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(57)【要約】
【課題】コンパクトな状態ないし比較的に大きな領域を
占める状態において可動でありながら、後者の状態であ
っても一連の装飾に見えるようにして優れた美観を有す
るようにした遊技機を提供する。
【解決手段】パチンコ機の可動装飾装置２５では、第１
のランプを有する第１装飾部材１１０と、第１装飾部材
１１０に隣接しており、第１装飾部材１１０に対して収
縮ないし展開するように移動可能であり、第２のランプ
を有する第２装飾部材１１２とを備えており、第１装飾
部材１１０は、第２装飾部材１１２に隣接する周辺部分
である下辺部分において、第２装飾部材１１２に徐々に
近づく湾曲面部Ｒを有しており、湾曲面部Ｒは、前記第
１のランプにより発光可能である。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１発光手段を有する第１装飾部材と、
　前記第１装飾部材に隣接しており、前記第１装飾部材に対して収縮ないし展開するよう
に移動可能であり、第２発光手段を有する第２装飾部材と
を備えており、
　前記第１装飾部材と前記第２装飾部材の内の少なくとも一方は、前記第２装飾部材ある
いは前記第１装飾部材に隣接する周辺部分において、前記第２装飾部材あるいは前記第１
装飾部材に徐々に近づく湾曲面部を有しており、
　前記湾曲面部は、前記第１発光手段と前記第２発光手段の少なくとも一方により発光可
能である
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１装飾部材は、前記第２装飾部材と同様の方向に移動可能であり、
　前記第１装飾部材における前記第２装飾部材との隣接部分に、レールが設けられると共
に、前記第２装飾部材における前記レールとの隣接部分に、前記レールに案内されるスラ
イド体が設けられており、
　前記第２装飾部材を直接移動させる駆動手段が設けられており、前記第１装飾部材を直
接移動させる駆動手段は設けられず、
　前記第１装飾部材は、前記レール及び前記スライド体を介して、前記第２装飾部材と共
に移動可能である
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１装飾部材の下側に前記第２装飾部材が配置されており、
　前記第１装飾部材の下辺部と前記第２装飾部材の上辺部の少なくとも一方が前記湾曲面
部となっている
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１装飾部材の下側に前記第２装飾部材が配置されており、
　前記第１装飾部材の下辺部と前記第２装飾部材の上辺部の少なくとも一方が前記湾曲面
部となっており、
　前記レールは上下方向に沿っており、
　前記スライド体が前記レールの上端に位置すると、前記第２装飾部材は前記第１装飾部
材と共に上下に移動し、
　前記スライド体が前記レールの下端に位置すると、前記第２装飾部材の下方への移動が
停止される
ことを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機を始めとする遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機において、遊技の演出のため、遊技球が流下する遊技領域に、装飾部材を
移動させる可動装飾装置が設けられている。
　かような遊技機の可動装飾装置として、下記特許文献１に記載のものが知られている。
この可動装飾装置Ａは、第１の装飾部材Ｂ１と、装飾部材Ｂ１の後側に配置される第２の
装飾部材Ｂ２と、装飾部材Ｂ１，Ｂ２を上下にガイドするスライドレール２１，２２と、
装飾部材Ｂ１に掛けられるワイヤ２３と、ワイヤ２３を巻き上げ可能な回転ドラム１４を
有している。



(3) JP 2016-42930 A 2016.4.4

10

20

30

40

50

　可動装飾装置Ａでは、回転ドラム１４に巻き上げられたワイヤ２３により、装飾部材Ｂ
１が上昇した状態に維持されると共に、装飾部材Ｂ２が装飾部材Ｂ１の下後部の支持棚２
５に支持されて、装飾部材Ｂ１の背後において上昇した状態に維持される。又、回転ドラ
ム１４によるワイヤ２３の巻き上げが解除されると、スライドレール２１，２２に沿って
装飾部材Ｂ１，Ｂ２がそれぞれの最下位置まで降下する。最下位置の装飾部材Ｂ２の下前
方に最下位置の装飾部材Ｂ１が位置し、最下位置の装飾部材Ｂ１の上辺部と最下位置の装
飾部材Ｂ２の下辺部が前後で重なっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１１０４０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような可動装飾装置では、上昇維持状態において装飾部材Ｂ２が装飾部材Ｂ１の背
後に位置してコンパクトになっていると共に、遊技状態等に応じて装飾部材Ｂ１，Ｂ２が
最下位置まで降下して装飾部材Ｂ２の下前方に装飾部材Ｂ１が位置するので、上下に並ぶ
装飾部材Ｂ１，Ｂ２が比較的に大きい領域を占めて迫力のある可動装飾を行うことができ
、興趣に富む演出を行うことができる。
　しかし、第１の装飾部材Ｂ１と第２の装飾部材Ｂ２が前後でずれているため、これらの
つなぎ目（最下位置の装飾部材Ｂ１の上辺部と最下位置の装飾部材Ｂ２の下辺部）が不連
続となり、装飾部材Ｂ１，Ｂ２で分離しているように観察されて、装飾としての美観に劣
っている。
　そこで、本発明は、コンパクトな状態ないし比較的に大きな領域を占める状態において
可動でありながら、後者の状態であっても一連の装飾に見えるようにして優れた美観を有
するようにした遊技機を提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、第１発光手段を有する第１装飾
部材と、前記第１装飾部材に隣接しており、前記第１装飾部材に対して収縮ないし展開す
るように移動可能であり、第２発光手段を有する第２装飾部材とを備えており、前記第１
装飾部材と前記第２装飾部材の内の少なくとも一方は、前記第２装飾部材あるいは前記第
１装飾部材に隣接する周辺部分において、前記第２装飾部材あるいは前記第１装飾部材に
徐々に近づく湾曲面部を有しており、前記湾曲面部は、前記第１発光手段と前記第２発光
手段の少なくとも一方により発光可能であることを特徴とするものである。
　請求項２に記載の発明は、上記発明にあって、前記第１装飾部材は、前記第２装飾部材
と同様の方向に移動可能であり、前記第１装飾部材における前記第２装飾部材との隣接部
分に、レールが設けられると共に、前記第２装飾部材における前記レールとの隣接部分に
、前記レールに案内されるスライド体が設けられており、前記第２装飾部材を直接移動さ
せる駆動手段が設けられており、前記第１装飾部材を直接移動させる駆動手段は設けられ
ず、前記第１装飾部材は、前記レール及び前記スライド体を介して、前記第２装飾部材と
共に移動可能であることを特徴とするものである。
　請求項３に記載の発明は、上記発明にあって、前記第１装飾部材の下側に前記第２装飾
部材が配置されており、前記第１装飾部材の下辺部と前記第２装飾部材の上辺部の少なく
とも一方が前記湾曲面部となっていることを特徴とするものである。
　請求項４に記載の発明は、上記発明にあって、前記第１装飾部材の下側に前記第２装飾
部材が配置されており、前記第１装飾部材の下辺部と前記第２装飾部材の上辺部の少なく
とも一方が前記湾曲面部となっており、前記レールは上下方向に沿っており、前記スライ
ド体が前記レールの上端に位置すると、前記第２装飾部材は前記第１装飾部材と共に上下
に移動し、前記スライド体が前記レールの下端に位置すると、前記第２装飾部材の下方へ
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の移動が停止されることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、第１装飾部材と第２装飾部材の隣接部位に発光する湾曲面部が設けら
れるので、第２装飾部材が第１装飾部材に対し移動して、これらが大きく重複するコンパ
クトな状態から重複部分がより少なくなり比較的に大きな領域を占める状態まで可動であ
りながら、これらがまるで単一の装飾部材であるかのような迫力ある興味深い外観を提供
することができる、という効果を奏する。
　又、第２装飾部材を直接移動させる駆動手段を設けて第１装飾部材を直接移動させる駆
動手段は設けないので、部品点数を削減してコストを低減することができ、作動の正確性
をより一層向上することができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明に係るパチンコ機の前面説明図である。
【図２】図１のパチンコ機に係る遊技盤の、可動装飾装置が収縮状態である場合の前面説
明図である。
【図３】図２の遊技盤の、可動装飾装置が伸張状態である場合の前面説明図である。
【図４】図１のパチンコ機の後面説明図である。
【図５】図２の遊技盤に係る収縮状態の可動装飾装置の前左下方から見た斜視説明図であ
る。
【図６】図５の状態から展開状態となった可動装飾装置の斜視説明図である。
【図７】図２の遊技盤に係る収縮状態の可動装飾装置の後面説明図である。
【図８】図７の状態から展開状態となった可動装飾装置の後面説明図である。
【図９】図３の遊技盤に係る展開状態の可動装飾装置の後左下方から見た斜視説明図であ
る。
【図１０】図３の遊技盤に係る飾り等を外した展開状態の可動装飾装置の前面説明図であ
る。
【図１１】図１０の可動装飾装置から更に一部の部材を外した場合の前面説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明に係る実施の形態の例につき、適宜図面に基づいて説明する。
【０００９】
［パチンコ機の全体構成等］
　図１は遊技機の一例であるパチンコ機１の前面説明図であり、図２，図３はパチンコ機
１の遊技盤２の前面説明図であり、図４はパチンコ機１の後面説明図である。
　パチンコ機１は、遊技盤２の前面に形成された遊技領域４に遊技球を打ち込み流下させ
て遊技するものである。
　パチンコ機１は、その上下左右を覆う機枠６と、機枠６に片開き可能に設けられた金属
製のミドル枠８を備えており、ミドル枠８の前面上部に、遊技盤２が設置されている。
　パチンコ機１の前面上部において、透明板を嵌めた前扉１０が、機枠６に対し片開き可
能に設けられている。遊技盤２前面の遊技領域４は、閉じた前扉１０によって閉塞される
。
【００１０】
　遊技領域４は、遊技盤２の前面に円弧状に配置された外レール１２及び内レール１４等
によって囲まれており、遊技領域４の左部における外レール１２と内レール１４の間が、
遊技球を遊技領域４内へ導入するための発射通路１６とされている。
　遊技領域４の中央には、液晶ディスプレイを始めとする表示装置の画面により構成され
る演出用表示部１８が設けられている。演出用表示部１８では、「０」～「９」の数字か
らなる装飾図柄や、キャラクター、背景等を表示することが可能である。
　演出用表示部１８の前側周囲を装飾するセンター装飾部材２０が、遊技盤２に設置され
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ている。センター装飾部材２０の左上部には、その左下外側に発射通路１６からの遊技球
を導く遊技球通路が内蔵されており、センター装飾部材２０の右部には、その右下外側に
発射通路１６からの遊技球を導く遊技球通路が内蔵されている。
　センター装飾部材２０の後側には、第１の可動装飾部２２と、その左側に配される第２
の可動装飾部２４を有する可動装飾装置２５が設置されている。可動装飾部２２，２４は
、収縮状態から展開状態まで可動であり、収縮状態では、図２の通り上装飾部材２０の背
後に位置して遊技者からは見えず、展開状態では、図３の通り演出用表示部１８の前側に
張り出す。可動装飾部２２，２４は、後述の通りランプ（図示せず）を内蔵している。
　センター装飾部材２０の下方の遊技盤２前面には、遊技球が入賞可能である始動入賞口
２６と、開閉可能な扉部材を有する第１大入賞装置２８が配置されている。又、これらの
右方の遊技盤２前面には、遊技球が入賞可能である入賞装置３０と、開閉可能な扉部材を
有する第２大入賞装置３２が配置されている。入賞装置３０は、上部に図示しない遊技球
の第１のセンサを内蔵していると共に、その下方に図示しない可動体を内蔵しており、可
動体が開状態であるか閉状態であるかによって、遊技球を図示しない第２のセンサの配さ
れた通路に導くか、当該センサの配されない通路に導くかが振り分けられる。
　尚、遊技盤２の前面には、多数の遊技釘や、他の入賞口、他の装飾部材も配置されてい
る。
　又、遊技盤２の前面右下部であって遊技領域４の右下外には、第１特別図柄及び第２特
別図柄を別個に表示可能である特別図柄表示部３４が設けられている。
【００１１】
　加えて、機枠６の前面側であって前扉１０の下方には、遊技球を貯留する供給皿４０と
、供給皿４０から溢れた遊技球を貯留する貯留皿４２が取り付けられている。供給皿４０
は、前扉１０の開放により、機枠６に対して片開き可能であり、貯留皿４２は、ミドル枠
８の開放により、機枠６に対して片開き可能である。
　又、貯留皿４２の右側には、遊技領域４に対する遊技球の打ち込み強度を調節するため
のハンドル４４が回転操作可能に設置されている。加えて、供給皿４０の前部には、遊技
者が任意に押込操作可能なボタン４６が設けられている。
　更に、前扉１０の上部には、効果音や各種メッセージ等を報音する一対のスピーカ４８
，４８が設けられており、前扉１０の両側部には、遊技状態等に応じて点灯（適宜点滅を
含む）する複数のＬＥＤを内蔵したランプ部材５０，５０が設けられている。
【００１２】
　他方、機枠６の後面側であって、ハンドル４４の後側には、供給皿４０から供給された
遊技球を発射する発射装置５２が設けられている。発射装置５２は、ハンドル４４と接続
されており、ハンドル４４の回転操作に応じた打ち込み強度において、遊技球を発射通路
１６（遊技領域４）へ発射する。
　機枠６の後面側の上部には、島設備からの遊技球を貯留するための貯留タンク５４が配
置されている。又、貯留タンク５４の下側には、貯留タンク５４と連結されて供給皿４０
への遊技球（貸球や賞品球）の払い出しを行う払出装置５６が配置されており、その周囲
には払出装置５６における払い出し動作を制御する払出制御装置５８が配置されている。
更に、払出制御装置５８に隣接して、各種の制御装置や装置・部材に電源電圧を供給する
ための電源装置６０が設置されている。
　又、機枠６内の後面側中央には、センターカバー６２が設置されており、その内部には
、各種の装置等（図示せず）が収められている。
　当該装置としては、遊技に係る主たる制御（大当たり抽選や当たり抽選や各種入賞口の
開閉等）を実行する決定手段としてのメイン制御装置や、表示装置の表示動作（演出用表
示部１８における表示態様）等を制御する表示制御装置、ランプ部材５０，５０等の点灯
動作等を制御する発光制御装置、スピーカ４８，４８からの報音動作等を制御する音制御
装置、当該表示制御装置や音制御装置等の動作を統合して制御し、可動装飾装置２５等の
動作を制御するサブ制御装置等を挙げることができる。
　尚、機枠６の後面側には、トランスに接続されるプラグ６４と、アース６６が接続され



(6) JP 2016-42930 A 2016.4.4

10

20

30

40

50

ている。
【００１３】
［パチンコ機の全体動作等］
　上述のように構成されるパチンコ機１の全体的な動作の例を説明する。
　パチンコ機１において、遊技者はハンドル４４を回転操作して発射装置５２を作動させ
、遊技球を遊技領域４に打ち込む。
　センター装飾部材２０左上部の遊技球通路内を（いわゆる左打ちにより）流下させた遊
技球が始動入賞口２６に入賞すると、メイン制御装置は始動入賞口２６のセンサ（図示せ
ず）からの信号によりその入賞を把握して、大当たり抽選を実行する。メイン制御装置は
、大当たり抽選の結果が大当たりであると、サブ制御装置等による図柄の変動表示を始め
とする各種の演出を経て、表示制御装置を通じ特別図柄表示部３４の第１特別図柄表示部
や演出用表示部１８に所定の大当たり図柄（例えば「７７７」）を確定表示させる。
　メイン制御装置は、大当たり図柄の確定表示後、通常閉じている第２大入賞装置３２の
扉を所定回数に亘り断続的に開く（いわゆる大当たり状態）。メイン制御装置は、扉の開
いた第２大入賞装置３２に遊技球が入賞すると、第２大入賞装置３２のセンサによりこれ
を把握し、払出制御装置５８を通じて払出装置５６により所定数の遊技球を供給皿４０へ
払い出す。遊技者は、大当たり状態において、比較的に多数の遊技球を得るため、主に右
打ちにより第２大入賞装置３２への入賞を狙うことになる。尚、大当たり状態は、比較的
に多数の遊技球を得ることが可能であるため、遊技者にとって有利な遊技状態である。
【００１４】
　又、メイン制御装置は、大当たり状態の終了後、特別図柄表示部３４における第１特別
図柄及び第２特別図柄の合計の確定表示回数が所定回数に達するまで、いわゆる時短状態
を生起する。当該時短状態は、入賞装置３０へ入賞した遊技球について入賞装置３０の第
１のセンサにより検知されたことに起因して実行される当たり抽選の結果が当たりとなり
易い状態である。メイン制御装置は、入賞装置３０に係る第１のセンサによる遊技球の検
知に基づいて、特別図柄表示部３４の第２特別図柄表示部における第２特別図柄の変動表
示を適宜経た確定表示を実行し、当たり抽選の結果が当たりである場合、特別図柄表示部
３４の第２特別図柄表示部において当たり図柄を確定表示して、入賞装置３０の可動体を
頻繁に開状態にする（当たり状態）。
　メイン制御装置は、可動体が開状態となって入賞装置３０に係る第２のセンサにより遊
技球の通過が検知されると、始動入賞口２６への入賞時と同様に、大当たり抽選ないしそ
の結果に基づく制御等を実行する。この場合も、メイン制御装置は、第２大入賞装置３２
を断続的に開き、第２大入賞装置３２への遊技球の入賞に応じて、遊技球の払出を指令す
る。
　従って、遊技者は、大当たり状態終了後の時短状態において、いわゆる右打ちにより、
遊技球についてセンター装飾部材２０右部の遊技球通路内を流下させ、入賞装置３０や第
２大入賞装置３２に対する遊技球の入賞を狙うことになる。尚、時短状態や当たり状態は
、比較的に多数の遊技球を得ることが可能な状態であるか、あるいはその状態を通常より
も高い確率で生起することが可能な状態であるため、遊技者にとって有利な遊技状態であ
る。
　そして、時短状態において、大当たり状態が生起することなく特別図柄表示部３４にお
ける第１特別図柄及び第２特別図柄の合計の確定表示回数が所定回数に達すると、時短状
態が終了し、始動入賞口２６への入賞を左打ちにより狙う遊技へ戻る。
【００１５】
［可動装飾装置の構成等］
　次に、主に可動装飾装置２５（第１の可動装飾部２２）の構成について説明する。
　図５は収縮状態の可動装飾装置２５の前左下方から見た斜視説明図であり、図６は図５
の状態から展開状態となった可動装飾装置２５の斜視説明図であり、図７は収縮状態の可
動装飾装置２５の後面説明図であり、図８は図７の状態から展開状態となった可動装飾装
置２５の後面説明図であり、図９は展開状態の可動装飾装置２５の後左下方から見た斜視
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説明図（左右は前から見たもの）であり、図１０，１１は飾り等を外した展開状態の可動
装飾装置２５の前面説明図である。
　可動装飾装置２５は、可動装飾部２２，２４が入る上カバー７０と、その右部から下方
に延びる側カバー７２と、上カバー７０の左部に配置される駆動部７４とを有する。
【００１６】
　上カバー７０は、上前カバー８０と、これに対して間を隔てて配置される上後カバー８
２（図７，８，１０，１１では省略）を有する。上後カバー８２は、上前カバー８０より
左右において短く形成されており、上後カバー８２の前面左端部が上前カバー８０の後面
中央部に固定され、上後カバー８２の前面右端部が上前カバー８０の後面右端部に固定さ
れている。
【００１７】
　上前カバー８０の後面左部であって、上後カバー８２の左側には、後述する第２装飾部
材１１２を直接移動させる駆動手段としての駆動部７４が設置されている。
　駆動部７４は、電動のモータ８４と、モータ８４の回転軸に固定されるピニオンギア８
６と、ピニオンギア８６から順次噛み合う中間ギア８８・アーム移動ギア９０と、アーム
９２を有する。
　モータ８４は、電源装置６０から給電を受けてピニオンギア８６を有する回転軸を駆動
し、当該回転軸の回転がサブ制御装置により制御される。モータ８４は、遊技盤２に固定
される。
　中間ギア８８・アーム移動ギア９０は、上前カバー８０の後面に対し、自身の中心の周
りで回転可能に取り付けられる。
　アーム移動ギア９０は、中心以外が上前カバー８０の後面から後方へ浮いた状態で取り
付けられ、前面周縁には、前面から前方へ突出するアーム移動突起９４が設けられている
。
　アーム９２は、伸びたＳ字状の部材であって、左端部には長手方向に沿うモータ側長孔
９６が開けられており、右端部には長手方向に沿う装飾部材側長孔９８が開けられている
。
　アーム９２の左部は、上前カバー８０とアーム移動ギア９０の間に配置されており、モ
ータ側長孔９６には、アーム移動ギア９０のアーム移動突起９４が入っている。
　モータ側長孔９６の隣（アーム９２の１個目のカーブ部分）には、アーム９２を回転可
能に支持するアーム軸９９が配置されている。アーム軸９９は、上前カバー８０に支持さ
れる。又、アーム軸９９の隣（アーム９２の２個目のカーブ部分）には、アーム９２前面
から前方へ突出するアームガイド突起１００が設けられている。アームガイド突起１００
は、上前カバー８０に形成された弧孔１０２に入っている。
　アーム９２における弧孔１０２の右隣部分は、段状に折れ曲がっており、当該右隣部分
（段状部分）から右の部分は、左の部分に対して後方に位置する（図６、９参照）。
　アーム９２は、アーム移動ギア９０のアーム移動突起９４が最下位置に有ると、ほぼ水
平な状態となる（図７参照）。この状態から、モータ８４の回転がピニオンギア８６・中
間ギア８８・アーム移動ギア９０に伝わり、アーム移動突起９４が右上位置となると、鉛
直に近い（右下がりの）状態となる（図８参照）。アーム移動ギア９０の回転によるアー
ム移動突起９４の弧状の移動は、モータ側長孔９６が長さを有する孔であるため、アーム
軸９９の周りのアーム９２の回転によって妨げられない。アーム移動突起９４によるアー
ム９２の回転は、アームガイド突起１００を介して上前カバー８０の弧孔１０２により案
内される。
【００１８】
　上カバー７０内（上前カバー８０と上後カバー８２の間）には、アーム９２の右部と、
可動装飾部２２，２４が配置されている。
　可動装飾部２２は、第１装飾部材１１０と、その後側に配置される第２装飾部材１１２
を有する。
　第１装飾部材１１０は、第１装飾ベース１１４（図７～１１参照）と、この前側に固定
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される第１装飾体１１６（図５，６参照）を有する。
　第２装飾部材１１２は、第２装飾ベース１２０（図７～１１参照）と、この前側に固定
される第２装飾体１２２（図５，６参照）を有する。
【００１９】
　第１装飾ベース１１４は、板状の部材であり、後面の左右方向における中央には、当該
後面の周辺部分に対して前方へ窪むレール１２３が形成されている。レール１２３は、上
下方向に沿っており、第１装飾ベース１１４の上部から下部に亘っている。レール１２３
の上端には、レール１２３の底面（第１装飾ベース１１４のレール１２３内の後面）から
後方に突出しており左右方向に延びているリブ１２４が立てられている。
　又、上辺部中央には、前面から前方へ突出する第１装飾ベースガイド突起１２５が設け
られている。第１装飾ベースガイド突起１２５は、上前カバー８０の右部において上下方
向に沿うように形成された長孔１２６に入っている。
　加えて、第１装飾ベース１１４の右部において、左部に対し右方に突出する第１スライ
ダ連結部１２８が形成されている。第１スライダ連結部１２８は、アーム９４と同様に段
部を有しており、右部が左部に対して後方に配置される。
　第１装飾ベース１１４に対し、透光性を有する第１装飾体１１６が装着される。尚、第
１装飾体１１６の後側（第１装飾ベース１１４との間）には、図示しない第１のランプ（
第１発光手段）が設けられる。
【００２０】
　第２装飾ベース１２０は、板状の部材であり、前面の上辺部中央には、その周りの部分
に対して前方へ突出するスライド体１２９が設けられている。スライド体１２９は、第１
装飾ベース１１４後面のレール１２３に入っており、レール１２３に案内されて上下方向
にスライドする。スライド体１２９の左右方向の大きさ（幅）は、レール１２３の幅と同
等である。
　又、第２装飾ベース１２０後面の上辺部中央には、後面から後方へ突出するアーム被駆
動突起１３０が設けられている。アーム被駆動突起１３０は、アーム９２の装飾部材側長
孔９８に入っている。
　更に、第２装飾ベース１２０の右部において、第１スライダ連結部１２８と同様に形成
される第２スライダ連結部１３２が配置されている。第２スライダ連結部１３２は、第１
スライダ連結部１２８より長く、第２スライダ連結部１３２の右端は第１スライダ連結部
１２８の右端より右方に配置される。
　第２装飾ベース１２０に対し、透光性を有する第２装飾体１２２が装着される。尚、第
２装飾体１２２の後側（第１装飾ベース１２０との間）には、図示しない第２のランプ（
第２発光手段）が設けられる。
【００２１】
　第２装飾ベース１２０の前面は、第１装飾ベース１１４の後面に隣接している。第２装
飾ベース１２０の上辺部は、第１装飾ベース１１４のリブ１２４の下方に位置しており、
リブ１２４の下面と接触可能である。
　第１装飾部材１１０の第１装飾体１１６の前面下部（展開状態の第２装飾部材１１２と
の隣接部）は、当該前面の上部に対し、下方へ行くほど徐々に後退する湾曲面として形成
されており、展開状態の第２装飾部材１１２（第２装飾体１２２）に上下方向で近づくほ
ど前後方向にも近づくように形成されている。つまり、前面下部は、湾曲面部Ｒとなって
いる。より具体的には、第１装飾体１１６の前面下部の湾曲面部Ｒは、下方となるほど前
方から後方へ向かう曲面に基本的に沿うようになっており、当該曲面に対して比較的に小
さい凹凸が装飾用に存在するものの全体的には後方下がりの曲面状となっている。
　第１装飾体１１６は、湾曲面部Ｒを含めて同程度の肉厚の開放箱状に形成されており、
その内側の第１のランプが点灯すると、湾曲面部Ｒを含めて第１装飾体１１６全体が点灯
する。
【００２２】
　側カバー７２内には、第１スライド機構１４０と、第２スライド機構１４２が設けられ
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ている。
　第１スライド機構１４０は、上下に延びる第１レール１４４と、第１レール１４４の一
部を覆うように配置されており第１レール１４４に沿ってスライド可能な第１スライダ１
４６を備えている。第１スライド機構１４０は、第１スライダ１４６を上下移動可能に支
える一段のスライド機構となっている。第１スライダ１４６には、第１スライダ連結部１
２８が固定される。
　第２スライド機構１４２は、上下に延びており第１レール１４４より右方に配置される
第２レール１５０と、第２レール１５０の一部を覆うように配置されており第２レール１
５０に沿ってスライド可能な第２スライダレール１５２と、第２スライダレール１５２の
一部を覆うように配置されており第２スライダレール１５２に沿ってスライド可能な第２
スライダ１５４を備えている。第２スライド機構１４２は、第２スライダ１５４について
、上下移動可能な第２スライダレール１５２を介して上下移動可能に支える二段のスライ
ド機構となっている。第２スライダ１５４には、第２スライダ連結部１３２が固定される
。
【００２３】
［可動装飾装置の動作等］
　続いて、主に可動装飾装置２５（第１の可動装飾部２２）の作動例について説明する。
　通常、可動装飾装置２５の可動装飾部２２，２４は、収縮状態となっており、センター
装飾部材２０の後側に隠れている。
　メイン制御装置は、所定の遊技状態（例えば大当たり抽選の結果が大当たりである場合
の図柄変動中）であることを把握すると、サブ制御装置や表示制御装置を介して、駆動部
７４のモータ８４に対する通電を行う。
　通電によりモータ８４が駆動され、ピニオンギア８６が回転すると、中間ギア８８を介
してアーム移動ギア９０が回転し、アーム移動突起９４が移動して、モータ側長孔９６を
介してアーム９２のモータ８４側の端部が持ち上げられる。
　すると、アーム９２は、アーム軸９９の周りで回転する。この回転中、アームガイド突
起１００が弧孔１０２に案内されるので、回転中のアーム９２のブレ（アーム軸９９周り
の回転から逸脱する動き）を防止することができる。そして、この回転により、アーム９
２の第２装飾部材１１２側の端部が下がり、装飾部材側長孔９８を介して第２装飾部材１
１２のアーム被駆動突起１３０が下方へ移動し、第２装飾部材１１２が下降する。
【００２４】
　第２装飾部材１１２の下降の前半において、第２装飾ベース１２０のスライド体１２９
が第１装飾ベース１１４のレール１２３の上端に位置し、又第２装飾ベース１２０の上辺
部が第１装飾ベース１１４のリブ１２４の下面に接触して、第２装飾部材１１２はスライ
ド体１２９やリブ１２４を通じて第１装飾部材１１０を支持する。よって、第２装飾部材
１１２と共に第１装飾部材１１０が（第２装飾部材１１２に載った状態で、第２装飾部材
１１２に重なって）下降する。
　第２装飾部材１１２の下降が中央に達すると、第１スライダ連結部１２８と一体の第１
スライダ１４６が第１レール１４４の下端に達して停止し、第１装飾部材１１０の下降が
停止する。このとき、第１装飾部材１１０は、展開状態に係る所定位置に達しており、第
１スライド機構１４０（第１レール１４４）によって、それより下に移動しないように支
えられている。
　他方、第２装飾部材１１２の下降は続き、展開状態に達した第１装飾部材１１０から徐
々に現れる。第２装飾部材１１２は展開状態の第１装飾部材１１０に対して下降し、スラ
イド体１２９がレール１２３に沿って下降する。
　第２装飾部材１１２の下降は、次の状態となると停止する。即ち、スライド体１２９が
レール１２３の下端に位置し、又第２スライダ連結部１３２と一体の第２スライダ１５４
が第２レール１５０の下端に達した状態である。このとき、第２装飾部材１１２も展開状
態に係る所定位置に達して、可動装飾部２２全体として展開状態となる。第２装飾部材１
１２は、展開状態において、レール１２３下端に掛かっているスライド体１２９や、第２
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スライド機構１４２（第２レール１５０）によって、更に下に移動しないよう支えられて
いる。
　第１装飾部材１１０や第２装飾部材１１２の下降は、レール１２３及びスライド体１２
９（装飾部材間スライド機構）、あるいは第１スライド機構１４０や第２スライド機構１
４２によって、スライド方向以外にブレないように安定して行われる。
　サブ制御装置は、第２装飾部材１１２の下降停止位置の到達に合わせ、モータ８４の駆
動を停止する。展開状態では、第２装飾部材１１２はアーム９２によっても支持される。
サブ制御装置は、第２装飾部材１１２の下降停止位置の到達について、下降停止位置の第
２装飾部材１１２を検知可能な図示しないセンサにより把握する。当該センサは、サブ制
御装置と電気的に接続されている。尚、下降停止位置の把握について、モータ８４の駆動
量（回転量）が所定量となったことにより把握しても良いし、モータ８４の駆動開始から
所定時間経過したことにより把握しても良い。
【００２５】
　サブ制御装置は、展開状態となってから（あるいは収縮状態におけるモータ８４の駆動
開始から）特定の時間が経過したことを把握すると、モータ８４を回転軸が逆回転するよ
うに駆動し始める。サブ制御装置は、特定時間の経過について、自身に内蔵されたタイマ
により把握する。
　すると、アーム９２のモータ８４側の端部が下がって第２装飾部材１１２側の端部が持
ち上がり、第２装飾部材１１２が、レール１２３内のスライド体１２９や、第２スライド
機構１４２によって案内されつつ上昇する。
　第２装飾部材１１２が中央に達すると、スライド体１２９の上部が第１装飾部材１１０
のリブ１２４の下面に接触し、更に上昇すると、第１装飾部材１１０を持ち上げて共に上
昇させる。
　サブ制御装置は、第１装飾部材１１０及び第２装飾部材１１２が上昇して収縮状態に達
すると、モータ８４の駆動を展開状態（下降停止位置）の場合と同様に停止する。収縮状
態において、第２装飾部材１１２はアーム９２により支えられ、第１装飾部材１１０は第
２装飾部材１１２に支えられる。
【００２６】
　サブ制御装置は、可動装飾部２２について、収縮状態から展開状態を経て収縮状態に戻
る動作のみならず、これらの状態の間において任意に移動する動作を行わせることもでき
る。かような動作は、モータ８４の回転量や回転方向の制御により自在に行える。
　例えば、収縮状態又はこれより下降させた状態から、第１装飾部材１１０の下降停止位
置（第２装飾部材１１２の中央位置）あるいはその途中まで第２装飾部材１１２を下降さ
せ、これ以上下降させずに収縮状態等まで戻らせることができ、又これを繰り返させるこ
とができる。この場合、第２装飾体１２２は第１装飾体１１６に隠れて遊技者には明確に
認識されず、第１装飾体１１６のみが上下動するように見える。尚、繰り返しの場合、下
降開始位置や最も下降させる位置を毎回同じにしても良いし、所定のパターンに従ってあ
るいは従わないで相違するようにしても良い。
　更に、第１装飾部材１１０の下降停止位置又はこれより更に第２装飾部材１１２を下降
させた位置から、第２装飾部材１１２を展開状態あるいはその途中まで下降させた後に上
昇させることもでき、又これを繰り返させることができる。この場合、遊技者には、第１
装飾体１１６が出きった状態から、第２装飾体１２２が上下動するように見える。尚、繰
り返しの場合、下降開始位置や最も下降させる位置を毎回同じにしても良いし、所定のパ
ターンに従ってあるいは従わないで相違するようにしても良い。
【００２７】
　又、サブ制御装置は、第１装飾部材１１０や第２装飾部材１１２のランプも任意に点消
灯することができる。ランプの点灯パターンは、可動装飾部２２の動き方（上下動）のパ
ターンに連動させることができる。
　そして、展開状態や上昇下降の途中（第１装飾部材１１２の最下降位置以下）において
、第１装飾部材１１０の下方に第２装飾部材１１２が位置し、第１装飾部材１１０の下辺



(11) JP 2016-42930 A 2016.4.4

10

20

30

40

50

部の後側に、第２装飾部材１１２が位置する。このとき、第１装飾体１１６の前面下部の
湾曲面部Ｒが、第２装飾体１２２に向かって徐々に近づくような曲面となっているため、
第１装飾体１１６の前面と第２装飾体１２２の前面が連続面を形成して、これらがあたか
も単一の装飾体であるかのような外観を呈することができ、可動装飾部２２につき展開収
縮可能としながら迫力ある優れた外観とすることができる。
　更に、湾曲面部Ｒが第１のランプにより点灯するので、第１装飾体１１６と第２装飾体
１２２の連続性が強調されるし、第１のランプと第２のランプの点灯態様を揃えれば、第
１装飾体１１６と第２装飾体１２２の一体性を更に強調することができる。
【００２８】
［パチンコ機の効果等］
　以上のパチンコ機１では、第１のランプを有する第１装飾部材１１０と、第１装飾部材
１１０に隣接しており、第１装飾部材１１０に対して収縮ないし展開するように移動可能
であり、第２のランプを有する第２装飾部材１１２とを備えており、第１装飾部材１１０
は、第２装飾部材１１２に隣接する周辺部分である下辺部分において、第２装飾部材１１
２に徐々に近づく湾曲面部Ｒを有しており、湾曲面部Ｒは、前記第１のランプにより発光
可能である。
　従って、収縮状態から展開状態まで移行可能でありながら、展開状態または途中の状態
における第１装飾部材１１０と第２装飾部材１１２をさながら一連のもののように見せる
ことができ、美観に優れた第１装飾部材１１０及び第２装飾部材１１２（可動装飾部２２
）を提供することができる。
　又、第１装飾部材１１０は、第２装飾部材１１２と同様の方向である上下方向に移動可
能であり、第１装飾部材１１０における第２装飾部材１１２との隣接部分（後面）に、レ
ール１２３が設けられると共に、第２装飾部材１１２におけるレール１２３との隣接部分
（上辺部中央前側）に、レール１２３に案内されるスライド体１２９が設けられており、
第２装飾部材１１２を直接移動させる駆動部７４が設けられており、第１装飾部材１１０
を直接移動させる駆動手段は設けられず、第１装飾部材１１０は、レール１２３及びスラ
イド体１２９を介して、第２装飾部材１１２の移動範囲中上半部において第２装飾部材１
１２と共に移動する。
　よって、第２装飾部材１１２を駆動部７４により移動させるだけで、第１装飾部材１１
０をも間接的に移動させることができ、第１装飾部材１１０を直接駆動する駆動手段を設
ける必要がなく、部品点数を削減して製造コストやメンテナンスコストを低減することが
できる。又、スライド体１２９とレール１２３が組み合った状態で移動するので、第１装
飾部材１１０及び第２装飾部材１１２の移動が安定する。
　加えて、第１装飾部材１１０の下側に第２装飾部材１１２が配置されており、第１装飾
部材１１０の前面下部が湾曲面部Ｒとなっており、又更にレール１２３は上下方向に沿っ
ており、スライド体１２９がレール１２３の上端に位置すると、第２装飾部材１１２は第
１装飾部材１１０と共に上下に移動し、スライド体１２９がレール１２３の下端に位置す
ると、第２装飾部材１１２の下方への移動が停止される。
　従って、第２装飾部材１１２の上に第１装飾部材１１０を載せることで、これらを共に
移動させることができ、第１装飾部材１１０及び第２装飾部材１１２の移動や、第２装飾
部材１１２のみの移動をより一層容易に行うことができるし、第１装飾部材１１０や第２
装飾部材１１２の展開状態や収縮状態の位置決めを常に正しく行うことができるし、第２
装飾部材１１２まで出現した場合に第１装飾部材１１０との一体感を見せることができる
。
【００２９】
［変更例等］
　尚、主に上記形態を変更して成る、本発明の他の形態を例示する。
　スライド体は、第２装飾ベースと別体であっても良く、レールやリブは、第１装飾ベー
スと別体であっても良く、第１装飾ベースと第１装飾体、あるいは第２装飾ベースと第２
装飾体は、一体であっても良い。
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　第２装飾部材の上辺部に、第１装飾部材に対して徐々に近づく湾曲面部を備えさせても
良いし、第１装飾部材の下辺部と第２装飾部材の上辺部の双方に、他方に対して互いに徐
々に近づく湾曲面部を備えさせても良い。
　第１装飾部材の前側に、第２装飾部材を配置しても良い。
　第１装飾部材の少なくとも一部は、収縮状態においてカバーに隠れなくても良いし、第
２装飾部材の少なくとも一部は、収縮状態や第１装飾部材と重複している状態において、
第１装飾部材に隠れなくても良い。又、展開状態等における第１装飾部材と第２装飾部材
の重複部分の大きさは、より大きくしても良いし、殆ど重複しないほど小さくしても良い
。
　第１装飾部材は固定されていても良い。
　第１装飾部材や第２装飾部材は、左に展開するように移動させたり、右に展開するよう
に移動させたり、上に展開するように移動させたり、斜め方向に展開するように移動させ
たりして良い。
　駆動部は、ソレノイドを始めとする、モータ以外の駆動源を採用して良いし、ワイヤを
始めとする、ギアやアーム以外の駆動力伝達手段を用いても良い。
　第１装飾部材及び第２装飾部材の双方とも湾曲面部を備えない可動装飾部において、第
２装飾部材を直接移動させる駆動手段が設けられると共に、第１装飾部材を直接移動させ
る駆動手段が設けられない駆動構成を導入しても良い。
【００３０】
　加えて、上記実施形態では、遊技機の一例であるパチンコ機について説明しているが、
本発明は、例えば封入式パチンコ機やスロットマシンといった他の遊技機に対しても当然
適用可能である。
　尚、特許請求の範囲、明細書及び図面に記載される全ての要素（例えば、制御手段や図
柄表示部、特別入賞手段、演出用表示部等）は、個数を意識的に限定する明確な記載がな
い限り、物理的に単一であっても複数であっても構わないし、適宜配置の変更が行われて
も構わない。又、特許請求の範囲や明細書等で使用している要素名（要素につけた名称）
は、単に本件の記載のために便宜上付与したに過ぎないものであり、それによって特別な
意味が生じることを特に意識したものではない。即ち、要素名のみによって要素が何であ
るかが限定解釈されるものではない。例えば、「制御手段」は、ハードウェア単体でも、
ソフトウェアを含んだものであっても構わない。更には、全ての要素の内の複数の要素を
適宜一体に構成するか、若しくは一つの要素を複数の要素に分けて構成するかは、敢えて
特許請求の範囲等において特定していない限り、何れも当業者であれば容易に考えられる
事項である。従って、その程度の範囲内での構成上の差異を有する遊技機を、本実施例に
記載がなされていないことを理由に採用することのみでは、本発明に係る権利を回避した
ことにはならない。その他、各要素の構成や形状等における、本実施例から当業者であれ
ば容易に考えられる自明な範囲の差異についても同様である。
【符号の説明】
【００３１】
　１・・パチンコ機（遊技機）、７４・・駆動部（駆動手段）、１１０・・第１装飾部材
、１１２・・第２装飾部材、１２３・・レール、１２９・・スライド体、Ｒ・・湾曲面部
。
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