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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機に装着され、その遊技機での待機状態を含む遊技状態に応じて、回転軸線周りで
の回転操作に基づく回転検出と、その回転軸線と交差する押圧方向への押圧移動操作に基
づく変位検出とが可能とされたジョグダイアル式の遊技機用操作スイッチであって、
　前記回転軸線を有するとともにケース体の壁部に保持された回転軸と一体化された形態
にて、人為的な操作により前記回転軸線周りでの回転と前記押圧方向への押圧移動とが可
能とされた操作部材と、
　前記回転軸の一端部側に配置され、前記操作部材の回転軸線周りでの回転操作に基づく
前記回転軸の回転を検出する回転検出手段と、
　前記回転軸の他端部側に配置され、前記操作部材の押圧方向への押圧移動に基づく前記
回転軸の片持ち状の傾斜変位を検出する移動検出手段と、
　前記回転軸の一端部側において、前記回転軸線と同軸状態に連結され、前記回転軸の前
記回転軸線周りで回転する回転中継部材と、
　前記回転軸の他端部側において、前記回転軸の外周面と前記移動検出手段との間に配置
され、前記回転軸の片持ち状の傾斜変位を受けることにより、所定の変位方向へ移動する
移動中継部材と、を備え、
　前記移動検出手段は、前記片持ち状の傾斜変位を検出するための接触移動部を有し、
　前記ケース体には、前記移動中継部材を前記変位方向に沿って移動案内するための案内
部が形成され、
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　前記操作部材が前記回転軸線周りで回転操作されたとき、前記操作部材と一体化された
前記回転軸の回転が、前記回転中継部材を介して前記回転検出手段で検出される一方、
　前記操作部材が前記押圧方向へ押圧移動操作されたとき、前記移動中継部材は、前記回
転軸の外周面と前記移動検出手段の接触移動部とに常時接触した状態にて、前記案内部に
沿って前記変位方向に移動し、前記操作部材の移動によって発生する前記回転軸の傾斜変
位が、前記移動中継部材の変位方向への移動を介して前記移動検出手段で検出されること
を特徴とする遊技機用操作スイッチ。
【請求項２】
　前記回転軸の一端部と、それに連結される前記回転中継部材の他端部とには前記回転軸
線方向に係合する係合部が形成され、
　前記操作部材の前記押圧方向への押圧移動に伴って、前記回転軸は前記係合部を中心と
し他端部が傾くように傾斜変位する請求項１に記載の遊技機用操作スイッチ。
【請求項３】
　前記係合部は、前記回転軸の一端部が前記回転軸線方向に突出する係合凸部と、前記回
転中継部材の他端部が前記係合凸部を収容する筒状の係合凹部とで構成され、
　かつ、それら係合凸部と係合凹部とは断面多角形の相似形状に形成されている請求項２
に記載の遊技機用操作スイッチ。
【請求項４】
　前記移動検出手段は、前記移動中継部材を挟んで前記回転軸とは反対側において、前記
ケース体に固定された配線基板に実装されるとともに、
　その配線基板には、前記操作部材を照射するための発光手段が実装されている請求項１
ないし３のいずれか１項に記載の遊技機用操作スイッチ。
【請求項５】
　前記操作部材は前記回転軸線を有する円柱状又は円筒状に形成されるとともに、少なく
とも表面部は柔軟性素材にて構成され、
　さらに前記操作部材の外周面には滑り止め用の凹凸が形成されている請求項１ないし４
のいずれか１項に記載の遊技機用操作スイッチ。
【請求項６】
　前記回転検出手段は、前記回転軸の回転を検出するための検出軸を有し、
　前記回転中継部材の一端部は前記検出軸が挿入される筒状部に形成され、さらにその筒
状部は、外側に配置された環状のブシュを介し前記ケース体の壁部に支持されている
請求項１ないし５のいずれか１項に記載の遊技機用操作スイッチ。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の遊技機用操作スイッチが、待機状態を含む遊
技状態に応じて実行される人為的な操作により、前記操作部材の前記回転軸線周りでの回
転可能かつ前記押圧方向への押圧移動可能な形態にて、装着されることを特徴とする遊技
機。
【請求項８】
　前記操作部材の人為的な操作に基づく消費カロリーを演算する演算部と、
　その演算部で演算された消費カロリーを表示する表示部と、を備え、
　遊技状態において実行された前記操作部材の操作量を、カロリー消費量の形で遊技者に
報知可能である請求項７に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機用操作スイッチとその操作スイッチを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パチンコ機、アレパチ機等の弾球遊技機やスロットマシン、パチスロ機等の
回胴式遊技機を含む種々の遊技機では、遊技領域に設ける液晶表示部（可変表示手段）や
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機枠（台枠）に設けるランプ、ＬＥＤ等の発光部（発光手段）を用いた表示演出、あるい
は機枠（台枠）に設けるスピーカー（音声・音響出力手段）を用いた効果音・合成音声等
の音演出によって、遊技者の興趣を高め遊技が単調になるのを防ぐ工夫がなされている。
さらに近年では、遊技機側（すなわち遊技店側）から遊技者側に一方的に提供されるこれ
らの演出機能に加え、例えば遊技者の操作に基づき演出表示パターンを選択したり変更し
たりすることによって遊技環境に変化をもたらすことができるように、プレイヤー参加型
の演出機能を備えるものも登場している（非特許文献１，２参照）。
【０００３】
　一方、「島」と呼ばれる遊技機群において、遊技履歴（稼動）データを遊技者に報知す
るために、各遊技機の上方に表示装置が設置され、これらの表示装置におけるデータ表示
モードの選択・切換用としていわゆるジョグダイアル式の操作スイッチを用いることが開
示されている（特許文献１参照）。特許文献１のようなジョグダイアル式の操作スイッチ
では、例えば表示パネルに配置されたホイール（操作部材）の水平方向の回転軸線周りで
の回転操作に基づく回転検出と、回転軸線に直交する前後方向への押圧移動操作に基づく
変位検出とが可能であり、携帯電話器等の携帯端末器やビデオデッキ等の録画・再生機器
にも広く使用されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】特許庁監修「平成１８年度標準技術集　遊技機及びその関連技術」“第
１部パチンコ　４－３－５－１　入力装置”（２００７年３月１４日特許庁ホームページ
にて公表）
【非特許文献２】特許庁監修「平成１８年度標準技術集　遊技機及びその関連技術」“第
２部パチスロ　２－３－４－３　プレイヤー参加型”（同上）
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４１２９７６９号公報（図５，図６）
【０００６】
　ところで、遊技機本体に装着されるプレイヤー参加型の操作スイッチは、遊技中には長
時間にわたって（場合によっては待機中であっても）頻繁に操作されるものであり、さら
に操作部材を回し続けたり、叩き続けたりする過酷な使用態様にも晒される。これに対し
て、特許文献１の操作スイッチにおいては、遊技機を選定したり遊技戦略を立てるために
、通常では遊技前に行われるデータ収集作業での使用が想定され、操作部材の回転操作や
移動（押圧）操作をロータリエンコーダやタクトスイッチによって直接検出している。そ
のため、操作部材の回転と移動（押圧）とが順次又は同時に操作される場合には、一方又
は両方が円滑に作動しなくなる（正確な検知ができなくなる）おそれがある。また、長時
間の連続操作、とりわけ操作部材を回し続けたり、叩き続けたりすると誤作動や故障が発
生しやすくなり、操作時の耐久性が問題となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、操作部材の回転と移動とが順次又は同時に操作されても円滑に作動し
、操作部材が長時間にわたり連続操作されても誤作動や故障を発生しにくく、操作時の耐
久性に優れた遊技機用操作スイッチとそれを備えた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の遊技機用操作スイッチは、
　遊技機に装着され、その遊技機での待機状態を含む遊技状態に応じて、（例えば左右水
平方向に配置された）回転軸線周りでの回転操作に基づく回転検出と、その回転軸線と交
差する押圧方向（例えば回転軸線と直交する上下鉛直方向）への押圧移動操作に基づく変
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位検出とが可能とされたジョグダイアル式の遊技機用操作スイッチであって、
　前記回転軸線を有するとともにケース体の壁部に（例えば前記押圧方向への微小移動可
能に、かつ回転軸線方向の一端側（左側）又は両端側で）保持された回転軸と一体化され
た形態にて、人為的な操作により前記回転軸線周りでの回転と前記押圧方向への押圧移動
とが可能とされた操作部材と、
　前記回転軸の一端部側（例えば左側）に配置され、前記操作部材の回転軸線周りでの回
転操作に基づく前記回転軸の回転を検出する回転検出手段と、
　前記回転軸の他端部側（例えば右側）に配置され、前記操作部材の押圧方向への押圧移
動に基づく前記回転軸の片持ち状の傾斜変位を検出する移動検出手段と、
　前記回転軸の一端部側において、前記回転軸線と同軸状態に（例えば相対摺動させて）
連結され、前記回転軸の前記回転軸線周りで回転する回転中継部材と、
　前記回転軸の他端部側において、前記回転軸の外周面と前記移動検出手段との間に配置
され、前記回転軸の片持ち状の傾斜変位を受けることにより、所定の変位方向へ移動する
移動中継部材と、を備え、
　前記移動検出手段は、前記片持ち状の傾斜変位を検出するための接触移動部を有し、
　前記ケース体には、前記移動中継部材を前記変位方向に沿って移動案内するための案内
部が形成され、
　前記操作部材が前記回転軸線周りで回転操作されたとき、前記操作部材と一体化された
前記回転軸の回転が、前記回転中継部材を介して前記回転検出手段で検出される一方、
　前記操作部材が前記押圧方向へ押圧移動操作されたとき、前記移動中継部材は、前記回
転軸の外周面と前記移動検出手段の接触移動部とに常時接触した状態にて、前記案内部に
沿って前記変位方向に移動し、前記操作部材の移動によって発生する前記回転軸の傾斜変
位が、前記移動中継部材の変位方向への移動を介して前記移動検出手段で検出されること
を特徴とする。
【０００９】
　このように、回転軸の一端部側において、操作部材（例えばホイール形状）の回転軸と
回転検出手段（例えばロータリエンコーダ）との間に回転中継部材（例えば連結軸）を介
在させるとともに、操作部材の回転軸と移動検出手段（例えばタクトスイッチ）との間に
移動中継部材（例えば中間軸）を介在させている。回転中継部材によって、操作部材の押
圧操作の際に打撃力等が回転検出手段に伝わりにくくなり、移動中継部材によって、操作
部材の回転操作の際に回転軸の芯ぶれが移動検出手段に伝わりにくくなる。したがって、
回転軸の回転と、回転軸の傾斜変位とが順次又は同時に操作される場合であっても、いず
れの操作に対しても円滑に作動することができるから、回転検出手段及び移動検出手段に
よる正確な検知が可能となる。また、操作部材の長時間にわたる連続操作、とりわけ操作
部材を回し続けたり、叩き続けたりしても誤作動や故障を発生しにくく、操作時の耐久性
が向上する（丈夫で長寿命となる）。
【００１０】
　回転検出手段として、次のような角度センサを用いることができる。
（１）非接触センサ：ロータリエンコーダ，フォトセンサ，レーザセンサ，近接スイッチ
等；
（２）接触センサ：ポテンショメータ，マイクロスイッチ等。
また、移動検出手段には、タクトスイッチ、リミットスイッチ等の接触式の変位センサを
用いることができる。なお、移動中継部材には必要に応じて、圧縮コイルばね等の付勢部
材（戻しばね）を設ける。タクトスイッチには自身にリターン機能が備わっているので不
要である。
【００１１】
　回転軸の一端部と、それに連結される回転中継部材の他端部とには回転軸線方向に係合
する係合部が形成され、
　操作部材の押圧方向への押圧移動に伴って、回転軸は係合部を中心とし他端部が傾くよ
うに傾斜変位することができる。
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【００１２】
　このような係合部を形成することによって、ユニバーサルジョイントのような連結機構
を用いなくてもすむ。つまり、構造が簡素となって安価であり、組立が容易となって工数
を削減することができるから、製造コストを低減することができる。
【００１３】
　具体的には、係合部は、回転軸の一端部が回転軸線方向に突出する係合凸部と、回転中
継部材の他端部が係合凸部を収容する筒状の係合凹部とで構成され、
　かつ、それら係合凸部と係合凹部とを断面多角形の相似形状に形成することが望ましい
。
【００１４】
　このように、係合凸部と係合凹部とを断面多角形（例えば六角形）の相似形状に形成す
ることによって、回転軸と回転中継部材との連結が容易となりかつ安定する。また、操作
部材と一体の回転軸側が凸のため、脱落や芯ずれが一層発生しにくい。
【００１５】
　さらに、回転検出手段は、回転軸の回転を検出するための検出軸を有し、回転中継部材
の一端部を検出軸が挿入される筒状部に形成し、さらにその筒状部を、外側に配置された
環状のブシュを介しケース体の壁部に支持してもよい。
【００１６】
　このように、操作部材の押圧方向への押圧移動操作に伴い回転軸が傾斜しても、回転中
継部材（筒状部）がケース体の壁部に支持されている。したがって、回転軸の傾斜変位は
、係合部（係合凸部及び係合凹部）で吸収され、回転中継部材及びブシュは押圧方向へ移
動しないから、検出軸へ伝達されず、検出軸（回転検出手段）の検出精度は低下しない。
一方、操作部材の回転軸線周りでの回転操作の際に回転軸の芯ぶれがあっても検出軸（回
転検出手段）に伝わりにくい。
【００１７】
　例えば、検出軸にはＤカット部、すなわち検出軸の先端から回転軸線方向に沿って回転
軸線と平行な平坦面を形成する。一方、回転中継部材にはＤ型の筒状部、すなわち回転中
継部材の一端から回転軸線方向に沿って筒状部を形成する際、その筒状部の内面に回転軸
線と平行な平坦面を形成する。なお、回転軸や回転中継部材（連結軸）を、強度特に衝撃
強度の大きい高分子材料（例えばポリカーボネート樹脂（ＰＣ）等の合成樹脂）にて構成
し、ブシュや移動中継部材（中間軸）を、耐摩耗性や滑り性に優れた高分子材料（例えば
ポリアセタール樹脂（ＰＯＭ）等の合成樹脂）にて構成し、ケース体を、剛性や衝撃強度
の大きい高分子材料（例えばＡＢＳ樹脂等の合成樹脂）にて構成することができる。
【００１９】
　これによって、操作部材の押圧方向が一定方向でなくても（まちまちであっても）、移
動中継部材は案内部によって方向修正され、一定の変位方向に移動して接触移動部を押圧
する。しかも、回転軸の外周面と接触移動部とに常時接触することによって、二段階の操
作感覚を生じない。
【００２０】
　移動検出手段は、移動中継部材を挟んで回転軸とは反対側において、ケース体に固定さ
れた配線基板に実装されるとともに、
　その配線基板には、操作部材を照射するための発光手段を実装することができる。
【００２１】
　これによって、操作部材の回転操作時や押圧操作時に発光手段（例えばＬＥＤ）の発光
態様を変化させて演出効果を高めることができる。また、電気系統の構成を簡素化し、部
品点数やコストの削減を図ることができる。
【００２２】
　この場合、発光手段（ＬＥＤ）の光軸が移動中継部材の変位方向と平行となるように、
配線基板は前後方向に水平状態又は斜め傾斜状態にてケース体に固定される。なお操作部
材を透光性材料で構成すれば、操作部材を透過したさせ発光手段からの光を遊技者は直接
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視認することができる。
【００２３】
　操作部材は回転軸線を有する円柱状又は円筒状に形成されるとともに、少なくとも表面
部は柔軟性素材にて構成され、
　さらに操作部材の外周面には滑り止め用の凹凸を形成することができる。
【００２４】
　このように、操作部材の外周面に滑り止め用の凹凸を形成することによって、柔らかい
感触で操作性が向上し、遊技者は痛みや疲れを感じにくくなり、破損もしにくくなる。例
えば、回転軸と硬質ホイールとを樹脂一体成形し、ゴム等の軟質板材製の表層部をカバー
部として、空洞部を形成しつつ貼り付けることができる。
【００２５】
　そこで、上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、
　以上のような遊技機用操作スイッチが、待機状態を含む遊技状態に応じて実行される人
為的な操作により、前記操作部材の前記回転軸線周りでの回転可能かつ前記回転軸線方向
への移動可能な形態にて、装着されることを特徴とする。
【００２６】
　このように、操作部材の回転操作と操作部材の移動操作とのいずれに対しても円滑に作
動でき、操作部材が長時間にわたり連続操作されても誤作動や故障を発生しにくく、耐久
性に優れた操作スイッチを備えることにより、遊技機の信頼性をさらに高めることができ
る。
【００２７】
　操作部材の人為的な操作に基づく消費カロリーを演算する演算部と、
　その演算部で演算された消費カロリーを表示する表示部と、を備え、
　遊技状態において実行された操作部材の操作量を、カロリー消費量の形で遊技者に報知
可能とすることができる。
【００２８】
　このように、操作部材の操作量をカロリー表示することによって、遊技者に対して新た
な興趣を喚起することができる。
【００２９】
　なお、本発明の遊技機には、（１）パチンコ機等の弾球遊技機、（２）スロットマシン
やパチスロ機等の回胴式遊技機、（３）ポーカーゲーム機、雀球遊技機等の各種ゲーム機
、等が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に係る操作スイッチを備えたパチンコ機を例示する斜視図。
【図２】本発明に係る操作スイッチの一例を示す全体斜視図。
【図３】図２の操作スイッチの分解斜視図。
【図４】図２の操作スイッチの主要部を説明する斜視図、平面図、正面図、Ａ－Ａ断面図
及びＢ－Ｂ断面図。
【図５】ジョグダイアルの回転操作を説明する平面図、Ｃ－Ｃ断面図及びＤ－Ｄ断面図。
【図６】ジョグダイアルの押圧操作を説明する平面図、Ｃ’－Ｃ’断面図及びＤ’－Ｄ’
断面図。
【図７】移動検出基板の配置変形例を示す平面図及びＤ”－Ｄ”断面図。
【図８】操作部材の変形例を示す斜視図、正面図及びＥ－Ｅ断面図。
【図９】操作スイッチを備えたパチンコ機の変形使用例を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
（実施例）
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は本発明に係る遊技機用
操作スイッチ（以下、単に操作スイッチともいう）を備えたパチンコ機を例示する斜視図
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である。図１に示すように、パチンコ機１（遊技機）には遊技盤２が設けられ、前面側（
遊技者に対面する側）の盤面に遊技領域２ａが形成されている。遊技盤２（遊技領域２ａ
）のほぼ中央には液晶表示部３（表示部）が搭載され、その周辺には大入賞口（アタッカ
ー）、電動チューリップ（電チュー）にて構成される始動口をはじめとする役物や、障害
釘、風車等（いずれも図示せず）が配置されている。
【００３２】
　遊技盤２は内枠４に固定され、内枠４は正面視左側にてヒンジ４ａにより外枠５に対し
て回動開閉可能に支持されている。また、遊技盤２は手前側（遊技者側）に位置するガラ
ス板（図示せず）で覆われ、ガラス板は前面枠６（ガラス枠）に固定され、前面枠６はヒ
ンジ（図示せず）により内枠４に対して回動開閉可能に支持されている。なお、内枠４は
前面枠６の背面側に、外枠５は内枠４の背面側に、それぞれ全体がほぼ重なり合った状態
で配置されている。さらに、前面枠６の下部には、発射用の遊技球を貯留しておくための
球受皿７が前方側に膨出する形で左右方向に延設され、前面枠６の右側下端部には、球受
皿７から供給された遊技球を遊技領域２ａに発射するための発射ハンドル８が前方側に突
出形成されている。
【００３３】
　上記液晶表示部３では、パチンコ機１が遊技状態（発射ハンドル８により遊技球が遊技
領域２ａに発射されている状態）であるか、待機状態（遊技球が発射されていない状態）
であるかにかかわらず、種々の演出表示が可能である。そして、球受皿７の中央前端部に
は、例えば、液晶表示部３の表示画面におけるナビゲーション表示（告知表示）に従って
遊技者が操作することにより、複数の演出表示パターン（モード）の中から特定のパター
ンを選択したり決定したりすることのできる操作スイッチ１００が設置されている。
【００３４】
　なお、本明細書において、上下方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で遊技球が流下する方
向（例えば、鉛直方向）を意味する。また、左右方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で上下
方向と交差する方向（例えば、水平方向）を意味し、遊技者側からみて左側、右側をいう
。さらに、前後方向とは遊技盤２と交差（例えば、直交）する方向を意味し、遊技者に対
面する側（手前側）が前面側（前方側）であり、その反対側（奥側）が後面側（後方側）
となる。
【００３５】
　図２は本発明に係る操作スイッチの一例を示す全体斜視図、図３はその分解斜視図、図
４は主要部を説明する斜視図、平面図、正面図、Ａ－Ａ断面図及びＢ－Ｂ断面図である。
図２及び図３に示すように、操作スイッチ１００は、左右水平方向に配置された回転軸線
Ｏを有し、遊技者による回転軸線Ｏ周りでの回転操作と、回転軸線Ｏと交差する押圧方向
（例えば回転軸線Ｏと直交する上下鉛直方向）への押圧移動操作とが可能な、いわゆるジ
ョグダイアル式に構成されている。
【００３６】
　この操作スイッチ１００は、遊技者の操作により回転軸１１の回転軸線Ｏ周りでの回転
（図５（ｃ）参照）と押圧方向への押圧移動（図６（ｃ）参照）とが可能とされた操作部
材１０と、回転軸１１の回転軸線Ｏ周りでの回転を検出するための検出軸３１を有するロ
ータリエンコーダ３０（回転検出手段）と、回転軸１１の押圧方向への押圧移動を検出す
るための接触移動部５１を有するタクトスイッチ５０（移動検出手段）と、回転軸１１の
回転軸線Ｏ周りでの回転を検出軸３１に伝達する連結軸２０（回転中継部材）と、回転軸
１１の片持ち状の傾斜変位を接触移動部５１に伝達する中間軸４０（移動中継部材）とを
備えている。これらの構成部材１０，２０，３０，４０，５０はＡＢＳ樹脂製のケース体
６０及び蓋体６８に収納され、操作部材１０のみが、蓋体６８の開口部６９から外部に露
出している。
【００３７】
　操作部材１０と回転軸１１とはポリカーボネート樹脂（ＰＣ）等の合成樹脂にて一体成
形されている。操作部材１０は回転軸線Ｏを有する円柱状に形成され、硬質でホイール形
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状の本体部１０ａと、空洞部１０ｂを形成しつつ円環状に覆う表層部１０ｃとを有する（
図５（ｂ）参照）。このうち回転軸１１と一体成形されるのは本体部１０ａであり、表層
部１０ｃはゴム等の柔軟性素材にて構成され、感触を柔らかくすることで操作性の向上を
図っている。回転軸１１は、ケース体６０の右中間壁６１において、上向きに開口する切
欠６１ａに沿って押圧方向への微小移動可能に、かつ回転軸Ｏ方向の左側（一端側）で片
持ち状に保持されている（図５（ｂ）参照）。
【００３８】
　また、連結軸２０もポリカーボネート樹脂（ＰＣ）等の合成樹脂にて構成されている。
連結軸２０は、回転軸１１の左側（一端部側）において、回転軸１１と検出軸３１とを回
転軸線Ｏと同軸状態にて相対摺動させて連結している。これによって、回転軸１１の回転
軸線Ｏ周りでの回転を検出軸３１に伝達する。
【００３９】
　図４に示すように、回転軸１１の左端部（一端部）は回転軸線Ｏ方向に突出する係合凸
部１２（係合部）に構成されている。他方、連結軸２０の右端部（他端部）は、係合凸部
１２を収容する筒状の係合凹部２１（係合部）に構成されている。そして、これらの係合
凸部１２と係合凹部２１とは断面多角形（例えば正六角形）の相似形状に形成されている
（図４（ｄ））。さらに、係合凸部１２は、先端側ほど（言い換えれば操作部材１０から
遠ざかるにつれて）断面積が縮小する角錐台状（例えば正六角錐台状）に形成されている
（図５（ｃ）参照）。このように、係合凸部１２と係合凹部２１とを断面多角形の相似形
状に形成することによって、回転軸１１と連結軸２０との連結が容易となりかつ安定する
。また、操作部材１０と一体成形された回転軸１１側に係合凸部１２が形成されているの
で、回転軸１１と連結軸２０との脱落や芯ずれが発生しにくい。しかも、操作部材１０の
押圧方向への押圧移動（図６（ｃ）参照）に伴って、回転軸１１は、係合凹部２１に挿入
された、左端部の角錐台状の係合凸部１２を中心とし右端部が傾くように傾斜変位する（
図６（ｂ）参照）。
【００４０】
　図２及び図３に戻り、ロータリエンコーダ３０は回転検出基板３３に実装され、回転検
出基板３３は回転軸１１の左側（一端部側）に位置するケース体６０のレール壁６３に立
ち姿勢で保持されている。連結軸２０の左端部（一端部）は筒状部２２に形成され、ロー
タリエンコーダ３０の検出軸３１が挿入される。
【００４１】
　具体的には、図４（ｅ）に示すように、検出軸３１には、Ｄカット部３２、すなわち検
出軸３１の先端から回転軸線Ｏ方向に沿って回転軸線Ｏと平行な平坦面が形成されている
。一方、連結軸２０には、Ｄ型の筒状部２２、すなわち連結軸２０の一端から回転軸線Ｏ
方向に沿って筒状部２２を形成する際、その筒状部２２の内面に回転軸線Ｏと平行な平坦
面２２ａが形成されている。
【００４２】
　再び図２及び図３に戻り、連結軸２０の筒状部２２は、外側に配置された環状のブシュ
２３を介し、右中間壁６１とレール壁６３との中間に位置する左中間壁６２の上向きに開
口する切欠６２ａに支持されている。ブシュ２３はポリアセタール樹脂（ＰＯＭ）等の合
成樹脂にて構成され、蓋体６８の内面により押圧保持されている（図５（ｃ）参照）。こ
のように、操作部材１０の押圧方向への押圧移動操作に伴い、回転軸１１が傾斜しても、
回転軸１１の傾斜変位は、係合凸部１２及び係合凹部２１で吸収され、連結軸２０（筒状
部２２）及びブシュ２３は押圧方向へ移動しないから、検出軸３１へ伝達されず、検出軸
３１（ロータリエンコーダ３０）の検出精度は低下しない。また、操作部材１０の回転軸
線Ｏ周りでの回転操作の際に回転軸１１の芯ぶれがあっても検出軸３１（ロータリエンコ
ーダ３０）に伝わりにくい。
【００４３】
　タクトスイッチ５０は、回転軸１１の右側（他端部側）下方に配置され、接触移動部５
１が操作部材１０の押圧方向への押圧移動に基づく回転軸１１の片持ち状の傾斜変位を検
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出する。中間軸４０は、回転軸１１の右側（他端部側）において、回転軸１１の外周面（
下面）とタクトスイッチ５０の接触移動部５１との間に配置されている。中間軸４０は、
回転軸１１の片持ち状の傾斜変位を受けることにより、所定の変位方向へ移動して接触移
動部５１に伝達する。
【００４４】
　具体的には、ケース体６０の右側壁６４から内側に向かって、中間軸４０を変位方向に
沿って移動案内するための案内部６５が膨出形成されている。案内部６５には案内孔６５
ａが上下方向に貫通形成され、中間軸４０は回転軸１１の外周面とタクトスイッチ５０の
接触移動部５１とに常時接触した状態にて、案内孔６５ａ内を昇降移動する。案内部６５
（案内孔６５ａ）によって、操作部材１０の押圧方向が一定方向でなくても（まちまちで
あっても）、中間軸４０は案内部６５によって方向修正され、一定の変位方向に移動して
接触移動部５１を押圧する。しかも、回転軸１１の外周面と接触移動部５１とに常時接触
することによって、二段階の操作感覚を生じない。
【００４５】
　さらに、タクトスイッチ５０は、中間軸４０を挟んで回転軸１１とは反対側に位置し、
ケース体６０に固定された移動検出基板５３（発光基板；配線基板）に実装されている。
また、移動検出基板５３には、操作部材１０を照射するための複数（例えば２個）のＬＥ
Ｄ５２（発光手段）が実装され、操作部材１０は透光性材料にて構成されている。なお、
中間軸４０も、ポリアセタール樹脂（ＰＯＭ）等の合成樹脂にて構成されている。
【００４６】
　以上のように構成された操作スイッチ１００の作動（操作）について、主として図５，
図６により説明する。
【００４７】
＜回転軸線Ｏ周りの回転操作＞（図５）
　遊技者が操作部材１０を回転軸線Ｏ周りで回転操作したとき、操作部材１０と一体化さ
れた回転軸１１の回転が、連結軸２０を介してロータリエンコーダ３０の検出軸３１に伝
達される。
【００４８】
＜押圧方向への押圧移動操作＞（図６）
　遊技者が操作部材１０を押圧方向（回転軸線Ｏと交差する方向）へ押圧移動操作したと
き、操作部材１０の押圧方向への微小移動に伴って、係合凸部１２及び係合凹部２１の接
触部を支点として回転軸１１は片持ち状に傾斜変位する。この回転軸１１の傾斜変位（図
６の傾斜角θ）は、中間軸４０の変位方向への移動を介してタクトスイッチ５０の接触移
動部５１に伝達される。
【００４９】
　このように、回転軸１１の左端部側において、操作部材１０の回転軸１１とロータリエ
ンコーダ３０の検出軸３１との間に連結軸２０を介在させるとともに、操作部材１０の回
転軸１１とタクトスイッチ５０の接触移動部５１との間に中間軸４０を介在させている。
連結軸２０によって、操作部材１０の押圧操作の際に打撃力等がロータリエンコーダ３０
（検出軸３１）に伝わりにくくなる。また、中間軸４０によって、操作部材１０の回転操
作の際に回転軸１１の芯ぶれがタクトスイッチ５０（接触移動部５１）に伝わりにくくな
る。したがって、回転軸１１の回転と、回転軸１１の傾斜変位とが順次又は同時に操作さ
れる場合であっても、いずれの操作に対しても円滑に作動することができるから、ロータ
リエンコーダ３０及びタクトスイッチ５０による正確な検知が可能となる。また、操作部
材１０の長時間にわたる連続操作、とりわけ操作部材１０を回し続けたり、叩き続けたり
しても誤作動や故障を発生しにくく、操作時の耐久性が向上する。
【００５０】
（変形例１）
　次に、図７は移動検出基板の配置変形例を示す平面図及びＤ”－Ｄ”断面図である。図
７に示す遊技機用操作スイッチ２００（以下、単に操作スイッチともいう）では、操作部
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材１０の押圧方向が一定方向でない（ばらつきを生じる）ことを考慮して、所定範囲の押
圧方向の中間的な斜め位置に中間軸４０（移動中継部材）の変位方向を設定してある。そ
の結果、移動検出基板５３（発光基板；配線基板）は水平面に対して斜め配置されている
。ただし、中間軸４０は回転軸１１の外周面とタクトスイッチ５０の接触移動部５１とに
常時接触した状態にて、案内孔６５ａ内を昇降移動することに関して、この変形例でも上
記実施例と同様である。
【００５１】
（変形例２）
　図８は操作部材の変形例を示す斜視図、正面図及びＥ－Ｅ断面図である。図８に示す操
作部材１１０でも回転軸線Ｏを有する円柱状に形成され、硬質でホイール形状の本体部１
１０ａと、空洞部１１０ｂを形成しつつ円環状に覆う表層部１１０ｃとを有する。表層部
１１０ｃはゴム等の柔軟性素材にて構成され、さらにその外周面には、回転軸線Ｏと平行
状に多数の滑り止め用の凹凸１１０ｄが、周方向に沿って等しい角度間隔で形成されてい
る。このように、操作部材１１０（表層部１１０ｃ）の外周面に滑り止め用の凹凸１１０
ｄを形成することによって、柔らかい感触で操作性が向上し、遊技者は痛みや疲れを感じ
にくくなり、破損もしにくくなる。なお、本体部１１０ａと回転軸１１とはポリカーボネ
ート樹脂（ＰＣ）等の合成樹脂にて一体成形されている。
【００５２】
（変形例３）
　図９に操作スイッチを備えたパチンコ機の変形使用例をブロック図で示す。パチンコ機
１（遊技機；図１参照）には遊技制御装置９が搭載されている。この遊技制御装置９には
、主制御部としてのＣＰＵ９ａ、遊技プログラム等を格納したＲＯＭ９ｂ、ワークエリア
としてのＲＡＭ９ｃ（演算部）等が搭載されている。また、遊技制御装置９には、上記し
たロータリエンコーダ３０（回転検出手段）が検出した操作部材１０の回転操作検出信号
と、タクトスイッチ５０（移動検出手段）が検出した操作部材１０の押圧移動操作検出信
号とが入力される。さらに、操作スイッチ１００（図１参照）の操作に伴うエネルギー消
費量のデータが、遊技制御装置９から、液晶表示部３（表示部）へ信号出力される。
【００５３】
　具体的には、ロータリエンコーダ３０が検出した操作部材１０の回転操作検出信号やタ
クトスイッチ５０が検出した操作部材１０の押圧移動操作検出信号が、入出力インターフ
ェース（図示せず）を介して遊技制御装置９へ入力される。ＣＰＵ９ａは、ＲＯＭ９ｂに
格納された演算プログラムを読み出し、そのプログラムを実行することにより、入力され
た検出信号データに基づきＲＡＭ９ｃにて消費カロリーを演算する。ＲＡＭ９ｃで演算さ
れた消費カロリーデータは、入出力インターフェースを介して液晶表示部３へ表示出力さ
れる。このように、遊技状態において実行された操作部材１０の操作量を、カロリー消費
量の形で報知することによって、遊技者に対して新たな興趣を喚起することができる。な
お、遊技制御装置９には、盤面上の遊技球に関する情報や各種役物の作動状況に関する情
報等が入力され、また遊技制御装置９から、遊技を制御するために諸装置に対して作動指
令等が出力されているが、これらは周知の事項であるから図９では割愛してある。
【００５４】
　なお、変形例１～３（図７～図９）において実施例（図２～図６）と共通の機能を有す
る部分には同一符号を付して説明を省略した。
【００５５】
　以上の実施例では操作スイッチ１００，２００をパチンコ機１の球受皿７に取り付けた
場合のみについて説明したが、その他の部位に取り付けてもよい。その際、回転軸線Ｏ方
向は水平方向以外に設定してもよい。また、パチンコ機に取り付けた場合のみについて説
明したが、アレパチ機等の他の弾球遊技機やスロットマシン、パチスロ機等の回胴式遊技
機に取り付けてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
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　１　　　　パチンコ機（遊技機）
　２　　　　遊技盤
　２ａ　　　遊技領域
　３　　　　液晶表示部（表示部）
　４　　　　内枠
　４ａ　　　ヒンジ
　５　　　　外枠
　６　　　　前面枠（ガラス枠）
　７　　　　球受皿
　８　　　　発射ハンドル
　１０　　　操作部材
　１０ａ　　本体部
　１０ｂ　　空洞部
　１０ｃ　　表層部
　１１　　　回転軸
　１２　　　係合凸部（係合部）
　２０　　　連結軸（回転中継部材）
　２１　　　係合凹部（係合部）
　２２　　　筒状部
　２２ａ　　平坦面
　２３　　　ブシュ
　３０　　　ロータリエンコーダ（回転検出手段）
　３１　　　検出軸
　３２　　　Ｄカット部（平坦面）
　３３　　　回転検出基板
　４０　　　中間軸（移動中継部材）
　５０　　　タクトスイッチ（移動検出手段）
　５１　　　接触移動部
　５２　　　ＬＥＤ（発光手段）
　５３　　　移動検出基板（発光基板；配線基板）
　６０　　　ケース体
　６１　　　右中間壁
　６２　　　左中間壁
　６３　　　レール壁
　６４　　　右側壁
　６５　　　案内部
　６５ａ　　案内孔
　６８　　　蓋体
　６９　　　開口部
　１００　　操作スイッチ（遊技機用操作スイッチ）
　Ｏ　　　　回転軸線
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【図７】 【図８】



(14) JP 5426296 B2 2014.2.26

【図９】



(15) JP 5426296 B2 2014.2.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－２４３８５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０５４２７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０６３３２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２５１４１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１２４７５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２６８１５７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

