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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域が画成された遊技盤に配設され、前後に開口する開口部が
開設された装飾部材と、前記遊技盤の裏側に設けられ、図柄を変動表示する表示部を前記
装飾部材の開口部から臨ませた図柄表示装置とを備えた遊技機において、
　前記装飾部材に上下移動し得るよう配設されて前記開口部の上部側に位置する上可動体
と、
　前記装飾部材に上下移動し得るよう配設されて前記開口部の下部側に位置する下可動体
と、
　前記装飾部材における前記開口部より上部側に配設されて前記上可動体に連繋接続し、
作動により上可動体を上下移動させる駆動機構と、
　前記装飾部材に開設した前記開口部の左右両縁部に沿って上下方向に延在するよう設け
られて、上端部が前記駆動機構に接続されると共に下端部が前記下可動体に接続され、前
記駆動機構の作動により上下移動されるのに伴って下可動体を上下移動させる長尺な線状
または板状の駆動伝達部材とを備えた
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記駆動伝達部材は、透明な板状部材であって、該板状部材の少なくとも一部が前記装
飾部材に開設された開口部の内側に臨むよう構成された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
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　前記駆動伝達部材は、金属製線状材であって、該金属製線状材が前記装飾部材に開設さ
れた開口部の内側に臨むよう構成された請求項１記載の遊技機。
【請求項４】
　前記装飾部材には、前記開口部の側部側に、揺動またはスライド移動可能な側部可動体
が設けられると共に、前記駆動伝達部材には、前記側部可動体に連繋接続する連繋部が形
成され、
　前記駆動機構の作動により前記駆動伝達部材が上下移動された際に、前記連繋部を介し
て連繋接続する前記側部可動体が揺動またはスライド移動するよう構成した請求項１～３
の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記装飾部材における前記開口部の下縁部に、遊技球が転動可能なステージを形成して
、該ステージと図柄表示装置の表示部との間に、板状に形成した前記下可動体を配設して
上下移動するよう構成した請求項１～４の何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、遊技盤の遊技領域に配設される装飾部材に開口部を開設して図柄表示装置を
臨ませると共に、該装飾部材に可動体を配設した遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機やアレンジボール機等の遊技機では、遊技盤の盤面に画成した遊技領域に、
前後に開口する枠状の装飾部材(所謂センター役物)が配設されており、この装飾部材の開
口部を介して複数の図柄を変動表示して図柄変動ゲームを行なう液晶式やドラム式等の図
柄表示装置を後方から臨ませると共に、該遊技盤における装飾部材の下方位置に、パチン
コ球(遊技球)の入賞により図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置を配設するよ
う構成したものが多数提案されている。すなわち、この種の遊技機では、前記遊技領域に
打ち出されたパチンコ球が前記始動入賞装置に入賞することにより、前記図柄表示装置で
図柄変動ゲームがなされ、その結果、図柄表示装置に所定の組合わせで図柄が停止すると
、遊技者に有利な所謂大当りが発生するようになっている。
【０００３】
　このように、大当りが発生するためには、前記始動入賞装置へのパチンコ球の入賞が必
要とされる。そこで、前記装飾部材の下部(始動入賞装置の上方位置)にパチンコ球が左右
方向に転動する所謂ステージを設けて、遊技領域を流下するパチンコ球を、装飾部材に設
けたワープ入口、ワープ通路とも称される球入口および球通路を介してステージに誘導し
て、該ステージ上で転動させた後に遊技領域へ排出させるよう構成されたパチンコ機が多
数提案されており、ステージ上を転動するパチンコ球の動きにより遊技の興趣を高めてい
る(特許文献１参照)。また近年のパチンコ機は、遊技の興趣を向上することを目的に、可
動体を備えた補助装置を装飾部材に設けて、該可動体の動作により補助的な演出を行なう
よう構成されたパチンコ機も開発されている。このような補助装置としては、例えば特許
文献２に開示されるように、図柄表示装置における図柄の表示領域を遮蔽板により遮蔽し
、図柄を一旦隠す演出を行なうものが提案されている。
【特許文献１】特開２０００－５１４４８号公報
【特許文献２】特開２００４－１３５８８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記図柄表示装置で行なわれる演出によっては、前記装飾部材に形成した開
口部の下方から上方へ迫り上がるよう可動体が上昇する前記補助装置が求められる。この
ように開口部の下方に可動体を設ける場合には、該可動体を駆動するための駆動手段を装
飾部材の下部位置に配置することが一般に考えられる。しかしながら、装飾部材の下部位
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置に駆動手段を設けた場合には、該装飾部材の下部に前記ステージを設けるためのスペー
スの確保が困難になる問題が指摘される。そこで、前述した特許文献２のように、前記装
飾部材における前記開口部の側方に駆動手段を配置して、駆動手段と可動体とをベルト機
構により連繋接続することが提案される。ところがこの場合には、前記ベルト機構を設置
するスペースを確保する必要があり、装飾部材における開口部の側方に設置される電飾装
置が制約を受けるという問題が生ずる。
【０００５】
　そこで、本発明は、装飾部材における開口部の下部側に配設した可動体を簡単な構成で
上方へ移動させ得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る遊技機は、
　遊技球が流下可能な遊技領域(20a)が画成された遊技盤(20)に配設され、前後に開口す
る開口部(22a)が開設された装飾部材(22)と、前記遊技盤(20)の裏側に設けられ、図柄を
変動表示する表示部を前記装飾部材(22)の開口部(22a)から臨ませた図柄表示装置(25)と
を備えた遊技機において、
　前記装飾部材(22)に上下移動し得るよう配設されて前記開口部(22a)の上部側に位置す
る上可動体(32)と、
　前記装飾部材(22)に上下移動し得るよう配設されて前記開口部(22a)の下部側に位置す
る下可動体(60)と、
　前記装飾部材(22)における前記開口部(22a)より上部側に配設されて前記上可動体(32)
に連繋接続し、作動により上可動体(32)を上下移動させる駆動機構(50)と、
　前記装飾部材(22)に開設した前記開口部(22a)の左右両縁部に沿って上下方向に延在す
るよう設けられて、上端部が前記駆動機構(50)に接続されると共に下端部が前記下可動体
(60)に接続され、前記駆動機構(50)の作動により上下移動されるのに伴って下可動体(60)
を上下移動させる長尺な線状または板状の駆動伝達部材(61,87)とを備えたことを要旨と
する。
【０００７】
　このように、長尺状の駆動伝達部材を装飾部材に開設した開口部の左右両縁部に沿って
上下に延在するよう設け、装飾部材の上部に設けた駆動機構に対して駆動伝達部材の上端
部を接続すると共に、装飾部材の下部に設けた下可動体に対して駆動伝達部材の下端部を
接続するよう構成したことで、装飾部材の下部および側部のスペースを確保しつつ、下可
動体を上下移動させることができる。また、装飾部材の上部に設けた駆動機構により、上
可動体と下可動体の夫々を動作させ得るから、上下の可動体による同期的な演出が可能で
ある。
【０００８】
　請求項２に係る遊技機は、前記駆動伝達部材は、透明な板状部(61)であって、該板状部
(61)の少なくとも一部が前記装飾部材(22)に開設された開口部(22a)の内側に臨むよう構
成されたことを要旨とする。
　このように、駆動伝達部材としての板状部材の少なくとも一部を、装飾部材に開設され
た開口部の内側に臨むよう構成することで、該駆動伝達部材が単独で占有するスペースを
必要最小限に抑制できる。また、前記駆動伝達部材としての板状部材を透明な部材で形成
することで、装飾部材の開口部に臨む図柄表示装置の視認性を確保できる。
【０００９】
　請求項３に係る遊技機は、前記駆動伝達部材(87)は、金属製線状材(87)であって、該金
属製線状材(87)が前記装飾部材(22)に開設された開口部(22a)の内側に臨むよう構成され
たことを要旨とする。
　このように、駆動伝達部材としての金属製線状材を、装飾部材に開設された開口部の内
側に臨むよう構成することで、該駆動伝達部材が単独で占有するスペースを必要最小限に
抑制できる。また、前記駆動伝達部材として金属製線状材とすることで、吊下げる下可動
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体を大型化できる。
【００１０】
　請求項４に係る遊技機は、前記装飾部材(22)には、前記開口部(22a)の側部側に、揺動
またはスライド移動可能な側部可動体(88)が設けられると共に、前記駆動伝達部材(61,87
)には、前記側部可動体(88)に連繋接続する連繋部(88a,89)が形成され、
　前記駆動機構(50)の駆動により前記駆動伝達部材(61,87)が上下移動された際に、前記
連繋部(88a,89)を介して連繋接続する前記側部可動体(88)が揺動またはスライド移動する
よう構成したことを要旨とする。
　このように、駆動機構の作動により、上下の可動体だけでなく装飾部材に設けた側部可
動体も連動して動作させることができる。従って、前記側部可動体を動作させるための駆
動手段を別途設ける必要がないから、装飾部材の下部および側部のスペースを圧迫するこ
とはない。
【００１１】
　請求項５に係る遊技機は、前記装飾部材(22)における前記開口部(22a)の下縁部に、遊
技球が転動可能なステージ(23)を形成して、該ステージ(23)と図柄表示装置(25)の表示部
との間に、板状に形成した前記下可動体(60)を配設して上下移動するよう構成したことを
要旨とする。
　このように、下可動体を板状に形成したことで、該下可動体が占有する前後方向のスペ
ースを最小限にでき、該装飾部材における開口部の下縁部に形成されるステージの奥行き
を大きくできる。すなわち、ステージ形状の選択の自由度が確保されるから、装飾部材の
下部側に配設された下可動体の動作による演出と、ステージ上を転動するパチンコ球の動
きによる演出とを同時に実現することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、装飾部材における開口部の下部側に配設した下可動体を
簡単な構成で上方へ移動させると共に、該装飾部材の下部および側部にスペースを確保で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明に係る遊技機につき好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら、以
下詳細に説明する。なお、本実施例では、代表的な遊技機であるパチンコ球を遊技媒体と
して用いるパチンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」・「後
」、および「左」・「右」とは、図１に示すようにパチンコ機の遊技盤を正面側(遊技者
側)から見た状態で指称するものとする。
【実施例】
【００１４】
(パチンコ機)
　実施例に係るパチンコ機１０の概略構成について、図１を参照して説明する。パチンコ
機１０は、遊技店に設けられた「島」とも称される設置枠台(図示せず)に固定される外枠
１１と、該外枠１１に対して着脱および開閉可能に枢支された中枠１２と、該中枠１２に
着脱交換可能に取り付けられて所要の遊技領域２０ａが画成される遊技盤２０と、中枠１
２の前面側に着脱および開閉可能に枢支され、中枠１２に配設した遊技盤２０を透視保護
する透明板を備えた前枠１３とを備えている。前記中枠１２の前側における前記前枠１３
の下方には、パチンコ球を貯留可能な上球皿１４が開閉可能に組み付けられると共に、該
中枠１２における上球皿１４の下方には、上球皿１４から溢れたパチンコ球を貯留可能な
下球皿１５が組み付けられている。なお、前記中枠１２における球皿部材の右方位置には
、操作ハンドル１６が設けられており、該操作ハンドル１６を操作することで、中枠１２
に配設した打球発射機構部(図示せず)が作動して上球皿１４のパチンコ球を遊技盤２０へ
向けて打ち出すよう構成されている。
【００１５】
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(遊技盤)
　図１に示すように、実施例に係るパチンコ機１０の遊技盤２０には、略円形状に湾曲形
成したレール２１により囲まれた遊技領域２０ａ内に、多数の遊技釘(図示せず)が植設さ
れると共に、前後に開口する枠状に形成された装飾部材２２が配設されており、遊技盤２
０の裏側に配設された図柄表示装置２５が装飾部材２２の開口部２２ａ後方から臨むよう
構成されている。また、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａにおける装飾部材２２
の下方位置に、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置２６が配
設され、該始動入賞装置２６内に設けられた図示しないスイッチがパチンコ球を検出する
ことで、前記図柄表示装置２５において図柄変動演出が開始される。更に、前記遊技盤２
０における始動入賞装置２６の下方位置には、前記図柄表示装置２５で行なわれた図柄変
動演出の結果に応じて遊技領域２０ａを流下するパチンコ球の入賞を許容する特別入賞装
置２７が設けられている。この特別入賞装置２７は、扉状の開閉板により特別入賞口を開
閉し得るよう構成されて、前記図柄変動演出の結果、特別遊技(所謂大当り)が発生すると
開閉板が開放して特別入賞口へのパチンコ球の入賞が許容され、入賞により多数の賞球が
払出されるようになっている。なお、前記遊技盤２０における遊技領域２０ａの最下方位
置には、前記始動入賞装置２６や特別入賞装置２７、一般入賞口に入賞しなかったパチン
コ球を排出するアウト口２８が設けられている。
【００１６】
　また、前記装飾部材２２における開口部２２ａの内周下縁部には、左右方向に延在する
と共に上下方向に起伏するよう湾曲したステージ２３が形成されると共に、該装飾部材２
２の左側部には、遊技領域２０ａ内に開口する球入口２２ｂが形成されており、該球入口
２２ｂに通入したパチンコ球をステージ２３の左端部へ案内するよう構成されている。こ
のステージ２３には、前記始動入賞装置２６の入賞口へ向けてパチンコ球が排出される排
出口２３ａおよび該始動入賞装置２６の左右両側部へ向けてパチンコ球が排出される排出
口２３ａが設けられており、該ステージ２３上を転動するパチンコ球が入賞口へ入賞する
ことへの期待感を高めるようになっている。
【００１７】
(遊技演出装置)
　また、前記遊技盤２０の裏側には、前記装飾部材２２と図柄表示装置２５との間に、可
動体の動作により演出を行なう遊技演出装置３０が配設される。実施例に係る遊技演出装
置３０は、図２または図３に示すように、前記装飾部材２２の開口部２２ａより上側に位
置するよう配設される上側保持部材３６と、上側保持部材３６に上下移動可能に配設され
る上可動体３２と、上側保持部材３６に配設されて上可動体３２に連繋接続し、作動によ
り上可動体３２を上下移動させる駆動機構５０と、装飾部材２２の開口部２２ａより下側
に位置するよう配設される下側保持部材６４と、該下側保持部材６４に上下移動可能に配
設されて駆動機構５０に接続し、駆動機構５０の作動により上下移動される下可動体６０
とを基本的に備えている。すなわち、実施例に係る遊技演出装置３０は、前記駆動機構５
０が作動することで、上下の可動体３２,６０が一度に上下移動するよう構成される。
【００１８】
(上可動体)
　前記上可動体３２は、図３に示すように、左右方向に長尺な所要形状の板状部材であっ
て、図柄表示装置２５での演出内容に合わせた模様・色彩が付与されている。なお、前記
上可動体３２は、ポリカーボネート等の軽量で透明な合成樹脂材により形成されている。
また、上可動体３２の左右端部には、前記上側保持部材３６に形成される第１ガイド孔４
２,４２(後述)へ挿入される前方へ突出する第１連繋軸３３,３３が夫々設けられると共に
、該各第１連繋軸３３から内側(左右方向の中央側)に離間した位置に、上側保持部材３６
に形成される第１筒状案内部４３,４３(後述)へ挿入される第１ガイドピン３４,３４が前
方へ突出するよう固定されている。
【００１９】
(上側保持部材)
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　前記上側保持部材３６は、前記装飾部材２２に開設された開口部２２ａの左右方向の全
幅に亘って延在する矩形状に形成されて、図３に示すように、該上側保持部材３６の左右
両端部に、前方および下方に開口して前記駆動機構５０設置用の駆動機構設置部３７,３
７が設けられると共に、該左右の駆動機構設置部３７,３７の間に、後方および下方に開
口する前記上可動体３２設置用の可動体設置部４１が形成されている。なお、前記駆動機
構設置部３７,３７の裏側には、図示しない制御装置からの制御信号に基づいて正逆回転
する駆動源としての駆動モータ４５,４５が夫々設置されており、該駆動機構設置部３７,
３７に形成された通孔３７ａ,３７ａを介して対応する駆動モータ４５,４５の駆動軸４５
ａ,４５ａが前方へ突出されて駆動ギア４６,４６が夫々取り付けられている。また、駆動
機構設置部３７,３７の前面側には、前記駆動モータ４５,４５の駆動軸４５ａ,４５ａに
取り付けた駆動ギア４６,４６に噛合する従動ギア４７,４７が夫々回転可能に枢支されて
おり、駆動モータ４５,４５の正逆回転に連動して対応の従動ギア４７,４７が反対方向に
回転するようになっている。
【００２０】
　前記可動体設置部４１の左右端部近傍には、上下方向に延在する第１ガイド孔４２,４
２が前後に開口するよう形成されると共に、該第１ガイド孔４２,４２より内側(左右方向
の中央側)に、前後に開口して前方へ突出する第１筒状案内部４３,４３が第１ガイド孔４
２,４２と平行になるよう上下方向に延設されている。そして、前記第１ガイド孔４２,４
２の夫々に対して、前記上可動体３２に形成された前記第１連繋軸３３,３３が後方から
挿通されると共に、前記第１筒状案内部４３,４３に対して、該上可動体３２に設けた前
記第１ガイドピン３４,３４が後方から挿通されて、第１ガイド孔４２,４２および第１筒
状案内部４３,４３に沿って当該上可動体３２が上下方向に移動し得るようになっている
。
【００２１】
　また、前記第１筒状案内部４３,４３に挿通した第１ガイドピン３４,３４の前端部には
、前記第１筒状案内部４３,４３の内周面に摺接する第１連結部材７０,７０が取り付けら
れており、上可動体３２の上下方向への移動時に第１連結部材７０,７０が第１筒状案内
部４３,４３に摺接して上可動体３２の左右方向への「ぶれ」を防止するよう構成されて
いる。また、各第１連結部材７０の前端縁には、径方向へ演出するフランジ部７０ａが形
成されており、該フランジ部７０ａが対応の第１筒状案内部４３の前端部に当接すること
で、上可動体３２の脱落を防止するようになっている。なお、前記各第１連結部材７０は
、ポリアセタールやフッ素樹脂等の自己潤滑性を有する合成樹脂材により形成されており
、第１連結部材７０と第１筒状案内部４３との間の摺動抵抗を低減して上可動体３２の上
下移動をスムーズに行ない得るようになっている。
【００２２】
(駆動機構)
　次に、実施例に係る前記駆動機構５０に関して説明する。ここで、前記左右の駆動機構
設置部３７,３７に配設される駆動機構５０の構成は、左右対称となっているので、左側
の駆動機構設置部３７に配設された駆動機構５０について説明し、右側の駆動機構設置部
３７に配設された駆動機構５０に関しては同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【００２３】
　前記駆動機構５０は、図３または図４に示すように、前記駆動モータ４５の駆動により
上下方向へ移動するスライド部材５１と、該スライド部材５１に連繋接続され、スライド
部材５１の移動により揺動する揺動部材５５とから構成される。前記スライド部材５１は
、前後に開放する矩形枠状に形成され、前記従動ギア４７と噛合するラックギア５２ａが
側面に形成された作動部５２と、該作動部５２の後側に固定され、上下方向に延在すると
共に前後に開口する第２筒状案内部５４が形成されたガイド部５３とから構成されて、前
記駆動機構設置部３７に前方へ突出するよう取り付けられた第２ガイドピン３９が、前記
ガイド部５３の第２筒状案内部５４に後方から挿通されている。すなわち、前記スライド
部材５１は、前記第２筒状案内部５４内を前記第２ガイドピン３９が相対的に変位するこ
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とで上下方向に移動し得るよう構成されている。更に、前記作動部５２には、上下方向の
略中央位置に、前方へ突出する第２連繋軸５２ｂが形成されている。なお、前記ガイド部
５３には、前記下可動体６０(具体的には後述する板状部６１)が連結固定される。
【００２４】
　また、前記第２ガイドピン３９の前端部には、前記第２筒状案内部５４の内周面に摺接
する第２連結部材７１が取り付けられており、スライド部材５１の上下方向への移動時に
第２連結部材７１が第２筒状案内部５４に摺接してスライド部材５１の左右方向への「ぶ
れ」を防止するようになっている。更に、前記第２連結部材７１の前端縁には、径方向へ
演出するフランジ部７１ａが形成されており、該フランジ部７１ａが第２筒状案内部５４
の前端部に当接することで、スライド部材５１の脱落を防止している。なお、前記第２連
結部材７１は、ポリアセタールやフッ素樹脂等の自己潤滑性を有する合成樹脂材により形
成されており、第２連結部材７１と第２筒状案内部５４との間の摺動抵抗を低減して上可
動体３２の上下移動をスムーズに行ない得るよう構成される。
【００２５】
　図４～図６に示すように、前記揺動部材５５は、前記駆動機構設置部３７に設けた支持
軸５５ａに対して中間位置が回転可能に枢支されて、該支持軸５５ａから外方へ延出する
第１アーム部５６と、支持軸５５ａから第１アーム部５６とは反対方向へ延出する第２ア
ーム部５７とを備えている。そして、前記第１アーム部５６および第２アーム部５７の自
由端部側に、前後に開口する長孔５６ａ,５７ａが各アーム部５６,５７の長手方向に沿っ
て延在するよう形成されており、第１アーム部５６の長孔５６ａに対しては前記スライド
部材５１に形成した第２連繋軸５２ｂが挿通され、第２アーム部５７の長孔５７ａに対し
ては前記上可動体３２に形成した第１連繋軸３３が挿通されている。
【００２６】
　すなわち、前記スライド部材５１が上下移動すると、前記第２連繋軸５２ｂを介して該
スライド部材５１(作動部５２)に接続した第１アーム部５６が前記支持軸５５ａを中心と
して揺動し、該第１アーム部５６の揺動に伴って第２アーム部５７がスライド部材５１と
は上下反対方向に移動するよう揺動される。そして、前記第２アーム部５７には、前記第
１連繋軸３３を介して前記上可動体３２が接続されているから、第２アーム部５７の揺動
に従って前記上可動体３２が上下方向に移動される。ここで、実施例では、前記スライド
部材５１が最も下方にある状態では、前記上可動体３２は上側保持部材３６により略全体
が覆われ(図５参照)、スライド部材５１が上方に移動して上可動体３２が自重により下降
するに従い、該上可動体３２が装飾部材２２の開口部２２ａ内側に露出するようになって
いる(図１または図６参照)。すなわち、前記上可動体３２は、前記駆駆動モータ４５の駆
動により、前記装飾部材２２の開口部２２ａに対して出没するよう構成される。
【００２７】
(下可動体)
　前記下可動体６０は、図２または図３に示すように、前記上可動体３２と同様に、左右
方向に長尺な所要形状の板状部材であって、ポリカーボネート等の軽量で透明な合成樹脂
材により形成されると共に、図柄表示装置２５での演出内容に合わせた模様・色彩が付与
されている。また、前記下可動体６０の左右両端部には、上方へ延出する長尺な板状部(
駆動伝達部材、板状部材)６１,６１がポリカーボネート等の軽量で透明な合成樹脂材によ
り一体形成されており、各板状部６１の上端部が対応する前記スライド部材５１のガイド
部５３に固定されている。なお、前記板状部６１に対して模様を付す等の装飾を施すよう
にしてもよい。すなわち、前記駆動モータ４５の駆動によりスライド部材５１が上下移動
されるのと一体的に下可動体６０が上下移動するよう構成される。また、前記各板状部６
１の下端部には、前後に開口すると共に前方へ突出する第３筒状案内部６２が上下方向に
延在するよう形成されている。
【００２８】
(下側保持部材)
　前記下側保持部材６４は、図２または図３に示すように、前記装飾部材２２に開設され
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た開口部２２ａの左右方向の全幅に亘って延在する大きさに形成された横長矩形板状の前
カバー６５と、該前カバー６５と整合する大きさに形成されて、該前カバー６５の後側に
取り付けられる後カバー６６とから構成され、該前後のカバー６５,６６の間に下可動体
６０が収容される。そして、前記下側保持部材６４を前記遊技盤２０の裏側に取り付けた
際に、前記装飾部材２２の開口部２２ａ内に前記前カバー６５が露出すると共に、該装飾
部材２２の内周下縁部に形成した前記ステージ２３の後端縁に当接するよう構成されて、
該ステージ２３上を転動するパチンコ球の後方移動を前カバー６５で規制するようになっ
ている。また、前記下側保持部材６４に下可動体６０を収容した状態で、該下可動体６０
の左右端部に設けられた板状部６１は前記装飾部材２２の開口部２２ａの左右両縁部に沿
って上下方向に延在すると共に、該板状部６１の一部が該装飾部材２２の開口部２２ａ内
に露出するよう構成される。ここで、板状部６１の一部が該装飾部材２２の開口部２２ａ
内に露出するとは、図５に示すように、該板状部６１の左右幅の一部分が開口部２２ａの
内側に露出する状態をいうものである。
【００２９】
　また、下側保持部材６４の左右端部には、前記前後のカバー６５,６６を組み付けた際
に、前記下可動体６０に形成した前記第３筒状案内部６２に挿入される第３ガイドピン６
７が支持固定され、該下側保持部材６４に対して第３筒状案内部６２に沿って下可動体６
０が上下方向に移動するようになっている。また、前記第３ガイドピン６７には前記第３
筒状案内部６２の内周面に摺接する第３連結部材７２が取り付けられており、下可動体６
０の上下方向への移動時に第３連結部材７２が第３筒状案内部６２に摺接して下可動体６
０の左右方向への「ぶれ」を防止するよう構成されている。更に、前記第３連結部材７２
の前端縁には、径方向へ演出するフランジ部７２ａが形成されており、該フランジ部７２
ａが第３筒状案内部６２の前端部に当接することで、第３筒状案内部６２(下可動体６０)
の前後方向の「ぶれ」を防止している。なお、前記第３連結部材７２は、ポリアセタール
やフッ素樹脂等の自己潤滑性を有する合成樹脂材により形成されており、前記第３筒状案
内部６２との間の摺動抵抗を低減している。
【００３０】
　ここで、実施例では、前記スライド部材５１が最も下方に移動した状態では、前記下可
動体６０は下側保持部材６４により略全体が覆われ(図５参照)、スライド部材５１が上方
に移動するのに従い、該下可動体６０が下側保持部材６４の上縁部より上方へ突出して装
飾部材２２の開口部２２ａ内側に露出するようになっている(図１または図６参照)。すな
わち、前記下可動体６０は、前記駆駆動モータ４５の駆動により、前記装飾部材２２の開
口部２２ａに対して出没するよう構成される。なお、前記前後のカバー６５,６６を組み
付けた状態では、上面側にスリット状開口部６４ａが形成され、該スリット状開口部６４
ａを介して上下移動する下可動体６０が出没し得るようになっている。
【００３１】
〔実施例の作用〕
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。な
お、前記遊技演出装置３０では、図５に示すように、前記スライド部材５１が最も下方に
移動した状態で保持されているものとする。
【００３２】
　前記遊技盤２０の遊技領域２０ａへ打ち出されたパチンコ球は、遊技盤２０に植設され
た遊技釘等との接触により方向を変えつつ流下して、始動入賞装置２６、特別入賞装置２
７等に入賞するセーフ球と、アウト口２８に回収されるアウト球とに区分される。そして
、前記始動入賞装置２６にパチンコ球が入賞した場合には、前記図柄表示装置２５におい
て所要の図柄変動ゲームが展開されて、遊技者に有利な「大当り」が成立する期待感を持
って遊技がなされる。そして、パチンコ球が遊技領域２０ａを流下する過程において、前
記装飾部材２２の左側部に設けた球入口を通過すると、該装飾部材２２における開口部２
２ａの内周下縁部に形成された前記ステージ２３上に案内される。前記ステージ２３に到
来したパチンコ球は、該ステージ２３に沿って左右に転動し、転動する間に勢いが減衰さ
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れ、最終的に排出口２３ａから始動入賞装置２６の入賞口または始動入賞装置２６の左右
側部へ向けて落下する。
【００３３】
　ここで、前記始動入賞装置２６にパチンコ球が入賞すると、前記図柄表示装置２５で図
柄変動演出が行なわれると共に、制御装置に設定された所定の制御条件に従って前記遊技
演出装置３０に設けた左右の各駆動モータ４５が駆動される。なお、前記駆動機構５０が
左右対称に構成されることから、前記左右の駆動モータ４５は反対方向に回転するよう同
期的に駆動制御される。そして、左側の駆動機構設置部３７に設置された駆動機構５０を
例にすると、駆動モータ４５が駆動されて駆動ギア４６が反時計回りに回転すると、該駆
動ギア４６に噛合する従動ギア４７が時計回りに回転する。この従動ギア４７には、スラ
イド部材５１(作動部５２)のラックギア５２ａが噛合しているから、従動ギア４７の時計
回りへの回転に伴ってスライド部材５１が上方へ移動される(図６参照)。
【００３４】
　このスライド部材５１の作動部５２に形成された第２連繋軸５２ｂは、前記揺動部材５
５の第１アーム部５６に形成された長孔５６ａに挿入されているから、該スライド部材５
１の上方への移動に伴って、第１アーム部５６が支持軸５５ａを中心として下方傾斜する
姿勢から上方傾斜する姿勢へ変位し、該第１アーム部５６の変位に伴って、第２アーム部
５７が支持軸５５ａを中心として上方傾斜する姿勢から下方傾斜する姿勢へ変位するよう
揺動部材５５が揺動される。ここで、前記第２アーム部５７の長孔５７ａには、前記上可
動体３２の第１連繋軸３３が挿通されているから、該第２アーム部５７の姿勢変位に伴っ
て上可動体３２が下降する。また、前記スライド部材５１のガイド部５３には、前記下可
動体６０と一体形成した板状部６１の上端部が連結されているから、該スライド部材５１
の上昇に連動して下可動体６０も上方へ移動する(図６参照)。
【００３５】
　反対に、駆動モータ４５が駆動されて駆動ギア４６が時計回りに回転すると、該駆動ギ
ア４６に噛合する従動ギア４７が反時計回りに回転する。この従動ギア４７には、スライ
ド部材５１(作動部５２)のラックギア５２ａが噛合しているから、従動ギア４７の反時計
回りへの回転に伴ってスライド部材５１が下方へ移動される。そして、スライド部材５１
の下方への移動に伴って、第１アーム部５６が支持軸５５ａを中心として上方傾斜する姿
勢から下方傾斜する姿勢へ変位し、該第１アーム部５６の変位に伴って、第２アーム部５
７が支持軸５５ａを中心として下方傾斜する姿勢から上方傾斜する姿勢へ変位するよう揺
動部材５５が揺動され、該第２アーム部５７の姿勢変位に伴って上可動体３２が上方へ移
動する。また、前記スライド部材５１のガイド部５３には、前記下可動体６０と一体形成
した板状部６１の上端部が連結されているから、該スライド部材５１が下方へ移動するこ
とで、下可動体６０も下方へ移動する(図５参照)。
【００３６】
　このように、前記装飾部材２２に開設した開口部２２ａの左右両縁部に沿って上下に延
在する板状部６１を設けて、装飾部材２２の上部に位置する駆動機構５０に対して板状部
６１の上端部を接続すると共に、装飾部材２２の下部に設けた下可動体６０に対して板状
部６１の下端部を接続したことで、駆動機構５０の作動に伴って、上下の可動体３２,６
０を相互に近接する方向または相互に離間する方向に同期的に移動させて演出することが
できる。また、前記上下の可動体３２,６０は、前記装飾部材２２に開設した開口部２２
ａの内側に露出する位置、および対応する上下の保持部材３６,６４で覆われた位置に移
動するから、例えば該装飾部材２２の開口部２２ａに臨む前記図柄表示装置２５に表示さ
れた図柄等を上下の可動体３２,６０で挟むような演出ができ、このような図柄表示装置
２５の表示と上下の可動体３２,６０とが連繋した演出により、遊技の興趣の増大を図り
得る。また、遊技者の注目度の高い始動入賞装置２６やステージ２３に近接した装飾部材
２２の下部位置に下可動体６０を配設したことで、該下可動体６０の可動状態を遊技者か
ら容易に視認することができ、該下可動体６０の動作により遊技者の遊技に対する期待感
が高まり、遊技の興趣の向上を図り得る。
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【００３７】
　ここで、実施例に係る遊技演出装置３０では、前述したように、前記装飾部材２２の上
部側に配置した駆動機構５０に接続した板状部６１に前記下可動体６０を接続することで
、該下可動体６０を上下移動させている。すなわち、前記下可動体６０を上下移動させる
ための駆動手段が装飾部材２２の下部側に設けられていないから、下可動体６０を設ける
ためのスペースを最小限に抑えることができ、該装飾部材２２の内周下縁部に形成される
ステージ２３の奥行きを大きくできる。すなわち、ステージ２３形状の選択の自由度が確
保されるから、装飾部材２２の下部側に配設された下可動体６０の動作による演出と、ス
テージ２３上を転動するパチンコ球の動きによる演出とを同時に実現することができる。
また、実施例に係る遊技演出装置３０では、前記下可動体６０を板状に形成して、前後の
カバー６５,６６で下可動体６０を挟むよう構成したことで、該下可動体６０を配設する
のに必要な奥行き寸法が小さくなり、これによってもステージ２３を形成するためのスペ
ースが確保される。
【００３８】
　また、実施例の遊技演出装置３０では、駆動機構５０(スライド部材５１)と下可動体６
０とを連結する駆動伝達部材を幅の狭い板状部６１とし、該板状部６１の一部を、装飾部
材２２に開設された開口部２２ａの内側に臨むよう構成したから、該下可動体６０を上下
移動するための板状部６１が占有するスペースを限りなく小さくできる。従って、装飾部
材２２の左右側部のスペースをより広くすることができるから、装飾部材２２に対して電
飾装置や別の可動体等を設置することが可能となる。また、前記板状部６１を透明な合成
樹脂材で形成したことで、装飾部材２２の開口部２２ａに臨ませた図柄表示装置２５と板
状部６１とが前後に重なっても、該図柄表示装置２５の視認性を妨げることはない。
【００３９】
(別実施例１)
　次に、本発明の遊技機に設けられる遊技演出装置の別実施例１につき、添付図面を参照
しながら以下に説明する。なお、遊技演出装置の基本的な構成は、前述した実施例と基本
的に同一であるので、同一の部材には同一の符号を付して説明を省略する。
【００４０】
　別実施例１に係る遊技演出装置８０は、図７または図８に示すように、上下の可動体３
２,６０を上下移動させる駆動機構５０は、前記駆動モータ４５の駆動により上下方向へ
移動する第１のスライド部材５１と、駆動モータ４５の駆動により第１のスライド部材５
１とは反対方向へ上下移動する第２のスライド部材８２とから構成される。なお、第１の
スライド部材５１は、前述した実施例のスライド部材と基本的に同一構成であり同一の符
号を付した。但し、別実施例１に係る遊技演出装置８０の駆動機構５０では、揺動部材５
５を備えていないから、第１のスライド部材５１には第２連繋軸５２ｂが設けられていな
い。
【００４１】
　前記第２のスライド部材８２は、前記従動ギア４７を挟んで第１のスライド部材５１の
反対側に配置されており、前後に開放する矩形枠状に形成されて従動ギア４７と噛合する
ラックギア８３ａが側面に形成された第２の作動部８３と、該第２の作動部８３の後側に
固定され、上下方向に延在すると共に前後に開口する筒状案内部８４ａが形成された第２
のガイド部８４とから構成されて、前記駆動機構設置部３７,３７に前方へ突出するよう
取り付けられたガイドピン８５が、第２のガイド部８４の筒状案内部８４ａに後方から挿
通されている。すなわち、前記第２のスライド部材８２の筒状案内部８４ａ内を前記ガイ
ドピン８５が相対的に変位することで上下方向に移動し得るよう構成されている。なお、
前記第２のガイド部８４に挿通されるガイドピン８５の前端部にも、ポリアセタールやフ
ッ素樹脂等の自己潤滑性を有する合成樹脂材により形成された連結部材８６が取り付けら
れて、連結部材８６と筒状案内部８４ａとの間の摺動抵抗を低減して第２のスライド部材
８２の上下移動をスムーズに行ない得るよう構成されると共に、連結部材８６には筒状案
内部８５ａの前端部に当接するフランジ部８６ａが形成されて第２のスライド部材８２の
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脱落を防止している。
【００４２】
　このように、前記従動ギア４７を挟んで反対の位置で、第１のスライド部材５１のラッ
クギア５２ａと第２のスライド部材８２のラックギア８３ａの夫々が従動ギア４７に噛合
することで、従動ギア４７の回転時に、第１のスライド部材５１と第２のスライド部材８
２とが上下反対方向へ移動する。そして、前記第２のガイド部８４には、前記上可動体３
２が一体形成されており、第２のスライド部材８２の上下移動により上可動体３２が上下
移動するようになっている。従って、前記第１のスライド部材５１の上下移動と一体的に
上下移動する下可動体６０と、第２のスライド部材８２の上下移動と一体的に上下移動す
る上可動体３２とは、駆動機構５０の作動により前述した実施例と同様に、相互に相対的
に近接または離間する方向に移動される。ここで、別実施例１に係る遊技演出装置８０で
は、前記第１のスライド部材５１と下可動体６０とをピアノ線や金属ワイヤ等の金属製線
状材(駆動伝達部材)８７により接続して、該金属製線状材８７が前記装飾部材２２に開設
された開口部２２ａの左右両縁部に沿って上下に延在すると共に、該開口部２２ａの内側
に臨む(露出する)よう構成されている。
【００４３】
　前述の如く構成された別実施例１に係る遊技演出装置８０を備えたパチンコ機であって
も、前述した実施例に係る遊技演出装置３０を備えたパチンコ機１０と同様の作用効果が
得られる。また、前記駆動機構５０(第１のスライド部材５１)と下可動体６０とを金属製
線状材８７で接続したことで、下可動体６０の大型化・重量化にも対応し得る。前記金属
製線状材８７をピアノ線や金属ワイヤ等の極めて細い部材で構成したことで、装飾部材２
２の開口部２２ａに臨ませた図柄表示装置２５と金属製線状材８７とが前後に重なっても
、図柄表示装置２５の視認性を妨げることはない。
【００４４】
(別実施例２)
　次に、本発明の遊技機に設けられる遊技演出装置の更に別実施例２につき、添付図面を
参照しながら以下に説明する。なお、遊技演出装置の基本的な構成は、前述した実施例と
基本的に同一であるので、同一の部材には同一の符号を付して説明を省略する。
【００４５】
　別実施例２に係る遊技演出装置は、図９に示すように、前記装飾部材２２の側部前面に
設けた回転軸８８ｂを介して円盤状部材(側部可動体)８８が回転可能に枢支されている。
この円盤状部材８８の裏面には、径方向に延在する溝部(連繋部)８８ａが凹設されており
、前記駆動機構５０と下可動体６０とを接続する板状部６１に、該溝部８８ａに挿入され
る突起部(連繋部)８９が前方へ向けて突設されている。
【００４６】
　すなわち、別実施例２に係る遊技演出装置を備えたパチンコ機では、前述した実施例に
係る遊技演出装置３０を備えたパチンコ機１０と同様の作用効果が得られると共に、駆動
機構５０の作動により板状部６１が上下移動した際に、円盤状部材８８の溝部８８ａに挿
入された突起部８９も上下移動するから、上下の可動体３２,６０と同時に円盤状部材８
８を動作させることができる。従って、上下の可動体３２,６０とは別の可動体として円
盤状部材８８を前記装飾部材２２の側部に配設したとしても、該円盤状部材８８を動作さ
せるための駆動手段を別途設ける必要はなく、装飾部材２２の側部のスペースを圧迫する
ことはない。
【００４７】
〔変更例〕
　なお、本発明に係る遊技機としては、実施例のものに限られるものではなく、種々の変
更が可能である。
(１)　実施例では、下可動体と板状部とを一体形成するようにしたが、両者を別部材とし
て形成して連結するようにしてもよい。
(２)　実施例では、板状部の一部や金属製線状材を装飾部材の開口部の内側に露出するよ
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に覆うようにしてもよい。また、板状部の全部(板部材の左右幅の全体)を開口部の内側に
露出させてもよい。
(３)　上下の可動体を作動する駆動機構の構成としては、実施例や別実施例１の構成のも
のに限られるものではなく、上可動体と下可動体とを一体的に動作させ得るよう構成すれ
ば、従来公知のリンク機構、その他の構成を採用し得る。また、上可動体および下可動体
の動作態様としては、上下の可動体が同じ方向に上下移動するようにしてもよい。
(４)　駆動機構を作動させる駆動源としてモータを採用したが、これに限られるものでは
なく、電磁ソレノイドやその他従来公知の駆動手段を駆動源として採用できる。
(５)　遊技盤に配設された装飾部材に開設される開口部の形状は、実施例のものに限られ
るものではなく、円形や楕円形、その他の形状で開口するよう開口部が開設された装飾部
材の裏側にも、各実施例の遊技演出装置を設置することができる。
(６)　実施例では、本願発明をパチンコ機に用いられる装飾部材を例にして説明したが、
これに限定されるものではなく、遊技球が流下する遊技領域を備えた遊技機であれば、ア
レンジボール機等の遊技機に対しても好適に採用し得る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技演出装置を示す斜視図である。
【図３】実施例に係る遊技演出装置を示す分解斜視図である。
【図４】実施例に係る遊技演出装置の左上部に配設された駆動機構を示す分解斜視図であ
る。
【図５】実施例に係る遊技演出装置の左側を示し、上可動体が上方位置に保持されると共
に下可動体が下方位置に保持された状態を示す正面図である。
【図６】実施例に係る遊技演出装置の左側を示し、上可動体が下方位置に保持されると共
に下可動体が上方位置に保持された状態を示す正面図である。
【図７】別実施例１に係る遊技演出装置の左側を示し、上可動体が上方位置に保持される
と共に下可動体が下方位置に保持された状態を示す正面図である。
【図８】別実施例１に係る遊技演出装置の左側を示し、上可動体が下方位置に保持される
と共に下可動体が上方位置に保持された状態を示す正面図である。
【図９】別実施例２に係る遊技演出装置の板状部と装飾部材に設けた側部可動体とを示す
要部拡大斜視図である。
【符号の説明】
【００４９】
　２０　遊技盤
　２０ａ　遊技領域
　２２　装飾部材
　２２ａ　開口部
　２３　ステージ
　２５　図柄表示装置
　３２　上可動体
　５０　駆動機構
　６０　下可動体
　６１　板状部(駆動伝達部材、板状部材)
　８７　金属製線状材(駆動伝達部材)
　８８　円盤状部材(側部可動体)
　８８ａ　溝部(連繋部)
　８９　突起部(連繋部)
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