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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と、前記遊技領域に配設された可変表示装置
と、この可変表示装置の前面に出没可能な可動体を有する可動役物装置とを備えたパチン
コ機において、
　前記可動役物装置は、前記可動体に第１の軸部を介して回転可能に連結された駆動アー
ムと、前記可動体に第２の軸部を介して回転可能に連結されたスライダと、前記駆動アー
ムを第３の軸部を支点に初期位置と動作位置との間で回転させるモータと、前記スライダ
をスライド可能にガイドするガイド手段とを備え、
　前記駆動アームが初期位置にあるとき、前記第２の軸部が前記第１の軸部よりも前記第
３の軸部から遠い位置となるように設定し、前記駆動アームが初期位置から動作位置へ向
かって回転するとき、前記スライダのスライド移動に伴って前記第２の軸部が前記第１の
軸部よりも前記第３の軸部に近付く方向へ変移するようにしたことを特徴とするパチンコ
機。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記モータと前記駆動アームとの間に駆動ギアを介設すると
共に、この駆動ギアに設けたピンを前記駆動アームに設けたカム孔に係合したことを特徴
とするパチンコ機。
【請求項３】
　請求項１または２の記載において、前記可動体と前記駆動アームおよび前記スライダの
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組が前記可変表示装置の中心を通る垂線に関して線対称な左右位置に一組ずつ配置されて
いると共に、一対の前記可動体がそれぞれ前記第１および第２の軸部を基端側とする半リ
ング状に形成されており、前記駆動アームの動作位置で一対の前記可動体が前記可変表示
装置の前面でリング状に対向するようにしたことを特徴とするパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球を用いて遊技を行うパチンコ機に係り、特に、電子抽選の結果を可動
体の可動態様によって遊技者に示唆することができる可動役物装置を備えたパチンコ機に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機の中には、遊技盤の盤面をガイドレールによって略円形状の遊技領域に区画
すると共に、この遊技領域に可変表示装置や始動入賞口やアタッカ装置等を配設し、遊技
領域に向けて発射された遊技球が始動入賞口に入賞したことを契機に電子抽選を行い、そ
の抽選結果に基づいて可変表示装置が図柄の変動表示および停止表示を行うようにした機
種が数多く存在する。電子抽選の抽選結果には当たり（当選）とハズレ（非当選）があり
、抽選結果が当たりの場合には、可変表示装置の表示画面に所定の特別図柄の組合せが表
示され、通常モードから特別遊技モードへと移行する。この特別遊技モードでは、アタッ
カ装置の開閉扉が開放動作して大入賞口を露呈させるので、露呈した大入賞口に遊技球が
入りやすくなって遊技者は多くの賞球を獲得できるようになる。
【０００３】
　このようなパチンコ機において、可動態様を変化させることができる可動体を可変表示
装置の周囲に配置し、電子抽選で当選していることを可動体の可動態様によって遊技者に
示唆するようにした可動役物装置が広く採用されており、その一例として、可変表示装置
の上方位置に複数の可動体を配置し、これら可動体を可変表示装置の前面に出没可能とし
た可動役物装置が従来より知られている（例えば、特許文献１参照）。かかる従来の可動
役物装置は、可変表示装置の側方に配置した上下一対のプーリ間に駆動ベルトを巻回する
と共に、駆動ベルトから水平方向へ突出するシャフトに可動体を固着し、モータを駆動源
として駆動ベルトが上下方向に走行すると、可動体が水平な姿勢を保ったまま可変表示装
置の前方を上下動するようになっている。また、可変表示装置の上部に別のモータを駆動
源として回転する可動体を配置し、この可動体が水平姿勢と垂直姿勢との間を回動して可
変表示装置の前面に出没するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１１７５４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この種のパチンコ機では、スーパーリーチ時などに可変表示装置に表示される図柄が変
動を開始すると、その表示内容に連動して可動役物装置の可動体を可変表示装置の前方に
出現させるようにしているので、可動体をいかに目立つ動きで可変表示装置の前方に出現
させるかが遊技の興趣性を高める上で非常に重要となる。しかしながら、特許文献１に開
示された従来のパチンコ機においては、個々の可動体の動きが上下方向の往復運動や支軸
を中心とする回転運動であるため、可動体の動きが比較的単調なものになってしまうとい
う問題があった。そこで、可動体をよりダイナミックな動きで可変表示装置の前面に出没
させることのできる可動役物装置が要望されているが、この場合、可動体のダイナミック
な動きが可変表示装置の表示画面を包囲する周辺部材と干渉しやすくなるという新たな問
題が発生する。
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【０００６】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、可動役物
装置の可動体をダイナミックな動きで可変表示装置の前面に出没させることのできるパチ
ンコ機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明は、遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と
、前記遊技領域に配設された可変表示装置と、この可変表示装置の前面に出没可能な可動
体を有する可動役物装置とを備えたパチンコ機において、前記可動役物装置は、前記可動
体に第１の軸部を介して回転可能に連結された駆動アームと、前記可動体に第２の軸部を
介して回転可能に連結されたスライダと、前記駆動アームを第３の軸部を支点に初期位置
と動作位置との間で回転させるモータと、前記スライダをスライド可能にガイドするガイ
ド手段とを備え、前記駆動アームが初期位置にあるとき、前記第２の軸部が前記第１の軸
部よりも前記第３の軸部から遠い位置となるように設定し、前記駆動アームが初期位置か
ら動作位置へ向かって回転するとき、前記スライダのスライド移動に伴って前記第２の軸
部が前記第１の軸部よりも前記第３の軸部に近付く方向へ変移するように構成した。
【０００８】
　このように構成されたパチンコ機では、駆動アームが第３の軸部を支点として初期位置
から動作位置へ向かって回転すると、駆動アームと可動体を連結する第１の軸部が駆動ア
ームの回転角度に応じて移動すると共に、スライダと可動体を連結する第２の軸部がスラ
イダのスライド位置に応じて移動し、その際に第２の軸部が第１の軸部よりも第３の軸部
に近付く方向へ変移するため、可動体を周辺部材と干渉することなくダイナミックな動き
で可変表示装置の前面に出現させることができる。
【０００９】
　上記の構成において、モータと駆動アームとの間に駆動ギアを介設すると共に、この駆
動ギアに設けたピンを駆動アームに設けたカム孔に係合すると、駆動ギアの回転中心位置
やカム孔のカム形状等を適宜設定することにより、例えば、駆動アームが初期位置から途
中位置まで回転する間は可動体を回動させ、その後に駆動アームが動作位置まで回転する
間は可動体をスライド移動させる等、バラエティに富んだ可動体の可動形態を実現するこ
とができて好ましい。
【００１０】
　また、上記の構成において、可動体と駆動アームおよびスライダの組が可変表示装置の
中心を通る垂線に関して線対称な左右位置に一組ずつ配置されていると共に、一対の可動
体がそれぞれ第１および第２の軸部を基端側とする半リング状に形成されており、駆動ア
ームの動作位置で一対の可動体が可変表示装置の前面でリング状に対向するように構成す
ると、一対の半リング状の可動体を可変表示装置の上下いずれか一方に横臥状態で待機さ
せておき、これら可動体をスーパーリーチ時などに可変表示装置の前面で回動させながら
垂直姿勢に突き合わせる、といった斬新でインパクトのある可動体の動きを実現すること
ができて好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のパチンコ機は、モータを駆動源として駆動アームが第３の軸部を支点に初期位
置から動作位置へ向かって回転すると、駆動アームと可動体を連結する第１の軸部が駆動
アームの回転角度に応じて移動すると共に、スライダと可動体を連結する第２の軸部がス
ライダのスライド位置に応じて移動し、その際に第２の軸部が第１の軸部よりも第３の軸
部に近付く方向へ変移するため、可動体を周辺部材と干渉することなくダイナミックな動
きで可変表示装置の前面に出現させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態例に係るパチンコ機の外観を示す斜視図である。
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【図２】図１に示すパチンコ機の背面図である。
【図３】図１のパチンコ機に備えられる遊技盤ユニットの斜視図である。
【図４】該遊技盤ユニットの正面図である。
【図５】遊技盤に配設された可動役物装置が動作状態にあるときの該遊技盤ユニットの正
面図である。
【図６】該可動役物装置の斜視図である。
【図７】該可動役物装置の正面図である。
【図８】該可動役物装置の背面図である。
【図９】該可動役物装置の平面図である。
【図１０】該可動役物装置の底面図である。
【図１１】該可動役物装置の分解斜視図である。
【図１２】該可動役物装置に備えられる駆動アームが初期位置にある状態を示す正面図で
ある。
【図１３】図１２に対応する背面図である。
【図１４】図１３のＡ部詳細図である。
【図１５】該駆動アームが初期位置と動作位置の途中にある状態を示す正面図である。
【図１６】図１５に対応する背面図である。
【図１７】図１６のＢ部詳細図である。
【図１８】該駆動アームが動作位置の手前にある状態を示す正面図である。
【図１９】図１８に対応する背面図である。
【図２０】図１９のＣ部詳細図である。
【図２１】該駆動アームが動作位置にある状態を示す正面図である。
【図２２】図２１に対応する背面図である。
【図２３】図２２のＤ部詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１に示すように、本発明の実
施形態例に係るパチンコ機は、遊技場の島設備に設置される縦長方形状の機枠１と、機枠
１に扉状に開閉自在に取り付けられた本体枠２と、本体枠２の内側に収容された後述する
遊技盤ユニット３と、本体枠２の前面に開閉自在に取り付けられたガラス扉４と、ガラス
扉４の下側で本体枠２の前面に開閉自在に取り付けられた前面ボード５と、前面ボード５
の右下隅部に取り付けられた発射ハンドル６等を具備しており、前面ボード５には遊技球
を収容する受皿７が設けられている。ガラス扉４の中央部には透明なガラス板８が取り付
けられており、遊技盤ユニット３の前面はこのガラス板８を通して外部から目視可能とな
っている。また、ガラス扉４の上部にはスピーカ９が左右に１個ずつ取り付けられており
、これらスピーカ９から遊技に関する様々な効果音を発するようになっている。
【００１４】
　図２に示すように、遊技盤ユニット３は本体枠２の背面側に露出しており、この遊技盤
ユニット３には、主制御処理部１０、特別図柄表示制御部１１、普通図柄表示制御部１２
、演出制御処理部１３、ランプ制御処理部１４、音声制御処理部１５等が設けられている
。その他、本体枠２の背面側には、支払制御処理部１６、発射制御処理部１７、賞球支払
装置１８等が設けられており、これらは遊技盤ユニット３を包囲する適宜位置に配置され
ている。
【００１５】
　図３と図４に示すように、遊技盤ユニット３の前面には合板材からなる遊技盤１９が取
り付けられており、遊技盤１９の前面（盤面）は遊技領域２０となっている。この遊技領
域２０はガイドレール２１等によって略円形状に区画されており、発射ハンドル６が遊技
者によって任意角度に回転操作されると、図示せぬ発射装置が受皿７に保留された遊技球
を遊技領域２０に向けて連続的に打ち出すようになっている。遊技領域２０の上部中央付
近には中央役物ユニット２２が配設されており、この中央役物ユニット２２は、中央部に
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矩形状の開口２３ａを有する装飾枠２３と、装飾枠２３の下壁部に配設された後述する可
動役物装置２４とを具備している。また、中央役物ユニット２２の裏面側には液晶パネル
（ＬＣＤ）からなる可変表示装置２５が配設されており、この可変表示装置２５の表示画
面は装飾枠２３の開口２３ａから露出している。
【００１６】
　装飾枠２３には開口２３ａの下辺に沿って左右方向へ延びるステージ２６が設けられて
おり、このステージ２６の中央部には誘導溝２６ａが形成されている。この誘導溝２６ａ
の真下位置には上面に入賞孔を有する単純構造の第１始動入賞口２７が配設されており、
ステージ２６上を転動して誘導溝２６ａから落下した遊技球が高い確率で第１始動入賞口
２７に入賞するようになっている。第１始動入賞口２７の真下には第２始動入賞口２８が
近接配置されており、この第２始動入賞口２８は一対の可動片を有する電動チューリップ
構造の始動入賞口となっている。そして、これら始動入賞口２７，２８のいずれか一方に
遊技球が入賞すると、それを契機として特別図柄に係る電子抽選が行われ、その抽選結果
に基づいて可変表示装置２５の表示画面上で演出用図柄の変動表示および停止表示が行わ
れる。また、中央役物ユニット２２の左側の遊技領域２０には通過チャッカー２９が配設
されており、遊技球がこの通過チャッカー２９を通過すると、それを契機として普通図柄
に係る電子抽選が行われ、その抽選結果が当たりの場合に第２始動入賞口２８の両可動片
を一時的に開放して遊技球の入賞を許可するようになっている。
【００１７】
　さらに、第２始動入賞口２８の真下位置における遊技領域２０には第１アタッカ装置３
０が配設されており、この第１アタッカ装置３０の右斜め上方には第２アタッカ装置３１
が配設されている。内部構造については図示省略されているが、第１アタッカ装置３０は
、前面を開口した横長形状の大入賞口や、大入賞口に入賞した遊技球を検知するセンサユ
ニットや、大入賞口の開口を開閉するアタッカ扉や、アタッカ扉を駆動するソレノイド等
を具備しており、第２アタッカ装置３１も同様に構成されている。これら両アタッカ装置
３０，３１は、第１および第２始動入賞口２７，２８のいずれか一方に遊技球が入賞する
ことを契機に行われる特別図柄に係る電子抽選の結果、当たりとなって大当たり遊技状態
（特別遊技モード）へ移行した場合に作動される装置である。具体的には、特別図柄の抽
選結果が第１の大当たり（例えば通常大当たり）の場合、第１アタッカ装置３０のアタッ
カ扉が複数回繰り返し開放動作してその大入賞口を露呈させ、特別図柄の抽選結果が第２
の大当たり（例えば確変大当たり）の場合、第２アタッカ装置３１のアタッカ扉が複数回
繰り返し開放動作してその大入賞口を露呈させる。第１アタッカ装置３０のアタッカ扉は
１回の開放動作について例えば３０秒経過するまで、あるいは遊技球が大入賞口に例えば
１０個入賞するまで開放状態を維持し、この間で１個の入賞に対して例えば１２個を賞球
として払い出し、かかる開放動作を例えば１４回繰り返した後に大当たりが終了する。同
様に、第２アタッカ装置３１のアタッカ扉は１回の開放動作について例えば３０秒経過す
るまで、あるいは遊技球が大入賞口に例えば１０個入賞するまで開放状態を維持し、この
間で１個の入賞に対して例えば１５個を賞球として払い出し、かかる開放動作を例えば１
６回繰り返した後に大当たりが終了する。
【００１８】
　その他、遊技領域２０内には、遊技球の払い出しのみを行う複数の一般入賞口３２や、
遊技球の流下経路を担う遊技釘と風車（いずれも図示せず）等が配設されており、いずれ
の始動入賞口２７，２８や一般入賞口３２にも入賞しなかった遊技球は、遊技領域２０の
最下端部に設けられたアウト口３３から遊技盤１９の裏面側に排出されるようになってい
る。
【００１９】
　可動役物装置２４は前述した特別図柄に係る電子抽選の結果を役物の可動態様によって
遊技者に示唆することができる装置であり、図６～図２３に示すように、この可動役物装
置２４は、横長形状に形成された金属板製のベース板３４と、ベース板３４にネジ止めに
より一体化された合成樹脂製のカバー３５と、ベース板３４に固定された支持板３６と、
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支持板３６の裏面に取り付けられた第１のモータ３７と、カバー３５の前面左側部に取り
付けられた第２のモータ３８と、支持板３６の左右両側部に回転可能に軸支された第１お
よび第２の駆動ギア３９，４０と、支持板３６の裏面下端部に回転可能に軸支された第１
および第２の駆動アーム４１，４２と、ベース板３４の左右両側壁に互いに平行な状態で
支持された一対のガイドシャフト４３と、両ガイドシャフト４３に沿って左右方向へ移動
可能な第１および第２のスライダ４４，４５と、第１の駆動アーム４１および第１のスラ
イダ４４に回転可能に連結された第１の可動体４６と、第２の駆動アーム４２および第２
のスライダ４５に回転可能に連結された第２の可動体４７等によって主に構成されている
。なお、第１および第２の可動体４６，４７の可動態様との関連を持たせるために、図３
～図５に示すように、装飾枠２３の下壁中央部にステージ２６の真上に位置する半球状の
意匠部材２３ｂが取り付けられている。
【００２０】
　ベース板３４とカバー３５は両者間に収納スペースを確保した状態で一体化されており
、これらベース板３４とカバー３５の一体品はステージ２６の背面側に画成された空間内
に設置されている。なお、図１２～図２３において、ベース板３４とカバー３５は内部構
造を明確にするために省略されている。支持板３６はベース板３４の前面中央部に植設さ
れた複数本のボス３４ａにネジ止め固定されており、この支持板３６を貫通する第１のモ
ータ３７の出力軸にはギア４８が固着されている。支持板３６の前面には３本の支軸３６
ａが植設されており、これら支軸３６ａにアイドラギア４９と第１および第２の駆動ギア
３９，４０がそれぞれ回転可能に軸支されている。ギア４８と第２の駆動ギア４０は直接
噛合しているが、ギア４８と第１の駆動ギア３９はアイドラギア４９を介して噛合してい
るため、第１のモータ３７が回転すると第１および第２の駆動ギア３９，４０は互いに逆
向きに同期回転する。第１および第２の駆動ギア３９，４０の前面周縁部には円弧状突起
３９ａ，４０ａがそれぞれ形成されており、これら円弧状突起３９ａ，４０ａの位置検出
用センサとして一対のフォトインタラプタ５０，５１がカバー３５に取り付けられている
。また、第１および第２の駆動ギア３９，４０の裏面周縁部にはピン３９ｂ，４０ｂがそ
れぞれ突設されている。
【００２１】
　第２のモータ３８の出力軸はカバー３５を貫通して前記収納スペース内に突出しており
、この収納スペース内において第２のモータ３８の出力軸に固着されたギア５２が第１の
駆動ギア３９と噛合している。したがって、第１の駆動ギア３９は第１のモータ３７と第
２のモータ３８の両方からの駆動力を受けて回転することになるが、第２のモータ３８は
第１のモータ３７のトルク不足を補うものであるため、例えば、第１のモータ３７として
高トルクの大型モータを用いた場合や、第１のモータ３７を駆動源とする動力伝達系の負
荷トルクが小さい場合は、第２のモータ３８を省略して第１のモータ３７のみで両駆動ギ
ア３９，４０を回転することも可能である。
【００２２】
　第１および第２の駆動アーム４１，４２は裏面側を開放した断面凹状の長尺体であり、
これら駆動アーム４１，４２の裏面側にはそれぞれ蓋体５３，５４がネジ止め固定されて
いる。第１の駆動アーム４１の長手方向の両端部には軸孔４１ａ，４１ｂが形成されてお
り、一方の軸孔４１ａは支持板３６の裏面に植設された円筒状の支柱（第３の軸部）５５
に挿入されている。同様に、第２の駆動アーム４２の長手方向の両端部には軸孔４２ａ，
４２ｂが形成されており、一方の軸孔４２ａは支持板３６の裏面に植設された円筒状の支
柱（第３の軸部）５６に挿入されている。また、第１および第２の駆動アーム４１，４２
の側部には長孔形状のカム孔４１ｃ，４２ｃが形成されており、第１の駆動アーム４１の
カム孔４１ｃは第１の駆動ギア３９のピン３９ｂに挿入され、第２の駆動アーム４２のカ
ム孔４２ｃは第２の駆動ギア４０のピン４０ｂに挿入されている。これにより、第１およ
び第２の駆動ギア３９，４０が逆向きに同期回転すると、各ピン３９ｂ，４０ｂが対応す
るカム孔４１ｃ，４２ｃ内を移動し、それに伴って第１および第２の駆動アーム４１，４
２がそれぞれ支柱５５，５６を支点として回転するようになっている。
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【００２３】
　第１のスライダ４４の上下両端部には軸孔４４ａとガイド孔４４ｂが形成されており、
このガイド孔４４ｂは下段側のガイドシャフト４３に挿入されている。また、第１のスラ
イダ４４の裏面側には保持板５７がネジ止め固定されており、両者４４，５７間に軸支さ
れた４つのローラ５８のうち、対をなす２つのローラ５８同士が上段側のガイドシャフト
４３を挟んで対向している。同様に、第２のスライダ４５の上下両端部には軸孔４５ａと
ガイド孔４５ｂが形成されており、このガイド孔４５ｂは下段側のガイドシャフト４３に
挿入されている。また、第２のスライダ４５の裏面側には保持板５９がネジ止め固定され
ており、両者４５，５９間に軸支された４つのローラ６０のうち、対をなす２つのローラ
６０同士が上段側のガイドシャフト４３を挟んで対向している。なお、これらガイドシャ
フト４３とガイド孔４４ｂ，４５ｂおよびローラ５８，６０等により、第１および第２の
スライダ４４，４５をスライド可能にガイドするガイド手段が構成されている。
【００２４】
　第１の可動体４６は全体的に正面視半リング状に形成されており、その裏面側には略同
形状の回路基板６１が取り付けられている。第１の可動体４６は、合成樹脂の外表面に金
属メッキを施した遮光性の外装部４６ａと、外装部４６ａの前面から一部を露出する光透
過性樹脂の内装部４６ｂと、内装部４６ｂの裏面に配置された光透過性樹脂の意匠部４６
ｃとで構成されており、回路基板６１は内装部４６ｂと意匠部４６ｃを介して外装部４６
ａにネジ止め固定されている。回路基板６１の前面にはコネクタ６２と多数のＬＥＤ（発
光体）６３が実装されており、これらＬＥＤ６３の光が内装部４６ｂと意匠部４６ｃを透
過して第１の可動体４６の前方へ照射されるようになっている。また、コネクタ６２には
ＬＥＤ６３に電力を供給するための後述するワイヤーハーネス（配線部材）Ｗが接続され
ており、このワイヤーハーネスＷは第１の駆動アーム４１の内部空間を通って前述したラ
ンプ制御処理部１４に接続されている。
【００２５】
　第１の可動体４６と第２の可動体４７は可変表示装置２５の表示画面の中心を通る垂線
Ｌ（図７参照）に関して線対称な左右位置に配置されており、両者４６，４７は対称形状
であるという点を除いて基本的に同様に構成されている。すなわち、第２の可動体４７も
全体的に正面視半リング状に形成されており、その裏面側には同形状の回路基板６４が取
り付けられている。第２の可動体４７は、合成樹脂の外表面に金属メッキを施した遮光性
の外装部４７ａと、外装部４７ａから一部を露出する光透過性樹脂の内装部４７ｂと、内
装部４７ｂの裏面に配置された光透過性樹脂の意匠部４７ｃとで構成されており、回路基
板６４は内装部４７ｂと意匠部４７ｃを介して外装部４７ａにネジ止めされている。回路
基板６４の前面にはコネクタ６５と多数のＬＥＤ（発光体）６６が実装されており、これ
らＬＥＤ６５の光が内装部４７ｂと意匠部４７ｃを透過して第２の可動体４７の前方へ照
射されるようになっている。このコネクタ６５にもワイヤーハーネスＷが接続されており
、このワイヤーハーネスＷは第２の駆動アーム４２の内部空間を通って前述したランプ制
御処理部１４に接続されている。
【００２６】
　第１の可動体４６の内装部４６ｂの基端部には内側突壁４６ｄと外側突壁４６ｅが形成
されており、内側突壁４６ｄは連結体６７を用いて第１の駆動アーム４１の先端側の軸孔
４１ｂに回転可能に連結されている。この連結体６７は、平板状の鍔部６７ａと、鍔部６
７ａの一面から前方へ突出する軸部（第１の軸部）６７ｂと、鍔部６７ａの他面で軸部６
７ｂに対してオフセットした位置から後方へ突出するガイド部６７ｃとを有しており、軸
部６７ｂを第１の駆動アーム４１の軸孔４１ｂに挿入して内側突壁４６ｄにネジ止めする
ことにより、第１の可動体４６は軸部６７ｂを介して第１の駆動アーム４１の先端部に回
転可能に連結されている。また、ガイド部６７ｃの先端に平板状の規制部６７ｄがネジ止
め固定されており、この規制部６７ｄと鍔部６７ａはガイド部６７ｃの長さ相当のスペー
スを介して対向している。そして、これら規制部６７ｄと鍔部６７ａおよびガイド部６７
ｃによって区画された空間内を前述したワイヤーハーネスＷの通過路として用いることに
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より、ワイヤーハーネスＷが連結体６７から外れないようにしている。一方、内装部４６
ｂの外側突壁４６ｅには軸状体（第２の軸部）６８がネジ止めされており、この軸状体６
８を第１のスライダ４４の軸孔４４ａに挿入することにより、第１の可動体４６は軸状体
６８を介して第１のスライダ４４の上端部に回転可能に連結されている。
【００２７】
　同様に、第２の可動体４７の内装部４７ｂの基端部には内側突壁４７ｄと外側突壁４７
ｅが形成されており、内側突壁４７ｄは連結体６９を用いて第２の駆動アーム４２の先端
側の軸孔４２ｂに回転可能に連結されている。この連結体６９は、平板状の鍔部６９ａと
、鍔部６９ａの一面から前方へ突出する軸部（第１の軸部）６９ｂと、鍔部６９ａの他面
で軸部６９ｂに対してオフセットした位置から後方へ突出するガイド部６９ｃとを有して
おり、軸部６９ｂを第２の駆動アーム４２の軸孔４２ｂに挿入して内側突壁４７ｄにネジ
止めすることにより、第２の可動体４７は軸部６９ｂを介して第２の駆動アーム４２の先
端部に回転可能に連結されている。また、ガイド部６９ｃの先端に平板状の規制部６９ｄ
がネジ止めされており、この規制部６９ｄと鍔部６９ａはガイド部６９ｃの長さ相当のス
ペースを介して対向している。そして、これら規制部６９ｄと鍔部６７ａおよびガイド部
６９ｃによって区画された空間内を前述したワイヤーハーネスＷの通過路として用いるこ
とにより、ワイヤーハーネスＷが連結体６９から外れないようにしている。一方、内装部
４７ｂの外側突壁４７ｅには軸状体（第２の軸部）７０がネジ止めされており、この軸状
体７０を第２のスライダ４５の軸孔４５ａに挿入することにより、第２の可動体４７は軸
状体７０を介して第２のスライダ４５の上端部に回転可能に連結されている。
【００２８】
　このように構成されたパチンコ機において、図４に示すように、通常、可動役物装置２
４は非動作状態に維持されており、第１および第２の可動体４６，４７の各意匠部４６ｃ
，４７ｃと装飾枠２３の意匠部材２３ｂとがステージ２６の後方位置に横一列に並んでい
る。図１２と図１３はかかる可動役物装置２４の非動作状態を示し、この場合、第１およ
び第２の駆動アーム４１，４２は両者の開き角度を最大にした初期位置で停止しており、
当該位置は第１の駆動ギア３９の円弧状突起３９ａがフォトインタラプタ５０の光路を横
切ることで正確に検出される。このとき、第１および第２の駆動アーム４１，４２の回動
支点である支柱（第３の軸部）５５，５６に対して軸状体（第２の軸部）６８，７０の方
が軸部（第１の軸部）６７ｂ，６９ｂよりも遠く離れているため、第１および第２の可動
体４６，４７は基端部を外側に向けた横臥姿勢に保持されると共に、第１および第２のス
ライダ４４，４５はガイドシャフト４３の左右両端部で停止している。また、このように
第１および第２の駆動アーム４１，４２が初期位置で停止しているとき、コネクタ６２，
６５と連結体６７，６９の軸部６７ｂ，６９ｂを結ぶ直線は駆動アーム４１，４２の長手
方向の軸線に対して小さい角度で交差しているため、換言すると、両可動体４６，４７と
両駆動アーム４１，４２の相対角度が小さい状態となっているため、図１４から明らかな
ように、両回路基板６１，６４のコネクタ６２，６５から導出されたワイヤーハーネスＷ
は連結体６７，６９をほぼ直線状に通過して両駆動アーム４１，４２へと至っている。
【００２９】
　この状態で第１および第２のモータ３７，３８を正逆いずれか一方向へ回転すると、第
１および第２の駆動ギア３９，４０が互いに逆向きに同期回転し、それに伴って駆動ギア
４０のピン３９ｂ，４０ｂが対応する駆動アーム４１，４２のカム孔４１ｃ，４２ｃ内を
移動するため、図１５と図１６に示すように、両駆動アーム４１，４２が支柱５５，５６
を中心に初期位置から動作位置に向かって回転し始める。その際、第１および第２のスラ
イダ４４，４５はガイドシャフト４３の端部から中央部に向かってスライド移動するため
、支柱５５，５６から軸状体６８，７０までの距離が支柱５５，５６を中心とする軸部６
７ｂ，６９ｂの回転半径に対して次第に近付いていき、第１および第２の可動体４６，４
７は対応する駆動アーム４１，４２と逆向きに回転しながら可変表示装置２５の前面に出
現していく。また、両駆動アーム４１，４２が初期位置から図１６に示す位置まで回転す
ると、両可動体４６，４７と両駆動アーム４１，４２の相対角度が次第に大きくなってい
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くが、図１７に示すように、連結体６７，６９を通過するワイヤーハーネスＷは軸部６７
ｂ，６９ｂに対してオフセット位置に設けられたガイド部６７ｃ，６９ｃの周面に沿って
緩やかに屈曲するため、この時点でワイヤーハーネスＷの屈曲部分に曲げストレスはほと
んど作用しない。
【００３０】
　引き続いて第１および第２のモータ３７，３８を同方向へ回転すると、図１８と図１９
に示すように、支柱５５，５６から軸状体６８，７０までの距離が支柱５５，５６を中心
とする軸部６７ｂ，６９ｂの回転半径よりも短くなり、第１および第２の可動体４６，４
７は可変表示装置２５の前面で互いの先端部と基端部同士を対面させた起立姿勢となる。
この間、第１および第２の可動体４６，４７は互いの基端側を近付けながら回転していく
ため、左右方向の長さ寸法が大きな第１および第２の可動体４６，４７であっても、これ
ら可動体４６，４７を装飾枠２３の左右両側部と干渉することなく可変表示装置２５の前
方へ出現させることができる。なお、両駆動アーム４１，４２が初期位置から図１９に示
す位置まで回転すると、図２０に示すように、両可動体４６，４７と両駆動アーム４１，
４２の相対角度はかなり大きくなるが、この時点でもガイド部６７ｃ，６９ｃの周面に沿
って屈曲するワイヤーハーネスＷには曲げストレスはほとんど作用しない。
【００３１】
　このようにして第１および第２の可動体４６，４７が可変表示装置２５の前面で起立し
た後、さらに第１および第２のモータ３７，３８を同方向へ回転すると、両駆動アーム４
１，４２は動作位置に向かって回転を続行し、第２の駆動ギア４０の円弧状突起４０ａが
フォトインタラプタ５１の光路を横切る位置まで回転すると、両モータ３７，３８の回転
が停止して両駆動アーム４１，４２は動作位置で停止する。この間、軸部６７ｂ，６９ｂ
は駆動アーム４１，４２の回動支点である支柱５５，５６の真上付近を移動するため、第
１および第２の可動体４６，４７は起立姿勢を保ったまま近接方向へ移動し、図２１と図
２２に示すように、両駆動アーム４１，４２が動作位置まで回転すると、第１および第２
の可動体４６，４７は互いの先端部と基端部同士を当接させた状態で停止し、可動役物装
置２４は第１および第２の可動体４６，４７同士をリング状に突き合わせた動作状態とな
る（図５参照）。なお、このように駆動アーム４１，４２が動作位置まで回転すると、図
２３に示すように、両可動体４６，４７と両駆動アーム４１，４２の相対角度は最大とな
るが、ワイヤーハーネスＷは軸部６７ｂ，６９ｂに対してオフセットしたガイド部６７ｃ
，６９ｃの周面に沿って屈曲されるため、この時点でもワイヤーハーネスＷの屈曲部分に
作用する曲げストレスは緩和されている。
【００３２】
　また、第１および第２の駆動ギア３９，４０が図２１と図２２に示す動作位置にあると
き、第１および第２のモータ３７，３８を上記と逆方向に回転すると、第１および第２の
駆動アーム４１，４２が動作位置から初期位置に向かって回転し、それに伴って第１およ
び第２の可動体４６，４７が起立姿勢から横臥姿勢に向かって回動すると共に、第１およ
び第２のスライダ４４，４５がガイドシャフト４３の中央部から端部に向かってスライド
移動し、可動役物装置２４は図１２と図１３に示す非動作状態に戻る。
【００３３】
　以上説明したように、本実施形態例に係るパチンコ機においては、可変表示装置２５の
前面に出没可能な可動体４６，４７を有する可動役物装置２４が、可動体４６，４７に軸
部（第１の軸部）６７ｂ，６９ｂを介して回転可能に連結された駆動アーム４１，４２と
、可動体４６，４７に軸状体（第２の軸部）６８，７０を介して回転可能に連結されたス
ライダ４４，４５と、駆動アーム４１，４２を支柱（第３の軸部）５５，５６を支点に初
期位置と動作位置との間で回転させるモータ３７，３８と、スライダ４４，４５をスライ
ド可能にガイドするガイド手段（ガイドシャフト４３等）とを備えており、駆動アーム４
１，４２が初期位置にあるとき、軸状体６８，７０は軸部６７ｂ，６９ｂよりも支柱５５
，５６から遠い位置にあるが、駆動アーム４１，４２が初期位置から動作位置へ向かって
回転すると、軸部６７ｂ，６９ｂが駆動アーム４１，４２の回転角度に応じて移動すると
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共に、軸状体６８，７０がスライダ４４，４５のスライド移動位置にに応じて移動するこ
とにより、軸状体６８，７０が軸部６７ｂ，６９ｂよりも支柱５５，５６に近付く方向へ
変移するようにしたので、可動体４６，４７を装飾枠２３の左右両側部と干渉することな
くダイナミックな動きで可変表示装置２５の前面に出現させることができる。
【００３４】
　また、モータ３７，３８と駆動アーム４１，４２との間に駆動ギア３９，４０を介設す
ると共に、この駆動ギア３９，４０に設けたピン３９ｂ，４０ｂを駆動アーム４１，４２
に設けたカム孔４１ｃ，４２ｃに係合することにより、駆動アーム４１，４２がモータ３
７，３８を駆動源として初期位置と動作位置との間を回転するようにしたので、駆動アー
ム４１，４２が初期位置から途中位置まで回転する間は可動体４６，４７を回動させ、そ
の後に駆動アーム４１，４２が動作位置まで回転する間は可動体４６，４７をスライド移
動させるというインパクトに富んだ可動形態を実現することができる。しかも、駆動ギア
３９，４０の回転中心位置やカム孔４１ｃ，４２ｃのカム形状等を適宜設定することによ
り、駆動アーム４１，４２が初期位置から動作位置まで回転する間に可動体４６，４７を
横臥姿勢から起立姿勢まで回動させる等、バラエティに富んだ可動体の可動形態を実現す
ることができる。
【００３５】
　また、一対の可動体４６，４７と駆動アーム４１，４２およびスライダ４４，４５の組
を可変表示装置２５の表示画面の中心を通る垂線Ｌに関して線対称な左右位置に一組ずつ
配置すると共に、両可動体４６，４７を駆動アーム４１，４２やスライダ４４，４５との
連結部分を基端側とする半リング状に形成し、駆動アーム４１，４２が初期位置から動作
位置まで回転したとき、これら可動体４６，４７が可変表示装置２５の前面でリング状に
対向するようにしたので、半リング状に形成された第１および第２の可動体４６，４７を
可変表示装置２５の下方位置で横臥状態に待機させておき、スーパーリーチ等に発展した
したとき、第１および第２の可動体４６，４７を可変表示装置２５の前方でで回動させな
がら垂直姿勢に突き合わせる、といった斬新でインパクトのある可動体４６，４７の動き
を実現することができる。
【００３６】
　なお、上記実施形態例では、垂線Ｌに関して線対称な半リング状の第１および第２の可
動体４６，４７を可変表示装置２５の下方位置から前方に出没させる可動役物装置２４に
ついて説明したが、半円状や三角形状等の他形状の可動体４６，４７を用いることも可能
であり、可動体４６，４７を可変表示装置２５の上方位置から前方に出没させるようにし
ても良い。また、可動体の数は必ずしも２つでなくても良く、１つの可動体を可変表示装
置２５の前方に出没させる可動役物装置にも適用可能である。
【符号の説明】
【００３７】
　３　遊技盤ユニット
　１９　遊技盤
　２０　遊技領域
　２２　中央役物ユニット
　２３　装飾枠
　２３ａ　開口
　２４　可動役物装置
　２５　可変表示装置
　２６　ステージ
　３４　ベース板
　３７　第１のモータ
　３８　第２のモータ
　３９　第１の駆動ギア
　３９ｂ　ピン
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　４０　第２の駆動ギア
　４０ｂ　ピン
　４１　第１の駆動アーム
　４２　第２の駆動アーム
　４３　ガイドシャフト
　４４　第１のスライダ
　４５　第２のスライダ
　４６　第１の可動体
　４７　第２の可動体
　５５，５６　支柱（第３の軸部）
　６０　ローラ
　６７，６９　連結体
　６７ｂ，６９ｂ　軸部（第１の軸部）
　６８，７０　軸状体（第２の軸部）

【図１】 【図２】



(12) JP 5426449 B2 2014.2.26

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(13) JP 5426449 B2 2014.2.26

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(14) JP 5426449 B2 2014.2.26

【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】



(15) JP 5426449 B2 2014.2.26

【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２１】 【図２２】

【図２３】



(16) JP 5426449 B2 2014.2.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００７－１１７５４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２１５８６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２３０８９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－３５７１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１３６３３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２５９５６０（ＪＰ，Ａ）　　　

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


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

