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(57)【要約】
【課題】駆動源とパンタグラフ機構とを近設しなくても
、駆動源の駆動力を確実に伝えるとともに、遊技盤に演
出用役物装置を設置する際、設置位置に制限されずに、
少ないスペースでも効率よく設置することが可能な演出
用役物装置を提供することにある。
【解決手段】本発明に係る演出用役物装置１０は、遊技
機の遊技盤１００に設けられ、駆動源２０と、上記駆動
源２０に係合して配置され、上記駆動源２０の駆動に起
因して一方向に往復動する第１の往復動機構３０と、上
記第１の往復動機構３０に連結して配置され、上記第１
の往復動機構３０の動作に連動して、上記第１の往復動
機構３０の一方向に対して直交方向に伸縮するパンタグ
ラフ機構４０と、上記パンタグラフ機構４０に係合して
配置され、上記パンタグラフ機構４０の動作に連動して
上記遊技盤の盤面上を移動する装飾部材１２と、を具備
して構成されている。
【選択図】図５Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の遊技盤に設けられた演出用役物装置であって、
　駆動源と、
　前記駆動源に係合して配置され、前記駆動源の駆動に起因して一方向に往復動する往復
動機構と、
　前記往復動機構に連結して配置され、前記往復動機構の動作に連動して、前記往復動機
構の一方向に対して直交方向に伸縮するパンタグラフ機構と、
　前記パンタグラフ機構に係合して配置され、前記パンタグラフ機構の動作に連動して前
記遊技盤の盤面上を移動する装飾部材と、を具備すること、
　を特徴とする演出用役物装置。
【請求項２】
　前記往復動機構は、同方向に沿って互いに対向して配置され、互いに逆方向に往復動可
能な第１及び第２のラックギヤと、
　前記第１及び第２のラックギヤの間に配置され、前記第１及び第２のラックギヤを互い
に逆方向に伝動する歯車と、有し、
　前記パンタグラフ機構は、前記第１及び第２のラックギヤのそれぞれに連結して配置さ
れ、前記第１及び第２のラックギヤの何れか一方の動作に連動して伸縮動作を可能とする
こと、
　を特徴とする請求項１記載の演出用役物装置。
【請求項３】
　前記パンタグラフ機構は、複数のリンク部材を備え、複数の前記リンク部材のうち、二
つの前記リンク部材が交差して互いに回動可能に連結された複数の対リンクを有し、
　複数の前記対リンクうち、前記往復動機構に係合される前記対リンクの一方の前記リン
ク部材が前記第１のラックギヤに回動可能に連結されるとともに、前記対リンクの他方の
前記リンク部材が前記第２ラックギヤに回動可能に連結され、
　前記第１及び第２のラックギヤの何れか一方の動作に連動して、複数の前記対リンクが
それぞれ連動してパンタグラフ機構の伸縮動作を可能とすること、
　を特徴とする請求項１又は２記載の演出用役物装置。
【請求項４】
　前記駆動源は、モータと、
　前記モータの駆動軸に設けられ、前記モータの駆動に起因して回転する第１の歯車と、
　前記第１の歯車に噛合して配置され、前記第１の歯車に連動して回転する第２の歯車と
、を具備すること、
　を特徴とする請求項１記載の演出用役物装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の遊技盤に設けられた演出用役物装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の遊技盤面には、演出用役物と称される装飾部材を備えた演出用役物装置
が配置されている。この演出用役物装置には、例えば、装飾部材を遊技盤面上で移動させ
て遊技性を向上させるものが知られている。
【０００３】
　装飾部材を遊技盤面上で移動させるものとして、例えば、特許文献１には、駆動モータ
の駆動に起因して伸縮可能なパンダグラフ機構の先端に移動演出体を設け、パンタグラフ
機構の伸縮動作により移動演出体を移動させることが可能な遊技演出体及び遊技機に関す
る技術が開示されている。
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【０００４】
　また、特許文献２には、ソレノイドのプランジャヘッドの昇降に起因して伸縮可能なパ
ンタグラフ式のリンク機構の先端に可動演出部材を設け、リンク機構の伸縮動作により可
動演出部材を移動させることが可能な可動手段を備えた遊技機に関する技術が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２２９０５５号公報
【特許文献２】特開２００８－２６４０７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献１は、上述したように、パンタグラフ機構の伸縮動作を駆動モ
ータの駆動力のみで伸縮させている。このため、上記特許文献１では、駆動モータの駆動
力を直接パンタグラフ機構に伝えているため、例えば、装飾部材の移動距離をより長くし
たり、装飾部材の移動速度をより速くしたりする場合、パンタグラフ機構に挙動が生じて
しまい、駆動モータへの負担が増大してしまうという技術的課題がある。
【０００７】
　また、上記特許文献２は、上述したように、リンク機構の伸縮動作をソレノイドのプラ
ンジャヘッドの昇降により伸縮させている。すなわち、上記特許文献２は、単に、装飾部
材を突出させることを目的としており、装飾部材の移動距離及び移動速度を調節すること
については考慮されていない。このため、上記特許文献２では、装飾部材の移動距離及び
移動速度を調節することが困難であるという技術的課題がある。
【０００８】
　また、上記特許文献１及び２の何れも、パンタグラフ機構（特許文献２では、リンク機
構。）に、直接、駆動源である駆動モータ（特許文献２では、ソレノイド。）を設けてい
る。このため、上記特許文献１及び２では、遊技盤に演出用役物装置を設置する際、駆動
モータとパンタグラフ機構とを近設させる必要があり、設置位置に制限があるという技術
的課題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、上記従来の実状を鑑みて、駆動源とパンタグラフ機構とを近設しなく
ても、駆動源の駆動力を確実に伝えるとともに、遊技盤に演出用役物装置を設置する際、
設置位置に制限されずに、少ないスペースでも効率よく設置することが可能な演出用役物
装置を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、パンタグラフ機構の挙動を抑止することで、駆動モータへ
の負担を軽減させることが可能な演出用役物装置を提供することにある。また、本発明の
他の目的は、装飾部材の移動速度及び移動距離を調節することが可能な演出用役物装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明に係る演出用役物装置は、遊技機の遊技盤に設けら
れた演出用役物装置であって、駆動源と、上記駆動源に係合して配置され、上記駆動源の
駆動に起因して一方向に往復動する往復動機構と、上記往復動機構に連結して配置され、
上記往復動機構の動作に連動して、上記往復動機構の一方向に対して直交方向に伸縮する
パンタグラフ機構と、上記パンタグラフ機構に係合して配置され、上記パンタグラフ機構
の動作に連動して上記遊技盤の盤面上を移動する装飾部材と、を具備して構成されている
。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明によれば、駆動モータの駆動力を往復動機構を介してパンタグラフ機構に伝えて
いるため、駆動モータとパンタグラフ機構とを近設しなくても、駆動モータの駆動力を伝
えることができるとともに、遊技盤に演出用役物装置を設置する際、設置位置に制限され
ずに、少ないスペースでも効率よく配置することができる。
【００１３】
　また、本発明によれば、駆動モータへの負担を軽減させることが可能な演出用役物装置
を提供することができる。また、本発明によれば、装飾部材の移動速度及び移動距離を調
節することが可能な演出用役物装置を提供するができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置を備えた遊技盤の第１の状態の構
成を模式的に示す正面図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置を備えた遊技盤の第２の状態の構
成を模式的に示す正面図である。
【図２】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の表面側の構成を模式的に示す斜視
図である。
【図３】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の裏面側の構成を模式的に示す斜視
図である。
【図４】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の分解した状態の構成を模式的に示
す分解斜視図である。
【図５Ａ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の内部構成の第１の状態を表面側
から模式的に示す正面図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の内部構成の第１の状態と第２の
状態との間の状態を表面側から模式的に示す正面図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の内部構成の第２の状態を表面側
から模式的に示す正面図である。
【図６Ａ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の内部構成の第１の状態を裏面側
から模式的に示す背面図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の内部構成の第１の状態と第２の
状態との間の状態を裏面側から模式的に示す背面図である。
【図６Ｃ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の内部構成の第２の状態を裏面側
から模式的に示す背面図である。
【図７Ａ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の第１の状態を表面側から模式的
に示す正面図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の第１の状態と第２の状態との間
の状態を表面側から模式的に示す正面図である。
【図７Ｃ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の第２の状態を表面側から模式的
に示す正面図である。
【図８Ａ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の第１の状態を裏面側から模式的
に示す背面図である。
【図８Ｂ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の第１の状態と第２の状態との間
の状態を裏面側から模式的に示す背面図である。
【図８Ｃ】本発明の一実施の形態である演出用役物装置の第２の状態を裏面側から模式的
に示す背面図である。
【図９】本発明の一実施の形態の変形例１である演出用役物装置の内部構成の第１の状態
を裏面側から模式的に示す背面図である。
【図１０】本発明の一実施の形態の変形例１である演出用役物装置の内部構成の第２の状
態を裏面側から模式的に示す背面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、遊技
機には、例えば、パチンコ遊技機、アレンジボール機又は雀球遊技機等があるが、本発明
の実施の形態１では、一例として、パチンコ遊技機に基づいて説明する。
【００１６】
　まず、本発明の一実施の形態である遊技機の遊技盤１００に係る構成について図１Ａ及
び図１Ｂを用いて説明する。図１Ａは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０
を備えた遊技盤１００の第１の状態の構成を模式的に示す正面図であり、図１Ｂは、本発
明の一実施の形態である演出用役物装置１０を備えた遊技盤１００の第２の状態の構成を
模式的に示す正面図である。
【００１７】
　図１Ａ及び図１Ｂに例示されるように、本実施の形態において、遊技機は、入賞装置、
風車、障害釘等の遊技部品が配置された遊技領域１０１を有する遊技盤１００を備えて構
成されている。
【００１８】
　遊技盤１００は、遊技機を遊技場に設置する際、設置面に対して略垂直に立設するよう
にして図示しない遊技盤保持枠に固定されている。すなわち、遊技盤１００の表面（以下
、遊技面１０２という。）は、図示しない透過部材を介して遊技者に対面するように配置
されている。
【００１９】
　本実施の形態において、遊技盤１００は、木材等を用いて平板状に形成され、上述した
ように、遊技面１０２に入賞装置、風車、障害釘等の遊技部品を配設してなる遊技領域１
０１を有して構成されている。
【００２０】
　遊技面１０２には、図示しない発射装置により発射された遊技球を遊技領域１０１に案
内する役目を果たし、遊技領域１０１を囲うように、遊技面１０２に対して垂直に起立し
て配置された帯状の外ガイドレール１０３が設けられている。
【００２１】
　外ガイドレール１０３は、遊技面１０２を正面視すると左側下方から右側上方にかけて
遊技領域１０１を囲うように配置されている。具体的には、外ガイドレール１０３の一端
１０３ａが、遊技面１０２を正面視すると左側下方に配置され、他端１０３ｂが、遊技面
１０２の右側上方に配置されている。そして、外ガイドレール１０３は、外ガイドレール
１０３を可撓させて一端１０３ａから他端１０３ｂまで円弧を描くように湾曲して配置さ
れている。
【００２２】
　本実施の形態において、外ガイドレール１０３の材質は、プラスチック製素材を用いて
形成されている。なお、外ガイドレール１０３の材質は、プラスチック製素材に限定され
ず、例えば、金属性素材等を用いて形成しても良い。
【００２３】
　外ガイドレール１０３の他端１０３ｂの近傍には、遊技面１０２を飾りつける飾り部材
１０４が配置されている。この飾り部材１０４は、遊技面１０ａを正面視すると上方から
下方に向かって遊技面１０２に対して垂直に起立する起立面１０４ａを有して構成されて
いる。
【００２４】
　飾り部材１０４の起立面１０４ａは、この起立面１０４ａの上方に位置する外ガイドレ
ール１０３の他端１０３ｂに連設して配置されている。そして、飾り部材１０４の起立面
１０４ａの高さは、外ガイドレール１０３の起立高さと同じ高さで形成されている。すな
わち、飾り部材１０４の起立面１０４ａは、外ガイドレール１０３と同様に、遊技領域１
０１を囲うように配置されている。
【００２５】
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　飾り部材１０４の下方には、遊技状況を表示する表示装置１０５が配置されている。表
示装置１０５は、遊技面１０２から突出して配置されており、遊技面１０２を正面視する
と右側から中心側に向けて下方に傾斜させた直線状の傾斜面１０６を有して構成されてい
る。
【００２６】
　表示装置１０５の傾斜面１０６は、この傾斜面１０６の他端１０６ａが、遊技面１０２
を正面視すると傾斜面１０６の右側に位置する表示装置１０５の飾り部材１０４の図示し
ない他端に連設して配置されている。
【００２７】
　一方、傾斜面１０６の一端１０６ｂが、後述する内ガイドレール１０７の一端１０７ａ
に連接して配置されている。そして、傾斜面１０６の高さは、起立面１０４ａの起立高さ
と同じ高さで形成されている。すなわち、傾斜面１０６は、起立面１０４ａと同様に、遊
技領域１０１を囲うように配置されている。
【００２８】
　なお、本実施の形態において、表示装置１０５の位置については、遊技面１０２を正面
視すると右側下方に配置されているが、この位置に限定されず、例えば、中央下方等に配
置しても良い。この場合、表示装置１０５の傾斜面１０６の代わりに、第２の飾り部材を
設け、この第２の飾り部材は、表示装置１０５と同様に、傾斜面を有して構成されている
。
【００２９】
　また、遊技面１０２には、外ガイドレール１０３と共に、図示しない発射装置により発
射された遊技球を遊技領域１０１に案内する役目を果たし、外ガイドレール１０３と同様
に、遊技領域１０１を囲うように、遊技面１０２に対して垂直に起立して配置された帯状
の内ガイドレール１０７が設けられている。
【００３０】
　本実施の形態において、内ガイドレール１０７の材質も、内ガイドレール１０７の材質
と同様に、プラスチック製素材を用いて形成されている。なお、内ガイドレール１０７の
材質も、プラスチック製素材に限定されず、例えば、金属性素材等を用いて形成しても良
い。
【００３１】
　内ガイドレール１０７は、遊技面１０２を正面視すると、外ガイドレール１０３の内側
に配置され、中央下方から左側上方にかけて遊技領域１０１を囲うように配置されている
。具体的には、内ガイドレール１０７の一端１０７ａが、遊技面１０２を正面視すると中
央下方に配置され、他端１０７ｂが遊技面１０２の左側上方に配置されている。そして、
内ガイドレール１０７は、内ガイドレール１０７を可撓させて一端１０７ａから他端１０
７ｂまで円弧を描くように湾曲して配置されている。
【００３２】
　内ガイドレール１０７は、上述したように、内ガイドレール１０７の一端１０７ａが、
遊技領域１０１を正面視すると中央下方に配置されているが、この一端１０７ａは、遊技
面１０２の軸よりも右側に配置されており、一端１０７ａから遊技面１０２の軸に向かっ
て下方に傾斜しながら時計回り方向に緩やかに湾曲して配置されている。
【００３３】
　すなわち、内ガイドレール１０７は、遊技面１０２の軸上において、最も下方に位置す
ると共に、この位置から他端１０７ｂに向かって上方に傾斜しながら時計回り方向に緩や
かに湾曲して配置されている。
【００３４】
　このように、外ガイドレール１０３の内側に内ガイドレール１０７が配置され、これら
外ガイドレール１０３及び内ガイドレール１０７は、所定の間隔を保って互いに対向して
配置されている。そして、外ガイドレール１０３及び内ガイドレール１０７の間には、遊
技球が通過可能なガイド通路１０８が区画されている。



(7) JP 2011-206200 A 2011.10.20

10

20

30

40

50

【００３５】
　ガイド通路１０８は、上述したように、外ガイドレール１０３及び内ガイドレール１０
７の間に区画されている。そして、ガイド通路１０８は、図示しない接続通路を介して図
示しない発射装置に連接されている。
【００３６】
　すなわち、ガイド通路１０８は、発射装置により発射された遊技球が接続通路を通過し
た後、ガイド通路１０８を通過することで、遊技球が遊技面１０２の左側下方から左側上
方に向かって飛び出すように区画されている。
【００３７】
　このように、遊技面１０２には、外ガイドレール１０３、飾り部材１０４、表示装置１
０５、内ガイドレール１０７が連続して、互いに連接して配置されることで、ガイド通路
１０８及び遊技領域１０１が隣接した状態で囲繞形成されている。
【００３８】
　遊技領域１０１には、遊技の演出を行う演出装置が配置されている。具体的には、遊技
領域１０１の中央部分には、液晶表示器（ＬＣＤ）等からなる図示しない液晶表示装置が
配置されている。
【００３９】
　そして、液晶表示装置の周辺には、液晶表示装置を囲うように複数の演出用役物装置が
配置されている。本実施の形態において、これら複数の演出用役物装置のうち、液晶表示
装置の右方に配置された演出用役物装置１０は、装飾部材１２を遊技盤１００の右方に配
置した状態、すなわち、初期位置である第１の状態と、この第１の状態から遊技盤１００
の略中央に配置した第２の状態とに移動可能に支持して構成されている。また、この演出
用役物装置１０は、第１の状態及び第２の状態に限定されず、例えば、第１の状態と第２
の状態との間の位置で停止させることも可能である。
【００４０】
　以下、本実施の形態の演出用役物装置１０の構成について、図２～図４を用いて説明す
る。図２は、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０の表面側の構成を模式的に
示す斜視図であり、図３は、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０の裏面側の
構成を模式的に示す斜視図であり、図４は、本発明の一実施の形態である演出用役物装置
１０の分解した状態の構成を模式的に示す分解斜視図である。
【００４１】
　図２～図４に例示されるように、本実施の形態の演出用役物装置１０は、駆動源２０と
、この駆動源２０の駆動に起因して一方向に往復動する第１の往復動機構３０と、この第
１の往復動機構３０の動作に連動して、第１の往復動機構３０の一方向に対して直交方向
に伸縮するパンタグラフ機構４０と、パンタグラフ機構４０の動作に連動して遊技盤１０
０の盤面上を移動する装飾部材１２とを備えて構成されている。これら、駆動源２０、第
１の往復動機構３０、パンタグラフ機構４０及び装飾部材１２は、ケース体１１に収容さ
れている。
【００４２】
　ケース体１１は、このケース体１１の裏面が遊技盤１００に当接して設けられている。
そして、ケース体１１は、略矩形状をなして形成されており、ケース体１１の長手方向が
遊技盤１００の上下方向に沿って配置されている。
【００４３】
　次に、本実施の形態の演出用役物装置１０の主たる構造である駆動源２０、第１の往復
動機構３０及びパンタグラフ機構４０について、図５Ａ～図６Ｃを用いて説明する。図５
Ａは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０の内部構成の第１の状態を表面側
から模式的に示す正面図であり、図５Ｂは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置
１０の内部構成の第１の状態と第２の状態との間の状態を表面側から模式的に示す正面図
であり、図５Ｃは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０の内部構成の第２の
状態を表面側から模式的に示す正面図である。
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【００４４】
　また、図６Ａは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０の内部構成の第１の
状態を裏面側から模式的に示す背面図であり、図６Ｂは、本発明の一実施の形態である演
出用役物装置１０の内部構成の第１の状態と第２の状態との間の状態を裏面側から模式的
に示す背面図であり、図６Ｃは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置の内部構成
の第２の状態を裏面側から模式的に示す背面図である。
【００４５】
　図５Ａ～図６Ｃに例示されるように、駆動源２０は、モータ２１と、このモータ２１の
駆動軸に設けられ、モータ２１の駆動に起因して回転する第１の歯車２２と、第１の歯車
２２に噛合して配置され、第１の歯車２２に連動して回転する第２の歯車２３とを備えて
構成されている。
【００４６】
　モータ２１は、ケース体１１の裏面側に設けられ、ケース体１１の最上部に配置されて
いる。また、モータ２１は、このモータ２１の駆動軸をケース体１１の孔に挿通させてケ
ース体１１の表面側に突出させた状態でケース体１１に設けられている。そして、ケース
体１１の裏面側から表面側に突出したモータ２１の駆動軸には、第１の歯車２２が連結さ
れている。
【００４７】
　第１の歯車２２は、ケース体１１の表面側に設けられ、ケース体１１の最上部に配置さ
れている。すなわち、モータ２１と第１の歯車２２とは、ケース体１１を挟んで互いに対
向して配置されている。そして、第１の歯車２２は、上述したように、モータ２１の駆動
軸に連結されている。
【００４８】
　このように、第１の歯車２２は、モータ２１の駆動軸に連結されることで、モータ２１
の駆動に起因して回転する。そして、第１の歯車２２には、上述したように、第２の歯車
２３が噛合して配置されているため、第１の歯車２２は、第２の歯車２３に回転力を伝動
している。
【００４９】
　第２の歯車２３は、第１の歯車２２と同様にケース体１１の表面側に設けられ、第１の
歯車２２の下方に配置されている。すなわち、第２の歯車２３は、上述したように、第１
の歯車２２に噛合して配置されている。また、第２の歯車２３は、第１の歯車２２に噛合
して配置されるとともに、後述する第１の往復動機構３０の第１のラックギヤ３１に噛合
して配置されている。
【００５０】
　このように、第２の歯車２３は、第１の歯車２２に噛合して配置されることで、第１の
歯車２２の回転に連動して回転する。そして、第２の歯車２３には、後述する第１の往復
動機構３０を構成する第１のラックギヤ３１の第１の噛合部３２が噛合して配置されてい
るため、第２の歯車２３は、第１のラックギヤ３１に動力を伝動している。
【００５１】
　なお、本実施の形態の駆動源２０は、第１の歯車２２である駆動歯車の他に、第２の歯
車２３である従動歯車を備えて構成されているが、従動歯車の数は特に限定されず、また
、第１の歯車２２に後述する第１のラックギヤ３１の第１の噛合部３２を噛合させても良
い。
【００５２】
　第１の往復動機構３０は、同方向に沿って互いに対向して配置され、互いに逆方向に往
復動可能な第１のラックギヤ３１及び第２のラックギヤ３４と、これら第１のラックギヤ
３１及び第２のラックギヤ３４の間に配置され、第１のラックギヤ３１及び第２のラック
ギヤ３４を互いに逆方向に伝動する小歯車３９とを備えて構成されている。
【００５３】
　第１のラックギヤ３１は、ケース体１１の表面側に設けられ、ケース体１１の上下方向
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に沿って配置されている。この第１のラックギヤ３１は、略棒形状をなして形成されてお
り、第１のラックギヤ３１の一端には、第２の歯車２３と噛合する第１の噛合部３２が形
成され、他端には、後述する小歯車３９と噛合する第２の噛合部３３が形成されている。
【００５４】
　すなわち、第１のラックギヤ３１は、第２の歯車２３の回転に連動して上下方向に沿っ
て往復移動することで、第２の歯車２３から受けた動力を小歯車３９に伝動している。小
歯車３９は、上述したように、第１のラックギヤ３１及び第２のラックギヤ３４の間に配
置されている。そして、小歯車３９は、第１のラックギヤ３１の第２の噛合部３３及び第
２のラックギヤ３４の噛合部３５に噛合して配置されている。
【００５５】
　このように、第１のラックギヤ３１は、第２の歯車２３の回転に連動して、遊技盤１０
０の上下方向に沿って往復移動することで、小歯車３９が回転し、後述するパンタグラフ
機構４０の伸縮動作を可能にしている。
【００５６】
　第２のラックギヤ３４は、第１のラックギヤ３１と同様に、ケース体１１の表面側に設
けられ、ケース体１１の上下方向に沿って配置されている。また、第２のラックギヤ３４
は、上述したように、第１のラックギヤ３１に対向して配置されている。
【００５７】
　この第２のラックギヤ３４は、略棒形状をなして形成されており、第２のラックギヤ３
４の第１のラックギヤ３１と対向する対向面側には、小歯車３９と噛合する噛合部３５が
形成されている。
【００５８】
　本実施の形態において、第２のラックギヤ３４は、ケース体１１に固着されている。す
なわち、第２のラックギヤ３４は、この第２のラックギヤ３４の噛合部３５上で、小歯車
３９を転動させている。
【００５９】
　すなわち、第２のラックギヤ３４は、第１のラックギヤ３１に対向して配置されるとと
もに、第１のラックギヤ３１とともに小歯車３９に噛合して配置されることで、小歯車３
９を噛合部３５上で転動させて、第１のラックギヤ３１を往復移動させている。
【００６０】
　このように、本実施の形態の第１の往復動機構３０は、第１のラックギヤ３１と第２の
ラックギヤ３４とが、同方向に沿って互いに対向して配置され、第１のラックギヤ３１の
動作に連動してパンタグラフ機構４０の伸縮動作を可能にしている。
【００６１】
　これにより、これら第１のラックギヤ３１及び第２のラックギヤ３４に連結された後述
するパンタグラフ機構４０の連結部（第１の連結部５１及び第２の連結部５２）の直線移
動を可能にしている。したがって、パンタグラフ機構４０の連結部が曲線移動するよりも
、効率よくパンタグラフ機構４０に駆動源２０の駆動力を伝達することができる。
【００６２】
　なお、本実施の形態の第２のラックギヤ３４は、ケース体１１に固定されているが、例
えば、小歯車３９を固定させて、第２のラックギヤ３４をケース体１１に往復移動可能に
設けても良い。
【００６３】
　パンタグラフ機構４０は、ケース体１１の表面側に設けられ、ケース体１１の軸方向（
本実施の形態では、上下方向。）に対して直交方向に伸縮するように配置されている。具
体的には、パンタグラフ機構４０は、複数のリンク部材４１，リンク部材４２を有し、こ
のリンク部材４１，リンク部材４２を一対づつ（本実施の形態では二対。）回動可能に連
結して構成されている（第６の連結部５６）。そして、リンク部材４１，リンク部材４２
を回動可能に連結して構成された複数の対リンク（本実施の形態では二対。）をそれぞれ
回動可能に連結して構成されている（第３の連結部５３）。
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【００６４】
　本実施の形態において、複数のリンク部材４１のうち、第１の往復動機構３０側に配置
されたリンク部材４１の一端は、第１のラックギヤ３１に回動可能に連結されている（第
１の連結部５１）。
【００６５】
　一方、複数のリンク部材４２のうち、第１の往復動機構３０側に配置されたリンク部材
４２の一端は、第２のラックギヤ３４に回動可能に連結されている（第２の連結部５２）
。すなわち、第１のラックギヤ３１がケース体１１の上下方向に沿って往復移動すること
で、第１の連結部５１が上下方向に沿って移動する。そして、第１の連結部５１が上下方
向に沿って移動することで、これに連動してリンク部材４１，リンク部材４２の交差角度
が鋭角になり、パンタグラフ機構４０の伸縮動作を可能にしている。
【００６６】
　また、複数のリンク部材４１のうち、後述する第２の往復動機構９０側に配置されたリ
ンク部材４１の一端は、第２の往復動機構９０の後述する第２のラックギヤ９３に回動可
能に連結されている（第５の連結部５５）。
【００６７】
　一方、複数のリンク部材４２のうち、後述する第２の往復動機構９０側に配置されたリ
ンク部材４２の一端は、第２の往復動機構９０の後述する第１のラックギヤ９１に回動可
能に連結されている（第４の連結部５４）。
【００６８】
　これら、第４の連結部５４及び第５の連結部５５は、装飾部材１２の長孔１３ａ，１３
ｂに往復移動可能に設けられている。すなわち、第１の往復動機構３０がケース体１１の
上下方向に沿って往復移動することで、第１の連結部５１が上下方向に沿って移動し、こ
れに連動して、パンタグラフ機構４０の伸縮動作を可能にしているとともに、第２の往復
動機構９０の往復移動を可能にしている。
【００６９】
　このように、モータ２１の駆動力を第１の往復動機構３０を介してパンタグラフ機構４
０に伝達することで、モータ２１とパンタグラフ機構４０とを近設しなくても、モータ２
１の駆動力を確実に伝えるとともに、遊技盤１００に演出用役物装置１０を設置する際、
設置位置に制限されずに、少ないスペースで効率よく設置することができる。
【００７０】
　また、パンタグラフ機構４０のリンク部材４１及びリンク部材４２に均一な力を伝える
ことで、モータ２１を高速回転させて、パンタグラフ機構４０をより速く伸縮させる場合
、パンタグラフ機構４０の挙動を抑えることができる。また、モータ２１を停止させて、
装飾部材１２を第１の状態と第２の状態との間で停止させる場合、パンタグラフ機構４０
の挙動を抑えることができる。
【００７１】
　よって、本実施の形態の演出用役物装置１０は、モータ２１の駆動力を第１の往復動機
構３０を介してパンタグラフ機構４０に伝達することで、モータ２１への負担を軽減させ
ることができるとともに、装飾部材１２の移動速度及び移動距離を調節することができる
。
【００７２】
　本実施の形態の第２の往復動機構９０は、装飾部材１２の内部に設けられている。そし
て、第２の往復動機構９０は、同方向に沿って互いに対向して配置され、互いに逆方向に
往復動可能な第１のラックギヤ９１及び第２のラックギヤ９３と、これら第１のラックギ
ヤ９１及び第２のラックギヤ９３の間に配置され、第１のラックギヤ９１及び第２のラッ
クギヤ９３を互いに逆方向に伝動する小歯車９９とを備えて構成されている。
【００７３】
　第１のラックギヤ９１は、ケース体１１の軸方向に沿って配置されている。すなわち、
第１のラックギヤ９１は、第１の往復動機構３０の第１のラックギヤ３１及び第２のラッ
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クギヤ３４に対してほぼ同じ方向に沿って配置されている。
【００７４】
　また、第１のラックギヤ９１は、パンタグラフ機構４０のリンク部材４２に固着して設
けられている（第４の連結部５４）。そして、第４の連結部５４は、装飾部材１２の長孔
１３ａに往復移動可能に設けられている。
【００７５】
　このように、第１のラックギヤ９１は、パンタグラフ機構４０のリンク部材４２に固着
して設けられ、ケース体１１の軸方向に沿って配置されることで、パンタグラフ機構４０
の伸縮動作に連動してケース体１１の上下方向に往復移動する。
【００７６】
　また、第１のラックギヤ９１は、略棒形状をなして形成されている。そして、第１のラ
ックギヤ９１の第２のラックギヤ９３と対向する対向面側には、小歯車９９と噛合する噛
合部９２が形成されている。
【００７７】
　すなわち、第１のラックギヤ９１は、パンタグラフ機構４０の伸縮動作に連動して上下
方向に沿って往復移動することで、パンタグラフ機構４０から受けた動力を小歯車９９に
伝動している。
【００７８】
　小歯車９９は、上述したように、第１のラックギヤ９１及び第２のラックギヤ９３の間
に配置されている。そして、小歯車９９は、第１のラックギヤ９１の噛合部９２及び第２
のラックギヤ９３の噛合部９４に噛合して配置されている。
【００７９】
　第２のラックギヤ９３は、第１のラックギヤ９１と同様に、装飾部材１２の内部に設け
られ、ケース体１１の軸方向に沿って配置されている。すなわち、第２のラックギヤ９３
も、第１の往復動機構３０の第１のラックギヤ３１及び第２のラックギヤ３４に対してほ
ぼ同じ方向に沿って配置されている。
【００８０】
　また、第２のラックギヤ９３は、パンタグラフ機構４０のリンク部材４１に固着して設
けられている（第５の連結部５５）。このように、第２のラックギヤ９３は、パンタグラ
フ機構４０のリンク部材４１に固着して設けられ、ケース体１１の軸方向に沿って配置さ
れることで、パンタグラフ機構４０の伸縮動作に連動してケース体１１の軸方向に沿って
往復移動する。
【００８１】
　第２のラックギヤ９３も、第１のラックギヤ９１と同様に、略棒形状をなして形成され
ている。そして、第２のラックギヤ９３の第１のラックギヤ９１と対向する対向面側には
、小歯車９９と噛合する噛合部９４が形成されている。
【００８２】
　すなわち、第２のラックギヤ９３が第１のラックギヤ９１に対向して配置されるととも
に、第１のラックギヤ９１とともに小歯車９９に噛合して配置されることで、小歯車９９
を噛合部９２及び噛合部９４で転動させて、第１のラックギヤ９１及び第２のラックギヤ
９３の往復移動を可能にしている。
【００８３】
　このように、本実施の形態の第２の往復動機構９０は、第１のラックギヤ９１と第２の
ラックギヤ９３とが、同方向に沿って互いに対向して配置されることで、パンタグラフ機
構４０の伸縮動作に連動して第１のラックギヤ９１及び第２のラックギヤ９３の往復動作
を可能にしている。
【００８４】
　これにより、これら第１のラックギヤ９１及び第２のラックギヤ９３に連結されたパン
タグラフ機構４０の第４の連結部５４及び第５の連結部５５の直線移動を可能にしている
。したがって、パンタグラフ機構４０の連結部が曲線移動するよりも、効率よくパンタグ



(12) JP 2011-206200 A 2011.10.20

10

20

30

40

50

ラフ機構４０に駆動源２０の駆動力を伝達することができる。
【００８５】
　このように、モータ２１の駆動力を第１の往復動機構３０を介してパンタグラフ機構４
０に伝達し、パンタグラフ機構４０の伸縮動作に連動して装飾部材１２に設けられた第２
の往復動機構９０が往復移動することで、よりスムーズに装飾部材１２を移動させること
ができる。
【００８６】
　このとき、モータ２１を高速回転させて、パンタグラフ機構４０をより速く伸縮させる
場合、パンタグラフ機構４０の挙動を抑えることができる。また、モータ２１を停止させ
て、装飾部材１２を第１の状態と第２の状態との間で停止させる場合、パンタグラフ機構
４０の挙動を抑えることができる。
【００８７】
　次に、本実施の形態の演出用役物装置１０の動作について、図７Ａ～図８Ｃを用いて説
明する。図７Ａは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０の第１の状態を表面
側から模式的に示す正面図であり、図７Ｂは、本発明の一実施の形態である演出用役物装
置１０の第１の状態と第２の状態との間の状態を表面側から模式的に示す正面図であり、
図７Ｃは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０の第２の状態を表面側から模
式的に示す正面図である。
【００８８】
　また、図８Ａは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０の第１の状態を裏面
側から模式的に示す背面図であり、図８Ｂは、本発明の一実施の形態である演出用役物装
置１０の第１の状態と第２の状態との間の状態を裏面側から模式的に示す背面図であり、
図８Ｃは、本発明の一実施の形態である演出用役物装置１０の第２の状態を裏面側から模
式的に示す背面図である。
【００８９】
　図７Ａ～図８Ｃに例示されるように、遊技の変化に応じてモータ２１が駆動すると、第
１の歯車２２が反時計周り方向に回転する。これに伴い、第２の歯車２３が時計周り方向
に回転する。そして、第２の歯車２３に噛合して配置された第１のラックギヤ３１が遊技
盤１００の下方に往復移動する。
【００９０】
　第１のラックギヤ３１が遊技盤１００の下方に往復移動することで、この往復移動に連
動して、パンタグラフ機構４０が遊技盤１００の左右方向に伸縮する。また、パンタグラ
フ機構４０の伸縮動作に連動して、装飾部材１２の内部に設けられた第２の往復動機構９
０が往復移動する。
【００９１】
　このとき、本実施の形態の演出用役物装置１０は、モータ２１の駆動力を第１の往復動
機構３０を介してパンタグラフ機構４０に伝えることで、モータ２１を高速回転させて、
装飾部材１２の移動速度を速めることができる。また、モータ２１を停止させて、装飾部
材１２を止めることができる。すなわち。装飾部材１２の移動速度及び移動距離を調節す
ることができる。
【００９２】
　このように、モータ２１の駆動力を第１の往復動機構３０を介して、パンタグラフ機構
４０に伝えることで、モータ２１への負担を軽減させることができる。また、モータ２１
の駆動力を第１の往復動機構３０を介してパンタグラフ機構４０に伝え、パンタグラフ機
構４０に連動して装飾部材１２に設けられた第２の往復動機構９０を往復移動させること
で、装飾部材１２をよりスムーズに移動させることができる。
【００９３】
　（変形例１）
　次に、本実施の形態の演出用役物装置１０の変形例１について、図９及び１０を用いて
説明する。図９は、本発明の一実施の形態の変形例１である演出用役物装置１０の内部構
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成の第１の状態を裏面側から模式的に示す背面図であり、図１０は、本発明の一実施の形
態の変形例１である演出用役物装置１０の内部構成の第２の状態を裏面側から模式的に示
す背面図である。
【００９４】
　本変形例の演出用役物装置１０の第１の往復動機構６０は、上述の第１の往復動機構３
０に対し、第２の歯車２３に第２のラックギヤ６４を噛合させた点が異なり、他の点は同
様である。したがって、同一または相当する部分には、同一の符号を付して、その説明を
省略する。
【００９５】
　本変形例において、第１の往復動機構６０は、同方向に沿って互いに対向して配置され
、互いに逆方向に往復動可能な第１のラックギヤ６１及び第２のラックギヤ６４と、これ
ら第１のラックギヤ６１及び第２のラックギヤ６４の間に配置され、第１のラックギヤ６
１及び第２のラックギヤ６４を互いに逆方向に伝動する小歯車６９とを備えて構成されて
いる。
【００９６】
　第１のラックギヤ６１は、ケース体１１の表面側に設けられ、ケース体１１の上下方向
に沿って配置されている。この第１のラックギヤ６１は、略棒形状をなして形成されてお
り、第１のラックギヤ６１の第２のラックギヤ６３と対向する対向面側には、小歯車６９
と噛合する噛合部６３が形成されている。
【００９７】
　本変形例において、第１のラックギヤ６１は、ケース体１１に固着されている。すなわ
ち、第１のラックギヤ６１は、後述する第２のラックギヤ６４の往復移動に連動して回転
する小歯車６９を第１のラックギヤ６１の噛合部６３上で転動させている。
【００９８】
　小歯車９９は、上述したように、第１のラックギヤ３１及び第２のラックギヤ３４の間
に配置されている。そして、小歯車３９は、第１のラックギヤ３１の第２の噛合部３３及
び第２のラックギヤ３４の噛合部３５に噛合して配置されている。
【００９９】
　第２のラックギヤ６４は、ケース体１１の表面側に設けられ、第１のラックギヤ６１と
同様に、ケース体１１の上下方向に沿って配置されている。また、第２のラックギヤ６４
は、上述したように、第１のラックギヤ６１に対向して配置されている。
【０１００】
　この第２のラックギヤ６４は、略棒形状をなして形成されており、第２のラックギヤ６
４３の第１のラックギヤ６１と対向する対向面側には、第２の歯車２３及び小歯車６９と
噛合する噛合部６５が形成されている。
【０１０１】
　本変形例において、第２のラックギヤ６４の噛合部６５は、第２の歯車２３に噛合して
配置されている。すなわち、本変形の演出用役物装置１０は、第２の歯車２３の回転に連
動して、第２のラックギヤ６４が、上下方向に往復移動することで、パンタグラフ機構４
０を伸縮させている。
【０１０２】
　このように、第２のラックギヤ６４は、第２の歯車２３の回転に連動して上下方向に沿
って往復移動することで、第２の歯車２３から受けた動力を小歯車９９に伝動している。
そして、第２のラックギヤ６４が第２の歯車２３の回転に連動して、遊技盤１００の上下
方向に沿って往復移動することで、小歯車９９が回転し、パンタグラフ機構４０を伸縮さ
せている。
【０１０３】
　したがって、モータ２１の駆動力を第１の往復動機構６０を介してパンタグラフ機構４
０に伝達することで、パンタグラフ機構４０のリンク部材４１及びリンク部材４２に均一
な力を伝えることが可能なる。
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【０１０４】
　このとき、モータ２１を高速回転させて、パンタグラフ機構４０をより速く伸縮させる
場合、パンタグラフ機構４０の挙動を抑えることができる。また、モータ２１を停止させ
て、装飾部材１２を第１の状態と第２の状態との間で停止させる場合、パンタグラフ機構
４０の挙動を抑えることができる。
【０１０５】
　よって、本実施の形態の演出用役物装置１０は、モータ２１の駆動力を第１の往復動機
構６０を介してパンタグラフ機構４０に伝達することで、モータ２１への負担を軽減させ
ることができるとともに、装飾部材１２の移動速度及び移動距離を調節することができる
。
【符号の説明】
【０１０６】
　　１０　　　演出用役物装置
　　１１　　　ケース体
　　１２　　　装飾部材
　　１３ａ　　長孔
　　１３ｂ　　長孔
　　２０　　　駆動源
　　２１　　　モータ
　　２２　　　第１の歯車
　　２３　　　第２の歯車
　　３０　　　第１の往復動機構
　　３１　　　第１のラックギヤ
　　３２　　　第１の噛合部
　　３３　　　第２の噛合部
　　３４　　　第２のラックギヤ
　　３５　　　噛合部
　　４０　　　パンタグラフ機構
　　４１　　　リンク部材
　　４２　　　リンク部材
　　５１　　　第１の連結部
　　５２　　　第２の連結部
　　５３　　　第３の連結部
　　５４　　　第４の連結部
　　５５　　　第５の連結部
　　５６　　　第６の連結部
　　６０　　　第１の往復動機構
　　６１　　　第１のラックギヤ
　　６３　　　噛合部
　　６４　　　第２のラックギヤ
　　６５　　　噛合部
　　６９　　　小歯車
　　９０　　　第２の往復動機構
　　９１　　　第１のラックギヤ
　　９２　　　噛合部
　　９３　　　第２のラックギヤ
　　９４　　　噛合部
　１００　　　遊技盤
　１０１　　　遊技領域
　１０２　　　遊技面
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　１０３　　　外ガイドレール
　１０４　　　飾り部材
　１０５　　　表示装置
　１０６　　　傾斜面
　１０７　　　内ガイドレール
　１０８　　　ガイド通路
　

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図５Ｃ】

【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図６Ｃ】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図７Ｃ】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図８Ｃ】 【図９】
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