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(57)【要約】
【課題】遊技性の向上を図ることができる遊技機を提供
する。
【解決手段】スロットマシンに、押圧操作されることに
より移動可能な内ボタン５０と、内ボタン５０のストロ
ーク範囲の途中の所定の位置にて内ボタン５０の移動を
検出する内ボタン検出センサと、内ボタン５０が移動す
る際の操作負荷の増減率を変化させて手応えを付与する
負荷機構９０と、を設けた。内ボタン５０は、非操作状
態の位置である初期位置から、移動が検出される検出位
置へ移動可能であり、負荷機構９０は、初期位置から検
出位置までの所定の位置で操作負荷が最大となるように
、内ボタン５０の操作負荷を変化させる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作されることにより移動可能な操作部と、
　前記操作部の移動範囲における所定の位置で前記操作部の移動を検出する検出手段と、
　前記操作部が移動する際の操作負荷を変化させる負荷手段と、を備えた遊技機であって
、
　前記操作部は、非操作状態の位置である初期位置から、移動が検出される検出位置へ移
動可能であり、
　前記負荷手段は、前記初期位置から前記検出位置までの所定の位置で操作負荷が最大と
なるように、前記操作部の操作負荷を変化させる、ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記負荷手段は、前記操作部の操作負荷が最大となる最大負荷位置が、前記初期位置よ
りも前記検出位置に近い位置となるように、前記操作部の操作負荷を変化させる、ことを
特徴とする請求項１記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外周面に図柄が配列された複数のリールを備えた遊技機（回胴式遊技機、スロッ
トマシン）が知られている。この種の遊技機は、メダルやパチンコ玉などの遊技媒体に対
して一定の遊技価値を付与し、このような遊技媒体を獲得するための遊技を行うものであ
る。また、この種の遊技機は、遊技者によるスタートレバーに対する開始操作を契機とし
て、内部抽選を行うとともに複数のリールの回転を開始させ、遊技者によるストップボタ
ンに対する停止操作を契機として、内部抽選の結果に応じた態様で複数のリールを停止さ
せる制御を行っている。そして、遊技の結果は、複数のリールが停止した状態における入
賞判定ライン上に表示された図柄組合せによって判定され、遊技の結果に応じてメダル等
の払い出しなどが行われる。
【０００３】
　上述した遊技機においては、遊技者によって操作されることで演出内容を変化させるた
めの押しボタン装置を備えたスロットマシンが開示されている（特許文献１参照）。一般
に、特許文献１に示すスロットマシンのような遊技機は、遊技中に押しボタン装置等を遊
技者に操作させて演出内容を変化させることによって、遊技性の向上を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１８－１８３２８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、遊技機の押ボタン装置等のボタンは、支持部材（ボタン支持体）と、この支持
部材に対して直線的に移動可能に支持されたボタン本体（被押下体）と、支持部材とボタ
ン本体との間に配置されたコイルばね等と、によって構成されている。
【０００６】
　しかしながら、新たな趣向を凝らした遊技機が次々と市場に投入されている今日では、
特許文献１の遊技機のように、単に押圧操作が可能なボタンの操作に基づいて演出を実行
するのみでは、もはや遊技者を惹きつけることが難しくなっている。このため、新たな手
法で遊技性の向上を図ることができる遊技機が強く望まれている。
【０００７】
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　そこで、本発明は、遊技性の向上を図ることができる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】
【０００８】
　本発明の一態様は、操作されることにより移動可能な操作部と、前記操作部の移動範囲
における所定の位置で前記操作部の移動を検出する検出手段と、前記操作部が移動する際
の操作負荷を変化させる負荷手段と、を備えた遊技機であって、前記操作部は、非操作状
態の位置である初期位置から、移動が検出される検出位置へ移動可能であり、前記負荷手
段は、前記初期位置から前記検出位置までの所定の位置で操作負荷が最大となるように、
前記操作部の操作負荷を変化させる、ことを特徴とする遊技機である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、遊技性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る遊技機の外観構成を示す斜視図。
【図２】第１の実施形態に係る遊技機の演出操作装置を示す分解斜視図。
【図３】第１の実施形態に係る遊技機の演出ボタンユニットを示す分解斜視図。
【図４】第１の実施形態に係る遊技機の演出ボタンユニットを示す左側面図。
【図５】第１の実施形態に係る遊技機の演出ボタンユニットを示す右側面図。
【図６】第１の実施形態に係る遊技機の演出ボタンユニットを示す断面図。
【図７】第１の実施形態に係る遊技機の外ボタンが押圧操作された状態の演出ボタンユニ
ットを示す断面図。
【図８】第１の実施形態に係る遊技機の内ボタンが押圧操作された状態の演出ボタンユニ
ットを示す断面図。
【図９】第１の実施形態に係る遊技機の演出ボタンユニットを示す図で、（ａ）は図６と
は異なる方向から視た断面図、（ｂ）は内ボタンが第１位置に位置する状態の断面図。
【図１０】第１の実施形態に係る遊技機の演出ボタンユニットを示す図で、（ａ）は内ボ
タンが第２位置に位置する状態の断面図、（ｂ）は内ボタンが第３位置に位置する状態の
断面図。
【図１１】第２の実施形態に係る遊技機の外観構成を示す斜視図。
【図１２】第２の実施形態に係る遊技機の外観構成を示す正面図。
【図１３】第２の実施形態に係る遊技機の遊技盤を示す正面図。
【図１４】第２の実施形態に係る遊技機の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜第１の実施形態＞
　以下、第１の実施形態について説明する。なお、以下に説明する第１の実施形態は、特
許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また、第１の実
施形態で説明される構成のすべてが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。また、
以下の記載において、「平行」、「直交」、「（寸法や形状等が）同じ（同一）」との説
明があるが、これらを寸法誤差（設計誤差、製造誤差）等により厳密に「平行」、「直交
」、「同一」とすることは現実的には困難であり、「平行」、「直交」、「同一」には、
それぞれ「略平行」、「略直交」、「略同じ（略同一）」であるものを含むものとする。
【００１２】
　［遊技機の構成の概要］
　図１は、第１の実施形態のスロットマシン１の外観構成を示す斜視図である。本実施形
態のスロットマシン１は、いわゆる回胴式遊技機と呼ばれるもので、メダルを遊技媒体と
して用いた遊技を行う種類の遊技機である。なお、以下において、遊技者の方（手前）を
「前方（前）」、反対を「後方（後）」と記載する。また、図１の正面図を基準に遊技機
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の上下左右を規定する。
【００１３】
　本実施形態のスロットマシン１は、遊技者に対向する側である前面側（前方側）に開口
が形成された箱形の筐体ＢＸ、及び当該開口を開閉可能に筐体ＢＸに支持された前扉とし
ての前面扉ＦＤを備えており、筐体ＢＸ内に左右方向に並べて配置された複数のリールと
しての第１リールＲ１～第３リールＲ３を有するリールユニットが収められている。また
、筐体ＢＸ内のリールユニットの下部には、メダルの払出装置としてのホッパーユニット
（不図示）が収められている。また、本実施形態のスロットマシン１の筐体ＢＸ内には、
ＣＰＵ、ＲＯＭ（情報記憶媒体の一例）、ＲＡＭ、設定変更スイッチ、ＲＡＭクリアスイ
ッチ等を搭載し、スロットマシン１の動作を制御する主制御基板１００Ｍ、音量調整スイ
ッチやＲＡＭクリアスイッチ等を搭載し、後述する演出装置を制御する副制御基板１００
Ｓ、スロットマシン１の電源が投入されている状態と切断されている状態とを切り換える
主電源スイッチを内蔵し、各部品に電力を供給する電源ユニット（不図示）等も収められ
ている。なお、副制御基板１００Ｓは、前面扉ＦＤの後方側（内側）に設けられていても
よい。
【００１４】
　図１に示す第１リールＲ１、第２リールＲ２及び第３リールＲ３は、それぞれ外周面が
一定の間隔で２０の仮想領域（以下、各仮想領域を「コマ」とも記載する）に区画されて
おり、各コマに複数種類の図柄のいずれかが配置されている。また、第１リールＲ１～第
３リールＲ３は、リール駆動手段としてのステッピングモータ（不図示）に軸支されてお
り、それぞれステッピングモータの軸周りに回転駆動され、ステッピングモータの駆動パ
ルスのパルス数やパルス幅などを制御することによって、コマ単位（所定の回転角度単位
、所定の回転量単位）で停止可能に設けられている。
【００１５】
　前面扉ＦＤは、それぞれ個別に開閉可能で、筐体ＢＸの開口の上半部を閉じることが可
能な前面上扉ＵＤと、当該開口の下半部を閉じることが可能な前面下扉ＤＤと、に上下に
分割して構成されている。前面上扉ＵＤには、第１リールＲ１～第３リールＲ３の回転状
態及び停止状態を観察可能にする表示窓ＤＷが設けられている。第１リールＲ１～第３リ
ールＲ３の停止状態では、第１リールＲ１～第３リールＲ３それぞれの外周面に一定間隔
で配列された複数種類の図柄のうち、外周面上に連続して配列されている３つの図柄（上
段図柄、中段図柄、下段図柄）をスロットマシン１の正面側から表示窓ＤＷを通じて観察
できるようになっている。
【００１６】
　また、本実施形態のスロットマシン１では、表示窓ＤＷを通じて図柄を観察するための
表示位置として、各リールについて上段、中段、下段が設けられており、各リールの表示
位置の組合せによる有効ラインについて、有効ラインＬ１が設定されている。本実施形態
のスロットマシン１では、１回の遊技に関して必要となるメダルの数、いわゆる規定投入
数がいずれの遊技状態においても３枚に設定されており、規定投入数に相当するメダルが
投入されると第１リールＲ１～第３リールＲ３の中段によって構成される有効ラインＬ１
が有効化される。
【００１７】
　そして、遊技結果は、表示窓ＤＷ内の有効ラインＬ１上に停止表示された図柄組合せに
よって判定され、有効ラインＬ１上の図柄組合せが予め定められた役に対応した組合せで
ある場合に、その役が入賞したものとしてホッパーユニットからメダルの払い出し等が行
われる。
【００１８】
　前面上扉ＵＤには、遊技情報表示部ＤＳが設けられている。遊技情報表示部ＤＳは、Ｌ
ＥＤ、ランプ、７セグメント表示器等からなり、メダルのクレジット数、１回の遊技にお
けるメダルの払出数あるいは獲得数、ボーナス状態でのメダルの払出数の合計あるいは獲
得数の合計、今回の遊技で当選した役の情報、メダルの払い出しに関係するストップボタ
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ンＢ１～ストップボタンＢ３の押し方を示唆する情報の表示等の各種遊技情報が表示され
る。
【００１９】
　遊技情報表示部ＤＳには、７セグメント表示器から構成される主制御表示装置５００が
含まれており、規定投入数のメダルが投入されスタートレバーＳＬが操作された際に、今
回の遊技で当選した役の情報である当選情報に基づき作成される制御信号である当選コマ
ンドに対応する表示である報知表示が表示され、報知表示の表示後に第１リールＲ１～第
３リールＲ３が停止した際に、報知表示が終了するとともにメダルの払出数あるいは獲得
数が表示される。本実施形態のスロットマシン１では、当選コマンドに応じた表示態様で
主制御表示装置５００の各セグメントが点灯及び消灯する報知表示が実行される。
【００２０】
　また、主制御表示装置５００には、７セグメント表示器のドットであり、図示しないＡ
Ｔ制御手段によって有利区間が開始され、小役の入賞が補助されることでメダルの出玉率
が１以上となっている場合に点灯する区間報知部５００Ａが設けられている。ここで、出
玉率とは、一時的な確率の偏りの影響を十分に無視できるだけの遊技回数である所定の遊
技回数（例えば１７５００ゲーム）の遊技が実行された場合において、所定の遊技回数の
遊技の間に投入されるメダルの総投入数に対する所定の遊技回数の遊技の間に獲得される
メダルの総払出数の割合であり、内部抽選で当選した役について、遊技機に設定されてい
る入賞確率で入賞する状態で遊技される場合を想定した割合である。
【００２１】
　前面下扉ＤＤには、各種の操作手段が配置されている。操作手段としては、クレジット
（貯留）されたメダルを投入する操作を行うための投入操作手段として、１枚のメダルを
投入するシングルベットボタンＢＴ及び規定投入数のメダルを投入するマックスベットボ
タンＭＢ、第１リールＲ１～第３リールＲ３を回転させて遊技を開始する契機となる開始
操作を遊技者に実行させるための遊技開始操作手段としてのスタートレバーＳＬ、ステッ
ピングモータにより回転駆動されている第１リールＲ１～第３リールＲ３のそれぞれを停
止させる契機となる停止操作を遊技者に実行させるための停止操作手段としてのストップ
ボタンＢ１～ストップボタンＢ３及びクレジットされたメダルを清算するための清算ボタ
ンＢＳ、施錠装置（不図示）等が設けられている。
【００２２】
　また、前面下扉ＤＤの下部には、メダル払出口ＭＯとメダル受け皿ＭＰとが設けられて
おり、遊技の結果に応じた枚数のメダルがメダル払出口ＭＯからメダル受け皿ＭＰへ払い
出されるようになっている。また、遊技機内にクレジットされたメダルが記憶されている
状態で、清算ボタンＢＳが押下された場合、清算ボタンＢＳの押下に伴ってホッパーユニ
ット３２０からクレジット数（クレジットされたメダルの枚数）に相当する枚数のメダル
を払い出す清算処理を実行し、メダル払出口ＭＯからメダル受け皿ＭＰへメダルを払い出
す。前面扉ＦＤが筐体ＢＸに対して閉じた状態では、前面扉ＦＤは、ロック状態の施錠装
置によって開閉が制限された状態となる。施錠装置に対する作業者のキー操作によって施
錠装置が前面扉ＦＤの開閉の制限を解除した状態になると、前面扉ＦＤは、筐体ＢＸに対
して開閉可能なアンロック状態となる。前面扉ＦＤが筐体ＢＸに対して開いた状態では、
スロットマシン１の内部に配置された上記主制御基板１００Ｍ、音量調整スイッチ、副制
御基板１００Ｓ、主電源スイッチなどの操作が可能となる。
【００２３】
　また、スロットマシン１には、遊技を補助したり、遊技を盛り上げたりする、遊技に関
する演出を実行可能な演出装置３００が設けられている。演出装置３００には、前面上扉
ＵＤに設けられている、演出表示装置３３０、音響装置３４０、複数の電飾装置３６０、
及び前面下扉ＤＤに設けられている演出操作装置４００Ｂが含まれる。演出表示装置３３
０は、例えば液晶ディスプレイから構成され、遊技の進行に応じて各種の映像や画像を表
示する演出を実行する。音響装置３４０は、遊技の進行に応じて各種の音声を出力する演
出を実行する。電飾装置３６０は、遊技の進行に応じて発光する演出を実行する。演出操
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作装置４００Ｂは、演出表示装置３３０に表示される画像等に合わせて有効化され、操作
有効期間内に遊技者の押圧操作を受け付けると、当該押圧操作に応じて、演出表示装置３
３０、音響装置３４０、電飾装置３６０等を用いたさまざまな演出が実行される。演出操
作装置４００Ｂの詳細については後述する。
【００２４】
　本実施形態のスロットマシン１では、遊技者がメダルをメダル投入口ＭＩに投入するか
、メダルが規定投入数以上にクレジットされている場合に、規定投入数と同じ回数シング
ルベットボタンＢＴを後方に向けて押下するシングルベット操作（投入操作）又はマック
スベットボタンＭＢを下方に向けて押下するマックスベット操作（投入操作）を行うこと
で、規定投入数のメダルが投入状態に設定され、第１リールＲ１～第３リールＲ３の回転
制御を開始することが可能な準備状態にセットされる。そして、遊技者がスタートレバー
ＳＬに対してスタートレバーＳＬを傾動させる開始操作（傾動操作）を実行すると、主制
御基板１００Ｍにおいて第１リールＲ１～第３リールＲ３をステッピングモータの駆動に
より回転開始させるとともに、乱数を用いた内部抽選が行われ、第１リールＲ１～第３リ
ールＲ３の回転速度が所定の速度まで上昇し定常回転になったことを条件に、ストップボ
タンＢ１～ストップボタンＢ３の押下操作が許可、すなわちストップボタンＢ１～ストッ
プボタンＢ３による停止操作が有効化される。
【００２５】
　なお、本実施形態のスロットマシン１は、第１リールＲ１～第３リールＲ３を回転開始
させた場合に、ウェイト（又はウェイト時間）と称される待機時間（約４．１秒）を設定
するように構成されている。そして、スロットマシン１は、待機時間の設定から待機時間
が経過するまでの期間内に再び開始操作が行われた場合に、待機時間が経過した後に第１
リールＲ１～第３リールＲ３を回転開始させるように構成されている。
【００２６】
　その後、遊技者が任意のタイミングでストップボタンＢ１～ストップボタンＢ３を後方
に向けて押下（以下、「押下タイミング」と記載）していくと、ストップボタンＢ１～ス
トップボタンＢ３のそれぞれに内蔵されている停止信号出力手段としてのストップスイッ
チ（不図示）がＯＮ動作を行い、主制御基板１００Ｍへ出力するリール停止信号をＯＦＦ
状態からＯＮ状態へ変化させる。
【００２７】
　また、遊技者が任意のタイミングで押下状態にあるストップボタンＢ１～ストップボタ
ンＢ３を解放すると、ストップボタンＢ１～ストップボタンＢ３それぞれに対応するスト
ップスイッチがＯＦＦ動作を行い、主制御基板１００Ｍへ出力するリール停止信号をＯＮ
状態からＯＦＦ状態に変化させる。そして、主制御基板１００Ｍは、ストップボタンＢ１
～ストップボタンＢ３の押下タイミング及び解放タイミングに応じて信号状態が変化する
リール停止信号のＯＦＦ状態からＯＮ状態への変化に基づいて、内部抽選の結果に応じた
停止位置で第１リールＲ１～第３リールＲ３を停止させる。
【００２８】
　また、前面下扉ＤＤの下部の前面には、メダル払出口ＭＯとメダル受け皿ＭＰとが設け
られており、遊技の結果に応じた枚数のメダルがメダル払出口ＭＯからメダル受け皿ＭＰ
へ払い出されるようになっている。また、主制御基板１００Ｍにクレジットされたメダル
が記憶されている状態で、清算ボタンＢＳが押下された場合、清算ボタンＢＳの押下に伴
って清算ボタンＢＳに内蔵されているメダル清算スイッチ（不図示）がＯＮ動作を行い、
主制御基板１００Ｍへ出力するメダル清算信号をＯＦＦ状態からＯＮ状態へ変化させる。
主制御基板１００Ｍは、メダル清算信号のＯＦＦ状態からＯＮ状態への変化に伴って、第
１リールＲ１～第３リールＲ３が回転しておらずかつメダルがベットされていない状態に
限り、ホッパーユニット３２０からクレジット数（クレジットされたメダルの枚数）に相
当する枚数のメダルを払い出す清算処理を実行し、メダル払出口ＭＯからメダル受け皿Ｍ
Ｐへメダルを払い出す。
【００２９】
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　［演出操作装置の詳細］
　次に、演出操作装置４００Ｂの詳細について説明する。図２に示すように、演出操作装
置４００Ｂは、演出ボタンユニット６００と、飾り枠１１と、左ケース１２Ｌと、右ケー
ス１２Ｒと、中継基板１３と、基板カバー１５と、を有している。
【００３０】
　演出ボタンユニット６００は、遊技者によって押圧操作される外ボタン３０や、外ボタ
ン３０を移動可能に保持する支持部２０等を有している。演出ボタンユニット６００の詳
細は、後述する。
【００３１】
　左ケース１２Ｌ及び右ケース１２Ｒは、互いに取り付けられるとともに、それぞれ前面
下扉ＤＤの各種操作手段を保持する操作手段配置部ＣＰ（図１参照）に保持されており、
演出ボタンユニット６００、飾り枠１１及び基板カバー１５を保持している。また、左ケ
ース１２Ｌ及び右ケース１２Ｒは、それぞれ演出ボタンユニット６００の左側及び右側を
覆って保護している。飾り枠１１は、外ボタン３０の周囲を装飾している。中継基板１３
は、演出ボタンユニット６００に保持されており、演出ボタンユニット６００と副制御基
板１００Ｓ（後述する第２の実施形態においては、副制御基板２００Ｓ）とを電気的に接
続している。
【００３２】
　［演出ボタンユニットの構成］
　図３に示すように、演出ボタンユニット６００は、左ケース１２Ｌ及び右ケース１２Ｒ
（図２参照）に保持される支持部２０と、支持部２０に対してＹ１方向（外ボタン３０の
押圧方向（移動方向））へ移動可能に支持されている外ボタン（カバー部、第１の操作手
段、操作部）３０及び内ボタン、第２の操作手段、操作部５０と、発光基板６５と、駆動
部７０と、振動装置（振動部）８０と、外ボタン３０の移動を検出する外ボタン検出セン
サ（第１検出手段）６２と、内ボタン５０の移動を検出する内ボタン検出センサ（第２検
出手段）６３と、を有している。なお、本実施形態において、Ｙ１方向は略下方向となっ
ているが、外ボタン及び内ボタンの移動方向は上下方向でも前後方向でもこれらと交差す
る斜め方向でもよい。
【００３３】
　支持部２０は、右ケース１２Ｒに取り付けられている支持部本体２１と、支持部本体２
１に取り付けられている下支持部２２と、下支持部２２に取り付けられている中支持部２
３と、中支持部２３に取り付けられている上支持部２５と、を有している。支持部２０は
、支持部本体２１、下支持部２２、中支持部２３及び上支持部２５の順序で下方から上方
に向けて積み重ねるように互いに取り付けられている。支持部本体２１は、駆動部７０及
び振動装置８０を保持している。
【００３４】
　下支持部２２は、Ｙ１方向に沿って形成されて外ボタン３０のＹ１方向への移動を案内
する、円筒状の外ボタン案内部２２ａを有している。また、下支持部２２は、外ボタン検
出センサ６２を保持している。中支持部２３は、内ボタン検出センサ６３及び発光基板６
５を保持している。上支持部２５は、Ｙ１方向に沿って形成されて、内ボタン５０のＹ１
方向への移動を案内する案内孔２５ａを有している。
【００３５】
　発光基板６５は、中支持部２３と上支持部２５との間に配置され、中支持部２３に保持
されており、ＬＥＤ等からなる複数の発光源を有している。発光基板６５は、遊技者から
光が視認可能となるように外ボタン３０、内ボタン５０及び飾り枠１１を発光させる。例
えば、発光基板６５は、外ボタン３０の押圧操作が有効化されている操作有効期間や、内
ボタン５０の押圧操作が有効化されている操作有効期間（ボタンカバー４５が開状態であ
る期間）に外ボタン３０や内ボタン５０を発光させることによって、外ボタン３０や内ボ
タン５０の押圧操作が有効化されていることを遊技者に報知することが可能となる。
【００３６】
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　駆動部７０は、左ケース１２Ｌに取り付けられるとともに支持部２０に保持された駆動
ベース７２と、駆動ベース７２に保持された切換え手段としてのステッピングモータ７１
と、ステッピングモータ７１の駆動力を外ボタン３０へ伝達するためのモータカム７３と
、を有している。モータカム７３は、左右方向に延在する回転中心７３ａを中心として、
支持部２０に対して回転自在に支持されており、ステッピングモータ７１の駆動によって
回動する。また、モータカム７３は、回転中心７３ａに対し所定間隔を存して配置され、
左右方向に沿って突設された軸部７３ｂを有している。軸部７３ｂは、外ボタン３０に当
接して、ステッピングモータ７１の駆動力を外ボタン３０に伝達する。ステッピングモー
タ７１は、駆動力が外ボタン３０に伝達されることによって、後述するボタンカバー４５
を開閉させる。
【００３７】
　振動装置８０は、所謂可動磁石型のボイスコイルモータ（ＶＣＭ）であり、支持部２０
に保持された固定部８１と、固定部８１に対して直線的に移動可能な可動部（移動部材、
振動子）８２と、を有しており、所定の条件を満たすことで振動を発生させる。固定部８
１は、電力（信号）の供給によって磁場を発生させるコイル（不図示）を有している。可
動部８２は、固定部８１が発生させた磁場内移動する永久磁石（不図示）を有しており、
当該磁場から永久磁石が受ける電磁力によって固定部８１に対しＹ１方向に沿って移動可
能に、固定部８１に支持されている。言い換えると、可動部８２は、固定部８１を介して
支持部２０に支持されている。振動装置８０は、所定の条件を満たすと、即ち、副制御基
板１００Ｓから制御信号が出力（供給）されると、Ｙ１方向に沿って移動して、可動部８
２が当接する部分を押圧する。振動装置８０は、例えば、連続するパルス信号が供給され
た場合には可動部８２が振動して（振動を発生させるように移動して）、可動部８２が当
接する部分を押圧することによって当接（衝突）する部分を振動させる。また、例えば、
振動装置８０は、単発のパルス信号が供給された場合には当接（衝突）する部分に衝撃力
を与える。このように、振動装置８０は、供給される信号によって多様な動作が可能とな
っている。なお、また、振動装置８０は、可動コイル型のＶＣＭでもよいし、ラッチング
ソレノイド、ロータリソレノイド、ステッピングモータ等であってもよい。また、振動装
置８０は、可動部が固定部に対して往復直線運動するものに限定されず、可動部が固定部
に対して円運動（単振動）する偏心モータであってもよいし、支持部２０に支持された振
動スピーカ等であってもよい。振動装置８０の詳細は、後述する。
【００３８】
　発光基板６５、ステッピングモータ７１及び振動装置８０は、中継基板１３（図２参照
）を介して副制御基板１００Ｓと電気的に接続されており、それぞれ副制御基板１００Ｓ
から供給される電力や信号等によって動作する。外ボタン検出センサ６２及び内ボタン検
出センサ６３は、中継基板１３を介して副制御基板１００Ｓと電気的に接続されている。
外ボタン検出センサ６２及び内ボタン検出センサ６３は、例えば、それぞれ透過型の光学
センサによって構成されている。外ボタン３０が移動した際、外ボタン検出センサ６２は
、外ボタン３０によって光軸が遮光され、検出信号を出力する。また、内ボタン５０が移
動した際、内ボタン検出センサ６３は、内ボタン５０によって光軸が遮光され、検出信号
を出力する。
【００３９】
　［外ボタンの構成］
　次に、図３乃至図５を参照して、遊技者による押圧操作（移動操作）が可能な外ボタン
３０の構成について説明する。図３に示すように、外ボタン３０は、支持部２０に対して
移動可能に保持されている外ボタンベース３１と、開閉自在なボタンカバー（カバー部、
第１の操作手段）４５を有するボタンカバーユニット３５と、駆動部７０からの駆動力を
ボタンカバー４５に伝達するリンクユニット３２と、ボタンカバー４５を開放する方向へ
付勢する付勢ユニット３３と、を有している。
【００４０】
　外ボタンベース３１は、リンクユニット３２及び付勢ユニット３３を保持しており、下
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支持部２２と中支持部２３との間に配置されている。外ボタンベース３１には、Ｙ１方向
に沿って貫通穴３１ａが形成されている。貫通穴３１ａには下支持部２２の外ボタン案内
部２２ａが挿入されており、外ボタンベース３１は、Ｙ１方向に沿って外ボタン案内部２
２ａに案内されながら、下支持部２２と中支持部２３との間で移動可能に保持されている
。また、外ボタンベース３１は、外ボタン３０が移動する際に外ボタン検出センサ６２の
光軸を遮光可能な遮光部５３ｂを有している。外ボタンベース３１と下支持部２２との間
には、外ボタンばね６１が設けられている。外ボタンばね６１は、下支持部２２に対して
外ボタンベース３１をＹ１方向とは反対方向（上方）へ向けて付勢している。
【００４１】
　リンクユニット３２は、外ボタンベース３１の左側に配置されており、外ボタンベース
３１に保持されているリンクベース３６と、リンクカム３７と、を有している。リンクカ
ム３７は、外ボタン３０が押圧操作されていない状態において、左右方向に延在する回転
中心３７ａを中心として、リンクベース３６に対して回転自在に支持されている。回転中
心３７ａは、モータカム７３の回転中心７３ａと同一直線状となるように配置されている
。リンクカム３７には、モータカム７３の軸部７３ｂが嵌入されるリンク溝３７ｂ（図４
参照）が形成されている。リンク溝３７ｂは、リンクカム３７の回転方向の幅が軸部７３
ｂの直径よりも僅かに大きく形成されており、軸部７３ｂが嵌入されることでリンクカム
３７とモータカム７３とを連動させる。また、リンクカム３７は、ボタンカバー４５に当
接可能で、リンクカム３７の回動位置に応じて回転中心３７ａからの距離が変化するカム
面３７ｃ（図４参照）を有している。
【００４２】
　付勢ユニット３３は、外ボタンベース３１の右側に配置されており、外ボタンベース３
１に保持されている付勢ベース３９と、ボタンカバー４５に当接する付勢アーム４１と、
付勢ばね４２と、を有している。付勢アーム４１は、左右方向に延在する回転中心４１ａ
を中心として、付勢ベース３９に対して回動自在に支持されている。また、付勢アーム４
１は、左右方向に沿って突設されたカバー当接部４１ｂ（図５参照）を有している。カバ
ー当接部４１ｂは、ボタンカバー４５に当接可能となるように、回転中心７３ａに対し所
定間隔を存して配置されている。付勢ばね４２は、付勢ベース３９に対して図５に示すＣ
方向（右側面視における反時計方向）へ回動するように、付勢アーム４１を付勢している
。
【００４３】
　ボタンカバーユニット３５は、上支持部２５の上方（外ボタンベース３１の上方）に配
置され、リンクベース３６及び付勢ベース３９によって保持されるカバーベース４３と、
ボタンカバー４５と、を有している。カバーベース４３は、底板４３ｂ（図６参照）と、
底板４３ｂの周縁から上方（Ｙ１方向とは反対方向）に向けて延設された側壁４３ｃ（図
６参照）と、を有し、上方側が開放した箱状に形成されている。底板４３ｂの略中央部に
は、Ｙ１方向に沿って貫通穴４３ａ（図６参照）が形成されており、内ボタン５０の上部
がこの貫通穴４３ａを貫通して上方へ向けて突出している。
【００４４】
　ボタンカバー４５は、左右方向に延在する回転中心４５ａを中心として、カバーベース
４３に対して回動自在（開閉自在）に支持されている。ボタンカバー４５は、図３に示す
閉じた状態（第１の態、以下、閉状態という）においてＹ１方向と交差するように配置さ
れた天板４５ｄと、天板４５ｄの左側に配置されてリンクカム３７のカム面３７ｃと当接
可能な左アーム４５ｂ（図４参照）と、天板４５ｄの右側に配置されて付勢アーム４１の
カバー当接部４１ｂと当接可能な右アーム４５ｃ（図５参照）と、を有している。天板４
５ｄは、透明な材料、例えば、透明な合成樹脂やガラス等で形成されている。
【００４５】
　左アーム４５ｂがカム面３７ｃに当接した状態において、ボタンカバー４５は、カム面
３７ｃによって図４に示すＡ方向（左側面視における反時計方向、ボタンカバー４５が開
放する方向）への回動が制限（規制）される。また、右アーム４５ｃがカバー当接部４１
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ｂに当接した状態において、ボタンカバー４５は、カバー当接部４１ｂによって図５に示
すＡ方向（右側面視における時計方向、ボタンカバー４５が開放する方向）へ回動するよ
うに押圧される。ボタンカバー４５は、閉状態において、カバーベース４３の上方側を塞
ぐように（内ボタン５０の上方側を覆うように）配置される。
【００４６】
　これにより、内ボタン５０の上部は、カバーベース４３とボタンカバー４５との間に形
成される空間内、即ち、底板４３ｂと側壁４３ｃと天板４５ｄとによって囲まれた空間内
に収容（配置）され、遊技者等による外部からの当該空間へのアクセスが制限された状態
（内ボタン５０を押圧操作できない状態、押圧不能な状態）、即ち、ボタンカバー４５に
よって内ボタン５０に対する押圧操作が禁止された状態となる。また、上述したように、
天板４５ｄが透明な材料で形成されているため、ボタンカバー４５の閉状態においては、
遊技者が天板４５ｄを介して内ボタン５０の上部を上方から視認可能となっている。
【００４７】
　なお、本実施形態において、側壁４３ｃはカバーベース４３に設けられているが、これ
に限定されない。例えば、内ボタンの上部が、カバーベースの底板と、ボタンカバーに設
けられた側壁と天板とによって囲まれた空間内に収容されるように構成されていてもよい
し、側壁の一部がカバーベースとボタンカバーの両方に設けられていてもよい。
【００４８】
　図４は、ボタンカバー４５の閉状態における演出ボタンユニット６００の左側面図、図
５は、ボタンカバー４５の閉状態における演出ボタンユニット６００の右側面図である。
図４に示すように、左アーム４５ｂが、リンクカム３７のカム面３７ｃにおける回転中心
３７ａからの距離が最も大きい位置に当接している状態では、ボタンカバー４５が閉状態
となる。
【００４９】
　ボタンカバー４５の閉状態において、ステッピングモータ７１（図３参照）を駆動させ
る信号が副制御基板１００Ｓから送信されると、モータカム７３（図３参照）が回動して
軸部７３ｂが移動し、モータカム７３の回動に連動してリンクカム３７が図４に示す初期
位置からＢ方向（左側面視における反時計方向）へ回動する。リンクカム３７が初期位置
からＢ方向へ回動する際、ボタンカバー４５は、付勢アーム４１のカバー当接部４１ｂ（
図５参照）によってＡ方向へ回動するように押圧され続けるため、カム面３７ｃと左アー
ム４５ｂとが当接し続けることとなり、これらの当接点は、カム面３７ｃに沿って回転中
心３７ａに近づく。
【００５０】
　リンクカム３７が初期位置から回動し、カム面３７ｃと左アーム４５ｂとの当接点が回
転中心３７ａに近づくにつれて、ボタンカバー４５は、閉状態から徐々にＡ方向へ回動す
る。モータカム７３が回動して軸部７３ｂが図４の軸部７３ｂ’で示す位置へ移動し、リ
ンクカム３７がＢ方向へ回動して図４のリンクカム３７’で示す動作位置へ回動すると、
ボタンカバー４５は、Ａ方向へ更に回動し、図４のボタンカバー４５’で示す開いた状態
（第２状態、以下、開状態という）となる。なお、ボタンカバー４５は、開状態において
、左アーム４５ｂとカム面３７ｃとが当接して、カム面３７ｃによって更なるＡ方向への
回動が制限されていてもよいし、左アーム４５ｂとカム面３７ｃとが離間するとともに不
図示のストッパ部に当接して、このストッパ部によって更なるＡ方向への回動が制限され
ていてもよい。
【００５１】
　本実施形態のスロットマシン１では、ボタンカバー４５の開状態においては、内ボタン
５０が上方に向けて露出して、遊技者が内ボタン５０を押圧操作可能な状態、即ち、ボタ
ンカバー４５が内ボタン５０に対する操作を禁止しない状態となる。これにより、内ボタ
ン５０が押圧操作できない状態では、遊技者の内ボタン５０への操作欲求を高めることが
でき、内ボタン５０を押圧操作可能な状態では、禁止されていた内ボタン５０への操作が
可能となることで遊技者の操作欲求を解放させることで、遊技の演出に対する興趣（遊技
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性）を向上させることが可能となる。また、このように構成された本実施形態のスロット
マシン１では、遊技者は、内ボタン５０を操作できる状態と操作できない状態との変化を
楽しむことが可能となり、遊技者の演出に対する興趣（遊技性）を向上させることができ
る。また、内ボタン５０の押圧操作が有効化された際（内ボタン５０の押圧操作に応じて
新たな演出が実行される状態となった際）にボタンカバー４５を開状態とすることにより
、遊技者は、内ボタン５０の押圧操作が有効化されている操作有効期間内であるか否かを
演出操作装置４００Ｂの形状の変化によって明確に認識することが可能となり、遊技者に
よる演出操作装置４００Ｂの操作ミスを抑制して、遊技者の演出に対する興趣を向上させ
ることができる。また、ボタンカバー４５の閉状態において、内ボタン５０が見えている
のに押圧操作できないという状況を作り出し、遊技者の内ボタン５０の押圧操作に対する
欲求を高めさせ、その後にボタンカバー４５を開状態として遊技者の押圧操作に対する欲
求を解放させることで、遊技者の演出に対する興趣の向上を図ることができる。
【００５２】
　また、本実施形態において、駆動部７０及びリンクユニット３２は、制限状態と解除状
態とに切り換え可能な開閉制限機構（開閉禁止機構）７０Ｋを構成する。制限状態は、ボ
タンカバー４５が内ボタン５０に対する操作を制限（禁止）する開閉制限機構７０Ｋの状
態であり、具体的には、ボタンカバー４５が閉状態で、モータカム７３及びリンクカム３
７がボタンカバー４５の回動を制限する回動位置に位置している状態（図４の実線で示す
状態）である。また、解除状態は、ボタンカバー４５が内ボタン５０に対する操作を禁止
しない開閉制限機構７０Ｋの状態であり、具体的には、モータカム７３及びリンクカム３
７がボタンカバー４５の回動を制限しない回動位置に位置している状態（図４の２点鎖線
で示す状態）である。ボタンカバー４５は、所定の条件を満たすと、即ち、ステッピング
モータ７１が駆動してモータカム７３及びリンクカム３７が回動し、開閉制限機構７０Ｋ
が制限状態から解除状態へ切り換わると、内ボタン５０の押圧操作を禁止する状態から内
ボタン５０の操作を禁止しない状態に切り換わる。
【００５３】
　ステッピングモータ７１が駆動してモータカム７３及びリンクカム３７が更にＢ方向へ
回動すると、左アーム４５ｂがカム面３７ｃによって押圧され、ボタンカバー４５は、Ａ
方向とは反対方向へ回動して、再び閉状態となる。なお、モータカム７３及びリンクカム
３７がＢ方向とは反対方向へ回動するようにステッピングモータ７１を駆動させて、ボタ
ンカバー４５を開状態から閉状態へ回動させるように構成されていてもよい。
【００５４】
　［外ボタンの押圧方向に沿った移動に係る構成］
　次に、図６及び図７を参照して、外ボタン３０の押圧方向に沿った移動に係る構成につ
いて説明をする。上述したように、外ボタンベース３１は、Ｙ１方向に沿って外ボタン案
内部２２ａに案内されながら、下支持部２２と中支持部２３との間で移動可能に保持され
るとともに、外ボタンばね６１によってＹ１方向とは反対方向（上方）へ向けて付勢され
ている。
【００５５】
　外ボタン３０は、遊技者に押圧操作されていない状態（非操作状態）では、図６に示す
初期位置に位置している。外ボタン３０が初期位置に位置している状態では、外ボタンベ
ース３１の上面３１ｃが、中支持部２３の下面２３ａに当接して、外ボタン３０のＹ１方
向とは反対方向への移動が制限されている。
【００５６】
　外ボタン３０は、閉状態で遊技者に押圧操作されることによって、初期位置から、外ボ
タン検出センサ６２に検出される位置、即ち、外ボタン検出センサ６２の光軸を遮光する
検出位置へＹ１方向に移動（変位）する。外ボタン３０は、遊技者の押圧操作によってＹ
１方向に更に移動（変位）して、初期位置からの移動距離が外ボタン３０の可動範囲（ス
トローク範囲）の長さである距離ｈ１に達すると、図７に示すように、外ボタンベース３
１が下支持部（当接部）２２に当接して、外ボタン３０の更なるＹ１方向への移動が制限
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される押下位置（操作位置、最大押下位置）となる。外ボタン３０が押下位置に位置して
いる状態で、外ボタン３０の天板４５ｄは、内ボタン５０とＹ１方向に離間している。こ
れにより、外ボタン３０が押圧操作された際に、外ボタン３０を介して内ボタン５０が押
圧操作されてしまうことを防止している。
【００５７】
　外ボタン３０が押圧操作されてＹ１方向へ移動すると、移動量の増大に伴って外ボタン
ばね６１のたわみ量が増大する。このため、外ボタン３０のＹ１方向の操作負荷（操作力
）は、図６に示す外ボタン３０の初期位置で最小となり、図７に示す外ボタン３０の押下
位置で最大となるように、外ボタン３０のＹ１方向への移動量に対して一次的に変化する
。
【００５８】
　また、ボタンカバー４５の閉状態において、上述したリンクカム３７のリンク溝３７ｂ
（図４参照）は、Ｙ１方向の長さが軸部７３ｂ（図４参照）の直径よりも距離ｈ１以上大
きく形成されており、ボタンカバー４５の閉状態において外ボタン３０が押圧操作された
際に、リンク溝３７ｂが軸部７３ｂに沿ってＹ１方向へ移動可能となっている。これによ
り、ボタンカバー４５の閉状態において外ボタン３０が押圧操作された際に、軸部７３ｂ
に押されてリンクカム３７が回動してしまうことを防止している。
【００５９】
　［内ボタンの詳細及び内ボタンの押圧方向に沿った移動に係る構成］
　次に、図６、図８乃至図１０を参照して、内ボタン５０の詳細及び内ボタン５０の押圧
方向に沿った移動に係る構成について説明をする。図６に示すように、演出ボタンユニッ
ト６００は、上述した内ボタン５０と、下支持部２２に対しＹ１方向に沿って移動可能な
第１スライダ６７と、下支持部２２に保持されて内ボタン５０が押圧操作（移動操作）さ
れる際の操作負荷（操作力）を変化させる負荷機構（手応え付与手段）９０と、を有して
いる。
【００６０】
　内ボタン５０は、上支持部２５に対してＹ１方向に沿って移動可能な内ボタン上ユニッ
ト５１と、中支持部２３と上支持部２５との間に配置されて、中支持部２３によってＹ１
方向に沿って移動可能に支持されている第２スライダ５５と、を有する。内ボタン上ユニ
ット５１は、上支持部２５に対してＹ１方向に沿って移動可能に支持された内ボタンベー
ス５３と、内ボタンベース５３に一体的に取り付けられている内ボタン本体５２と、を有
している。内ボタンベース５３は、内ボタン本体５２の下方に配置されており、発光基板
６５からの光を上方に向けて通過させる開口５３ａと、内ボタン５０が移動する際に内ボ
タン検出センサ６３の光軸を遮光可能な遮光部５３ｂと、上支持部２５に対してＹ１方向
とは反対方向に当接可能な被制限面５３ｃ（図３、図９（ａ）参照）と、を有している。
【００６１】
　内ボタン本体５２は、内ボタン５０が遊技者によって押圧操作される際に遊技者の指が
当接する部材であり、上面５２ａが凹面状となるように透光性の高い材料で形成されてい
る。これにより、内ボタンベース５３の開口５３ａを通過した発光基板６５からの光を遊
技者に視認させることが可能となっている。
【００６２】
　負荷機構９０は、第１スライダ６７を下支持部２２に対してＹ１方向とは反対方向へ付
勢するスライダばね９１と、第１スライダ６７が下支持部２２に対してＹ１方向に沿って
移動する際に第１スライダ６７に対して抵抗力を付与する抵抗ばね９２（図９（ａ）参照
）と、を有している。例えば、スライダばね９１は、巻き中心がＹ１方向に沿うように配
置されたコイルばねである。スライダばね９１は、Ｙ１方向に視て、スライダばね９１の
巻き中心と、内ボタン本体５２の上面５２ａと、が重なるように配置されていることが望
ましい。
【００６３】
　第１スライダ６７の上面６７ａは、第２スライダ５５の当接面（下面）５５ｂとＹ１方
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向とは反対方向に当接し、第２スライダ５５の上面５５ａは、内ボタンベース５３の下面
５３ｄとＹ１方向とは反対方向に当接する。内ボタン５０は、遊技者に押圧操作されてい
ない状態では、図６に示す初期位置に位置している。内ボタン５０が初期位置に位置して
いる状態では、内ボタン５０の被制限面５３ｃが上支持部２５に当接して、内ボタン５０
のＹ１方向とは反対方向への移動が制限されている。このように、内ボタン上ユニット５
１、第２スライダ５５及び第１スライダ６７は、Ｙ１方向に互いに当接した状態でＹ１方
向に移動可能に支持されており、遊技者の押圧操作によってＹ１方向に沿って一体的に移
動可能となっている。
【００６４】
　内ボタン上ユニット５１及び第２スライダ５５からなる内ボタン５０は、遊技者に押圧
操作されると、初期位置から、内ボタン検出センサ６３に検出される位置、即ち、内ボタ
ン検出センサ６３の光軸を遮光する検出位置へ、Ｙ１方向に移動（変位）する。内ボタン
５０が、遊技者の押圧操作によってＹ１方向に更に移動（変位）して、初期位置からの移
動距離（操作量）が内ボタン５０の可動範囲（ストローク範囲）の長さである距離ｈ２に
達すると、図８に示すように、第２スライダ５５の当接面５５ｂが下支持部２２の上面２
２ｄに当接して、内ボタン５０の更なるＹ１方向への移動が制限される押下位置（操作位
置、最大押下位置、内ボタン５０の移動範囲における最大移動位置）となる。
【００６５】
　図９（ａ）、図９（ｂ）、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は、それぞれ演出ボタンユニ
ット６００を正面から視た断面図であり、それぞれ内ボタン５０の位置が異なる（外ボタ
ン３０、中支持部２３及び上支持部２５は図示を省略）。具体的には、図９（ａ）は、内
ボタン５０が初期位置に位置している状態、図９（ｂ）は、内ボタン５０が初期位置と押
下位置との間の第１位置に位置している状態、図１０（ａ）は、内ボタン５０が第１位置
よりもＹ１方向下流の第２位置に位置している状態、図１０（ｂ）は、内ボタン５０が押
下位置に位置している状態を示している。
【００６６】
　抵抗ばね９２は、第１スライダ６７の左右両側に一対設けられている。抵抗ばね９２は
、正面視において、スライダばね９１の巻き中心に対して左右対称に配置されていること
が望ましい。内ボタン５０が初期位置に位置している状態において、抵抗ばね９２は、上
端が下支持部２２に保持されるとともにＹ１方向に沿って形成されたばね本体９２ａと、
ばね本体９２ａの下端から第１スライダ６７側（内側）に向かってＹ１方向と交差する方
向、例えば、Ｙ１方向に対して８５°～９５°となる方向に沿って形成された係止部９２
ｂと、係止部９２ｂの先端（内側端）から外側に向けて下降する傾斜部９２ｃと、を有し
て、板状に形成されている。係止部９２ｂ（の上面）は、ばね本体９２ａ（Ｙ１方向）と
直交する方向に沿って形成されていることが望ましい。抵抗ばね９２は、例えば、弾性を
有する薄い金属板の曲げ加工によって形成されている。
【００６７】
　第１スライダ６７は、ばね本体９２ａよりも内側に配置されて係止部９２ｂに対してＹ
１方向とは反対方向に対向する被係止面６７ｂと、被係止面６７ｂの外縁から内側に向か
って上昇する傾斜面６７ｃと、を有している。図９（ａ）に示すように、内ボタン５０が
初期位置に位置する状態において、係止部９２ｂと被係止面６７ｂとは、Ｙ１方向に離間
している。被係止面６７ｂは、Ｙ１方向に対して８５°～９５°となる方向、具体的には
、Ｙ１方向と直交する方向（係止部９２ｂと平行な方向）に沿って形成されていることが
望ましい。
【００６８】
　図９（ｂ）は、内ボタン５０が遊技者の押圧操作によってＹ１方向に移動し、内ボタン
５０が第１位置（中間押下位置）に位置する状態、即ち、係止部９２ｂと被係止面６７ｂ
とがＹ１方向に当接した状態である。また、図１０（ａ）は、内ボタン５０が遊技者の押
圧操作によって更にＹ１方向に移動し、内ボタン５０が第２位置に位置する状態、即ち、
一方の係止部９２ｂの内側端と他方の係止部９２ｂの内側端との間隔が被係止面６７ｂの
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最大幅（左右方向幅）となるように抵抗ばね９２が弾性変形した状態である。内ボタン５
０が押圧操作されて初期位置からＹ１方向に移動する際、抵抗ばね９２は、内ボタン５０
が第１位置から第２位置までに位置する範囲（所定範囲）において、内ボタン５０の操作
負荷の増減率（内ボタン５０の移動量に対する操作力の変化量）を変化させて、手応えを
付与する。具体的には、内ボタン５０が押圧操作されて初期位置からＹ１方向に移動する
際、抵抗ばね９２は、内ボタン５０が第１位置から第２位置までに位置する範囲において
、係止部９２ｂが第１スライダ６７の被係止面６７ｂに引掛かることで、第１スライダ６
７に対してＹ１方向とは反対方向の抵抗力（手応え）を付与する。
【００６９】
　内ボタン５０が押圧操作されると、移動量の増大に伴ってスライダばね９１のたわみ量
が増大する。このため、内ボタン５０のＹ１方向の操作負荷（操作力）は、内ボタン５０
が図９（ａ）に示す初期位置から図９（ｂ）に示す第１位置に位置する状態まで徐々に増
大し、内ボタン５０が第１位置と第２位置との間の所定位置（最大負荷位置）に位置する
状態で最大となり、内ボタン５０が当該所定位置から図１０（ａ）に示す第２位置に達す
るまでの間に急激に減少し、内ボタン５０が第２位置から図１０（ｂ）に示す押下位置に
達するまで再び徐々に増大するように、変化する。
【００７０】
　一般に、遊技機のボタンは、ボタンをコイルばね等で押圧方向とは反対方向へ押圧する
構成となっている。このようなボタンは、ボタンの操作量に対して操作力が一次的に変化
するために操作感が単調となり、このようなボタンの操作に応じて演出が実行される場合
、遊技者の演出に対する興趣を十分に向上させることが難しい。
【００７１】
　本実施形態のスロットマシン１では、負荷機構９０が内ボタン５０の移動範囲における
位置に応じて内ボタン５０の操作負荷を変化させることで、操作感を単調でないものにす
るとともに、内ボタン５０の押圧操作に適度な手応え（押心地）を付与することが可能と
なっている。これにより、遊技者が内ボタン５０を押圧操作する際に操作感の変化を楽し
むことができるとともに、心地よい手応え（操作感）を得ることが可能となり、演出に対
する興趣（遊技性）の向上を図ることができる。
【００７２】
　また、本実施形態のスロットマシン１では、内ボタン本体５２の上面５２ａは、凹面状
となっている（図６参照）。これにより、負荷機構９０によって内ボタン５０の操作負荷
が増大した場合であっても、遊技者の指が受ける力を分散させて、遊技者が心地よい操作
感を得ることが可能となる。
【００７３】
　また、負荷機構９０は、第１スライダ６７に対する一方側と他方側とに設けられた複数
の抵抗ばね９２によって第１スライダ６７を挟むように構成されているので、一枚の抵抗
ばね等によって第１スライダに対して抵抗力を付与する場合に比べて抵抗力の安定化を図
るとともに、第１スライダの傾きを抑制することが可能となる。
【００７４】
　また、抵抗ばね９２のばね本体９２ａは、内ボタン５０が初期位置に位置している状態
で、第１スライダ６７の移動方向であるＹ１方向に沿って形成されている。これにより、
例えば、ばね本体９２ａがＹ１方向に対して傾斜するように形成されている場合と比較し
て、内ボタン５０が押圧操作された際にばね本体９２ａの先端側が外側（第１スライダ６
７とは反対側）へ逃げにくくなり、内ボタン５０の押圧操作の際により大きな抵抗力を付
与することが可能となる。また、係止部９２ｂがばね本体９２ａと直交する方向に沿って
形成され、かつ被係止面６７ｂが係止部９２ｂと平行となるように形成されている場合、
内ボタン５０の押圧操作の際に更に、抵抗ばね９２の大きさや板厚に比べて大きな抵抗力
を付与することが可能となる。
【００７５】
　また、内ボタン検出センサ６３は、内ボタン５０が押圧操作される際、第１位置よりも
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Ｙ１方向下流の位置で内ボタン５０（の移動）を検出する。より具体的には、内ボタン検
出センサ６３は、内ボタン５０が押圧操作される際、第２位置と押下位置の間の検出位置
で内ボタン５０を検出する。これにより、内ボタン５０が押圧操作される際、操作負荷が
最大となる前に内ボタン５０の移動が検出されてしまうことを防止し、遊技者が操作感と
演出等が変化するタイミングとのズレによる違和感を抑制することが可能となる。また、
本実施形態において、最大負荷位置は、初期位置よりも検出位置に近い位置となるように
構成されている。これにより、内ボタン５０が最大負荷位置を越えてすぐに内ボタン５０
の移動が検出されるようにすることが可能となり、遊技者が操作感と演出等が変化するタ
イミングとのズレによる違和感を抑制することが可能となる。なお、最大負荷位置は、検
出位置よりも初期位置に近い位置となるように構成されていてもよい。このように構成さ
れることで、遊技者が内ボタン５０を最大負荷位置まで押圧操作した際に、内ボタン５０
を操作位置まで押圧操作したと遊技者が誤認してしまうことを防ぐことが可能となる。
【００７６】
　内ボタン５０が押下位置に位置している状態で、遊技者による押圧操作が終了すると、
第１スライダ６７及び第２スライダ５５を介して内ボタン５０がスライダばね９１によっ
てＹ１方向とは反対方向に押圧され、傾斜部９２ｃに当接する傾斜面６７ｃによって押圧
操作の際よりも小さい力で抵抗ばね９２が弾性変形し、内ボタン５０が初期位置へ戻る。
【００７７】
　このように、本実施形態のスロットマシン１では、被係止面６７ｂ及び係止部９２ｂが
形成されている方向（図９（ａ）の左右方向）と内ボタン５０の押圧方向（Ｙ１方向）と
が成す角度（例えば、９０°）よりも、傾斜面６７ｃ及び傾斜部９２ｃが形成されている
方向と内ボタン５０の押圧方向とが成す角度（例えば、４５°）の方が小さくなっている
。これにより、抵抗ばね９２が内ボタン５０を移動させる際に付与する抵抗力は、押圧操
作の際よりも内ボタン５０が押下位置から初期位置へ戻る際の方が小さくすることができ
、内ボタン５０を確実に初期位置へ戻すことが可能となる。
【００７８】
　［演出ボタンユニットの振動に係る構成］
　次に、図６乃至図８を参照して、演出ボタンユニットの振動に係る構成について説明を
する。振動装置８０の可動部８２は、Ｙ１方向と交差（直交）する第１面８２ａと、第１
面８２ａからＹ１方向とは反対方向に向けて突設された突設部８２ｂと、を有しており、
突設部８２ｂの上端には、第１面８２ａと平行かつ距離を存して配置された第２面８２ｃ
が形成されている。下支持部２２は、第１面８２ａに対向する支持部対向面２２ｃを有し
ている。外ボタンベース３１は、第１面８２ａに対向する外ボタン対向面３１ｄを有して
いる。第２スライダ５５は、第２面８２ｃに対向する第２スライダ対向面５５ｃを有して
いる。
【００７９】
　第１面８２ａと支持部対向面２２ｃとのＹ１方向の距離を距離ａ、第１面８２ａと外ボ
タン対向面３１ｄとのＹ１方向の距離を距離ｂ、第２面８２ｃと第２スライダ対向面５５
ｃとのＹ１方向の距離を距離ｃとすると、図６に示すように、外ボタン３０及び内ボタン
５０が初期位置に位置している状態では、距離ａ＜距離ｂ、かつ距離ａ＜距離ｃとなって
いる。即ち、外ボタン３０及び内ボタン５０が初期位置に位置している状態では、振動装
置８０は、外ボタン３０及び内ボタン５０とＹ１方向に離間している。これにより、外ボ
タン３０及び内ボタン５０が初期位置に位置している状態では、振動装置８０が作動した
際、可動部８２は、外ボタンベース３１及び第２スライダ５５のいずれとも当接せず、下
支持部２２にＹ１方向に当接（衝突）して、支持部２０をＹ１方向に押圧することが可能
となっている。
【００８０】
　また、図７に示すように、外ボタン３０が押下位置かつ内ボタン５０が初期位置に位置
している状態では、距離ｂ＜距離ａ、かつ距離ｂ＜距離ｃとなっている。これにより、外
ボタン３０が押下位置かつ内ボタン５０が初期位置に位置している状態では、振動装置８
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０が作動した際、可動部８２は、下支持部２２及び第２スライダ５５のいずれとも当接せ
ず、外ボタンベース３１にＹ１方向に当接（衝突）して、外ボタン３０をＹ１方向に押圧
することが可能となっている。
【００８１】
　また、図８に示すように、外ボタン３０が初期位置かつ内ボタン５０が押下位置に位置
している状態では、距離ｃ＜距離ａ、かつ距離ｃ＜距離ｂとなっている。これにより、外
ボタン３０が初期位置かつ内ボタン５０が押下位置に位置している状態では、振動装置８
０が作動した際、可動部８２は、下支持部２２及び外ボタンベース３１のいずれとも当接
せず、第２スライダ５５にＹ１方向に当接（衝突）して、第２スライダ５５を介して内ボ
タン５０を押圧することが可能となっている。
【００８２】
　このように、本実施形態のスロットマシン１では、外ボタン３０及び内ボタン５０の押
圧方向であるＹ１方向に沿って移動する可動部８２によって、外ボタン３０及び内ボタン
５０に対しＹ１方向に沿った方向の力を伝えるので、振動モータ等を使用する場合と比較
して、外ボタン３０及び内ボタン５０に対しより強い力を伝えることができ、遊技者の演
出に対する興趣の向上を図ることができる。
【００８３】
　また、外ボタン３０及び内ボタン５０の位置に応じて振動装置８０が当接する部位が変
化するため、一つの振動装置８０によって複数の対象を振動させることができる。これに
より、それぞれの対象毎に振動装置等を設ける場合と比較してコストアップや装置の大型
化の抑制を図ることができる。
【００８４】
　また、外ボタン３０や内ボタン５０に振動装置８０を直接設ける必要がないので、振動
等の対象となる外ボタン３０や内ボタン５０の慣性質量を抑制し、振動装置８０の小型化
や消費電力の抑制を図ることができる。なお、本実施形態では、振動子であるＶＣＭの可
動体８２が操作部である外ボタン３０及び内ボタン５０に当接して振動させるように構成
されているが、これに限定されない。操作位置に位置している操作部が振動装置に当接し
て振動するように構成されていればよく、例えば、操作位置に位置している操作部が、振
動子を支持する支持部材に当接して振動装置の振動が伝達されるように構成されていても
よい。
【００８５】
　［本実施形態のまとめ］
　本実施形態に係る遊技機（１，１０１）は、操作されることにより移動可能な操作部（
５０）と、
　前記操作部（５０）の移動範囲における所定の位置で前記操作部（５０）の移動を検出
する検出手段（６３）と、
　前記操作部（５０）が移動する際の操作負荷を変化させる負荷手段（９０）と、を備え
た遊技機（１，１０１）であって、
　前記操作部（５０）は、非操作状態の位置である初期位置から、移動が検出される検出
位置へ移動可能であり、
　前記負荷手段（９０）は、前記初期位置から前記検出位置までの所定の位置で操作負荷
が最大となるように、前記操作部（５０）の操作負荷を変化させる、ことを特徴とする。
【００８６】
　これにより、内ボタン５０を押圧操作する際、遊技者が心地よい手応え（操作感）を得
ることができ、遊技性の向上を図ることができる。
【００８７】
　また、前記負荷手段（９０）は、前記操作部（５０）の操作負荷が最大となる最大負荷
位置が、前記初期位置よりも前記検出位置に近い位置となるように、前記操作部（５０）
の操作負荷を変化させる、ことを特徴とする。
【００８８】
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　これにより、遊技者によって内ボタン５０が押圧操作される際、遊技者が操作感と演出
等が変化するタイミングとのズレによる違和感を抑制することが可能となり、遊技性の向
上を図ることができる。
【００８９】
　なお、本実施形態において、ボタンカバー４５の天板４５ｄは、透明な材料で形成され
ており、ボタンカバー４５が閉状態でも遊技者が内ボタン５０を視認可能となっているが
、これに限定されない。ボタンカバーの天板は不透明な材料で形成されていてもよいし、
透明な材料で形成されて表面を不透明な塗料で塗装されていてもよいし、透明な材料で形
成されて表面に不透明なラベル等が貼り付けられていてもよい。このような場合、通常時
に遊技者が視認できないボタンカバーの内部のボタン等を所定の契機で見えるようにする
ことで、遊技者の演出に対する興趣の向上を図ることが可能となる。また、天板が不透明
な材料で形成されて、天板に閉状態で遊技者が内ボタンを操作できない大きさの開口が形
成されていてもよい。
【００９０】
　また、本実施形態において、ボタンカバー４５は、カバーベース４３に対して回転中心
４５ａを中心に回動自在に支持されているが、これに限定されない。ボタンカバーは、内
ボタンの操作を禁止する第１の状態と、内ボタンの操作を禁止しない第２の状態と、に切
り換え可能であればよく、例えば、ボタンカバーは、スライドするシャッタ―であっても
よいし、独立して動作可能な複数の部品から構成されていてもよい。また、例えば、ボタ
ンカバー４５の回動を制限可能なロック部材と、ボタンカバー４５の回動を制限する第１
位置と制限しない第２位置との間でロック部材を移動させる移動手段（モータ等）と、を
備え、ロック部材が第２位置に位置している状態で、遊技者の開放操作によってボタンカ
バーが閉状態から開状態へ回動可能となるように構成されていてもよい。
【００９１】
　また、本実施形態において、内ボタン５０は、ボタンカバー４５が閉状態である際に押
圧操作できないように（押圧不能に）構成されているが、これに限定されない。ボタンカ
バーは、開状態において少なくとも閉状態よりも内ボタンを押圧操作しやすくなっていれ
ばよく、閉状態においてボタンカバーとボタンベースとの間に隙間が形成されていてもよ
い。
【００９２】
　また、本実施形態において、演出操作装置４００Ｂは、初期位置よりもＹ１方向下流の
第１位置で内ボタン５０の操作負荷が最大となるように構成されているが、これに限定さ
れない。演出操作装置は、第１位置よりも下流の第２位置の方がボタンの操作負荷が小さ
くなるように構成されていればよく、例えば、内ボタン５０が初期位置に位置している状
態で、抵抗ばね９２の係止部９２ｂと第１スライダ６７の被係止面６７ｂとが当接するよ
うに、即ち、初期位置である第１位置で内ボタンの操作負荷が最大となるように構成され
ていてもよいし、抵抗ばね９２が第１スライダ６７に引掛からなくなる第２位置で第２ス
ライダ５５の当接面５５ｂが下支持部２２に当接するように、即ち、第２位置が押下位置
（最大押下位置）となるように構成されていてもよいし、第１位置が初期位置よりも押下
位置に近い位置となるように構成されていてもよいし、第１位置が初期位置と押下位置と
の中央位置となるように構成されていてもよい。
【００９３】
　また、本実施形態において、演出操作装置４００Ｂは、スライダばね９１と抵抗ばね９
２とを有する負荷機構９０によって内ボタン５０の操作負荷を変化させているが、これに
限定されない。演出操作装置は、ボタンの操作負荷を、第１位置よりも下流の第２位置の
方が小さくなるように変化させる手応え付与手段を有していればよい。例えば、演出操作
装置は、ボタンの押圧操作で弾性変形することによってボタンが通過不能な状態と通過可
能な状態とが切り換え可能な、スライダばね９１とは異なる形状の部材を有していてもよ
く、本実施形態の負荷機構９０以外の多様な構成や形状が考えられる。
【００９４】
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　また、本実施形態において、演出操作装置は、振動装置８０の可動部８２の移動方向と
、外ボタン３０及び内ボタン５０の押圧方向（操作方向）と、が同じ方向となっているが
、これに限定されない。振動装置等の可動ユニットは、操作部が移動操作されることによ
って、操作部を押圧可能な状態となるように構成されていればよく、可動部の移動方向が
ボタンの押圧方向と異なるように構成されていてもよい。
【００９５】
　また、本実施形態において、振動装置８０は、第１の操作手段及び第２の操作手段とし
ての外ボタン３０及び内ボタン５０を押圧可能に構成されているが、これに限定されない
。振動装置等の可動ユニットは、遊技者による移動操作により移動可能な操作部を押圧可
能に構成されていればよい。また、第１の操作手段や第２の操作手段は、自動車のステア
リングハンドルを模した操作部であってもよいし、手で扱う武器を模した操作部であって
もよいし、傾動操作が可能なレバー等であってもよいし、回転操作が可能な操作部であっ
てもよいし、他の部分に設けられたスイッチ等であってもよく、ボタン以外の多様な構成
に適用可能である。
【００９６】
　＜第２の実施形態＞
　第１の実施形態では、演出操作装置４００Ｂを備えた遊技機として、スロットマシン１
の説明を行ったが、これに限らず、演出操作装置４００Ｂは、スロットマシン以外の遊技
機、例えばパチンコ機に設けられていてもよい。以下、第２の実施形態として、演出操作
装置４００Ｂを備えるパチンコ機１０１について説明をする。
【００９７】
　［遊技機の構成の概要］
　図１１は、第２の実施形態に係る遊技機であるパチンコ機１０１の斜視図であり、図１
２は、第２実施形態に係るパチンコ機１０１の正面図である。図１１及び図１２に示すよ
うに、パチンコ機１０１は、略矩形状に組まれた四辺によって囲繞空間が形成される外枠
２と、外枠２にヒンジ機構によって開閉可能に取り付けられた中枠４と、中枠４にヒンジ
機構によって開閉可能に取り付けられた前枠６と、を備えている。中枠４の後方側には、
スロットマシン１の電源が投入されている状態と切断されている状態とを切り換える主電
源スイッチを内蔵し、各部品に電力を供給する電源ユニット（不図示）が設けられている
。また、中枠４には、施錠装置（不図示）が設けられている。前枠６及び中枠４が外枠２
に対して閉じた状態では、前枠６及び中枠４は、制限状態の施錠装置によって開閉が制限
された状態となる。施錠装置に対する作業者のキー操作によって施錠装置が前枠６及び中
枠４の開閉の制限を解除した状態になると、前枠６及び中枠４は、外枠２に対して開閉可
能な状態となる。前枠６及び中枠４が外枠２に対して開いた状態では、パチンコ機１０１
の内部や、前枠６及び中枠４の後方側、及びパチンコ機１０１の後方に配置されている遊
技場の設備（島設備）にアクセス可能となる。なお、電源ユニットは、前枠の後方側やパ
チンコ機１０１の内部に設けられていてもよい。
【００９８】
　中枠４は、外枠２と同様に、略矩形状に組まれた四辺によって囲繞空間が形成されてい
る。パチンコ機１０１では、中枠４の囲繞空間に遊技盤５３０（図１３参照）を保持して
いる。また、前枠６には、板面を平行にして前後方向に並べられたガラス製又は樹脂製の
透明板４７１，４７２（図１４参照）を有するガラスユニット４７０が保持されている。
そして、パチンコ機１０１では、中枠４及び前枠６を外枠２に対して閉じると、遊技盤５
３０の表面である遊技盤面５３１（図１３参照）とガラスユニット４７０とが所定の間隔
を維持して略平行に対面するとともに、パチンコ機１０１の正面側から、ガラスユニット
４７０を介して遊技盤５３０が視認可能となる。
【００９９】
　前枠６の下部には、パチンコ機１０１の正面側に突出する操作ハンドル４９０が設けら
れている。操作ハンドル４９０には、遊技者によって回転操作可能な発射操作レバー４９
１が設けられており、遊技者が発射操作レバー４９１を回転させて発射操作を行うと、発
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射操作レバー４９１の回転角度に応じた強度で、不図示の発射機構によって遊技価値とし
ての遊技球が発射される。このようにして発射された遊技球は、遊技盤５３０に設けられ
たレール５３２，５３３間を上昇して遊技領域５４０（図１３参照）に導かれることにな
る。
【０１００】
　図１３は、本実施形態に係る遊技盤５３０の正面図である。図１３に示すように、遊技
領域５４０は、遊技盤５３０とガラスユニット４７０との間隔に形成される空間であって
、遊技球が流下又は転動可能な領域である。遊技盤５３０には、多数の釘や風車が設けら
れており、遊技領域５４０に導かれた遊技球が釘や風車に衝突して、不規則な方向に流下
、転動するようにしている。また、遊技盤５３０の後方側には、ＣＰＵ、ＲＯＭ（情報記
憶媒体の一例）、ＲＡＭ、ＲＡＭクリアスイッチ等を搭載し、パチンコ機１０１の動作を
制御する主制御基板２００Ｍ、音量調整スイッチやＲＡＭクリアスイッチ等を搭載し、後
述する演出装置を制御する副制御基板１００Ｓ等が、パチンコ機１０１の後方側に露出す
るように配置されている。なお、制御基板は、前枠６や中枠４の後方側や内部に設けられ
ていてもよい。
【０１０１】
　遊技領域５４０は、発射機構の発射強度に応じて遊技球の進入度合いを互いに異にする
第１遊技領域５４０Ｌ及び第２遊技領域５４０Ｒを備えている。第１遊技領域５４０Ｌは
、パチンコ機１０１に正対した遊技者から見て遊技領域５４０の左側に位置し、第２遊技
領域５４０Ｒは、パチンコ機１０１に正対した遊技者から見て遊技領域５４０の右側に位
置している。パチンコ機１０１では、レール５３３が遊技領域５４０の左側の上部で途切
れていることから、発射機構によって所定の強度未満の発射強度で発射された遊技球が第
１遊技領域５４０Ｌに進入し、所定の強度以上の発射強度で発射された遊技球が第２遊技
領域５４０Ｒに進入することになる。
【０１０２】
　また、遊技領域５４０には、遊技球が入球可能な第１始動口５５１、第２始動口５５２
、複数の第１一般入賞口５５８、第２一般入賞口５５９、が設けられており、詳細には、
第１遊技領域５４０Ｌに進入した遊技球は、第１始動口５５１、複数の第１一般入賞口５
５８に入球可能であり、第２遊技領域５４０Ｒに進入した遊技球は、第２始動口５５２、
第２一般入賞口５５９に入球可能とあるように構成されている。第１始動口５５１、第２
始動口５５２、第１一般入賞口５５８、第２一般入賞口５５９のそれぞれに遊技球が入球
すると、それぞれに設定された所定の賞球が遊技者に払い出される。なお、パチンコ機１
０１において、賞球数は、１個以上であれば何個でもよく、また、第１始動口５５１、第
２始動口５５２、第１一般入賞口５５８、第２一般入賞口５５９のそれぞれで払い出す賞
球数を異ならせてもよいし、同じ賞球数に設定してもよい。パチンコ機１０１では、第１
始動口５５１に遊技球が入球して払い出す賞球数を、第２始動口５５２に遊技球が入球し
て払い出す賞球数よりも少なく設定することも可能である。
【０１０３】
　本実施形態のパチンコ機１０１では、第１始動口５５１内に第１始動領域が設けられ、
第２始動口５５２内に第２始動領域が設けられている。そして、パチンコ機１０１では、
第１始動口５５１又は第２始動口５５２に遊技球が入球して第１始動領域又は第２始動領
域に遊技球が進入すると、生成した乱数を用いて予め設けられた複数の特別図柄の中から
いずれか１つの特別図柄を決定するための内部抽選が行われる。各特別図柄には、遊技者
にとって有利な特別遊技状態としての大当り遊技の実行可否や、以後の遊技状態をどのよ
うな遊技状態にするかといった種々の特典（遊技利益）が対応付けられている。したがっ
て、遊技者は、第１始動口５５１又は第２始動口５５２に遊技球が入球すると、所定の賞
球を獲得するのと同時に、種々の特典を受ける権利獲得の抽選の機会を獲得することとな
る。
【０１０４】
　また、第２始動口５５２には、可動片５５２ａが開閉可能に設けられており、可動片５
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５２ａの状態に応じて、第２始動口５５２への遊技球の進入容易性が変化するように構成
されている。具体的には、可動片５５２ａが閉状態にあるときには、第２始動口５５２へ
の遊技球の入球が不可能となり、可動片５５２ａが開き、遊技球の直径よりも開いた状態
にあるときには、第２始動口５５２への遊技球の入球が可能となっている。
【０１０５】
　パチンコ機１０１では、第２遊技領域５４０Ｒに設けられたゲート５５３内の進入領域
を遊技球が通過すると、普通図柄の抽選が行われ、抽選によって当たりに当選すると、可
動片５５２ａが所定時間、開状態に制御される。可動片５５２ａが開状態に制御されるこ
とで、本実施形態のパチンコ機１０１では、可動片５５２ａが遊技球を第２始動口５５２
に導く受け皿として機能し、第２始動口５５２への遊技球の入球が容易となる。なお、パ
チンコ機１０１は、可動片５５２ａが閉状態にあるときに、第２始動口５５２への遊技球
の入球が不可能となるように構成されているが、第２始動口５５２が閉状態にある場合に
も一定の頻度で遊技球が入球可能となるように構成されていてもよい。
【０１０６】
　なお、第２遊技領域５４０Ｒの上部には、ワープ導入口５５６及びワープ排出口５５７
が設けられており、第２遊技領域５４０Ｒに進入した遊技球のうち、右側を流下する遊技
球はワープ導入口５５６から遊技盤５３０の背面側を通過してワープ排出口５５７に導か
れ、再度、ゲート５５３の上部で第２遊技領域５４０Ｒに戻される。
【０１０７】
　第２遊技領域５４０Ｒの下方側には、遊技球が入球可能な大入賞口５６５を有する大入
賞口装置５６０が設けられている。大入賞口装置５６０には、開閉扉５６１が大入賞口５
６５を開閉可能となるように設けられており、通常、開閉扉５６１が大入賞口５６５を閉
鎖して、大入賞口５６５への遊技球の入球が不可能となっている。これに対して、パチン
コ機１０１では、大当り遊技が実行されると、開閉扉５６１が開放されて、大入賞口５６
５への遊技球の入球が可能となる。なお、大入賞口装置５６０には、開閉扉５６１の開閉
と連動して上下に回動する回動部材５６２が設けられており、開閉扉５６１が開放された
際に回動部材５６２が上方に回動して、上方から流下してくる遊技球を受け止めて大入賞
口５６５に導き易くなる入賞補助を行うように構成されている。
【０１０８】
　そして、大入賞口５６５に遊技球が入球すると、大入賞口検出センサ５６７により遊技
球の通過が検出され、所定の賞球が遊技者に払い出される。そして、大入賞口５６５に入
球した遊技球は、パチンコ機１０１では、下方側に配置された第２連通孔５６９を通過し
て大入賞口装置５６０の背面側から外部に排出される。
【０１０９】
　また、第２始動口５５２及び大入賞口５６５に入球しなかった遊技球は、大入賞口装置
５６０をそのまま通過して、第２一般入賞口５５９の上方に導かれ、第２一般入賞口５５
９に入賞するか、或いはそのまま下方に流下する。なお、第２一般入賞口５５９は、例え
ば賞球を１個に設定し、第１遊技領域５４０Ｌを狙って遊技球を発射すべき状態で入賞を
検出した際に、第１遊技領域５４０Ｌを狙うべき旨（つまり左打ちの推奨）を報知するよ
うに構成しておくことが可能である。
【０１１０】
　そして、遊技領域５４０の最下部には、第１一般入賞口５５８、第１始動口５５１、第
２始動口５５２、大入賞口５６５、第２一般入賞口５５９、のいずれにも入球しなかった
遊技球を、遊技領域５４０から遊技盤５３０の背面側に排出する排出口５５５が設けられ
ている。
【０１１１】
　また、図１１乃至図１３に示すように、パチンコ機１０１には、遊技の進行中等に演出
を行う演出装置として、液晶表示装置等からなる演出表示装置４００、演出役物装置４１
０、さまざまな点灯態様や発光色に制御されるランプからなる演出照明装置４２０、スピ
ーカからなる楽曲出力装置４３０、遊技者の演出に関する操作を受け付ける演出操作装置
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４００Ｂが設けられている。
【０１１２】
　演出表示装置４００は、遊技盤５３０の略中央部分において、パチンコ機１０１の正面
側から視認可能な位置に動画や静止画（以下、画像ともいう）を表示する画像表示部４０
０ａを備えている。演出表示装置４００は、図１３に示すように、画像表示部４００ａに
左側、中央、右側にそれぞれ配置された演出図柄４０１Ｌ、４０１Ｃ，４０１Ｒが変動表
示され、演出図柄４０１Ｌ、４０１Ｃ，４０１Ｒの停止表示態様によって大当り抽選結果
が遊技者に報知される変動演出が実行されることとなる。
【０１１３】
　演出役物装置４１０は、演出表示装置４００の画像表示部４００ａよりも前方に配置さ
れ、通常、画像表示部４００ａの表示を邪魔しないように縮退しているが、演出図柄４０
１Ｌ、４０１Ｃ，４０１Ｒの変動表示中等に、画像表示部４００ａの前方に進出するよう
に移動する等して、遊技者に大当たりの期待感を付与するものである。
【０１１４】
　図１１乃至図１３に示すように、演出照明装置４２０は、例えば光源としてのＬＥＤや
ＬＥＤから照射される光を拡散するレンズ等を有して構成され、前枠６、演出役物装置４
１０、遊技盤５３０等に設けられており、演出表示装置４００に表示される画像等に合わ
せて、さまざまに点灯制御される。
【０１１５】
　図１１に示すように、楽曲出力装置４３０は、前枠６の上部位置や外枠２の最下部位置
に設けられた、いわゆるスピーカであって、演出表示装置４００に表示される画像等に合
わせて、パチンコ機１０１の正面側に向けてさまざまな楽曲を出力する。なお、楽曲とは
、楽音、噪音、音声、擬音等、音に関するすべての概念を含む。
【０１１６】
　演出操作装置４００Ｂは、パチンコ機１０１の幅方向（左右方向）略中央位置であって
、かつ、ガラスユニット４７０よりも下方位置に設けられている。演出操作装置４００Ｂ
は、演出表示装置４００に表示される画像等に合わせて有効化され、操作有効期間内に遊
技者の操作を受け付けると、当該操作に応じて、演出表示装置４００、演出役物装置４１
０、演出照明装置４２０、楽曲出力装置４３０等を用いたさまざまな演出が実行される。
【０１１７】
　また、演出操作装置４００Ｂの後方には、パチンコ機１０１から払い出される賞球や、
遊技球貸出装置から貸し出される遊技球が導かれる上皿４８１が設けられ、上皿４８１の
下方に下皿４８２が設けられている。パチンコ機１０１では、上皿４８１が遊技球で一杯
になると、上皿４８１に進入できない遊技球が下皿４８２に導かれることとなる。また、
下皿４８２の底面には、下皿４８２から遊技球を排出するための球抜き孔（不図示）が形
成されている。球抜き孔は、通常、開閉板（不図示）によって閉じられているが、球抜き
ボタン４８３を押下操作することにより、上記開閉板がスライド移動する等して球抜き孔
が開放され、球抜き孔から下皿４８２の下方に遊技球を排出することが可能となっている
。
【０１１８】
　［意匠部材の詳細］
　また、本実施形態のパチンコ機１０１では、図１１、図１２および図１４に示すように
、前枠６の上部に、左右方向に長尺な略方形箱状の意匠部材８５０が設けられている。ま
た、意匠部材８５０は、左右方向の長さが前枠６の左右方向の長さの半分以上となってい
る。また、意匠部材８５０は、その前面が、遊技領域５４０（図１３参照）およびガラス
ユニット４７０よりも前方に位置するよう、前方に突出して配置されている。
【０１１９】
　意匠部材８５０は、その内部に設けられた照明用のＬＥＤ基板（図示せず）と、これを
覆う外装部材８５１とを備えており、外装部材８５１の内側に、ＬＥＤ基板を収納するス
ペースＳが確保されている。また、外装部材８５１の意匠部材８５０前面を構成する部分
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には機種名等を表すロゴが付されており、内部に設けられたＬＥＤ基板によってロゴが光
るようになっている。なお、意匠部材８５０の内側のスペースＳにスピーカ等が設けられ
ていてもよい。
【０１２０】
　意匠部材８５０の下面８５２は、前側部分が最も下方に位置している。また、当該前側
部分は、水平面に略平行な平面８５３となっている。また、意匠部材８５０の下面８５２
は、平面８５３の後端より後ろ側が、水平面に対して傾斜した傾斜面８５４となっている
。そして、意匠部材８５０の下面８５２は、後側部分（傾斜面８５４部分）が、後方に向
かうにつれて上方に向かう形状となっている。すなわち、意匠部材８５０は、後側部分よ
りも前側部分が下方に突出しており、突出部８５６が形成されている。また、意匠部材８
５０の下面８５２（傾斜面８５４）の後端は、ガラスユニット４７０に当接または近接し
ている。
【０１２１】
　なお、意匠部材８５０の下面８５２の後端の形状は、外レール（外側のレール）５３２
（図１３参照）の形状に沿って形成されていてもよい。すなわち、下面８５２の後端が、
正面から視た場合に上側に凸となるように湾曲した形状となっていてもよい。また、これ
に合わせて下面８５２（傾斜面８５４）の形状が上側に向けてくぼんだすり鉢状となって
いてもよい。
【０１２２】
　図１４は、図１２のＥ－Ｅ断面における要部の概略図であり、遊技領域５４０（図１３
参照）の上端（頂部：外レール５３２の上端、図１３参照）を通る上下方向および前後方
向に平行な面で切った断面を示すものである。図１４に示す断面は、内レール（内側のレ
ール）５３４（図１３参照）の上端（頂部）および意匠部材８５０の下面８５２の後端の
上端（頂部）も通っている。
【０１２３】
　意匠部材８５０の下面８５２の後端は、遊技領域５４０の上端に対応する部分（遊技領
域５４０上端の前方部分）において、遊技領域５４０の上端よりも下方に位置している。
換言すると、意匠部材８５０の下面８５２の後端は、外レール５３２と内レール５３４と
の間に形成される遊技球通路８４０の上面８４０ａ（外レールの内面５３２ａ）の上端よ
りも下方に位置している。また、意匠部材８５０の下面８５２の後端は、遊技球通路８４
０の下面８４０ｂ（内レール５３４の内面５３４ａ）の上端よりも上方に位置している。
また、意匠部材８５０の下面８５２の後端は、遊技領域５４０の上端に位置した状態の遊
技球Ｔ（遊技球通路８４０の上面８４０ａの上端に接した状態の遊技球）の下端よりも上
方に位置している。より具体的には、当該状態の遊技球Ｔの上下方向における中心（図１
４に一点鎖線Ｆで図示）よりも上方に位置している。
【０１２４】
　また、突出部８５６は、遊技領域５４０の上端に位置した状態の遊技球Ｔの中心よりも
下方に突出している。換言すると、突出部８５６の下端（平面８５３）は、当該状態の遊
技球Ｔの中心よりも下方に位置している。より具体的には、突出部８５６の下端は、当該
状態の遊技球Ｔの下端よりも下方に位置している。また、突出部８５６は、遊技球通路８
４０の下面８４０ｂの上端よりも下方に位置している。
【０１２５】
　以上から明らかなように、意匠部材８５０は、前後方向（遊技盤５３０およびガラスユ
ニット４７０に垂直な方向）において、遊技領域５４０の上端に位置した状態の遊技球Ｔ
と重なり合うようになっており、正面視において、当該状態の遊技球Ｔ全体を覆うように
なっている。また、意匠部材８５０は、下面８５２の後端における遊技領域５４０の上端
に対応する部分（遊技領域５４０上端の前方部分）が、前後方向（遊技盤５３０およびガ
ラスユニット４７０に垂直な方向）において（正面視において）、遊技領域５４０の上端
に位置した状態の遊技球Ｔの少なくとも下半分と重ならないようになっており、当該状態
の遊技球Ｔの少なくとも下半分を覆わないようになっている。また、下面８５２の後側部
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分は、傾斜面８５４となっている。このため、遊技球が遊技領域５４０の上端に位置する
場合であっても、遊技領域５４０を転がる遊技球を遊技者が容易に視認できるようになっ
ている。
【０１２６】
　ここで、所定の位置、具体的には遊技者のアイポイントからは、遊技者が顔を上下左右
に動かすことなく当該状態の遊技球の少なくとも下半分が見えるようになっていることが
好ましい。遊技者のアイポイントとは、遊技場に設置されている椅子に座って遊技をする
ときの遊技者の目の位置を意味する。具体的には、例えば、前後方向におけるガラスユニ
ット４７０と遊技者の目との距離が５０～９０ｃｍ未満の場合に、遊技者が顔を上下左右
に動かすことなく当該状態の遊技球の少なくとも一部（下半分）を視認することができる
ようになっているとよい。換言すると、ガラスユニット４７０からの距離が５０～９０ｃ
ｍ未満である所定点から遊技領域５４０の上端に位置する遊技球Ｔ（遊技球Ｔの中心より
も下側の部分）までの直線上に意匠部材８５０がかからないようになっているとよい。
【符号の説明】
【０１２７】
１　　　遊技機（スロットマシン）
５０　　操作部（内ボタン）
６３　　検出手段（内ボタン検知センサ）
９０　　負荷手段（負荷機構）
１０１　遊技機（パチンコ機）

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

