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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に画像表示器を装備したパチンコ遊技機において、
　前記画像表示器の画面前側近傍の演出領域に沿って互いに交差する第１方向と第２方向
に移動可能に設けられた装飾部材と、
　前記装飾部材を前記演出領域内に可動に保持する装飾部材保持機構と、
　前記装飾部材を前記演出領域に沿って前記第１方向と第２方向に移動させる駆動機構と
を備え、
　前記装飾部材保持機構は、前記装飾部材を支持する可撓性の有る線材であって、前記演
出領域に沿って正面視にて交差状に延び且つ前記装飾部材に夫々相対的に移動自在に挿通
された２本の第１，第２線材を有し、
　前記駆動機構は、前記第１線材を介して装飾部材を第１方向へ移動させる第１駆動機構
と、前記第２線材を介して装飾部材を第２方向へ移動させる第２駆動機構とを備え、
　前記装飾部材保持機構は、前記第１線材に該線材を直線状に張った状態に維持する為の
張力を常時付与する第１張力付与機構と、前記第２線材に該線材を直線状に張った状態に
維持する為の張力を常時付与する第２張力付与機構とを有す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】
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　本発明は、パチンコ遊技機に関し、特に、装飾部材と、この装飾部材を移動駆動する駆
動機構とを備えた演出役物装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パチンコ遊技機においては、遊技盤の盤面の中央部に画像表示器が設けられ
、画像表示器の画面前側近傍の演出領域内を移動可能な装飾部材を有する演出役物装置が
設けられる場合が多い。この演出役物装置は、例えば、特別図柄の変動中の特定演出実行
中に作動して、前記演出領域内で可動役物を可動させることで、大当り期待度を高めたり
大当りを報知したりする演出等を行う。
【０００３】
　特許文献１の演出役物装置には、センタ役物の画像表示器の画面前側近傍の演出領域に
沿って正面視にて交差状に配設された２本の棒状の第１，第２移動部材と、これら第１, 
第２移動部材に夫々連結した第１，第２駆動伝達手段と、第１，第２駆動伝達手段を介し
て第１，第２移動部材を駆動する第１，第２駆動手段とが設けられている。第１，第２移
動部材は光透過性を有する部材であり、移動部材には棒状の光反射部材が固定され、移動
部材の端部に配置された発光手段からの光で光反射部材を介して移動部材が発光するよう
に構成されている。
【０００４】
　演出役物装置が作動すると、演出領域内において、発光した第１移動部材が、第１駆動
手段により、第１駆動伝達手段を介して上下方向に移動駆動され、発光した第２移動部材
が、第２駆動手段により、第２駆動伝達手段を介して左右方向に移動駆動される。
【０００５】
　特許文献２の演出役物装置は、センタ役物の画像表示器の画面前側近傍の演出領域に沿
って正面視にて交差状に配設された第１，第２棒状部材と、第１，第２棒状部材の交差付
近部分に支持され第１，第２棒状部材に対してその長さ方向に摺動可能に設けられた短い
円筒状の装飾部材と、第１棒状部材を介して装飾部材を上下方向へ移動させる第１駆動機
構と、第２棒状部材を介して装飾部材を左右方向へ移動させる第２駆動機構とを備えてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１３６２８号公報
【特許文献２】特開２００８－１８３０２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１の演出役物装置においては、センタ役物の演出領域に沿って棒状の第１，第
２移動部材が発光しながら上下・左右方向に夫々移動するだけなので、その動作に斬新性
やインパクトがなく、演出効果を高めることができない。また、第１，第２移動部材が画
像表示器の画面前側近傍を発光しながら移動するので、これら第１，第２移動部材により
画面が遮られて見にくくなり、画像表示器の演出画像と、第１，第２移動部材の動作との
協働による遊技演出の効果を高めることができない。
【０００８】
　特許文献２の演出役物装置においては、装飾部材が移動する際、装飾部材が第１，第２
棒状部材の長さ方向に沿って摺動していることを認識できるので、例えば、装飾部材が演
出領域内で空中浮遊しながら移動するようなインパクトのある特殊な動作を実現するもの
ではない。その他、特許文献１の演出役物装置と同様の問題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、演出役物装置において装飾部材の斬新で且つインパクトのある動作を
実現して遊技演出の効果を高めることができるパチンコ遊技機を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願発明は以下の構成を有するものである。尚、参照符号は、本願発明の理解促進の為
に図面に図示した構成要素との対応関係の一例を示したものであり、本願発明の技術的範
囲を限定するものではない。
　請求項１のパチンコ遊技機は、遊技盤(4)に画像表示器(16)を装備したパチンコ遊技機(
1)において、前記画像表示器(16)の画面前側近傍の演出領域(15b)に沿って互いに交差す
る第１方向と第２方向に移動可能に設けられた装飾部材(40)と、前記装飾部材(40)を前記
演出領域内(15b)に可動に保持する装飾部材保持機構(41)と、前記装飾部材(40)を前記演
出領域(15b)に沿って前記第１方向と第２方向に移動させる駆動機構(42,43)とを備え、前
記装飾部材保持機構(41)は、前記装飾部材(40)を支持する可撓性のある線材(44,45)であ
って、前記演出領域(15b)に沿って正面視にて交差状に延び且つ前記装飾部材(40)に夫々
相対的に移動自在に挿通された２本の第１，第２線材(44,45)を有し、前記駆動機構(42,4
3)は、前記第１線材(44)を介して装飾部材(40)を第１方向へ移動させる第１駆動機構(42)
と、前記第２線材(45)を介して装飾部材(40)を第２方向へ移動させる第２駆動機構(43)と
を備え、前記装飾部材保持機構(41)は、前記第１線材(44)に該線材(44)を直線状に張った
状態に維持する為の張力を常時付与する第１張力付与機構(50)と、前記第２線材(45)を該
線材(45)を直線状に張った状態に維持する為の張力を常時付与する第２張力付与機構(51)
とを有することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、装飾部材の斬新で且つインパクトのある演出動作を実現することがで
き、遊技の演出効果を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】パチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の制御系ブロック図である。
【図３】演出役物装置の斜視図である。
【図４】演出役物装置（装飾部材が第１方向へ移動）の正面図である。
【図５】演出役物装置（装飾部材が第２方向へ移動）の正面図である。
【図６】演出役物装置の側面図である。
【図７】演出役物装置の平面図である。
【図８】第１張力付与機構の断面図である。
【図９】第２張力付与機構の断面図である。
【図１０】変更形態に係る第１張力付与機構の断面図である。
【図１１】変更形態に係る第１張力付与機構の正面図である。
【図１２】変更形態に係る演出役物装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための形態について実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００２０】
　図１に示すように、パチンコ遊技機１には、遊技ホールに取付けられる外枠に開閉枠２
が開閉自在に装着され、開閉枠２に開閉扉３が開閉自在に装着されている。開閉枠２に鉛
直な盤面を形成する遊技盤４が装着され、遊技盤４の前面側に遊技領域４ａが形成されて
いる。開閉扉３に窓３ａが形成され、その窓３ａに透明板３ｂが装着され、その透明板３
ｂにより遊技領域４ａの前側が覆われている。
【００２１】
　開閉扉３には、窓３ａの下側に遊技球を貯留する貯留皿５が設けられ、その貯留皿５に
演出ボタン６が装着され、貯留皿５の右下側に発射ハンドル７が装着されている。発射ハ
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ンドル７が回動操作されると、貯留皿５から発射位置に導入された遊技球が発射され、貯
留皿５に複数の遊技球が存在する場合には、複数の遊技球が約０．６秒間隔で連続発射さ
れる。発射された遊技球はガイドレール８で案内され遊技領域４ａの上部に投入される。
【００２２】
　遊技盤４には、多数の障害釘９、第１始動口１０、第２始動口装置１１、ゲート１２、
大入賞口装置１３、複数の一般入賞口１４、センタ役物１５、画像表示器１６、演出役物
装置１７、遊技表示盤１９が図２に示す配置で装着され、遊技盤４の裏面側に遊技制御装
置２０が装着されている。
【００２３】
　第１始動口１０には入賞した遊技球を検出する第１始動口ＳＷ１０ａが付設され、ゲー
ト１２には通過した遊技球を検出するゲートＳＷ１２ａが付設され、各一般入賞口１４に
は入賞した遊技球を検出する一般入賞口ＳＷ１４ａが付設されている。尚、「ＳＷ」はス
イッチを意味する。
【００２４】
　第２始動口装置１１は、第２始動口１１ａ、第２始動口１１ａを開閉する開閉部材１１
ｂ、第２始動口１１ａに入賞した遊技球を検出する第２始動口ＳＷ１１ｃ、開閉部材１１
ｂを開閉駆動する第２始動口ＳＯＬ１１ｄ（電チューＳＯＬ）を有する。尚、「ＳＯＬ」
はソレノイドアクチュエータを意味する。開閉部材１１ｂは、閉位置で第２始動口１１ａ
への遊技球の入賞を不可能にし、開位置で第２始動口１１ａへの遊技球の入賞を可能にす
る。
【００２５】
　大入賞口装置１３は、大入賞口１３ａ、大入賞口１３ａを開閉する開閉部材１３ｂ、大
入賞口１３ａに入賞した遊技球を検出する大入賞口ＳＷ１３ｃ、開閉部材１３ｂを開閉駆
動する大入賞口ＳＯＬ１３ｄを有する。開閉部材１３ｂは、閉位置で大入賞口１３ａへの
遊技球の入賞を不可能にし、開位置で大入賞口１３ａへの遊技球の入賞を可能にする。
【００２６】
　センタ役物１５は、遊技盤４の前面よりも前方へ張り出す枠部材であり、遊技領域４ａ
の半分以上を占めるサイズで枠状に形成され、遊技盤４に形成された盤穴（図示略）に嵌
合した状態で装着されている。画像表示器１６は、その画面がセンタ役物本体１５ａの内
側領域に臨むように、遊技盤４に後側から装着されている。
【００２７】
　演出役物装置１７は、画像表示器１６よりも前側の位置に配設され、装飾部材４０が、
画像表示器１６の画面前側近傍の演出領域１５ｂ内に配置されている。演出役物装置１７
は、遊技演出を行う本案特有の装置であり、例えば、特別図柄の変動中の特定演出実行中
に作動して、図３～図５に示すように、装飾部材４０が演出領域１５ｂ内を空中浮遊しな
がら移動するような動作を実現可能にするものである。この演出役物装置１７については
後で詳しく説明する。
【００２８】
　遊技表示盤１９は、第１特別図柄表示器１９ａ、第２特別図柄表示器１９ｂ、普通図柄
表示器１９ｃ、第１特別図柄保留ランプ１９ｄ、第２特別図柄保留ランプ１９ｅ、普通図
柄保留ランプ１９ｆを備えている。
【００２９】
　第１特別図柄表示器１９ａには、第１始動口１０への遊技球の入賞に基づいて第１特別
図柄が図柄変動後に停止表示される。第２特別図柄表示器１９ｂには、第２始動口１１ａ
への遊技球の入賞に基づいて第２特別図柄が図柄変動後に停止表示される。第１又は第２
特別図柄表示器１９ａ又は１９ｂに大当り図柄が停止表示された場合、大当り遊技状態が
発生して、大入賞口装置１３が、開閉部材１３ｂを開閉動作させて、通常は閉塞の大入賞
口１３ａを複数ラウンド（例えば、１０ラウンド）に亙って開閉させる。
【００３０】
　普通図柄表示器１９ｃには、ゲート１２への遊技球の入賞（通過）に基づいて普通図柄
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が図柄変動後に停止表示される。普通図柄表示器１９ｃに当り図柄が停止表示された場合
、補助遊技が発生して、第２始動口装置１１が、開閉部材１１ｂを開閉動作させ、通常は
閉塞の第２始動口１１ａを１又は複数回開閉させる。
【００３１】
　第１特別図柄保留ランプ１９ｄには、第１始動口１０に入賞した遊技球であって第１特
別図柄表示器１９ａでの特別図柄変動に未だ供してない第１保留数が最大で４個表示され
る。第２特別図柄保留ランプ１９ｅには、第２始動口１１ａに入賞した遊技球であって第
２特別図柄表示器１９ｂでの特別図柄変動に未だ供してない第２保留数が最大で４個表示
される。普通図柄保留ランプ１９ｆには、ゲート１２に入賞した遊技球であって普通図柄
表示器１９ｃでの図柄変動に未だ供してない普図保留数が最大で４個表示される。
【００３２】
　発射ハンドル７を回動操作することで、遊技領域４ａの上部に発射投入された遊技球は
、複数の障害釘に当たって方向を変えながら落下して、入賞口１０，１１ａ，１３ａ，１
４の何れかに入賞した場合、そこから遊技領域４ａ外へ排出され、入賞口１０，１１ａ，
１３ａ，１４の何れにも入賞しなかった場合には、最終的に、遊技領域４ａの下端部に形
成されたアウト口４ｃから遊技領域４ａ外へ排出される。
【００３３】
　次に、パチンコ遊技機１の制御系について説明する。
　図２に示すように、遊技制御装置２０は、主要な遊技制御を司るメイン制御装置２１と
、メイン制御装置２１から種々の指令を受けて払出制御と演出制御とを司るサブ制御装置
２５とを備えている。メイン制御装置２１は、ＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを有するコンピュ
ータを備えて構成されている。遊技制御基板２２は盤用外部情報端子基板２３に接続され
ている。
【００３４】
　サブ制御装置２５は、払出制御基板２６と演出制御基板２７と画像制御基板２８とラン
プ制御基板２９とを備え、これら基板２６，２７，２８，２９の各々は、ＣＰＵとＲＯＭ
とＲＡＭを有するコンピュータを備えている。演出制御基板２７のコンピュータは、更に
、実時間を計時出力する計時手段としてのリアルタイムクロック（ＲＴＣ）を備えている
。
【００３５】
　遊技制御基板２２のコンピュータは、第１，第２始動口ＳＷ１０ａ，１１ｃ、ゲートＳ
Ｗ１２ａ、大入賞口ＳＷ１３ｃ、一般入賞口ＳＷ１４ａからの球検出信号と、払出制御基
板２６からの制御情報を受けて、第２始動口ＳＯＬ１１ｄ、大入賞口ＳＯＬ１３ｄ、図柄
表示器１９ａ～１９ｃ、図柄保留ランプ１９ｄ～１９ｆを制御し、払出制御基板２６と演
出制御基板２７と遊技情報出力端子基板２３に制御情報（遊技情報）を出力する。
【００３６】
　払出制御基板２６のコンピュータは、遊技制御基板２２からの制御情報と、払出球検出
ＳＷ３１、球有り検出ＳＷ３２、満タン検出ＳＷ３３からの球検出信号を受けて、払出モ
ータ３０を制御し、入賞口１０，１１ａ，１３ａ，１４への遊技球の入賞１個について、
入賞口１０，１１ａ，１３ａ，１４毎に設定された数の遊技球を貯留皿５に払出し、遊技
制御基板２２と枠用外部情報端子基板２４に制御情報（払出情報）を出力する。
【００３７】
　演出制御基板２７のコンピュータは、遊技制御基板２２からの制御情報と、演出ボタン
６からのボタン操作信号を受けて、画像制御基板２８に制御情報を出力し、更に、画像制
御基板２８からの制御情報を受けて、ランプ制御基板２９に制御情報を出力する。
【００３８】
　画像制御基板２８のコンピュータは、演出制御基板２７からの制御情報を受けて、画像
表示器１６とスピーカ３４とを制御し、演出制御基板２７に制御情報を出力する。ランプ
制御基板２９のコンピュータは、演出制御基板２７からの制御情報を受けて、主に画像制
御基板２８のコンピュータによる制御に同期させて、枠ランプ３５と盤ランプ３６とを制
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御する。更に、画像制御基板２８のコンピュータは、演出制御基板２７からの制御情報や
上下方向位置検出ＳＷ３９ａや左右方向位置検出ＳＷ３９ｂからの検出信号を受けて、演
出役物装置１７の駆動モータ３７，３８を駆動制御する。
【００３９】
　次に、演出役物装置１７について詳しく説明する。
　図１、図３～図９に示すように、演出役物装置１７は、前記演出領域１５ｂに沿って互
いに交差する上下方向（第１方向）と左右方向（第２方向）へ独立に移動可能な装飾部材
４０と、第１，第２線材４４，４５を介して装飾部材４０を支持して移動させる為の装飾
部材保持機構４１と、第１線材４４を介して装飾部材４０を第１方向へ移動させる第１駆
動機構４２と、第２線材４５を介して装飾部材４０を第２方向へ移動させる第２駆動機構
４３などを備えている。尚、第１，第２駆動機構４２，４３が駆動機構に相当する。
【００４０】
　次に、上記の構成部材について図３～図１１に基づいて順に説明する。
　図３～図５に示すように、装飾部材４０は、装飾部材保持機構４１により第１，第２方
向に移動可能に保持されている。合成樹脂成形体からなる装飾部材４０は、短い円筒形状
の中空又は中実の本体部４０ａと、本体部ａの前面に形成された装飾部４０ｂとを有する
。
【００４１】
　装飾部材４０の本体部４０ａには、左右方向に貫通する細い挿通孔４０ｃと、上下方向
に貫通する細い挿通孔４０ｄが形成されている。これら１対の挿通孔４０ｃ，４０ｄは、
前後方向に位置をずらして交差状に形成され、第１線材４４が挿通孔４０ｃを挿通し、第
２線材４５が挿通孔４０ｄを挿通している。装飾部４０ｂは、１つの装飾絵柄又は装飾マ
ーク等（図示略）からなる。
【００４２】
　次に、装飾部材保持機構４１について説明する。
　装飾部材保持機構４１は、１対の第１ガイド板４６と１対の第２ガイド板４７とからな
る正面視矩形状の矩形枠体４１Ａと、可撓性の有る細い第１，第２線材４４，４５と、第
１線材４４の両端部に連結され且つ第１線材４４を直線状に張った状態に維持して１対の
第１ガイド板４６でガイドされる１対の第１係合部材４８と、第２線材４５の両端部に連
結され且つ第２線材４５を直線状に張った状態に維持して１対の第２ガイド板４７でガイ
ドされる１対の第２係合部材４９と、第１，第２線材４４，４５に夫々張力を付与する第
１，第２張力付与機構５０，５１などを備えている。
【００４３】
　矩形枠体４１Ａは、合成樹脂材料（例えば、ＰＰ樹脂、ＡＢＳ樹脂等）で横長矩形状の
前後方向に短い角筒状に形成されている。矩形枠体４１Ａは、第１線材４４の両端側にお
いて上下方向と平行方向に延びる左右１対の側面板である１対の第１ガイド板４６と、第
２線材４５の両端側において左右方向と平行方向に延びる上下１対の上面板及び下面板で
ある１対の第２ガイド板４７と、２対の下部連結板４１ａと、２対の上部連結板４１ｂと
で構成されている。
【００４４】
　矩形枠体４１Ａの下側の角部は、前後１対の下部連結板４１ａで補強され、矩形枠体４
１Ａの上側の角部は、前後１対の上部連結板４１ｂで補強されている。矩形枠体４１Ａは
、一体成形品として構成してもよく、１対の第１ガイド板４６と１対の第２ガイド板４７
とからなる角筒体を一体成形品として構成したものに下部連結板４１ａと上部連結板４１
ｂとを固着してもよい。
【００４５】
　各第１ガイド板４６の前端部分には、上下方向にストレートに所定長さ延びる細長のガ
イドスリット４６ａが形成されている。各第２ガイド板４７の前端部分には、左右方向に
ストレートに所定長さ延びるガイドスリット４７ａが形成されている。
【００４６】
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　第１，第２線材４４，４５は、釣糸、ピアノ線等の極細で且つ強い引っ張り強度を有す
る線材で構成されている。第１，第２線材４４，４５は、演出領域１５ｂに沿って正面視
にて交差状に直線状に張った状態に延び、装飾部材４０に形成した１対の挿通孔４０ｃ，
４０ｄを摺動自在に挿通して、その交差部分で装飾部材４０を支持している。
【００４７】
　図３、図８、図９に示すように、各第１係合部材４８は、第１ガイド板４６のガイドス
リット４６ａに係合して上下方向に移動可能に案内されるガイドローラからなるガイド部
材５２と、ガイド部材５２の外側において第１ガイド板４６の外面を摺動する摺動部材５
３とを有する。各第２係合部材４９は、第２ガイド板４７のガイドスリット４７ａに係合
して左右方向に移動可能に案内されるガイドローラからなるガイド部材５４と、ガイド部
材５４の外側において第２ガイド板４６の外面を摺動する摺動部材５５とを有する。
【００４８】
　第１係合部材４８のガイド部材５２は、ガイドスリット４６ａに沿って上下方向に移動
自在にガイドされている。ガイド部材５２の移動範囲は、ガイドスリット４６ａにより制
限されている。ガイド部材５２と摺動部材５４には、第１線材４４が挿通する挿通孔４８
ａが形成されている。
【００４９】
　第２係合部材４９のガイド部材５４は、ガイドスリット４７ａに沿って左右方向に移動
自在にガイドされている。ガイド部材５４の移動範囲は、ガイドスリット４７ａにより制
限されている。ガイド部材５４と摺動部材５５には、第２線材４５が挿通する挿通孔４９
ａが形成されている。摺動部材５３，５５は前後幅がガイドスリット４６ａ，４７ａの前
後幅よりも大きな直方体片状に形成されている。
【００５０】
　尚、ガイド部材５２，５４の外周面には、ガイドスリット４６ａ，４７ａの縁部との摩
擦を低減する為のテフロン（登録商標）コーティングを施してもよく、摺動部材５３，５
５の第１，第２ガイド板４６，４７との摺接面にも摩擦を低減する為のテフロン（登録商
標）コーティングを施してもよい。尚、ガイド部材５２，５４はガイドローラ以外に、ガ
イドスリット４６ａ，４７ａに微小隙間をもって係合する係合片などで構成してもよい。
また、ガイド部材５２と摺動部材５３を一体的に形成してもよく、ガイド部材５４と摺動
部材５５を一体的に形成してもよい。
【００５１】
　第１ガイド板４６には、そのガイドスリット４６ａの両端近傍部位に、第１係合部材４
８の上方限界位置と下方限界位置を検出する為の近接スイッチなどからなる上下方向位置
検出ＳＷ３９ａが配置されている。同様に、第２ガイド板４７には、そのガイドスリット
４７ａの両端近傍部位に、第２係合部材４９の左方限界位置と右方限界位置を検出する為
の近接スイッチなどからなる左右方向位置検出ＳＷ３９ｂが配置されている。
【００５２】
　次に、第１，２張力付与機構５０，５１について説明する。
　図３、図８に示すように、第１張力付与機構５０は、第１線材４４に張力を付与して常
時直線状に張った状態に維持する為のものであり、第２張力付与機構５１は、第２線材４
５に張力を付与して常時直線状に張った状態に維持する為のものである。
【００５３】
　第１張力付与機構５０は、一方の第１係合部材４８（図３における右側の第１係合部材
４８）に設けられている。第１張力付与機構５０は、摺動部材５３に固着した中空円筒体
のケース５０ａと、このケース５０ａ内に収容された圧縮コイルバネ５０ｂと、圧縮コイ
ルバネ５０ｂの右側に配置された保持板５０ｃとを備えている。
【００５４】
　第１線材４４の右端部分は、挿通孔４８ａを挿通してケース５０ａ内へ延び、圧縮コイ
ルバネ５０ｂの中心部を挿通し、圧縮コイルバネ５０ｂを圧縮状態に維持する状態にして
第１線材４４の右端部が保持板５０ｃに連結されている。こうして、第１線材４４の左端
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部は、左側の第１係合部材４８に固定されており、第１線材４４の右端部が圧縮コイルバ
ネ５０ｂの弾性付勢力で右方へ付勢されているため、第１線材４４に張力を付与して常時
直線状に張った状態に維持することができる。
【００５５】
　図３、図９に示すように、第２張力付与機構５１は、第１張力付与機構５０と同様の構
成のものである。第２張力付与機構５１は、一方の第２係合部材４９（図３における上側
の第２係合部材４９）に設けられている。第２張力付与機構５１は、摺動部材５５に固着
した中空円筒体のケース５１ａと、このケース５１ａ内に収容された圧縮コイルバネ５１
ｂと、圧縮コイルバネ５１ｂの上側に配置された保持板５１ｃとを備えている。
【００５６】
　第２線材４５の上端部分は、挿通孔４９ａを挿通してケース５１ａ内へ延び、圧縮コイ
ルバネ５１ｂの中心部を挿通し、圧縮コイルバネ５１ｂを圧縮状態に維持する状態にして
第２線材４５の上端部が保持板５１ｃに連結されている。こうして、第２線材４５の下端
部は、下側の第２係合部材４９に固定されており、第２線材４５の上端部が圧縮コイルバ
ネ５１ｂの弾性付勢力で上方へ付勢されているため、第２線材４５に張力を付与して常時
直線状に張った状態に維持することができる。
【００５７】
　次に、第１，第２駆動機構４２，４３について説明する。
　図３～図７に示すように、第１駆動機構４２は、第１線材４４を上下方向へ移動駆動す
る為のものであり、第２駆動機構４３は、第２線材４５を左右方向へ移動駆動する為のも
のである。第１駆動機構４２は、１対の第１ガイド板４６の外面に配設された１対の第１
ベルト機構４２Ａと、１対の第１ベルト機構４２Ａを共通に回転駆動する第１回転駆動機
構６１とで構成されている。
【００５８】
　１対の第１ベルト機構４２Ａは、左右対称のものであるので、右側の第１ベルト機構４
２Ａについて説明する。第１ベルト機構４２Ａは、１対のプーリ５９，６０と、無端状の
ベルト部材５８とで構成されている。右側の第１ガイド板４６の外面近傍位置の上端部分
と下端部分には、１対のプーリ５９，６０が配設され、これらプーリ５９，６０は第１ガ
イド板４６に回転自在に装着され、これらプーリ５９，６０にベルト部材５８が掛装され
ている。ベルト部材５８の前側直線部がガイドスリット４６ａの外面に接近対向し、ベル
ト部材５８は第１係合部材４８の摺動部材５３に連結されている。
【００５９】
　第１回転駆動機構６１は、左右の上側の１対の駆動側プーリ５９に貫通状に固着された
駆動軸６２ａであって１対の第１ガイド板４６に回転自在に枢支された駆動軸６２ａと、
この駆動軸６２ａを回転駆動する為のステッピングモータからなる駆動モータ３７とを備
えており、駆動モータ３７は、ランプ制御基板２９のコンピュータにより駆動制御される
。左右の下側の１対の従動側プーリ６０には、従動軸６２ｂが貫通状に固着されている。
この従動軸６２ｂは、１対の第１ガイド板４６に回転自在に枢支されている。
　前記駆動モータ３７を回転駆動することにより、左右１対の駆動側プーリ５９を正転又
は逆転駆動し、左右１対のベルト部材５８を介して第１線材４４の両端部を上方又は下方
へ移動駆動することができる。
【００６０】
　図３～図７に示すように、第２駆動機構４３は、１対の第２ガイド板４７の外面に配設
された１対の第２ベルト機構４３Ａと、１対の第２ベルト機構４３Ａを共通に回転駆動す
る第２回転駆動機構６６とで構成されている。
【００６１】
　１対の第２ベルト機構４３Ａは、上下に対称のものであるので、上側の第２ベルト機構
４３Ａについて説明する。第２ベルト機構４３Ａは、１対のプーリ６４，６５と、無端状
のベルト部材６３とで構成されている。上側の第２ガイド板４７の外面近傍位置の左端部
分と右端部分には、１対のプーリ６４，６５が配設され、これらプーリ６４，６５は第２



(9) JP 5667851 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

ガイド板４７に回転自在に装着され、これらプーリ６４，６５にベルト部材６３が掛装さ
れている。ベルト部材６３の前側直線部がガイドスリット４７ａの外面に接近対向し、ベ
ルト部材６３は第２係合部材４９の摺動部材５５に連結されている。
【００６２】
　第２回転駆動機構６６は、上下の左側の１対の駆動側プーリ６４に貫通状に固着された
駆動軸６７ａであって１対の第２ガイド板４７に回転自在に支持された駆動軸６７ａと、
この駆動軸６７ａを回転駆動する為のステッピングモータからなる駆動モータ３８とを備
えており、駆動モータ３８は、ランプ制御基板２９のコンピュータにより駆動制御される
。上下の右側の１対の従動側プーリ６５には、従動軸６７ｂが貫通状に固着されている。
この従動軸６７ｂは、１対の第２ガイド板４７に回転自在に枢支されている。
　前記駆動モータ３８を回転駆動することにより、上下１対の駆動側プーリ６４を正転又
は逆転駆動し、上下１対のベルト部材６３を介して第２線材４５の両端部を左方又は右方
へ移動駆動することができる。
【００６３】
　以上説明した演出役物装置１７は次のように動作する。
　演出役物装置１７は、非作動状態のとき、図１に示すように、演出領域１５ｂ内の右下
にその一部がセンタ役物本体１５ａの後側に隠れた状態で位置している。
【００６４】
　演出役物装置１７は、特別図柄の変動中の特定演出実行中に作動して、大当り期待度を
高めたり大当りを報知したりする演出や、大当り遊技実行中の特定演出実行中に作動して
遊技者に有利な大当り遊技への昇格を報知する演出等を行う。
　演出役物装置１７が作動することで、図３～図５に示すように、装飾部材４０が、演出
領域１５ｂ内に沿って上下方向又は左右方向に独立に移動する。このとき、装飾部材４０
の移動に合わせて盤ランプ３６が点灯点滅や枠ランプ３５が発光すること等により、遊技
者には細い第１，第２線材４４，４５が見えにくくなり、装飾部材４０が演出領域内１５
ｂ内を空中浮遊しながら移動しているように見える。
【００６５】
　装飾部材保持機構４１及び第１，第２駆動機構４２，４３は、装飾部材４０を移動させ
る際に、次のように作動する。装飾部材４０を上下方向に移動させる場合、駆動モータ３
７を回転駆動することにより、出力軸３７ａを介して上側の駆動軸６２ａと左右１対の駆
動側プーリ５９を正転又は逆転駆動し、左右１対のベルト部材５８を介して第１係合部材
４８を上方又は下方へ移動させる。第１係合部材４８の移動により、第１線材４４が上下
方向に移動すると共に、装飾部材４０が第２線材４５の長さ方向に沿って摺動する。上下
方向位置検出ＳＷ３９ａにより、第１係合部材４８の上方又は下方限界位置が検出される
と、駆動モータ３７が停止、又は、その出力軸３７ａの回転方向を変換させる。
【００６６】
　装飾部材４０を左右方向に移動させる場合、第２回転駆動機構６６の駆動モータ３８を
回転駆動することにより、出力軸３８を介して左側の駆動軸６７ａと上下１対の駆動側プ
ーリ６４を正転又は逆転駆動し、上下１対のベルト部材６３を介して第２係合部材４９を
右方又は左方へ移動させる。第２係合部材４９の移動により、第２線材４５が左右方向に
移動すると共に、装飾部材４０が第１線材４４の長さ方向に沿って摺動する。左右方向位
置検出ＳＷ３９ｂにより、第２係合部材４９の右方又は左方限界位置が検出されると、駆
動モータ３８が停止、又は、その出力軸３８ａの回転方向を変換させる。
【００６７】
　この演出役物装置１７によれば次の効果を奏する。
　装飾部材保持機構４１は、可撓性の有る細い第１，第２線材４４，４５を介して装飾部
材４０を支持して移動させるので、装飾部材４０が演出領域１５ｂ内で空中浮遊しながら
移動するような斬新で且つインパクトのある演出動作を実現することができ、遊技演出の
効果を高めることができる。
【００６８】
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　更に、細い第１，第２線材４４が上下又は左右方向に移動しても、画像表示器１６の画
面が遮られて見づらくなることがないため、画像表示器１６の演出画像と装飾部材４０と
の協働による遊技演出の効果を一層高めることができる。
【００６９】
　装飾部材保持機構４１は、第１，第２線材４４，４５に夫々張力を付与する第１，第２
張力付与機構５０，５１を備えたので、第１，第２線材４４，４５に張力を付与して常時
直線状に張った状態に維持でき、装飾部材４０を第１，第２線材４４，４５の長さ方向に
沿って円滑に移動させることができる。
【００７０】
　装飾部材保持機構４１は、１対の第１ガイド板４６と１対の第２ガイド板４７とからな
る矩形枠体４１Ａと、第１線材４４の両端部に連結され且つ第１線材４４を直線状に張っ
た状態に維持して１対の第１ガイド板４６でガイドされる１対の第１係合部材４８と、第
２線材４５の両端部に連結され且つ第２線材４５を直線状に張った状態に維持して１対の
第２ガイド板４７でガイドされる１対の第２係合部材４９とを備えたので、第１, 第２線
材４４，４５に付与された張力を確実に保持すると共に、装飾部材４０を第１, 第２線材
４４，４５の長さ方向に沿って安定して円滑に移動させることができる。つまり、装飾部
材４０がぐらつきながら上下・左右方向に移動することがない。
【００７１】
　尚、実施例を次のように変更可能である。
（１）図１０に示すように、第１張力付与機構７０は、圧縮コイルバネ５０ｂの代わりに
、引っ張りコイルバネ７０ｂを備えている。この第１張力付与機構７０は、摺動部材５３
に固着したケース７０ａと、このケース７０ａ内に収容された引っ張りコイルバネ７０ｂ
と、引っ張りコイルバネ７０ｂの左側に配置された保持板７０ｃとを備えている。
【００７２】
　第１線材４４の右端部は、挿通孔４８を挿通して保持板７０ｃに連結されている。こう
して、第１線材４４の左端部は、左側の第１係合部材４８に固定されており、引っ張りコ
イルバネ７０を張架状態に維持する状態にして、第１線材４４の右端部が引っ張りコイル
バネ７０ｂの弾性付勢力で右方へ付勢されているため、第１線材４４に張力を付与して常
時直線状に張った状態に維持することができる。第２張力付与機構にも、圧縮コイルバネ
の代わりに引っ張りコイルバネを採用してもよい。
【００７３】
（２）図１１に示すように、第１線材４４の一端部と第１係合部材４８の間に引っ張りコ
イルバネ７１を介装してもよい。引っ張りコイルバネ７１は、一端部が第１線材４４の右
端部と連結し、他端部が第１係合部材４８に固着されている。こうして、第１線材４４の
左端部は、左側の第１係合部材４８に固定されており、引っ張りコイルバネ７１を張架状
態に維持する状態にして、第１線材４４の右端部が引っ張りコイルバネ７１により弾性付
勢力で右方へ付勢されているため、第１線材４４に張力を付与して常時直線状に張った状
態に維持することができる。この場合、引っ張りコイルバネ７１が第１張力付与機構に相
当する。また、上記と同様に、第２線材４５の一端部と第２係合部材の間に引っ張りコイ
ルバネを介装して、第２線材４５に張力を付与するようにしてもよい。
【００７４】
（３）図１２に示すように、ベルト部材５８Ａの全体を第１ガイド板４６の外面に接近対
向するように配設してもよい。同様に、ベルト部材の全体を第２ガイド板４７の外面に接
近対向するように配設してもよい。これにより、第１，２係合部材４８，４９の移動駆動
を円滑にし、更に、ベルト部材の損傷を防止することができる。
【００７５】
（４）第１,第２張力付与機構５０，５１において圧縮コイルバネ５０ｂ，５１ｂの代わ
りに、皿バネ、弾性変形可能なゴム片等を用いてもよい。
（５）第１，第２張力付与機構５０，５１を、夫々、第１，第２係合部材４８，４９の両
方に設けてもよい。
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【００７６】
（６）実施例では、第１線材４４と第２線材４５を正面視にて十文字に交差状に延びるよ
うに配設したが、第１，第２線材４４，４５の少なくとも一方を多少傾斜した状態で、第
１，第２線材４４，４５を正面視にて交差状に配設してもよい。
【００７７】
（７）線材として、第１線材４４だけを備え、駆動機構として第１駆動機構４２だけを備
えてもよい。この場合、第１線材４４は装飾部材４０の挿通孔４０ｃを挿通して装飾部材
４０を固定支持して、第１駆動機構４２により第１線材４４を介して装飾部材４０が上下
方向に移動する。また、線材として、第２線材４５だけを備え、駆動機構として第２駆動
機構４３だけを備えてもよい。この場合、第２線材４５は装飾部材４０の挿通孔４０ｄを
挿通して装飾部材４０を固定支持して、第２駆動機構４３により第２線材４５を介して装
飾部材４０が左右方向に移動する。
【００７８】
（８）駆動機構として、前記実施例で示した第１駆動機構４２に代えて、ウィンチとウィ
ンチを駆動する駆動手段を有するウィンチ機構を採用してもよい。右側の第１ガイド板４
６にウィンチ機構を配設し、第１線材４４の一端部がウィンチ機構に連結し、他端部が左
側の第１ガイド板４６に連結し、ウィンチ機構により第１線材４４が巻き取り／繰り出さ
れることで、第１線材４４に固定支持された装飾部材４０が左右方向へ移動する。また、
駆動機構として、前記実施例で示した第２駆動機構４３に代えて、前記ウィンチ機構を採
用してもよい。上側の第２ガイド板４７にウィンチ機構を配設し、ウィンチ機構により第
２線材４５が巻き取り／繰り出されることで、第２線材４５に固定支持された装飾部材４
０が上下方向へ移動する。
【００７９】
（９）その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変更を付加して実施可能
である。例えば、装飾部材４０の形状、サイズ等については適宜変更可能である。また、
本発明は、種々のパチンコ遊技機において、遊技演出を実行する演出役物装置して適用可
能である。
【符号の説明】
【００８０】
１　　　パチンコ遊技機
４　　　遊技盤
１５ｂ　演出領域
１６　　画像表示器
１７　　演出役物装置
３７　　駆動モータ
３８　　駆動モータ
４０　　装飾部材
４１　　装飾部材保持機構
４１Ａ　矩形枠体
４２　　第１駆動機構　
４２Ａ　第１ベルト機構
４３　　第２駆動機構
４３Ａ　第２ベルト機構
４４　　第１線材
４５　　第２線材
４６　　第１ガイド板
４７　　第２ガイド板
４６ａ、４７ａ　ガイドスリット
４８　　第１係合部材
４９　　第２係合部材
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５０　　第１張力付与機構
５１　　第２張力付与機構
５２、５４　　ガイド部材
５８、５８Ａ、６３　ベルト部材
５９、６０、６４、６５　　プーリ
６１　　第１回転駆動機構
６６　　第２回転駆動機構

【図１】 【図２】
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