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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者によって操作可能な操作部材を備えた遊技機であって、
　前記操作部材は、
　遊技部材と、
　前記遊技部材とは別体で前記遊技部材の少なくとも一部を覆うカバー部材と、を備えて
、前記遊技部材及び前記カバー部材のうち、一方の部材は第１方向に移動可能であるのに
対し、他方の部材は前記第１方向と異なる第２方向に移動可能であり、前記遊技部材と前
記カバー部材とが各々独立して移動するように構成され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、遊技者が操作可能な操作部材を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機として、遊技者が直接触ることが可能な操作部材を備えたものが
知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００３－１９０４３４号公報（段落［００１２］）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、操作部材による遊技の趣向性に欠けるとい
う問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、操作部材による遊技の趣向性向上を図る
ことが可能な遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明に係る遊技機は、遊技者によって操
作可能な操作部材を備えた遊技機であって、操作部材は、遊技部材と、遊技部材とは別体
で遊技部材の少なくとも一部を覆うカバー部材と、を備えて、遊技部材及びカバー部材の
うち、一方の部材は第１方向に移動可能であるのに対し、他方の部材は第１方向と異なる
第２方向に移動可能であり、遊技部材とカバー部材とが各々独立して移動するように構成
されたところに特徴を有する。
【発明の効果】
【００１３】
　［請求項１の発明］
　請求項１の発明によれば、操作部材を構成する２つの部材、即ち、遊技部材とカバー部
材とが各々独立して移動するので、従来の遊技機よりも、操作部材による遊技の趣向性向
上を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の正面図
【図２】球貯留部の斜視図
【図３】操作ボタン装置の斜視図
【図４】操作ボタン装置の分解斜視図
【図５】カバー部材とその駆動機構を構成する部材の斜視図
【図６】カバー部材とその駆動機構の断面図
【図７】可動演出部材とその駆動機構を構成する部材の斜視図
【図８】可動演出部材とその駆動機構を構成する部材の斜視図
【図９】ベースプレート及び支持プレートの平面図
【図１０】ベースプレートと円形突部の平断面図
【図１１】可動演出部材とその駆動機構の断面図
【図１２】（Ａ）変形例に係るカバー部材と可動演出部材の断面図、（Ｂ）変形例に係る
カバー部材と可動演出部材の断面図
【図１３】変形例に係る操作ボタン装置の断面図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明をパチンコ遊技機に適用した第１実施形態を図１～図１１に基づいて説明
する。図１に示すように、本実施形態のパチンコ遊技機１０（以下、「遊技機１０」とい
う。）は、前面が前面枠１０Ｚにて覆われており、その前面枠１０Ｚに形成されたガラス
窓１０Ｗを通して遊技板１１の遊技領域Ｒ１が視認可能になっている。
【００２２】
　前面枠１０Ｚのうちガラス窓１０Ｗより下方には、遊技球を貯留可能な上皿２６及び下
皿２７を上下２段にして備える球貯留部３０が設けられ、下皿２７の右側には操作ハンド
ル２８が設けられている。そして、操作ハンドル２８を回動操作すると、上皿２６に貯留
された遊技球が遊技領域Ｒ１に向けて弾き出される。
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【００２３】
　遊技領域Ｒ１には、図示しない始動入賞口と大入賞口が備えられ、始動入賞口に遊技球
が入球すると所定数の賞球が払い出されると共に、当否判定が行われる。大入賞口は、通
常は、可動扉等で閉塞されて入球が困難な状態になっていて、上記当否判定の結果が当り
となったときに開放されて入球が容易な状態となる。また、遊技領域Ｒ１には、当否判定
の結果に基づく演出が行われる表示部（図示せず）が設けられている。
【００２４】
　図２に示すように、上皿２６は、球貯留部３０の上部の後側部分に配置されていて、球
貯留部３０の上皿２６の前側部分には、十字キー３１、演出用操作ボタン３２、球排出ボ
タン３３、球貸ボタン３４、球貸用カードの返却ボタン３５を並べて備える総合操作部３
０Ｓが設けられている。
【００２５】
　球排出ボタン３３が操作されると、上皿２６に収容されている遊技球が下皿２７へと移
動する。球貸ボタン３４が操作されると、予め設定された数の遊技球が貸し出され、上皿
２６に貯留される。返却ボタン３５が操作されると、球貸用カードが返却される。なお、
球貸用カードは、パチンコホール内で遊技球を借りるためのカードであって、例えば、遊
技機１０の左側に設置される球貸用サンドのカード挿入口に挿入されると、球貸用カード
に記録されている残高分の遊技球を借りることが可能となる。また、球貸用カードは、返
却ボタン３５が操作されると、球貸用サンドの返却口から返却される。
【００２６】
　十字キー３１及び演出用操作ボタン３２は、遊技の進行に応じて実行される演出に使用
される。その使用例としては、例えば、（ａ）実行する演出を複数種類の演出群の中から
十字キー３１で選択させて演出用操作ボタン３２で決定させることや、（ｂ）（ａ）の例
と同様にして、遊技中のＢＧＭを複数種類の楽曲の中から選択、決定させること等が挙げ
られる。
【００２７】
　詳細には、総合操作部３０Ｓは、以下のようにして形成されている。即ち、ボタン３１
～３５を上部に備える複数の操作ボタン装置が球貯留部３０に組み付けられると共に、各
ボタン３１～３５が球貯留部３０の上面から露出することで、総合操作部３０Ｓが形成さ
れる。
【００２８】
　図３には、演出用操作ボタン３２を備える操作ボタン装置４０（本発明の「操作部材」
に相当する。）が示されている。演出用操作ボタン３２は、ドーム部４１Ｄを上部に有す
るカバー部材４１にて支持プレート４４の上方が覆われた構造になっていて、カバー部材
４１が支持プレート４４に対して相対的に上下動可能となっている。そして、カバー部材
４１が押圧操作されて下方に移動すると、操作ボタン装置４０の下部の底ケース５０に収
容された図示しないセンサにより押圧操作が検出される。
【００２９】
　詳細には、図４に示すように、操作ボタン装置４０は、カバー部材４１と支持プレート
４４のほかに、可動演出部材４２と、ＬＥＤ基板４８と、底ケース５０とを備えている。
可動演出部材４２は、カバー部材４１と支持プレート４４との間に配置されて、カバー部
材４１の内側に収容されている。ここで、カバー部材４１のドーム部４１Ｄは、全体が透
明になっていて、上方から見ると、可動演出部材４２の全体がカバー部材４１を介して視
認可能となっている。別の見方をすれば、カバー部材４１は、本発明に係る「視認部」と
してのドーム部４１Ｄを有している。ＬＥＤ基板４８は、支持プレート４４の下方に配置
されて、可動演出部材４２との間に支持プレート４４を挟み、可動演出部材４２を発光さ
せるＬＥＤ（図示せず）を制御する。底ケース５０は、上述したカバー部材４１の押圧操
作検出用のセンサ、ＬＥＤ基板４８、後述する第１モータ４７及び第２モータ５１等を収
容する。なお、以下では、操作ボタン装置４０において、カバー部材４１側を上側、底ケ
ース５０側を下側、と適宜呼ぶことにする。



(4) JP 6011691 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

【００３０】
　ここで、本実施形態では、カバー部材４１と可動演出部材４２とは、振動可能に構成さ
れている。具体的には、カバー部材４１と可動演出部材４２とは、別々の駆動源によって
駆動され、可動演出部材４２を駆動するための第１モータ４７（図４参照）は、予め設定
された第１振動条件が成立したときに駆動され、カバー部材４１を駆動するための第２モ
ータ５１（図６参照）は、予め設定された第２振動条件が成立したときに駆動される。な
お、第２振動条件は、カバー部材４１が押圧操作されたときに成立してもよいし、カバー
部材４１の押圧操作とは無関係に成立してもよい。
【００３１】
　以下、カバー部材４１の振動機構と、可動演出部材４２の振動機構について説明する。
図５には、カバー部材４１と、カバー部材４１を振動させる第２振動機構５１Ｋとが示さ
れている。同図に示すように、第２振動機構５１Ｋは、支持プレート４４と、第２モータ
保持盤４９と、第２モータ５１と、底ケース５０とを備えている。
【００３２】
　図５に示すように、カバー部材４１は、ドーム部４１Ｄの底部を構成する円筒壁４１Ｈ
から下方に突出して円筒壁４１Ｈの径方向で対向配置された１対の第１脚部４１Ａと１対
の第２脚部４１Ｂとを備えている。第１脚部４１Ａと第２脚部４１Ｂとは、カバー部材４
１の周方向で互いに９０°ずれるように配置されている。また、第１脚部４１Ａは、第２
脚部４１Ｂよりも下方に突出し、第１脚部４１Ａの下端部には、円筒壁４１Ｈの径方向に
延びた係合孔４１Ｋが形成されている。
【００３３】
　支持プレート４４は、カバー部材４１の円筒壁４１Ｈより大径の円形状をなし、支持プ
レート４４の外周部には、カバー部材４１の第１脚部４１Ａと第２脚部４１Ｂとに対応し
た第１脚部挿通孔４４Ａと第２脚部挿通孔４４Ｂが形成されている。また、支持プレート
４４の中央部には、略円形の中央孔４４Ｃが形成されている。
【００３４】
　第２モータ保持盤４９は、長手方向の長さがカバー部材４１の円筒壁４１Ｈの直径と略
同じ長さの長方形状をなしている。第２モータ保持盤４９の長手方向の両端部からは、カ
バー部材４１側に端部突壁４９Ｈが突出し、その端部突壁４９Ｈに、円筒壁４１Ｈの径方
向に突出する係合突部４９Ｔが設けられている。また、第２モータ保持盤４９の中央部に
は、略円形の中央孔４９Ｃが形成されている。なお、上述したように、第１脚部４１Ａは
第２脚部４１Ｂより下方に突出しているので、第１脚部挿通孔４４Ａに挿通された第１脚
部４１Ａは、支持プレート４４を貫通し、この第１脚部４１Ａの係合孔４１Ｋに端部突壁
４９Ｈの係合突部４９Ｔが係合する。
【００３５】
　図６に示すように、第２モータ５１は、第２モータ保持盤４９上に取り付けられ、第２
モータ５１の回転出力軸５１Ｊには、重心が回転出力軸５１Ｊからずれた偏心錘５２が取
り付けられている。具体的には、第２モータ保持盤４９の長手方向の一方側には、モータ
収容部５３が設けられていて、第２モータ５１はモータ収容部５３に収容されることで、
上下方向と水平方向の移動が規制されている。なお、図５では、モータ収容部５３が省略
して示されている。
【００３６】
　底ケース５０は、支持プレート４４と略同じ大きさの円形状をなして、支持プレート４
４の底部に固定され、カバー部材４１の第１脚部４１Ａと、第２モータ保持盤４９と、第
２モータ５１とを収容する。また、底ケース５０の底部と第２モータ保持盤４９との間に
は、付勢バネ５０Ｓが設けられ、この付勢バネ５０Ｓによって第２モータ保持盤４９及び
カバー部材４１が、底ケース５０及び支持プレート４４に対して上側に付勢される。なお
、付勢バネ５０Ｓは、底ケース５０の底部と第２モータ保持盤４９の互いの対向面に形成
された位置決め凹部によって位置決めされている。また、上述したカバー部材４１の押圧
操作検出用のセンサは、付勢バネ５０Ｓに抗して第２モータ保持盤４９が下方位置へ配置
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されたことを検出するようになっている。
【００３７】
　次に、第２振動機構５１Ｋの動作について説明する。第２振動条件が成立して第２モー
タ５１が作動すると、図６に示すように、回転出力軸５１Ｊを中心として偏心錘５２が回
転する。すると、その偏心錘５２の遠心力によって第２モータ５１が振動し、第２モータ
保持盤４９のモータ収容部５３と衝突する。そして、第２モータ５１の振動が、モータ収
容部５３を介して第２モータ保持盤４９に伝達され、第１脚部４１Ａを介して第２モータ
保持盤４９と係合するカバー部材４１にも伝達する。これにより、カバー部材４１が振動
する。
【００３８】
　ここで、上述したように、カバー部材４１は、第１脚部４２Ａ及び第２脚部４１が支持
プレート４４の第１脚部挿通孔４４Ａ及び第２脚部挿通孔４４Ｂに挿通されることにより
、水平方向の移動が制限される一方、付勢バネ５０Ｓの伸縮により上下方向の移動は許容
される。従って、カバー部材４１の振動は、水平方向の振動よりも上下方向の振動が大き
い、所謂、縦揺れ型の振動となっている。
【００３９】
　なお、本実施形態では、カバー部材４１が本発明の「カバー部材」に相当する。以上が
、カバー部材４１の振動機構に関する説明である。
【００４０】
　次に、可動演出部材４２の振動機構について説明する。図７には、可動演出部材４２と
、可動演出部材４２を振動させる第１振動機構４７Ｋとが示されている。同図に示すよう
に、第１振動機構４７Ｋは、回転部材４３と、支持プレート４４と、固定治具４６と、コ
イルバネ４５と、第１モータ４７とを備えている。
【００４１】
　図７に示すように、可動演出部材４２は、円盤状のベースプレート４２Ｂを装飾カバー
４２Ａで覆った構成になっている。ベースプレート４２Ｂは、支持プレート４４に上方か
ら重ねられ、ベースプレート４２Ｂの中央部に突出形成された略円形の中央突部４２Ｃが
、支持プレート４４の中央孔４４Ｃに遊嵌される。
【００４２】
　また、ベースプレート４２Ｂのうち中央突部４２Ｃの外側には、複数（例えば、３つ）
の円形孔４２Ｔが形成されている。複数の円形孔４２Ｔは、ベースプレート４２Ｂの周方
向に等間隔に配置され、それら複数の円形孔４２Ｔの中心は、ベースプレート４２Ｂと同
心円上に配置されている。そして、各円形孔４２Ｔには、支持プレート４４の中央孔４４
Ｃの開口縁から突出した複数の円形突部４４Ｔが挿通されている（図８と図１０を参照）
。
【００４３】
　ここで、円形孔４２Ｔは、円形突部４４Ｔよりも大径になっていて、円形孔４２Ｔに挿
通される円形突部４４Ｔは、円形孔４２Ｔ内を移動可能となっている。別の見方をすれば
、ベースプレート４２Ｂは、円形孔４２Ｔの内周面と円形突部４４Ｔとの当接によって移
動が制限される。図１０には、水平面内の一方向に移動して円形突部４４Ｔにより移動が
制限されたときのベースプレート４２Ｂが点線で示され、ベースプレート４２Ｂの移動が
許容される範囲Ｒ２が２点鎖線で示されている。なお、本実施形態では、複数の円形孔４
２Ｔ及び円形突部４４Ｔは同じ大きさになっているので、一の円形突部４４Ｔが円形孔４
２Ｔの内周面に当接すると、残りの円形突部４４Ｔも円形孔４２Ｔの内周面に当接する。
これにより、ベースプレート４２Ｂと円形突部４４Ｔとの当接箇所を、ベースプレート４
２Ｂの周方向に分散させることが可能となる。また、本実施形態では、円形突部４４Ｔが
円形孔４２Ｔの内周面に摺接することで、ベースプレート４２Ｂをスムーズに移動させる
ことが可能となる。
【００４４】
　回転部材４３は、ベースプレート４２Ｂの中央部、即ち、中央突部４２Ｃに取り付けら
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れ、ベースプレート４２Ｂに対して相対回転可能となっている。具体的には、回転部材４
３は、図１１に示すように、ベースプレート４２Ｂと直交する方向に延びてベースプレー
ト４２Ｂを貫通する回転シャフト４３Ａと、偏心錘４３Ｂとを備えている。そして、回転
シャフト４３が中央突部４２Ｃの中心部にベアリング（図示せず）を介して取り付けられ
ることで、回転部材４３はベースプレート４２Ｂに対して相対回転可能となっている。ま
た、回転部材４３の下端部には、取付軸部４３Ｊが形成されている。
【００４５】
　偏心錘４３Ｂは、回転シャフト４３Ａの上端部に固定されて、回転シャフト４３Ａと一
体に回転する。偏心錘４３Ｂは、平面視扇形状になっていて、ベースプレート４２Ｂの上
面には、偏心錘４３Ｂの回転を許容する円形凹部４２Ｄが形成されている。
【００４６】
　図７に示すように、固定治具４６は、固定板４６Ａと、取付板４６Ａから支持プレート
４４側に突出する複数の取付片４２Ｂとで構成され、取付板４６Ａの中央部に円形の中央
孔４６Ｃが形成されている。そして、取付片４２Ｂが支持プレート４４の下面に固定され
ることで、固定板４６Ａが支持プレート４４と平行に配置されると共に、固定板４６Ａと
支持プレート４４との間の距離が一定に保たれる。
【００４７】
　第１モータ４７は、回転出力軸４７Ｊ側の面が固定治具４６の固定板４６Ａの下面に重
ねて固定され、第１モータ４７の回転出力軸４７Ｊが固定板４６Ａの中央孔４６Ｃを貫通
する。従って、固定治具４６によって、第１モータ４７と支持プレート４４との間の距離
が一定に保たれることとなる。
【００４８】
　コイルバネ４５は、第１モータ４７の回転出力軸４７Ｊと同軸に配置され、一端部が回
転出力軸４７Ｊに固定されている。また、コイルバネ４５の他端部は、回転部材４３の取
付軸部４３Ｊに固定されている。
【００４９】
　ここで、本実施形態では、図１１に示すように、コイルバネ４５の自然長さは、コイル
バネ４５の他端部に回転部材４３を介して固定されたベースプレート４２Ｂ（可動演出部
材４２）が支持プレート４４から浮き上がる長さになっている。別の見方をすれば、上述
の固定治具４６は、支持プレート４４と第１モータ４７との間隔を、コイルバネ４５が自
然長のときにベースプレート４２Ｂ（可動演出部材４２）が支持プレート４４から浮き上
がる長さとなるように保っている。
【００５０】
　次に、第１振動機構４７Ｋの動作について説明する。第１振動条件が成立して第１モー
タ４７が作動すると、回転出力軸４７Ｊを中心としてコイルバネ４５の他端部と回転部材
４３が旋回する。すると、ベースプレート４２Ｂが回転部材４３に押されて、可動演出部
材４２も旋回しようとする。
【００５１】
　ここで、回転部材４３には、回転出力軸４７Ｊから偏心した偏心錘４３Ｂが備えられて
いるので、回転部材４３の旋回半径が大きくなり、ベースプレート４２Ｂが支持プレート
４４の円形突部４４Ｔと衝突する。従って、ベースプレート４２Ｂは、図１０に示した範
囲Ｒ２内を、円形突部４４Ｔとの衝突を繰り返しながら、水平方向に振動する。
【００５２】
　また、本実施形態では、コイルバネ４５が第１モータ４７の回転出力軸４７Ｊと同軸に
配置され、可動演出部材４２の水平方向に弾性曲げ変形可能となっているので、ベースプ
レート４２Ｂは、旋回する回転部材４３の遠心力と、衝突した円形突部４４Ｔから受ける
抗力と、コイルバネ４５の復元力の影響を受けて移動することになり、ベースプレート４
２Ｂを水平面内でランダムに振動させることが可能になる。
【００５３】
　このように、可動演出部材４２は、図１０に示した範囲Ｒ２内を、水平方向にランダム
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振動する。また、コイルバネ４５の伸縮により、可動演出部材４２は、上下方向の振動も
許容される。従って、可動演出部材４２は、上下方向と水平方向の両方の振動が許容され
る。
【００５４】
　以上、説明したように、可動演出部材４２の振動パターンは、上述した縦揺れ型のカバ
ー部材４１の振動とは異なる振動パターンとなる。このように、本実施形態の遊技機１０
では、カバー部材４１と可動演出部材４２の振動パターンが異なっているので、２つの部
材の振動の区別を容易にすることが可能となる。
【００５５】
　また、カバー部材４１は、上下方向、即ち、カバー部材４１が遊技者と対向する方向に
振動するので、カバー部材４１の振動は、遊技者に視認困難となっている。これに対し、
可動演出部材４２は、水平方向で振動するので、可動演出部材４２の振動は、カバー部材
４１の振動よりも遊技者に視認され易くなっている。これにより、可動演出部材４２の振
動状態を、可動演出部材４２を覆うカバー部材４１の振動状態よりも視覚的に際立たせる
ことが可能となる。
【００５６】
　なお、本実施形態では、可動演出部材４２が「遊技部材」に相当する。以上が、可動演
出部材４２の振動機構に関する説明である。
【００５７】
　本実施形態の遊技機１０の構成に関する説明は以上である。次に、遊技機１０の作用効
果について説明する。
【００５８】
　本実施形態の遊技機１０では、遊技の進行状況に応じて、第１振動条件が成立すると、
第１モータ４７が駆動され、図１１に示した第１振動機構４７Ｋが可動演出部材４２を振
動させる。この可動演出部材４２の振動は、カバー部材４１のドーム部４１Ｄを介して視
認される。また、第２振動条件が成立すると、第２モータ５１が駆動され、図６に示した
第２振動機構５１Ｋがカバー部材４１を振動させる。このカバー部材４１の振動は、遊技
者との接触により把握される。
【００５９】
　このように、本実施形態の遊技機１０によれば、操作ボタン装置４０を構成する２つ部
材、即ち、カバー部材４１と可動演出部材４２とが各々独立して振動するので、従来の遊
技機よりも、操作ボタン装置４０による遊技の趣向性向上を図ることが可能となる。
【００６０】
　また、本実施形態では、可動演出部材４２の全体がカバー部材４１にて覆われると共に
、そのカバー部材４１のドーム部４１Ｄによって可動演出部材４２の振動が視認可能とな
っているので、可動演出部材４２の振動については視覚により把握させる一方、カバー部
材４１の振動については触覚により把握させることが可能となる。言い換えれば、本実施
形態では、２つの部材の振動を別々の感覚機能により把握させることが可能となる。これ
により、遊技の趣向性向上を図ることが可能となる。
【００６１】
　［他の実施形態］
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【００６２】
　（１）上記実施形態では、本発明をパチンコ遊技機に適用した例を示したが、スロット
マシンやアレンジボール等の遊技機に適用してもよい。
【００６３】
　（２）上記実施形態では、ドーム部４１Ｄが可動演出部材４２の全体を視認可能とする
構成であったが、一部を視認可能としてもよい。
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【００６４】
　（３）上記実施形態において、カバー部材４１の振動パターンと、可動演出部材４２の
振動パターンを同じにしてもよい。具体的には、可動演出部材４２の振動機構を、カバー
部材４１の振動機構と同様にして、可動演出部材４２を駆動する第１モータ４７自体を振
動させ、その振動を可動演出部材４２に伝達する構成としてもよい。その際、カバー部材
４１と可動演出部材４２とは、遊技者が触れることで振動が把握される構成であってもよ
いし、見た目で振動が把握される構成であってもよいし、それら構成の組み合わせであっ
てもよい。
【００６５】
　（４）上記実施形態では、本発明の「操作部材」が、演出用操作ボタン３３を備えた操
作ボタン装置４０であったが、例えば、演出用の操作レバーを備えた操作レバー装置であ
ってもよい。なお、この場合、操作レバーを筒状にし、その操作レバーの内側に棒状の可
動演出部材を収容し、それら操作レバーと可動演出部材とを別々に振動させる構成とすれ
ばよい。
【００６６】
　（５）上記実施形態では、本発明を操作ボタン装置４０に適用した例を示したが、操作
ハンドル２８を有する操作ハンドル装置に適用してもよい。
【００６７】
　（６）上記実施形態では、カバー部材４１が可動演出部材４２の全体を覆っていたが、
図１２（Ａ）及び図１２（Ｂ）に示すように、一部を覆う構成であってもよい。なお、図
１２（Ａ）の例では、可動演出部材４２の一部は外側に露出し、遊技者は可動演出部材４
２に触れることが可能となっている。一方、図１２（Ｂ）の例では、可動演出部材４２は
、カバー部材４１と、例えば、前面枠１０Ｚに形成されたカバー部９０とによって全体が
覆われ、遊技者は可動演出部材４２に触れることが困難又は不能になっている。
【００６８】
　（７）上記実施形態では、カバー部材４１が上下方向に振動し、可動演出部材４２が水
平方向に振動することで両部材の振動パターンを異ならせていたが、カバー部材４１と可
動演出部材４２の振動方向を水平面内で異ならせる（例えば、カバー部材４１は前後方向
に振動し、可動演出部材４２は左右方向に振動する）ことで両部材の振動パターンを異な
らせてもよいし、カバー部材４１と可動演出部材４２の一方の部材は、水平面内を一方向
に振動し、他方の部材は、水平面内をランダムな方向に振動することで両部材の振動パタ
ーンを異ならせてもよい。
【００６９】
　（８）上記実施形態では、１つの可動演出部材４２のみがカバー部材４１にて覆われる
構成であったが、図１３に示すように、複数の可動演出部材４２がカバー部材４１にて覆
われる構成であってもよい。また、カバー部材４１を複数備えた構成であってもよい。そ
の際の各可動演出部材４２と各カバー部材４１の振動パターンは、どのような振動パター
ンであってもよい。なお、カバー部材４１を複数備えた場合、それら複数のカバー部材４
１で可動演出部材４２の外側を覆う１つの殻を構成してもよいし、可動演出部材４２の外
側を覆う複数の殻を構成してもよい。
【００７０】
　（９）上記実施形態では、カバー部材４１のドーム部４１Ｄは、透明であったが、可動
演出部材４２を視認可能にするものであれば、半透明であってもよいし、メッシュのよう
に一部が透けて見えるものであってもよい。
【００７１】
　（１０）上記実施形態では、演出用操作ボタン３２が、カバー部材４１により外殻部を
構成し、可動演出部材４２により内殻部が構成された２重構造になっていたが、３重以上
の多重構造にして、各殻部を振動させる構成としてもよい。また、当該多重構造における
任意複数の殻部を振動させる構成としてもよい。
【００７２】



(9) JP 6011691 B2 2016.10.19

10

20

　（１１）上記実施形態の操作ボタン装置４０において、カバー部材４１を押し下げたと
きに、カバー部材４１が可動演出部材４２と当接して可動演出部材４２を押し下げる構成
として、可動演出部材４２の押し下げを検出するようにしてもよい。
【００７３】
　（１２）上記（６）の図１２（Ａ）に示した構成において、可動演出部材４２を押し下
げ可能な構成とし、可動演出部材４２の押圧操作を検出する構成としてもよい。
【００７４】
　（１３）上記実施形態では、操作ボタン装置４０は、カバー部材４１の押圧操作を検出
する電気的な構成であったが、カバー部材４１が押し下げられることにより、物理的に役
物等を駆動する構成であってもよい。
【符号の説明】
【００７５】
　１０　　パチンコ遊技機
　３２　　演出用操作ボタン
　４０　　操作ボタン装置（操作部材）
　４１　　カバー部材
　４１Ｄ　　ドーム部
　４２　　可動演出部材（遊技部材）
　４７　　第１モータ
　４７Ｋ　　第１振動機構
　５１　　第２モータ
　５１Ｋ　　第２振動機構

【図１】 【図２】
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