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(57)【要約】
【課題】遊技盤面上において一定の動作を行う装飾体自
体に発光部材を搭載できない場合に、他の装飾体からの
発光を利用して発光させて電飾効果を発揮させ得るよう
にした装飾体の発光構造、遊技盤、及びパチンコ遊技機
を提供する。
【解決手段】遊技盤の前方に出現した第１の位置と遊技
盤の前方から退避した第２の位置との間を進退自在に構
成された第１の装飾体２０と、第１の装飾体の背面側に
配置された第２の装飾体３０と、を備え、第１の装飾体
は、発光部材を支持したプリント基板を搭載しない軽量
化された構成であり、第２の装飾体は、発光部材を支持
したプリント基板を搭載した重量化された構成であり、
第１の装飾体に透過光領域２２を備え、背面側に位置す
る第２の装飾体の発光部材からの発光を該透過光領域を
介して前方に照射することによって第１の装飾体を電飾
手段として利用可能にした。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の前方に出現する第１の位置と該第１の位置から退避した第２の位置との間を進
退自在に構成された第１の装飾体と、前記第１の位置にある前記第１の装飾体の背面側に
配置された第２の装飾体と、を備え、
　前記第１の装飾体は、発光部材を支持したプリント基板を搭載しない軽量化された構成
であり、
　前記第２の装飾体は、発光部材を支持したプリント基板を搭載した構成であり、
　前記第１の装飾体に透過光領域を備え、前記第１の位置にある第１の装飾体の背面側に
位置する前記第２の装飾体の発光部材からの発光を該透過光領域を介して前方に照射する
ことによって第１の装飾体を電飾手段として利用可能にしたことを特徴とする装飾体の発
光構造。
【請求項２】
　前記第１の装飾体は横方向に開閉する２つの開閉部材から成り、前記第２の装飾体は上
下方向へ進退する昇降部材であり、
　前記昇降部材が所定の高さ位置に停止している際に前記２つの開閉部材を閉止位置に移
動させて前記昇降部材を隠蔽し、この状態で前記発光部材を発光させることにより前記開
閉部材を発光させることを特徴とする請求項１に記載の装飾体の発光構造。
【請求項３】
　単一の駆動モータと、該駆動モータにより正逆駆動される単一の駆動ギヤと、前記各開
閉部材に夫々一体化されたアームに支持された被駆動ギヤと、前記駆動ギヤから直接、又
は他のギヤを介して前記各被駆動ギヤに駆動力を伝達する開閉機構を備えたことを特徴と
する請求項１、又は２に記載の装飾体の発光構造。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の装飾体昇降ユニットを備えたことを特徴とする遊
技盤。
【請求項５】
　請求項４に記載の遊技盤を備えた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、パチンコ遊技機を構成する遊技盤面上において一定の動作を行う装飾体自体
に発光部材を搭載できない場合に、他の装飾体からの発光を利用して発光させて電飾効果
を発揮させ得るようにした装飾体の発光構造、遊技盤、及びパチンコ遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機においては、遊技盤の盤面に入賞口、風車、可変表示装置、電飾装置等
の各種盤面部品を設けて遊技内容の多様性を図り、遊技の進行中における入賞、その他の
状況変化を契機として可動盤面部品を種々の方向に動作させることにより演出効果を高め
ている。
　例えば、遊技盤に設けられた始動入賞口に遊技球が入賞すると、遊技盤中の可変表示装
置に表示される図柄が変動を開始し、所定時間経過後に停止した図柄が予め定めた大当た
り図柄となった場合に大当たり状態となり、遊技者が大量の出球を獲得できるようになっ
ている。このような遊技機では、遊技の興趣を高めるために様々な表示演出が行われる。
【０００３】
　特許文献１には大当たりになると図柄表示装置の表示内容に連動して役物等の可動部品
を前後方向に移動させる技術が開示されている。
　また、本出願人の提案に係る特許文献２には、遊技盤の盤面と平行な左右方向へ往復移
動する第１可動役物と、遊技盤の前後方向へ往復移動する第２可動役物と、を備えた役物
装置が開示されている。これによれば、遊技内容の複雑、高度化に対応した演出を実現す
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ることができる。
　また、特許文献３にも第１の可動部材と第２の可動部材を動作させるための構成が開示
されている。
【０００４】
　これらの可動役物にＬＥＤ等の発光部材を搭載することによって電飾による演出効果を
実現しようとした場合に問題となるのが、ＬＥＤを支持するプリント基板を搭載すること
による可動役物の重量増大である。可動役物はソレノイドやモータによって駆動するのが
一般であるが、これらの駆動源や駆動力伝達機構が可動役物の重量から来る負荷に耐え得
ないことによる耐久性の低下が著しいものとなる。
　特に、可動役物の動作にスピード感や躍動感が求められる場合に、プリント基板を搭載
することによる重量増は動作速度の低下をもたらす要因となる。
　仮に、可動役物の重量に見合った出力を有した大型の駆動源を使用するとすれば、駆動
機構の大型化、高コスト化を招くために得策ではない。
　従って、駆動機構の大型化、高コスト化を招くことなく、ＬＥＤ用のプリント基板を搭
載した可動役物を実現することは困難であった。
【特許文献１】特開平０６－００７５０９号公報
【特許文献２】特願２００５－２１４１９７公報
【特許文献３】特開２００４－１２９８７５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以上のように、可動役物にＬＥＤを搭載して電飾効果を発揮させる場合には、ＬＥＤ用
のプリント基板の重量によって可動役物を駆動する機構に過大な負荷がかかり、耐久性が
低下したり、動作速度が低下する虞がある。このため、可動役物を利用した電飾効果の実
現には限界があった。
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、遊技盤面上において一定の動作を行う装飾
体自体に発光部材を搭載できない場合に、他の装飾体からの発光を利用して発光させて電
飾効果を発揮させ得るようにした装飾体の発光構造、遊技盤、及びパチンコ遊技機を提供
することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る装飾体の発光構造は、遊技盤の前方に
出現した第１の位置と遊技盤の前方から退避した第２の位置との間を進退自在に構成され
た第１の装飾体と、前記第１の位置にある第１の装飾体の背面側に配置された第２の装飾
体と、を備え、前記第１の装飾体は、発光部材を支持したプリント基板を搭載しない軽量
化された構成であり、前記第２の装飾体は、発光部材を支持したプリント基板を搭載した
重量化された構成であり、前記第１の装飾体に透過光領域を備え、前記第１の位置にある
第１の装飾体の背面側に位置する前記第２の装飾体の発光部材からの発光を該透過光領域
を介して前方に照射することによって第１の装飾体を電飾手段として利用可能にしたこと
を特徴とする。
　遊技盤面上において一定の動作を行う第１の装飾体自体に発光部材を搭載できない場合
であっても、背面側に位置する第２の装飾体からの発光を利用して発光させて電飾効果を
発揮させ得るようにしたものである。従って、第１の装飾体自体に発光部材を搭載する必
要がないので軽量化することができ、スピーディな動作を実現できる。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１において、前記第１の装飾体は横方向に開閉する２つの開
閉部材から成り、前記第２の装飾体は上下方向へ進退する昇降部材であり、前記昇降部材
が所定の高さ位置に停止している際に前記２つの開閉部材を閉止位置に移動させて前記昇
降部材を隠蔽し、この状態で前記発光部材を発光させることにより前記開閉部材を発光さ
せることを特徴とする。
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　第２の装飾体が可動役物であってもよい。この場合、第２の装飾体が一定位置で停止し
ている際に開閉部材を第１の位置に移動させた上で、第２の装飾体からの発光により発光
させる。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１、又は２において、単一の駆動モータと、該駆動モータに
より正逆駆動される単一の駆動ギヤと、前記各開閉部材に夫々一体化されたアームに支持
された被駆動ギヤと、前記駆動ギヤから直接、又は他のギヤを介して前記各被駆動ギヤに
駆動力を伝達する開閉機構を備えたことを特徴とする。
　２つの開閉部材は、一つの駆動モータと、他のシンプルな構成の駆動力伝達機構によっ
て一括して開閉駆動されることができる。第１の装飾体が軽量であるため、これを駆動す
る開閉機構をシンプル化、小型化することができる。
　請求項４の発明に係る遊技盤は、請求項１乃至３の何れか一項に記載の装飾体昇降ユニ
ットを備えたことを特徴とする。
　請求項５の発明に係るパチンコ遊技機は、請求項４に記載の遊技盤を備えたことを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、第２の装飾体が所定の位置に停止している際に２つの開閉部材を閉成位置に
移動させて第２の装飾体の全部、又は一部を隠蔽し、この状態で第２の装飾体に搭載した
発光部材を発光させることにより開閉部材の透過光領域を発光させるようにしたので、開
閉部材を軽量化しつつ電飾部材として利用することが可能となる。また、開閉部材は軽量
であるため小型の開閉機構によってスピーディに開閉動作することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図（第２の装
飾体の上昇状態）であり、図２は第２の装飾体（ベルト）が下降した状態を示す正面図で
あり、図３は第１の装飾体が閉成方向へ作動した状態を示す正面図である。
　この図に示すパチンコ遊技機１は、矩形形状の枠２を有し、この枠２の窓孔に対して裏
側から遊技盤３が着脱可能に取り付けられている。
　遊技盤３の前面側には、図示しないガラス枠が開閉可能に取り付けられている。また遊
技盤３の下部には遊技球を貯留する受け皿部４と、受け皿部４内の遊技球を発射する発射
レバー５等が設けられている。また、受け皿部４の上面には遊技機用ボタンスイッチや、
遊技球の購入ボタン、購入取り消しボタンが設けられている。
　遊技盤の裏面には、液晶画面、主制御基板とサブ制御基板等、遊技の進行、演出に関わ
る裏部品を組み付けた合成樹脂製の機構板（何れも図示せず）が開閉自在に装着されてい
る。遊技盤３における遊技領域の周囲には、発射レバー５を操作することにより発射装置
から発射された遊技球を遊技領域３の上部に案内したり、アウト口１９に案内する外レー
ルＲ１、及び内レールＲ２が設けられている。
【００１１】
　遊技盤３のほぼ中央部には、中央が開口したセンター部材７が配置される。センター部
材７の内部には図柄表示装置９が配置されている。図柄表示装置９は、例えば、液晶表示
装置等の液晶表示パネルによって構成され、通常動作状態の時は、図示しない特別図柄画
像が表示される。また、いわゆる特別遊技状態の時は、特別遊技状態であることを示す演
出画像等が表示される。
　センター部材７には第１の装飾体（開閉部材２１）２０と、第２の装飾体（昇降部材）
３０が夫々設けられている。第２の装飾体３０は、この例では遊技の進行に関与する登場
人物（キャラクター）が着用するベルトを象ったものである。第１の装飾体は第２の装飾
体が上昇位置にある時にその前面を覆うように移動し、２つの開閉部材２１が合体したと
きに前面に一定の文字（世界征服）や図柄（地球儀）が表示されるように構成される。
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　センター部材７の下方には、図柄表示装置９の特別図柄を可変表示させるための可変入
賞装置１１が設けられている。また、センター部材７の左側には、普通図柄表示装置１０
に表示される普通図柄を作動させるためのゲート１４が設けられている。さらに可変入賞
装置１１の下方には、特別遊技状態の一つである大当たり状態のときに開成状態になる開
閉扉を有する大入賞口１５が設けられている。
【００１２】
　可変入賞装置１１は、図柄表示装置９を可変表示させるための上始動ポケット１３と左
右一対の開閉爪（可動片）を有する電動式チューリップ１７とを備えて構成される。
　また遊技盤３には普通入賞口１８やアウト口１９等が設けられていると共に、風車や図
示しない多数の遊技釘が突設されている。遊技釘は、遊技球の落下速度を遅くすると共に
、落下方向を複雑に変化させて遊技進行上の興趣を高めている。
　普通図柄表示装置１０に表示される普通図柄は、１個または複数個の図柄を変動表示可
能であり、普通図柄始動口としてのゲート１４が遊技球を検出することを条件に、その図
柄が乱数制御等により所定時間可変して停止するようになっている。
　普通図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄、その他の適宜
の遊技図柄が使用される。そして、ゲート１４を遊技球が通過したことを条件に乱数制御
により普通図柄が所定態様となった場合に、可変入賞装置１１に設けられた電動式チュー
リップ１７から成る可動片を所定時間、開成動作するように構成されている。
【００１３】
　また図柄表示装置９に表示される特別図柄は、停止図柄が予め定められた図柄の組合せ
、例えば同一図柄の組合せとなった場合に大当たり状態となるように構成されている。ま
た特別図柄は可変入賞装置１１の上始動ポケット１３又は電動式チューリップ１７の開成
動作により遊技球が誘導される下始動口（図示していない）において遊技球を検出するこ
とを条件に乱数制御等により表示がスクロールする等、所定の変動パターンで所定時間変
動（可変）して図柄で停止するようになっている。その際、有効ライン上に２個の停止図
柄が同一となった場合に、リーチ状態が発生し、このリーチ状態において、有効ライン上
の最後の停止図柄が既に停止している２個の図柄と同一となった場合に大当たり状態が発
生する。なお、特別図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄等
が使用可能である。
【００１４】
　第２の装飾体（昇降部材）３０は、図柄表示装置９のディスプレイ面の横幅よりも少し
く短い横方向長を有し、その前面側にはモータ、ギヤによって回転駆動される風車飾り３
１が回転自在に軸支されている（図４（ｂ））。更に、風車飾り３１が回転する際に風車
の背面から発光するＬＥＤを搭載したプリント基板３２が配置されている。モータ、ギヤ
、風車飾り３１、及びプリント基板３２を搭載した第２の装飾体３０は重量物であり、こ
の第２の装飾体３０は左右両側に一基ずつ配置される昇降ユニット３５の協働によって水
平な姿勢を維持しつつ昇降駆動される。
　各昇降ユニット３５は、センター部材７の左右両側部７ａ、７ｂ内に隠蔽されて配置さ
れており、左右対称となる構成を有している。
　各昇降ユニット３５は、センター部材７に固定配置される図示しない駆動モータと、駆
動モータにより回転駆動される図示しない駆動ギヤと、駆動ギヤと噛合して回転する図示
しない従動ギヤと、従動ギヤの一面の偏心位置に設けた支持軸によって一端部を回動自在
に軸支された棒状の図示しないリンク部材と、一端部を装飾体の背面側適所により回動自
在に軸支されると共に他端部をセンター部材に設けた揺動軸によって上下方向へ揺動自在
に軸支されたアーム３６と、を備えている。
【００１５】
　リンク部材の他端部をアーム３６の軸支部にて回動自在に軸支し、駆動モータを正逆回
転させてアームを揺動駆動することにより、アームの一端部に支持された第２の装飾体３
０を昇降させることができる。左右に配置された両昇降ユニット３５を同期して昇降駆動
させることにより第２の装飾体３０を水平な姿勢を維持しつつ昇降させることができる。
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両昇降ユニット３５を同期させる手段は図示しない制御手段であり、制御手段が各昇降ユ
ニットを構成する駆動モータを同期して制御することにより実現される。
　また、本発明では、各昇降ユニットが駆動モータを有しているため、重量物である装飾
体を十分な駆動力によって昇降させることができる。特に下降は自重落下ではなく、下降
中一貫して駆動モータからの駆動力がアームを経由して装飾体に加わるので落下の衝撃に
よって装飾体や昇降ユニットがダメージを受けることがなく、耐久性を高めることができ
る。
【００１６】
　図４（ａ）及び（ｂ）は本発明の装飾体の発光構造において、第１の装飾体が第２の装
飾体を隠蔽した状態を示す正面図、及びＡ－Ａ断面図であり、図５（ａ）及び（ｂ）は第
１の装飾体の開成状態を示す平面図、及び正面側斜視図であり、図６（ａ）及び（ｂ）は
第１の装飾体の閉成状態を示す平面図、及び正面側斜視図である。
　第１の装飾体２０は、左右２つの開閉部材２１から構成されており、各開閉部材２１は
、遊技盤３の前方に出現した第１の位置（図３の状態、閉成状態）と遊技盤の前方から退
避した第２の位置（図１の状態、開成状態）との間を移動できるように横方向へ進退自在
に構成されている。開閉部材２１は、第２の装飾体３０が上昇位置にあるときにのみ閉成
状態に移行して第２の装飾体前面の大半（少なくとも一部）を隠蔽する。
　第１の装飾体２０は、発光部材（ＬＥＤ）を支持したプリント基板を搭載しない軽量化
された構成であり、更に透過光領域２２を備えているため、背面側に位置する第２の装飾
体３０が搭載した発光部材からの発光を透過光領域２２を介して前方に照射することによ
って第１の装飾体を電飾手段として利用可能にしている。
【００１７】
　図５及び図６は各開閉部材２１を開閉駆動するための開閉機構４０の構成を示している
。開閉機構４０は、単一の駆動モータ４１と、駆動モータ４１により正逆駆動される単一
の駆動ギヤ４２と、各開閉部材２１に夫々一体化されたアーム４３に支持された被駆動ギ
ヤ４４と、を備え、駆動ギヤ４２から直接、又は他のギヤ４５を介して各被駆動ギヤ４４
に駆動力を伝達する。
　通常時には開閉部材２１は図５に示すように開放しており、制御手段から閉成方向への
駆動信号がされると駆動モータ４１に通電して閉成方向へ回転し、駆動ギヤ４２、ギヤ４
４、４５を経由してアーム４３に支持された開閉部材２１を閉成方向（第１の位置）へ移
動させる。
　検知スイッチＳＷが一方のアーム４３の被検知部４３ａを検知すると駆動モータへの通
電がＯＦＦされて両開閉部材２１は停止する（図６の状態）。制御手段から開閉部材を開
放するための制御信号が出力されると駆動モータ４１は逆方向へ回転を開始し、駆動ギヤ
４２、ギヤ４４、４５を経由してアーム４３に支持された開閉部材２１を開成方向（第２
の位置）へ移動させる。開閉部材２１が図５の開成状態に復帰すると、駆動モータへの通
電が遮断されて停止する。
【００１８】
　このように本実施形態に係る装飾体の発光構造では、第２の装飾体３０が所定の高さ位
置に停止している際に２つの開閉部材２１を閉成位置に移動させて第２の装飾体３０を隠
蔽し、この状態で第２の装飾体に搭載した発光部材を発光させることにより開閉部材の透
過光領域２２を発光させるようにしたので、開閉部材２１を軽量化しつつ電飾部材として
利用することが可能となる。また、開閉部材２１は軽量であるため小型の開閉機構によっ
てスピーディに開閉動作することができる。
　なお、パチンコ遊技機の詳細な構成については図示説明していないが、本願発明の技術
的範囲中にパチンコ遊技機、及び遊技盤が含まれることに疑いがない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図（第２の装飾
体の上昇状態）である。
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【図２】第２の装飾体（ベルト）が下降した状態を示す正面図である。
【図３】第１の装飾体が閉成方向へ作動した状態を示す正面図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は本発明の装飾体の発光構造において、第１の装飾体が第２の
装飾体を隠蔽した状態を示す正面図、及びＡ－Ａ断面図である。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は第１の装飾体の開成状態を示す平面図、及び正面側斜視図で
ある。
【図６】（ａ）及び（ｂ）は第１の装飾体の閉成状態を示す平面図、及び正面側斜視図で
ある。
【符号の説明】
【００２０】
　１…パチンコ遊技機、３…遊技盤、４…皿部、５…発射レバー、７…センター部材、７
ａ、７ｂ…左右両側部、１０…普通図柄表示装置、１１…可変入賞装置、１３…上始動ポ
ケット、１４…ゲート、１５…大入賞口、１７…電動式チューリップ、１８…普通入賞口
、１９…アウト口、２０…装飾体、２１…開閉部材、２２…透過光領域、３０…装飾体、
３１…風車、３５…昇降ユニット、３６…アーム、４０…開閉機構、４１…駆動モータ、
４２…駆動ギヤ、４２…駆動ギヤ、４３…アーム、４３ａ…被検知部、４４…被駆動ギヤ
、４５…ギヤ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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