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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技進行に伴って状態変換可能な装飾部を備えた遊技機において、
　前記装飾部は、
　発光源と、該発光源からの光を前方へ透過可能な透光部と、前記発光源からの光を遮光
可能な第１遮光部と、前記透光部を前方から被覆可能であって透光部を通過した前記発光
源からの光を遮光可能な第２遮光部と、前記第１遮光部と一体になって移動可能な状態で
設けられた透光部をスライド移動させる移動機構とを備え、
　該移動機構の動作により、前記第１遮光部を発光源の前方に配置すると共に、該第１遮
光部と一体化された透光部を第２遮光部の後方に配置する遮光状態と、前記第１遮光部を
発光源の前方から前記第２遮光部とは反対方向に退けると共に、透光部を第２遮光部の側
方に露出させて、発光源の前方に配置する透光状態とに変換可能とし、
　前記移動機構は、
　前記透光部と第１遮光部とを一体的に往復スライド移動させるクランク機構部と、
　遮光状態において前記透光部を第２遮光部へ向けて付勢する付勢部材と、
　を備え、
　前記クランク機構部は、
　モータを設けたケーシングと、
　モータの駆動軸を中心に装着して中心から外れた外周部にクランク軸を突設したクラン
ク板と、



(2) JP 4212565 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

　クランク軸が挿入される案内溝部を有し、第１遮光部と透光部とが接続され、遮光板が
突設された移動板と、
　ケーシング側に取り付けられて前記遮光板の遮光作用により信号を送出するフォトセン
サと、
を備え、
　前記モータの作動によりクランク板が回転するとクランク軸が案内溝部内を移動して移
動板を往復移動し、移動板の移動により透光部が第２遮光部の後方に移動してフォトセン
サの通光が遮光板に遮られ移動板が移動範囲の端に位置したことを検出すると透光部を第
２遮光部の後方に配置する前記遮光状態でモータを停止し、この遮光状態で前記付勢部材
が透光部を第２遮光部へと付勢して透光部が露出する隙間が形成されるのを防止すること
を特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記モータの作動によりクランク板が回転してフォトセンサの通光が遮光板に遮られ移
動板が移動範囲の端に位置するとモータを停止すると共に発光源を消灯して遮光状態とし
、遮光状態を解除する場合には、モータの駆動開始と同時に発光源を点灯するようにした
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関し、特に、遊技進行に伴って状態変換可能な
装飾部を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機、例えばパチンコ遊技機では、遊技の演出効果を盛り上げるために種々の
光装飾が施されており、発光源の発光態様を変化させるなど様々な工夫がなされている。
また、遊技の興趣を高めたり、遊技者の注意を喚起するために、発光源の前面側に移動可
能な遮光物を設け、透光状態と遮光状態とに切り替え可能にすることも行われている。
【０００３】
　しかしながら、発光源の前面側に遮光物を移動可能に設けると、遮光物に隙間が生じ易
く、遮光状態においても隙間から光が漏れて、遊技の興趣を損なっていた。
【０００４】
　そこで、例えば、特開２００４－３５０９８８号公報（特許文献１）には、「遊技台」
に関する発明が開示されており、画像表示手段の手前に開閉自在な扉体を配置し、扉体の
閉鎖時において、扉体の隙間から画像表示手段の画像の光が漏れないように、少なくとも
その隙間に対応する表示領域について黒色等の明度の低い表示を行い、画像の修正により
光漏れを防止することが提案されている。
【特許文献１】特開２００４－３５０９８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、発光源の前面側に設けた移動可能な遮光物に隙間が生じて光が漏れる場合、厳
然として存在する隙間自体が遊技者にとって目障りなものであり、この隙間は遮光物の制
御や発光源の発光態様の制御に不必要な制約を与えるものであった。
【０００６】
　また、遊技球の衝突による衝撃を含めて様々な振動衝撃が遮光物に隙間を生じさせる要
因となっていた。
【０００７】
　このように、遮光状態であるにもかかわらず、遮光物に隙間が生じて光が漏れると、遊
技者が遊技上の演出や、この演出により報知される遊技状態を誤認する虞があった。
【０００８】
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　そこで、本発明は、前記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡単な機械
的構成で遮光状態と透光状態とに変換可能な装飾部を実現することができ、遮光状態にお
いて、振動衝撃が加わっても隙間の発生を回避して、光が漏れるのを防止することができ
、遊技者が遊技上の演出や、この演出により報知される遊技状態を誤認することを抑える
ことができる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】
【０００９】
　本発明は、前記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１に記載のものは
、遊技進行に伴って状態変換可能な装飾部を備えた遊技機において、
　前記装飾部は、
　発光源と、該発光源からの光を前方へ透過可能な透光部と、前記発光源からの光を遮光
可能な第１遮光部と、前記透光部を前方から被覆可能であって透光部を通過した前記発光
源からの光を遮光可能な第２遮光部と、前記第１遮光部と一体になって移動可能な状態で
設けられた透光部をスライド移動させる移動機構とを備え、
　該移動機構の動作により、前記第１遮光部を発光源の前方に配置すると共に、該第１遮
光部と一体化された透光部を第２遮光部の後方に配置する遮光状態と、前記第１遮光部を
発光源の前方から前記第２遮光部とは反対方向に退けると共に、透光部を第２遮光部の側
方に露出させて、発光源の前方に配置する透光状態とに変換可能とし、
　前記移動機構は、
　前記透光部と第１遮光部とを一体的に往復スライド移動させるクランク機構部と、
　遮光状態において前記透光部を第２遮光部へ向けて付勢する付勢部材と、
　を備え、
　前記クランク機構部は、
　モータを設けたケーシングと、
　モータの駆動軸を中心に装着して中心から外れた外周部にクランク軸を突設したクラン
ク板と、
　クランク軸が挿入される案内溝部を有し、第１遮光部と透光部とが接続され、遮光板が
突設された移動板と、
　ケーシング側に取り付けられて前記遮光板の遮光作用により信号を送出するフォトセン
サと、
を備え、
　前記モータの作動によりクランク板が回転するとクランク軸が案内溝部内を移動して移
動板を往復移動し、移動板の移動により透光部が第２遮光部の後方に移動してフォトセン
サの通光が遮光板に遮られ移動板が移動範囲の端に位置したことを検出すると透光部を第
２遮光部の後方に配置する前記遮光状態でモータを停止し、この遮光状態で前記付勢部材
が透光部を第２遮光部へと付勢して透光部が露出する隙間が形成されるのを防止すること
を特徴とする遊技機である。
【００１０】
　請求項２に記載のものは、前記モータの作動によりクランク板が回転してフォトセンサ
の通光が遮光板に遮られ移動板が移動範囲の端に位置するとモータを停止すると共に発光
源を消灯して遮光状態とし、遮光状態を解除する場合には、モータの駆動開始と同時に発
光源を点灯するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の遊技機である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の遊技機によれば、次のような優れた効果を奏する。
　即ち、本発明によれば、クランク機構部と付勢部材とを備えた移動機構の動作により、
前記第１遮光部を発光源の前方に配置すると共に、透光部を第２遮光部の後方に配置する
遮光状態と、前記第１遮光部を発光源の前方から退けると共に、透光部を第２遮光部の側
方に露出させて、発光源の前方に配置する透光状態と、に変換可能であるので、簡単な機
械的構成で遮光状態と透光状態とに変換可能な装飾部を実現することができる。また、移
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動機構は、透光部と第１遮光部とを一体的に往復スライド移動させるクランク機構部と、
遮光状態において前記透光部を第２遮光部へ向けて付勢する付勢部材と、を備え、前記ク
ランク機構部は、モータを設けたケーシングと、モータの駆動軸を中心に装着して中心か
ら外れた外周部にクランク軸を突設したクランク板と、クランク軸が挿入される案内溝部
を有し、第１遮光部と透光部とが接続され、遮光板が突設された移動板と、ケーシング側
に取り付けられて前記遮光板の遮光作用により信号を送出するフォトセンサと、を備え、
前記モータの作動によりクランク板が回転するとクランク軸が案内溝部内を移動して移動
板を往復移動し、移動板の移動により透光部が第２遮光部の後方に移動してフォトセンサ
の通光が遮光板に遮られ移動板が移動範囲の端に位置したことを検出すると透光部を第２
遮光部の後方に配置する前記遮光状態でモータを停止し、この遮光状態で前記付勢部材が
透光部を第２遮光部へと付勢して透光部が露出する隙間が形成されるのを防止するので、
遮光状態において、振動衝撃が加わっても隙間の発生を防止して、光が漏れるのを防止す
ることができ、遊技者が遊技上の演出や、この演出により報知される遊技状態を誤認する
ことを抑えることができる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明によれば、前記モータの作動によりクランク板が回転してフォト
センサの通光が遮光板に遮られ移動板が移動範囲の端に位置するとモータを停止すると共
に発光源を消灯して遮光状態とし、遮光状態を解除する場合には、モータの駆動開始と同
時に発光源を点灯するようにしたので、遮光状態が解除された状態では、透光部を第２遮
光部の側方に露出させた時点で、発光源からの光を前方へ透過させて装飾することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、代表的な遊技機であるパチンコ遊技機を例に挙げて、本発明を実施するための最
良の形態を図面に基づいて説明する。図１はパチンコ遊技機の遊技盤１の正面図である。
　パチンコ遊技機の遊技盤１は、図１に示すように、合板やプラスチック等からなる矩形
状の遊技盤本体２の表面に、ガイドレール５や遊技領域区画部材６等を止着することで略
円形状の遊技領域７を区画形成している。そして、遊技盤１は、この遊技領域７内におい
て、略中央にセンターケース８を配設し、該センターケース８に視覚情報を画像表示する
画像表示装置９を備えている。
【００１４】
　画像表示装置９の下方には、遊技球の入賞に基づいて後述する特図変動表示部１１の表
示状態に変化の契機を与える所謂チューリップタイプの始動入賞口１０を配設しており、
該始動入賞口１０の下方には、特図変動表示部１１の表示結果によって遊技球を受け入れ
ない状態と受け入れ易い状態とに変換可能な所謂アタッカー形式の特別変動入賞装置（大
入賞口）２１を配設している。この特別変動入賞装置２１の右側方には、前記センターケ
ース８の左側に配設した普図始動ゲート１２への入賞を契機として普通図柄（普図）の変
動表示ゲームを表示する普図変動表示部１３を配設しており、左側方には、前記始動入賞
口１０への入賞を契機として特別図柄（特図）の変動表示ゲームを行う特図変動表示部１
１を配設している。それぞれの変動表示部１１，１３の周囲には、変動表示ゲームが未処
理となっている未処理回数を表示する始動記憶表示部１５，１６が配設されている。そし
て、遊技盤１には、この他に、一般入賞口２２、遊技球の流下方向を変える風車２３や障
害釘（図示せず）、発光により各種の装飾表示を行うランプ・ＬＥＤ（図示せず）、及び
入賞せずに流下した遊技球を回収するアウト口２４を設けている。
【００１５】
　次に、図２は装飾部が遮光状態のセンターケースの正面図、図３は装飾部が透光状態の
センターケースの正面図、図４は透光状態の装飾部の要部正面図、図５は移動機構の非作
動状態の斜視図、図６は移動機構の作動状態の斜視図、図７は移動機構を右上前方から見
た分解斜視図、図８は移動機構を右上後方から見た分解斜視図、図９は装飾部の遮光状態
の正面図、図１０は装飾部の透光状態の正面図である。
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　図１から図３に示すように、遊技盤１の遊技領域７の略中央にはセンターケース８の外
形形状に対応した開口を形成してあり、遊技盤１の開口前面側に該画像表示装置９の表示
部２９が臨む表示用開口窓部３０を形成したセンターケース８を配設している。画像表示
装置９は、例えば、任意の画像を表示可能なＬＣＤ（液晶表示器）等で表示画面部分が構
成され、その表示部には遊技の進行に基づく画像が表示されるように成っている。
【００１６】
　センターケース８は、遊技盤１に形成された開口に該遊技盤１の前方から嵌装される部
材であって、センターケース８の前面部分を構成する取付基板ユニット４１と、該取付基
板ユニット４１の裏面側に設けられる裏箱ユニット（図示せず）と、該裏箱ユニットと取
付基板ユニット４１の内部に収納されるように装着される装飾ユニット７０とを備えてい
る。
【００１７】
　裏箱ユニットは、前記遊技盤１の開口に嵌装され、前方を開放した箱状ユニットであっ
て、後方の壁に長方形状の表示用開口窓部３０が形成されて略額縁状を呈しており、前記
表示用開口窓部３０から前記画像表示装置９の表示部２９を臨ませるように成っている。
【００１８】
　取付基板ユニット４１は、前記表示用開口窓部３０よりも大きい開口部４６が形成され
た異形枠体状のユニットであって、その周囲に沿って前記遊技盤１に取り付ける取付基板
４７を有しており、その適宜位置には止着部材を止着する止着部４８が形成されている。
図２および図３に示すように、この取付基板４７の前面側上部には、左右全幅に亘って庇
状の鎧部５１を前方に突設し、該鎧部５１の左右傾斜端部から下方に縦長の側辺部５２，
５２を突設し、左右の側辺部５２，５２の下端同士を接続する状態で底部５３を後方へ突
設し、左右側辺部５２，５２、及び底部５３に囲まれた凹室５４を形成している。
【００１９】
　前記凹室５４の底部には、遊技球が転動可能であって、転動する遊技球を前記センター
ケース８の下方の遊技領域へ流下可能なステージ６１が形成されており、このステージ６
１上には、センターケース８の左側に開口された遊技球流入口（図示せず）から流入した
遊技球が転動するとともに、遊技領域７を流下して前記ステージ６１の下方の遊技盤１に
植設された障害釘に弾かれて前記凹室５４内に飛入した遊技球が転動し得るように成って
おり、左右方向両側の下り傾斜部に前方へ向けて下り傾斜した案内部（落下許容部）６２
，６２を形成し、前記始動入賞口１０の上方に配置された中央部に隆起部６３を形成して
波形状の転動面を有し、隆起部６３の頂部後方に形成された導入口６５へと導入した遊技
球を導出口６７から流下して、前記始動入賞口１０へ向けて誘導可能に構成されている。
【００２０】
　前述した装飾ユニット７０は、本実施形態では、例えば、くの一（女忍者）と日本刀を
暗示させるような装飾が施されている。本発明は日本刀の形状を呈する装飾部７１に特徴
を有し、この装飾部７１には光装飾が施され、図４に示すように、前記裏箱ユニットの前
面部に設けられた発光源７２と、該発光源７２からの光を前方へ透過可能な透光部７３と
、前記発光源７２からの光を遮光可能な第１遮光部７４と、前記透光部７３を前方から被
覆可能な第２遮光部７５と、前記透光部７３および第１遮光部７４をスライド移動させる
移動機構８０とを備えており、例えば、発光源７２としては前記透光部７３を照光するの
に適した指向性を有するＬＥＤを用い、透光部７３は透明樹脂材等の透光性部材によって
「刃身」の形状に、第１遮光部７４は肌色等に着色した樹脂材等の非透光性部材によって
日本刀の「柄部」７６を握る「握り拳」の形状に、第２遮光部７５は黒色等に着色した樹
脂材等の非透光性部材によって日本刀の「鞘」の形状に形成されている。また、前記透光
部７３と第１遮光部７４との境界部分、即ち、柄部７６の刃身側の基端部は、日本刀の「
鍔」７７の形状を呈しており、この揺動部材７７は、例えば、銀色等に着色した樹脂材等
の非透光性部材によって形成されている。なお、柄部７６は、前記刃身形状の透光部７３
を構成する部材（樹脂材）と一体成形され、該柄部７６を構成する部分には、例えば、黒
色等の非透光性の着色が施されている。
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【００２１】
　また、前記移動機構８０は、図５および図６に示すように、箱体状の移動機構ユニット
として構成され、回転運動を直線運動に変換するクランク機構部８１と、引っ張りコイル
バネによって形成された付勢部材１２１と、を備え、後述する係合軸１３１の先端部を前
記柄部７６に係合させて、該柄部７６と一体的に形成された刃身形状の透光部７３を左右
方向に往復スライド移動させるように成っており、その詳細構造は図７および図８に示す
ように構成されている。
【００２２】
　即ち、図５から図８に示すように、例えば、クランク機構部８１の駆動源としてパルス
モータ８２を用い、該モータ８２を裏箱ケーシング８４の右側部分の裏面に配設し、その
駆動軸８３を該裏箱ケーシング８４に開口した貫通孔８５から前方へと挿通させ、円形の
クランク板８６の中心部に装着している。このクランク板８６の外周部には前方へ向けて
クランク軸８７が突設され、該クランク軸８７は、前記裏箱ケーシング８４内に収納され
る略長方形状の移動板８９の正面から見て右側端部の裏面（図８では左側端部）に上下方
向に沿って形成された直状の案内溝部９０内に挿入されており、クランク板８６がモータ
駆動により回転すると、そのクランク軸８７が前記案内溝部９０内を上下に往復移動する
ことにより、前記移動板８９が前記裏箱ケーシング８４内を左右方向に往復スライド移動
するように構成されている。この移動板８９の正面から見て左側端（図８では右側端）の
裏面には遮光板９２が後方へ向けて突設されており、移動板８９が右側へ位置されたとき
に、前記遮光板９２が前記裏箱ケーシング８４内の中央部に設けられたフォトセンサ９４
の通光を遮って該移動板８９が右端に位置することを検出するように成っている。また、
前記裏箱ケーシング８４内の底部には平板状の規制部材９５が設けられ、該規制部材９５
の右端が前記移動板８９の左側端部に形成された案内溝部９０の下突出部９７に当接して
、移動板８９の左側への移動を規制するように成っている。なお、前記裏箱ケーシング８
４の右側上下部には、前記クランク板８６を露出させて該ケーシング８４をコンパクト化
するための切欠き部９１，９１が形成されている。
【００２３】
　この移動板８９の前面には、前記裏箱ケーシング８４の蓋体として、これらの内部に収
納する該移動板８９の往復スライド移動を案内するガイド板９９が配設される。このガイ
ド板９９には左右方向に沿って直状のガイド長孔１０１が形成されており、該ガイド長孔
１０１内には、前記移動板８９の前面における左右方向の両端部に前方へ向けて突設され
たボス部１０２，１０２が挿通され、移動板８９が前記裏箱ケーシング８４内を往復スラ
イド移動する際には、該ガイド長孔１０１に沿ってボス部１０２，１０２が移動するよう
に成っている。また、ガイド板９９の右側下部には矩形の切欠き部１０５が形成され、該
切欠き部１０５から前記移動板８９の右側下部に前方へ向けて突設された筒体状の支持部
１０６が露出するように成っている。さらに、ガイド板９９の左右端部には止着孔１０７
，１０７が形成されており、該止着孔１０７，１０７にネジ等の止着部材を挿通して前記
裏箱ケーシング８４の左右端部に形成した止着部１０８，１０８に止着することにより、
前記裏箱ケーシング８４内に移動板８９を収納した状態で、その前面にガイド板９９が取
り付けられる。
【００２４】
　前記ガイド板９９のガイド長孔１０１から前方へ突き出したボス部１０２，１０２には
平板状の支持部材１１０が固定され、前記移動板８９と共に支持部材１１０も往復スライ
ド移動することになる。該支持部材１１０は、その左右両端部に形成した止着孔１１１，
１１１にネジ等の止着部材を前記ボス部１０２，１０２に止着することにより止着され、
該支持部材１１０の前面中間部には、Ｌ字状の引っ掛け部１１３が形成されている。また
、前記ガイド板９９の右側端部にもカギ状の引っ掛け部１１４が形成されており、これら
引っ掛け部１１３と１１４との間には、左右方向に沿って前記引っ張りコイルバネが付勢
部材１２１として掛け渡され、前記支持部材１１０を介して前記移動板８９を常に右側へ
と付勢するようになっている。さらに、前記ガイド板９９の切欠き部１０５から露出した
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支持部１０６には、前記係合軸１３１の後端部が支持され、その先端部は前記日本刀の柄
部７６の裏面に形成された筒体状の係合部１３３内に係合するように成っており、これに
より、前記付勢部材１２１が支持部材１１０および移動板８９を介して、後述する遮光状
態において前記透光部（刃身）７３を第２遮光部（鞘）へ向けて付勢するように成ってい
る。そして、前記日本刀の柄部７６の第２遮光部（鞘）７５側の端部には、前記第１遮光
部（握り拳）７４の取付け部１３５が設けられ、該柄部７６と一体的に形成された透光部
（刃身）７３の先端側には、その長手方向に沿って長孔１３８が形成され、ネジ等の止着
部材（図示せず）をワッシャ１３９および長孔１３８に挿通させて、前記第２遮光部（鞘
）７５の裏面に螺合され、該長孔１３８のストロークに対応して柄部７６および透光部（
刃身）７３がスライド移動するように成っている。
【００２５】
　即ち、前記移動機構７１を動作すると、図３および図９に示すように、前記柄部７６を
握る第１遮光部（握り拳）７４が発光源７２の前方に配置されると共に、透光性部材によ
り形成された透光部（刃身）７３が非透光性部材により形成された第２遮光部（鞘）７５
の後方に配置されて鞘に刃身が収まった状態、即ち、遮光状態と、図３および図１０に示
すように、前記第１遮光部（握り拳）７４が発光源７２の前方から左側に退けられると共
に、非透光性部材により形成された第２遮光部（鞘）７５から透光性部材により形成され
た透光部（刃身）７３を左側方に露出させて、鞘から刃身が抜き出されて該刃身に発光源
７２の光が透過している状態、即ち、発光源７の前方に透光部（刃身）７３が配置される
透光状態と、に変換可能に構成されている。そして、図５および図９に示す遮光状態では
、前記引っ張りコイルバネによって形成された付勢部材１２１が、前記支持部材１１０、
移動板８９および係合軸１３１を介して、柄部７６と一体的に形成された透光部（刃身）
７３を第２遮光部（鞘）７５へと付勢するので、透光部（刃身）７３が露出する隙間が形
成されるのを防止することができる。
【００２６】
　また、図１１は、装飾部における揺動部材の動作を説明する図である。なお、図１１に
おいて、下方が前方側である。前述したように、前記透光部７３と前記第１遮光部７４と
の境界部分には揺動部材（鍔）７７が設けられており、該揺動部材７７は、その前端部が
第２遮光部（鞘）７５よりも前方に突き出すように形成され、前記第２遮光部（鞘）７５
の第１遮光部（握り拳）７４側の端部に当接可能と成っており、図１１（ａ）に示すよう
に、左右に傾倒（揺動）し得るように遊びをもたせて設けられている。また、この揺動部
材７７は、前記第１遮光部（握り拳）７４の後部において係合しており、該揺動部材７７
が前記第２遮光部（鞘）７５に当接する場合の後部位置を規制する係合片１４１を備え、
この係合片１４１と第１遮光部（握り拳）７４との係合部分を中心として、図１１（ｂ）
に示すように、該揺動部材７７の前端部を透光部（刃身）７３の移動方向へと揺動可能に
構成されている。さらに、前記揺動部材７７と第１遮光部（握り拳）７４との間には、揺
動部材７７の前端部が第１遮光部（握り拳）７４側へ傾倒（揺動）した時の位置を規制す
るとともに、揺動部材７７を第２遮光部（鞘）７５へ押圧可能な押圧部１４２を備えてお
り、図１１（ｃ）に示すように、揺動部材７７が押圧部１４２により押圧されて該揺動部
材７７の前端部が前記第２遮光部（鞘）７５に当接されると、前記係合部分を中心として
揺動（回動）する。そして、図１１（ｄ）に示すように、前記遮光状態（鞘に刃身が収ま
った状態）では、該揺動部材７７が押圧部１４２に押圧されて、前後に配置された透光部
（刃身）７３および第２遮光部（鞘）７５の第１遮光部（握り拳）側端部を覆うことにな
り、透光部（刃身）７３が前方から見えてしまう不具合を一層防ぐことができる。一方、
遮光状態が解除された状態（鞘から刃身が抜き出される状態）では、揺動部材７７の前端
部が第２遮光部（鞘）７５側へ傾倒可能とし、揺動部材７７が透光部（刃身）７３の揺動
部材側端部を前方から覆い隠すことができる。なお、揺動部材７７の縁に起立壁を形成す
るなどして窪ませおくと、図１１（ｄ）中に点線で示すように、第２遮光部（鞘）７５の
揺動部材側端部が窪み内に入るので前方から覆って隠し易い。
【００２７】
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　次に、図１２に基づいて、移動機構および発光源の制御を説明する。図９に示した前記
第２遮光部（鞘）７５の後方に前記透光部（刃身）７３を配した遮光状態（閉鎖状態）に
おいては、前記モータ８２の駆動は停止しており、前記移動板８９が裏箱ケーシング８４
内の右端に位置するので、前記フォトセンサ９４は遮光板９２によって遮光されている。
この遮光状態では、前記発光源７２を消灯して、遮光効果をより促進するように制御する
。
【００２８】
　そして、遮光状態を解除して前記第２遮光部（鞘）７５から前記透光部（刃身）７３が
抜き出されるが、その際、前記パルスモータ８２の駆動ステップが段階的に上がるように
制御する。このパルスモータ８２の駆動開始と同時に前記発光源７２を点灯させ、駆動後
に前記移動板８９が裏箱ケーシング８４内を左側に移動し始め、前記遮光板９２がフォト
センサ９４から外れると、該フォトセンサ９４の通光が開始されることになる。
【００２９】
　前記移動板８９が裏箱ケーシング８４内の左端に到達すると、前記第２遮光部（鞘）７
５から露出する前記透光部（刃身）７３の長さが最大限となり、図１０に示したような開
放状態となる。このとき、前記パルスモータ８２の駆動は一時停止する。
【００３０】
　さらに、再び前記第２遮光部（鞘）７５に前記透光部（刃身）７３を収める動作を行っ
て閉鎖状態へと移行するが、その際にも、前記パルスモータ８２の駆動ステップが段階的
に上がるように制御する。この場合には透光状態であるので、前記発光源７２は継続して
点灯しており、また、前記フォトセンサ９４の通光も継続している。
【００３１】
　その後、閉鎖状態に到達すると、前述したと同様に、前記パルスモータ８２の駆動は停
止しており、前記フォトセンサ９４は遮光板９２によって遮光され、前記発光源７２を消
灯している。
【００３２】
　このように本実施形態の遊技機によれば、簡単な機械的構成で遮光状態と透光状態とに
変換可能な装飾部７１を実現することができるが、この光装飾操作は、例えば、特別図柄
変動表示ゲームや確率変動表示ゲーム等における遊技上の演出や、該変動表示ゲームの開
始の報知などに用いることができる。また、クランク機構部８１のスムーズな動作を図る
ために、クランク機構部８１内の構成要素の遊びを十分に採ったとしても、前記移動機構
８０が付勢部材１２１を備えているので、遮光状態において透光部７３がガタついて第２
遮光部７５から僅かに露出してしまう不具合を防ぐことができる。さらに、前記付勢部材
１２１を備えているので、流下する遊技球から伝わる振動衝撃により、第２遮光部７５か
ら透光部７３が徐々に移動して露出してしまうことを抑えることができる。したがって、
遮光状態であるにもかかわらず、透光部７３が露出して光が漏れるのを防止することがで
き、このことから、遊技者が遊技上の演出や、この演出により報知される遊技状態を誤認
することを抑えることができるものである。
【００３３】
　前記した実施形態は、代表的な遊技機であるパチンコ遊技機を例にして説明したが、本
発明はこれに限らず、視覚情報を画像表示する画像表示装置を遊技盤の開口裏面側に配設
し、前記画像表示装置の表示部が臨む表示用開口窓部を形成したセンターケースを前記遊
技盤の前面側に配設した遊技機であれば、例えば、内部に封入した遊技球を循環させる封
入球式パチンコ機、アレンジボール式遊技機、雀球式遊技機等の遊技機であってもよい。
【００３４】
　前記した実施の形態は全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。本発明は、前記した説明に限らず特許請求の範囲によって示され、特許請求の範
囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
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【図１】パチンコ遊技機の遊技盤の正面図である。
【図２】装飾部が遮光状態のセンターケースの正面図である。
【図３】装飾部が透光状態のセンターケースの正面図である。
【図４】透光状態の光装飾部の要部正面図である。
【図５】移動機構の非作動状態の斜視図である。
【図６】移動機構の作動状態の斜視図である。
【図７】移動機構を右上前方から見た分解斜視図である。
【図８】移動機構を右上後方から見た分解斜視図である。
【図９】装飾部の遮光状態の正面図である。
【図１０】装飾部の透光状態の正面図である。
【図１１】装飾部における揺動部材の動作を説明する図である。
【図１２】移動機構および発光源の制御を説明する図である。
【符号の説明】
【００３６】
　　１　遊技盤
　　７　遊技領域
　　８　センターケース
　７０　装飾ユニット
　７１　装飾部
　７２　発光源
　７３　透光部
　７４　第１遮光部
　７５　第２遮光部
　７６　柄部
　７７　揺動部材
　８０　移動機構
　８１　クランク機構部
　８２　パルスモータ
　８６　クランク板
　８７　クランク軸
　９４　フォトセンサ
１２１　付勢部材
１３１　係合軸
１４１　係合片
１４２　押圧部
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