタン５０、及び装飾体ユニット４００を、図４５
に示した第１位置に復帰させる場合には、上記と逆の制御を行えばよい。
　図４９は第２の長尺ギヤ部材４８４が内筒４０１を回転させることによって各棒状片４
１５ｂを回動させる手順を示しており、図５０はその平面図である。図４９（ａ）、図５
０（ａ）ではモータ４８１が停止しているために各棒状片４１５ｂは内側に退避した位置
にあるが、図４９（ｂ）、図５０（ｂ）ではモータが正転して第２の長尺ギヤ部材４８４
を矢印方向へ回転させるため、内筒４０１が矢印方向へ回転し、この駆動力により各ピニ
オンギヤ４１５を突出方向へ回動させて各棒状片を突出させる。図４９（ｃ）、図５０（
ｃ）では第２の長尺ギヤ部材４８４を退避方向に逆転させることにより、各棒状片を退避
位置に復帰させている。
【００８９】
　図５１は第１の長尺ギヤ部材４７８が螺旋昇降部材４７０を回転させることによって昇
降させる手順を示した要部断面斜視図であり、図５０は正面縦断面図である。
　図５１（ａ）、図５２（ａ）では内筒４０１、及び外筒４１０を最下降位置（第１位置
）に保持した状態とするために、モータ４７６が螺旋昇降部材４７０を最下降位置にて停
止させている。図５１（ｂ）、図５２（ｂ）は内筒４０１、及び外筒４１０を上昇位置（
第２位置）に移動させた状態を示しており、最下降位置にあった螺旋昇降部材４７０を上
昇させるためにモータ４７６が上昇方向へ駆動して第１の長尺ギヤ部材４７８を回転させ
ることにより、外筒、及び内筒を押し上げている。上昇位置にあった内筒、及び外筒を下
降させるには、モータ４７６を逆転させて第１の長尺ギヤ部材４７８を下降方向へ回転さ
せる。すると、内筒、及び外筒は自重により下降する。
　このように本実施形態に係る演出ボタン装置においても、皿ユニットに設けた演出ボタ
ンを出没動作させる過程でその外観形状を変化させることにより、遊技者の興趣を高めて
、退屈感をもたらさないようにすることができる。
【００９０】
＜第１の本発明：第６の実施形態＞
　次に、図５３乃至図５８に基づいて第１の本発明の第６の実施形態に係る演出ボタン装
置ついて説明する。
　図５３乃至図５７は本実施形態に係る演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜視図であ
り、図５８（ａ）（ｂ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの動作を説明する一部断面斜視図で
ある。
　第６の実施形態は第５の実施形態の変形例であるため、同一部分には同一符号を付し、
第５の実施形態との相違点を中心として説明する。
　第６の実施形態に係る演出ボタン装置１０は、装飾体ユニット５００を構成する棒状片
（演出部材）を動作させる方向（移動軌跡）が第５の実施形態と異なっている。
　即ち、図５３等に示すように、外筒４１０のフランジ部４１０ａ上には周方向に沿って
所定のピッチで、内筒の上部リングギヤ４０２と噛合する第１の傘歯車５０１が回転自在
に軸支されている。また、各第１の傘歯車５０１の側方に夫々配置したホルダ５０３には
、演出部材としての棒状片５０５がその一端を上下動可能に軸支されている。更に棒状片
を軸支する軸部には第１の傘歯車５０１と噛合する第２の傘歯車５０７が軸心を支持され
ている。
【００９１】



(28) JP 2016-215068 A 2016.12.22

10

20

30

40

50

　第１の傘歯車５０１の回動軸はフランジ部４１０ａの上面と直交して垂直に伸びており
、第１の傘歯車５０１はフランジ部上面と並行な面に沿って回転する。一方、第２の傘歯
車５０７の軸はフランジ部上面と平行に伸びており、第２の傘歯車はフランジ部上面と直
交する平面に沿って回転する。
　このような構成を備えるため、第２の長尺ギヤ部材４８４により内筒の下部リングギヤ
４０３が駆動されると、上部リングギヤ４０２が回転して第１の傘歯車５０１、第２の傘
歯車５０７を順次駆動し、下降位置にあった棒状片５０５を上昇させることができる。
【００９２】
　図５３は演出ボタン５０と、装飾体ユニット５００が第１位置にある状態を示しており
、この状態では各棒状片５０５は下降している。次いで、図５４は駆動機構４５０を駆動
して演出ボタン５０だけを第２位置に上昇させた状態を示しており、この状態では棒状片
５０５は初期位置にある。図５５では内筒４０１、及び外筒４０１も上昇しており、各棒
状片５０５は垂直になるまで上向きに回動している。図５６では内筒４０１、及び外筒４
０１を更に上昇させており、各棒状片５０５は垂直の状態を維持している。次いで、図５
７では垂直状態にあった各棒状片５０５が演出ボタンの上面に被さるように内側に倒し込
んでいる。
　なお、図示した棒状片による演出動作は一例に過ぎず、種々のバリエーションを作出す
ることができる。
【００９３】
　次に、図５８は第２の長尺ギヤ部材４８４によって棒状片を動作させる手順を示してい
る。
　まず、図５８（ａ）では棒状片（演出部材）は初期状態にあり、外径方向へ突出した水
平な姿勢を維持している。（ｂ）では第２の長尺ギヤ部材４８４が矢印方向へ所定量回転
することよって内筒４０１を矢印方向へ所定角度回転させるため、上部リングギヤ４０２
が回転して第１の傘歯車５０１、第２の傘歯車５０７を順次駆動し、下降位置にあった棒
状片５０５を垂直な姿勢に変化させる。更に、第２の長尺ギヤ部材４８４が同方向へ所定
量回転すると、内筒４０１が更に同方向へ所定角度回転することにより、垂直姿勢にあっ
た各棒状片を内径方向へ９０度回動させる。
　このように本実施形態に係る演出ボタン装置においても、皿ユニットに設けた演出ボタ
ンを出没動作させる過程でその外観形状を変化させることにより、遊技者の興趣を高めて
、退屈感をもたらさないようにすることができる。
【００９４】
＜第１の本発明：第７の実施形態＞
　次に、図５９乃至図６３に基づいて第７の実施形態に係る演出ボタン装置について説明
する。
　図５９は本実施形態に係る演出ボタン装置の全体構成を示す分解斜視図であり、図６０
は演出ボタン装置の要部分解斜視図であり、図６１及び図６２は演出ボタン装置の縦断面
図であり、図６３（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの動作を説明する要部横断面図であ
る。
　なお、第１の実施形態の図面、説明を併せて参照し、同一部分には同一符号を付して本
実施形態の特徴的な構成を中心として説明する。外観図は図３乃至図５等を併せて参照す
る。具体的には、演出ボタン５０、駆動機構１００、カバー部２００の構成は、第１の実
施形態をそのまま流用することができる。
　第７の実施形態に係る演出ボタン装置１０は、装飾体ユニット（第２演出部）６０を構
成する出没部材（演出部材）６５が、装飾体ユニットが回転する際の遠心力によって演出
動作するようにした構成が特徴的である。
【００９５】
　本発明に係る演出ボタン装置１０は、遊技盤１２の下方において前方に突出した皿ユニ
ット５（図１、図２）に設けた通穴７と（図６１、図６２）、通穴７内に最も退避（下降
）した第１位置と該第１位置よりも通穴外へ突出した第２位置とを含めた経路内を進退す
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る演出ボタン（第１演出部）５０と、少なくとも演出ボタン５０が第２位置に達したとき
に作動して演出動作する装飾体ユニット（第２演出部）６０と、演出ボタン５０、及び装
飾体ユニットを個別に又は連動して動作させる駆動機構１００と、を備え、第１位置にあ
った演出ボタン５０が第２位置に達した時に、装飾体ユニットは前記演出ボタンの出没方
向と交差する方向、該出没方向、その他の方向へ動作（突出、進退、或いは広がって）し
て演出を行うことが特徴的である。
　これを言い換えれば、演出ボタン装置１０は、演出ボタン５０と、演出ボタンの下部に
固定的に、又は相対動作可能に連設された装飾体ユニット６０と、演出ボタン５０、及び
装飾体ユニット６０を個別に又は連動して動作させる駆動機構１００と、皿ユニット５の
上面と面一状態に配置される板状の上部ベース部１５０と、通穴７の内奥部に配置されて
駆動機構１００を支持する下部ベース部１６０と、皿ユニット５の上方において出没動作
（上下動作）する演出ボタン５０及び装飾体ユニット６０の外面を包囲するように配置さ
れて上下動するカバー部（演出用空間形成部材）２００と、を概略備えている（図５９乃
至図６２）。
【００９６】
　本実施形態に係る装飾体ユニット６０の構成は、出没部材（演出部材）６５を弾性部材
６８によって突出方向へ付勢しないようにした点を除き、ほぼ第１の実施形態と同様であ
る。出没部材６５は、装飾体ユニット６０が図６１に示した第１位置にある時には出没ガ
イド部材１８０の下部ガイド部１８１によって出没穴６３から外径方向へ突出することを
阻止されている（図６３（ａ））。一方、装飾体ユニット６０が図６２に示した第２位置
にあり、且つ駆動機構１００によって回転駆動されているときには、出没部材６５は出没
ガイド部材１８０の上部ガイド部１８２によって出没穴６３から外径方向へ突出する（図
６３（ｂ））。
　装飾体ユニット６０が第２位置から第１位置に下降すると、それまで出没穴６３から突
出していた出没部材６５は上部ガイド部１８２によってガイドされて引っ込み始め、最後
には下部ガイド部１８１により完全に出没穴内に押し込まれて図６１、図６３（ａ）の状
態に戻る。
　なお、装飾体ユニットを構成するケーシング６１が一方向に回転する際に出没部材６５
が出没穴６３から遠心力によって突出し易いように、出没穴６３をケーシングの半径方向
よりも一方の周方向に偏った方向へ傾斜させるようにしてもよい。
　なお、遠心力により演出部材が演出動作する構成は、第１の実施形態のみならず、第２
乃至第６の実施形態における装飾体ユニット（演出部材）にも適用することができる。
　このように本実施形態に係る演出ボタン装置においても、皿ユニットに設けた演出ボタ
ンを出没動作させる過程でその外観形状を変化させることにより、遊技者の興趣を高めて
、退屈感をもたらさないようにすることができる。
【００９７】
＜第１の本発明：その他の実施形態＞
　上記各実施形態における装飾体ユニットでは、演出部材に出没、回動等、種々の動作を
行わせる構成を採っているが、出没、回動等の動作をしない装飾体ユニットを第１演出部
の下部に連設しておき、第１演出部の上昇時に装飾体ユニットが通穴７から皿ユニット５
の上方に出現だけの構成としてもよい。
　例えば、上記実施形態における突出部材６５、演出部材３８０、棒状片４１５ｂ等を常
に突出した状態に保持しておき、第１演出部の上昇時に連動して上昇して皿ユニットの上
方に出現させるようにしてもよい。
【００９８】
＜第１の本発明の構成、作用、効果のまとめ＞
　第１の本発明に係る遊技機は、遊技盤１２よりも遊技者側に突出した演出ユニットと、
該演出ユニットにおける第１位置と該第１位置とは異なる第２位置とを含めた経路内を進
退する第１演出部５０と、少なくとも前記第１演出部が第２位置に達したときに作動して
演出動作する第２演出部と、第１演出部、及び前記第２演出部を個別に、又は、連動して
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動作させる駆動機構と、を備えたことを特徴とする。
　例えば、遊技機は、遊技盤１２よりも前方（遊技者側）に突出した皿ユニット５等の演
出ユニットと、該演出ユニットに設けた通穴７内に退避した第１位置と該第１位置よりも
通穴外へ突出した第２位置とを含めた経路内を進退する第１演出部５０と、少なくとも第
１演出部が第２位置に達したときに作動して演出動作する第２演出部６０と、第１演出部
、及び第２演出部を個別に、又は、連動して動作させる駆動機構１００と、を備えたこと
を特徴とする。
　演出ユニットとしては、皿ユニットの他にも、遊技盤の右、左、上方、又は斜め方向に
配置されて前方に突出する部位を全て含むものである。このことは以下に説明する他の発
明においても同様である。
【００９９】
　また、第１演出部５０としては、皿ユニット等の演出ユニット上（演出ユニット面）に
配置されるチャンスボタンの他に、ダイヤル（回転体）、スライド式操作部、レバー、タ
ッチパネル等を想定することができる。
　近年主流のパチンコ遊技機では、遊技者が押下げ操作可能な演出ボタン（演出部）を有
する演出ボタン装置（演出装置）が皿ユニットに装備されている。演出ボタン装置は、演
出ボタンを突出方向へ付勢するバネを備え、演出ボタンを皿ユニットの上面側から押下げ
操作可能に配設されている。
　この演出ボタン装置では、演出ボタンが皿ユニットの上面に形成されたボタン孔内に進
退可能に嵌合されて、皿ユニットから上方へ突出した所定の通常操作位置に保持されてい
る。この演出ボタンが通常操作位置から押下げ位置へ押下げ操作され、その後操作解除さ
れると、再度、通常操作位置に復帰して保持される。ボタン操作有効期間において、演出
ボタンが押下げ操作されると、その押下げ操作が検知されて特有の遊技演出が実行される
。こうして、遊技者の遊技参加感と共に遊技の演出効果が高められる。
【０１００】
　パチンコ遊技機における演出ボタンは、演出ボタンが点滅したり、遊技盤面内にある液
晶表示装置に演出ボタンを操作すべき旨のメッセージが表示されたときに操作が有効とさ
れる。演出ボタンには、演出ボタン検出ＳＷが設けられており、この演出ボタン検出ＳＷ
が遊技者の押下げ操作を検出すると、この操作に応じてさらなる演出が実行される。また
、発光ダイオードを設けることで装飾性を高めるようにした演出ボタンも知られている。
　しかし、従来の演出ボタンに付与された演出内容は発光ダイオードが点滅する程度の単
純なものであり、興趣を高める上では大きな役割を果たしていなかった。
　また、受け皿を備えた皿ユニットとその周辺は、演出用としては有効活用されていなか
った。
【０１０１】
　本発明では、第１演出部、及び第２演出部が通常操作位置にある状態で、遊技内容が所
定の状態になった時に、期待度が高い状態にあることを遊技者は知ることができる。この
演出ボタン操作有効期間において、第１演出部が押下げ操作されると、特有の遊技演出が
実行される。こうして、遊技者の遊技参加感と共に遊技の演出効果が高められる。
　更に、期待度が更に一段と高いレベルに達したときに、制御手段は第１及び第２演出部
を第２位置に移動させると共に、第２演出部を動作させる。この動作を遊技者が視認する
ことにより、更に変化に富んだ演出効果を発揮させて期待度が更に高くなっていることを
知ることができる。
【０１０２】
　第１演出部と第２演出部の位置関係は、上下関係であっても良いし、横方向に並置され
ていてもよいし、種々の態様を想定できる。
　第１演出部５０が通穴７内に退避した際に、第１演出部の全体が通穴内に没する必要は
なく、一部が突出していてもよい。また、第２位置は通過位置であってもよく、第１演出
部は第２位置を越えて突出してもよい。
　第２演出部６０の構成、演出動作としては種々の態様を想定することができ、第２演出
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部全体が回転、出没、変形したり、その一部が回転、出没、変形する場合を含む。
　第１の演出部の出没方向、移動方向は、垂直方向に限らず、斜め上下方向であってもよ
い（以下の全ての実施形態、以下の全ての他発明に当てはまる）。
【０１０３】
　第１の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第２演出部は、第１演出部が第１位置に
ある時には非動作状態を維持することを特徴とする。
　通常の遊技状態においては、第１演出部を第１位置に保持し、且つ、第２演出部も初期
位置において非動作状態を維持する。
　第１の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第１演出部が前記第２位置に達した時に
、前記第１演出部、又は／及び、前記第２演出部を所定態様となるように演出動作させる
。
　第１演出部、第２演出部による演出動作の一例として、これらを回転させる態様を挙げ
ることができる。
【０１０４】
　第１の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第２演出部の所定態様の演出動作には、
該第２演出部の回転動作と、該第２演出部の少なくとも一部の突出入動作と、を含むこと
を特徴とする。
　第２演出部の演出動作の一例として、回転させつつ、外観の変化を伴う態様を挙げるこ
とができる。
　第１の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第二演出部は、少なくとも一つの出没穴
と、出没穴内に退避した位置と、該出没穴から外部に突出した位置との間を出没自在に構
成された出没部材（演出部材）と、を備えていることを特徴とする。
　出没部材が出没穴内に退避した状態で、出没部材の少なくとも一部が出没穴から突出、
或いは露出していても差し支えない。
　第１の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第二演出部は、少なくとも上下方向、横
方向、又は斜め方向へ動作する演出部材を備えていることを特徴とする。
　第２演出部は、第１の実施形態のように演出部材が横方向へ出没する構成の他に、第４
、第５、第６の各実施形態のように上下方向、斜め方向、その他の方向へ動作する構成と
してもよい。
【０１０５】
　第１の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第２演出部は、該第２演出部が回転した
ときの遠心力により演出動作する演出部材を備えていることを特徴とする。
　第７の実施形態に示したように、演出部材が格別の駆動手段により動作するのではなく
、第２演出部が回転したときの遠心力により演出動作するようにしてもよい。
　第１の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第２演出部は、第１演出部の下部に配置
されており、該第１演出部の上昇時に皿ユニット上方に出現することを特徴とする。
　第１演出部と第２演出部の位置関係としては種々の態様を想定できるが、第１演出部の
下部に第２演出部を配置することにより、演出ボタン装置全体の構成をコンパクト化する
ことができ、皿ユニット上のスペースを有効活用することが可能となる。
【０１０６】
《第２の本発明》
　図６４は本発明の第２の本発明に係る演出ボタン装置を用いた遊技機の一例としてのパ
チンコ遊技機の構成例を示した全体正面図である。
　図６４において、遊技機１は、遊技店の島設備に取り付けられる外枠２と、外枠２によ
り一方の縦辺を回動可能に支持された内枠３と、を備えている。内枠３には遊技球が流下
する遊技領域１３が形成された遊技盤１２が設けられている。内枠３は、遊技盤１２の前
方（遊技者側）において遊技領域１３を視認可能に覆うガラス板（図示しない）を支持し
ている。
【０１０７】
　外枠２には、遊技盤１２、遊技盤の背面に固定される図示しないベース枠体、及びベー
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ス枠体の背面に固定される画像表示ユニット（画像表示装置、画像表示カバー）からなる
図示しない遊技盤ユニットが開閉自在に組み付けられている。
　内枠３には、回動操作されることにより遊技領域１３に向けて遊技球を発射させる操作
ハンドル４と、皿ユニット（演出ユニット）５と、押圧操作により演出態様を変更させる
ための演出ボタン装置（演出装置）６００等が設けられている。
　演出ユニットの一例としての皿ユニット５は、内枠（枠体）３の下側に前方（遊技者側
）へ突出して設けられており、皿ユニット５には、複数の遊技球を貯留する受け皿６が設
けられている。この受け皿６は、操作ハンドル４の方向側に遊技球が流下するように下り
の傾斜を有している。そして、遊技者が操作ハンドル４を回動させると、遊技球が遊技領
域１３に発射されることとなる。
【０１０８】
　上記のようにして発射された遊技球がレール１５ａ、１５ｂ間を上昇して玉戻り防止片
１５ｃを超えると、遊技領域１３に到達し、遊技領域１３内を落下する。このとき、遊技
領域１３に設けられた複数の釘や風車によって、遊技球は予測不能に落下することとなる
。
　遊技盤１２、及び遊技領域１３の構成については、図１と同一部分には同一符号を付し
、重複した説明は省略する。
　皿ユニット５の上面には、一般的にチャンスボタンと呼ばれる演出ボタン装置６００、
８００が配置されている。演出ボタン装置６００、８００の操作は、例えば遊技中におけ
る特定のリーチ演出に際し、演出ボタン装置６００、８００の操作を促すガイダンスが画
像表示装置１７に表示されている間有効となる。
【０１０９】
＜第２の本発明：第１の実施形態＞
　次に、図６５は第２の本発明の第１の実施形態に係る演出ボタン装置の皿ユニット上に
おける配置例を示す斜視図であり、（ａ）は演出ボタンが通常操作位置にある状態を示し
、（ｂ）は演出ボタンが突出位置にある状態を示している。図６６乃至図６８は本例に係
る演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜視図であり、図６６は演出ボタン及び演出用空
間形成部材の初期状態（通常操作位置状態）を示し、図６７は演出用空間形成部材が反転
した状態を示し、図６８は演出ボタン装置が動作した状態を示している。図６９は第１演
出部とその駆動機構の分解斜視図であり、図７０、及び図７１は第１演出部用の駆動機構
による昇降動作を示す縦断面図であり、図７２（ａ）（ｂ）及び（ｂ）は第１演出部用の
駆動機構による昇降動作を示す斜視図であり、図７３（ａ）及び（ｂ）は第２演出部全体
の分解斜視図、及び一部の分解斜視図であり、図７４（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は演出部材
とカバー部の演出動作を示す斜視図であり、図７５乃至図７７は第２演出部の動作を含む
演出ボタン装置の正面縦断面図である。
【０１１０】
　第２の本発明に係る演出ボタン装置（演出装置）６００は、遊技盤の下方において前方
（遊技者側）に突出した皿ユニット（演出ユニット）５と、皿ユニットに設けた第１通穴
７内に退避（下降）した第１位置と該第１位置よりも第１通穴外へ突出した第２位置とを
含めた経路内を進退する第１演出部５０と、第１演出部５０を動作させる駆動機構６５０
と、第１通穴７とは異なる皿ユニット部位に設けた少なくとも一つの第２通穴６０１内に
配置されて第１演出部と連動して、又は連動せずに、或いは異なったタイミングで演出動
作する（出没する）第２演出部７００と、を備え、第２演出部７００は、第２通穴６０１
から外部へ突出したときに第１演出部５０と接近、係合、係止、相互装飾、又は合体し、
或いは第１演出部の少なくとも一部にかぶさるように動作することにより、第１演出部の
外観を変化（装飾）させる手段である。
【０１１１】
　例えば、第２演出部７００は、第１演出部５０の全部又は一部を覆うことにより、遊技
機の演出内容に登場するキャラクターの外観を表すようにする。
　更に、演出ボタン装置６００は、皿ユニット５の上面に形成した第１通穴７内において
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出没動作（上下動作）する演出ボタン５０の外面を包囲するように配置されて上下動する
カバー部（演出用空間形成部材）２００と、を概略備えている（図６９等）。
　図６９乃至図７１等に示すように、演出ボタン（第１演出部）５０を構成する押しボタ
ン本体５０Ａの中央上面の凹所内には、演出ボタンが操作されたことを検出するセンサか
ら成る演出ボタン検出部５２が設けられており、この演出ボタン検出部５２が遊技者の押
下げ操作を検出すると検出信号が出力され、この検出信号に基づいて、演出制御基板は更
なる演出を行う制御をする。本例では、演出ボタン検出部５２の上方にはカバー部２００
の上面が位置しているため、カバー部の上面を押圧することにより演出ボタン検出部５２
が押し下げられることになる。
　なお、演出ボタン５０（演出ボタン検出部）は押下げするタイプに限らず、タッチパネ
ル方式を採用した入力パッド等であってもよい。
【０１１２】
　演出ボタン５０を構成する押しボタン本体５０Ａは、皿ユニット５の上面に開口形成さ
れた第１通穴（ボタン穴）７内に収容されて図６５（ａ）、図６６、図７０、図７５等に
示した第１通穴７内に最も退避（下降）した第１位置と、第１位置よりも突出した第２位
置（図６５（ｂ）、図６８、図７１、図７７等）とを含めた出没経路に沿って進退移動す
る。第２位置は、演出ボタンの最上昇位置である必要はなく、単なる通過点としてもよい
。
　演出ボタン（第１演出部）５０を構成する押しボタン本体５０Ａは、弾性部材５４によ
って上方に付勢されている。このため、押しボタン本体５０Ａの上面を押圧した時に演出
ボタン検出部５２がオンすると同時に、押しボタン本体は皿ユニット上面（通穴７）に対
して押し込まれた状態となる。押しボタン本体５０Ａが押し込まれると、押しボタン本体
の上面を覆うカバー部２００を構成する上カバー片２０１も押し下げられる。
【０１１３】
　装飾体ユニット（第２演出部）７００は、本例では演出ボタン５０の左右両側にそれぞ
れ配置された第２通穴６０１内に退避（下降）した第１位置と、各第２通穴６０１から上
方に突出した第２位置との間で進退自在に構成されている。
　第１通穴７と第２通穴６０１の位置関係、形状、個数として図示した構成例は例示に過
ぎず、種々のバリエーションが可能である。例えば、第１通穴と第２通穴が連通する一つ
の穴を形成していてもよい。
【０１１４】
　演出ボタン５０を上下動作させる手段である駆動機構６５０は、下部ベース部６８０の
中央部に下部を固定されて上向きに突出する螺旋部材ガイド手段６５１と、螺旋部材ガイ
ド手段６５１によって内周を回転不能且つ上下動自在に支持されて外周面に螺旋状部６５
５ａを有した螺旋部材６５５と、螺旋部材６５５の上部に下部を同軸状に組み付けられて
一体的に上下動する昇降中心部材６６０と、下部ベース部６８０上に立設固定されたモー
タホルダ６６５により支持されたモータ６６６と、モータ６６６の上部に突出した出力軸
に一体化され、螺旋部材６５５の螺旋状部６５５ａと噛合した螺旋ギヤ６６７と、を有す
る。
　モータ６６６の正逆転によって螺旋ギヤ６６７が正逆転することにより、回転を規制さ
れた螺旋部材６５５は螺旋部材ガイド手段６５１の外周面に沿って昇降する。
【０１１５】
　図６９にも示すように、昇降中心部材６６０の側面には二本の突条を上下方向へ配置し
た係止溝６６０ａが設けられており、この係止溝６６０ａ内には押しボタン本体５０Ａの
内周面から突出した図示しない被係止片の先端が嵌合されることにより、押しボタン部材
の回転を阻止すると共に、上下方向への移動を許容する。
　図６９乃至図７１に示すように下方が開放した中空の螺旋部材６５５は、下部ベース部
６８０の上面に下部を固定されて上方に突出した螺旋部材ガイド手段６５１によって内部
を上下動自在、且つ回転不能に支持されている。
【０１１６】
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　螺旋部材ガイド手段６５１は、中心部に棒状部６５１ａを有し、棒状部６５１ａの外径
側に所定のギャップを隔てて同心状に筒状部６５１ｂを有する。螺旋部材６５５の内周面
は筒状部６５１ｂの外周面と接触することにより、安定した軌道により上下動することが
できる。棒状部６５１ａの外周面、即ち棒状部と筒状部との間の円筒状のギャップ内には
コイルバネ（螺旋部材付勢用の弾性部材）６５７が配置されており、コイルバネ６５７は
螺旋部材６５５を上方に突出させる方向へ付勢する（図７０、図７１）。
　螺旋部材ガイド手段６５１が螺旋部材６５５を回転不能、且つ上下動可能に支持する構
成は、例えば筒状部６５１ｂの外周面に設けた上下方向へ伸びる縦溝内に螺旋部材内周面
に設けた上下方向へ伸びる突条を嵌合させる等により実現できる。螺旋部材６５５が回転
しない結果、螺旋部材上に固定された昇降中心部材６６０も回転せずに昇降する。
【０１１７】
　図６９等に示すように、本例では、コイルバネ６５７の外周面と筒状部６５１ｂの内周
面との間に円筒状のバネホルダ６５８が配置されている。バネホルダ６５８の上部開口の
内面には雌螺子部（図１７中の雄螺子部１０８ａに相当）が形成されており、この雌螺子
部には蓋部材６５８ｂ（図１７中の蓋部材１０８ｂに相当）に突設した円筒状の雄螺子部
（図１７中の雄螺子部１０８ｃに相当）が螺着する。蓋部材６５８ｂは雄螺子部の内側で
コイルバネ６５７の上部を支持しており、コイルバネを筒状部６５１ｂ内に配置した状態
で蓋部材６５８ｂをバネホルダ６５８の上部開口に螺着することにより、コイルバネがバ
ネホルダを常時上向きに付勢した状態となる。また、蓋部材６５８ｂの中心部には雌螺子
部が設けられており、雌螺子部は螺旋部材６５５の上部に設けた穴６５５ｂを介してボル
ト６５９によりバネホルダ６５８の上部を螺旋部材６５５に固定するのに用いられる。
　カバー部２００の構成は、第１の本発明におけるカバー部と同様であり、演出ボタン５
０の上面、及び外周面を包囲して演出ボタンと共に上下動する上カバー片（第１カバー片
）２０１と、装飾体ユニット６０が皿ユニット５の上面よりも上方に突出した状態にある
時にその外面を覆って遊技者の手指が装飾体ユニットに触れないように保護する下カバー
片（第２カバー片）２１０と、を備えている。
【０１１８】
　駆動機構６５０の両側方の下部ベース６８０上には、夫々四角い環状の固定ガイド部材
６８１が立設されており、各固定ガイド部材６８１の下片にはパンタグラフ式の伸縮ガイ
ド部材６８６の２つの下端部のうちの一方に設けたピン６８６ａを支持する小孔６８１ａ
と、他方のピン６８６ｂを支持する長穴６８１ｂとが形成されている。小孔６８１ａは一
方のピン６８６ａを回動自在に軸支し、長穴６８１ｂは他方のピン６８６ｂをスライド自
在に支持する。一方、下カバー片２１０の対向する２つの側面には、伸縮ガイド部材６８
６の２つの上端部のうちの一方に設けたピン６８７ａを支持する小孔２１０ａと、他方の
ピン６８７ｂを支持する長穴２１０ｂとが形成されている。小孔２１０ａは一方のピン６
８７ａを回動自在に軸支し、長穴２１０ｂは他方のピン６８７ｂをスライド自在に支持す
る。このため、カバー部２００（２０１、２１０）は安定した軌道に沿って昇降すること
ができる。
【０１１９】
　また、２つの固定ガイド部材６８１の間の下部ベース６８０上には、カバー部２００を
昇降させる駆動機構６９０が配置されている。駆動機構６９０は、図６６乃至図６９に示
すように、下部ベース６８０上に立設されたギヤホルダ６９１と、ギヤホルダの外側に固
定されたモータ６９２と、ギヤホルダの上部において回転自在に軸支されてモータの出力
ギヤ６９２ａによって回転駆動される従動ギヤ６９３と、従動ギヤの軸部に一体化された
小径のピニオンギヤ６９３ａと、下カバー片２１０の側部から下方に一体的に伸びてピニ
オンギヤ６９３ａによって昇降駆動されるラックギヤ６９４と、を備える。
　モータ６９２を正逆回転することにより従動ギヤ６９３を回転させると、ピニオンギヤ
６９３ａがラックギヤ６９４を介して下カバー片２１０を昇降させる。下カバー片の中心
孔内に配置された上カバー片２０１は、押しボタン本体５０Ａと共に上下動するが、下カ
バー片の下降時には裾部２０２を介して押し下げられる。
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【０１２０】
　次に、図７３の分解斜視図等に示すように、各第２演出部（装飾体ユニット）７００は
、第１演出部５０の両側方の下部ベース６８０上に立設された略Ｕ字状の支持ベース部材
７０１と、各支持ベース部材７０１によって回動自在に軸支された演出部材７１０と、演
出部材７１０を駆動する駆動機構７３０と、透明、又は半透明なカバー部７５０と、カバ
ー部を駆動する駆動機構７６０と、を備えている。
　本例では第２通穴６０１を円形穴としているため、演出部材７１０は円盤状であり、演
出部材に遊技者が手を触れないように覆うためのカバー部７５０はドーム状（半球状）で
ある。
【０１２１】
　演出部材７１０は、支持ベース部材７０１の対向する２つの支持壁７０２に設けた軸穴
７０２ａに軸支された軸部材７１５を挿通固定する穴７１０ａを有し、この軸部材７１５
を介して支持ベース部材７０１によって回転自在に支持される。この例では、演出部材７
１０を単なる薄板、且つ円盤状の部材として示しているが、平板である必要はなく任意の
形状を備えた部材とする。また、円盤状である必要もなく、第２通穴の形状を変更すれば
、穴形状に合わせて演出部材の外形輪郭を任意の形状とすることができる。
　演出部材７１０を円盤とする場合にはその一面、又は両面に図示しない文字、符号等の
記号や絵柄を描いたり、キャラクター等を表した立体的なギミックを配置してもよい。演
出部材７１０は、駆動機構７３０からの駆動力を受けて回転する。
　この際、演出ボタン５０に文字、符号等の記号や、絵柄を描いたり、演出ボタンの全部
、又は一歩の外観、形状をキャラクター等を表した立体的なギミック（装飾体）とするこ
とにより、演出部材７１０側に表示された記号、形状等などとのコラボレーションによっ
て相互に装飾するようにしてもよい。
　カバー部７５０の裾部に軸部材７１５の両端部を相対回転可能に挿通する穴７５０ａを
有しており、カバー部も軸部材によって回転自在に軸支される。つまり、軸部材７１５の
両端部によりカバー部を回転自在に軸支している。カバー部７５０の穴７５０ａの外周に
はギヤ部７５０ｂが形成されており、駆動機構７６０からの駆動力を受けて回転する。
　カバー部７５０に文字、符号等の記号や、絵柄を描いたり、カバー部の全部、又は一部
の外観、形状をキャラクター等を表した立体的なギミックとすることも可能である。
　また、演出ボタン５０に文字、符号等の記号や、絵柄を描いたり、演出ボタンの外観、
形状をキャラクター等を表した立体的なギミックとすることにより、カバー部側に表示さ
れた記号、形状等などとのコラボレーションによって相互に装飾するようにしてもよい。
【０１２２】
　次に、駆動機構７３０は、支持ベース部材７０１の支持壁７０２の外面に固定されたモ
ータ７３１と、穴７０２ａから支持壁７０２の外側に突出した軸部材７１５の一端部に軸
心を固定され、モータの出力ギヤ７３１ａと噛合した従動ギヤ７３２と、を備える。従動
ギヤ７３２が回転することにより、従動ギヤと一体の軸部材７１５が回転し、軸部材と一
体の演出部材７１０が回転する。
　駆動機構７６０は、支持ベース部材７０１の支持壁７０２の外面に固定されたモータ７
６１と、穴７０２ｂを介して支持壁の内側に突出したモータの出力軸に軸心を固定され、
ドームのギヤ部７５０ｂと噛合した中間ギヤ７６２と、を備え、中間ギヤ７６２がカバー
部のギヤ部７５０ｂと噛合することによりカバー部を回転させる。カバー部は演出部材７
１０とは独立して回転することができる。
　なお、カバー部用の駆動機構７６０を構成するモータ７６１と中間ギヤ７６２との間、
或いは中間ギヤ７６２とギヤ部７５０ｂとの間に、図示しないトルクリミッタを設けてお
くことにより、カバー部７５０の回転時に過大な負荷が加わったときにトルクリミッタに
よって駆動力の伝達を遮断してカバー部７５０の動作を停止させたり、それまでの回転方
向とは逆方向に戻るように構成するのが安全対策上好ましい。このように構成すれば、図
７４（ａ）のように第２通穴６０１内に退避していたカバー部が（ｃ）のように上側に反
転移動する際に、遊技者の指と接したとしてもカバー部の回転を停止させたり、逆方向（
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開放方向）に回転させて安全を図ることができる。
【０１２３】
　次に、図７４はカバー部７５０と演出部材７１０とが個別に回転している状態を示して
いる。同図（ａ）では演出部材７１０の片面を上向きにする一方で、カバー部７５０は半
球状の外面を下向きにしている。このため、演出部材の一面が露出されている。（ｂ）で
はカバー部７５０を固定した状態で演出部材７１０を反転させている。演出部材７１０が
１８０度反転してからカバー部７５０を１８０度反転させると同図（ｃ）の状態となる。
　図７４（ａ）の状態のままでカバー部だけを１８０度反転させることもできるし、（ｃ
）の状態のままで演出部材７１０だけを１８０度反転させることもできる。
　また、各モータ７３１、７６１を制御することにより回転方向、回転速度、回転タイミ
ングを種々変化させて演出効果を高めることができる。
　図７４（ａ）（ｂ）（ｃ）の各状態、更に図示しない演出部材７１０とカバー部７５０
の他の位置関係において、演出部材上の絵柄、文字、ギミックと、演出ボタン５０側の絵
柄、文字、ギミック等をコラボレーションさせることにより、遊技盤面上の遊技の進行状
況に対応した多様な演出を実現することができる。
【０１２４】
　図７５の状態では、第２演出部７００は図７４（ａ）の状態にあり、演出ボタン５０は
第１通穴７内（第１位置）に退避している。この状態では、第２通穴６０１に第２演出部
が収納された状態となっており、第２演出部の上部（演出部材７０１の一面）が第２通穴
を塞ぐことにより、皿ユニット面はフラットとなり、外観上の違和感をなくすることがで
きる。
　図７６の状態では、演出ボタン５０は第１位置にあり、カバー部７５０はドーム状部分
を上方に突出させている（図７４（ｃ）の状態）。図７６の状態で演出部材７１０を回転
させることによる演出を実施してもよい。或いは、第２演出部７００は、演出ボタン５０
（第１演出部５０）を装飾せずに、独立して皿ユニット上に突出するものであってもよい
。
　図７７では、演出ボタン５０が第２位置に突出し、且つカバー部７５０内において演出
部材７１０が回転している。演出部材の表裏両面に表示された絵柄、文字、キャラクター
、ギミック等を異ならせることにより、演出部材を反転させた時に上面に現れる外観を異
ならせることができる。この演出部材の外観を演出ボタン側の外観と相互に装飾（コラボ
レーション等）させるようにしてもよい。
【０１２５】
　以上のように本実施形態では、演出ボタン（第１演出部）を第１通穴から昇降させる動
作に応じて、第２通穴から第２演出部を突出させることにより、演出ボタンとの協働によ
り意外性のある外観を作出して、演出効果（変形の意外性による演出効果）を高めること
ができる。第２演出部の原位置、原形復帰時には、演出ボタンのみが皿ユニット面に視認
できるので、通常の遊技中における違和感がなくなる。
　なお、第２演出部を、第１演出部の装飾とは関係なく、独立別個に第２通穴から出現さ
せるように演出してもよい。
　また、第１の本発明の各実施形態における第２演出部の構成、即ち、各装飾体ユニット
の構成を第２の本発明における演出ボタン（第１演出部）５０に組み込んでもよい。具体
的には、例えば第２の本発明の本実施形態における演出ボタン５０の下部に第１の本発明
の第１の実施形態に係る装飾体ユニット６０を配置した構成としてもよい。これは以下の
全ての実施形態に当てはまることである。
【０１２６】
＜第２の本発明：第２の実施形態＞
　図７８（ａ）乃至（ｃ）は第２の本発明の第２実施形態に係る第２演出部の構成及び動
作を示した斜視図であり、図７９（ａ）乃至（ｄ）は第２演出部の構成及び動作を示した
正面図である。
　この実施形態は、円盤状の演出部材７１０の両面に立体的なギミック（装飾体）７７０
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、７７１を配置した構成が特徴的である。
【０１２７】
　図７８（ａ）、図７９（ｂ）、（ｄ）等に示すように、何れかのギミック７７０、７７
１が上側に位置している時にはカバー部７５０を上側に位置させることにより、各ギミッ
クを完全に覆うようにしてもよいし、図７８（ｃ）、図７９（ａ）のように演出部材７１
０が回転を終了して何れか一方のギミックが上側位置に突出し終わった状態ではカバー部
７５０を下方に退避させて覆わないようにしてもよい。
　要するに、演出部材が回転している期間中だけカバー部を上側に移動させて演出部材を
覆う（演出用空間内に収容する）ように構成することにより、遊技者の手と動作中の演出
部材（ギミック）とが接触する事態を防止できる。
【０１２８】
　図７９（ａ）では三日月を象った一方のギミック７７０が上方に位置しており、遊技盤
面上の遊技の進行状態、演出の進行状態に適合した演出を実現している。この際、ギミッ
ク７７０と遊技者との接触を避けるために、（ｂ）のようにカバー部によってギミックを
覆っても良い。また、（ｃ）のように突出状態にあるカバー部内において演出部材７１０
を回転させることにより星形の他方のギミック７７１を上方に出現させることができる（
（ｄ））。
　或いは、カバー部を常時、第２通穴６０１から上方に突出させることによって演出用空
間を第２通穴上に形成しておき、この演出用空間内で可動部材としての演出部材７１０を
動作させるようにしてもよい。
【０１２９】
　次に、図８０（ａ）乃至（ｄ）は第２演出部における演出部材とカバー部の動作を示し
た要部縦断面図である。
　同図（ａ）のように一方のギミック７７０が上方に位置している際にはカバー部７５０
によって覆われていないが、演出部材７１０を回転させて他方のギミック７７１を上方に
出現させる場合には（ｂ）（ｃ）（ｄ）に示すようにカバー部を回転させてギミック７７
０を覆った状態としてから、カバー部内の演出用空間内で演出部材を回転させる。
　なお、カバー部用の駆動機構７６０を構成するモータ７６１と中間ギヤ７６２との間、
或いは中間ギヤ７６２とギヤ部７５０ｂとの間に、図示しないトルクリミッタを設けてお
くことにより、カバー部７５０の回転時に過大な負荷が加わったときにトルクリミッタに
よって駆動力の伝達を遮断してカバー部７５０の動作を停止させたり、逆方向へ戻し回転
するように構成するのが好ましい。このように構成すれば、図８０（ａ）のように第２通
穴６０１内に退避していたカバー部が（ｂ）のように上側に反転移動する際に、遊技者の
指等と接したとしてもカバー部の回転を停止させたり、少ない抵抗で逆戻りさせる（押し
戻す）ことにより、安全を図ることができる。
【０１３０】
　以上のように本実施形態においても、演出ボタン（第１演出部）を第１通穴から昇降さ
せる動作に応じて、第２通穴から第２演出部を突出させることにより、演出ボタンとの協
働により意外性のある外観を作出して、演出効果（変形の意外性による演出効果）を高め
ることができる。第２演出部の原位置、原形復帰時には、演出ボタンのみが皿ユニット面
に視認できるので、通常の遊技中における違和感がなくなる。
【０１３１】
＜第２の本発明：第３の実施形態＞
　次に、図８１乃至図９６に基づいて第２の本発明の第３の実施形態に係る演出ボタン装
置について説明する。
　図８１は第２の本発明の第３の実施形態に係る演出ボタン装置を用いた遊技機の一例と
してのパチンコ遊技機の構成例を示した全体正面図である。
　図８１において、遊技機１は、遊技店の島設備に取り付けられる外枠（枠体）２と、外
枠２により一方の縦辺を回動可能に支持された内枠（枠体）３と、を備えている。内枠３
には遊技球が流下する遊技領域１３が形成された遊技盤１２が設けられている。内枠３は
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、遊技盤１２の前方（遊技者側）において遊技領域１３を視認可能に覆うガラス板（図示
しない）を支持している。
【０１３２】
　外枠２には、遊技盤１２、遊技盤の背面に固定される図示しないベース枠体、及びベー
ス枠体の背面に固定される画像表示ユニット（画像表示装置、画像表示カバー）からなる
図示しない遊技盤ユニットが開閉自在に組み付けられている。
　内枠３には、回動操作されることにより遊技領域１３に向けて遊技球を発射させる操作
ハンドル４と、皿ユニット（演出ユニット）５と、押圧操作により演出態様を変更させる
ための演出ボタン装置（演出装置）８００等が設けられている。
　演出ユニットの一例としての皿ユニット５は、内枠３の下側に前方へ突出して設けられ
ており、皿ユニット５には、複数の遊技球を貯留する受け皿６が設けられている。この受
け皿６は、操作ハンドル４の方向側に遊技球が流下するように下りの傾斜を有している。
そして、遊技者が操作ハンドル４を回動させると、遊技球が遊技領域１３に発射されるこ
ととなる。
【０１３３】
　上記のようにして発射された遊技球がレール１５ａ、１５ｂ間を上昇して玉戻り防止片
１５ｃを超えると、遊技領域１３に到達し、遊技領域１３内を落下する。このとき、遊技
領域１３に設けられた複数の釘や風車によって、遊技球は予測不能に落下することとなる
。
　遊技盤１２、及び遊技領域１３の構成については、図１と同一部分には同一符号を付し
、重複した説明は省略する。
　皿ユニット５の上面には、一般的にチャンスボタンと呼ばれる演出ボタン装置８００が
配置されている。演出ボタン装置８００の操作は、例えば遊技中における特定のリーチ演
出に際し、演出ボタン装置８００の操作を促すガイダンスが画像表示装置１７に表示され
ている間有効となる。
【０１３４】
　次に、図８２は第２の本発明の第１の実施形態に係る演出ボタン装置の皿ユニット上に
おける配置例を示す正面側斜視図であり、（ａ）は演出ボタンが通常操作位置にある状態
を示し、（ｂ）は演出ボタンが突出位置にある状態を示している。
　図８３は本例に係る演出ボタン装置（第１演出部、第２演出部）の全体構成を示す外観
斜視図であり、図８４は本例に係る演出ボタン装置の全体構成を示す分解斜視図であり、
図８５は第２演出部の構成を示す分解斜視図である。
　図８６乃至図９０は演出ボタン装置の第１及び第２演出部の構成、及び動作を説明する
為の外観斜視図であり、図８６は演出ボタン及び演出用空間形成部材の初期状態（通常操
作位置状態）を示し、図８７は演出ボタン装置が第２位置に突出し、且つ演出用空間形成
部材が反転開始した状態を示し、図８８は演出ボタンが第２位置に突出し、且つ演出用空
間形成部材が１８０度反転を終了した状態を示し、図８９は演出ボタンが第１位置に退避
した状態を示し、図９０は演出用空間形成部材が作動して演出ボタンを包囲した状態を示
している。図９１（ａ）乃至（ｄ）は第２演出部における装飾機構の動作説明図である。
　図９２乃至図９６は、第２の本発明の第３実施形態に係る演出ボタン装置の構成及び動
作を説明するための縦断面図である。
【０１３５】
　本実施形態に係る演出ボタン装置８００は、遊技盤よりも遊技者側に突出した皿ユニッ
ト５と、皿ユニット（上部ベース部１５０）に設けた第１通穴７内に退避（下降）した第
１位置と該第１位置よりも第１通穴外へ突出した第２位置とを含めた経路内を進退する第
１演出部５０と、第１演出部５０を動作させる駆動機構８５０と、第１通穴７とは異なる
皿ユニット（上部ベース部１５０）部位に設けた少なくとも一つの第２通穴８０１内に配
置されて第１演出部５０と連動して、又は連動せずに、或いは異なったタイミングで演出
動作する（出没する）第２演出部９００と、を備え、第２演出部９００は、第２通穴８０
１から外部へ突出したときに第１演出部５０と接近、係合、係止、相互装飾、又は合体し



(39) JP 2016-215068 A 2016.12.22

10

20

30

40

50

、或いは第１演出部の少なくとも一部にかぶさるように動作することにより、第１演出部
の外観を変化（装飾）させる手段である。例えば、第２演出部９００は、第１演出部５０
の全部又は一部を覆うことにより、遊技機の演出内容に登場するキャラクタの外観を表す
ようにする。
　更に、演出ボタン装置８００は、皿ユニット５（上部ベース部１５０）の上面に形成し
た第１通穴７内において出没動作（上下動作）する演出ボタン５０、及び第２通穴８０１
内から出没動作する第２演出部９００の外面を包囲するように固定的、或いは可動的に配
置されたカバー部（演出用空間形成部材）２００と、を概略備えている。
【０１３６】
　図８４等に示すように、演出ボタン（第１演出部）５０を構成する押しボタン本体５０
Ａの中央上面の凹所内には、演出ボタンが操作されたことを検出するセンサから成る演出
ボタン検出部５２が設けられており、この演出ボタン検出部５２が遊技者の押下げ操作を
検出すると検出信号が出力され、この検出信号に基づいて、演出制御基板は更なる演出を
行う制御をする。本例では、演出ボタン検出部５２の上方にはカバー部２００の上面が位
置しているため、押しボタン本体５０Ａが第２位置にある時、その他の時にカバー部の上
面を押圧することにより演出ボタン検出部５２が押し下げられることになる。
　なお、演出ボタン５０（演出ボタン検出部）は押下げするタイプに限らず、タッチパネ
ル方式を採用した入力パッド等であってもよい。
【０１３７】
　演出ボタン５０を構成する押しボタン本体５０Ａは、皿ユニット５の上面に開口形成さ
れた第１通穴（ボタン穴）７内に収容されて図８３、図８６、図８９等に示した第１通穴
７内に最も退避（下降）した第１位置と、第１位置よりも突出した第２位置（図８２、図
８７、図８８等）とを含めた出没経路に沿って進退移動する。第２位置は、演出ボタンの
最上昇位置である必要はなく、単なる通過点としてもよい。
　演出ボタン（第１演出部）５０を構成する押しボタン本体５０Ａは、弾性部材５４によ
って上方に付勢されている。このため、押しボタン本体５０Ａの上面を押圧した時に演出
ボタン検出部５２がオンすると同時に、押しボタン本体は皿ユニット上面（通穴７）に対
して押し込まれた状態となる。
【０１３８】
　装飾体ユニット（第２演出部）９００は、本例では演出ボタン５０の左右両側にそれぞ
れ配置された第２通穴８０１内に退避（下降）した第１位置と、各第２通穴８０１から上
方に突出した第２位置との間で進退自在に構成されている。
　第１通穴７と第２通穴８０１の位置関係、形状、個数として図示した構成例は例示に過
ぎず、種々のバリエーションが可能である。例えば、第１通穴と第２通穴が連通する一つ
の穴を形成していてもよい。
　演出ボタン５０を上下動作させる手段である駆動機構８５０は、下部ベース部８８０の
中央部に下部を固定されて上向きに突出する螺旋部材ガイド手段８５１と、螺旋部材ガイ
ド手段８５１によって内周を回転不能且つ上下動自在に支持されて外周面に螺旋状部８５
５ａを有した螺旋部材８５５と、螺旋部材８５５の上部に下部を同軸状に組み付けられて
一体的に上下動する昇降中心部材８６０と、下部ベース部８８０上に立設固定されたモー
タホルダ８６５により支持されたモータ８６６と、モータ８６６の上部に突出した出力軸
に一体化され、螺旋部材８５５の螺旋状部８５５ａと噛合した螺旋ギヤ８６７と、を有す
る。
　モータ８６６の正逆転によって螺旋ギヤ８６７が正逆転することにより、回転を規制さ
れた螺旋部材８５５は螺旋部材ガイド手段８５１の外周面に沿って昇降する。
【０１３９】
　図８４に示すように、昇降中心部材８６０の側面には二本の突条を上下方向へ配置した
係止溝８６０ａが設けられており、この係止溝８６０ａ内には押しボタン本体５０Ａの内
周面から突出した図示しない被係止片の先端が嵌合されることにより、押しボタン部材の
回転を阻止すると共に、上下方向への移動を許容する。
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　図９２等に示すように下方が開放した中空の螺旋部材８５５は、下部ベース部８８０の
上面に下部を固定されて上方に突出した螺旋部材ガイド手段８５１によって内部を上下動
自在、且つ回転不能に支持されている。
【０１４０】
　螺旋部材ガイド手段８５１は、中心部に棒状部８５１ａを有し、棒状部８５１ａの外径
側に所定のギャップを隔てて同心状に筒状部８５１ｂを有する。螺旋部材８５５の内周面
は筒状部８５１ｂの外周面と接触することにより、安定した軌道により上下動することが
できる。棒状部８５１ａの外周面、即ち棒状部と筒状部との間の円筒状のギャップ内には
コイルバネ（螺旋部材付勢用の弾性部材）８５７が配置されており、コイルバネ８５７は
螺旋部材８５５を上方に突出させる方向へ付勢する（図９３）。
　螺旋部材ガイド手段８５１が螺旋部材８５５を回転不能、且つ上下動可能に支持する構
成は、例えば筒状部８５１ｂの外周面に設けた上下方向へ伸びる縦溝内に螺旋部材内周面
に設けた上下方向へ伸びる突条を嵌合させる等により実現できる。螺旋部材８５５が回転
しない結果、螺旋部材上に固定された昇降中心部材８６０も回転せずに昇降する。
【０１４１】
　図８４、図９２等に示すように、本例では、コイルバネ８５７の外周面と筒状部８５１
ｂの内周面との間に円筒状のバネホルダ８５８が配置されている。バネホルダ８５８の上
部開口の内面には雌螺子部（図１７中の雄螺子部１０８ａに相当）が形成されており、こ
の雌螺子部には蓋部材８５８ｂ（図１７中の蓋部材１０８ｂに相当）に突設した円筒状の
雄螺子部（図１７中の雄螺子部１０８ｃに相当）が螺着する。蓋部材８５８ｂは雄螺子部
の内側でコイルバネ８５７の上部を支持しており、コイルバネを筒状部８５１ｂ内に配置
した状態で蓋部材８５８ｂをバネホルダ８５８の上部開口に螺着することにより、コイル
バネがバネホルダを常時上向きに付勢した状態となる。また、蓋部材８５８ｂの中心部に
は雌螺子部が設けられており、雌螺子部は螺旋部材８５５の上部に設けた穴８５５ｂを介
してボルト（図１７のボルト１０９に相当）によりバネホルダ８５８の上部を螺旋部材８
５５に固定するのに用いられる。
　上部ベース部１５０は下部ベース部８８０上に所定の配置で複数本立設された柱部材８
８１により下面を支持されている。
【０１４２】
　また、駆動機構８５０は、駆動機構ホルダ８８２によって保持され、駆動機構ホルダ８
８２は第１通穴７内に上部を嵌合されている。また、駆動機構ホルダ８８２の上部に設け
た円形穴８８２は押しボタン本体５０Ａの外周面をガイドする。
　カバー部２００は、可動部材としての第１演出部５０と、第２演出部９００を常時覆う
ことによって演出用の空間を形成する手段であり、少なくとも一部が透明、又は半透明と
なっている。
　カバー部２００は、第１演出部、及び第２演出部全体を覆うカバー部本体２３０と、カ
バー部本体の上面中央部に形成された開口部２３０ａ内に外周縁（裾部）２３２ｂを支持
された被押圧部材２３２と、を備えている。被押圧部材２３２は、略半球状の被押圧部２
３２ａと、被押圧部２３２ａの外周縁から張り出した裾部２３２ｂと、を備え、裾部２３
２ｂを開口部２３０ａの内周に固定した状態で被押圧部２３２ａを押圧すると被押圧部２
３２ｂが弾性変形して下方に撓むように構成されている（図９３等）。また、本例では被
押圧部２３２ｂの下面に押圧連設部材２３２ｃが配置されており、押しボタン本体５０Ａ
が第２位置に突出しているときに被押圧部２３２ｂを押圧すると押圧連設部材２３２ｃを
介して押しボタン本体５０Ａの上面に配置されたスイッチ部５２ａがオンされるように構
成されている。
【０１４３】
　各図に示すように、駆動機構８５０の両側方の下部ベース８８０上には、第２演出部（
装飾体ユニット）９００が配置されている。
　各第２演出部（装飾体ユニット）９００は、第１演出部５０の両側方の下部ベース８８
０上に立設された略Ｕ字状の支持ベース部材９０１と、各支持ベース部材９０１によって
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回動自在に軸支された装飾機構９１０と、装飾機構９１０を駆動する装飾駆動機構９３０
と、を備えている。
　装飾機構９１０は、支持ベース部材９０１の対向する２つの支持壁９０２の上端部に設
けた支持穴９０２ａによって軸部材９３４の軸端部を回転自在に軸支された円形平板状の
回転ベース部材９２１と、回転ベース部材９２１の一面に搭載されて第１演出部５０に向
けて進退移動する演出部材９２５と、同じく回転ベース部材９２１の一面に搭載されて演
出部材９１５を駆動する演出部材駆動機構９５０と、を概略備えている。
【０１４４】
　本例では第２通穴８０１を円形穴としているため、回転ベース部材９２１は円盤状であ
る。
　装飾駆動機構９３０は、一方の支持壁９０２に固定されたモータ９３１と、支持壁９０
２により回転自在に軸支され、且つモータの出力ギヤ９３１ａと噛合する従動ギヤ９３２
と、を有し、従動ギヤ９３２は回転ベース部材９２１内（挿通穴９２１ａ）を貫通して一
体化された軸部材９３４の軸端部（支持穴９０２ａから外側へ突出）に一体化されている
。このため、モータ９３１からの駆動力は従動ギヤ９３２、軸部材９３４を介して回転ベ
ース部材９２１に伝達されてこれを回転させる。
　回転ベース部材９２１に搭載された演出部材駆動機構９５０は、回転ベース部材に固定
されたモータホルダ９５１により支持されたモータ９５２と、モータの出力軸に固定され
た出力ギヤ９５２ａと、モータホルダ９５１に側面により回転自在に軸支され、且つ出力
ギヤ９５２ａと噛合する従動ギヤ９５３と、回転ベース部材９２１の一面上に所定の間隔
を隔てて突設された２つの軸支部９５５の支持穴によって両端部回転自在に軸支された棒
螺子９５６と、棒螺子９５６の一方の軸端部に固定されて従動ギヤ９５３からの駆動力の
伝達を受ける中間ギヤ９５７と、を有する。本例では、棒螺子９５６は、回転ベース部材
９２１の一面上を直径方向に伸びており、軸部材９３４と平行に配置されている。なお、
棒螺子の伸びる方向と、軸部材の伸びる方向とは必ずしも平行である必要はない。
【０１４５】
　各演出部材９２５は、半球状体を１／２に分割した構成を備えた演出部材本体（演出部
材本体）９２６と、演出部材本体９２６の外側裾部に固定された雌螺子部材９２７と、を
備えている。装飾体本体９２６は、その少なくとも一部が透明、又は半透明であってもよ
いし、全面的に不透明であってもよい。２つの演出部材本体９２６が最も接近した際には
、図８３に示したように内側端縁同士が合体して半球（ドーム）状となり、内部に演出ボ
タン５０を収容する。また、２つの演出部材本体９２６が離間した時には、演出ボタン５
０を出現させる。
　装飾体本体９２６の形状として図示したものは一例に過ぎず、その形状としては種々の
バリエーションを考え得る。また、２つの装飾体本体９２６の内側端縁は図示のようにス
トレート状（非凹凸状）にカットされている必要はなく、凹凸、その他の不定形状であっ
てもよい。
　雌螺子部材９２７の内部に貫通形成された雌ネジ部９２７ａは、棒螺子９５６に挿通さ
れることにより、螺子棒９５６がモータ９５２によって正逆回転駆動される際に、雌螺子
部材９２７は螺子棒に沿って進退する。
　回転ベース部材９２１の他面は本例では平坦面とすることにより、図８２のようにこの
平坦面が上向きとなった時に演出ボタン５０の両側の皿ユニット上面を平坦化することが
できる。或いは、この他面に図示しない文字、符号等の記号や絵柄を描いたり、キャラク
ター等を表した立体的なギミックを配置してもよい。
　この際、演出ボタン５０に文字、符号等の記号や、絵柄を描いたり、演出ボタンの全部
、又は一歩の外観、形状をキャラクター等を表した立体的なギミック（装飾体）とするこ
とにより、装飾機構９２５側に表示された記号、形状等などとのコラボレーションによっ
て相互に装飾するようにしてもよい。
【０１４６】
　図９１（ａ）乃至（ｄ）は第２演出部における装飾機構の動作説明図であり、装飾駆動
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機構９３０を構成するモータ９３１を制御してその駆動力によって軸部材９３４と一体の
回転ベース部材９２１を回転駆動させることにより、装飾機構９１０を全体として３６０
度範囲内で任意に回転、停止させることができる。
　また、装飾機構９１０を構成するモータ９５２を別途制御することにより、棒螺子９５
６に沿って演出部材本体９２６を進退させることができる。
　図９１（ａ）では回転ベース部材９２１の平坦な他面が上向きとなっているが、モータ
９３１を駆動することにより、（ｂ）の中間形態を経て（ｃ）のように反転させた状態と
することができる。この反転状態において、モータ９３１を駆動することにより、（ｃ）
に示した退避位置にあった演出部材本体９２６を演出ボタン５０側へ移動させることがで
きる。本例では、各演出部材本体９２６は各回転ベース部材９２１の端縁を越えて移動し
て演出ボタン５０を覆う。
　なお、カバー部２００に文字、符号等の記号や、絵柄を描いたり、カバー部の全部、又
は一部の外観、形状をキャラクター等を表した立体的なギミックとすることも可能である
。
　また、演出ボタン５０や演出部材９２５に文字、符号等の記号や、絵柄を描いたり、演
出ボタンの外観、形状をキャラクター等を表した立体的なギミックとすることにより、カ
バー部側に表示された記号、形状等などとのコラボレーションによって相互に装飾するよ
うにしてもよい。
【０１４７】
　次に、図８６乃至図９６に基づいて、本実施形態の動作について説明する。
　図８６、図９２は本発明の演出ボタン装置８００の初期状態を示しており、この初期状
態では、演出ボタン５０は第１位置にあり、各第２演出部（装飾体ユニット）９００も第
１位置にある。
　回転ベース部材９２１は平坦な面を水平にして上向きとしており、第２通穴８０１を塞
ぐと共に上部ベース部１５０の上面と略面一となっている。
　この状態では、図９２に示すように、演出ボタン５０が下降した第１位置にあるため、
カバー部２００を構成するカバー部本体２３０の中央に配置された被押圧部材２３２との
間に離隔距離がある。このため、遊技者が被押圧部材２３２を押圧しても演出ボタンをオ
ンさせることができない。
【０１４８】
　次に、図８７、図９３は、演出ボタン５０が第２位置に突出し、且つ装飾機構９１０が
回転を開始している状態を示しており、この中間形態を経て図８８、図９４に示した反転
した状態に移行する。制御手段はこの反転終了状態でモータ９３１を停止させて回転ベー
ス部材９２１の姿勢を保持する。
　図９３に示した反転途中の状態においては演出ボタン５０が第２位置に達しているため
、被押圧部材２３２を押圧することにより、演出ボタン検出部５２を押圧してオンするこ
とができる。
　また、図９４に示した反転完了状態においても、被押圧部材２３２を押圧することによ
り、演出ボタン検出部５２を押圧してオンすることができる。
【０１４９】
　図８８、図９４の反転終了状態では、装飾機構９１０を搭載した各回転ベース部材９２
１の他面側が上向きとなっている。この時、各回転ベース部材上の各演出部材本体９２６
は初期位置にある。この状態では、演出ボタン５０は第２位置に突出しているため、各演
出部材本体９２６を内側（横方向）に移動させたとしても演出ボタンを包囲することはで
きない。
　そこで、演出ボタンを包囲するために、図８９、図９５に示すように演出ボタン５０だ
けを下降させ、続いてモータ９５２を駆動して各演出部材本体９２６を内側に移動させる
ことによって図９０、図９６に示すように演出ボタン５０を２つの各演出部材本体９２６
によって包囲する。
　このように、第２演出部９００は、第２通穴８０１から外部へ突出したときに演出ボタ
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ン（第１演出部）５０と接近、係合、係止、相互装飾、又は、合体し、或いは演出ボタン
の少なくとも一部にかぶさるように動作することにより、演出ボタンの外観を変化（装飾
）させることができる。
【０１５０】
　例えば、演出部材本体９２６に図柄、文字、符号等を表示しておくことにより、演出ボ
タンを包囲した（覆った）時に演出ボタンを隠蔽することによりそれまでとは異なった外
観装飾を実現できる。或いは、演出部材本体の少なくとも一部を透明、又は半透明とする
ことにより、包囲した演出ボタンの一部が透視できるように構成し、演出ボタンとのコラ
ボレーションによって異なった外観装飾を得るようにしてもよい。この結果、遊技盤面上
の遊技の進行状況に対応した多様な演出を実現することができる。
　なお、上記実施形態では、演出部材本体９２６が演出ボタン５０全体を包囲する（被さ
る）ようにしたが、演出ボタンの一部のみを包囲、被覆したり、演出ボタンに接近、係合
、係止、或いは合体することにより、異なった外観を得るようにしてもよい。
　更に、演出ボタンの外観デザインと演出部材本体の外観デザインが相互に装飾し合う関
係となるようにしてもよい。相互に装飾し合うとは、例えば演出ボタンの外観デザインと
演出部材本体の外観デザインとが組み合わさることによって、統一的な外観デザインを構
成することを意味する。
【０１５１】
　本実施形態では、第２演出部９００を、第２通穴８０１から出る過程、或いは出た後で
任意の方向（本例では、横方向）に移動させて第１演出部５０側に接近、係合、係止、又
は、合体し、或いは第１演出部の少なくとも一部を覆うようにしているが、これは一例に
すぎない。
　第２演出部９００が第２通穴８０１から出る過程、或いは出た後で横方向移動するので
はなく、変形（拡大）することにより第１演出部側に接近するように動作させてもよい。
　このように本実施形態では、演出ボタン（第１演出部）５０を第１通穴７内で昇降させ
る動作に応じて、第２通穴８０１から第２演出部９００を突出、移動、変形させることに
より、演出ボタンの少なくとも一部を覆ったり、演出ボタンとの協働により意外性のある
外観を作出して、演出効果を高めることができる（動作等の意外性による演出効果）。原
形復帰時には、演出ボタンのみが皿ユニット面に視認できるので、通常の遊技中における
違和感を無くすることができる。
　なお、第２演出部は、第１演出部を装飾せずに、独立して皿ユニット上に出没するもの
であってもよい。
【０１５２】
＜第２の本発明：第４の実施形態＞
　図９７は第２の本発明の第４の実施形態に係る演出ボタン装置を用いた遊技機の一例と
してのパチンコ遊技機の構成例を示した全体正面図である。
　図９７に示した遊技機１は、図８１に示した遊技機１と同一部分には同一符号を付し、
重複した構成、動作の説明は省略する。
　内枠３には、回動操作されることにより遊技領域１３に向けて遊技球を発射させる操作
ハンドル４と、皿ユニット５と、押圧操作により演出態様を変更させるための演出ボタン
装置１０００等が設けられている。
　皿ユニット（演出ユニット）５の上面には、一般的にチャンスボタンと呼ばれる演出ボ
タン装置（演出装置）１０００が配置されている。演出ボタン装置１０００の操作は、例
えば遊技中における特定のリーチ演出に際し、演出ボタン装置１０００の操作を促すガイ
ダンスが画像表示装置１７に表示されている間有効となる。
【０１５３】
　次に、図９８は第２の本発明の第４の実施形態に係る演出ボタン装置１０００の皿ユニ
ット上における構成例を示す斜視図であり、（ａ）は第１演出部（演出ボタン）が通常操
作位置にある状態を示し、（ｂ）は演出ボタンが突出位置にある状態を示し、（ｃ）は第
２演出部が突出位置にある状態を示している。
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　図９９は本例に係る演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜視図であり、図１００は演
出ボタン装置の分解斜視図であり、図１０１（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は演出ボタン装置の
動作態様を示す説明図であり、図１０２乃至図１０４は第１演出部と第２演出部の昇降動
作態様の一例を示す縦断面図である。
【０１５４】
　第４の実施形態に係る演出ボタン装置１０００は、遊技盤よりも遊技者側に突出した皿
ユニット５と、皿ユニット（上部ベース部１５０）に設けた第１通穴７内に退避（下降）
した第１位置と該第１位置よりも第１通穴外へ突出した第２位置とを含めた経路内を進退
する第１演出部５０と、第１演出部５０を動作させる駆動機構１０５０と、第１通穴７と
は異なる皿ユニット部位に設けた少なくとも一つの第２通穴１００１内に配置されて第１
演出部と連動して、又は連動せずに、或いは異なったタイミングで演出動作する（出没す
る）第２演出部１１００と、を備え、第２演出部１１００は、第２通穴１００１から外部
へ突出したときに第１演出部５０と接近、係合、係止、相互装飾、又は合体し、或いは第
１演出部の少なくとも一部にかぶさるように動作することにより、第１演出部の外観を変
化（装飾）させる手段である。例えば、第２演出部１１００は、第１演出部５０の全部又
は一部を覆うことにより、遊技機の演出内容に登場するキャラクターの外観を表すように
する。
　図１００に示すように、上部ベース部１５０には、第１演出部５０の外径とほぼ整合す
る位置に第１通穴７が係止され、第１通穴７の外径側に第２演出部１１００の外径とほぼ
整合する内周縁を有した環状の第２通穴１００１が連設されている。本例では、第１通穴
７と第２通穴１００１は一つの穴を形成している。
【０１５５】
　このように本例における第２通穴１００１は、第１通穴７の外周に（同心円状に）形成
された穴であり、第２演出部１００１は第１演出部５０の外周の少なくとも一部を包囲す
るように構成されており、第１演出部と第２演出部が突出した時（或いは、第２演出部の
みが突出した時）に、第１演出部の少なくとも一部を第２演出部が包囲できるように構成
されている。
　後述するように、演出ボタン装置１０００は、皿ユニット５の上面に形成した第１通穴
７内と第２通穴１００１内において出没動作（上下動作）する演出ボタン５０の外面を包
囲するように配置されて上下動する図示しないカバー部（演出用空間形成部材）と、を備
えていてもよい。
【０１５６】
　図１００等に示すように、演出ボタン（第１演出部）５０を構成する押しボタン本体５
０Ａの中央上面の凹所内には、演出ボタンが操作されたことを検出するセンサから成る演
出ボタン検出部５２が設けられており、この演出ボタン検出部５２が遊技者の押下げ操作
を検出すると検出信号が出力され、この検出信号に基づいて、演出制御基板は更なる演出
を行う制御をする。
　なお、演出ボタン５０（演出ボタン検出部）は押下げするタイプに限らず、タッチパネ
ル方式を採用した入力パッド等であってもよい。
【０１５７】
　演出ボタン５０を構成する押しボタン本体５０Ａは、皿ユニット５の上面に開口形成さ
れた第１通穴（ボタン穴）７内に収容されて図９８（ａ）、図１０１（ａ）、図１０２等
に示した第１通穴７内に退避（下降）した第１位置と、第１位置よりも突出した第２位置
（図９８（ｂ）（ｃ）、図１０１（ｂ）（ｃ）、図１０３、図１０４）とを含めた出没経
路に沿って進退移動する。第２位置は、演出ボタンの最上昇位置である必要はなく、単な
る通過点としてもよい。
　演出ボタン（第１演出部）５０を構成する押しボタン本体５０Ａは、ギャップＧ内に配
置された弾性部材５４によって上方に付勢されている。このため、押しボタン本体５０Ａ
の上面を押圧した時に演出ボタン検出部５２がオンすると同時に、押しボタン本体は皿ユ
ニット上面（通穴７）に対して押し込まれた状態となる。
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　演出部材（第２演出部）１１００は、本例では円筒状の演出ボタン５０の外周側に同心
円状に配置された中空円筒状（環状）の部材であり、演出ボタンとは独立して、第２通穴
１００１内に退避した第１位置と、第２通穴１００１外に突出した第２位置との間で進退
自在に構成されている。
　従って本例では、演出ボタン５０は、直接的には、演出部材１１００の中心穴１１００
Ａ内に出没自在に支持されている。
【０１５８】
　演出ボタン５０を上下動作させる手段である駆動機構１０５０は、下部ベース部１０８
０の中央部に下部を固定されて上向きに突出する螺旋部材ガイド手段１０５１と、螺旋部
材ガイド手段１０５１によって内周を回転不能且つ上下動自在に支持されて外周面に螺旋
状部１０５５ａを有した螺旋部材１０５５と、螺旋部材１０５５の上部に下部を同軸状に
組み付けられて一体的に上下動する昇降中心部材１０６０と、下部ベース部１０８０上に
立設固定されたモータホルダ１０６５により支持されたモータ１０６６と、モータ１０６
６の上部に突出した出力軸に一体化され、螺旋部材１０５５の螺旋状部１０５５ａと噛合
した螺旋ギヤ１０６７と、を有する。
　モータ１０６６の正逆転によって螺旋ギヤ１０６７が正逆転することにより、回転を規
制された螺旋部材１０５５は螺旋部材ガイド手段１０５１の外周面に沿って昇降する。
【０１５９】
　図１００に示すように、昇降中心部材１０６０の側面には二本の突条を上下方向へ配置
した係止溝１０６０ａが設けられており、この係止溝１０６０ａ内には押しボタン本体５
０Ａの内周面から突出した図示しない被係止片の先端が嵌合されることにより、押しボタ
ン部材の回転を阻止すると共に、上下方向への移動を許容する。
　図１００、図１０２乃至図１０４に示すように下方が開放した中空の螺旋部材１０５５
は、下部ベース部１０８０の上面に下部を固定されて上方に突出した螺旋部材ガイド手段
１０５１によって内部を上下動自在、且つ回転不能に支持されている。
【０１６０】
　螺旋部材ガイド手段１０５１は、中心部に棒状部１０５１ａを有し、棒状部１０５１ａ
の外径側に所定のギャップを隔てて同心状に筒状部１０５１ｂを有する。螺旋部材１０５
５の内周面は筒状部１０５１ｂの外周面と接触することにより、安定した軌道により上下
動することができる。棒状部１０５１ａの外周面、即ち棒状部と筒状部との間の円筒状の
ギャップ内にはコイルバネ（螺旋部材付勢用の弾性部材）１０５７が配置されており、コ
イルバネ１０５７は螺旋部材１０５５を上方に突出させる方向へ付勢する（図１０３、図
１０４）。
　螺旋部材ガイド手段１０５１が螺旋部材１０５５を回転不能、且つ上下動可能に支持す
る構成は、例えば筒状部１０５１ｂの外周面に設けた上下方向へ伸びる縦溝内に螺旋部材
内周面に設けた上下方向へ伸びる突条を嵌合させる等により実現できる。螺旋部材１０５
５が回転しない結果、螺旋部材上に固定された昇降中心部材１０６０も回転せずに昇降す
る。
【０１６１】
　図１００、図１０２等に示すように、本例では、コイルバネ１０５７の外周面と筒状部
１０５１ｂの内周面との間に円筒状のバネホルダ１０５８が配置されている。バネホルダ
１０５８の上部開口の内面には雌螺子部（図１７中の雄螺子部１０８ａに相当）が形成さ
れており、この雌螺子部には蓋部材１０５８ｂ（図１７中の蓋部材１０８ｂに相当）に突
設した円筒状の雄螺子部（図１７中の雄螺子部１０８ｃに相当）が螺着する。蓋部材１０
５８ｂは雄螺子部の内側でコイルバネ１０５７の上部を支持しており、コイルバネを筒状
部１０５１ｂ内に配置した状態で蓋部材１０５８ｂをバネホルダ１０５８の上部開口に螺
着することにより、コイルバネがバネホルダを常時上向きに付勢した状態となる。また、
蓋部材１０５８ｂの中心部には雌螺子部が設けられており、雌螺子部は螺旋部材１０５５
の上部に設けた穴１０５５ｂを介してボルト１０５９によりバネホルダ１０５８の上部を
螺旋部材１０５５に固定するのに用いられる。
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　駆動機構１０５０の両側方の下部ベース１０８０上には、夫々四角い環状の固定ガイド
部材１０８１が立設されており、各固定ガイド部材１０８１の下片にはパンタグラフ式の
伸縮ガイド部材１０８６の２つの下端部のうちの一方に設けたピン１０８６ａを支持する
小孔１０８１ａと、他方のピン１０８６ｂを支持する長穴１０８１ｂとが形成されている
。小孔１０８１ａは一方のピン１０８６ａを回動自在に軸支し、長穴１０８１ｂは他方の
ピン１０８６ｂをスライド自在に支持する。一方、演出部材（第２演出部）１１００の対
向する２つの側面には、伸縮ガイド部材１０８６の２つの上端部のうちの一方に設けたピ
ン１０８７ａを支持する小孔１１００ａと、他方のピン１０８７ｂを支持する長穴１１０
０ｂとが形成されている。小孔１１００ａは一方のピン１０８７ａを回動自在に軸支し、
長穴１１００ｂは他方のピン１０８７ｂをスライド自在に支持する。このため、第２演出
部１１００は安定した軌道に沿って昇降することができる。
【０１６２】
　また、２つの固定ガイド部材１０８１の間の下部ベース１０８０上には、演出部材１１
００を昇降させる駆動機構１０９０が配置されている。駆動機構１０９０は、図１００、
図１０２等に示すように、下部ベース１０８０上に立設されたギヤホルダ１０９１と、ギ
ヤホルダの外側に固定されたモータ１０９２と、ギヤホルダの上部において回転自在に軸
支されてモータの出力ギヤ１０９２ａによって回転駆動される従動ギヤ１０９３と、従動
ギヤの軸部に一体化された小径のピニオンギヤ１０９３ａと、演出部材１１００の側部か
ら下方に一体的に伸びてピニオンギヤ１０９３ａによって昇降駆動されるラックギヤ１０
９４と、を備える。
　モータ１０９２を正逆回転することにより従動ギヤ１０９３を回転させると、ピニオン
ギヤ１０９３ａがラックギヤ１０９４を介して演出部材１１００を昇降させる。
【０１６３】
　図１０１（ａ）及び図１０２（ａ）は、演出ボタン５０と演出部材１１００が共に、第
１位置に退避した状態を示している。この状態では演出ボタン５０は演出部材の中心穴１
１００Ａ内に埋没している。この状態で演出ボタンを押圧することにより演出ボタン検出
部５２をオンするようにしてもよい。
　図１０１（ｂ）及び図１０２（ｂ）は、駆動機構１０５０が作動して演出ボタン５０だ
けを突出させた状態を示している。この状態では演出ボタン５０は演出部材の中心穴１１
００Ａから上方に突出している。この状態で演出ボタンを押圧することにより演出ボタン
検出部５２をオンするようにしてもよい。
　図１０１（ｃ）及び図１０２（ｃ）は、更に、駆動機構１０９０が作動して演出部材１
１００をも突出させた状態を示している。この状態では演出ボタン５０と演出部材１１０
０は共に突出状態にある。この状態で演出ボタンを押圧することにより演出ボタン検出部
５２をオンするようにしてもよい。
　演出ボタン５０と演出部材１１００の出没タイミングを夫々個別に、且つ種々異ならせ
たり、変化させることにより演出効果を高めることができる。
【０１６４】
　また、演出部材１１００上の絵柄、文字、ギミックと、演出ボタン５０側の絵柄、文字
、ギミック等をコラボレーションさせることにより、遊技盤面上の遊技の進行状況に対応
した多様な演出を実現することができる。
　なお、演出ボタン装置１０００は、演出ボタン５０、及び演出部材１１００の外面を包
囲するように配置されて上下動する図示しないカバー部（演出用空間形成部材）と、を備
えていてもよい。
　本例では、演出ボタン検出部５２の上方にカバー部の上面が位置することとなるため、
カバー部の上面を押圧することにより演出ボタン検出部５２が押し下げられることになる
。
　図示しないカバー部２の構成は、第１の本発明におけるカバー部と同様であり、演出ボ
タン５０の上面、及び外周面を包囲して演出ボタンと共に上下動する上カバー片（第１カ
バー片）と、演出部材１１００が皿ユニット５の上面よりも上方に突出した状態にある時
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にその外面を覆って遊技者の手指が演出部材に触れないように保護する下カバー片（第２
カバー片）と、を設ける。
　このように本実施形態では、演出ボタン（第１演出部）５０を第１通穴７内で昇降させ
る動作に応じて、第２通穴１００１から第２演出部１１００を突出、移動させることによ
り、演出ボタンの少なくとも一部を覆ったり、演出ボタンとの協働により意外性のある外
観を作出して、演出効果を高めることができる（動作等の意外性による演出効果）。原形
復帰時には、演出ボタンのみが皿ユニット面上に突出しているので、通常の遊技中におけ
る違和感を無くすることができる。
【０１６５】
＜第２の本発明の構成、作用、効果のまとめ＞
　第２の本発明に係る遊技機は、遊技盤よりも遊技者側に突出した演出ユニットと、該演
出ユニットにおける第１位置と、該第１とは異なる第２位置とを含めた経路内を進退する
第１演出部と、前記第１演出部とは異なる演出ユニット部位に配置されて前記第１演出部
と連動して、連動せずに、又は異なったタイミングで演出動作する第２演出部と、を備え
たことを特徴とする。
　第２の本発明に係る遊技機の他の構成例は、第１演出部は、前記演出ユニットに設けた
第１通穴内に退避した第１位置と該第１位置よりも第１通穴外へ突出した第２位置とを含
めた経路内を進退し、第２演出部は、第１通穴とは異なる演出ユニット部位に設けた第２
通穴内に配置されて第１演出部と連動して、連動せずに、又は異なったタイミングで演出
動作することを特徴とする。
　第１演出部とは別個に動作する第２演出部を設けて、第１演出部と連動して、或いは連
動せずに独立して演出動作させるようにしたものである。これによれば演出ボタンとして
の第１演出部との関わりにおいて、皿ユニット上の空間を演出用に有効活用することが可
能となる。
演出ユニットとしては、皿ユニットの他にも、遊技盤の右、左、上方、又は斜め方向に配
置されて前方に突出する部位を全て含むものである。このことは以下に説明する他の発明
においても同様である。
　また、第１演出部としては、皿ユニット等の演出ユニット上（演出ユニット面）に配置
されるチャンスボタンの他に、ダイヤル（回転体）、スライド式操作部、レバー、タッチ
パネル等を想定することができる。
【０１６６】
　第２の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第２演出部は、第２通穴から外部へ突出
したときに前記第１演出部と接近、係合、係止、相互装飾、若しくは合体するか、又は第
１演出部の少なくとも一部を覆うことにより、第１演出部を装飾することを特徴とする。
　第２演出部と第１演出部との関わりは、例えば第２演出部が第１演出部に接近したり、
第１演出部と係合したり、第１演出部に係止したり、両者が相互装飾したり、或いは両者
が合体することにより実現される。更に、第２演出部が第１演出部の少なくとも一部を覆
うようにしてもよい。
　第２演出部が第１演出部に接近するとは、第２演出部が横方向、斜め方向、上下方向、
その他のへ移動（変形）可能に構成されていることによって、第１演出部から離間した位
置から第２演出部に接近した位置まで移動（変形）し、第１演出部を装飾したり、第１演
出部との関わりにおいて演出を行うことを意味する。
【０１６７】
　第２演出部が第１演出部と係合、係止するとは、第２演出部の少なくとも一部が第１演
出部の少なくとも一部と接触（近接）することにより、第１演出部を装飾したり、第１演
出部との関わりにおいて演出を行ったり、一方が他方の外観、形状を変化させたり、装飾
するなどの場合を含むものである。
　第２演出部が第１演出部と相互装飾するとは、両者が接近、係合、係止等することによ
り、相互に装飾し合う場合を含むものである。
　第２演出部が第１演出部と合体するとは、文字通り両者が合体、結合、連結等して組み
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合わさることにより、一方が他方を装飾したり、一方の全体形状、或いは一部形状を変化
させる等、両者の関わりによって演出を行う場合を含むものである。
　第２演出部が第１演出部の少なくとも一部を覆うとは、第２演出部が第１演出部の一部
を覆うことにより、一方が他方を装飾したり、一方の全体形状、或いは一部形状を変化さ
せる等、両者の関わりによって演出を行う場合を含むものである。
【０１６８】
　第２の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第２演出部を、第２通穴から出る過程、
或いは該第２通穴から出た後で任意の方向へ移動させるか、変形させて第１演出部側に接
近するように動作させることを特徴とする。
　第２演出部は第２通穴から出没する構成であるため、出没動作の過程で移動、変形する
ことにより、第１演出部を装飾したり、第１演出部との関わりにおいて演出を行ったり、
一方が他方の外観、形状を変化させる。
　第２の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第２通穴は、第１通穴の外周に形成され
た穴であり、第２演出部は第１演出部の外周の少なくとも一部を包囲するように構成され
ており、第２演出部が突出した時に、第１演出部の少なくとも一部を第２演出部が包囲す
ることを特徴とする。
　この構成は、例えば、第１演出部の外周面側に同心円状に第２演出部を配置して夫々独
立して出没動作させる場合を含むものである。この場合、第１通穴は、大径の第２通穴の
中心部に位置する空間の一部となり得る。
【０１６９】
　第２の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第２通穴に第２演出部が収納された状態
では、第２演出部が第２通穴の少なくとも一部を塞ぐことを特徴とする。
　例えば、第１演出部が通常操作位置（第１通穴内）に退避している時に、第２演出部を
第２通穴内に退避させる一方で、第２演出部の一部により第２通穴の少なくとも一部を閉
塞して皿ユニット上に第２演出部を出現させないようにする。第２通穴が塞がれているこ
とにより、皿ユニット面がフラットとなり、違和感をもたらすことが無くなる。
　第２の本発明に係る遊技機の他の構成例では、第２演出部は、第１演出部を装飾せずに
、独立して皿ユニット上に出現することを特徴とする。
　第２演出部を、第１演出部の装飾とは関係なく、独立別個に第２通穴から出現させるよ
うに演出してもよい。
【０１７０】
《第３の本発明》
　第３の本発明に係る遊技機では、遊技盤１２よりも前方（遊技者側）に突出した皿ユニ
ット（演出ユニット）５と、該皿ユニットに設けた通穴７内に退避した第１位置と該第１
位置よりも通穴外へ突出した第２位置とを含めた経路内を進退する第１演出部５０と、少
なくとも第１演出部が第２位置に達したときに作動して演出動作する第２演出部６０と、
第１演出部、及び前記第２演出部を個別に、又は、連動して動作させる駆動機構１００、
２５０、３００、４５０と、第１演出部が第１位置にある時、第１演出部が第２位置に突
出した後、或いは、第１演出部が該第２位置に突出する過程で、第１演出部、及び／又は
、第２演出部の少なくとも一部を包囲する演出用の空間を形成する空間形成部材２００と
、を備えたことを特徴とする。
　空間形成部材は、第１の本発明等のように、これを皿ユニット上に出没したり、皿ユニ
ット上で移動する可動部材とすることにより、演出動作する第１演出部、及び／又は、第
２演出部を包囲して遊技者の手指が触れないようにする安全手段として機能する一方で、
第１演出部や第２演出部とのコラボレーションによって演出用に利用することもできる。
なお、空間形成部材は、皿ユニット上に固定配置される非可動部材としてもよい。
　空間形成部材は、第１演出部、第２演出部の少なくとも一部を覆うことにより、遊技者
の手指を保護する構成であってもよい。
　演出ユニットとしては、皿ユニットの他にも、遊技盤の右、左、上方、又は斜め方向に
配置されて前方に突出する部位を全て含むものである。
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　また、第１演出部としては、皿ユニット等の演出ユニット上（演出ユニット面）に配置
されるチャンスボタンの他に、ダイヤル（回転体）、スライド式操作部、レバー、タッチ
パネル等を想定することができる。
【０１７１】
　第３の本発明に係る遊技機の他の構成例では、遊技盤よりも遊技者側に突出した皿ユニ
ット５と、該皿ユニットに設けた第１通穴７内に退避した第１位置と該第１位置よりも第
１通穴外へ突出した第２位置とを含めた経路内を進退する第１演出部５０と、第１通穴と
は異なる皿ユニット部位に設けた第２通穴８０１、１００１内に配置されて第１演出部と
連動して、又は第１演出部とは連動せずに、或いは第１演出部とは異なったタイミングで
演出動作する第２演出部７００、９００、１１０と、第１演出部が第１位置にある時、第
２位置に突出した後、或いは、該第２位置に突出する過程で、第１演出部、及び／又は、
第２演出部の少なくとも一部を包囲する演出用の空間を形成する空間形成部材７５０と、
を備えたことを特徴とする。
　第１演出部と第２演出部が皿ユニットの異なった部位に配置されて演出動作を行う構成
を採用した場合に、各演出部を構成する可動部品を遊技者の手指から非接触に保つために
空間形成部材を設ける。また、この空間形成部材はそれ自体の外観、デザイン、形状など
に工夫を凝らすことにより、演出手段としても利用することができる。空間形成部材は可
動部材としてもよいし、固定部材としてもよい。
【０１７２】
　第３の本発明に係る遊技機の他の構成例では、空間形成部材は、第１演出部を含む空間
、或いは第１演出部を含まない周辺の空間を包囲して演出用の空間を形成することを特徴
とする。
　空間形成部材は、第１演出部、或いは第２演出部のみならず、皿ユニット上の他の空間
を包囲することにより、可動部品から遊技者の手指を保護したり、演出手段の一部として
役立てることができる。
　第３の本発明に係る遊技機の他の構成例では、空間形成部材は、第１演出部を覆うと共
に該第１演出部と共に移動する第１カバー片と、第２演出部を覆うと共に該第２演出部と
共に移動する第２カバー片と、を備え、第２カバー片は、第１カバー片に連動して動作す
ることを特徴とする。
　空間形成部材を、第１の演出部を包囲しつつ第１演出部と共に移動する空間形成部材部
分（第１カバー片）と、第２の演出部を包囲しつつ第２演出部と共に移動する他の空間形
成部分（第２カバー片）と、から構成することにより、空間形成部材の体積、形状を必要
最小限とし、且つ第１演出部、及び第２演出部の動作を視認し易くすることができる。
　第３の本発明に係る遊技機の他の構成例では、空間形成部材は、少なくとも一部が透明
、又は半透明、或いは開口部、又はメッシュとなっていることを特徴とする。
　空間形成部材は、第１演出部、及び第２演出部を包囲するものであるが、その全部、又
は一部を透光性を有した材質としたり、一部に開口部やメッシュ部を形成することにより
内部の視認性を高めて、内部の可動部品としての第１演出部、及び第２演出部の演出内容
を視認することが可能となる。
【０１７３】
《第４の本発明》
　図１０５は第４の本発明に係る演出ボタン装置（演出装置）を用いた遊技機の一例とし
てのパチンコ遊技機の構成例を示した全体正面図である。
　図１０５において、遊技機１は、遊技店の島設備に取り付けられる外枠２と、外枠２に
より一方の縦辺を回動可能に支持された内枠３と、を備えている。内枠３には遊技球が流
下する遊技領域１３が形成された遊技盤１２が設けられている。内枠３は、遊技盤１２の
前方（遊技者側）において遊技領域１３を視認可能に覆うガラス板（図示しない）を支持
している。
　外枠２には、遊技盤１２、遊技盤の背面に固定される図示しないベース枠体、及びベー
ス枠体の背面に固定される画像表示ユニット（画像表示装置、画像表示カバー）からなる
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図示しない遊技盤ユニットが開閉自在に組み付けられている。
　内枠３には、回動操作されることにより遊技領域１３に向けて遊技球を発射させる操作
ハンドル４と、皿ユニット（演出ユニット）５と、押圧操作により演出態様を変更させる
ための演出ボタン装置（演出装置）１５００等が設けられている。
【０１７４】
　演出ユニットの一例としての皿ユニット５は、内枠（枠体）３の下側に前方（遊技者側
）へ突出して設けられており、皿ユニット５には、複数の遊技球を貯留する受け皿６が設
けられている。この受け皿６は、操作ハンドル４の方向側に遊技球が流下するように下り
の傾斜を有している。そして、遊技者が操作ハンドル４を回動させると、遊技球が遊技領
域１３に発射されることとなる。
　上記のようにして発射された遊技球がレール１５ａ、１５ｂ間を上昇して玉戻り防止片
１５ｃを超えると、遊技領域１３に到達し、遊技領域１３内を落下する。このとき、遊技
領域１３に設けられた複数の釘や風車によって、遊技球は予測不能に落下することとなる
。
　遊技盤１２、及び遊技領域１３の構成については、図１と同一部分には同一符号を付し
、重複した説明は省略する。
　皿ユニット５の上面には、一般的にチャンスボタンと呼ばれる演出ボタン装置１５００
が配置されている。演出ボタン装置１５００の操作は、例えば遊技中における特定のリー
チ演出に際し、演出ボタン装置１５００の操作を促すガイダンスが画像表示装置１７に表
示されている間有効となる。
【０１７５】
　次に、図１０６は第４の本発明の一実施形態に係る演出ボタン装置の皿ユニット上にお
ける配置例を示す斜視図であり、（ａ）は演出ボタンが通常操作位置にある状態を示し、
（ｂ）は演出ボタンが突出位置にある状態を示している。図１０７乃至図１０９は本例に
係る演出ボタン装置を皿ユニット内に収納する構造を説明する斜視図である。図１１０は
演出ボタン装置の全体構成を示す外観斜視図であり、図１１１は演出ボタン装置の分解斜
視図であり、図１１２は演出ボタン装置の一部の分解斜視図であり、図１１３（ａ）及び
（ｂ）は芳香成分を噴出する手順を説明する斜視図であり、図１１４（ａ）及び（ｂ）は
芳香成分を噴出する手順を説明する側部縦断面図である。
【０１７６】
　第４の本発明に係る演出ボタン装置（演出装置）１５００は、遊技盤の下方において前
方（遊技者側）に突出した皿ユニット（演出ユニット）５と、皿ユニットに設けた通穴７
内に退避（下降）した第１位置と該第１位置よりも第１通穴外へ突出した第２位置とを含
めた経路内を進退する演出部（演出ボタン）５０と、演出部５０を動作させる駆動機構１
５０１と、皿ユニットに設けた芳香演出装置１６００と、を備えている。
　演出ボタン（演出部）５０と芳香演出装置１６００は、皿ユニット５に設けた芳香演出
装置収容部Ｓ内に収容される。芳香演出装置収容部Ｓは、皿ユニット５の内部に設けた空
所であり、芳香演出装置収容部Ｓは皿ユニットの一部を構成するキャップ１５５０によっ
て覆われている。キャップ１５５０は演出部５０の一部（押しボタン本体５０Ａ）を突出
させるための通穴７と、芳香演出装置収容部Ｓ内に設けた受部１５６０内に着脱自在に嵌
合する嵌合ピン１５６１とを有している。各受部１５６０内に各嵌合ピン１５６１を装着
することにより、キャップ１５５０は芳香演出装置収容部Ｓを閉じることができる。
【０１７７】
　次に、符号１５７０は、キャップ１５５０を皿ユニット５の固定部に対して着脱自在に
固定するためのロック部である。ロック部１５７０は例えばソレノイド１５７１から構成
し、制御手段がソレノイドへの通電をオンオフすることによりプランジャ１５７２を出没
させる。プランジャ１５７２の出没経路に相当するキャップ側面にはロック穴１５５０ａ
が設けられており、ソレノイドがオフしたときにプランジャ１５７２を突出させてロック
穴１５５０ａ内に突出させることにより、キャップ１５５０、及び芳香演出装置１６００
をロックする。また、ソレノイドがオンしたときにプランジャ１５７２を退避させてロッ
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ク穴１５５０ａ内から離脱させることにより、キャップ１５５０、及び芳香演出装置１６
００のロックをロックして取外し可能にする。
　演出ボタン（演出部）５０を上下動作させる手段である駆動機構１５０１の構成は、図
１００に示した駆動機構１０５０と同等である。従って、図１００に示した駆動機構１０
５０と同一部分について同一符号を付し、重複した構成、作用、動作の説明は省略する。
【０１７８】
　次に、芳香演出装置１６００は、下部ベース部１０８０の２つの固定ガイド部材１０８
１に夫々設けた支持部１０８２に対してネジ留め固定される芳香剤噴射装置１６０１と、
芳香剤噴射装置１６０１により着脱自在に保持され液状の芳香剤を収容した芳香剤ボンベ
１６５０と、を概略備えている。
　芳香剤噴射装置１６０１は、芳香剤ボンベ１６５０を保持するホルダ１６０２と、ホル
ダ１６０２の前面に設けた軸支部１６０２ａにより軸部１６０３ａを上下動自在に軸支さ
れて芳香剤ボンベの底面を支持する支持部材１６０３と、ホルダ１６０２の背面側に配置
されて芳香剤ボンベ１６５０の先端の被押圧部（噴出口）１６５０ａを押し込むことによ
り該被押圧部１６５０ａから内部の芳香剤を霧状にして噴射させる噴射機構１６１０と、
を備えている。
【０１７９】
　支持部材１６０３は、図示しない弾性部材により上向きに付勢されることにより、芳香
剤ボンベ１６５０の底面を上向きに押し上げることにより、ホルダ１６０２からの芳香剤
ボンベの脱落を防止する。一方、芳香剤ボンベをホルダから取り外す際には手作業等によ
り支持部材１６０３を下方へ押し下げればよい。
　噴射機構１６１０は、ホルダ１６０２の背面側に固定されるベース板１６１１と、ベー
ス板１６１１下部の前面側に固定されて出力ギヤ１６１２ａを穴１６１１ａから背面側に
突出させたモータ１６１２と、ベース板１６１１の背面側に設けた軸部１６１１ｂにより
軸心を回転自在に軸支され、且つ出力ギヤ１６１２ａと噛合して回転駆動される大径の伝
達ギヤ１６１４と、伝達ギヤ１６１４の背面側中心部に一体化された小径伝達ギヤ１６１
５と、ベース板１６１１の背面側に上下動自在に配置され、ベース板の上部中央に設けた
切欠き１６１１ｃから上部を前方へオーバーハングさせたボンベ作動部材１６２０と、ボ
ンベ作動部材１６２０の上部に設けた管体１６２５に対して一端開口を固定される可撓性
を有したノズル（パイプ）１６３０と、を概略備えている。
【０１８０】
　ボンベ作動部材１６２０は、ベース板１６１１の背面側に設けた上下動ガイド部１６１
１ｄによって上下方向へ直線的に移動可能にガイドされる２本の被ガイド部１６２０ａと
、被ガイド部１６２０ａの一方の内壁にのみ設けたラックギヤ部１６２０ｂと、を有する
。ラックギヤ部１６２０ｂは、２本の被ガイド部１６２０ａ間の空隙内に配置された小径
伝達ギヤ１６１５と噛合することにより、モータ１６１２からの駆動力を受けて回転して
ボンベ作動部材１６２０を上下動させる。
　ボンベ作動部材１６２０の上部のオーバーハング部１６２２の下面には、図１１４に示
すように芳香剤ボンベ１６５０の被押圧部１６５０ａを含む先端部を嵌合可能な凹所１６
２３が形成されており、図１１４（ａ）のように支持部材１６０３により底面を支持され
た芳香剤ボンベの被押圧部１６５０ａをボンベ作動部材のオーバーハング部１６２２が押
圧していない時には芳香剤は被押圧部１６５０ａから噴射されない。一方、図１１４（ｂ
）のように支持部材１６０３により底面を支持された芳香剤ボンベの被押圧部１６５０ａ
をボンベ作動部材のオーバーハング部１６２２が押圧した時には被押圧部１６５０ａから
芳香剤が噴射される。
【０１８１】
　次に、噴射機構１６１０が芳香剤のボンベから芳香剤を噴射させる手順について説明す
る。
　図１１３（ａ）のようにボンベ作動部材１６２０が上昇位置にある時には、図１１４（
ａ）に示したようにボンベ作動部材のオーバーハング部１６２２が被押圧部１６５０ａを
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押圧していないため、芳香剤は噴射されない。
　一方、図１１３（ｂ）のようにボンベ作動部材１６２０が下降位置にある時には、図１
１４（ｂ）に示したようにボンベ作動部材のオーバーハング部１６２２が被押圧部１６５
０ａを十分に下方へ押し込むため、芳香剤は噴射される。
　管状体である被押圧部１６５０ａから噴射された霧状の芳香剤はノズル１６３０を経由
して、キャップ１５５０に設けた噴射穴１５５１から外部へ噴射される。
　モータ１６１２を正逆転駆動することにより、伝達ギヤ１６１４を正逆転させて、ボン
ベ作動部材１６２０を上下動させ、その結果として芳香剤ボンベから芳香剤を噴射させた
り、噴射を停止させることができる。
【０１８２】
　以上の構成において、演出部５０が通常操作位置にある状態で、遊技内容が所定の状態
になった時に、期待度が高い状態にあることを遊技者は知ることができる。この演出ボタ
ン操作有効期間において、演出部が押下げ操作されると、特有の遊技演出が実行される。
こうして、遊技者の遊技参加感と共に遊技の演出効果が高められる。
　更に、期待度が更に一段と高いレベルに達したときに、制御手段は演出部５０を突出さ
せる。この動作を遊技者が視認することにより、更に変化に富んだ演出効果を発揮させて
期待度が更に高くなっていることを知ることができる。
また、制御手段は、任意のタイミング、本例では演出部５０が突出した際に、芳香演出装
置１６００（芳香剤噴射装置１６０１）を作動させて噴射穴１５５１から霧状の芳香剤を
外部へ噴射させる。
【０１８３】
　芳香剤は、遊技者にリラックス感を与えると共に、煙草の煙の臭いを解消する効果を発
揮できる。特に、芳香剤に消臭効果を付与すれば、煙草の臭いを好まない遊技者は長時間
の遊技を楽しむことができる。パチンコ等の遊技離れが進む原因の一つに煙草の臭いがあ
るが、この芳香剤演出装置を用いれば、遊技離れを阻止することができる。
　なお、必要に応じて芳香剤ボンベ内の芳香剤の残量を検知するセンサを設けて、残量が
少なくなったことをＬＥＤ、音等によって報知するようにしてもよい。
　また、芳香演出装置として、固形、又は液体芳香剤を皿ユニット内に配置しておき、フ
ァンによって芳香剤を気体状にして遊技機周辺に発生させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１８４】
１…遊技機、２…外枠、３…内枠、４…操作ハンドル、５…皿ユニット（演出ユニット）
、５ａ…穴、６…受け皿、７…第１通穴、１０…演出ボタン装置（演出装置）、１２…遊
技盤、１３…遊技領域、１３Ａ…開口部、１５ａ…レール、１５ｃ…防止片、１６…装飾
部品、１７…画像表示装置、１８…演出図柄、２３…始動口、２４…始動口、２５…ゲー
ト、２６…大入賞装置、２６ａ…大入賞口、２６ｂ…開閉片、２７…大入賞装置、２８…
一般入賞口、２９…アウト口、５０…演出ボタン（第１演出部）、５０Ａ…押しボタン本
体、５２…演出ボタン検出部、５２ａ…スイッチ部、５３…嵌合片、６０…装飾体ユニッ
ト（第２演出部）、６１…ケーシング、６１Ａ、６１Ｂ…ケーシング片、６３…出没穴、
６５…出没部材（演出部材）、６５ａ…中空筒状部、６７…出没部材作動機構、６８…弾
性部材、７０…中心部材、７０ａ…貫通穴、７１…嵌合凹所、１００…駆動機構、１０１
…螺旋部材ガイド手段、１０１ａ…棒状部、１０１ｂ…筒状部、１０５…螺旋部材、１０
５ｂ…穴、１０７…コイルバネ、１０８…バネホルダ、１０８ａ…雌螺子部、１０８ｂ…
蓋部材、１０８ｃ…雄螺子部、１０８ｄ…雌螺子部、１０９…ボルト、１１０…軸受部、
１１５…ギヤ部材、１２０…駆動機構ホルダ、１２１…下部軸受、１２２…上部軸受、１
２５…モータ、１２６…出力ギヤ、１２７…回転軸部材、１２８…螺旋ギヤ、１３０…従
動ギヤ、１５０…上部ベース部、１５２…環状スリット（通穴）、１６０…下部ベース部
、１６１…底板、１７０…包囲部材、１７１…包囲部材本体、１７３…連設環状体、１８
０…出没ガイド部材、１８１…下部ガイド部、１８２…上部ガイド部、１８３…張出し片
、２００…（演出用空間形成部材）、２０１…上カバー片、２０２…裾部、２１０…下カ
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バー片、２１１…外周下部、２１２…外周上部、２２０…ベアリング、２３０…本体、２
３２…被押圧部材、２５０…駆動機構、２５１…昇降部材ガイド手段、２５１ａ…棒状部
、２５１ｂ…筒状部、２５３…コイルバネ、２５５…バネホルダ、２５５ａ…雌螺子部、
２５５ｂ…蓋部材、２５５ｃ…雄螺子部、２５９…ボルト、２７０…昇降部材、２７０ａ
…ピン、２７１…軸受部、２７５…ソレノイド、２７６…ソレノイド本体、２７６ａ…プ
ランジャ、２７６ｂ…先端部材、２７６ｃ…支持部材、２７７…作動片、２７７ａ…支持
部材、２７７ｂ…軸支部、２７７ｃ…軸、２７７ｄ…軸孔、２７７ｅ…作動軸、２７７ｆ
…長穴、３００…駆動機構、３０１…昇降部材ガイド手段、３０２…ピン、３０２Ａ…伸
縮機構、３０２Ｂ…伸縮機構、３０２ａ…リンク、３０２ｂ…ピン、３０２ｂ…被ガイド
ピン、３０２ｃ…支持穴、３０２ｄ…被ガイドピン、３０２ｅ…支持穴、３０２ｇ…連結
片、３０２ｈ…スライドピン、３２０…昇降部材、３２１…軸受部、３２１…凸部、３２
１ａ…ガイド長穴、３２３…駆動機構ホルダ、３２３ａ…側壁、３２３ｂ…ガイドレール
、３２５…スライド部材、３２５…モータ、３２６…出力ギヤ、３２７ａ…軸受、３２７
ｂ…軸受、３２８…従動ギヤ、３３０…スパイラルギヤ、３３０ｂ…軸部、３３０ｃ…螺
旋ギヤ部、３４０…スライド部材、３４０ａ…被ガイド部、３４０ｂ…雌螺子、３４０ｃ
…連結ピン、３５０…ガイド部材、３５０ａ…ガイド長穴、３５０ｂ…嵌合ピン、３７０
…装飾体ユニット、３７１…ベース部、３７２…中心穴、３７２ａ…雌ネジ部、３７２ａ
…雌螺子部、３７３…軸支部、３８０…演出部材、３８０ａ…穴、３８０ｂ…ローラ、３
８５…外側ガイド部材、３８５ａ…挿着穴、３８６ａ…円筒部、３８６ｂ…出没ガイド部
材、４００…装飾体ユニット、４０１…内筒、４０２…上部リングギヤ、４０３…下部リ
ングギヤ、４１０…外筒、４１０ａ…フランジ部、４１０ｃ…被係止片、４１５…ピニオ
ンギヤ、４１５ａ…突出部、４１５ｂ…棒状片（演出部材）、４５０…駆動機構、４５１
…螺旋部材ガイド手段、４５１ａ…棒状部、４５１ｂ…筒状部、４５５…螺旋部材、４５
５ａ…螺旋状部、４５５ｂ…穴、４５７…コイルバネ、４５８…バネホルダ、４５８ｂ…
蓋部材、４５９…ボルト、４６０…昇降中心部材４６０ａ…係止溝、４６５…モータホル
ダ、４６６…モータ、４６７…螺旋ギヤ、４７０…螺旋昇降部材、４７０ａ…螺旋溝、４
７０ｂ…環状ギヤ部、４７５…モータホルダ、４７６…モータ、４７６ａ…出力ギヤ、４
７７…従動ギヤ、４７８…第１の長尺ギヤ部材、４８０…モータホルダ、４８１…モータ
、４８１ａ…出力ギヤ、４８３…従動ギヤ、４８４…第２の長尺ギヤ部材、４８５…回転
軸部材、５００…装飾体ユニット、５０１…傘歯車、５０３…ホルダ、５０５…棒状片、
５０７…傘歯車、６００…演出ボタン装置、６０１…第１通穴、６５０…駆動機構、６５
１…螺旋部材ガイド手段、６５１ｂ…筒状部、６５５…螺旋部材、１０５５ａ…螺旋状部
、６５５ｂ…穴、６５７…コイルバネ、６５８…バネホルダ、６５９…ボルト、６６０…
昇降中心部材、６６５…モータホルダ、６６６…モータ、６６７…螺旋ギヤ、６８０…下
部ベース部、６８１…固定ガイド部材、６８１ｂ…長穴、６８６…伸縮ガイド部材、６８
６ａ…ピン、６８６ｂ…ピン、６８７ａ…ピン、６８７ｂ…ピン、６９０…駆動機構、６
９１…ギヤホルダ、６９２…モータ、６９２ａ…出力ギヤ、６９３…従動ギヤ、６９３ａ
…ピニオンギヤ、６９４…ラックギヤ、７００…第２演出部、７０１…支持ベース部材、
７０２…支持壁、７０２ａ…軸穴、７１０…演出部材、７１０ａ…穴、７１５…軸部材、
７３０…駆動機構、７５０…カバー部、７５０ａ…穴、７５０ｂ…ギヤ部、７６０…駆動
機構、７６２…中間ギヤ、７７０、７７１…ギミック（装飾体）、８００…演出ボタン装
置、８０１…第２通穴、８５０…駆動機構、８５１…螺旋部材ガイド手段、８５１ａ…棒
状部、８５１ｂ…筒状部、８５５…螺旋部材、８５５ａ…螺旋状部、８５７…コイルバネ
（螺旋部材付勢用の弾性部材）、８５８…バネホルダ、８６０…昇降中心部材、８６０ａ
…係止溝、８６６…モータ、８６７…螺旋ギヤ８６７、８８０…下部ベース部、８８１…
柱部材、８８２…駆動機構ホルダ、９００…第２演出部、９０１…支持ベース部材、９０
２…支持壁、９０２ａ…支持穴、９１０…装飾機構、９３４…軸部材、９２１…回転ベー
ス部材、９２５…演出部材、９２７…雌螺子部材、９３０…装飾駆動機構、９３１…モー
タ、９３１ａ…出力ギヤ、９３２…従動ギヤ、９３４…軸部材、９５０…演出部材駆動機
構、９５１…モータホルダ、９５２…モータ、９５３…従動ギヤ、９５６…棒螺子、１０
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００…演出ボタン装置、１００１…第２通穴、１０５０…駆動機構、１０５１…螺旋部材
ガイド手段、１０５１ａ…棒状部、１０５１ｂ…筒状部、１０５５…螺旋部材、１０５５
ａ…螺旋状部、１０５７…コイルバネ、１０５８…バネホルダ、１０６０…昇降中心部材
、１０６５…モータホルダ、１０６６…モータ、１０６７…螺旋ギヤ、１０８０…下部ベ
ース部、１０８１…固定ガイド部材、１０８６…伸縮ガイド部材、１０９０…駆動機構、
１０９１…ギヤホルダ、１０９２…モータ、１０９３…従動ギヤ、１０９３ａ…ピニオン
ギヤ、１０９４…ラックギヤ、１１００…第２演出部（演出部材）、１５００…演出ボタ
ン装置（演出装置）、１５０１…駆動機構、１５５０…キャップ、１６００…芳香演出装
置、１６０１…噴射装置、１６０３…支持部材、Ｓ…芳香演出装置収容部、１６１０…噴
射機構、１６１１…ベース板、１６１２…モータ、１６１２ａ…出力ギヤ、１６１４…伝
達ギヤ、１６１５…小径伝達ギヤ、１６２０…ボンベ作動部材、１６２５…管体、１６３
０…ノズル、１６２０ａ…被ガイド部、１６２０ｂ…ラックギヤ部、１６５０…芳香剤ボ
ンベ、１６５０ａ…被押圧部
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