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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の部材で構成される装飾可動役物に対して
発光演出を行うときに、充分な発光演出を行うことがで
き、配線の取り回しを簡素化できるパチンコ遊技機を提
供する。
【解決手段】パチンコ遊技機で、発光する装飾可動役物
１００は、第１の発光装飾部材１１０と第２の発光装飾
部材１２０とを有し、第１の発光装飾部材が第２の発光
装飾部材に対して遊技者側に重なるように配置され、第
１の発光装飾部材は第２の発光装飾部材に対して重なる
部分がより少なくなる第１の位置と重なる部分がより多
くなる第２の位置の間で移動可能であり、第２の発光装
飾部材に第１の発光源１３２，第２の発光源１３３が配
設され、第１の発光源は第２の発光装飾部材に光を照射
可能であり、第２の発光源は少なくとも第１の発光装飾
部材が第１の位置に位置しているときに第１の発光装飾
部材に光を照射可能とする。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に、発光する装飾可動役物が設けられており、
　該装飾可動役物は、第１の発光装飾部材と第２の発光装飾部材とを有し、前記第１の発
光装飾部材が前記第２の発光装飾部材に対して遊技者側に重なるように配置されており、
　前記第１の発光装飾部材は、前記第２の発光装飾部材に対して、該第２の発光装飾部材
と重なる部分がより少なくなる第１の位置と前記第２の発光装飾部材と重なる部分がより
多くなる第２の位置の間で移動可能であり、
　前記第２の発光装飾部材に、第１の発光源と第２の発光源が配設されており、
　前記第１の発光源は、前記第２の発光装飾部材に光を照射可能となっており、
　前記第２の発光源は、少なくとも前記第１の発光装飾部材が前記第１の位置に位置して
いるときに、前記第１の発光装飾部材に光を照射可能となっていることを特徴とするパチ
ンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパチンコ遊技機に関し、特に、発光する装飾可動役物が設けられたパチンコ遊
技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ遊技機の中には、表示装置の前方（遊技者側）に、左右スライド可能な
扉役物（扉状の装飾可動役物）を配置し、当該扉役物を開閉させて表示装置の表示領域を
開放、遮蔽する構成を有するパチンコ遊技機がある（例えば、特許文献１参照）。このパ
チンコ遊技機の扉役物は、表示装置の左右両側に一対の扉役物を備えた構成となっており
、さらに、各々の扉役物は、前後方向に多段的に配置した複数の扉部材で構成され、それ
らの扉部材のうち、始動扉となる扉部材（主動扉部材）に駆動力を及ぼして当該扉部材を
移動させると共に、始動扉にもたらされた駆動力を伝達して後続の扉部材（従動扉部材）
を移動させることで、扉役物を開閉させるようになっている。
【０００３】
　また、パチンコ遊技機の中には、表示装置の前方に揺動可能な装飾可動役物を配置し、
当該装飾可動役物に発光基板を搭載して発光演出を行うように構成されたパチンコ遊技機
がある（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２２０６９５号公報
【特許文献２】特開２０１０－０６８８５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、例えば、特許文献１の扉役物を光らせて発光演出を行おうとした場合、特許文
献２のパチンコ遊技機のように、発光源を配置した発光基板を扉役物に搭載することが考
えられる。しかし、特許文献１のように、扉役物が複数の扉部材で構成されている場合、
各々の扉部材にそれぞれ発光源を搭載すると、各々の扉部材に対して給電ケーブル等の電
力線を配線する必要が生じるため、配線の取り回しが複雑になるという問題が生じること
となる。
【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、複数の部材で構成される装飾
可動役物に対して発光演出を行うときに、充分な発光演出を行うことができ、かつ、配線
の取り回しを簡素化することができるパチンコ遊技機を提供することを目的とする。
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【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に係る発明は、遊技盤に、発光する装
飾可動役物が設けられており、該装飾可動役物は、第１の発光装飾部材と第２の発光装飾
部材とを有し、前記第１の発光装飾部材が前記第２の発光装飾部材に対して遊技者側に重
なるように配置されており、前記第１の発光装飾部材は、前記第２の発光装飾部材に対し
て、該第２の発光装飾部材と重なる部分がより少なくなる第１の位置と前記第２の発光装
飾部材と重なる部分がより多くなる第２の位置の間で移動可能であり、前記第２の発光装
飾部材に、第１の発光源と第２の発光源が配設されており、前記第１の発光源は、前記第
２の発光装飾部材に光を照射可能となっており、前記第２の発光源は、少なくとも前記第
１の発光装飾部材が前記第１の位置に位置しているときに、前記第１の発光装飾部材に光
を照射可能となっているパチンコ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、第１の発光装飾部材及び第２の発光装飾部材を発光させ
るための第１の発光源及び第２の発光源の双方が第２の発光装飾部材に配設されることで
、装飾可動役物の第１の発光装飾部材及び第２の発光装飾部材の充分な発光演出を行うこ
とができ、かつ、配線の取り回しを簡素化することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の参考例におけるパチンコ遊技機を示す正面図
【図２】同パチンコ遊技機の窓枠が開放された状態を示す前方斜視図
【図３】同パチンコ遊技機の遊技盤を示す正面図
【図４】同パチンコ遊技機の遊技盤において遊技板を取り外した状態の正面図
【図５】同パチンコ遊技機の左右扉状装飾可動役物の閉状態の正面図
【図６】図５のＡ－Ａ断面図
【図７】同パチンコ遊技機の左右扉状装飾可動役物の第１開状態の正面図
【図８】同パチンコ遊技機の左右扉状装飾可動役物の全開状態の正面図
【図９】同パチンコ遊技機の下扉状装飾可動役物及び斜め突出装飾可動役物の正面図
【図１０】図９のＢ－Ｂ断面図
【図１１】同パチンコ遊技機の下扉状装飾可動役物の正面図
【図１２】同パチンコ遊技機の下扉状装飾可動役物の右側面図
【図１３】同パチンコ遊技機の下扉状装飾可動役物の背面図
【図１４】図９のＣ－Ｃ断面図
【図１５】図９のＤ－Ｄ断面図
【図１６】同パチンコ遊技機の斜め突出装飾可動役物の正面図
【図１７】図１６のＥ視図
【図１８】図１７のＦ－Ｆ断面図
【図１９】図１７のＧ－Ｇ断面図
【図２０】同パチンコ遊技機の装飾枠の正面図
【図２１】同パチンコ遊技機の装飾枠の斜視図
【図２２】同パチンコ遊技機の装飾枠の分解斜視図
【図２３】（ａ）同パチンコ遊技機による効果を説明するための比較例の図、（ｂ）同パ
チンコ遊技機による効果を説明するための他の比較例の図、（ｃ）同パチンコ遊技機によ
る効果を説明するための図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［参考例］
　以下、本発明の参考例におけるパチンコ遊技機について図面を参照しながら説明する。
なお、以下の説明では、パチンコ遊技機を遊技者から見て、手前側をパチンコ遊技機の前
側とし、奥側をパチンコ遊技機の後側として、前後方向を規定する。また、パチンコ遊技
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機を遊技者から見て、左手側をパチンコ遊技機の左側とし、右手側をパチンコ遊技機の右
側として、左右方向を規定する。
【００１１】
　まず、本参考例のパチンコ遊技機の全体的な構成について、図１～図４を用いて説明す
る。図１～図４に示すように、本参考例のパチンコ遊技機１は、主として、外枠２と、中
枠３と、窓枠４と、により構成される枠体に、各種の遊技部品が取り付けられて形成され
る。
【００１２】
　外枠２は、パチンコ遊技機１の外郭を成し、前後面が開口された略四角筒状に形成され
る枠体である。外枠２は、パチンコホール等の遊技場に設けられた台島に設置される。外
枠２には、中枠３が設けられる。
【００１３】
　中枠３は、前後面が開口された略四角筒状に形成される枠体である。中枠３は、外枠２
の前側の開口部にヒンジ等の軸支部材を介して回動可能に支持される。中枠３には、窓枠
４と、下皿ユニット５と、遊技盤６と、が設けられる。
【００１４】
　窓枠４は、中央が開口された略平板状に形成される枠体である。窓枠４は、正面視で中
枠３の下部を除く略全面に渡って配置される。窓枠４は、中枠３の前側の開口部にヒンジ
部材を介して回動可能に支持される。窓枠４の中央には、正面視で略円形状の窓枠開口部
７が形成される。窓枠開口部７は、透明板１９により被覆される。窓枠開口部７の下部に
は、発射前の遊技球が貯溜される上皿８が配設される。窓枠開口部７の左右上方には、ス
ピーカ９がそれぞれ配設される。
【００１５】
　下皿ユニット５は、中枠３の下部であって窓枠４の下方に取り付けられる。下皿ユニッ
ト５の中央には、上皿８から溢れた遊技球が貯溜される下皿１７が配設される。下皿ユニ
ット５の右部であって下皿１７の右方には、発射ハンドル１８が配設される。発射ハンド
ル１８は、上皿８に貯溜された遊技球を発射可能に構成される。
【００１６】
　遊技盤６は、遊技球が転動する領域である遊技領域２５が形成される部材である。遊技
盤６は、窓枠４の後方であって、正面視で中枠３の下部を除く略全面に渡って配置される
。遊技盤６は、中枠３に着脱可能に取り付けられる。なお、遊技盤６の遊技領域２５は、
窓枠４の窓枠開口部７の後方に配置され、前方から透明板１９を介して視認可能に構成さ
れる。
【００１７】
　次に、遊技盤６の構成について、図３及び図４を用いてさらに詳細に説明する。
【００１８】
　遊技盤６は、図３に示すように、遊技板１０と、ガイドレール１１と、センター役物１
２と、下部役物２１と、表示装置としての図柄表示装置１３と、可変入賞装置１４と、大
入賞装置１５と、ゲート２０と、アウト口１６等により構成される。また、センター役物
１２は、その周囲に装飾枠４００を備えており、当該装飾枠４００の内側に、装飾可動役
物としての左右扉状装飾可動役物１００及び第１可動役物ユニットとしての下扉状装飾可
動役物２００を有している。また、下部役物２１には、第２可動役物ユニットとしての斜
め突出装飾可動役物３００を有している。
【００１９】
　遊技板１０は、四隅が適宜に切り欠かれた略平板状に形成される部材である。遊技板１
０には、遊技盤６を構成する各種の遊技部品が取り付けられる。
【００２０】
　ガイドレール１１は、略円弧帯状に形成される部材である。ガイドレール１１は、遊技
板１０に、前方へ向けて立ち上がり状に取り付けられる。ガイドレール１１は、正面視で
略円形状を形成するように配置される。なお、遊技板１０においてガイドレール１１によ
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って略円形状に形成された内側の領域が、遊技球が転動する領域である遊技領域２５とし
て構成される。
【００２１】
　センター役物１２は、その外観により遊技板１０を装飾する部材である。センター役物
１２は正面視で略枠状であって、その中央にセンター開口部２７が前後方向に貫通して形
成される。センター役物１２は、遊技板１０を前後方向に貫通するように当該遊技板１０
の中央から上部に渡って形成される孔（図示省略）に前方から挿入され、ボルト等によっ
て取り付けられる。また、センター役物１２は、中央に表示装置としての図柄表示装置１
３の表示画面２６を備えると共に、当該表示画面２６の周囲を覆う装飾枠４００を備えて
おり、当該装飾枠４００の内側には、左右の両側部に装飾可動役物としての左右扉状装飾
可動役物１００を有し、下部に第１可動役物ユニットとしての下扉状装飾可動役物２００
を有している。なお、左右扉状装飾可動役物１００、下扉状装飾可動役物２００及び装飾
枠４００の詳細については、後述する。
【００２２】
　下部役物２１は、センター役物１２と同じく、その外観により遊技板１０を装飾する部
材である。下部役物２１は正面視で略楕円状であって、その左右の両側部に第２可動役物
ユニットとしての斜め突出装飾可動役物３００を有している。下部役物２１は、遊技板１
０を前後方向に貫通するように当該遊技板１０の下部に形成される孔（図示省略）に前方
から挿入され、ボルト等によって取り付けられる。なお、斜め突出装飾可動役物３００の
詳細については、後述する。
【００２３】
　表示装置としての図柄表示装置１３は、前方を臨むように配設された液晶等の表示画面
２６に、図柄や数字等の変動（図柄遊技）を表示したり、所定の画像等を表示したりする
ように構成される装置である。図柄表示装置１３は、遊技板１０の後方に配置される。よ
り詳細には、図柄表示装置１３の表示画面２６が、遊技板１０に取り付けられたセンター
役物１２のセンター開口部２７の後方に配置される。これによって、前方からセンター開
口部２７を介して表示画面２６に表示される図柄遊技を視認することができる。
【００２４】
　ゲート２０は、上方から下方に遊技球が通過する開口部（図示省略）を有しており、遊
技領域２５の左部であってセンター役物１２の左方に配置される。なお、ゲート２０を遊
技球が通過すると図示しない制御装置に信号が送られ、これに応じて後述する可変入賞装
置１４の左右一対の可動片２８が所定時間及び所定回数開閉動作し、始動入賞口１４ａに
遊技球が入賞し易くなる。
【００２５】
　可変入賞装置１４は、前記したゲート２０を遊技球が通過する等の所定の作動条件に応
じて左右一対の可動片２８が所定時間及び所定回数開閉作動し、始動入賞口１４ａに遊技
球が入球（入賞）し易い開放状態と入球（入賞）し難い閉塞状態とに切り替え可能に構成
される装置である。可変入賞装置１４は、遊技領域２５の左右中央部であってセンター役
物１２の上方に配置される。なお、可変入賞装置１４は、始動入賞口１４ａに遊技球が入
球（入賞）すると図示しない制御装置に信号が送られ、図示しない賞球払出装置によって
所定数の遊技球（賞球）が払い出されると共に、後述する変動状態が開始されるように構
成される。
【００２６】
　大入賞装置１５は、所定の大当たり抽選により大当たりが選択されると、可動板２３が
手前下方に開いて大入賞口１５ａを開放し、遊技球が入球（入賞）可能に構成される装置
である。大入賞装置１５は、遊技領域２５の右部であってセンター役物１２のの右方に配
置される。なお、大入賞装置１５は、開放した大入賞口１５ａに遊技球が入球すると図示
しない制御装置に信号が送られ、図示しない賞球払出装置によって所定数の遊技球（賞球
）が払い出されるように構成される。
【００２７】
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　なお、図示は省略するが、遊技盤６の遊技領域２５には、前記した可変入賞装置１４や
大入賞装置１５の他に、入賞口を有する適宜の入賞装置が配置されている。
【００２８】
　アウト口１６は、遊技領域２５を転動する遊技球が、大入賞口１５ａや始動入賞口１４
ａ等の各入賞口に入球（入賞）しなかった場合に、最終的に流入する開口部である。アウ
ト口１６は、遊技領域２５の最下部に配置される。なお、アウト口１６に流入した遊技球
は、パチンコ遊技機１が設置されたパチンコホール等の遊技場側に回収される。
【００２９】
　また、遊技盤６の遊技領域２５には、図示しない障害部材が配設されており、遊技領域
２５内に放出された遊技球は障害部材に当たりながら遊技領域２５内を流下するようにな
っている。
【００３０】
　次に、本参考例のパチンコ遊技機１の遊技構成について説明する。本参考例のパチンコ
遊技機１では、遊技盤６の遊技領域２５に打ち込まれた遊技球が、当該遊技領域２５内を
図示しない障害部材に当たりながら流下する。その際、遊技球がゲート２０を通過すると
、図示しない制御装置に遊技球の通過信号が送られ、その結果、遊技球が１個入賞可能な
程度しか開いていない閉塞状態の可変入賞装置１４の左右一対の可動片２８が所定時間及
び所定回数開閉動作する開放状態となり、始動入賞口１４ａに遊技球が入賞し易くなる。
【００３１】
　また、閉塞状態又は開放状態の可変入賞装置１４の始動入賞口１４ａに遊技球が入ると
、図示しない制御装置に遊技球の入賞信号が送られ、その結果、賞球を払い出すと共に、
変動表示遊技が開始される。本参考例では、遊技球が始動入賞口１４ａに入賞して変動表
示遊技が開始されるまでは、図３に示すように、２つの左右扉状装飾可動役物１００及び
下扉状装飾可動役物２００が全て閉じた閉状態（第１位置）となっており、第１発光源１
３２、第２発光源１３３（図６参照）等も非発光の状態となっており、その後方に配置さ
れている図柄表示装置１３の表示画面２６は、当該閉状態の左右扉状装飾可動役物１００
及び下扉状装飾可動役物２００同士の真ん中に丁度開いている隙間２６ａから見えるだけ
となっている。
【００３２】
　そして、本参考例では、変動表示遊技が開始されると、まず、左右扉状装飾可動役物１
００が第１発光源１３２、第２発光源１３３によって青色に発光すると共に、下扉状装飾
可動役物２００が第３発光源２４０によって青色に発光し、さらに、左右扉状装飾可動役
物１００と下扉状装飾可動役物２００がそれぞれ、第１駆動源としての第１モータ１５０
（図５参照）、第２駆動源としての第２モータ２２１（図１３参照）の駆動でガタガタと
動き、表示画面２６の隙間２６ａに、恐竜がこちらを覗いているような雰囲気の画像が表
示される（具体的には、恐竜の目がギョロッと遊技者側を見ているような画像が表示され
る）。
【００３３】
　その後、所謂完全外れの状態の場合には、そのまま変動表示遊技が終了し、所謂リーチ
状態となる場合は、左右扉状装飾可動役物１００の２つの第１発光装飾部材１１０（図５
参照）、下扉状装飾可動役物２００の第１可動体２１０（図９参照）のうちのいずれかが
開いて第１開状態（第２位置）となり（例えば、左右扉状装飾可動役物１００の場合は、
図７参照）、開いた位置の表示画面２６で、１～９の図柄が変動する図柄遊技が行われる
（図示省略）。なお、左右扉状装飾可動役物１００の２つの第１発光装飾部材１１０、下
扉状装飾可動役物２００の第１可動体２１０の開き方と図柄遊技の行われ方については、
いずれか１つが開いて１箇所で図柄遊技が行われるパターン（所謂シングルリーチ）、３
つのうちの２つが開いて２箇所で図柄遊技が行われるパターン（所謂ダブルリーチ）、３
つ全てが開いて３箇所で図柄遊技が行われるパターン（所謂トリプルリーチ）の各パター
ンが挙げられる。なお、シングルリーチ→ダブルリーチ→トリプルリーチと図柄遊技が行
われる箇所が増加すると、見た目上の大当り確率が上がることとなる。
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【００３４】
　そして、１～３箇所で行われる図柄遊技の少なくとも１箇所で、図柄が３又は７で停止
した場合に大当りとなり、その後、大当り遊技が開始される。大当り遊技では、所定時間
及び所定回数だけ大入賞口１５ａが開放され、遊技球が大入賞口１５ａに入賞すると所定
の賞球を払い出すことが行われる。
【００３５】
　なお、所謂リーチ状態となる場合で大当りとなる期待度が高い所謂スーパーリーチとな
る場合には、左右扉状装飾可動役物１００の第１発光装飾部材１１０又は下扉状装飾可動
役物２００の第１可動体２１０が開いた後に、第２発光装飾部材１２０又は第３可動体２
３０も開いて全開状態となったり（例えば、左右扉状装飾可動役物１００の場合は、図８
参照）、左右扉状装飾可動役物１００又は下扉状装飾可動役物２００の発光色が青色とは
異なる他の色（例えば、赤色や虹色等）になったりする。
【００３６】
　また、所謂スーパーリーチとなる場合に、下部役物２１の斜め突出装飾可動役物３００
の２つの第２可動体３２０（図９，図１０，図１４～図１９参照）が斜め前方に動作する
場合がある（２つの第２可動体３２０のうちの片方だけ動作する場合や、２つが双方とも
動作する場合がある）。また、所謂スーパーリーチとなる場合には、装飾枠４００の４箇
所の発光部４０１（図２０参照）が第４発光源４３０によって発光すると共に、表示画面
２６が全開状態となって当該画面上に、発光部４０１同士を対角線状に結ぶ直線的画像２
６ｂが表示されて、表示画面２６と装飾枠４００とで略Ｘ字を形成する発光演出を行う場
合もある。
【００３７】
　次に、本参考例の左右扉状装飾可動役物１００について、図５～図８を用いて詳細に説
明する。
【００３８】
　本参考例の装飾可動役物としての左右扉状装飾可動役物１００は、図５～図８に示すよ
うに、遊技盤６に設けられた左右一対の装飾可動役物であり、それぞれ、第１発光装飾部
材１１０と第２発光装飾部材１２０を有している。この第１発光装飾部材１１０と第２発
光装飾部材１２０は、光透過性を有する半透明の部材で構成されており、遊技盤６に対し
て左右方向に平行移動可能に構成されており、第１駆動源としての第１モータ１５０の回
転軸に取り付けられた第１ピニオンギア１５１と第１ラック１４１からなる第１ラック＆
ピニオン機構を経て駆動力が伝えられるものである。また、本参考例の第１発光装飾部材
１１０及び第２発光装飾部材１２０は、第２発光装飾部材１２０の左右方向外側に設けら
れた収容凹部１２５に収容された第１発光装置１３０の第１発光基板１３１に配置された
第１発光源１３２及び第２発光源１３３によって発光するようになっている。なお、図示
は省略するが、第１発光装置１３０の第１発光基板１３１には、制御装置からの配線が接
続されている。
【００３９】
　本参考例の左右扉状装飾可動役物１００では、その上部において、遊技盤６に取り付け
られた裏機構盤１６０の左右方向内側と外側に設けられたポール挿入部１６１，１６２に
、左右方向に延びる案内ポール１７１が挿入されている。また、その下部において、左右
方向に延びる前後２本の溝部からなる案内溝部１８０を有している。
【００４０】
　また、第１発光装飾部材１１０は、上部に上部第１スライダ１４０が取り付けられると
共に、下部に下部第１スライダ１１１が取り付けられている。そして、上部第１スライダ
１４０は、左右方向内側と外側に設けられた第１ポール挿通部１４２，１４３に案内ポー
ル１７１が挿通されて、上部第１スライダ１４０が左右方向の所定範囲を平行移動可能に
構成されている。また、案内溝部１８０のうちの後側の溝部（図示省略）に、略直方体形
状に形成された下部第１スライダ１１１が挿入されて左右方向の所定範囲を平行移動可能
に構成されている。また、上部第１スライダ１４０には第１ラック１４１が形成されてお



(8) JP 2015-120009 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

り、この第１ラック１４１が第１モータ１５０の回転軸に取り付けられた第１ピニオンギ
ア１５１と歯合することで、第１モータ１５０の駆動力で第１発光装飾部材１１０が左右
方向に平行移動するようになっている。
【００４１】
　また、第２発光装飾部材１２０は、第１発光装飾部材１１０の前方に重なるように配置
されており、上部に上部第２スライダ１２１が取り付けられると共に、下部に下部第２ス
ライダ１２４が取り付けられている。そして、上部第２スライダ１２１は、上部第１スラ
イダ１４０の内部に配置されており、また、筒状に形成された第２筒状部１２２を有して
おり、これに案内ポール１７１が挿通されて、上部第１スライダ１４０の内部の所定範囲
を左右方向に平行移動可能に構成されている。また、案内溝部１８０のうちの前側の溝部
（図示省略）に、略直方体形状に形成された下部第２スライダ１２４が挿入されて左右方
向の所定範囲を平行移動可能に構成されている。
【００４２】
　また、上部第２スライダ１２１に設けられたバネ取付部１２３と、裏機構盤１６０の内
側位置に設けられたバネ取付部１６５の間に、第１バネ１７２が取り付けられており、こ
れにより、上部第２スライダ１２１が左右方向の内側に付勢されて、閉状態では、図５に
示すように、第２発光装飾部材１２０は左右方向の内側に位置するようになっている。ま
た、この状態では、第２発光装飾部材１２０は第１モータ１５０とは連結されておらず、
独立して動くことが可能な状態となっている。
【００４３】
　また、図５に示すような閉状態（第１位置）のときには、上部第１スライダ１４０の内
側端部が裏機構盤１６０の上部内側壁１６３に当接すると共に、下部第１スライダ１１１
の内側端部が案内溝部１８０の下部内側壁１８１に当接することで、第１発光装飾部材１
１０が閉状態の正しい位置に位置決めされるようになっている。また、その際、上部第２
スライダ１２１がバネの付勢力によって内側に付勢されると共に当該上部第２スライダ１
２１の内側端部が図示しない内側当接部に当接し、下部第２スライダ１２４の内側端部が
案内溝部１８０の下部内側壁１８１に当接し（図５では図示省略）、さらに、上部第１ス
ライダ１４０の第１外側突部１４５が、上部第２スライダ１２１の外側端部に当接して内
側に押すことにより、第２発光装飾部材１２０が閉状態の正しい位置に位置決めされるよ
うになっている。
【００４４】
　また、図５に示すような閉状態（第１位置）から図７に示すような第１開状態（第２位
置）に第１発光装飾部材１１０が移動する際には、第１モータ１５０の駆動力で第１ピニ
オンギア１５１から第１ラック１４１を介して上部第１スライダ１４０を外側に平行移動
させると、それに伴って下部第１スライダ１１１も案内溝部１８０のうちの後側の溝部を
平行移動する。そして、上部第１スライダ１４０の第１内側突部１４４が、上部第２スラ
イダ１２１の内側端部に当接する位置で、上部第１スライダ１４０が停止するように第１
モータ１５０を駆動させることで、第１発光装飾部材１１０が第１開状態の正しい位置に
位置決めされるようになっている。なお、閉状態から第１開状態になる際には、第２発光
装飾部材１２０は移動せずに停止しており、第２発光装飾部材１２０の荷重は第１モータ
１５０に加わらないようになっている。これにより、第１モータ１５０の負荷を軽減する
ようになっている。
【００４５】
　また、図７に示すような第１開状態（第２位置）から図８に示すような全開状態に第１
発光装飾部材１１０及び第２発光装飾部材１２０が移動する際には、第１モータ１５０の
駆動力で第１ピニオンギア１５１から第１ラック１４１を介して上部第１スライダ１４０
を外側に平行移動させ、上部第１スライダ１４０の外側端部が、裏機構盤１６０の上部外
側壁１６４に当接するまで平行移動させる。また、それに伴って下部第１スライダ１１１
も案内溝部１８０のうちの後側溝部を平行移動し、下部第１スライダ１１１の外側端部が
、案内溝部１８０の下部外側壁１８２に当接するまで平行移動させる。そして、上部第１
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スライダ１４０の外側端部及び下部第１スライダ１１１の外側端部が、それぞれ上部外側
壁１６４及び下部外側壁１８２に当接することで、第１発光装飾部材１１０が全開状態の
正しい位置に位置決めされるようになっている。
【００４６】
　また、その際、第１モータ１５０の駆動力が第１バネ１７２の付勢力に勝っているため
、上部第１スライダ１４０の第１内側突部１４４が上部第２スライダ１２１の内側端部に
当接して当該上部第２スライダ１２１を外側に押すことで、上部第２スライダ１２１も、
バネの付勢力に反して内側端部が第１内側突部１４４に当接したまま外側に平行移動させ
られ、上部第１スライダ１４０の外側端部が、裏機構盤１６０の上部外側壁１６４に当接
することで、第２発光装飾部材１２０が全開状態の正しい位置に位置決めされるようにな
っている。
【００４７】
　また、図８に示すような全開状態から図７に示すような第１開状態（第２位置）に第１
発光装飾部材１１０及び第２発光装飾部材１２０が移動する際には、第１モータ１５０の
駆動力で第１ピニオンギア１５１から第１ラック１４１を介して上部第１スライダ１４０
を内側に平行移動させると、それに伴って下部第１スライダ１１１も案内溝部１８０のう
ちの後側の溝部を平行移動する。また、その際、上部第２スライダ１２１を外側に押す第
１内側突部１４４が内側に移動していくため、第１バネ１７２の付勢力により、上部第２
スライダ１２１も、内側端部が第１内側突部１４４に当接したまま内側に平行移動する。
そして、上部第２スライダ１２１の内側端部が図示しない内側当接部に当接し、下部第２
スライダ１２４の内側端部が案内溝部１８０の下部内側壁１８１に当接する位置で、上部
第１スライダ１４０が停止するように第１モータ１５０を駆動させることで、第１発光装
飾部材１１０及び第２発光装飾部材１２０が第１開状態の正しい位置に位置決めされるよ
うになっている。
【００４８】
　なお、全開状態から第１開状態になる際の第２発光装飾部材１２０の移動は、第１モー
タ１５０の駆動力ではなく、第１バネ１７２の付勢力により行われるため、第２発光装飾
部材１２０の荷重は第１モータ１５０に加わらないようになっている。さらに、第２発光
装飾部材１２０の移動の際は、上部第２スライダ１２１で上部第１スライダ１４０を内側
に押すような形で移動するため、第１発光装飾部材１１０に対する第１モータ１５０の駆
動力を第１バネ１７２の付勢力で補助するようになっている。これにより、第１モータ１
５０の負荷を軽減するようになっている。
【００４９】
　また、図７に示すような第１開状態（第２位置）から図５に示すような閉状態（第１位
置）に第１発光装飾部材１１０が移動する際には、第１モータ１５０の駆動力で第１ピニ
オンギア１５１から第１ラック１４１を介して上部第１スライダ１４０を内側に平行移動
させ、上部第１スライダ１４０の内側端部が、裏機構盤１６０の上部内側壁１６３に当接
するまで平行移動させる。また、それに伴って下部第１スライダ１１１も案内溝部１８０
のうちの後側溝部を平行移動し、下部第１スライダ１１１の内側端部が、案内溝部１８０
の下部内側壁１８１に当接するまで平行移動させる。
【００５０】
　そして、上部第１スライダ１４０の内側端部及び下部第１スライダ１１１の内側端部が
、それぞれ上部内側壁１６３及び下部内側壁１８１に当接することで、第１発光装飾部材
１１０が閉状態の正しい位置に位置決めされるようになっている。なお、第２発光装飾部
材１２０は、第１開状態で、上部第２スライダ１２１の内側端部が図示しない内側当接部
に当接し、下部第２スライダ１２４の内側端部が案内溝部１８０の下部内側壁１８１に当
接した位置から内側には動かないため、移動せずに停止している。そのため、この移動時
には、第２発光装飾部材１２０の荷重は第１モータ１５０に加わらないようになっており
、これにより、第１モータ１５０の負荷を軽減するようになっている。
【００５１】



(10) JP 2015-120009 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

　なお、本参考例の裏機構盤１６０には、左右扉状装飾可動役物１００の上部における左
右方向の内側に光センサからなる内側位置検出センサ１９１、外側に同じく光センサから
なる外側位置検出センサ１９２が配置されており、内側位置検出センサ１９１と外側位置
検出センサ１９２の間の所定位置には、図示しない中間位置検出センサが配置されている
。また、上部第１スライダ１４０には、左右方向の内側に内側位置検出片１４６、外側に
外側位置検出片１４７が配置されている。
【００５２】
　そして、内側位置検出片１４６及び外側位置検出片１４７は上部第１スライダ１４０の
移動に伴って移動し、図５に示すような閉状態（第１位置）となるときに、内側位置検出
片１４６が内側位置検出センサ１９１を遮る位置に達するようになっており、これにより
、閉状態の位置に第１発光装飾部材１１０が移動してきたことを検出することができるよ
うになっている。また、図７に示すような第１開状態（第２位置）となるときに、内側位
置検出片１４６が中間位置検出センサを遮る位置に達するようになっており、これにより
、第１開状態の位置に第１発光装飾部材１１０が移動してきたことを検出することができ
るようになっている。また、図８に示すような全開状態となるときに、外側位置検出片１
４７が外側位置検出センサ１９２を遮る位置に達するようになっており、これにより、全
開状態の位置に第１発光装飾部材１１０が移動してきたことを検出することができるよう
になっている。
【００５３】
　本参考例の第１発光装置１３０は、１つの発光基板である第１発光基板１３１にＬＥＤ
からなる第１発光源１３２と第２発光源１３３が一体に配置された構成となっており、当
該第１発光装置１３０が第２発光装飾部材１２０の左右方向外側に設けられた収容凹部１
２５に嵌め込まれている。この第１発光装置１３０は、図６の矢印Ｙ１に示すように、第
１発光源１３２の光軸が、第２発光装飾部材１２０の側面に光を照射し、当該照射された
光を第２発光装飾部材１２０の内部で乱反射させることで、第２発光装飾部材１２０を発
光させるように、第１発光基板１３１の取付角度や取付位置が調整されている。
【００５４】
　また、この第１発光装置１３０は、図６の矢印Ｙ２に示すように、第２発光源１３３か
ら照射された光の光軸が、第２発光装飾部材１２０の裏面側の空間を通って、閉状態（第
１位置）の第１発光装飾部材１１０の表面と交わり、第１発光装飾部材１１０を発光させ
るように、第１発光基板１３１の取付角度や取付位置が第２発光装飾部材１２０に対して
傾斜して配置されるように調整されている。
【００５５】
　つまり、本参考例では、第１発光装飾部材１１０にも第２発光装飾部材１２０にも適切
な光を照射できる光軸となるように、第１発光基板１３１の取付角度や取付位置が、取り
付けられる第２発光装飾部材１２０に対して傾斜して配置されるように調整されている。
なお、本発明において光軸とは、円錐状に拡がる光の中心を通る軸であり、光度の高い部
分を指すものである。このように、発光源が取り付けられる第２発光装飾部材１２０だけ
でなく、発光源が取り付けられていない第１発光装飾部材１１０に対しても光度の高い部
分である光軸が交わるように発光源を配置しているため、第１発光装飾部材１１０を明る
く照らすことができるものである。
【００５６】
　また、本参考例では、第２発光装飾部材１２０の背面側に収容凹部１２５を設け、当該
収容凹部１２５に第１発光基板１３１を配置するようにしたため、収容凹部１２５を設け
ずに背面側に第１発光基板１３１を配置する場合に比べて、第１発光基板１３１を前方側
（第１発光装飾部材１１０から離れる方向）に偏寄して配置することができる。このため
、第１発光装飾部材１１０と第２発光装飾部材１２０を近づけて配置した場合でも、第１
発光装飾部材１１０が第１開状態から閉状態の方向に移動しても第１発光基板１３１と衝
突することを防ぎ、第１発光基板１３１が第１発光装飾部材１１０の移動に干渉すること
を回避できるように第１発光基板１３１を配置し易くなるものである。
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【００５７】
　そして、前記したように、第１発光装飾部材１１０は、通常遊技状態中は、図５に示す
ように、閉じた閉状態の第１位置に配置されている。また、通常遊技状態中は第２発光装
飾部材１２０も閉状態に配置されている。これらによって、表示画面２６のほとんどが覆
われており、表示画面２６の真ん中の隙間２６ａだけが視認可能になっている。
【００５８】
　それから、遊技球が始動入賞口１４ａに入賞して変動表示遊技が開始されると、第１発
光源１３２で第２発光装飾部材１２０に光を照射し、第２発光源１３３で第１発光装飾部
材１１０に光を照射して、第１発光装飾部材１１０と第２発光装飾部材１２０を発光させ
る。詳述すると、本参考例では、第１発光源１３２で第２発光装飾部材１２０の側面に光
を照射し、当該照射された光を第２発光装飾部材１２０の内部で乱反射させることで、第
２発光装飾部材１２０を発光させる。また、本参考例では、第２発光源１３３から照射さ
れた光が、第２発光装飾部材１２０の裏面側の空間を通って第１発光装飾部材１１０の表
面を照らし、第１発光装飾部材１１０を発光させる。
【００５９】
　また、所謂リーチ状態となると、前記したように、第１モータ１５０を駆動させて、図
７に示すように、第１発光装飾部材１１０を第１開状態となる第２位置まで外側に平行移
動させる。また、所謂スーパーリーチとなるとき等には、第１モータ１５０をさらに駆動
させて、図８に示すように、第１発光装飾部材１１０を第２発光装飾部材１２０に対して
最も外側（最も重なる位置）まで移動させた後にさらに第１発光装飾部材１１０で第２発
光装飾部材１２０を押して、双方の発光装飾部材１１０，１２０が連動して移動するよう
になっている。このようにして、第１発光装飾部材１１０と第２発光装飾部材１２０を全
開状態とすることができる。なお、第１開状態及び全開状態のときには、第１発光装飾部
材１１０は第２発光装飾部材１２０の後方に重なって隠れてしまうため、光らせる必要が
なくなり、第１発光装置１３０のうち、第２発光源１３３で第２発光装飾部材１２０のみ
を照射するようにされる。
【００６０】
　その後、スーパーリーチやリーチ状態が終了し、通常遊技状態となると、前記したよう
に、全開状態から第１開状態、閉状態へと第１発光装飾部材１１０及び第２発光装飾部材
１２０が移動して戻ることとなる。
【００６１】
　次に、本参考例の下扉状装飾可動役物２００及び斜め突出装飾可動役物３００について
、図９～図１９を用いて詳細に説明する。
【００６２】
　本参考例の第１可動役物ユニットとしての下扉状装飾可動役物２００は、図９～図１３
に示すように、遊技盤６における左右扉状装飾可動役物１００の下部に配置された装飾可
動役物であり、光透過性を有する半透明の部材からなる第１可動体２１０と、該第１可動
体２１０の前方に重なるように配置された光透過性を有する半透明の部材からなる第３可
動体２３０を有しており、これらが遊技盤６に対して上下方向に平行移動可能に構成され
ている。この下扉状装飾可動役物２００は、第２駆動源としての第２モータ２２１の駆動
力で回転する２つの第２ピニオンギア２２３と該第２ピニオンギア２２３と歯合して上下
方向に延びる２つの第２ラック２２２からなる第１駆動機構としての第２ラック＆ピニオ
ン機構２２０を経て、第１可動体２１０と第３可動体２３０に上下方向への駆動力が伝え
られるものである。
【００６３】
　そして、下扉状装飾可動役物２００は、通常遊技状態中は第１可動体２１０と第３可動
体２３０の双方が最上方に位置して表示画面２６の下部を覆う閉状態となっている。また
、変動表示遊技が開始されて、表示画面２６の下部で所謂リーチ状態となって図柄遊技が
行われるときには、第１可動体２１０が所定量開いた第１開状態となり、表示画面２６を
視認可能にさせて、図柄遊技を視認可能にする。さらに、所謂スーパーリーチ状態となる
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ときには、第１可動体２１０と第３可動体２３０の双方が最下方まで開いた全開状態とな
るように、第１可動体２１０と第３可動体２３０が移動するようになっている。
【００６４】
　また、本参考例の下扉状装飾可動役物２００は、第１可動体２１０及び第３可動体２３
０の左右斜め下方向に第３発光源２４０を有しており、ここから発せられる光によって発
光するようになっている。なお、図示は省略するが、本参考例の第３発光源２４０は、発
光基板に配置された複数のＬＥＤで構成されている。
【００６５】
　本参考例の下扉状装飾可動役物２００では、第１可動体２１０の下部に上下方向に延び
る２つの第２ラック２２２が間隔を空けて左右に取り付けられており、双方が左右方向の
内側を向くように配置されている。そして、この２つの第２ラック２２２が、裏機構盤１
６０に設けられた２つの縦溝部（図示省略）に取り付けられ、第２ラック＆ピニオン機構
２２０による駆動力で上下動することにより、第１可動体２１０が上下方向に移動するよ
うになっている。
【００６６】
　また、本参考例の下扉状装飾可動役物２００では、第３可動体２３０が、その下方に位
置する２つの縦溝部（第１可動体を支持している縦溝部の前方に位置している。図示省略
）に、上下動可能に取り付けられている。また、第３可動体２３０は、第２バネ２５０で
上方に付勢されている。
【００６７】
　そして、第１可動体２１０が閉状態から第１開状態に達すると、第１可動体２１０の一
部（図示省略）が第３可動体２３０に当接し、さらに、第１開状態から全開状態へ移行す
る際には、第３可動体２３０が当接した第１可動体２１０によって押されて第２バネ２５
０の付勢力に抗して移動し、第１可動体２１０と第３可動体２３０が同時に全開状態まで
移動する。そのため、閉状態から第１開状態までは、第３可動体２３０は第２モータ２２
１とは連結されておらず、独立して動くことが可能な状態となっている。
【００６８】
　また、第１可動体２１０と第３可動体２３０が全開状態から第１開状態に戻る際には、
第２ラック＆ピニオン機構２２０による駆動力で第１可動体２１０を上方へ移動させると
、第２バネ２５０の付勢力で第３可動体２３０も第１可動体２１０と共に上方へ移動する
。そして、第１開状態に達すると、第３可動体２３０が他の部材で係止されてそれ以上移
動することができなくなり、第１可動体２１０が第１開状態から閉状態に戻る際には、第
３可動体２３０は第１開状態の位置で停止したまま、第１可動体２１０のみが第２ラック
＆ピニオン機構２２０による駆動力で上方へ移動し、閉状態に達するものである。
【００６９】
　また、本参考例の第２可動役物ユニットとしての斜め突出装飾可動役物３００は、図９
～図１０に示すように、前記した下扉状装飾可動役物２００に対して遊技盤６上の下方に
並べて配置されるものであり、図１４～図１９に示すように、遊技盤６に配置されたカバ
ー部材としてのベース部材３１０の表側に第２駆動機構３３０で駆動する恐竜の形をした
２つの第２可動体３２０を支持するようになっている。
【００７０】
　このうち、ベース部材３１０は、第１駆動機構としての第２ラック＆ピニオン機構２２
０の前方側に配置されており、当該第２ラック＆ピニオン機構２２０の一部（ここでは第
２モータ２２１と第２ピニオンギア２２３が配置された箇所付近）を覆って前方側に膨出
した膨出部３１１を有している。また、膨出部３１１の左右方向に隣接した位置には、膨
出部３１１に対して後方側に所定量引っ込んだ非膨出部３１３を有している。
【００７１】
　そして、非膨出部３１３にはそれぞれ、ソレノイド３３１を有する第２駆動機構３３０
で駆動される第２可動体３２０が支持されており、２つの第２可動体３２０は、図１７に
示すように、ベース部材３１０において非膨出部３１３に隣接する膨出部３１１の前方側
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に向けて、互いに近づくように斜め前後方向に移動可能に配置されている。
【００７２】
　さらに説明すると、第２可動体３２０は、図１６～図１９に示すように、ベース部材３
１０にはアーム部材３３２が回動自在に支持されており、当該アーム部材３３２の一端部
３３３はソレノイド３３１に取り付けられている。また、アーム部材３３２の他端部３３
４は恐竜の形をした第２可動体３２０に取り付けられており、ソレノイド３３１が上下動
すると、それに応じてにアーム部材３３２が所定量回動し、その結果、第２可動体３２０
が、互いに近づいたり離れたりするように斜め前後方向に揺動するようになっている。ま
た、本参考例では、第２可動体３２０の恐竜の頭における下顎部分３２１が回動するよう
になっており、図１９に示すように、第２可動体３２０が互いに近づくように動いた際に
、恐竜が口を大きく開けるように下方向に回動動作するように構成されている。
【００７３】
　なお、前記した下扉状装飾可動役物２００と斜め突出装飾可動役物３００について別角
度から説明すると、ベース部材３１０の表側の非膨出部３１３に互いに近づくように斜め
前後方向に移動する２つの第２可動体３２０を有しており、ベース部材３１０のうち、第
２可動体３２０同士が前方側で互いに近づく位置（本参考例では丁度中央の位置）の後方
の部位が、図１４に示すように、２つの第２可動体３２０の移動領域と交わらないように
前方に膨出して（本参考例では、断面視略台形状に膨出している）、裏側に所定の空間３
１２を有する膨出部３１１となっており、この膨出部３１１の裏側の空間３１２に、下扉
状装飾可動役物２００の第１駆動機構としての第２ラック＆ピニオン機構２２０が配置さ
れ、この第２ラック＆ピニオン機構２２０２２０で第１可動体２１０を駆動するように構
成されている、とも言える。
【００７４】
　そして、斜め突出装飾可動役物３００の２つの第２可動体３２０同士の移動領域によっ
て必然的に生じるデッドスペース（空間３１２）に、下扉状装飾可動役物２００の第１駆
動機構としての第２ラック＆ピニオン機構２２０を配置する構成とすることで、遊技盤６
上に２つの可動役物ユニット（下扉状装飾可動役物２００，斜め突出装飾可動役物３００
）を効率的に配置することができ、その結果、可動役物ユニット（下扉状装飾可動役物２
００，斜め突出装飾可動役物３００）の配置スペースの省スペース化を図ることができる
、とも言える。
【００７５】
　また、本参考例では、図９及び図１５に示すように、膨出部３１１の裏側の空間３１２
を活用して、第１駆動機構としての第２ラック＆ピニオン機構２２０と共にＬＥＤ３４０
を有する発光基板が配置されている。すなわち、第１駆動機構としての第２ラック＆ピニ
オン機構２２０が膨出部３１１の上方に配置されており、膨出部３１１における下方位置
に複数のＬＥＤ３４０を有する発光基板が配置されている。
【００７６】
　次に、本参考例の装飾枠４００について、図２０～図２２を用いて詳細に説明する。
【００７７】
　本参考例の装飾枠４００は、前記したような所定の画像を表示する図柄表示装置１３の
表示画面２６の周囲を覆うように遊技盤６に取り付けられたものであり、当該装飾枠４０
０は、その外周と内周を跨いで形成された複数の発光部４０１を有している（本参考例で
は発光部４０１を４箇所有している）。
【００７８】
　また、装飾枠４００は、枠状をなすように一体形成されて透光性を有する本体部材４１
０と、発光部４０１に対応する所定の間隙４１１，４１２を設けて本体部材４１０の表面
側に略枠状に設けられた、遮光性を有する複数のカバー部材としての装飾カバー部材４２
０と、本体部材４１０の裏面側に配置されて、本体部材４１０における発光部４０１に対
応する箇所を発光させる発光源としての第４発光源４３０と、を備えている。なお、本参
考例では、装飾カバー部材４２０同士の間隙４１１，４１２のうち、下方２箇所の間隙４
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１２には、当該間隙４１２の部分の本体部材４１０に所定形状の透明カバーを被せて、装
飾カバー部材４２０同士の間隙４１２に段差がないような状態としている。
【００７９】
　さらに、本参考例では、発光部４０１に対応する箇所に本体部材４１０と一体に形成さ
れた透光性を有する第１台板部材４１３，４１４が設けられている。また、発光部４０１
に対応する箇所以外の箇所における本体部材４１０の裏面側に遮光性を有する複数の部材
からなる第２台板部材４４０を有している。そして、この２種類の第１台板部材４１３，
４１４と第２台板部材４４０とで、装飾枠４００を遊技盤６に取り付ける台板を構成して
いる。また、本参考例では、本体部材４１０の裏面側に第２台板部材４４０が配置され、
その裏面側に第４発光源４３０が配置されており、複数の第２台板部材４４０同士の間に
設けられた発光部４０１に対応する間隙を介して、第４発光源４３０からの光を発光部４
０１に照射するようになっている。
【００８０】
　また、本参考例では、複数の第４発光源４３０が本体部材４１０の裏面側（第２台板部
材４４０の裏面側）に配設されており、特に、上方２箇所の間隙４１１と４箇所の第１台
板部材４１３，４１４の裏面側に対しては、すぐ裏面側に第４発光源４３０が配置されて
おり、直接光を当てて当該部分を発光させるようになっている。また、下方２箇所の間隙
４１２については、第４発光源４３０が本体部材４１０の一部及び第１台板部材４１４を
介した裏面側に配設されており、当該第４発光源４３０からの光が第１台板部材４１４及
びその前方に位置する透明な本体部材４１０（本参考例ではさらに透明カバー）を介して
間隙４１２に達するようになっており、この光で発光するようになっている。
【００８１】
　またさらに、本参考例では、第４発光源４３０のさらに裏面側に、枠状をなすように一
体形成された補強部材４５０を有している。補強部材４５０は、装飾枠４００を裏面側か
ら補強する役割を果たしている。
【００８２】
　また、遊技者から見て枠状をなすように一体形成された本体部材４１０は、装飾カバー
部材４２０並びに第１台板部材４１３，４１４及び第２台板部材４４０の板状部よりも奥
行寸法（つまり厚み）が充分に大きいものである。また、本体部材４１０は、装飾カバー
部材４２０、第１台板部材４１３，４１４及び第２台板部材４４０よりも剛性が高く形成
されている。
【００８３】
　そして、第４発光源４３０により発光部４０１に照射された光が、当該発光部４０１を
構成する間隙４１１，４１２及び第１台板部材４１３，４１４を介して遊技者側から視認
可能となって、複数の線状の光（本参考例では４箇所）が発光するようになっている。ま
た、表示画面２６では、遊技演出によって発光部４０１と連続するように直線的画像２６
ｂが表示される場合があり、当該直線的画像２６ｂと線状の発光部４０１とで、表示画面
２６と装飾枠４００に掛けて、図２０に示すような略Ｘ字を表示する演出を行うように構
成されている。なお、本参考例では、この直線的な発光演出は、２本描かれて略Ｘ字状と
なるようになっていたが、これに限るものではなく、１又は複数の適宜の略直線的な発光
演出が行われるようになっていれば良い。
【００８４】
　また、本参考例では、本体部材４１０に対して、表面側から装飾カバー部材４２０がネ
ジ止め等によって取り付けられると共に、裏面側から第２台板部材４４０がネジ止め等に
よって取り付けられている。さらに、第４発光源４３０がネジ止め等により取り付けられ
た補強部材４５０が、第２台板部材４４０の裏面側にネジ止め等によって取り付けられた
構成となっている。但し、これらの取付構造は一例であり、他の取付構造で取り付けられ
ていても良い。
【００８５】
　以上のように、本参考例のパチンコ遊技機１は、遊技盤６に、発光する装飾可動役物（



(15) JP 2015-120009 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

左右扉状装飾可動役物１００）が設けられており、該装飾可動役物（左右扉状装飾可動役
物１００）は、第１発光装飾部材１１０と第２発光装飾部材１２０とを有し、前記第１発
光装飾部材１１０が前記第２発光装飾部材１２０に対して遊技者側と反対側（後方）に重
なるように配置されており、前記第１発光装飾部材１１０は、前記第２発光装飾部材１２
０に対して、該第２発光装飾部材１２０と重なる部分がより少なくなる第１位置（図５の
閉状態）と前記第２発光装飾部材１２０と重なる部分がより多くなる第２位置（図６の第
１開状態）の間で移動（平行移動）可能であり、前記第２発光装飾部材１２０に、第１発
光源１３２と第２発光源１３３の２つの発光源が配設されており、前記第１発光源１３２
は、前記第２発光装飾部材１２０に光を照射可能となっており、前記第２発光源１３３は
、少なくとも前記第１発光装飾部材１１０が前記第１位置（図５の閉状態）に位置してい
るときに、前記第１発光装飾部材１１０に光を照射可能となっているパチンコ遊技機１と
したことを特徴とする。
【００８６】
　そして、本参考例によれば、第１及び第２発光装飾部材１１０，１２０を発光させるた
めの第１及び第２発光源１３２，１３３の双方が第２発光装飾部材１２０に配設されるこ
とで、装飾可動役物（左右扉状装飾可動役物１００）の第１及び第２発光装飾部材１１０
，１２０の充分な発光演出を行うことができ、かつ、配線の取り回しを簡素化することが
できる。
【００８７】
　また、本参考例のパチンコ遊技機１は、遊技盤６上に並べて配置された第１可動役物ユ
ニット（下扉状装飾可動役物２００）と第２可動役物ユニット（斜め突出装飾可動役物３
００）を有しており、前記第１可動役物ユニット（下扉状装飾可動役物２００）は、第１
可動体２１０と、該第１可動体２１０を駆動させる第１駆動機構（第２ラック＆ピニオン
機構２２０）を有しており、前記第１駆動機構（第２ラック＆ピニオン機構２２０）の前
方側には、該第１駆動機構（第２ラック＆ピニオン機構２２０）を覆って前方側に膨出し
た膨出部３１１と該膨出部３１１に隣接する非膨出部３１３を有するカバー部材（ベース
部材３１０）を有し、前記第２可動役物ユニット（斜め突出装飾可動役物３００）は、前
記カバー部材（ベース部材３１０）の前記非膨出部３１３に配置されて隣接する前記膨出
部３１１の前方側に向けて斜め前方に移動可能な第２可動体３２０と、該第２可動体３２
０を駆動させる第２駆動機構３３０を有しているパチンコ遊技機１としたことを特徴とす
る。
【００８８】
　そして、本参考例によれば、第１可動役物ユニット（下扉状装飾可動役物２００）と第
２可動役物ユニット（斜め突出装飾可動役物３００）の２つの可動役物ユニットにおける
並び方向の配置領域を省スペース化するために、第１可動役物ユニット（下扉状装飾可動
役物２００）の第１駆動機構（第２ラック＆ピニオン機構２２０）を覆うようにカバー部
材（ベース部材３１０）を配置してその前方側に第２可動役物ユニット（斜め突出装飾可
動役物３００）の第２可動体３２０を配置するようにし、その際、前後方向の配置領域を
省スペース化するためにカバー部材（ベース部材３１０）に膨出部３１１を形成してその
裏側に第１駆動機構（第２ラック＆ピニオン機構２２０）を配置すると共に膨出部３１１
に隣接する非膨出部３１３に第２可動体３２０を配置し、その状態でもカバー部材（ベー
ス部材３１０）の拡大化を抑えつつ第２可動体３２０の可動範囲を大きく確保できるよう
に、第２可動体３２０を非膨出部３１３と隣接する膨出部３１１の前方側との間で斜め前
後方向に移動するように構成した。これにより、遊技盤６上に２つの可動役物ユニット（
下扉状装飾可動役物２００，斜め突出装飾可動役物３００）を効率的に配置することがで
き、その結果、可動役物ユニット（下扉状装飾可動役物２００，斜め突出装飾可動役物３
００）の配置スペースの省スペース化を図ると共に可動役物の可動範囲を大きく確保でき
るという双方の効果を得ることができる。
【００８９】
　すなわち、本参考例では、２つの可動役物ユニット２００，３００における並び方向の
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配置領域を省スペース化するために、第１可動役物ユニット（下扉状装飾可動役物２００
）の第１駆動機構（第２ラック＆ピニオン機構２２０）を覆うようにカバー部材（ベース
部材３１０）を配置してその前方側に第２可動役物ユニット（斜め突出装飾可動役物３０
０）の第２可動体３２０を配置するようにしたが、その際、もし図２３（ａ）に示す矢印
Ｈのように、第２可動体３２０の移動方向をカバー部材（ベース部材３１０）の膨出部３
１１に隣接する非膨出部３１３から遊技者側（前後方向）に設定すると、カバー部材（ベ
ース部材３１０）と透明板１９との間の距離が短くなるため、第２可動体３２０の可動範
囲を大きく確保することが困難となる。
【００９０】
　また、もし図２３（ｂ）に示す矢印Ｊのように、第２可動体３２０の移動方向をカバー
部材（ベース部材３１０）の膨出部３１１に隣接する非膨出部３１３から遊技盤６と平行
な方向（左右方向等の横方向）に設定した場合、第２可動体３２０の可動範囲を大きく確
保しようとすると遊技盤６上に広いスペースが必要となるが、遊技盤６には他の部材も多
く存在するため、広いスペースを確保することは困難である。
【００９１】
　そこで、本参考例では、図２３（ｃ）に示す矢印Ｋのように、第２可動体３２０の移動
方向をカバー部材（ベース部材３１０）の膨出部３１１に隣接する非膨出部３１３から膨
出部３１１に向けた斜め前後方向に設定した。これにより、狭いスペースの中で最大限、
第２可動体３２０の可動範囲を大きく確保することができ、省スペース化と可動役物の可
動範囲を大きく確保することを両立することができたものである
【００９２】
　また、本参考例のパチンコ遊技機１は、前記した構成に加えて、前記第２駆動機構３３
０は、前記カバー部材（ベース部材３１０）の前記非膨出部３１３に配置されている。
【００９３】
　そして、本参考例によれば、第２可動体３２０と共に、第２駆動機構３３０もカバー部
材３１０の非膨出部３１３に配置されているため、より可動役物ユニット（下扉状装飾可
動役物２００，斜め突出装飾可動役物３００）の配置スペースの省スペース化を図ること
ができる。
【００９４】
　また、本参考例のパチンコ遊技機１は、所定の画像を表示する表示画面２６の周囲を覆
うように遊技盤６に取り付けられた装飾枠４００を備えており、該装飾枠４００にはその
外周と内周を跨いで形成された発光部４０１を有しており、前記装飾枠４００は、枠状を
なすように一体形成されて透光性を有する本体部材４１０と、前記発光部４０１に対応す
る間隙４１１，４１２を隔てて前記本体部材４１０の表面側に設けられた、遮光性を有す
るカバー部材（装飾カバー部材４２０）と、前記本体部材４１０の裏面側に配置されて、
前記本体部材４１０における前記発光部４０１に対応する箇所を発光させる発光源（第４
発光源４３０）と、を備えているパチンコ遊技機１としたことを特徴とする。
【００９５】
　そして、本参考例によれば、装飾枠４００が、枠状をなすように一体形成されて透光性
を有する本体部材４１０と、発光部４０１となる箇所に対応する間隙４１１，４１２を隔
てて本体部材４１０の表面側に設けられた遮光性を有するカバー部材（装飾カバー部材４
２０）と、本体部材４１０の裏面側に配置されて発光部４０１に対応する箇所を発光させ
る発光源（第４発光源４３０）とを備えており（すなわち、発光源（第４発光源４３０）
からの光を本体部材４１０を透過させてカバー部材（装飾カバー部材４２０）の間隙４１
１，４１２から出射し、装飾枠４００の発光部４０１を構成している）、当該構成の装飾
枠４００において発光部４０１を発光させるようになっているため、興趣の高い発光演出
を行うことができると共に、透光性を有する本体部材４１０で基本的な剛性を取って装飾
枠４００の剛性を向上させ、装飾枠４００の撓みを防止することができる。
【００９６】
　また、本参考例のパチンコ遊技機１は、前記した構成に加えて、前記装飾枠４００は、
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前記発光部４０１に対応する箇所に設けられ、前記本体部材４１０と一体形成又は前記本
体部材４１０の裏面側に取り付けられた、透光性を有する第１台板部材４１３，４１４と
、前記発光部４０１に対応する箇所以外の箇所に設けられ、前記本体部材４１０の裏面側
に取り付けられた、遮光性を有する第２台板部材４４０と、を有する台板を備えており、
該台板の裏面側に前記発光源（第４発光源４３０）が配置されている。
【００９７】
　そして、本参考例によれば、より装飾枠４００の剛性を向上させることができると共に
、台板４１３，４１４，４４０で装飾枠４００の装飾性を高めることも可能となる。なお
、装飾枠の台板が複数の台板部材に分割されており、本参考例のような枠状の本体部材を
有しないものでは、台板部材に収縮等により曲げ応力が生じると、台板部材が薄い板状で
あることから剛性が低いため、応力に負けて台板部材が撓んでしまう。そして、台板部材
に撓みが発生する際に、例えば、隣り合う台板部材において、一方の台板部材のみに撓み
が生じたり、双方の台板部材の撓みの程度が異なったりすると、台板部材同士の境界で段
差が発生する、という不具合が生じる。その結果、装飾枠の遊技盤への取付けの作業性が
低下したり、装飾枠を遊技盤に取り付けた際に台板の一部が遊技盤の盤面から浮き上がり
、見栄えが悪くなったり、遊技球が衝突して台板の損傷を招くなどの問題が生じる。しか
し、本参考例のように複数の台板部材を枠状の本体部材に取り付ける構造になっていれば
、各台板部材が剛性の高い本体部材に取り付けられているため、台板部材自体に曲げ応力
が生じても本体部材の剛性によって応力に耐えることができ、台板部材を撓み難くするこ
とができる。その結果、装飾枠全体として、撓みを生じ難い状態にすることができるもの
である。
【００９８】
　また、本参考例のパチンコ遊技機１は、前記した構成に加えて、前記装飾枠４００は、
前記発光源（第４発光源４３０）の裏面側に、枠状をなすように一体形成された補強部材
４５０を備えている。
【００９９】
　そして、本参考例によれば、裏面側から補強部材４５０で装飾枠４００を補強すること
で、装飾枠４００の剛性をさらに高めることができる。
【０１００】
　なお、以上説明した参考例は、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。
【０１０１】
　例えば、第１発光装飾部材と第２発光装飾部材は、必ずしも互いに完全に平行に移動す
る必要はなく、第１及び第２発光装飾部材の一方が他方に対して少々斜めに移動するよう
になっていても良い。
【０１０２】
　また、前記した参考例では、発光基板を第２発光装飾部材に対して傾斜させる構成とな
っていたが、これに限らず、発光基板に対して発光源を傾斜させて配置するようになって
いても良い。
【０１０３】
　また、前記した参考例では、第１発光基板１３１が収容凹部１２５に収容されて第２発
光装飾部材１２０に配設されるようになっていたが、第１発光源と第２発光源で第１発光
装飾部材と第２発光装飾部材を発光させることができ、かつ、第１発光基板が発光装飾部
材の移動に干渉しないような位置に配置可能であれば、第１発光基板は必ずしも収容凹部
に収容する必要はなく、いずれかの発光装飾部材の適宜の位置に配置されていれば良い。
【０１０４】
　また、前記した参考例では、第１発光装飾部材１１０と第２発光装飾部材１２０が光透
過性を有する半透明の部材で構成されていたが、本発明はこれに限るものではなく、発光
装飾部材が、発光源からの光を発光装飾部材の内部を通さずに表面で受けて発光するよう
な構成であれば、第１発光装飾部材と第２発光装飾部材の片方又は双方が不透明の部材で
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構成されていても良い。
【０１０５】
　また、前記した参考例では、第１発光源１３２と第２発光源１３３を１つの発光基板で
ある第１発光基板１３１に配置していたが、第１発光源１３２と第２発光源１３３は、複
数の発光基板に分けて配置しても良いし、基板を有しない構成の発光源であっても良い。
なお、２つの発光源を１つの発光基板で構成していると、部品点数の削減や配線の取り回
しの簡素化に貢献するものとなる。
【０１０６】
　また、前記した参考例では、第１可動役物ユニット２００の第１可動体２１０が上下方
向にスライド移動するように構成されていたが、本発明はこれに限るものではなく、カバ
ー部材の後方に第１駆動機構が配置される構成であれば、第１可動体が上下方向以外の方
向（例えば、左右方向や斜め方向等）にスライドしたり、スライド以外の動き（例えば、
回転等）をしたりする等、第１可動体が他の動きをするものであっても良い。
【０１０７】
　また、前記した参考例では、第１可動役物ユニット２００と第２可動役物ユニット３０
０が上下方向に並べられていたが、本発明はこれに限るものではなく、第１可動役物ユニ
ットと第２可動役物ユニットは、左右方向や斜め方向等の適宜の方向に並べられていれば
良い。
【０１０８】
　また、前記した参考例では、第２可動役物ユニット３００の第２可動体３２０が、膨出
部３１１を挟んで左右方向に設けられた２箇所の非膨出部３１３にそれぞれ配置されてい
たが、本発明はこれに限るものではなく、例えば、第１可動役物ユニットと第２可動役物
ユニットの位置関係等によっては、膨出部を挟んで上下方向又は斜め方向等、左右方向以
外の位置の２箇所に非膨出部が設けられており、それぞれの非膨出部に第２可動体が設け
られていても良い。
【０１０９】
　また、第２可動体は必ずしも２つ設けられる必要はなく、例えば、膨出部を挟んで左右
方向の２箇所に設けられた非膨出部の一方だけに、膨出部の前方側に向けて斜め前方に移
動可能な第２可動体が１つだけ配置されており、非膨出部の他方には第２可動体が配置さ
れていない場合もある。また、前記したように第１可動役物ユニットと第２可動役物ユニ
ットの位置関係等によっては、膨出部を挟んで上下方向又は斜め方向等の左右方向以外の
２箇所に設けられた非膨出部の一方だけに、膨出部の前方側に向けて斜め方向に移動可能
な第２可動体が１つだけ配置されており、非膨出部の他方には第２可動体が配置されてい
ない場合もある。
【０１１０】
　また、非膨出部も必ずしも２つ設けられる必要はなく、例えば、膨出部に対して左右方
向のどちらか一方だけに非膨出部が設けられており、その非膨出部から膨出部の前方側に
向けて斜め前方に移動可能な第２可動体が１つだけ配置されている場合もある。また、前
記したように第１可動役物ユニットと第２可動役物ユニットの位置関係等によっては、膨
出部に対して上下方向又は斜め方向等の左右方向以外の方向のどちらか一方だけに非膨出
部が設けられており、その非膨出部から膨出部に向けて斜め前方に移動可能な第２可動体
が１つだけ配置されている場合もある。
【０１１１】
　また、前記した参考例では、第１可動役物ユニット２００と第２可動役物ユニット３０
０の間には、本発明のカバー部材として、膨出部３１１を有する第２可動役物ユニット３
００のベース部材３１０が設けられていたが、これに限るものではなく、本発明のカバー
部材としては、第２可動役物ユニットの第２可動体を配置するベースとなるベース部材で
はなく、単に第１可動役物ユニットと第２可動役物ユニットを仕切る仕切部材や、第１可
動役物ユニットを覆う機能の被覆部材等であっても良い。
【０１１２】
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　また、前記した参考例では、表示画面と装飾枠とで構成される略直線的な発光演出は、
２本でＸ字を形成するようになっていたが、これに限るものではなく、Ｖ字状やＹ字状等
の他の略直線的な発光演出を形成するようになっていても良い。
【０１１３】
　また、前記した参考例では、透明な部材からなる第１台板部材４１３，４１４が、本体
部材４１０と一体形成されていたが、本発明はこれに限るものではなく、第１台板部材が
本体部材と別部材で構成されており、本体部材の裏面側からネジ止め等によって取り付け
られるようになっていても良い。なお、第１台板部材を本体部材と一体に形成する方が、
第１台板部材と本体部材を別部体で構成してネジ止め等により取り付ける場合に比べて、
より撓み難くなるという利点はある。
【０１１４】
　また、前記した参考例では、本体部材４１０における間隙４１２が透明カバーを有する
構成となっていたが、この透明カバーを有していない場合もあり得る。
【０１１５】
　また、前記した参考例では、本体部材４１０や補強部材４５０等は、無端の枠状をなす
ものであったが、枠状の本体部材、補強部材としては、有端の枠状をなす（一部が途切れ
た状態）ものを含むものとする。
【０１１６】
　また、前記した参考例では、複数の装飾カバー部材４２０及び複数の第２台板部材４４
０を有し、発光部４０１を４箇所有する構成となっていたが、発光部は４箇所に限らず、
１～３箇所又は５箇所以上有する構成となっていても良い。また、発光部が１箇所だけの
場合には、例えば、略Ｃ字状等の形状の１つの装飾カバー部材や、同様の形状の１つの第
２台板部材を有し、当該装飾カバー部材及び第２台板部材の間隙が発光部に対応するよう
に構成されていても良い。
【０１１７】
　また、前記した参考例では、本体部材４１０、装飾カバー部材４２０、第１台板部材４
１３，４１４及び第２台板部材４４０からなる台板、第４発光源４３０、補強部材４５０
を有するものであったが、本発明はこれに限るものではなく、装飾枠の構成によっては、
補強部材や台板を有していない装飾枠もあり得る。すなわち、遊技盤に装飾枠を取り付け
る際に、装飾カバー部材で遊技盤に本体部材を押さえ込むことで取付けが可能なものや、
装飾カバー部材及び本体部材にネジ止め可能となっている装飾枠などで、台板や補強部材
がなくても剛性や装飾性を保つことができるものであれば、本体部材と装飾カバー部材と
発光源を有しているのみの構成でも良い。
【０１１８】
［発明の実施の形態］
　本発明の実施の形態では、前記した参考例に対して、平行移動する第１発光装飾部材が
必ずしも遊技盤の後方に位置する部材である必要はなく第１発光装飾部材が遊技盤の前方
に位置する構成でも良いことから、参考例の第１発光装飾部材１１０に相当する第１の発
光装飾部材が、参考例の第２発光装飾部材１２０に相当する第２の発光装飾部材の前方に
位置する（遊技者側に重なる）ように配置されている。また、参考例の第１発光源１３２
及び第２発光源１３３に相当する第１の発光源及び第２の発光源が、参考例と同様に、参
考例の第２発光装飾部材１２０に相当する第２の発光装飾部材に配置されている。
　なお、ここで説明した構成以外については、前記した参考例と同様である。すなわち、
遊技盤は参考例の遊技盤６、装飾可動役物は参考例の左右扉状装飾可動役物１００が相当
する。また、第１の位置は参考例の第１位置、第２の位置は参考例の第２位置が相当する
。
　なお、前記した参考例では、第１発光装飾部材１１０と第２発光装飾部材１２０の双方
が平行移動可能となっていたが、本発明はこれに限るものではなく、第１の発光装飾部材
のみが平行移動可能となっていても良い。また、第１発光源（第１の発光源）及び第２発
光源（第２の発光源）は、必ずしも第２発光装飾部材（第２の発光装飾部材）に配置され
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ている必要はなく、第１発光装飾部材（第１の発光装飾部材）、第２発光装飾部材（第２
の発光装飾部材）のいずれか一方に配置されていれば良い。また、前記した参考例のよう
に移動する機会の少ない部材（参考例では第２発光装飾部材１２０、本実施の形態ではこ
れに相当する第２の発光装飾部材）に発光源を配置しておくことで、移動する機会の多い
部材（参考例では第１発光装飾部材１１０、本実施の形態ではこれに相当する第１の発光
装飾部材）の重量を軽くすることができ、駆動源（参考例では第１駆動源としての第１モ
ータ１５０）への負担を少なくすることができ、遊技機の耐久性を向上させることができ
るものである。
【符号の説明】
【０１１９】
１…パチンコ遊技機、６…遊技盤、１００…左右扉状装飾可動役物（装飾可動役物）
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