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(57)【要約】
【課題】スライド移動可能な可動体の重心がスライド機
構と重なる位置からずれて配置されていても、スムーズ
なスライド移動が行え、スライド機構が破損し難い遊技
機を提供する。
【解決手段】可動体１１０をスライド移動させるスライ
ド機構１２０は、長手方向Ｘが平行に配置され、かつ、
位置がずれて配置された長細形状の２つのガイド部１３
１，１３５を有するベース部１３０と、２つのガイド部
に係止して２つのガイド部の長手方向に一体的に摺動可
能な２つの摺動部１４１，１４５を有するスライド部１
４０と、スライド部をベース部に対して摺動させる駆動
源１５０と、を有しており、可動体は、その重心Ｊが２
つのガイド部の長手方向の延長線Ｌ１，Ｌ２同士の外側
にあり、可動体の重心と２つの摺動部とを結んで形成さ
れる三角形の２つの摺動部を頂点とする角の内角がそれ
ぞれ９０°以下となるように、重心と２つのガイド部を
配置した遊技機１０とした。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動体をスライド移動させるスライド機構を有する遊技機において、
　前記スライド機構は、
　長手方向が平行に配置され、かつ、位置がずれて配置された長細形状の２つのガイド部
を有するベース部と、
　前記２つのガイド部に係止して該２つのガイド部の長手方向に一体的に摺動可能な２つ
の摺動部を有するスライド部と、
　該スライド部を前記ベース部に対して摺動させる駆動源と、
を有しており、
　前記可動体は、その重心が前記２つのガイド部の長手方向の延長線同士の外側にあり、
　前記可動体の重心と前記２つの摺動部とを結んで形成される三角形の前記２つの摺動部
を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以下となるように、前記重心と前記２つのガイド
部を配置したことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は遊技機に関し、特に、可動体をスライド移動させるスライド機構を有する遊技
機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ遊技機等の遊技機においては、演出用の可動役物を始めとして、可動体
をスライド移動させるスライド機構を有しているものがある。また、このようなスライド
機構として、ベース部材に平行に形成された複数の長細形状の挿入孔に、スライド部材か
ら延びた複数の軸を摺動可能に挿入して、このスライド部材に固定された可動体を、複数
の軸及び複数の挿入孔を介して、ベース部材に対してスライド移動させるようになってい
るものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１３５８２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、スライド移動する可動体（装飾部材）は、スライド機構に対して重なるような
同じ又は近い位置関係で配置されていることが多く、前記した特許文献１でも、可動体は
スライド機構に重なるように配置されている。このように、可動体がスライド機構に対し
て重なるような配置になっていると、可動体の重量がスライド機構の複数の軸に均等に掛
かり、可動体のスライド移動をスムーズに行うことができるものである。
【０００５】
　しかしながら、遊技機の中には、可動体やスライド機構の設置箇所等の問題により、可
動体をスライド機構に重なるように配置することができない場合があり、その場合には、
スライド機構と重なっていないずれた位置に可動体を配置することになる。そして、可動
体がスライド機構に対してずれて配置されていると、可動体の重心がスライド機構と重な
る位置とは異なる箇所に位置することになり、可動体とスライド機構とのバランスが悪く
なって、スライド機構の軸に不均等な力が掛かり易くなる。そして、そのような状態でス
ライド移動を行うことで、スムーズなスライド移動ができなくなってしまったり、スライ
ド機構が破損し易くなってしまったりするという不具合が生じる虞があった。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、スライド移動可能な可動体の
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重心がスライド機構と重なる位置からずれて配置されていても、スムーズなスライド移動
を行うことができ、スライド機構が破損し難い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】
【０００７】
　かかる課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の発明は、可動体をスライド移
動させるスライド機構を有する遊技機において、前記スライド機構は、長手方向が平行に
配置され、かつ、位置がずれて配置された長細形状の２つのガイド部を有するベース部と
、前記２つのガイド部に係止して該２つのガイド部の長手方向に一体的に摺動可能な２つ
の摺動部を有するスライド部と、該スライド部を前記ベース部に対して摺動させる駆動源
と、を有しており、前記可動体は、その重心が前記２つのガイド部の長手方向の延長線同
士の外側にあり、前記可動体の重心と前記２つの摺動部とを結んで形成される三角形の前
記２つの摺動部を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以下となるように、前記重心と前
記２つのガイド部を配置した遊技機としたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項１に係る発明によれば、スライド移動可能な可動体の重心がスライド機構と重な
る位置からずれて配置されていても、スムーズなスライド移動を行うことができ、スライ
ド機構が破損し難い遊技機とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施の形態におけるパチンコ遊技機を表面側からみた斜視図であ
る。
【図２】同パチンコ遊技機を背面側からみた斜視図である。
【図３】同パチンコ遊技機の遊技盤の正面図である。
【図４】同パチンコ遊技機のスライド機構を有する可動役物装置の斜視図である。
【図５】同パチンコ遊技機のスライド機構を有する可動役物装置の正面図である。
【図６】同パチンコ遊技機のスライド機構を有する可動役物装置の左側面図である。
【図７】図５から可動役物とスライド機構の一部を取り外した状態を示す正面図である。
【図８】図６から可動役物とスライド機構の一部を取り外した状態を示す左側面図である
。
【図９】図４の可動役物をスライド移動させた状態の斜視図である。
【図１０】図５の可動役物をスライド移動させた状態の正面図である。
【図１１】同パチンコ遊技機のスライド機構を説明するための概略図である。
【図１２】同パチンコ遊技機のスライド機構を説明するための概略図である。
【図１３】同パチンコ遊技機のスライド機構の比較例を説明するための概略図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態におけるパチンコ遊技機のスライド機構を説明する
ための概略図である。
【図１５】他の発明の第１の実施の形態におけるパチンコ遊技機のスライド機構を説明す
るための概略図である。
【図１６】他の発明の第２の実施の形態におけるパチンコ遊技機のスライド機構を説明す
るための概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の第１の実施の形態における遊技機について図面を参照しながら説明する
。なお、本実施の形態では、遊技機としてパチンコ遊技機を例に説明している。図１は、
本発明の第１の実施の形態におけるパチンコ遊技機を表面側からみた斜視図であり、図２
は、同パチンコ遊技機を背面側からみた斜視図である。
【００１１】
　本発明の第１の実施の形態におけるパチンコ遊技機１０は、図１に示すように、外枠１
１、前枠１２、窓枠１３及び当該窓枠１３に覆われた遊技盤３０（後述）などを備えてい
る。また、パチンコ遊技機１０の背面には、図２に示すように、液晶ディスプレイ型の演
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出表示装置３７（後述）などの表示制御や、可動役物及びＬＥＤなどによる遊技演出の制
御を行う表示演出サブ基板２１、各種遊技音の出力制御を行う音サブ基板２２、入賞時に
おけるパチンコ遊技機１０の動作等を含むパチンコ遊技機１０の主要な動作を制御する主
基板２３、パチンコ球（遊技球）の払い出し動作を制御する払出基板２４、各基板等に電
源を供給する電源基板２５等の各種基板が例えば透明ケースに収納された状態で取り付け
られている。
【００１２】
　具体的に、外枠１１は、パチンコホールの台島に設置されており、図１に示すように、
前後面が開口するように四角筒状に形成されている。前枠１２は、外枠１１の前端面に左
側辺部の垂直な軸を中心に回動可能に装着されている。また、この前枠１２の前面下部に
は、上面が開口する下皿１４と、上面が開口する上皿１５とが固定されている。
【００１３】
　下皿１４の右端周辺にはハンドル台１６が固定されており、ハンドル台１６には発射ハ
ンドル１９が回動自在に装着されている。この発射ハンドル１９の後方には発射モータが
固定されており、発射モータの回転軸には打球槌が連結されている。この発射モータは打
球槌の駆動源に相当するものであり、発射ハンドル１９が回動操作されたときには発射モ
ータに駆動電源が供給される。その結果、打球槌が駆動して上皿１５内のパチンコ球が弾
き出される。
【００１４】
　窓枠１３は前枠１２の前面に装着されている。この窓枠１３は前枠１２と一体となって
、前記した軸を中心に回動可能となっている。また、この窓枠１３には円形孔状の窓部１
７が形成されており、窓部１７の内周面には透明なガラスやアクリル等からなる透明板１
７ａが固定されている。この窓枠１３の左上隅部及び右上隅部の裏面には、遊技音を出力
するスピーカ１８が固定されている。また、窓枠１３には複数の装飾ＬＥＤが固定されて
いる。
【００１５】
　上述の遊技盤３０は、前枠１２の後面に装着されている。以下、この遊技盤３０及び遊
技盤３０に備えられる各構成部材について図３を参照して詳細に説明する。図３は、本発
明の第１の実施の形態におけるパチンコ遊技機の遊技盤の正面図である。この遊技盤３０
は、上述のように前枠１２の後面に装着されており、窓枠１３の透明板１７ａに前方から
覆われている。
【００１６】
　遊技板３１は、その板面（遊技盤３０の盤面）等に遊技盤３０の有する各構成部材を固
定するための板である。ガイドレール３２は、この遊技板３１の表面側に固定されて、こ
の遊技板３１上に、パチンコ球の発射通路３１ａと、パチンコ球が転動する転動領域３１
ｃ（後述）を含む遊技領域３１ｂとを区画形成する。遊技盤３０における遊技領域３１ｂ
のほぼ中央部には、遊技板３１に貫設された開口部３８が形成されている。この開口部３
８の周縁には、センター装飾部材４０が形成されている。また、本実施の形態では、開口
部３８の下部を覆うように、ステージ５０が形成されている。また、開口部３８の周縁の
うちの右方位置には、本発明の可動体としての可動役物１１０（後述）を電気的に駆動さ
せてスライド移動させる可動役物装置１００（後述）が配設されている。なお、可動役物
装置１００の詳細については、後述する。
【００１７】
　また、遊技領域３１ｂにおいては、遊技板３１に形成された開口部３８の周囲の少なく
とも一部に、パチンコ球が転動しながら流下する転動領域３１ｃが形成されている。本実
施の形態では、ガイドレール３２と開口部３８との間の領域で、開口部３８の上方から左
方及び右下方までの領域が転動領域３１ｃとなっている。
【００１８】
　また、転動領域３１ｃにおける遊技板３１の板面上には、パチンコ球の流下方向を変化
させる複数の遊技釘（障害部材）３９が打ち込まれている。上述の打球槌が弾いたパチン
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コ球は、発射通路３１ａを通して遊技領域３１ｂ内の転動領域３１ｃに放出される。そし
て、転動領域３１ｃに放出されたパチンコ球は、遊技釘３９に当たって転動しながら転動
領域３１ｃを流下し、最終的に何れかの入賞口又は遊技領域の最下方に位置するアウト口
３６に入るようになっている。
【００１９】
　また、遊技板３１に貫設された開口部３８の後方には、カラー液晶ディスプレイ等を用
いた演出表示装置３７が設けられている。この演出表示装置３７は、大当り遊技状態を発
生させるか否かの判定結果に基づき変動演出表示を行う広い面積の表示画面３７ａを有し
ており、当該表示画面３７ａが開口部３８からパチンコ遊技機１０の前方に向けて臨むよ
うになっている。
【００２０】
　また、遊技領域３１ｂ内において、演出表示装置３７の下方の転動領域３１ｃには、始
動入賞口３３が配置されている。この始動入賞口３３は、パチンコ球が入賞することによ
って、遊技者に有利な大当り遊技状態を発生させるか否かの判定を行う起点となるもので
あり、上方に開口するポケット状に形成されており、開閉可能な一対の可動片３３ｘを備
えている。始動入賞口３３は、可動片３３ｘが閉塞されているときには開口面積が小さく
なってパチンコ球が入賞し難くなり、可動片３３ｘが開放されているときには開口面積が
大きくなってパチンコ球が入賞し易くなる。
【００２１】
　また、始動入賞口３３の下方には、大入賞口３４が配置されている。この大入賞口３４
は図示しないアクチュエータの作動により開閉する開閉扉３４ａを備えており、この開閉
扉３４ａは、遊技状態が大当り遊技状態になると開口し、その際には大入賞口３４が上方
に向かってポケット状に幅広く開口し、多数のパチンコ球が同時かつ連続的に大入賞口３
４に入賞可能となる。
【００２２】
　また、遊技領域３１ｂの所定位置（本実施の形態では、開口部３８の周縁に装着された
センター装飾部材４０の左側方）にはワープ通路９０が設けられており、遊技領域３１ｂ
における転動領域３１ｃの途中（本実施の形態では、開口部３８の周縁に装着されたセン
ター装飾部材４０の左側方の上部）にワープ通路９０の球入口９１が形成されており、ま
た、遊技領域３１ｂにおけるステージ５０付近（本実施の形態では、開口部３８の周縁に
装着されたセンター装飾部材４０の左側方の下部でステージ５０に繋がる位置）にワープ
通路９０の球出口９２が形成されている。そして、本実施の形態では、転動領域３１ｃに
転動するパチンコ球が、球入口９１からワープ通路９０に入り、当該ワープ通路９０内を
通って、球出口９２から放出されることで、パチンコ球がステージ５０に誘導されるよう
になっている。
【００２３】
　また、転動領域３１ｃ内の所定位置には、パチンコ球が入賞可能な一般入賞口３５が上
方に開口するポケット状に形成されている（本実施の形態では、遊技領域３１ｂの左下部
に複数の一般入賞口３５が形成されている）。
【００２４】
　以下、本実施の形態における可動役物装置１００について、図４～図１３を参照して詳
細に説明する。図４は、本発明の第１の実施の形態におけるパチンコ遊技機のスライド機
構を有する可動役物装置の斜視図であり、図５は、同パチンコ遊技機のスライド機構を有
する可動役物装置の正面図であり、図６は、同パチンコ遊技機のスライド機構を有する可
動役物装置の左側面図である。また、図７は、図５から可動役物とスライド機構の一部を
取り外した状態を示す正面図であり、図８は、図６から可動役物とスライド機構の一部を
取り外した状態を示す左側面図である。また、図９は、図４の可動役物をスライド移動さ
せた状態の斜視図であり、図１０は、図５の可動役物をスライド移動させた状態の正面図
である。また、図１１及び図１２は、本発明の第１の実施の形態におけるパチンコ遊技機
のスライド機構を説明するための概略図であり、図１３は、同パチンコ遊技機のスライド
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機構の比較例を説明するための概略図である。
【００２５】
　本実施の形態における可動役物装置１００は、図４及び図５に示すように、本発明の可
動体としての可動役物１１０と、スライド機構１２０とを備えている。そして、このスラ
イド機構１２０により、略上下方向に可動役物１１０をスライド移動させるように構成さ
れている（詳しくは、図３におけるセンター装飾部材４０のカーブに沿うように、右上方
向から左下方向に所定の傾斜角度を持って可動役物１１０をスライド移動させるように構
成されている）。
【００２６】
　可動役物１１０は、図４及び図５に示すように、可動役物装置１００における装飾体を
構成するものであり、本実施の形態では、忍者が使用するくないの形状を模した装飾体と
なっている。このくないを模した装飾体である可動役物１１０が、スライド機構１２０に
よってくないの長手方向に沿うように前記した略上下方向にスライド移動するようになっ
ている。
【００２７】
　スライド機構１２０は、ベース部１３０とスライド部１４０、駆動源１５０などを有す
る構成となっている。このうち、ベース部１３０は、遊技板３１やセンター装飾部材４０
等の適宜の部材に、移動しないように固定されたものであり、略板状の部材で構成され、
第１ガイド部１３１及び第２ガイド部１３５の２つのガイド部を有している。また、本実
施の形態では、第１ガイド部１３１及び第２ガイド部１３５の形成面が、可動役物１１０
の正面に対する左側である、図３の左方向（詳しくは、左上方向）を向くように配置され
ている。
【００２８】
　この第１ガイド部１３１と第２ガイド部１３５は、図８に示すように、長細形状に形成
されており、後述する２つの摺動部としての２つの摺動軸１４１，１４５がそれぞれ係止
するようになっている。本実施の形態の第１ガイド部１３１及び第２ガイド部１３５は、
摺動軸１４１，１４５を挿通させて係止させるように、長細形状の貫通孔に形成されてい
る。なお、２つのガイド部１３１，１３５は貫通孔に限るものではなく、溝状のもの等、
摺動軸１４１，１４５を始めとする摺動部を係止して摺動させることができるものであれ
ば、適宜の形状で構成されていれば良い。また、第１ガイド部１３１と第２ガイド部１３
５は、細長形状の長手方向Ｘが平行になるように配置されており、かつ、その位置は、互
いに重ならないようにずれて配置されている。
【００２９】
　スライド部１４０は、ベース部１３０に係止されて、当該ベース部１３０の２つのガイ
ド部１３１，１３５の長手方向Ｘに沿って摺動するものである。本実施の形態のスライド
部１４０は、図４～図６に示すように、板状部材からなる第１板状部１４２と第２板状部
１４３を有しており、第１板状部１４２がベース部１３０に対する可動役物１１０側、第
２板状部１４３がベース部１３０に対する駆動源１５０側に配置されている。また、第１
板状部１４２と第２板状部１４３の間には、第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５の２つ
の摺動軸が突出形成されており、双方の板状部１４２，１４３を繋いでいる。なお、本実
施の形態では、２つの摺動部として２つの摺動軸１４１，１４５が形成されていたが、こ
れに限るものではなく、２つの摺動部は、本実施の形態の第１ガイド部１３１と第２ガイ
ド部１３５を始めとする２つのガイド部に係止して摺動することができるものであれば、
板状のもの等、適宜の形状で構成されていて良い。
【００３０】
　このように、第１板状部１４２と第２板状部１４３でベース部１３０を挟み、第１板状
部１４２と第２板状部１４３の間を繋ぐ第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５がベース部
１３０の第１ガイド部１３１と第２ガイド部１３５に挿通されて摺動可能に保持されてい
ることで、第１ガイド部１３１と第２ガイド部１３５に挿通された第１摺動軸１４１と第
２摺動軸１４５が一体的に摺動可能となっており、この構成により、スライド部１４０が



(7) JP 2012-65799 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

ベース部１３０に対して摺動するようになっている。
【００３１】
　また、図４～図６に示すように、スライド部１４０の第１板状部１４２におけるパチン
コ遊技機１０の前側に近い位置には、当該第１板状部１４２の板面から垂直に形成された
立壁部１４６を有している。そして、立壁部１４６におけるパチンコ遊技機１０の前側の
面には、可動役物１１０が固定されており、この立壁部１４６を介して、可動役物１１０
がスライド機構１２０に取り付けられている。
【００３２】
　駆動源１５０は、図４及び図５に示すように、スライド部１４０をベース部１３０に対
して摺動させるために電気的に駆動するものであり、本実施の形態では、駆動源１５０と
してソレノイドが配設されている。また、本実施の形態では、駆動源１５０と当該駆動源
１５０の駆動で作動するスライド機構１２０との間に複数の伝達部材が配設されており、
駆動源１５０の駆動力をこれらの伝達部材を介してスライド機構１２０に伝えるようにな
っている。具体的に、伝達部材としては、第１伝達部材１５１、第２伝達部材１５２及び
第３伝達部材１４４を有している。
【００３３】
　第１伝達部材１５１は、図５に示すように、ソレノイドに係止されており、当該ソレノ
イドに通電するとソレノイドの方向へスライド移動し、ソレノイドへの通電を止めるとソ
レノイドと反対方向へスライド移動する部材である。また、第２伝達部材１５２は、略く
字形状に構成された部材であり、支点１５３を中心にして回動するものであり、第１伝達
部材１５１の先端部に対して回動可能に取り付けられている。また、第３伝達部材１４４
は、スライド機構１２０のスライド部１４０の第２板状部１４３の駆動源１５０側に固定
されている部材であり、第２伝達部材１５２の先端部に回動可能に係止されており、略Ｕ
字状に形成されたものである。
【００３４】
　そして、第１伝達部材１５１が通電によるソレノイドの駆動でソレノイドの方向にスラ
イド移動すると、それに伴って第２伝達部材１５２が支点１５３を中心に図５における右
回りに回動し、それに伴い第３伝達部材１４４が略上方向（本実施の形態では図５におけ
る右上方向）に押されて、図４及び図５に示すような位置（右上位置）に、スライド機構
１２０のスライド部１４０及び当該スライド部１４０に固定された可動役物１１０がスラ
イド移動するようになっている。
【００３５】
　また、第１伝達部材１５１が通電停止によるソレノイドの駆動停止でソレノイドと反対
方向にスライド移動すると、それに伴って第２伝達部材１５２が支点１５３を中心に図５
における左回りに回動し、それに伴い第３伝達部材１４４が略下方向（本実施の形態では
図５における左下方向）に押されて、図９及び図１０に示すような位置（左下位置）に、
スライド機構１２０のスライド部１４０及び当該スライド部１４０に固定された可動役物
１１０がスライド移動するようになっている。
【００３６】
　そして、前記した可動役物１１０は、図１１に概略図示するように、その重心Ｊが第１
ガイド部１３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ１及び第２ガイド部１３５の長手方向Ｘの延長線
Ｌ２同士の外側にあるように配設されており（すなわち、重心Ｊがスライド機構１２０の
配置位置よりもずれた又は離れた位置に配設されている）、本実施の形態では、延長線Ｌ
２の右外側でかつ比較的上方位置に配設されている。
【００３７】
　さらに、可動役物１１０の重心Ｊと第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５とを結ぶ線Ｓ
１１，Ｓ１２，Ｓ１３で形成される三角形Ｓ１の第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５の
２つの摺動部を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以下となるように、重心Ｊと第１ガ
イド部１３１と第２ガイド部１３５を配置している。
【００３８】
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　例えば、本実施の形態における第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５を図１１に示すよ
うな配置位置に固定した場合に、可動役物の重心をＪＡとした場合、当該重心ＪＡと第１
摺動軸１４１と第２摺動軸１４５とを結ぶ線Ｓ１１Ａ，Ｓ１２Ａ，Ｓ１３で形成される三
角形は、第１摺動軸１４１を頂点とする角の内角である線Ｓ１２Ａと線Ｓ１３の間の角が
直角となる直角三角形Ｓ１Ａを構成する。このとき、第２摺動軸１４５を頂点とする角の
内角である線Ｓ１１Ａと線Ｓ１３の間の角は当然、鋭角となる。
【００３９】
　また、第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５を図１１に示すような配置位置に固定した
場合に、可動役物の重心をＪＢとした場合、当該重心ＪＢと第１摺動軸１４１と第２摺動
軸１４５とを結ぶ線Ｓ１１Ｂ，Ｓ１２Ｂ，Ｓ１３で形成される三角形は、第２摺動軸１４
５を頂点とする角の内角である線Ｓ１１Ｂと線Ｓ１３の間の角が直角となる直角三角形Ｓ
１Ｂを構成する。このとき、第１摺動軸１４１を頂点とする角の内角である線Ｓ１２Ｂと
線Ｓ１３の間の角は当然、鋭角となる。
【００４０】
　そして、第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５を図１１に示すような配置位置に固定し
た場合に、可動役物の重心をＪＡとＪＢを結ぶ幅Ｈ１の範囲内に配置した場合、当該重心
と第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５とを結ぶ線で形成される三角形は、第１摺動軸１
４１を頂点とする角の内角と第２摺動軸１４５を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以
下となるように構成される。
【００４１】
　このように、第１摺動軸１４１を頂点とする角の内角と第２摺動軸１４５を頂点とする
角の内角の２つの内角がそれぞれ９０°以下となるようにすることにより、図１１に示す
ように、第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５を結ぶ線Ｓ１３と重心Ｊから線Ｓ１３に垂
直に交差する線Ｐ１との交点が、第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５との間となること
から、可動役物１１０の重量が第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５とのどちらか一方に
極端に偏らないため、可動役物１１０をスムーズに動かすことが可能となるのである。こ
れらのことから、第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５を図１１に示すような配置位置に
固定した場合、可動役物１１０の重心Ｊは、ＪＡからＪＢまでの幅Ｈ１の範囲内に配置さ
れるのが好ましいものである。
【００４２】
　また、本実施の形態における重心Ｊと第２摺動軸１４５を図１２に示すような配置位置
に固定した場合に、第１摺動軸の位置を１４１Ｄとした場合、可動役物１１０の重心Ｊと
第１摺動軸１４１Ｄと第２摺動軸１４５とを結ぶ線Ｓ１１，Ｓ１２Ｄ，Ｓ１３Ｄで形成さ
れる三角形は、第２摺動軸１４５を頂点とする角の内角である線Ｓ１１と線Ｓ１３Ｄの間
が直角となる直角三角形Ｓ１Ｄを構成する。このとき、第１摺動軸１４１を頂点とする角
の内角である線Ｓ１２Ｄと線Ｓ１３Ｄの間の角は当然、鋭角となる。
【００４３】
　そして、重心Ｊと第２摺動軸１４５を図１２に示すような配置位置に固定した場合に、
第１摺動軸の位置を１４１Ｄを起点として第１ガイド部１３１の長手方向Ｘの図１２にお
ける上方向へ延びる直線上の範囲Ｈ２内に配置した場合、重心Ｊと第１摺動軸と第２摺動
軸１４５とを結ぶ線で形成される三角形は、第１摺動軸１４１を頂点とする角の内角と第
２摺動軸１４５を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以下となるように構成される。
【００４４】
　このように、第１摺動軸１４１を頂点とする角の内角と第２摺動軸１４５を頂点とする
角の内角の２つの内角がそれぞれ９０°以下となるようにすることにより、図１２に示す
ように、第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５を結ぶ線Ｓ１３と重心Ｊから線Ｓ１３に垂
直に交差する線Ｐ１との交点が、第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５との間となること
から、可動役物１１０の重量が第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５とのどちらか一方に
極端に偏らないため、可動役物１１０をスムーズに動かすことが可能となるのである。こ
れらのことから、重心Ｊと第２摺動軸１４５を図１２に示すような配置位置に固定した場
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合、第１摺動軸の位置は、１４１Ｄを起点として第１ガイド部１３１の長手方向Ｘの図１
２における上方向へ延びる直線上の範囲Ｈ２内に配置されるのが好ましいものである。
【００４５】
　なお、重心Ｊと第１摺動軸１４１を固定した場合の第２摺動軸１４５が配置される幅の
範囲等の他のパターンの説明は省略するが、重心Ｊと第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４
５の３点のそれぞれの距離や幅、ずらし具合等のうち、２点を固定すると、他の１点は所
定の幅の範囲内に配置位置が規定されるものである。
【００４６】
　このように、重心Ｊと第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５とを結ぶ線Ｓ１１，Ｓ１２
，Ｓ１３で形成される三角形Ｓ１の第１摺動軸１４１と第２摺動軸１４５の２つの摺動部
を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以下となるように、可動役物１１０の重心Ｊとス
ライド機構１２０の第１ガイド部１３１と第２ガイド部１３５を配置することで、重心Ｊ
からそれを支持する第１摺動軸１４１及び第２摺動軸１４５までのそれぞれの距離が同じ
に近いものとなり、これにより安定して重量物である可動役物１１０を支持してスライド
移動させることができる。
【００４７】
　これに対し、本発明に対する比較例として図１３に概略図示する可動役物３１０は、本
実施の形態と同様に、その重心Ｊが第１ガイド部３３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ３１及び
第２ガイド部３３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ３２同士の外側にあるように配設されており
（すなわち、重心Ｊがスライド機構３２０の配置位置よりもずれた又は離れた位置に配設
されている）、ここでは、延長線Ｌ３２の右外側でかつ比較的上方位置に配設されている
。
【００４８】
　この上で、可動役物３１０の重心Ｊと第１摺動軸３４１と第２摺動軸３４５とを結ぶ線
Ｓ３１，Ｓ３２，Ｓ３３で形成される三角形Ｓ３の第１摺動軸３４１と第２摺動軸３４５
の２つの摺動部を頂点とする角の内角のいずれかが、本実施の形態とは異なって９０°よ
り大きな角度（すなわち鈍角）となるように、重心Ｊと第１ガイド部３３１と第２ガイド
部３３５が配置されている。
【００４９】
　このように、第１摺動軸３４１を頂点とする角の内角と第２摺動軸３４５を頂点とする
角の内角の２つの内角のいずれかが鈍角となると、図１３に示すように、第１摺動軸３４
１と第２摺動軸３４５を結ぶ線Ｓ３３と重心Ｊから線Ｓ３３に垂直に延ばした線Ｐ３との
交点が、第１摺動軸３４１と第２摺動軸３４５との間にないことになり、重心Ｊからそれ
を支持する第１摺動軸３４１及び第２摺動軸３４５までのそれぞれの距離が極端に異なっ
て、可動役物３１０の重量が第１摺動軸３４１と第２摺動軸３４５とのどちらか一方に極
端に偏ってしまうため、安定して重量物である可動役物３１０を支持することができず、
可動役物３１０をスムーズにスライド移動させることが不可能となるのである。
【００５０】
　なお、比較例における第１摺動軸３４１と第２摺動軸３４５を図１３に示すような配置
位置に固定した場合に、可動役物の重心をＪＥとした場合、当該重心ＪＥと第１摺動軸３
４１と第２摺動軸３４５とを結ぶ線Ｓ３１Ａ，Ｓ３２Ａ，Ｓ３３で形成される三角形は、
第２摺動軸３４５を頂点とする角の内角である線Ｓ３２Ａと線Ｓ３３の間の角が直角とな
る直角三角形Ｓ３Ａを構成する。このとき、第１摺動軸３４１を頂点とする角の内角であ
る線Ｓ３１Ａと線Ｓ３３の間の角は当然、鋭角となる。
【００５１】
　また、第１摺動軸３４１と第２摺動軸３４５を図１３に示すような配置位置に固定した
場合に、可動役物の重心をＪＦとした場合、当該重心ＪＦと第１摺動軸３４１と第２摺動
軸３４５とを結ぶ線Ｓ３１Ｂ，Ｓ３２Ｂ，Ｓ３３で形成される三角形は、第１摺動軸３４
１を頂点とする角の内角である線Ｓ３１Ｂと線Ｓ３３の間の角が直角となる直角三角形Ｓ
３Ｂを構成する。このとき、第２摺動軸３４５を頂点とする角の内角である線Ｓ３２Ｂと
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線Ｓ３３の間の角は当然、鋭角となる。
【００５２】
　そして、第１摺動軸３４１と第２摺動軸３４５を図１３に示すような配置位置に固定し
た場合に、可動役物の重心をＪＥとＪＦを結ぶ幅Ｈ３の範囲内に配置した場合、当該重心
と第１摺動軸３４１と第２摺動軸３４５とを結ぶ線で形成される三角形は、第１摺動軸３
４１を頂点とする角の内角と第２摺動軸３４５を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以
下となるように構成されるものである。このように、第１摺動軸３４１と第２摺動軸３４
５を図１３に示すような配置位置に固定した場合、可動役物３１０の重心Ｊは、ＪＥから
ＪＦまでの幅Ｈ３の範囲内に配置されていれば、安定して支持可能となるものである。な
お、他の２点を固定した場合等の説明は省略するが、この比較例では、いずれも安定して
支持可能な範囲を外れているものである。
【００５３】
　次に、本発明の第２の実施の形態におけるパチンコ遊技機について、図１４を用いて説
明する。なお、本実施の形態のパチンコ遊技機は、下記に記載した構成及び図１４に図示
した構成の他は、前記した第１の実施の形態と同様であるため、同様の部分については同
じ符号を付すものとして、図示及び説明を省略する。
【００５４】
　本実施の形態では、図１４に示すように、、重心Ｊが比較的下方に位置しており、それ
に伴い、ガイド部や摺動軸も第１の実施の形態とほぼ逆向きに配置されている。以下、本
実施の形態について詳述する。
【００５５】
　本実施の形態の可動役物装置２００における可動役物２１０は、図１４に概略図示する
ように、その重心Ｊが第１ガイド部２３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ２１及び第２ガイド部
２３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ２２同士の外側にあるように配設されており（すなわち、
重心Ｊがスライド機構２２０の配置位置よりもずれた又は離れた位置に配設されている）
、本実施の形態では、延長線Ｌ２２の右外側でかつ比較的下方位置に配設されている。
【００５６】
　さらに、可動役物２１０の重心Ｊと第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５とを結ぶ線Ｓ
２１，Ｓ２２，Ｓ２３で形成される三角形Ｓ２の第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５の
２つの摺動部を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以下となるように、重心Ｊと第１ガ
イド部２３１と第２ガイド部２３５を配置している。
【００５７】
　例えば、本実施の形態における第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５を図１４に示すよ
うな配置位置に固定した場合に、可動役物の重心をＪＧとした場合、当該重心ＪＧと第１
摺動軸２４１と第２摺動軸２４５とを結ぶ線Ｓ２１Ｇ，Ｓ２２Ｇ，Ｓ２３で形成される三
角形は、第１摺動軸２４１を頂点とする角の内角である線Ｓ２２Ｇと線Ｓ２３の間の角が
直角となる直角三角形Ｓ２Ｇを構成する。このとき、第２摺動軸２４５を頂点とする角の
内角である線Ｓ２１Ｇと線Ｓ２３の間の角は当然、鋭角となる。
【００５８】
　また、第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５を図１４に示すような配置位置に固定した
場合に、可動役物の重心をＪＨとした場合、当該重心ＪＨと第１摺動軸２４１と第２摺動
軸２４５とを結ぶ線Ｓ２１Ｈ，Ｓ２２Ｈ，Ｓ２３で形成される三角形は、第２摺動軸２４
５を頂点とする角の内角である線Ｓ２１Ｈと線Ｓ２３の間の角が直角となる直角三角形Ｓ
２Ｈを構成する。このとき、第１摺動軸２４１を頂点とする角の内角である線Ｓ２２Ｈと
線Ｓ２３の間の角は当然、鋭角となる。
【００５９】
　そして、第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５を図１４に示すような配置位置に固定し
た場合に、可動役物の重心をＪＧとＪＨを結ぶ幅Ｈ４の範囲内に配置した場合、当該重心
と第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５とを結ぶ線で形成される三角形は、第１摺動軸２
４１を頂点とする角の内角と第２摺動軸２４５を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以
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下となるように構成される。
【００６０】
　このように、第１摺動軸２４１を頂点とする角の内角と第２摺動軸２４５を頂点とする
角の内角の２つの内角がそれぞれ９０°以下となるようにすることにより、図１４に示す
ように、第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５を結ぶ線Ｓ２３と重心Ｊから線Ｓ２３に垂
直に交差する線Ｐ２との交点が、第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５との間となること
から、可動役物２１０の重量が第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５とのどちらか一方に
極端に偏らないため、可動役物２１０をスムーズに動かすことが可能となるのである。こ
れらのことから、第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５を図１４に示すような配置位置に
固定した場合、可動役物２１０の重心Ｊは、ＪＧからＪＨまでの幅Ｈ４の範囲内に配置さ
れるのが好ましいものである。
【００６１】
　なお、重心Ｊと第２摺動軸２４５を固定した場合の第１摺動軸２４１が配置される幅の
範囲、重心Ｊと第１摺動軸２４１を固定した場合の第２摺動軸２４５が配置される幅の範
囲等の他のパターンの説明は省略するが、前記した第１の実施の形態と同様に、重心Ｊと
第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５の３点のそれぞれの距離や幅、ずらし具合等のうち
、２点を固定すると、他の１点は所定の幅の範囲内に配置位置が規定されるものである。
【００６２】
　このように、重心Ｊと第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５とを結ぶ線Ｓ２１，Ｓ２２
，Ｓ２３で形成される三角形Ｓ２の第１摺動軸２４１と第２摺動軸２４５の２つの摺動部
を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以下となるように、可動役物２１０の重心Ｊとス
ライド機構２２０の第１ガイド部２３１と第２ガイド部２３５を配置することで、重心Ｊ
からそれを支持する第１摺動軸２４１及び第２摺動軸２４５までのそれぞれの距離が同じ
に近いものとなり、これにより安定して重量物である可動役物２１０を支持してスライド
移動させることができる。
【００６３】
　以上のように、前記した各実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は、可動役物（
可動体）１１０，２１０をスライド移動させるスライド機構１２０，２２０を有するパチ
ンコ遊技機（遊技機）１０において、前記スライド機構１２０，２２０は、長手方向Ｘが
平行に配置され、かつ、位置がずれて配置された長細形状の第１ガイド部１３１，２３１
及び第２ガイド部１３５，２３５（２つのガイド部）を有するベース部１３０，２３０と
、前記第１ガイド部１３１，２３１及び第２ガイド部１３５，２３５（２つのガイド部）
に係止して該１ガイド部１３１，２３１及び第２ガイド部１３５，２３５（２つのガイド
部）の長手方向Ｘに一体的に摺動可能な第１摺動軸１４１及び第２摺動軸１４５（２つの
摺動部）を有するスライド部１４０，２４０と、該スライド部１４０，２４０を前記ベー
ス部１３０，２３０に対して摺動させる駆動源１５０と、を有しており、前記可動役物（
可動体）１１０，２１０は、その重心Ｊが前記１ガイド部１３１，２３１及び第２ガイド
部１３５，２３５（２つのガイド部）の長手方向Ｘの延長線Ｌ１，Ｌ２（Ｌ２１，Ｌ２２
）同士の外側にあり、前記可動役物（可動体）１１０，２１０の重心Ｊと前記第１摺動軸
１４１，２４１及び第２摺動軸１４５，２４５（２つの摺動部）とを結んで形成される三
角形Ｓ１，Ｓ２の前記第１摺動軸１４１，２４１及び第２摺動軸１４５，２４５（２つの
摺動部）を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以下となるように、前記重心Ｊと前記１
ガイド部１３１，２３１及び第２ガイド部１３５，２３５（２つのガイド部）を配置した
パチンコ遊技機（遊技機）１０としたことを特徴とする。
【００６４】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（弾球遊技機）１０によれば、スライド移動可
能な可動役物（可動体）１１０，２１０の重心Ｊがスライド機構１２０，２２０と重なる
位置からずれて配置されていても、スムーズなスライド移動を行うことができ、スライド
機構１２０，２２０が破損し難いパチンコ遊技機（遊技機）１０とすることができる。
【００６５】
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　次に、本発明に関係した第２の発明について説明する。
【００６６】
　この第２の発明は、
可動体をスライド移動させるスライド機構を有する遊技機において、
前記スライド機構は、
長手方向が平行に配置され、かつ、位置がずれて配置された長細形状の２つのガイド部を
有するベース部と、
前記２つのガイド部に係止して該２つのガイド部の長手方向に一体的に摺動可能な２つの
摺動部を有するスライド部と、
該スライド部を前記ベース部に対して摺動させる駆動源と、
を有しており、
前記可動体は、その重心が前記２つのガイド部の長手方向の延長線同士の外側にあり、
前記可動体の重心と、該重心から前記ガイド部の長手方向の延長線までの距離が長い方の
前記ガイド部に係止された前記摺動部とが、前記重心から前記ガイド部の長手方向の延長
線までの距離が短い方の前記ガイド部に係止された前記摺動部を含む前記ガイド部の長手
方向との直交方向の延長線から見て、同じ方向に配置されている遊技機としたことを特徴
とする。
【００６７】
　以下、第２の発明の第１の実施の形態における遊技機について図１５を参照しながら説
明する。なお、本実施の形態では、遊技機としてパチンコ遊技機を例に説明している。ま
た、本実施の形態のパチンコ遊技機は、下記に記載した構成及び図１５に図示した構成の
他は、前記した発明の第１の実施の形態と同様であるため、同様の部分については同じ符
号を付すものとして、図示及び説明を省略する。
【００６８】
　本実施の形態の可動役物装置４００における可動役物４１０は、図１５に概略図示する
ように、その重心Ｊが第１ガイド部４３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ４１及び第２ガイド部
４３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ４２同士の外側にあるように配設されており（すなわち、
重心Ｊがスライド機構４２０の配置位置よりもずれた又は離れた位置に配設されている）
、本実施の形態では、延長線Ｌ４２の右外側でかつ比較的上方位置に配設されている。さ
らに、可動役物４１０の重心Ｊから第１ガイド部４３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ４１まで
の距離Ｋ１と、可動役物４１０の重心Ｊから第２ガイド部４３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ
４２までの距離Ｋ２とで、その距離の長い方のガイド部（ここでは、第１ガイド部４３１
）に係止された摺動部（ここでは、第１摺動軸４４１）と、可動役物４１０の重心Ｊとが
、重心Ｊからガイド部４３１，４３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ４１，Ｌ４２までの距離Ｋ
１，Ｋ２が短い方のガイド部（ここでは、第２ガイド部４３５）に係止された摺動部（こ
こでは、第２摺動軸４４５）を含むガイド部（ここでは、第２ガイド部４３５）の長手方
向Ｘとの直交方向Ｙの延長線Ｌ４４から見て、同じ方向に配置されている。
【００６９】
　このように、重心Ｊと、その重心Ｊからガイド部４３１，４３５の長手方向Ｘの延長線
Ｌ４１，Ｌ４２までの距離Ｋ１，Ｋ２が長い方のガイド部（ここでは、第１ガイド部４３
１）に係止された摺動部（ここでは、第１摺動軸４４１）とが、重心Ｊからガイド部４３
１，４３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ４１，Ｌ４２までの距離Ｋ１，Ｋ２が短い方のガイド
部（ここでは、第２ガイド部４３５）に係止された摺動部（ここでは、第２摺動軸４４５
）を含むガイド部（ここでは、第２ガイド部４３５）の長手方向Ｘとの直交方向Ｙの延長
線Ｌ４４から見て、同じ方向に配置されていることで、重心Ｊからそれを支持する第１摺
動軸４４１及び第２摺動軸４４５までのそれぞれの距離が同じに近いものとなり、これに
より安定して重量物である可動役物１１０を支持してスライド移動させることができる。
【００７０】
　次に、第２の発明の第２の実施の形態におけるパチンコ遊技機について、図１６を用い
て説明する。なお、本実施の形態のパチンコ遊技機は、下記に記載した構成及び図１６に
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図示した構成のほかは、前記した第１の実施の形態と同様であるため、同様の部分につい
ては同じ符号を付すものとして、図示及び説明を省略する。
【００７１】
　本実施の形態では、図１６に示すように、、重心Ｊが比較的下方に位置しており、それ
に伴い、ガイド部や摺動部も第１の実施の形態とほぼ逆向きに配置されている。以下、本
実施の形態について詳述する。
【００７２】
　本実施の形態の可動役物装置５００における可動役物５１０は、図１６に概略図示する
ように、その重心Ｊが第１ガイド部５３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ５１及び第２ガイド部
５３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ５２同士の外側にあるように配設されており（すなわち、
重心Ｊがスライド機構５２０の配置位置よりもずれた又は離れた位置に配設されている）
、本実施の形態では、延長線Ｌ５２の右外側でかつ比較的下方位置に配設されている。さ
らに、可動役物５１０の重心Ｊから第１ガイド部５３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ５１まで
の距離Ｋ５１と、可動役物５１０の重心Ｊから第２ガイド部５３５の長手方向Ｘの延長線
Ｌ５２までの距離Ｋ５２とで、その距離の長い方のガイド部（ここでは、第１ガイド部５
３１）に係止された摺動部（ここでは、第１摺動軸５４１）と、可動役物５１０の重心Ｊ
とが、重心Ｊからガイド部５３１，５３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ５１，Ｌ５２までの距
離Ｋ５１，Ｋ５２が短い方のガイド部（ここでは、第２ガイド部５３５）に係止された摺
動部（ここでは、第２摺動軸５４５）を含むガイド部（ここでは、第２ガイド部５３５）
の長手方向Ｘとの直交方向Ｙの延長線Ｌ５４から見て、同じ方向に配置されている。
【００７３】
　このように、重心Ｊと、その重心Ｊからガイド部５３１，５３５の長手方向Ｘの延長線
Ｌ５１，Ｌ５２までの距離Ｋ５１，Ｋ５２が長い方のガイド部（ここでは、第１ガイド部
５３１）に係止された摺動部（ここでは、第１摺動軸５４１）とが、重心Ｊからガイド部
５３１，５３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ５１，Ｌ５２までの距離Ｋ５１，Ｋ５２が短い方
のガイド部（ここでは、第２ガイド部５３５）に係止された摺動部（ここでは、第２摺動
軸５４５）を含むガイド部（ここでは、第２ガイド部５３５）の長手方向Ｘとの直交方向
Ｙの延長線Ｌ５４から見て、同じ方向に配置されていることで、重心Ｊからそれを支持す
る第１摺動軸５４１及び第２摺動軸５４５までのそれぞれの距離が同じに近いものとなり
、これにより安定して重量物である可動役物５１０を支持してスライド移動させることが
できる。
【００７４】
　以上のように、前記した第２の発明の各実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は
、可動役物（可動体）４１０，５１０をスライド移動させるスライド機構４２０，５２０
を有するパチンコ遊技機（遊技機）１０において、前記スライド機構４２０，５２０は、
長手方向Ｘが平行に配置され、かつ、位置がずれて配置された長細形状の第１ガイド部４
３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５（２つのガイド部）を有するベース部４３
０，５３０と、前記第１ガイド部４３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５（２つ
のガイド部）に係止して該第１ガイド部４３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５
（２つのガイド部）の長手方向Ｘに一体的に摺動可能な第１摺動軸４４１，５４１及び第
２摺動軸４４５，５４５（２つの摺動部）を有するスライド部４４０，５４０と、該スラ
イド部４４０，５４０を前記ベース部４３０，５３０に対して摺動させる駆動源１５０と
、を有しており、前記可動役物（可動体）４１０，５１０は、その重心Ｊが前記第１ガイ
ド部４３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５（２つのガイド部）の長手方向Ｘの
延長線Ｌ４１，Ｌ４２（Ｌ５１，Ｌ５２）同士の外側にあり、前記可動役物（可動体）４
１０，５１０の重心Ｊと、該重心Ｊから前記第１ガイド部４３１，５３１及び第２ガイド
部４３５，５３５（２つのガイド部）の長手方向Ｘの延長線Ｌ４１，Ｌ４２（Ｌ５１，Ｌ
５２）までの距離Ｋ１，Ｋ２（Ｋ５１，Ｋ５２）が長い方の前記第１ガイド部（ガイド部
）４３１，５３１に係止された前記第１摺動軸（摺動部）４４１，５４１とが、前記重心
Ｊから前記第１ガイド部４３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５（２つのガイド
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部）の長手方向Ｘの延長線Ｌ４１，Ｌ４２（Ｌ５１，Ｌ５２）までの距離Ｋ１，Ｋ２（Ｋ
５１，Ｋ５２）が短い方の前記第２ガイド部（ガイド部）４３５，５３５に係止された前
記第２摺動軸（摺動部）４４５，５４５を含む前記第２ガイド部（ガイド部）４３５，５
３５の長手方向Ｘとの直交方向Ｙの延長線Ｌ４４，Ｌ５４から見て、同じ方向に配置され
ているパチンコ遊技機（遊技機）１０としたことを特徴とする。
【００７５】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（弾球遊技機）１０によれば、スライド移動可
能な可動役物（可動体）４１０，５１０の重心Ｊがスライド機構４２０，５２０と重なる
位置からずれて配置されていても、スムーズなスライド移動を行うことができ、スライド
機構４２０，５２０が破損し難いパチンコ遊技機（遊技機）１０とすることができる。
【００７６】
　なお、前記した第２の発明の各実施の形態における重心から延長線までの距離とは、重
心から延長線までの最短距離（重心から延長線に垂直方向に延ばした線の長さ）を指すも
のとする。
【００７７】
　次に、本発明に関係した第３の発明について説明する。
【００７８】
　この第３の発明は、
可動体をスライド移動させるスライド機構を有する遊技機において、
前記スライド機構は、
長手方向が平行に配置され、かつ、位置がずれて配置された長細形状の２つのガイド部を
有するベース部と、
前記２つのガイド部に係止して該２つのガイド部の長手方向に一体的に摺動可能な２つの
摺動部を有するスライド部と、
該スライド部を前記ベース部に対して摺動させる駆動源と、
を有しており、
前記可動体は、その重心が前記２つのガイド部の長手方向の延長線同士の外側にあり、
前記可動体の重心から前記ガイド部の長手方向の延長線までの距離が長い方の前記ガイド
部に係止された前記摺動部を含む前記長手方向との直交方向の延長線と前記重心との距離
が、前記重心から前記ガイド部の長手方向の延長線までの距離が短い方の前記ガイド部に
係止された前記摺動部を含む前記長手方向との直交方向の延長線と前記重心との距離より
も短くなるように、前記重心と前記２つのガイド部を配置した遊技機としたことを特徴と
する。
【００７９】
　以下、第３の発明の第１の実施の形態における遊技機について図１５を参照しながら説
明する。なお、本実施の形態では、遊技機としてパチンコ遊技機を例に説明している。ま
た、本実施の形態のパチンコ遊技機は、下記に記載した構成の他は、前記した第２の発明
の第１の実施の形態と同様であるため、同様の部分については同じ符号を付すものとして
、図示及び説明を省略する。
【００８０】
　本実施の形態の可動役物装置４００における可動役物４１０は、図１５に概略図示する
ように、その重心Ｊが第１ガイド部４３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ４１及び第２ガイド部
４３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ４２同士の外側にあるように配設されており（すなわち、
重心Ｊがスライド機構４２０の配置位置よりもずれた又は離れた位置に配設されている）
、本実施の形態では、延長線Ｌ４２の右外側でかつ比較的上方位置に配設されている。さ
らに、可動役物４１０の重心Ｊから第１ガイド部４３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ４１まで
の距離Ｋ１と、可動役物４１０の重心Ｊから第２ガイド部４３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ
４２までの距離Ｋ２とで、その距離の長い方のガイド部（ここでは、第１ガイド部４３１
）に係止された摺動部（ここでは、第１摺動軸４４１）を含む長手方向Ｘとの直交方向Ｙ
の延長線Ｌ４３と重心Ｊとの距離Ｋ３が、その距離の短い方のガイド部（ここでは、第２
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ガイド部４３５）に係止された摺動部（ここでは、第２摺動軸４４５）を含む長手方向Ｘ
との直交方向Ｙの延長線Ｌ４４と重心Ｊとの距離Ｋ４よりも短くなるように、重心Ｊと２
つのガイド部４３１，４３５を配置している。その結果、本実施の形態では、図１５に示
すように、可動役物４１０の重心Ｊが右上部分にある場合、図１５の横方向で遠い第１ガ
イド部４３１が上方に位置し、横方向で近い第２ガイド部４３５が下方に位置するように
、重心Ｊと２つのガイド部４３１，４３５が配置されている。
【００８１】
　このように、可動役物４１０の重心Ｊとスライド機構４２０の第１ガイド部４３１と第
２ガイド部４３５を、直交する方向における距離を考慮して配置することで、重心Ｊから
それを支持する第１摺動軸４４１及び第２摺動軸４４５までのそれぞれの距離が同じに近
いものとなり、これにより安定して重量物である可動役物４１０を支持してスライド移動
させることができる。
【００８２】
　次に、第３の発明の第２の実施の形態におけるパチンコ遊技機について、図１６を用い
て説明する。なお、本実施の形態のパチンコ遊技機は、下記に記載した構成及び図１６に
図示した構成のほかは、前記した第１の実施の形態と同様であるため、同様の部分につい
ては同じ符号を付すものとして、図示及び説明を省略する。
【００８３】
　本実施の形態では、図１６に示すように、、重心Ｊが比較的下方に位置しており、それ
に伴い、ガイド部や摺動部も第１の実施の形態とほぼ逆向きに配置されている。以下、本
実施の形態について詳述する。
【００８４】
　本実施の形態の可動役物装置５００における可動役物５１０は、図１６に概略図示する
ように、その重心Ｊが第１ガイド部５３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ５１及び第２ガイド部
５３５の長手方向Ｘの延長線Ｌ５２同士の外側にあるように配設されており（すなわち、
重心Ｊがスライド機構５２０の配置位置よりもずれた又は離れた位置に配設されている）
、本実施の形態では、延長線Ｌ５２の右外側でかつ比較的下方位置に配設されている。さ
らに、可動役物５１０の重心Ｊから第１ガイド部５３１の長手方向Ｘの延長線Ｌ５１まで
の距離Ｋ５１と、可動役物５１０の重心Ｊから第２ガイド部５３５の長手方向Ｘの延長線
Ｌ５２までの距離Ｋ５２とで、その距離の長い方のガイド部（ここでは、第１ガイド部５
３１）に係止された摺動部（ここでは、第１摺動軸５４１）を含む長手方向Ｘとの直交方
向Ｙの延長線Ｌ５３と重心Ｊとの距離Ｋ５３が、その距離の短い方のガイド部（ここでは
、第２ガイド部５３５）に係止された摺動部（ここでは、第２摺動軸５４５）を含む長手
方向Ｘとの直交方向Ｙの延長線Ｌ５４と重心Ｊとの距離Ｋ５４よりも短くなるように、重
心Ｊと２つのガイド部５３１，５３５を配置している。その結果、本実施の形態では、図
１６に示すように、可動役物５１０の重心Ｊが右下部分にある場合、図１６の横方向で遠
い第１ガイド部５３１が下方に位置し、横方向で近い第２ガイド部５３５が上方に位置す
るように、重心Ｊと２つのガイド部５３１，５３５が配置されている。
【００８５】
　このように、可動役物５１０の重心Ｊとスライド機構５２０の第１ガイド部５３１と第
２ガイド部５３５を、直交する方向における距離を考慮して配置することで、重心Ｊから
それを支持する第１摺動軸５４１及び第２摺動軸５４５までのそれぞれの距離が同じに近
いものとなり、これにより安定して重量物である可動役物５１０を支持してスライド移動
させることができる。
【００８６】
　以上のように、前記した第３の発明の各実施の形態のパチンコ遊技機（遊技機）１０は
、可動役物（可動体）４１０，５１０をスライド移動させるスライド機構４２０，５２０
を有するパチンコ遊技機（遊技機）１０において、前記スライド機構４２０，５２０は、
長手方向Ｘが平行に配置され、かつ、位置がずれて配置された長細形状の第１ガイド部４
３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５（２つのガイド部）を有するベース部４３
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０，５３０と、前記第１ガイド部４３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５（２つ
のガイド部）に係止して該第１ガイド部４３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５
（２つのガイド部）の長手方向Ｘに一体的に摺動可能な第１摺動軸４４１，５４１及び第
２摺動軸４４５，５４５（２つの摺動部）を有するスライド部４４０，５４０と、該スラ
イド部４４０，５４０を前記ベース部４３０，５３０に対して摺動させる駆動源１５０と
、を有しており、前記可動役物（可動体）４１０，５１０は、その重心Ｊが前記第１ガイ
ド部４３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５（２つのガイド部）の長手方向Ｘの
延長線Ｌ４１，Ｌ４２（Ｌ５１，Ｌ５２）同士の外側にあり、前記可動役物（可動体）４
１０，５１０の重心Ｊから前記第１ガイド部４３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５
３５（ガイド部）の長手方向Ｘの延長線Ｌ４１，Ｌ４２（Ｌ５１，Ｌ５２）までの距離Ｋ
１，Ｋ２（Ｋ５１，Ｋ５２）が長い方の前記第１ガイド部（ガイド部）４３１，５３１に
係止された前記第１摺動軸（摺動部）４４１，５４１を含む前記長手方向Ｘとの直交方向
Ｙの延長線Ｌ４３，Ｌ５３と前記重心Ｊとの距離Ｋ３，Ｋ５３が、前記重心Ｊから前記第
１ガイド部４３１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５（ガイド部）の長手方向Ｘの
延長線Ｌ４１，Ｌ４２（Ｌ５１，Ｌ５２）までの距離Ｋ１，Ｋ２（Ｋ５１，Ｋ５２）が短
い方の前記第２ガイド部（ガイド部）４３５，５３５に係止された前記第２摺動軸（摺動
部）４４５，５４５を含む前記長手方向Ｘとの直交方向Ｙの延長線Ｌ４４，Ｌ５４と前記
重心Ｊとの距離Ｋ４，Ｋ５４よりも短くなるように、前記重心Ｊと前記第１ガイド部４３
１，５３１及び第２ガイド部４３５，５３５（２つのガイド部）を配置したパチンコ遊技
機（遊技機）１０としたことを特徴とする。
【００８７】
　そして、本実施の形態のパチンコ遊技機（弾球遊技機）１０によれば、スライド移動可
能な可動役物（可動体）４１０，５１０の重心Ｊがスライド機構４２０，５２０と重なる
位置からずれて配置されていても、スムーズなスライド移動を行うことができ、スライド
機構４２０，５２０が破損し難いパチンコ遊技機（遊技機）１０とすることができる。
【００８８】
　なお、前記した第３の発明の各実施の形態における重心から延長線までの距離とは、重
心から延長線までの最短距離（重心から延長線に垂直方向に延ばした線の長さ）を指すも
のとする。
【００８９】
　また、前記した各発明の実施の形態をさらに別の観点から見ると、図１１に示すように
、スライド機構１２０の位置から外れた位置にある可動役物１１０の重さが、第１摺動軸
１４１と第２摺動軸１４５に掛かると、本実施の形態のように可動役物１１０が比較的上
方位置にある場合、第１摺動軸１４１では右方向への力が掛かり、第２摺動軸１４５では
左方向への力が掛かるようになる。
【００９０】
　ここで、本実施の形態のように、左側に位置する第１摺動軸１４１が上方位置、右側に
位置する第２摺動軸１４５が下方位置にあると、それぞれの摺動部に掛かる力がそれぞれ
内側に向いて掛かる力となり、摺動部への力が分散しない方向に掛かるようになる。これ
により、可動役物１１０を安定して支持することができ、安定したスライド移動を行うこ
とができるものである。
【００９１】
　これに対し、図１３に示すように、可動役物３１０が比較的上方位置にある場合で、左
側に位置する第１摺動軸３４１が下方位置、右側に位置する第２摺動軸３４５が上方位置
に配置されていると、第１摺動軸３４１では左方向への力が掛かり、第２摺動軸３４５で
は右方向への力が掛かるようになる。そのため、それぞれの摺動部に掛かる力がそれぞれ
外側に向いて掛かる力となり、摺動部への力が分散してしまう方向に掛かるようになる。
これにより、可動役物３１０の支持が不安定なものになってしまい、スライド移動も不安
定なものとなってしまうのである。
【００９２】
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　なお、以上説明した実施の形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたもので
あって、本発明を限定するために記載されたものではない。
【００９３】
　例えば、前記した実施の形態では、遊技機としてパチンコ遊技機を挙げて説明したが、
本発明はこれに限るものではなく、パチスロ、アレンジボール等の他の遊技機にも適用可
能である。
【００９４】
　また、前記した実施の形態では、本発明を適用した結果、重心と２つの摺動部とを結ん
で形成される三角形が、鋭角三角形又は直角三角形になる場合の例について説明してきた
が、本発明はこれに限るものではなく、重心と２つの摺動部とを結んで形成される三角形
の２つの摺動部を頂点とする角の内角がそれぞれ９０°以下となれば、重心を頂点とする
角の内角の角度は特に問わないものである。すなわち、重心を頂点とする角の内角は鋭角
でも直角でも鈍角でも良く、その結果、三角形が、重心を頂点とする角の内角が鋭角の鋭
角三角形となっても、重心を頂点とする角の内角が直角の直角三角形となっても、重心を
頂点とする角の内角が鈍角の鈍角三角形となっても良い。
【符号の説明】
【００９５】
１０…パチンコ遊技機（遊技機）、１００，２００…可動役物装置、１１０，２１０…可
動役物（可動体）、１２０，２２０…スライド機構、１３０，２３０…ベース部、１３１
，２３１…第１ガイド部（ガイド部）、１３５，２３５…第２ガイド部（ガイド部）、１
４０，２４０…スライド部、１４１，２４１…第１摺動軸（摺動部）、１４５，２４５…
第２摺動軸（摺動部）、１５０…駆動源
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