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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技領域が形成された遊技盤に、表示状態が変化可能な変動表示装置を配設した弾球遊
技機において、
前記変動表示装置は、
表示部を有する表示装置本体と、
前記表示装置本体の前面側に配設され、前記表示装置本体の表示部を前方に臨ませるた
めの表示用開口部を形成するとともに該表示部を底部として前面開口した凹室を形成可能
な包囲枠を備えた前面構成部材と、
から構成され、
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前記前面構成部材は、
前記凹室内における前記表示用開口部の周囲に配設されるとともに前記表示部での表示
内容に関連した演出動作を行う可動演出部材を有する可動演出装置と、
前記可動演出部材の外側に前記包囲枠の内側に沿った状態で設けられ、前記遊技領域を
流下してワープ入口より流入した遊技球をワープ出口を介して前記表示部の下側に形成さ
れたステージに流出させるためのワープ通路を構成するワープ通路構成部材と、
前記可動演出装置の裏面側に設けられ、前記可動演出部材および前記ワープ通路の各々
を発光装飾する発光手段を搭載した基盤と、
を備え、
前記ワープ通路構成部材は、その長手方向に沿って後側に開口する凹室を形成して構成
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され、
前記ワープ通路構成部材を前記包囲枠の後方から組み付けた後、前記可動演出装置を該
包囲枠の裏面に止着部材により取り付けると、前記可動演出装置に設けられたワープ通路
裏面壁構成部材が前記ワープ通路構成部材の凹室の裏面開口を閉鎖することで前記ワープ
通路の裏面壁を構成するようにしたことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
前記ワープ通路構成部材は、前記包囲枠の後方に突出形成された後方突出壁状部の後端
部に当接して当該ワープ通路構成部材の前方への移動を規制するフランジ状部を備えたこ
とを特徴とする請求項１に記載の弾球遊技機。
【請求項３】
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前記可動演出装置は、前記可動部材を作動させる電気的駆動源の駆動部を保護する保護
用周囲壁部として、裏面から後方に向けて略Ｌ字状の壁部を立設したことを特徴とする請
求項１又は請求項２に記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来より、例えばパチンコ遊技機等の弾球遊技機が知られている。
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弾球遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤に、表示状態が変化可能な変動表示装置
を配設したタイプのものがある。
変動表示装置は、変動表示ゲームの表示等を行うための表示部を有する表示装置本体と
、該表示装置本体の前面側に配設される前面構成部材とから構成され、該前面構成部材を
遊技盤に形成された取付開口部に対して前方側から取り付ける一方で、この取付開口部の
裏面側には、該前面構成部材に形成された表示用開口部から表示部が前面側に臨むように
当該表示装置本体を取り付けるようになっている。
【０００３】
また、従来より、変動表示ゲームを演出するための可動部材を備え、該可動部材の動作
態様により変動表示ゲームのリーチ等を演出する弾球遊技機が考えられている（例えば、
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特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１−１３７４６１号公報（図１１〜図１４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、可動部材を動作させるためには、可動部材の他に、その電気的駆動源や動力
の伝達装置等が必要であり、それらを変動表示装置の表示部の近傍に備えることには配置
スペースに関する制約が伴う。このため、表示部の表示面積に規制が必要となったり、或
いは単純な動作しかできないような可動部材となってしまったり、或いは可動部材を備え
ることで変動表示装置自体が大型化する結果として遊技球の流下領域を狭めることとなっ
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ていた。しかも、最近では変動表示装置に大型のものを使用することが多いため、遊技球
の流下領域を十分に確保することを考慮した場合、上記可動部材を備えることがますます
困難となっている。
【０００５】
この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、可動部材（可動演
出部材）を備える場合にも配置スペースに関する問題を解消できる弾球遊技機を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、
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遊技領域が形成された遊技盤に、表示状態が変化可能な変動表示装置を配設した弾球遊
技機において、
前記変動表示装置は、
表示部を有する表示装置本体と、
前記表示装置本体の前面側に配設され、前記表示装置本体の表示部を前方に臨ませるた
めの表示用開口部を形成するとともに該表示部を底部として前面開口した凹室を形成可能
な包囲枠を備えた前面構成部材と、
から構成され、
前記前面構成部材は、
前記凹室内における前記表示用開口部の周囲に配設されるとともに前記表示部での表示
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内容に関連した演出動作を行う可動演出部材を有する可動演出装置と、
前記可動演出部材の外側に前記包囲枠の内側に沿った状態で設けられ、前記遊技領域を
流下してワープ入口より流入した遊技球をワープ出口を介して前記表示部の下側に形成さ
れたステージに流出させるためのワープ通路を構成するワープ通路構成部材と、
前記可動演出装置の裏面側に設けられ、前記可動演出部材および前記ワープ通路の各々
を発光装飾する発光手段を搭載した基盤と、
を備え、
前記ワープ通路構成部材は、その長手方向に沿って後側に開口する凹室を形成して構成
され、
前記ワープ通路構成部材を前記包囲枠の後方から組み付けた後、前記可動演出装置を該
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包囲枠の裏面に止着部材により取り付けると、前記可動演出装置に設けられたワープ通路
裏面壁構成部材が前記ワープ通路構成部材の凹室の裏面開口を閉鎖することで前記ワープ
通路の裏面壁を構成するようにしたことを特徴とする。
【０００７】
ここで、変動表示装置の表示装置本体は、例えば液晶表示装置、ＣＲＴ（陰極線管）表
示装置、多数の発光素子を配列した表示装置などのうち何れか単体の装置により構成して
もよいし、或いは、これらのうち複数の装置を組合せて構成してもよく、本発明を実施し
うる程度に表示状態を変化可能であればよい。
【０００８】
請求項１に記載の発明によれば、表示部全体としての大型化を避けることができ、その
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結果、遊技球の流下領域を十分に確保することができる。
また、表示部での表示内容に関連した演出動作を行う可動演出部材を備えるので、効果的
な演出を行うことができる。しかも、可動演出部材は、表示部方向に変位して演出動作を
行う構成なので、演出効果をより高めることができる。
また、発光手段により可動演出部材を発光させることで演出効果をより高めることがで
きるし、ワープ通路を発光させることでワープ通路を流下する球を装飾するような演出も
できる。
【００１１】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の弾球遊技機において、
前記ワープ通路構成部材は、前記包囲枠の後方に突出形成された後方突出壁状部の後端
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部に当接して当該ワープ通路構成部材の前方への移動を規制するフランジ状部を備えたこ
とを特徴とする。
【００１２】
請求項２に記載の発明によれば、ワープ通路構成部材に備えられたフランジ状部が、包
囲枠の後方に突出形成された後方突出壁状部の後端部に当接することでワープ通路構成部
材の前方への移動を規制できる。
【００１３】
請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の弾球遊技機において、
前記可動演出装置は、前記可動部材を作動させる電気的駆動源の駆動部を保護する保護
用周囲壁部として、裏面から後方に向けて略Ｌ字状の壁部を立設したことを特徴とする。
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【００１４】
請求項３に記載の発明によれば、可動演出装置の裏面から後方に向けて略Ｌ字状に立設
された保護用周囲壁部により、可動部材を作動させる電気的駆動源の駆動部を保護できる
。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、表示部全体としての大型化を避けることができ、その結果、遊技球の
流下領域を十分に確保することができる。また、表示部での表示内容に関連した演出動作
を行う可動演出部材を備えるので、効果的な演出を行うことができる。しかも、可動演出
部材は、表示部方向に変位して演出動作を行う構成なので、演出効果をより高めることが
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できる。また、発光手段により可動演出部材を発光させることで演出効果をより高めるこ
とができるし、ワープ通路を発光させることでワープ通路を流下する球を装飾するような
演出もできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
以下、図面を参照して、本発明に係る実施の形態について説明する。
本実施の形態は、本発明に係る弾球遊技機の適例としてのパチンコ遊技機、特に、いわ
ゆる「セブン機」に属するタイプのパチンコ遊技機について説明を行うものである。
【００１７】
図１に示すように、本実施の形態のパチンコ遊技機１００は、内部の遊技領域１ａ内に
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遊技球（球）を発射して（弾球して）遊技を行うもので、その前側上半部には、ガラス板
（前面透明部材）１０１が設けられている。このガラス板１０１の奥側には、ガイドレー
ル２で囲まれた遊技領域１ａを有する遊技盤１が設置されている。
つまり、パチンコ遊技機１００は、遊技領域１ａが形成された遊技盤１と、該遊技盤１
の前面側を覆う前面透明部材（ガラス板１０１）とを備える。ガラス板１０１は、例えば
外側ガラス板１０１ａ及び内側ガラス板１０１ｂからなる二重構造をなしている（図２（
ｂ））。
【００１８】
遊技盤１のガイドレール２で囲まれた遊技領域１ａには、普図始動ゲート６，６、普通
図柄（普図）の変動表示ゲームを表示する普図変動表示部７ａ、普図変動表示ゲームの結
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果如何によって開閉部材９ａ，９ａを開閉させる普通変動入賞装置９、表示状態が変化可
能な変動表示装置４、特別変動入賞装置５、一般入賞口８，…、風車と呼ばれる打球方向
変換部材１４，…、サイドランプ１２，１２、多数の障害釘（図示省略）等が配設されて
いる。また、遊技領域１ａの最下端部中央にはアウト球を回収するためのアウト穴１３が
設けられている。
【００１９】
このうち、変動表示装置４は、識別情報としての特別図柄（特図）の変動表示ゲームの
表示等を行う表示装置本体４ａ（例えば、液晶表示装置からなる）と、この表示装置本体
４ａの前面側に配設される前面構成部材７００（詳細後述）から構成されている。
【００２０】
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表示装置本体４ａは、表示状態が変化可能な表示画面（表示部）４ｇを備え、この表示
画面４ｇにおいて複数種類の識別情報（例えば、キャラクタ、数字、記号などからなる図
柄等）を変動表示させることにより特図の変動表示ゲームを実行可能となっている。
つまり、本実施形態のパチンコ遊技機１００は、遊技領域１ａが形成された遊技盤１に
、表示状態が変化可能な変動表示装置４（表示装置本体４ａを含む）を配設した弾球遊技
機である。
【００２１】
また、例えば、表示装置本体４ａの下側には、普通変動入賞装置９に遊技球が入賞して
特図変動表示ゲームが未処理となっている未処理回数を点灯表示する特図始動記憶表示部
４ｃが設けられている。なお、特図始動記憶表示部４ｃの奥には、例えばＬＥＤなどから
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なる特図始動記憶表示器４ｂ，…が設けられている。
【００２２】
普図変動表示部７ａの奥には、例えば７セグメント型のＬＥＤなどによって構成された
普通図柄（普図）の変動表示ゲームの表示を行う普図変動表示器７ｂが配され、その普図
変動表示器７ｂの表示状態を変化させることにより、普図変動表示部７ａにおいて普通図
柄（例えば、数字、記号などからなる図柄等）の変動表示ゲームを実行可能となっている
。
【００２３】
また、例えば、特別変動入賞装置５の正面視右側には、普図始動ゲート６，６を遊技球
が通過（普図の始動入賞）して普図変動表示ゲームが未処理となっている未処理回数を表
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示する普図始動記憶表示部６ｃが配設され、その奥には普図始動記憶表示器６ａが配設さ
れている。
【００２４】
普通変動入賞装置９は左右一対の開閉部材９ａ，９ａを具備し、この開閉部材９ａ，９
ａは、常時は遊技球が１個流入可能な程度の間隔で閉じた状態を保持しているが、普図の
変動表示器７における変動表示ゲームの結果が特別の結果態様となった場合には、逆「ハ
」の字状に開いて普通変動入賞装置９に遊技球が流入し易い状態に変化されるようになっ
ている。
この普通変動入賞装置９は、特図の始動口（始動入賞口）も兼ねる。
【００２５】
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特別変動入賞装置５は、アタッカー形式の開閉扉５ａによって開閉される大入賞口５ｂ
を備えている。
開閉扉５ａはその上端側が手前側に倒れる方向に回動して開放可能になっていて、特図
の変動表示ゲームの結果が特別結果態様（例えば、「７、７、７」等、ゾロ目数字の何れ
か）となって大当たり等が発生した場合に、大入賞口５ｂが開放されるようになっている
。
【００２６】
ここで、遊技を開始することにより遊技領域１ａ内に打ち込まれた遊技球が、一般入賞
口８、普通変動入賞装置９、大入賞口５ｂのいずれかに入賞すると、それぞれ所定数の賞
球が排出される（払い出される）ようになっている。
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【００２７】
また、遊技領域１ａ内に打ち込まれた遊技球が、普図始動ゲート６，６内を通過すると
、普図変動表示部７ａにおいて普図の変動表示ゲームが行われる。
この普図の変動表示ゲームは、普図変動表示器の表示状態（点灯状態）を所定時間変動
表示させた後、停止表示させることにより行うようになっている。
この普図の変動表示ゲームの結果、普図変動表示部７ａにおける停止表示が特別の結果
態様となれば、普図の変動表示ゲームが当たりとなって、普通変動入賞装置９が所定時間
（例えば、０.５秒間）開放される。それにより、普通変動入賞装置９に遊技球が入賞し
やすくなり、特図の変動表示ゲームの始動が容易となる。
【００２８】
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また、遊技領域１ａ内に打ち込まれた遊技球が、普通変動入賞装置９に入賞すると、特
図の変動表示装置４の表示画面４ｇにおいて、複数種類の識別情報が変動表示される特図
の変動表示ゲームが開始される。
この特図の変動表示ゲームの結果として、表示画面４ｇの表示態様が特別結果態様（例
えば、「１，１，１」等、ゾロ目数字の何れか）となった場合には、大当たりとなって特
別遊技状態（いわゆる、大当たり状態）となる。
この大当たり状態中は、特別変動入賞装置５の大入賞口５ｂを閉じた状態から開放状態
に変換するサイクル遊技が、所定回数を限度に行われ、これにより遊技者は遊技球を大量
獲得する機会を得る。すなわち、パチンコ遊技機は、特図変動表示ゲームの結果、予め定
められた特別結果態様となることに関連して、遊技者に有利な特別遊技状態が発生すると
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いった所定の遊技価値を付与可能となる。
【００２９】
なお、遊技盤１の裏面側には、図示は省略するが、球の排出動作等を制御する排出制御
装置、遊技領域に設けられた変動表示装置４の表示制御、パチンコ遊技機が備えるランプ
やＬＥＤなどの発光部材の点灯・点滅状態の制御、及び、スピーカ等の出力の制御等を行
う演出制御装置、遊技機前面の操作ハンドル（図示略）の操作に基づき遊技球を遊技領域
に発射させる発射装置、この発射装置の制御を行う発射制御装置、及び、これら各制御装
置等を統括制御する遊技制御装置等が設けられている。
【００３０】
次に、本実施形態のパチンコ遊技機１００における主要な構成である変動表示装置４の
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詳細について説明する。
【００３１】
＜変動表示装置の概略説明＞
変動表示装置４は、上記のように、表示画面（表示部）４ｇを有する表示装置本体（表
示装置本体）４ａと、この表示装置本体４ａの前面側に配される前面構成部材７００とを
備えて構成されている。
【００３２】
＜前面構成部材の概略説明＞
図２に示すように、前面構成部材７００は、遊技盤１に取付けられる取付ベース部材７
１０に各種の構成部材が取付けられて構成されるものであり、表示画面４ｇを前方より臨
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ませるための表示用開口部７０１、この表示用開口部７０１の周囲に形成される周囲壁部
７０２、この周囲壁部７０２及び表示画面４ｇを底部として前面開口した凹室７０３、こ
の凹室７０３を形成する包囲枠７０４、表示画面４ｇでの表示内容に関連した演出動作を
行う可動演出装置８００等を備えている。
【００３３】
また、前面構成部材７００は、他に、取付ベース部材７１０の前面上部に設けられ、前
面構成部材７００の上方から流下する遊技球が表示画面４ｇに衝突することを防護する庇
（ひさし）状の鎧部９１０、表示用開口部７０１の外側から内側に遊技球を移すためのワ
ープ装置、表示画面４ｇの下側に形成され、遊技球が転動可能な遊技球転動部（ステージ
）９８０等を備えている。
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【００３４】
＜取付ベース部材の概略説明＞
図２〜図６に示すように、取付ベース部材７１０は、遊技盤１の前面に沿うように設け
られる盤状枠部７２０と、この盤状枠部の裏面における周縁部より後方に突出する第１後
方突出壁状部７４０とを備えて概略構成されている。
このうち、盤状枠部７２０は、例えば正面視略楕円形状をなしている。
この盤状枠部７２０の上部には、鎧部９１０が取付けられる鎧部取付用面状部７３１（
図２（ｂ））が形成されている。
また、鎧部取付用面状部７３１の下側には、鎧部９１０の下側を装飾する鎧下側装飾部
材９４０（後述）が取付けられる下側装飾部材取付用面状部７３２（図２（ｂ））が形成
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されている。
例えば、下側装飾部材取付用面状部７３２は鎧部取付用面状部７３１よりも奥（後側）
に位置している。
さらに、取付ベース部材７１０は、下側装飾部材取付用面状部７３２の下端部より後方
に突出する第２後方突出壁状部７５０（図２（ｂ）、図６）を備えている。従って、第２
後方突出壁状部７５０は第１後方突出壁状部７４０の内側に配されている。
ここで、第１後方突出壁状部７４０における第２後方突出壁状部７５０から下側の部分
、及び、第２後方突出壁状部７５０等により包囲枠７０４が構成されている。
【００３５】
＜鎧部等の説明＞
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鎧部９１０は、例えば鎧部９１０の下部を構成する鎧下部構成部材９２０と上部を構成
する鎧上部構成部材９３０とにより構成されている。
鎧上部構成部材９３０は、鎧下部構成部材９２０に対し、後方から差し込むように組み
付け可能となっている。そして、鎧部９１０は、このように組み付けられた状態で鎧部取
付用面状部７３１に取付けられることにより、取付ベース部材７１０の前面上部に設けら
れている。
なお、鎧部９１０の鎧部取付用面状部７３１への取付は、例えば、ビスなどの止着部材
９２１（図４、図６）を、取付ベース部材７１０の鎧部取付用面状部７３１の裏面側から
鎧下部構成部材９２０に通す（例えば螺入する）ことによりなされている。なお、鎧上部
構成部材９３０は、この状態で鎧下部構成部材９２０により前方移動が規制されていて、
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取付ベース部材７１０から脱落しない。
ここで、鎧部９１０は、取付ベース部材７１０の前面に設けられているため、遊技盤面
に沿って設けられる取付ベース部材７１０（の盤状枠部７２０）よりも前方に突出してい
る。つまり、鎧部９１０は、遊技領域１ａに向け突出している。
また、鎧部９１０は、例えば、前面構成部材７００におけるほぼ左右両端に亘る寸法に
構成されている。
従って、鎧部９１０は、前面構成部材７００の上方から流下する遊技球が表示装置本体
４ａの表示画面４ｇに衝突することを防護して（阻止して）、該遊技球を前面構成部材７
００の左右両側に振り分けるように流下案内する。
【００３６】
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なお、鎧部９１０を構成するうちで、鎧上部構成部材９３０は、後述するように、ワー
プ装置の上流部を構成する。鎧上部構成部材９３０は、例えば透明又は半透明の部材であ
る。
【００３７】
また、鎧部９１０の下側には、鎧部９１０の下側を装飾する鎧下側装飾部材９４０が設
けられている。すなわち、鎧下側装飾部材９４０は、下側装飾部材取付用面状部７３２に
設けられている。鎧下側装飾部材９４０は、例えば透明又は半透明の部材である。
【００３８】
また、鎧下側装飾部材９４０及び鎧上部構成部材９３０の奥には、発光部材としての例
えばランプが設けられ、該ランプにより鎧下側装飾部材９４０及び鎧上部構成部材９３０
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をそれぞれ発光させる演出が可能となっている。
すなわち、取付ベース部材７１０の上部裏面には、発光部材としての例えばランプ（図
示略）を前面に搭載した発光基盤９１５（図２（ｂ））が設けられている。そして、発光
基盤９１５のランプは、鎧部取付用面状部７３１及び下側装飾部材取付用面状部７３２に
それぞれ形成された開口部を介して鎧下側装飾部材９４０及び鎧上部構成部材９３０を照
明することが可能となっている。
なお、発光基盤９１５は、取付ベース部材７１０の裏面上部において、第１後方突出壁
状部７４０と第２後方突出壁状部７５０との間隔位置に配設されている。
さらに、発光基盤９１５の裏側の半田面は、取付ベース部材７１０の裏面上部に取付け
られた裏側カバー部材９５０により覆われて保護されている。
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【００３９】
＜ワープ装置の説明＞
ワープ装置は、例えば、前面構成部材７００の左右両側にそれぞれ１つずつ備えられて
いる。
各ワープ装置は、遊技領域１ａにおける前面構成部材７００（鎧部９１０の上面）の上
方部を流下する遊技球が流入可能なワープ入口９６１（図３〜図６）と、該ワープ入口９
６１より流入した遊技球を流下させるワープ通路９６２（図２、図６）と、該ワープ通路
９６２を流下した遊技球を表示画面（表示部）４ｇの下側に形成された転動部（ステージ
）９８０に流出させるワープ出口９６３（図２（ｂ）、図３等）と、から構成される。
ワープ入口９６１、ワープ通路９６２及びワープ出口９６３の各内径は、少なくとも１
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個の遊技球が通過可能な寸法に設定されている（具体的には、例えば、１個の遊技球が通
過可能な程度の寸法）。
【００４０】
各ワープ装置は、遊技盤１よりも（取付ベース部材７１０の盤状枠部７２０よりも）前
方に突出することにより遊技領域１ａ内に突出した前方突出部と、遊技盤１の奥に（ほぼ
）埋設された後方埋設部と、に大きく分かれた構成となっている。
なお、このうち前方突出部はワープ装置の上流部でもあり、後方埋設部はワープ装置の
下流部でもある。
【００４１】
ワープ装置の前方突出部（ワープ装置の上流部）は、例えば、鎧部９１０に含まれる。
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すなわち、鎧上部構成部材９３０は、その左右部分の各々に、後ろ側に開口する凹室９
３１（図２（ｂ））を有し、取付ベース部材７１０の鎧部取付用面状部７３１に取付けら
れることにより各凹室９３１の後側開口が閉塞され、左右のワープ装置の前方突出部をそ
れぞれ構成する。
【００４２】
ここで、ワープ装置の前方突出部には、ワープ入口９６１と、ワープ通路９６２の上流
部と、が含まれる。
このうち、ワープ入口９６１は、鎧上部構成部材９３０の上面に形成された左右一対の
ワープ入口構成切欠部９３２の一方ずつにより構成されている。
また、ワープ通路９６２の上流部は、鎧上部構成部材９３０の凹室９３１と鎧部取付用
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面状部７３１とにより囲まれた空間により構成されている。
つまり、鎧上部構成部材９３０は、その上面にワープ入口９６１を備え、その内部にワ
ープ通路９６２の上流部を備える。
なお、左右のワープ通路９６２の上流部は、それぞれ左右方向外側に向けて下り傾斜す
る下り通路となっていて当該上流部内で遊技球が滞留してしまうことを防止し、好適に後
述する下流部へと遊技球を流下案内できるように構成されている。
また、鎧上部構成部材９３０は、上記のように透明又は半透明に構成されているが、該
鎧上部構成部材９３０には、例えば多数の窪み又は小突起（図示略；例えば、四角錐形状
の小さな窪み又は小突起）が形成され、このため該鎧上部構成部材９３０は光を散乱させ
るようになっている（光散乱形状となっている）。従って、該鎧上部構成部材９３０内（
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ワープ通路９６２の上流部内）を流下する遊技球をはっきりとは視認できないようになっ
ている。
【００４３】
他方、ワープ装置の後方埋設部（ワープ装置の下流部）は、例えば、以下に説明するワ
ープ装置下部構成部材９７０（図２〜図６）及び後述する台座部構成部材８６０のワープ
通路裏側壁構成部８６２（図１０等）等により構成されている。
【００４４】
このうちワープ装置下部構成部材９７０は、包囲枠７０４における左右の側部（第１後
方突出壁状部７４０における左右の側部でもある）の内周にそれぞれ沿うような弧状に形
成されている。
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ワープ装置下部構成部材９７０は、例えば半透明又は透明の部材である。
また、ワープ装置下部構成部材９７０には、後ろ側に開口する凹室９７１（図６）が、
その長手方向に亘って形成されている。
さらに、ワープ装置下部構成部材９７０の上端部９７２には、凹室９７１内より前方側
に向けて開口し、該凹室９７１と鎧上部構成部材９３０の凹室９３１（ワープ装置の上流
部）とを連通させるための開口部９７３（図５）が形成されている。
ここで、取付ベース部材７１０には、ワープ装置下部構成部材９７０の上端部９７２の
配設空間を構成する配設部７３３（図６）が形成されている。なお、この配設部７３３の
前端部は鎧上部構成部材９３０の凹室９３１（ワープ装置の上流部）へと連通している。
そして、ワープ装置下部構成部材９７０を、その上端部９７２が取付ベース部材７１０
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の配設部７３３に配設されるとともに、その外側の側面が第１後方突出壁状部７４０にお
ける側部の内周に沿うように、該取付ベース部材７１０に裏面側から組み付けることによ
り、ワープ装置下部構成部材９７０の凹室９７１と鎧上部構成部材９３０の凹室９３１と
が開口部９７３等を介して連通される。
この状態で、ワープ装置下部構成部材９７０の正面側は、図２等に示すように前面構成
部材７００の前側から視認できる。
ここで、ワープ装置下部構成部材９７０の裏面側において、第１後方突出壁状部７４０
に沿わされる縁部には、フランジ状部９７４（図６、図４等）が形成されている。
このフランジ状部９７４は、ワープ装置下部構成部材９７０を取付ベース部材７１０に
組み付けた際に第１後方突出壁状部７４０の後端面に接する。これにより、フランジ状部
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９７４は、ワープ装置下部構成部材９７０が所定の組付け位置よりも前方に移動してしま
うことを規制する。
また、ワープ装置下部構成部材９７０の下端部における内側の壁面には、ワープ出口９
６３を構成するワープ出口構成切欠部９７５（図５、図６等）が形成されている。
そして、上記のようにワープ装置下部構成部材９７０を取付ベース部材７１０に裏面側
から組み付けた状態で、該取付ベース部材７１０の裏面に後述する台座部構成部材８６０
を取付けることにより、該台座部構成部材８６０のワープ通路裏側壁構成部８６２により
ワープ装置下部構成部材９７０の凹室９７１の裏側開口が閉塞されて、ワープ通路９６２
の下流部及びワープ出口９６３が構成されている。
なお、ワープ通路９６２の下流部は、例えば、略鉛直下方に向かい、第１後方突出壁状
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部７４０の側部に沿い（包囲枠７０４の側部に沿い）、且つ、後述する可動演出装置８０
０の台座部８７０の外側に沿って、弧状に垂下する鉛直流下通路となっている。
【００４５】
ここで、ワープ通路９６２は、その上流部はワープ装置の前方突出部に設けられている
のに対し、下流部はワープ装置の後方埋設部に設けられているため、上流部から下流部へ
の移行部分（上流部と下流部との中間部分）は、手前から奥（後方）に遊技球を案内する
後方案内部９６６（その後側半部を図５、図６に示す）となっている。
この後方案内部９６６の底部には、例えば、上面が後方に向け下り傾斜した突出部９６
７（後側半部を図５に示す）が形成され、この突出部９６７により、該後方案内部９６６
内の遊技球を後方に向け流下誘導することができるようになっている。つまり、該後方案
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内部９６６での遊技球の滞留が防止されている。
【００４６】
ワープ装置は以上のように構成され、内部に流入する遊技球を以下のように案内する。
すなわち、ワープ入口９６１を介してワープ通路９６２の上流部内に遊技球が流入する
と、該遊技球は該上流部内を流下することにより左右何れかの方向に移動する。
そして、遊技球は、後方案内部９６６に達すると、該後方案内部９６６により後方に向
け案内されてワープ通路９６２の下流部内に流入する。続いて、遊技球は、該下流部内を
下方に案内された後にワープ出口９６３を介して後述する遊技球転動部９８０へと流出さ
れる。
【００４７】
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なお、ワープ通路９６２の上流部は、上記の発光基盤９１５のランプにより発光装飾さ
れる。
他方、ワープ通路９６２の下流部は、後述する基盤８８０（図１０）のランプ（ワープ
通路発光手段）８８１により、台座部構成部材８６０のワープ通路裏側壁構成部８６２を
介して発光装飾される。
【００４８】
＜遊技球転動部の説明＞
前面構成部材７００は、表示画面４ｇの下側に位置する遊技球転動部９８０を備える。
この遊技球転動部９８０は、包囲枠７０４の下部の内周（第１後方突出壁状部７４０の
下部の内周）に沿って設けられている。
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従って、遊技球転動部９８０は、ほぼ全体が遊技盤面よりも奥まった位置に配設される
。
【００４９】
この遊技球転動部９８０は、図５等に示すように、前側に位置する第１転動部９８１と
、この第１転動部９８１の後側に位置する第２転動部９８２とを備えて概略構成されてい
る。
なお、これら第１及び第２転動部９８１、９８２は、双方の境界位置より立設された区
画壁９８３によって互いに区画された状態となっている。
また、第１及び第２転動部９８１、９８２は、それぞれ、例えば、１個の遊技球を左右
方向に転動可能な程度の前後幅に設定されている。
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【００５０】
このうち、前側の第１転動部９８１は、例えば、左右方向において中央部に向けて徐々
に低くなる弧状の傾斜面９８１１を左右両側部分にそれぞれ（左右対称に）備えている。
また、第１転動部９８１は、左右の傾斜面９８１１の間に（つまり、第１転動部９８１
の左右方向中央部に）、該第１転動部９８１を転動する遊技球を前面構成部材７００の下
方の遊技領域に流下可能な流下部９８１２を備えている。
この流下部９８１２は、左右の傾斜面９８１１における下端部よりも更に１段低く形成
されている。
この流下部９８１２は、左右方向においては略水平に形成されているが、遊技球が該流
下部９８１２に滞留してしまうことを防止するために前後方向においては手前側に向け僅
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かに下り傾斜している。
また、第１転動部９８１の傾斜面９８１１の手前側部分には、該傾斜面９８１１よりも
上方に向け起立した起立壁部９８１３が形成されている。従って、傾斜面９８１１を転動
する遊技球が手前側にこぼれ落ちてしまうことが抑制されているとともに、該遊技球を当
該第１転動部９８１の流下部９８１２に向けて好適に案内可能となっている。
【００５１】
他方、後側の第２転動部９８２は、その前後位置が、ワープ装置のワープ出口９６３と
略等しく設定され、ワープ出口９６３より流出された遊技球は該第２転動部９８２を転動
することとなる。
この第２転動部９８２は、例えば、左右方向において中央部に向けて徐々に低くなる弧
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状の傾斜面９８２１を左右両側部分にそれぞれ（左右対称に）備えている。
また、各傾斜面９８２１の間には、上に凸な丘状部９８２２が形成されている。
さらに、丘状部９８２２と各傾斜面９８２１との間には、流下部９８２３が形成され、
丘状部９８２２の中央には、流下部９８２４が形成されている。
これら流下部９８２３、９８２４は、それぞれ第２転動部９８２を転動する遊技球を前
面構成部材７００の下方の遊技領域に配設された普通変動入賞装置（始動入賞口）９へ向
けて流下案内可能とさせるものであり、例えば、何れも手前側に向け下り傾斜するように
形成されたＶ溝である。
ここで、中央の流下部９８２４は、左右方向における位置が普通変動入賞装置９と等し
く設定されている。また、上記のように、流下部９８２４の手前側に位置する第１転動部
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９８１の流下部９８１２は、左右方向において略水平であるため、流下部９８２４により
案内された後の遊技球の進行方向を変更させる作用を及ぼさない。
従って、流下部９８２４に遊技球が収まった場合には、この遊技球を、普通変動入賞装
置９へ向けてほぼ真っ直ぐに流下案内することができ、該普通変動入賞装置９内に高い確
率で入賞させることができる。
【００５２】
なお、第１及び第２転動部９８１、９８２の間の区画壁９８３は、例えば、第２転動部
９８２の傾斜面９８２１の手前側の部分のみに形成されている。そして、傾斜面９８２１
を転動する遊技球は、この区画壁９８３により案内される。
【００５３】
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このような遊技球転動部９８０は、具体的には、例えば、取付ベース部材７１０の第１
後方突出壁状部７４０の下部の内周に沿って設けられた転動部構成部材９９０と、後述す
る表示部周囲枠構成部材７９０の下辺部の前面と、により構成されている。
すなわち、転動部構成部材９９０には、第１転動部９８１、区画壁９８３及び第２転動
部９８２が形成されている。ただし、第２転動部９８２の後ろ側の壁面は、表示部周囲枠
構成部材７９０の下辺部の前面により構成されている。
【００５４】
転動部構成部材９９０は、例えば、取付ベース部材７１０の第１後方突出壁状部７４０
の下部の内周（つまり上面）に沿って形成された配置領域に裏側から差し込まれることに
より該取付ベース部材７１０に組み付けられる。

10

さらに、このように組み付けた状態で、転動部構成部材９９０の後ろ側に後述する表示
部周囲枠構成部材７９０が設けられることにより、転動部構成部材９９０は取付ベース部
材７１０からの後方脱落が防止されている。
つまり、転動部構成部材９９０は、表示部周囲枠構成部材７９０と取付ベース部材７１
０とにより前後から挟持されて該取付ベース部材７１０に取付けられている。
【００５５】
＜可動演出装置の説明＞
可動演出装置８００は、図７〜図１１等に示すように、周囲壁部７０２（図２）の前側
に配され表示画面（表示部）４ｇでの表示内容に関連して表示画面方向に変位する演出動
作を行う可動演出部材８１０と、周囲壁部７０２の裏面側に配され可動演出部材８１０を
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作動させるための可動演出部材駆動用ソレノイド（電気的駆動源）８３０と、可動演出部
材駆動用ソレノイド８３０からの駆動力を変換及び伝達して可動演出部材８１０を変位動
作させる駆動力伝達部材８４０（図１０、図１１）と、可動演出部材８１０が前面に配さ
れる台座部８７０等を備えて概略構成されている。
【００５６】
このような可動演出装置８００は、鎧部９１０の左右両端部の下側、表示画面４ｇの左
右両脇に位置して、それぞれ配設されている。
【００５７】
以下、可動演出装置８００の各構成要素について詳細に説明する。
【００５８】
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先ず、台座部８７０は、周囲壁部７０２の一部を構成するものであり、台座部構成部材
８６０により構成されている。
ここで、台座部構成部材８６０は、図１０等に示すように、台座部８７０を構成する台
座部構成部８６１と、ワープ装置下部構成部材９７０の凹室９７１の裏側開口を閉塞して
ワープ通路９６２の下流部における裏側の壁部を構成するワープ通路裏側壁構成部８６２
とを備えて概略構成されている。
このうち、台座部構成部８６１は、後側に開口する凹室形状に構成されていて（図１１
）、可動演出部材８１０が前面に配される前面壁部８６１１と、該前面壁部８６１１の外
周端部より後方に向けて立設された外周壁部８６１２とを備えている。なお、台座部構成
部８６１の前面壁部８６１１は可動演出部材８１０の動作性向上（摩擦低減）のために、
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例えばその前面８６１３が平面に形成されている。
他方、ワープ通路裏側壁構成部８６２も、その前面８６２１が平面に形成されている。
なお、ワープ通路裏側壁構成部８６２よりも台座部構成部８６１の方が、台座部８７０
の高さ分だけ手前側に突出するように形成されている。
【００５９】
また、台座部構成部材８６０の裏側には、台座部構成部８６１の凹室の後側開口を閉塞
するように、後述するソレノイド取付ベース部材８５０が取付けられ、この状態で、該ソ
レノイド取付ベース部材８５０と台座部構成部材８６０との間に中空部８７１（図１１参
照）が構成されている。
すなわち、台座部８７０は中空状に形成されている。
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そして、台座部８７０の中空部８７１内には、駆動力伝達部材８４０（詳細後述）が収
納されている。
ここで、台座部構成部材８６０は、後述するように後側からの発光による装飾を好適に
なし得るために、例えば透明又は半透明の部材とされている。
すなわち、ワープ通路９６２の裏面壁部（ワープ通路裏側壁構成部８６２）と台座部８
７０（台座部構成部８６１）とを透明若しくは半透明の合成樹脂で一体成型した。
ただし、台座部構成部８６１の前面壁部８６１１（図１０、図１１）の裏面には、例え
ば多数の窪み又は小突起（図示略；例えば、六角錘形状の小さな窪み又は小突起）が形成
され、このため該前面壁部８６１１は光を散乱させるようになっている（光散乱形状とな
っている）。また、台座部構成部８６１の外周壁部８６１２（図１０、図１１）の内面に
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は、例えば前後方向に延在する多数の溝又は突起部が形成され、このため該外周壁部８６
１２も光散乱形状となっている。
従って、遊技者側からは台座部８７０の中空部８７１内を視認し難いようになっている
。つまり、中空部８７１内の駆動伝達部材８４０を見えにくくしている。
【００６０】
可動演出部材８１０は、具体的形状は任意であるが、本実施の形態の場合、例えばキツ
ツキ（鳥）を模した部材を例示する。
この可動演出部材８１０は、台座部８７０の前面に設けられている。
なお、台座部８７０は周囲壁部７０２の一部を構成するものであるため、可動演出部材
８１０は周囲壁部の前側に配されていることになる。
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可動演出部材８１０は、例えば、台座部８７０の前面に軸支され、遊技盤面方向に回動
可能となっている。ただし、この回動量は所定角度範囲内に規制されている。
可動演出部材８１０は、より具体的には、例えば、図１０及び図１１に示すように、台
座部８７０の前面に軸支された本体部８１１（例えば、キツツキの胴体部及び足）、該本
体部８１１に対しそれぞれ動作可能な第１可動部８１２（例えば、キツツキの頭部）、第
２可動部８１３（例えば、キツツキの羽根）及び第３可動部８１４（例えば、キツツキの
尾）等を備えて概略構成されている。
なお、本体部８１１は、例えば、その下端部が台座部８７０に軸支されている。
より具体的には、本体部８１１の下端部には、後方に突出する支軸８１１２が設けられ
ている。そして、この支軸８１１２が、ワッシャ８１５ａ、台座部構成部８６１の前面壁
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部８６１１の表裏を貫通する軸支部８６１１２、及び、ワッシャ８１５ｂをこの順に貫通
した状態で、該支軸８１１２の先端がワッシャ８１５ｂより抜け止めされることによって
、本体部８１１が台座部構成部８６１の前面壁部８６１１の前側に軸支され、遊技盤面方
向に回動可能となっている。
なお、ワッシャ８１５ａ、８１５ｂは、本体部８１１の台座部８７０（台座部構成部８
６１）に対する回動をスムーズにしている。
さらに、第１〜第３可動部８１２〜８１４は、例えば、それぞれ本体部８１１に対し所
定角度だけ遊技盤面方向に回動可能となるよう該本体部８１１に軸支されている。
従って、本体部８１１は、支軸８１１２を支点として、第１〜第３可動部８１２〜８１
４を伴って遊技盤面方向に回動可能である。
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【００６１】
他方、駆動伝達部材８４０は、図１０及び図１１に示すように、可動演出部材駆動用ソ
レノイド８３０からの駆動力を、可動演出部材８１０の本体部８１１及び第１可動部８１
２に伝達するための駆動伝達本体部材８４１と、可動演出部材８１０の第２可動部８１３
に伝達するための駆動伝達補助部材８４２とを備えて概略構成されている。
【００６２】
このうち、駆動伝達本体部材８４１は、例えば台座部構成部８６１の前面壁部８６１１
の裏面側より後方に突出するように設けられた支軸８６１１１に対し、軸支部８４３にお
いて軸支され、遊技盤面方向に回動可能となっている。なお、軸支部８４３は、例えば、
駆動伝達本体部材８４１の下端部に形成されている。

50

(13)

JP 4355001 B2 2009.10.28

また、駆動伝達本体部材８４１には、該駆動伝達本体部材８４１の後方側に突出する例
えば棒状の突出部８４４（図１１）が形成されている。この突出部８４４は、可動演出部
材駆動用ソレノイド８３０からの駆動力を受ける駆動力受部を構成している。
なお、突出部８４４は、軸支部８４３に対し水平方向に若干離間した位置に設けられて
いる。また、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０は、突出部８４４に対し反復的な上下
動作を付与する。従って、駆動伝達本体部材８４１は、可動演出部材駆動用ソレノイド８
３０の駆動に伴って、遊技盤面方向に反復的に回動する。
【００６３】
また、駆動伝達本体部材８４１において、軸支部８４３から遠い側（回動先端側）には
、当該駆動伝達本体部材８４１を可動演出部材８１０と駆動連結するための連結用開口部
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が形成されている。なお、本実施形態の場合、連結用開口部には、例えば、軸支部８４３
に近い側に形成された第１連結用開口部８４１１と、この第１連結用開口部８４１１より
も軸支部８４３から遠い側に形成された第２連結用開口部８４１２とが含まれる。
他方、可動演出部材８１０の第１可動部８１２の裏面側には、図１１に示すように、そ
れぞれ後方に突出する第１連結用ボス８１２１（例えばキツツキの首の付け根に位置する
）及び第２連結用ボス８１２２（例えばキツツキの頭部の中心に位置する）が形成されて
いる。
さらに、台座部８７０の前面壁部８６１１には、第１連結用ボス８１２１が貫通される
第１連結用開口部８６３と、第２連結用ボス８１２２が貫通される第２連結用開口部８６
４とが形成されている。
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【００６４】
そして、第１連結用ボス８１２１は、図示しないワッシャ（ワッシャ８１５ａと同様の
部材）、可動演出部材８１０の本体部８１１に形成された軸支穴８１１１（図１１）、ワ
ッシャ８１６の挿通穴８１６１、台座部８７０の第１連結用開口部８６３及び駆動伝達本
体部材８４１の第１連結用開口部８４１１を順に貫通し、その先端部に通された（具体的
には例えば螺入された）止着部材８１７（例えばビス）により該第１連結用開口部８４１
１からの抜け止めがなされることにより、駆動伝達本体部材８４１と連結されている。な
お、図示しない上記ワッシャは、本体部８１１に対する第１可動部８１２の回動をスムー
ズにする。
また、第２連結用ボス８１２２は、ワッシャ８１６の挿通穴８１６２、台座部８７０の
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第２連結用開口部８６４及び駆動伝達本体部材８４１の第２連結用開口部８４１２を順に
貫通し、その先端部に通された（具体的には例えば螺入された）止着部材８１８（例えば
ビス）により該第２連結用開口部８４１２からの抜け止めがなされることにより、駆動伝
達本体部材８４１と連結されている。
また、台座部８７０の第１連結用開口部８６３、第２連結用開口部８６４は、駆動伝達
本体部材８４１の回動の際に第１連結用ボス８１２１、第２連結用ボス８１２２をそれぞ
れ案内する案内部を構成するものであり、該回動方向に長い長穴となっている。
従って、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０の駆動に伴って駆動伝達本体部材８４１
が遊技盤面方向に反復的に回動すると、それに伴い可動演出部材８１０も遊技盤面方向に
反復的に回動する。
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ここで、ワッシャ８１６は、可動演出部材８１０（本体部８１１及び第１可動部８１２
）と、台座部構成部８６１の前面壁部８６１１の前面８６１３と、の間に介装されてこれ
らの相互の摩擦を低減する。つまり、ワッシャ８１６は、可動演出部材８１０の回動をス
ムーズにする。
【００６５】
なお、第１連結用ボス８１２１、第２連結用ボス８１２２は、それぞれ台座部８７０の
第１連結用開口部８６３、第２連結用開口部８６４の回動方向端部により移動規制されて
、回動量が規制される。このため、可動演出部材８１０の回動量も規制されている。
【００６６】
ここで、可動演出部材８１０の第１可動部８１２は、その第１連結用ボス８１２１が本
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体部８１１の軸支穴８１１１を介して駆動伝達本体部材８４１と連結されることにより、
該第１連結用ボス８１２１を軸として本体部８１１に対し軸支され、本体部８１１に対し
回動可能となっている。
また、台座部８７０の第１連結用開口部８６３が許容する第１連結用ボス８１２１の回
動量は、第２連結用開口部８６４が許容する第２連結用ボス８１２２の回動量よりも小さ
く設定されている。
しかも、駆動伝達本体部材８４１の第１連結用開口部８４１１は第１連結用ボス８１２
１の回動方向に長い長穴に形成されている。
従って、第１連結用ボス８１２１が台座部８０の第１連結用開口部８６３により回動規
制された後も第２連結用ボス８１２２は回動する。
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このため、可動演出部材８１０の第１可動部８１２（キツツキの頭部）は、駆動伝達本
体部材８４１の回動に伴い本体部８１１（キツツキの胴体部）が回動する際に、該本体部
８１１に対し遊技盤面方向に首振りする。
【００６７】
他方、駆動伝達補助部材８４２は、台座部８７０の前面壁部８６１１を介して可動演出
部材８１０の第２可動部８１３と一体化されている。
すなわち、第２可動部８１３の裏面側には、後方に突出する第３連結用ボス８１３１（
図１１）が形成されている。また、台座部８７０の前面壁部８６１１には、第２可動部８
１３と駆動伝達補助部材８４２を連結するための第３連結用開口部８６５が形成されてい
る。そして、第３連結用ボス８１３が、図示しないワッシャ（ワッシャ８１５ａと同様の
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部材）と、可動演出部材８１０の本体部８１１に形成された軸支穴８１１３（図１１）と
、を前側よりこの順に貫通した状態で、駆動伝達補助部材８４２の裏面側より止着部材８
１９（例えばビス；図１０）が、該駆動伝達補助部材８４２及び第３連結用開口部８６５
を介して第３連結用ボス８１３１に通される（具体的には例えば螺入される）ことにより
、駆動伝達補助部材８４２が前面壁部８６１１を介して第２可動部８１３と一体化されて
いる。
なお、駆動伝達補助部材８４２は、この状態では第３連結用開口部８６５を通過不能な
寸法に設定されている。
また、第２可動部８１３は、その第３連結用ボス８１３１が本体部８１１の軸支穴８１
１３を介して駆動伝達補助部材８４２と連結されることにより、該第３連結用ボス８１３
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１を軸として本体部８１１に対し軸支され、本体部８１１に対し回動可能となっている。
【００６８】
また、駆動伝達補助部材８４２には、該駆動伝達補助部材８４２の後方側に突出する例
えば棒状の突出部８４５（図１１）が形成されている。この突出部８４５は、駆動伝達本
体部材８４１より駆動力を受ける駆動力受部を構成している。
他方、駆動伝達本体部材８４１には、駆動伝達補助部材８４２の突出部８４５に駆動伝
達するための伝達部８４６が形成されている。この伝達部８４６は、例えば突出部８４５
の直径よりも若干広い間隔に設定され、互いに平行な２本の棒状部分からなり、これら２
本の棒状部分により突出部８４５を挟持した状態で該突出部８４５に駆動伝達するもので
ある。
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そして、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０の駆動に伴って駆動伝達本体部材８４１
が回動すると、該駆動伝達本体部材８４１の伝達部８４６から駆動伝達補助部材８４２の
突出部８４５に駆動伝達されるので、該駆動伝達補助部材８４２及び第２可動部８１３（
駆動伝達補助部材８４２と一体化されている）も同じ方向に回動する。
なお、台座部８７０の第３連結用開口部８６５は、可動演出部材８１０の本体部８１１
の回動の際に第３連結用ボス８１３１を案内する案内部を構成するものであり、該回動方
向に長い長穴となっている。従って、第３連結用開口部８６５は、本体部８１１の回動を
許容する。
【００６９】
以上において、要するに、駆動伝達部材８４０は、可動演出部材駆動用ソレノイド８３
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０より付与される反復的な上下動を遊技盤面方向への反復的な回動に変換し、さらに、該
回動を可動演出部材８１０に伝達する。
すると、可動演出部材８１０は、遊技盤面方向に反復的に往復回動する。
ここで、可動演出部材８１０は、本体部８１１の下端部が台座部８７０に軸支されてい
るので、遊技盤面方向に反復的に往復回動する際には、表示画面４ｇ方向への変位（図８
の状態への変位）と、その反対方向への変位（図７の状態への変位）とを反復的に繰り返
すことになる。
また、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０の駆動に伴う可動演出部材８１０の変位動
作は、例えば表示画面４ｇで行われる特図の変動表示ゲームにおいて現出するキャラクタ
の動作に合わせて行う。
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具体的には、例えば、表示画面４ｇに卵を表示し、その卵が側方から何かにつつかれて
割れる演出表示を行い、可動演出部材８１０（キツツキ）はその割れる演出表示に対応し
て、演出動作（つつく動作）を行う。
すなわち、可動演出部材８１０は、表示画面（表示部）４ｇでの表示内容に関連して表
示部方向（表示画面４ｇの方向）に変位する演出動作を行う。
また、駆動力伝達部材８４０は、可動演出部材駆動用ソレノイド（電気的駆動源）８３
０からの駆動力を変換及び伝達して可動演出部材８１０を変位動作させる。
【００７０】
また、本実施形態の場合、可動演出部材８１０の例えば第１可動部８１２の表示画面４
ｇ寄りの部分（可動演出部材８１０の少なくとも一部）は、図８の状態で、表示画面４ｇ
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の手前側に重なるような状態となる。
すなわち、可動演出装置８００は、可動演出部材８１０を、その少なくとも一部が表示
部（表示画面４ｇ）の手前側に重なるように変位可能に構成されている。
【００７１】
また、上記のように可動演出部材８１０が反復動作する際に、第１可動部８１２（キツ
ツキの頭部）は本体部８１１（キツツキの胴体部）に対し遊技盤面方向に反復的に回動（
首振り）する。つまり、あたかもキツツキがくちばしで物をつつくかのような動作を表現
できる。
また、第２可動部８１３（キツツキの羽根）は、本体部８１１に対し遊技盤面方向に反
復的に回動する。つまり、あたかもキツツキが羽ばたくかのような動作を表現できる。
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なお、第３可動部８１４は、単に本体部８１１に軸支されているのみであり、駆動伝達
部材８４０より駆動力を受けるものではないが、該第３可動部８１４には慣性力が作用す
るため、本体部８１１が遊技盤面方向に反復的に回動する際に、該本体部８１１に対し遊
技盤面方向に反復的に回動する。つまり、あたかもキツツキが尾を振るかのような動作を
表現できる。
【００７２】
なお、パチンコ遊技機１００には、遊技の進行制御を行う遊技制御装置と、該遊技制御
装置からの制御信号に基づき変動表示装置の表示制御を行う演出制御装置を備え、可動演
出部材駆動用ソレノイド８３０は、例えば演出制御装置により駆動制御される。
【００７３】
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また、駆動伝達本体部材８４１は、その先端側の第１及び第２連結用開口部８４１１、
８４１２が形成された部分は台座部８７０の前面壁部８６１１の裏面と略当接する状態と
されているが、その軸支側は、前面壁部８６１１の裏面と離間している。
すなわち、駆動伝達本体部材８４１は、その先端側と軸支側との前後方向位置を異なら
せるための段差部８４７を備えている。
そして、駆動伝達本体部材８４１の軸支側部分と台座部８７０の前面壁部８６１１との
間には、駆動伝達補助部材８４２の配設空間が形成されている。
従って、駆動伝達本体部材８４１と駆動伝達補助部材８４２とを前後方向に重ねるよう
に配置することが可能となっていて、駆動伝達部材８４０全体の配設スペースを遊技盤面
方向において小さくすることが可能となっている。
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【００７４】
また、可動演出部材８１０の前面側には、例えば透明のカバー部材８２０が設けられて
いる。
このカバー部材８２０は、例えば、後側に向け開口する凹室状に形成され、該凹室の開
口部を閉塞するように台座部８７０の前面に設けられている。
具体的には、カバー部材８２０には、該カバー部材８２０を台座部８７０に固定するた
めのボス８２１（図１１）が形成されている。そして、カバー部材８２０は、ボス８２１
に対し、台座部構成部８６１の前面壁部８６１１の裏面側から止着部材（例えばビス）が
通される（例えば螺入される）ことにより、該前面壁部８６１１の前面側に固定されてい
る。
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なお、カバー部材８２０は、例えば半透明でも良い。
すなわち、可動演出部材８２０の前面側に、透明若しくは半透明のカバー部材８２０を
設けた。
なお、カバー部材８２０の前面部は、例えば平板状に形成されている。このため、該前
面部は光を散乱しにくく、従って、カバー部材８２０を介しての可動演出部材８１０の視
認性が良好となっている。
【００７５】
また、カバー部材８２０の表示画面４ｇ側の部分には、切欠部８２２が形成されていて
、該切欠部８２２を介して可動演出部材８１０（第１可動部８１２）は表示画面４ｇ側に
突出動作（変位動作）が可能となっている。

20

【００７６】
また、カバー部材８２０は、図２（ｂ）に示すように、取付ベース部材７１０よりも手
前側に突出していて、該カバー部材８２０とガラス板１０１との隙間は遊技球が通過困難
な大きさに設定されている。
【００７７】
また、台座部８７０の裏面側には、その中空部８７１の裏側開口を閉塞するように、ソ
レノイド取付ベース部材８５０（図９〜図１１等）が設けられている。
このソレノイド取付ベース部材８５０は、例えば平板状に形成され、その裏面側には、
可動演出部材駆動用ソレノイド８３０が固定されている。なお、可動演出部材駆動用ソレ
ノイド８３０は、例えばソレノイド取付ベース部材８５０の表面側から止着部材（例えば

30

ビス）が通される（例えば螺入される）ことにより、該ソレノイド取付ベース部材８５０
に固定されている。
ここで、ソレノイド取付ベース部材８５０は、周囲壁部７０２（の一部）を構成する台
座部８７０の裏面側に設けられ、さらにソレノイド取付ベース部材８５０の裏面側に可動
演出部材駆動用ソレノイド８３０が設けられているため、該可動演出部材駆動用ソレノイ
ド８３０は、周囲壁部７０２の裏面側に配されていることになる。
【００７８】
また、ソレノイド取付ベース部材８５０には、駆動伝達本体部８４１の突出部８４４を
当該ソレノイド取付ベース部材８５０の後方に突出させるための突出用開口部８５１（図
１０）が形成されている。
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なお、この突出用開口部８５１は、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０の駆動に伴う
突出部８４４の上下移動を許容可能なように、上下方向に長い長穴となっている。
【００７９】
また、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０は、図１１等に示すように、通電により駆
動力を生じるコイル等を備える本体部８３１と、該コイルに間欠的に通電されると本体部
８３１に対し上下方向に反復移動する可動部８３２とを備える。
さらに、この可動部８３２には、駆動伝達本体部８４１の突出部８４４に駆動伝達する
ための伝達部８３３が設けられている。
この伝達部８３３は、具体的には、例えば、駆動伝達本体部８４１の突出部８４４（図
１１）に外挿可能な穴状に形成され、該突出部８４４に外挿されることで該突出部８４４
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と駆動連結されるようになっている。
【００８０】
また、ソレノイド取付ベース部材８５０には、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０の
可動部８３２の周囲に位置し、該可動部８３２を保護する保護用周囲壁部８５２が形成さ
れている。
この保護用周囲壁部８５２は、例えば、ソレノイド取付ベース部材８５０の裏面より後
方に向けて立設された略Ｌ字状の壁部である。
【００８１】
このような構成のソレノイド取付ベース部材８５０は、台座部構成部材８６０の裏面側
に、中空部８７１の裏側開口を閉塞するようにして設けられている。
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すなわち、ソレノイド取付ベース部材８５０は、その取付穴８５３（図１０、図１１）
を介して止着部材（例えばビス）が台座部構成部材８６０の裏面側の取付ボス８６８に通
される（例えば螺入される）ことにより台座部構成部材８６０に取付けられている。
なお、この際に、ソレノイド取付ベース部材８５０の突出用開口部８５１を介して、駆
動伝達本体部８４１の突出部８４４が後方に突出する。
さらに、この突出部８４４に対し、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０の伝達部８３
３を外挿するようにして係止することにより、該可動演出部材駆動用ソレノイド８３０の
可動部８３２が駆動伝達本体部８４１に駆動連結されている。
【００８２】
さらに、台座部構成部材８６０の裏面側には、台座部８７０を発光装飾するためのラン
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プ（図示略）と、ワープ通路９６２の下流部を発光装飾するためのランプ８８１とを共に
搭載した基盤８８０が設けられている。
つまり、台座部構成部材８６０のワープ通路裏側壁構成部８６２の裏面側には、後方に
突出する一対の基盤位置決め用ボス８６７が形成されている一方で、基盤８８０には、該
基盤位置決め用ボス８６７が貫通される一対の位置決め用穴（図示略）が形成されている
。そして、基盤８８０は、ランプ８８１等が搭載された面を前側にし、位置決め用穴を基
盤位置決め用ボス８６７に外挿するようにして、台座部構成部材８６０の裏面側に配設さ
れている。
すなわち、ワープ通路９６２の裏面壁部（ワープ通路裏側壁構成部８６２）と台座部８
７０（台座部構成部８６１）とを透明若しくは半透明の合成樹脂で一体成型した一体成型
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部材（台座部構成部材８６０）の裏面側に、台座部装飾用のランプ（台座部発光手段）と
ワープ通路装飾用のランプ（ワープ通路発光手段）８８１とを共に搭載した基盤８８０を
設けた。
【００８３】
なお、基盤８８０は、遊技盤面方向において可動演出部材駆動用ソレノイド８３０と隣
り合う位置に配設されている。
すなわち、基盤８８０は可動演出部材駆動用ソレノイド（電気的駆動源）８３０に隣設
されている。
【００８４】
また、台座部構成部材８６０の裏面側には、基盤８８０の周囲を保護するための周囲壁
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８６６（図１１等）が、後方に向けて突出形成されている。
【００８５】
さらに、可動演出装置８００は、基盤８８０の裏面側を覆って保護する平板状の保護部
材８９０（図１１等）を更に備える。
ここで、台座部構成部材８６０の基盤位置決め用ボス８６７は、基盤８８０の位置決め
用穴を貫通して、更に基盤８８０よりも後方に突出する長さに形成されている。
また、保護部材８９０の前側の面には、該保護部材８９０を基盤位置決め用ボス８６７
により位置決めするための一対の位置決め用凹部（図示略）が形成されている。
さらに、位置決め用凹部の底部には止着穴８９２が形成されていて、保護部材８９０は
、その裏面側から止着部材（例えばビス）を基盤位置決め用ボス８６７に通す（例えば螺
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入する）ことにより台座部構成部材８６０の裏面側に取付けられ、この状態で保護部材８
９０が基盤８８０の裏面側の半田面を覆って保護している。
【００８６】
また、保護部材８９０には、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０の可動部８３２の後
方位置に向け延出し、該可動部８３２の裏面側を保護する板状の補助保護部８９３（図１
１等）が形成されている。
【００８７】
可動演出装置８００は、以上のように、可動演出部材８１０、カバー部材８２０、台座
部構成部材８６０（台座部８７０）、駆動力伝達部材８４０、可動演出部材駆動用ソレノ
イド８３０、ソレノイド取付ベース部材８５０、基盤８８０及び保護部材８９０等からな

10

るユニットとして構成されている。
そして、このような可動演出装置８００は、ワープ装置下部構成部材９７０を取付ベー
ス部材７１０に組み付けた後で、取付ベース部材７１０に取付けられている。
【００８８】
ここで、取付ベース部材７１０の第１後方突出壁状部７４０には、可動演出装置８００
の側部を位置決めするための位置決め用係止爪７４５と、該可動演出装置８００の下部を
取付けるための取付用ボス７４６とが形成されている（図６等）。
また、取付ベース部材７１０の第２後方突出壁状部７５０の近傍位置には、可動演出装
置８００の上部を固定するための取付用ボス７５５（図６）が形成されている。
他方、可動演出装置８００には、該可動演出装置８００を取付ベース部材７１０に取付
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けるための取付穴８０１と、第１後方突出壁状部７４０の位置決め用係止爪７４５が係止
される被係止部８０２（図１１）とが形成されている。なお、取付穴８０１は、例えば台
座部構成部材８６０の上部と下部にそれぞれ形成され、被係止部８０２は、例えば、台座
部構成部材８６０の側部に形成されている。
そして、可動演出装置８００の取付ベース部材７１０への取付けは、第１後方突出壁状
部７４０の位置決め用係止爪７４５を可動演出装置８００の被係止部８０２に係止状態と
して可動演出装置８００を取付ベース部材７１０に対し位置決め状態とし、さらに、可動
演出装置８００の取付穴８０１を介して止着部材（例えばビス）を取付ベース部材７１０
に通す（例えば螺入する）ことによりなされている。
【００８９】

30

なお、このように可動演出装置８００が取付ベース部材７１０に取付けられた結果、ワ
ープ装置下部構成部材９７０の凹室９７１の後側開口が、可動演出装置８００の台座部構
成部材８６０のワープ通路裏側壁構成部８６２の前面により閉塞されて、ワープ通路９６
２の下流部及びワープ出口９６３が構成されている。
また、可動演出装置８００が取付ベース部材７１０に取付けられた状態で、台座部８７
０は周囲壁部７０２の一部を構成している。
さらに、台座部８７０は、ワープ装置下部構成部材９７０の内側に配されている。逆に
言えば、ワープ通路９６２の下流部（ワープ装置下部構成部材９７０等により構成される
）は、台座部８７０の外側に沿って配設されている。
加えて、台座部８７０の下側には、該台座部８７０と隣接する位置に、ワープ出口９６

40

３が配設されている。
すなわち、ワープ通路９６２を台座部８７０の外側に沿って配設し、ワープ出口９６３
を台座部８７０の下側隣設位置に配設した。
【００９０】
＜表示部周囲枠構成部材の説明＞
表示部周囲枠構成部材７９０は、図５等に示すように、例えば正面視略ロ字状に形成さ
れた周囲枠部（表示部周囲枠）７９１と、該周囲枠部７９１の開口内縁部より後方に突出
するように立設された後方突出周囲壁部（後方突出周囲壁）７９２とを備えて概略構成さ
れている。
このうち、周囲枠部７９１は、表示画面４ｇの前面側に位置して表示用開口部７０１を
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形成するものである。
【００９１】
また、表示部周囲枠構成部材７９０の周囲枠部７９１の下辺部における表側の面には特
図始動記憶表示部４ｃが設けられている。
さらに、特図始動記憶表示部４ｃの裏側には、特図始動記憶表示器４ｂ，…を前面に搭
載した基盤７９６が固定されている。
【００９２】
このような表示部周囲枠構成部材７９０は、取付ベース部材７１０の裏面側に、例えば
、取付ベース部材７１０の第１後方突出壁状部７４０の下辺部から第２後方突出壁状部７
５０にかけて架設するようにして設けられている。

10

すなわち、図６に示すように、取付ベース部材７１０の裏面側には、表示部周囲枠構成
部材７９０を取付けるための取付用ボス７４１（例えば、第１後方突出壁状部７４０の下
辺部に形成されている）、取付用ボス７５１（例えば、第２後方突出壁状部７５０に形成
されている）が設けられている。そして、表示部周囲枠構成部材７９０に形成された取付
穴７９３を介して、止着部材（例えばビス）を取付用ボス７４１、７５１に通す（例えば
螺入する）ことにより、表示部周囲枠構成部材７９０は取付ベース部材７１０の裏面側に
設けられている。
ここで、図５に示すように、表示部周囲枠構成部材７９０の前面側には、取付用ボス７
５１に対し位置決めされる位置決め用突起部７９４と、裏側カバー部材９５０の裏面側下
端部に形成された位置決め用突起部９５１（図６）に対し位置決めされる位置決め用突起
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部７９５とが形成されている。
そして、これら位置決め用突起部７９４、７９５を取付用ボス７５１、位置決め用突起
部９５１に対し位置決めすることにより表示部周囲枠構成部材７９０を取付ベース部材７
１０の裏面側に位置決めした状態で、該取付ベース部材７１０に対し好適に表示部周囲枠
構成部材７９０を取付けることができるようになっている。
【００９３】
なお、表示部周囲枠構成部材７９０が取付ベース部材７１０に取付けられることで、該
表示部周囲枠構成部材７９０により転動部構成部材９９０は裏側を覆われて後方脱落防止
されている。
【００９４】
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また、このように表示部周囲枠構成部材７９０が取付ベース部材７１０に取付けられた
状態では、表示部周囲枠構成部材７９０の周囲枠部７９１の下辺部における表側の面は、
遊技球転動部９８０の第２転動部９８２の後ろ側の壁面を構成している。
【００９５】
さらに、このように表示部周囲枠構成部材７９０が取付ベース部材７１０に取付けられ
た状態で、該表示部周囲枠構成部材７９０の後方突出周囲壁部７９２は、可動演出部材駆
動用ソレノイド（電気的駆動源）８３０よりも裏面側（後方）に突出している。
すなわち、後方突出周囲壁（後方突出周囲壁部７９２）を電気的駆動源（可動演出部材
駆動用ソレノイド８３０）よりも裏面側に突出する高さに設定した。
【００９６】

40

＜前面構成部材の遊技盤への取り付け＞
次に、前面構成部材７００の遊技盤１への取付を説明する。
遊技盤１の中央には、該遊技盤１に前面構成部材７００を取り付けるための取付用開口
部（図示略）が形成されている。
また、前面構成部材７００において、盤状枠部７２０より後ろ側となる部分は、遊技盤
１の取付用開口部内に挿入される挿入部７０５を構成している。
即ち、挿入部７０５には、第１後方突出壁状部７４０、第２後方突出壁状部７５０、可
動演出装置８００（盤状枠部７２０よりも前方に突出したカバー部材８２０の前部を除く
）、ワープ装置下部構成部材９７０、転動部構成部材９９０及び表示部周囲枠構成部材７
９０等が含まれる。
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ここで、取付ベース部材７１０の第１後方突出壁状部７４０は、盤状枠部７２０の裏面
において外周端よりも内側に入り込んだ位置より起立していて、取付用板状部７２０にお
いて第１後方突出壁状部７４０よりも外側の外縁部は、フランジ状部７２２を形成してい
る。
このフランジ状部７２２の裏面は、前面構成部材７００の挿入部７０５を遊技盤１の取
付用開口部内に挿入した際に（つまり、前面構成部材７００の遊技盤１に対する取付状態
で）遊技盤１の前面に当接する。
さらに、このフランジ状部７２２には、前面構成部材７００を遊技盤１に対し位置決め
するための位置決め用突起７２３（後方に突出する突起）と、該前面構成部材７００を遊
技盤１に対し止着するための止着穴７２４とが形成されている。
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そして、フランジ状部７２２の裏面が遊技盤１の前面に当接するまで挿入部７０５を遊
技盤１の取付用開口部に挿入するとともに、遊技盤１の前面に形成された位置決め穴（図
示略）に上記位置決め用突起７２３を嵌入することにより前面構成部材７００を遊技盤１
に対し位置決めした状態で、止着穴７２４を介して、遊技盤１の前面に形成された止着穴
（図示略）に止着部材（例えばビス）を通す（例えば、螺入する）ことによって、前面構
成部材７００を遊技盤１に取り付けることができる。
【００９７】
さらに、変動表示装置４の表示装置本体４ａは、前面構成部材７００の表示用開口部７
０１を介して表示画面４ｇを視認可能となるように遊技盤１に対し変動表示装置取付部材
（図示略）を介して裏側から固定されている。つまり、表示装置本体４ａの表示画面４ｇ
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は表示用開口部７０１を介して前方に臨まされている。
なお、この状態で、表示部周囲枠構成部材７９０の後方突出周囲壁部７９２の後端部は
、表示画面４ｇの周囲を囲っている。
すなわち、表示部周囲枠構成部材７９０の周囲枠部（表示部周囲枠）７９１には、後端
部で表示画面（表示部）４ｇの周囲を囲うように後方に向け立設された後方突出周囲壁部
（後方突出周囲壁）７９２を設けている。
【００９８】
以上のような実施の形態のパチンコ遊技機によれば、表示画面（表示部）４ｇでの表示
内容に関連した演出動作を行う可動演出部材８１０を備えるので、効果的な演出を行うこ
とができる。しかも、可動演出部材８１０は、表示画面４ｇの方向に変位して演出動作を
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行うので、演出効果をより高めることができる。
加えて、可動演出部材８１０は、表示用開口部７０１の周囲に形成される（つまり表示
画面４ｇの周囲に形成される）周囲壁部７０２の前側に配されているので、表示画面４ｇ
及び可動演出部材８１０を含んで表示領域とすることができる。つまり、表示画面４ｇの
外側に位置する可動演出部材８１０を表示の一部とすることができる。よって、表示領域
を広く見せることができる。
また、可動演出部材８１０が前面に配される台座部８７０を備えるので、可動演出部材
８１０を目立たせることができる。
しかも、台座部８７０は中空状に形成され、その中空部８７１内に駆動力伝達部材８４
０が収納されている一方で、可動演出部材駆動用ソレノイド（電気的駆動源）８３０は周
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囲壁部７０２の裏面側に配されているので、つまり、手前側から奥に向けて順に、可動演
出部材８１０、台座部８７０（その中空部８７１内に駆動力伝達部材８４０を収納してい
る）及び可動演出部材駆動用ソレノイド８３０が配されているので、可動演出装置８００
の構成要素の配置スペースを遊技盤１の面方向において広げることがない。
従って、変動表示装置４（前面構成部材７００）の全体としても大型化を避けることが
でき、その結果、前面構成部材７００の周囲には遊技球の流下領域を十分に確保すること
ができる。
なお、本実施形態の可動演出装置８００は、可動演出部材８１０を、周囲壁部７０２側
から表示画面４ｇ側に変位させる、すなわち、遊技盤面方向に変位させるものであるため
、本来であれば、その駆動機構（可動演出部材駆動用ソレノイド８３０及び駆動力伝達部
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材８４０）の配置スペースが大きくなりがちであるが、本実施形態によれば、そのような
場合における配置スペースに関する問題を解消できる。
【００９９】
特に、本実施形態の場合、可動演出部材８１０は、軸回動して変位する構成であるので
、より興趣の高い演出を行うことができるが、その反面リンク構造（駆動力伝達部材８４
０）の構成が複雑化および大型化してしまうが、台座部８７０を設け、この台座部８７０
内に駆動力伝達部材８４０を収納したので、該駆動力伝達部材８４０を何ら問題なく配設
することができる。
【０１００】
また、可動演出装置８００は、可動演出部材８１０を、その一部が表示画面４ｇの手前
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側に重なるように変位可能に構成されているので、可動演出部材８１０の変位動作幅を大
きくでき、演出効果を高めることができる。
【０１０１】
また、ワープ通路９６２の下流部を台座部８７０の外側に沿って配設したので、ワープ
装置を備える場合でも、その配置スペースの問題を解消できる。
なお、ワープ出口９６３から流出した遊技球が可動演出部材８１０に衝突してしまうと
、演出動作に支障を来すばかりか、可動演出装置８００の故障の原因にもなるが、台座部
８７０を設けるとともに、該台座部８７０の下側隣設位置にワープ出口８６３を配設した
ことにより、ワープ出口８６３から流出する遊技球と可動演出部材８１０との前後方向の
位置を異ならせることができ、遊技球の可動演出部材８１０への衝突を防止できる。
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【０１０２】
さらに、ワープ通路９６２の裏面壁部（つまり、ワープ通路裏側壁構成部８６２）と台
座部８７０（つまり台座部構成部８６１）とを合成樹脂で一体成型したので、前面構成部
材７００を少ない部品点数で構成できるとともに、前面構成部材７００の組み立て作業を
簡単にすることができる。
また、ランプ（台座部発光手段）により台座部８７０を発光させることで可動演出部材
８１０の演出効果をより高めることができるし、ランプ（ワープ通路発光手段）８８１に
よりワープ通路８６２の下流部を発光させることで該下流部を流下する遊技球を装飾する
ような演出もできる。
しかも、ワープ通路８６２の下流部の裏面壁部と台座部８７０とは透明若しくは半透明
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であるので、裏面側に配された発光手段による発光を妨げず、演出を効果的に行うことが
できる。
加えて、基盤８８０には、台座部発光手段とワープ通路発光手段とが共に搭載されてい
るので、台座部発光手段とワープ通路発光手段とを効率よく配設することができる。
【０１０３】
加えて、前面構成部材７００は、基盤８８０の裏面側を覆って保護する保護部材８９０
を備えるので、この保護部材８９０により基盤８８０の裏面側（つまり、具体的には例え
ば半田面）を保護することができる。また、保護部材８８０の補助保護部８９３により可
動演出部材駆動用ソレノイド（電気的駆動源）８３０の可動部８３２の裏面側を保護する
ことができるので、例えば、リード線等が可動部８３２に接触して動作不良が発生してし
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まうことを防止できる。
【０１０４】
また、可動演出部材８１０の前面側にカバー部材８２０を設けたので、流下する遊技球
、或いは、跳ね返った遊技球が、偶発的に可動演出部材８１０に向かったとしても、該遊
技球が可動演出部材８１０に衝突してしまうことを防止できる。
さらに、係員が遊技領域の球づまり等でガラス枠（ガラス板１０１を保持した枠状部材
）等を開放した際に遊技球が可動演出部材８１０の方向に向かっても、同様に遊技球の可
動演出部材８１０への衝突を防止できる。
しかも、カバー部材８２０は透明若しくは半透明であるので、可動演出部材８１０の視
認性を阻害することがない。
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【０１０５】
加えて、カバー部材８２０とガラス板（前面透明部材）１０１との隙間は遊技球が通過
困難な大きさに設定されているので、例えば、変動表示装置４の側方の遊技領域１ａから
遊技球が勢いよく表示画面４ｇ方向に飛んできても、表示画面４ｇ等に衝突し難くするこ
とができ、表示画面４ｇ（本実施形態の場合、例えば液晶画面）の損傷を防止できる。
【０１０６】
また、表示部周囲枠構成部材７９０の後方突出周囲壁部（後方突出周囲壁）７９２を可
動演出部材駆動用ソレノイド（電気的駆動源）８３０よりも裏面側に突出する高さに設定
したので、周囲壁部７０２の裏面側に、後方突出周囲壁部７９２の高さ分の空間を形成す
ることができ、その空間内に可動演出部材駆動用ソレノイド８３０を配設することができ

10

るし、可動演出部材駆動用ソレノイド８３０の大型化を図ることもできる。また、可動演
出部材駆動用ソレノイド８３０の発熱対策にもなる。
【０１０７】
さらに、可動演出装置８００が周囲壁部７０２の一部を構成しているので、前面構成部
材７００の部品点数を少なくすることができるとともに、前面構成部材７００の組み立て
作業を簡単にすることができる。
【０１０８】
＜変形例＞
上記においては、カバー部材８２０とガラス板１０１との隙間は遊技球が通過困難な大
きさに設定されている例について説明したが、該隙間は遊技球が不能な大きさに設定する
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ことが一層好ましい。
すなわち、この変形例の場合、遊技盤１の前面側を覆う前面透明部材（ガラス板１０１
）とカバー部材８２０との隙間を介して遊技球が凹室７０３の外側から表示部側（表示画
面４ｇ側）に流入不可能となるように、カバー部材８２０は、前面構成部材７００を遊技
盤１に取り付けるための取付ベース部材７１０よりも手前側に突出している。
この変形例によれば、カバー部材８２０とガラス板（前面透明部材）１０１との隙間は
遊技球が通過不能な大きさに設定されているので、例えば、変動表示装置４の側方の遊技
領域１ａから遊技球が勢いよく表示画面４ｇ方向に飛んできても、表示画面４ｇ等に衝突
してしまうことを防止でき、表示画面４ｇ（本実施形態の場合、例えば液晶画面）の損傷
を防止できる。

30

【０１０９】
なお、本発明はこの実施の形態のパチンコ遊技機に限られるものではなく、例えば、そ
の他のパチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機などの弾球遊技機や、パチス
ロ、スロットマシーン等の遊技機にも適用可能である。
また、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
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【図１】本発明に係る弾球遊技機の適例としてのパチンコ遊技機が備える遊技盤を示す正
面図である。
【図２】前面構成部材を示す図であり、このうち（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）のＡ−
Ａ矢視断面図（前面構成部材手前側のガラス板を含む）である。
【図３】前面構成部材の前側から見た斜視図である。
【図４】前面構成部材の後側から見た斜視図である。
【図５】前面構成部材の前側から見た分解斜視図である。
【図６】前面構成部材の後側から見た分解斜視図である。
【図７】可動演出装置を示す斜視図であり、特に、可動演出部材が表示部方向に突出して
いない状態を示す。
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【図８】可動演出装置を示す斜視図であり、特に、可動演出部材が表示部方向に突出した
状態を示す。
【図９】可動演出装置の後側から見た斜視図である。
【図１０】可動演出装置の前側から見た分解斜視図である。
【図１１】可動演出装置の後側から見た分解斜視図である。
【符号の説明】
【０１１１】
１００

パチンコ遊技機（弾球遊技機）

１

遊技盤

１ａ

遊技領域

４

変動表示装置

４ａ

表示装置本体

４ｇ

表示画面（表示部）

７００

前面構成部材

７１０

取付ベース部材

７０１

表示用開口部

７９１

周囲枠部（表示部周囲枠）

７９２

後方突出周囲壁部（後方突出周囲壁）

７０２

周囲壁部

７０３

凹室

７０４

包囲枠

８００

可動演出装置

８１０

可動演出部材

８３０

可動演出部材駆動用ソレノイド（電気的駆動源）

８４０

駆動力伝達部材

８４１

駆動伝達本体部材（駆動力伝達部材）

８４２

駆動伝達補助部材（駆動力伝達部材）

８７０

台座部

８７１

中空部

９６１

ワープ入口

９６２

ワープ通路

９６３

ワープ出口

９８０

遊技球転動部（ステージ）

８６０

台座部構成部材（一体成型部材）

８８０

基盤

８８１

ランプ（ワープ通路発光手段）

８９０

保護部材

８９３

補助保護部

８２０

カバー部材
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