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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】固定部材に形成された開口を通過する移動部材
の装飾性を高めることが可能な遊技機を提供すること。
【解決手段】開口１１が形成された固定部材１０と、前
記開口１１の内側を通るように移動することで前記開口
１１の一方側で露出する部分の大きさが変化する移動部
材２０と、を備え、前記移動部材２０は、前記開口１１
を通過する装飾部２２と、前記装飾部２２の外側に設け
られ、内側に位置する前記装飾部２２を視認可能とする
被覆部２３と、を有する遊技機とする。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口が形成された固定部材と、
遊技者の操作によって前記開口の一方側で露出する部分の大きさが変化する移動部材と、
を備えることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記固定部材および前記移動部材は、遊技機本体側に対して回動自在に支持された前面
枠に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記固定部材および前記移動部材は、前記前面枠が遊技機本体側に対して回動自在に支
持された側の反対側に設けられていることを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記移動部材は、原位置に位置するとき、終端位置に位置するときのいずれの状態にお
いても、少なくとも一部が前記開口の一方側で露出することを特徴とする請求項１から請
求項３のいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記移動部材は、
前記開口を通過可能な第一の部分と、
前記開口を通過不可能な第二の部分と、
を有することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記移動部材は、前記第二の部分よりも細い第三の部分を有し、
　前記第一の部分と前記第三の部分との間に前記第二の部分が位置することを特徴とする
請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記第三の部分は、前記第一の部分よりも細いことを特徴とする請求項６に記載の遊技
機。
【請求項８】
　前記移動部材が原位置から終端位置に向かう移動方向に沿って、前記第三の部分、前記
第二の部分、前記第一の部分が順に並ぶように設けられていることを特徴とする請求項６
または請求項７に記載の遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動部材を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、遊技者が操作可能な移動部材である演出ボタンを備えた遊技機が
記載されている。下記特許文献１における演出ボタンは、その周辺部分から大きく上方に
突出することが可能（特許文献１の図５等参照）であり、かかる状態となったときには操
作時のボタンの移動量（ストローク）が大きくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１１６１６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような移動部材を備えた遊技機において、移動部材の断面形状と移動部材が出没す
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る開口の形状は略同じに設定される。移動部材が断面円形であれば、開口はそれと略同じ
大きさの円形に設定される。移動部材の断面形状と開口の形状が略同じでなければ、移動
部材と開口周縁の隙間から塵等が内部に進入したり、遊技者の手等が移動部材と開口周縁
との間に挟まってしまったりする問題が生じうる。したがって、移動部材は、上記特許文
献１に記載される断面円形のような単純な形状とする場合が多く、装飾性を高めることが
困難であった。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、開口を通過する移動部材の装飾性を高めることが可
能な遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明にかかる遊技機は、開口が形成された固定部材と、遊技者の操作によって前記開
口の一方側で露出する部分の大きさが変化する移動部材と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　前記固定部材および前記移動部材は、遊技機本体側に対して回動自在に支持された前面
枠に設けられているとよい。
【０００８】
　前記固定部材および前記移動部材は、前記前面枠が遊技機本体側に対して回動自在に支
持された側の反対側に設けられているとよい。
【０００９】
　前記移動部材は、原位置に位置するとき、終端位置に位置するときのいずれの状態にお
いても、少なくとも一部が前記開口の一方側で露出するとよい。
【００１０】
　前記移動部材は、前記開口を通過可能な第一の部分と、前記開口を通過不可能な第二の
部分と、を有するとよい。
【００１１】
　前記移動部材は、前記第二の部分よりも細い第三の部分を有し、前記第一の部分と前記
第三の部分との間に前記第二の部分が位置するとよい。
【００１２】
　前記第三の部分は、前記第一の部分よりも細いとよい。
【００１３】
　前記移動部材が原位置から終端位置に向かう移動方向に沿って、前記第三の部分、前記
第二の部分、前記第一の部分が順に並ぶように設けられているとよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明にかかる遊技機が有する移動部材は、遊技者の操作によって露出する部分の大き
さが変化するという従来にないものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】装飾ユニットの正面図である。
【図３】装飾ユニットの側面図であって、移動部材が原位置に位置する状態を示したもの
である。
【図４】装飾ユニットの側面図であって、移動部材が終端位置に位置する状態を示したも
のである。
【図５】被覆部を取り除いた装飾ユニット（移動部材）を示した図である。
【図６】移動部材をスライドさせるスライド機構を説明するための図である。
【図７】図２に示したＡ－Ａ線断面図である。
【図８】被覆部が第二装飾部の一部の外側に位置するように設けられている構成（変形例
）を説明するための模式図である。



(4) JP 2016-13422 A 2016.1.28

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明にかかる実施形態について図面を参照して詳細に説明する。まず、遊技機
１の全体構成について簡単に説明する。図１に示されるように、遊技機１は、所定の奥行
きを有する額縁形状の機枠９０を備える。この機枠９０には前面枠９１が取り付けられて
いる。前面枠９１は、その左側縁が機枠９０に回動自在に支持され、前側に開閉可能であ
る。また、前面枠９１には、ガラス枠９２が取り付けられている。ガラス枠９２は、その
左側縁が前面枠９１に回動自在に支持され、前側に開閉可能である。
【００１７】
　本実施形態にかかる遊技機１には、前面枠９１の右側に遊技者が操作可能な演出ユニッ
ト１ｕが取り付けられている。かかる演出ユニット１ｕの詳細については後述する。
【００１８】
　ガラス枠９２の中央の開口部にはガラス板またはプラスチック板等の透明な板が設けら
れており、遊技者はこの透明な板を通して前側から遊技盤９３を視認できる。また、ガラ
ス枠９２の下部には、払い出された遊技球を発射装置に送るまで貯めておく上皿ユニット
９４が設けられている。上皿ユニット９４には、貯留されている遊技球を下皿ユニット９
５に流下させる上皿スイッチや、貸し出し可能な貸し球を払い出す球貸しスイッチ等が設
けられている。
【００１９】
　前面枠９１の下部には、払い出された遊技球が上皿ユニット９４に入りきらない場合等
に遊技球を貯めることができる下皿ユニット９５や、遊技球を発射操作するためのタッチ
スイッチを備える発射ハンドル９６等が設けられている。
【００２０】
　遊技盤９３は、ほぼ正方形の合板により成形されており、前面枠９１に着脱可能に取り
付けられている。この遊技盤９３には、発射装置から発射された遊技球をガイドする金属
製の薄板からなる帯状のガイドレール９３１が略円弧形状となるように設けられており、
このガイドレール９３１によって遊技領域の外郭の一部が形成されている。
【００２１】
　遊技盤９３の遊技領域には、始動入賞口９８１、大入賞口９８２などが設けられている
。遊技盤９３には開口が形成されており、当該開口を通じて視認可能な表示装置９７が設
けられている。当該表示装置９７は、例えば液晶表示装置が用いられ、表示装置９７の表
示画面（表示部）において当否判定結果が大当たりか否かを示す特別図柄等が表示される
。
【００２２】
　また、遊技盤９３の遊技領域には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下
態様に変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。遊技球が上記各種
入賞口に入賞したときには所定数の賞球が払い出される。大当たりの抽選は、遊技球が始
動入賞口９８１に入賞したときに行う。
【００２３】
　以下、前面枠９１に取り付けられた演出ユニット１ｕの構成について説明する。なお、
以下の説明において単に上下方向というときは、詳細を後述する移動部材２０の移動方向
に沿う方向（重力方向上側を上とする）をいうものとする。本実施形態における移動部材
２０は、その中心軸が重力方向に対して若干傾斜するように設けられており、当該傾斜し
た方向に沿って移動する。移動部材２０が最も上方に位置するときを原位置、最も下方に
位置するときを終端位置と称する。
【００２４】
　図１～図４等に示す演出ユニット１ｕは、固定部材１０および移動部材２０を有する。
固定部材１０は、前面枠９１に固定された部材であり、枠の右側を装飾する部材である。
固定部材１０は、動かないように遊技機１の本体側に固定された部材であればどのような
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ものであってもよい。固定部材１０には開口１１が形成されている。当該開口１１より下
方には固定部材１０の内側の空間が存在し、開口１１より上方には固定部材１０の外側の
空間が存在する。つまり、開口１１より上方に位置する部分は、固定部材１０に覆われず
に露出する。
【００２５】
　移動部材２０は、遊技者によって操作される部材である。本実施形態では、前面枠９１
の右側に配置されているが、遊技者が触れることのできる場所に配置されていれば、その
位置はどのようなものであってもよい。本実施形態における移動部材２０は、「剣」を象
った部材である。
【００２６】
　移動部材２０は、第一装飾部２１、第二装飾部２２（本発明における装飾部に相当する
）および被覆部２３を有する。第一装飾部２１は、剣の「持ち手」および「鍔」を象った
部分である。第二装飾部２２（図５等参照）は、第一装飾部２１の下方に設けられた部分
であって、剣の「刃」を象った部分である。このように移動部材２０は、第一装飾部２１
および第二装飾部２２によって、遊技者が「剣」であると認識できる装飾態様を構築する
。後述するように、移動部材２０が移動する際、第二装飾部２２が固定部材１０に形成さ
れた開口１１を通過する。
【００２７】
　被覆部２３は、第二装飾部２２の外側に設けられた部分である。本実施形態における被
覆部２３は、上下方向に細長い「刃」の部分である第二装飾部２２の周囲を覆うように設
けられている。被覆部２３は、その内側に位置する第二装飾部２２が視認可能となるよう
な材料で形成されている。本実施形態における被覆部２３は、無色透明な合成樹脂材料に
よって形成されている。したがって、被覆部２３の内側に位置する第二装飾部２２は、そ
のままの態様で視認される。つまり、被覆部２３を通じて第二装飾部２２（「刃」）がそ
のまま視認されるため、移動部材２０全体が「剣」を象ったものとして認識される。
【００２８】
　このような構成を有する移動部材２０は、遊技機１の本体側または固定部材１０に対し
スライド自在に支持されている。そのスライド機構はどのようなものであってもよいが、
本実施形態における移動部材２０のスライド機構は図６に示す通りである。本実施形態に
おける移動部材２０には、被誘導部材３０が固定されている。被誘導部材３０は、誘導部
材４０に固定された誘導軸４１にスライド自在に支持されている。誘導部材４０は、遊技
機１の本体側に固定された部材である。つまり、移動部材２０は、被誘導部材３０を介し
て誘導軸４１の軸線方向に沿ってスライドする。移動部材２０および被誘導部材３０の少
なくともいずれか一方には、移動部材２０を原位置に向けて付勢する付勢部材（図示せず
）の付勢力が作用している。したがって、移動部材２０に外力が作用していないときには
、当該移動部材２０は原位置に位置する。
【００２９】
　誘導部材４０には、被誘導部材３０が最も下方に位置したときにＯＮとなるスイッチ（
図示せず）が設けられている。遊技者が上記付勢部材の付勢力に抗して移動部材２０を下
方に向けて移動させ、移動部材２０が最も下方の終端位置に位置したとき、当該スイッチ
がＯＮになる。このように、スイッチがＯＮになることをもって、遊技者により移動部材
２０が操作されたことが検出される。なお、移動部材２０が操作されたこと（終端位置に
到達したこと）の検出方法は、これ以外の方法を採用してもよい。移動部材２０は、各種
演出に利用される。その利用方法は公知の遊技機に搭載される演出ボタン（例えば上記特
許文献１に記載される演出ボタン）等と同様の利用方法が考えられるから詳細な説明は省
略する。移動部材２０を利用した演出としては、移動部材２０が操作されたときに表示装
置９７に所定の映像が表示された場合には大当たりとなり、それとは異なる映像が表示さ
れた場合には外れとなる演出が例示できる。
【００３０】
　このように遊技者によって操作される移動部材２０は、固定部材１０に形成された開口
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１１の内側を通過する。移動部材２０が原位置から終端位置に移動するにつれて、移動部
材２０が固定部材１０に覆われる領域が大きくなっていく。つまり、移動部材２０が原位
置に位置するときには、終端位置に位置するときよりも開口１１の上側で露出する部分が
相対的に大きくなる（図３および図４等参照）。
【００３１】
　移動部材２０が原位置から終端位置まで（終端位置から原位置まで）移動する際、移動
部材２０の第二装飾部２２の少なくとも一部が開口１１の内側を通過する。第二装飾部２
２の外側には被覆部２３が設けられているため、当該被覆部２３が開口１１の内側を通過
することとなる。
【００３２】
　被覆部２３は、中心軸が移動部材２０の移動方向に沿う筒形状を有する。本実施形態に
おける移動部材２０の移動方向に略直交する平面で切断した被覆部２３の断面形状は略楕
円形である（図７等参照）。移動部材２０を移動させたときに被覆部２３の開口１１を通
過する部分は、移動部材２０の移動方向に略直交する平面で切断した断面の外縁形状が、
当該移動部材２０の移動方向における全体に亘って略同一である。つまり、被覆部２３に
おける開口１１を通過する部分の断面は、移動部材２０の移動方向（上下方向）における
どの位置で切断したとしても、外縁形状が略同一となるように設定されている。換言すれ
ば、被覆部２３の開口１１を通過する部分は、移動部材２０の移動方向において太さが略
一定であるということである。
【００３３】
　また、移動部材２０を移動させたときに被覆部２３の開口１１を通過する部分（すなわ
ち移動部材２０における開口１１を通過する部分）は、移動部材２０の移動方向に略直交
する平面で切断した断面の外縁形状が、開口１１の内周縁の形状（移動部材２０の移動方
向に沿って見た開口１１の内周縁の形状）と略同一となるように設定されている（図７等
参照）。つまり、本実施形態における開口１１の内周縁の形状は略楕円形である。厳密に
は、被覆部２３は開口１１を通過することになるから、上記断面の外縁形状は開口１１の
内周縁の形状よりわずかに小さくなるように設定されている。したがって、開口１１の内
周縁と被覆部２３の外面の間には、隙間がほとんど存在しない。
【００３４】
　一方、被覆部２３の内側に位置する第二装飾部２２は、移動部材２０の移動方向に略直
交する平面で切断した断面の外縁形状が、当該移動部材２０の移動方向において変化する
。つまり、移動部材２０の移動方向において太さが一定でない（相対的に太い部分と細い
部分を有する）ということである。本実施形態における第二装飾部２２は、移動部材２０
の移動方向に略直交する平面で切断した断面の外縁形状が、移動部材２０が原位置に位置
する状態において開口１１から離れるにつれて大きくなる部分２２２を有する。具体的に
は、剣の「刃」を模した形状である第二装飾部２２における上方寄りに突出した部分（以
下突出部２２１と称する）を有する。当該突出部２２１の先端を通る平面で切断した断面
の外縁形状が最も大きくなる（図５および図７等参照）。
【００３５】
　このように、第二装飾部２２は、所定の形態（本実施形態では「剣」）を形作るために
構成されるものであるため、移動部材２０の移動方向に略直交する平面で切断した断面の
外縁形状が、当該移動部材２０の移動方向において変化する。つまり、当該外縁形状（太
さ）が変化しないようにするためには、装飾形態に制約が生じてしまう。本実施形態では
、かかる第二装飾部２２の周囲を囲むように第二装飾部２２を視認可能とする被覆部２３
が設けられているため、第二装飾部２２による装飾機能を担保しつつ、移動部材２０にお
ける開口１１を通過する部分の外縁形状が被覆部２３によって決まる構造としている。
【００３６】
　そして、当該被覆部２３における開口１１を通過する部分は、移動部材２０の移動方向
に略直交する平面で切断した断面の外縁形状が、当該移動部材２０の移動方向における全
体に亘って略同一、かつ開口１１の内周縁と略同一となるように形成されているため、移
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動部材２０がその移動範囲におけるどの位置にあっても、被覆部２３（移動部材２０）の
外面と開口１１の内縁との間の隙間は小さい。つまり、当該隙間から塵等が進入するのを
防止することが可能である。また、両者の間に遊技者が手等を挟んでしまったりするのを
防止することが可能である。
【００３７】
　特に、本実施形態における第二装飾部２２は、移動部材２０の移動方向に略直交する平
面で切断した断面の外縁形状が、移動部材２０が原位置に位置する状態において開口１１
から離れるにつれて大きくなる部分（突出部２２１）を有する。仮に、第二装飾部２２の
外側に被覆部２３が設けられていないとすると、遊技者が移動部材２０を操作したとき、
当該開口１１から離れるにつれて大きくなる部分（突出部２２１）と開口１１の周辺部分
との間に手等が挟まれてしまうおそれがある。本実施形態では、第二装飾部２２における
開口１１から離れるにつれて大きくなる部分（突出部２２１）の外側にも被覆部２３が位
置するため、そのような事態の発生を防止することが可能である。
【００３８】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００３９】
　例えば、上記実施形態における移動部材２０は、遊技者によって操作されるもの（遊技
者の力によって移動するもの）であることを説明したが、モータ等の駆動源によって移動
する部材（いわゆる役物）に対しても同様の技術思想が適用可能である。ただし、移動部
材２０が遊技者によって操作されるものであれば、その分移動部材２０と開口１１の周縁
部分との間に遊技者が手等を挟んでしまうおそれが高まるため、上記技術思想を適用する
意義が大きいといえる。
【００４０】
　また、上記実施形態における移動部材２０の移動方向はあくまで一例である。被覆部２
３や第二装飾部２２の形状は、移動部材２０の移動方向を基準として設定される。
【００４１】
　また、上記実施形態における被覆部２３は、無色透明な材料で形成されていることを説
明したが、内側に位置する第二装飾部２２を視認可能とするものであれば、このような材
料で形成されていなくてもよい。例えば、被覆部２３の少なくとも一部を色付きの半透明
な材料で形成することにより、その内側に位置する第二装飾部２２の見え方に変化を与え
るようにしてもよい。つまり、被覆部２３が移動部材２０の装飾に寄与する構成としても
よい。
【００４２】
　また、上記実施形態における被覆部２３は、筒状の部分であり、第二装飾部２２を囲む
ように設けられていることを説明したが、図８に示すように、被覆部２３ａが第二装飾部
２２ａの一部の外側に位置するように設けられていてもよい。つまり、移動部材２０にお
ける開口１１を通過する部分の断面の外縁形状が、被覆部のみで規定される構成ではなく
、被覆部２３ａおよび第二装飾部２２ａによって規定される構成としてもよい。この場合
、被覆部２３ａおよび第二装飾部２２ａによって規定される外縁形状が開口１１と略同一
となるように設定すればよい。
【符号の説明】
【００４３】
１　遊技機
１ｕ　演出ユニット
１０　固定部材
１１　開口
２０　移動部材
２２　第二装飾部
２２１　突出部
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２３　被覆部

【図１】 【図２】
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