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(57)【要約】
【課題】遊技機における高い装飾性・演出性・大迫力と
その良好な取扱い性とを両立させることにより、遊技者
の興趣を増大させるとともにその輸送コストの低減・設
置作業の容易化・事故や破損等の防止に寄与することの
できる遊技機を提供すること。
【解決手段】この遊技機２は、遊技媒体２０を用いた遊
技を実現する遊技装置体６を内包する遊技機であって、
遊技機の前面側に配置された遊技演出部材３２と、遊技
演出部材を遊技機から突出した状態と、収納した状態と
に移動する移動機構１６とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体を用いた遊技を実現する遊技装置体を内包する遊技機であって、
該遊技機の前面側に配置された遊技演出部材と、
該遊技演出部材を前記遊技機から突出した状態と、収納した状態とに移動する移動機構と
、を備える遊技機。
【請求項２】
　前記遊技演出部材が、文字情報又は映像情報を表示するための情報表示部を有する請求
項１に記載の遊技機。
【請求項３】
前記遊技演出部材が、音声を発生する音声発生手段を有する請求項１又は２に記載の遊技
機。
【請求項４】
　前記遊技機の電源オンオフを検知する検知手段と、
　該検知結果に基づき前記移動機構を制御する移動制御手段と、を更に有する請求項１か
ら請求項３のうちいずれか１項に記載の遊技機用枠体。
【請求項５】
前記遊技領域の所定位置に設けられ、遊技媒体の入賞が抽選の契機となる抽選入賞口と、
前記抽選入賞口への入賞を契機として、通常遊技より遊技者に有利な状態である特別遊技
へ移行するか否かを判定するための当否抽選を実行する当否抽選手段と、
前記移動機構を制御する移動制御手段と、を更に備え、
前記移動制御手段は、前記当否抽選手段の抽選結果に基づいて、前記移動機構を制御する
請求項１から請求項３のうちいずれか１項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に係り、特に迫力ある遊技演出と取扱い容易性とを両立させることの
できる遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、弾球された球が遊技盤面上を流下して、その流下の過程で
球が遊技盤面上のゲージ（釘ともいう。）や羽根車に衝突しつつ転回して流下方向が変化
する。その結果、遊技盤面上に配置された各種入賞口に球が入賞すれば所定の景品球払出
しがされ、一方いずれの入賞口にも入賞せずアウト口に球が流入すれば景品球払出しはさ
れない。遊技者は、弾球における自らの技量を発揮して、又は球の流下における偶然性を
利用しつつ球の入賞及び景品球払出しを期待し、遊技を楽しむのである。
【０００３】
　パチンコ機には、その球の流下による遊技に更に遊技性や演出性を付加するための様々
な工夫がされている。例えば、パチンコ機の遊技盤の前方には前面ガラスが配置され、前
面ガラスを通して遊技盤を視認可能としている。そして、パチンコ機の最前面に位置する
装飾枠がその前面ガラスを保持している。
【０００４】
　装飾枠には、前面ガラスの周囲を取り囲むように、すなわち遊技盤の周囲を取り囲むよ
うに様々な装飾部品が取り付けられている。その装飾部品は、キャラクターが造形された
造形体、様々な色彩や模様が付された部品、点消灯により情報の報知や遊技演出を実現す
る装飾ランプ、効果音を発するスピーカ等である。例えば、特許文献１には、装飾用ラン
プを有する遊技機用の装飾枠が開示されている。
【０００５】
　これらの装飾部品によって、遊技に対する遊技者の興味は更に増し、遊技者は楽しく遊
技を行うことができる。更に、遊技に関連せず又は遊技に関連してこれらの装飾部品が動
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作したり点消灯したりすることによって、遊技者の興趣は一層増大することとなる。
【０００６】
【特許文献１】特開平０９－１７３５７０号公報
【特許文献２】特開２００３－１０５３２号公報
【特許文献３】特開平１０－２１１３１９号公報
【特許文献４】特開２００６－３０５１１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、近年はパチンコ機に対して更に高い装飾性が要求されている。例えば、
装飾枠に取り付けられる上記の装飾部品においてもその造形やランプ表示が小型であると
、大きな迫力が望めないので、演出性に乏しく興趣の増大が少ないという問題がある。し
たがって、より一層高い演出性や大迫力の装飾を実現するためには、装飾部品を大型化す
る必要がある。
【０００８】
　一方で、装飾部品を大型化すると、パチンコ機の前方へのその装飾部品の突出量も必然
的に大きくなってしまう。そうすると、パチンコ機の製造工場からの梱包及び搬送時や、
パチンコホール内での遊技機島への取付け時において取扱いが困難になる。すなわち、取
扱いが困難になって輸送コストの増大、設置作業の煩雑性増大、事故や破損の発生を誘発
する虞があるという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記の事情に鑑みて為されたもので、遊技機における高い装飾性・演出性・
大迫力とその良好な取扱い性とを両立させることにより、遊技者の興趣を増大させるとと
もにその輸送コストの低減・設置作業の容易化・事故や破損等の防止に寄与することので
きる遊技機を提供することを例示的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明の例示的側面としての遊技機は、遊技媒体を用い
た遊技を実現する遊技装置体を内包する遊技機であって、遊技機の前面側に配置された遊
技演出部材と、遊技演出部材を遊技機から突出した状態と、収納した状態とに移動する移
動機構と、を備える。
【００１１】
　遊技演出部材が遊技機から突出可能であるので、この遊技機を遊技機ホールに設置した
状態において遊技演出部材を突出させることにより、迫力があり演出性に富む遊技演出を
行うことができる。例えば、遊技演出にからめて、効果的なタイミングで遊技演出部材を
突出させるようにすれば、高い演出効果を発揮させることもできる。
【００１２】
　また、遊技演出部材が収納可能であるので、遊技機の搬送時や設置時に遊技演出部材が
邪魔になることがない。したがって、遊技機の取扱い性が良好で、輸送コストの低減・設
置作業の容易化・事故や破損等の防止に寄与することができる。遊技演出部材を大型にし
ても、収納すれば遊技機の取扱い性を悪化させないので、大型の遊技演出部材による大迫
力の遊技演出を行うことができるので、遊技演出部材の設計自由度が増す。
【００１３】
　なお、遊技媒体は例えばパチンコ機等の遊技機に用いられる球、遊技装置体は例えばそ
の球が流下するための遊技盤である。また、本願では、前方とは遊技機から遊技者に向か
う方向であり、後方とはその反対に遊技者から遊技機に向かう方向である。
【００１４】
　遊技演出部材が文字情報又は映像情報を表示するための情報表示部を有してもよい。遊
技演出部材が遊技演出に加えて情報の表示を行うので、この遊技演出部材によって遊技者
の興趣が増大するのみならず、有益な情報を得ることもできるので、遊技者にとって便利
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となる。その文字情報は、例えば遊技機の操作方法に関する情報、遊技状態を報知する情
報、遊技機ホール全体の統計情報等であってもよい。映像情報は、例えばニュース等のテ
レビ番組、ビデオ映像等であってもよい。
【００１５】
遊技演出部材が、音声を発生する音声発生手段を有してもよい。遊技演出部材が音声を発
生するので、遊技演出部材で音声演出を行うこともできる。遊技演出部材が突出した状態
で音声演出を行えば、遊技者の正面からだけでなく、例えば左右方向から迫力ある音声演
出を行うこともできる。遊技演出部材を移動させることで、遊技者にとって最適な位置、
例えば音声の聞こえやすい位置等に音声発生手段を移動させることができるので、音声発
生手段が遊技機正面に固定されている場合に比べて、遊技者のとって非常に便利である。
なお、音声発生手段としては、例えばスピーカやベル等が挙げられる。
【００１６】
　遊技機の電源オンオフを検知する検知手段と、検知結果に基づき移動機構を制御する移
動制御手段と、を更に有してもよい。遊技機の電源オンオフに基づいて駆動手段が駆動制
御されるので、電源のオンオフに合わせて遊技演出部材を突出させたり、収納させたりす
ることができる。例えば、電源オフのときに遊技演出部材を収納するように構成すれば、
遊技機のメンテナンス時等でも電源をオフにさえすれば、遊技演出部材が邪魔にならない
ようにすることができる。
【００１７】
　遊技領域の所定位置に設けられ、遊技媒体の入賞が抽選の契機となる抽選入賞口と、抽
選入賞口への入賞を契機として、通常遊技より遊技者に有利な状態である特別遊技へ移行
するか否かを判定するための当否抽選を実行する当否抽選手段と、移動機構を制御する移
動制御手段と、を更に備え、移動制御手段は、当否抽選手段の抽選結果に基づいて、移動
機構を制御するものであってもよい。
【００１８】
　移動制御手段が当否抽選の結果に基づいて移動機構を制御するので、当否抽選の結果を
遊技者に報知する遊技演出に、遊技演出部材の移動動作を組み合わせて興趣性の高い遊技
演出とすることができる。抽選結果が当りとなった場合に、遊技演出部材が場合に移動す
るようにすれば、その移動動作によって、抽選結果に対して遊技者が抱く期待度を変化さ
せることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、遊技演出部材を前方に突出させたり収納したりすることができるので
、遊技機の搬送・設置等の取扱い性を良好にすることができる。また、遊技演出部材を大
型にしても、収納すれば遊技機の取扱い性を悪化させないので、大型の遊技演出部材を設
けて、大迫力の遊技演出を行うことができる遊技機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　　［実施の形態１］
　以下、本発明の実施の形態１について図面を用いて説明する。図１は、本発明の実施の
形態１に係る遊技機としてのパチンコ機２の外観斜視図である。このパチンコ機２は、筐
体枠４、遊技盤（遊技装置体）６、図柄表示装置７、機枠９、前面ガラス（前面透明板）
１０、装飾枠（遊技機用枠体）１２、発射ユニット（図示せず。）、貯留皿ユニット１４
を有している。
【００２１】
　パチンコ機２は、組合せ式パチンコ機、封入循環式パチンコ機、雀球機等を含む。また
、遊技機としてはパチンコ機の他に、パチスロ機、スロットマシン、各種ゲーム機やアー
ケードマシン等を概念することができ、要するに遊技媒体を用いた遊技を実現し、その遊
技を演出する遊技演出部材（例えば、装飾ランプ等。）を有するあらゆる遊技機に本発明
を適用可能である。
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【００２２】
　筐体枠４は、このパチンコ機２を囲むための枠体であり、平面視略長方形に構成されて
いる。材料としては、木材が用いられることが多いが、他に樹脂やアルミ等の金属が用い
られることもある。筐体枠４は、パチンコ機２の上下面及び左右側面を囲い、前面（すな
わち、遊技者側。）から見て左側面側には機枠９及び装飾枠１２を揺動支持するためのヒ
ンジ部（揺動支持部）２２が設けられている。
【００２３】
　遊技盤６は、このパチンコ機２において、遊技媒体としての球２０の流下による遊技を
実現するための遊技装置体であり、パチンコ機２に内包されている。遊技盤６の遊技盤面
６ａには、略円形状に周囲を囲むようにレール飾り２６が取り付けられ、このレール飾り
２６の内側面２６ａが遊技盤面６ａに対して立設して遊技領域６ｂを画定している。その
遊技領域６ｂ内の略中央部には、図柄表示装置７が設けられている。そしてその図柄表示
装置７の周囲に多数のゲージ２７、普通入賞口２８、始動入賞口（抽選入賞口）２９、大
入賞口２９ａ、アウト口３０、その他の各種役物（例えば、羽根車等。）が配置されてい
る。
【００２４】
　図示しない球発射装置により球２０が遊技領域６ｂ内の上部に向けて発射されると、球
２０がゲージ２７に衝突してその流下方向を変えつつ遊技領域６ｂ内を流下するようにな
っている。その流下の途中で、あるものは普通入賞口２８に入賞して景品球払出しの契機
となり、あるものはいずれの入賞口にも入賞せずにアウト口３０からパチンコ機２の外部
へと排出される。
【００２５】
　なお、本実施の形態１において、遊技機としてパチンコ機２を例示し、遊技装置体とし
て遊技盤６を例示して説明している。しかしながら、遊技機がパチスロ機である場合は、
回胴体が遊技媒体としてのコインを用いた遊技を実現する遊技装置体に相当する。
【００２６】
　図柄表示装置７は、例えば液晶表示装置・有機ＥＬディスプレイ・ＬＥＤ等により構成
されて遊技盤面６ａ側から視認可能に設けられ、その表示画面７ａ上に映像表示を行うも
のである。この表示画面７ａ上には、例えば、３桁の数字又は文字等より構成される表示
図柄が回転又は停止するように映像として表示される。
【００２７】
始動入賞口２９に球２０が入賞すると、後述する主基板（当否抽選手段）１９に向けて入
賞信号が送信され、その主基板１９によって「当り」抽選が行われるようになっている（
図２も参照。）。球２０が始動入賞口２９に入賞すると、表示画面７ａ上の表示図柄が回
転表示を開始し、徐々に速度を落として停止表示するようになっている（以下、図柄回転
演出という。）。「当り」抽選の結果が「当り」であれば、その図柄回転演出の結果が所
定の態様（例えば、「７・７・７」。）となり、大入賞口２９ａが開放して多量の球２０
が入賞可能な「当り」遊技となる。大入賞口２９ａに多量の球２０が入賞すれば、それに
伴い多量の球２０が景品球として払い出され、遊技者は大きな利益を得ることになる。つ
まり、この「当り」遊技が、通常遊技より遊技者に有利な状態である特別遊技に該当する
。一方、「当り」抽選の結果が「外れ」であれば、図柄回転演出の結果が所定の態様以外
のものになり、大入賞口２９ａは開放せず、遊技者に多量の景品球獲得の機会は与えられ
ない。
【００２８】
　機枠９は、パチンコ機２を囲むとともに、遊技盤６を保持するための枠体であり、その
中央近傍に遊技盤６を取り付けるための取付け開口が形成されている。取付け開口の周囲
に遊技盤６を着脱可能に取り付けるための取付け部を有し、機枠９は遊技盤６の周囲を囲
むように構成されている。その機枠９は、筐体枠４の前面側に配置されてヒンジ部２２に
おいて筐体枠４に揺動支持され、筐体枠４に対して前面開閉可能とされている。
【００２９】
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　前面ガラス１０は、遊技盤６に対して一定距離以上離間して配置された透明板である。
前面ガラス１０は透明平板ガラスで形成されて装飾枠１２に保持され、遊技盤６との間に
球２０が流下する流下空間を形成する機能、遊技者が前面ガラス１０を通して遊技盤６を
視認できるように視認性を確保する機能、遊技者が遊技盤６に不正にアクセス（接触）で
きないように不正アクセスを防止する機能、を発揮する。
【００３０】
　前面透明板としてはガラス素材の前面ガラス１０の他に、もちろん透明アクリル等の樹
脂材料が使用されてもよい。また、本実施の形態１においては、前面ガラス１０が装飾枠
１２に保持されるが、前面ガラス１０が遊技盤６の前面に取り付けられて、遊技盤６とと
もに機枠９に保持されるように構成されていてもよい。
【００３１】
　装飾枠１２は、パチンコ機２を囲む枠体であり、機枠９の更に前方にヒンジ部２２によ
って前方開閉可能に揺動支持されて前面ガラス１０を保持する機能を有する。装飾枠１２
は、保持された前面ガラス１０を通して、その後方に配置される遊技盤６が視認可能とな
るように開口１２ａが形成されている。開口１２ａの上方には、パチンコ機２を装飾し、
遊技を演出するための装飾部材（遊技演出部材）３２が配置されている。更に装飾枠１２
には、装飾部材３２を内部に収納するための収納空間１２ｂが形成され、その内部には移
動機構１６も構成されている（図２も参照。）。
【００３２】
　装飾部材３２は、その内部にＬＥＤ等の電飾を有しており、パチンコ機２の遊技状態に
合わせて点消灯し、遊技演出を行って（例えば、大当り遊技中は激しく点滅する。）興趣
向上を図る。装飾部材３２は、移動機構１６によって、装飾枠１２の内部に収納された位
置と、装飾枠１２の前方に（パチンコ機２から）突出した位置とに移動可能（すなわち、
前後方向に移動可能。）とされている。
【００３３】
　図２は、この移動機構１６の概略構成を示す構成図である。移動機構１６は、例えば駆
動モータ（駆動手段）１６ａ、そのモータ軸に固定されたギア１６ｂ、装飾部材３２の後
面から後方に延びるように設けられてギア１６ｂと歯合するラック部１６ｃを有して構成
される。この駆動モータ１６ａが駆動されてギア１６ｂが時計回り・反時計回りに回転す
ることにより、装飾部材３２が前後方向に移動されるようになっている。その装飾部材３
２が後方に移動されたときにその装飾部材３２が収納空間１２ｂに収納されるようになっ
ている。
【００３４】
　この駆動モータ１６ａは制御回路（移動制御手段）１７及び主基板１９に接続されてい
る。この制御回路１７は、駆動モータ１６ａに対して駆動のための制御信号を送出するた
めのものであり、オンオフセンサ１８に接続されている。なお、制御回路１７が駆動モー
タ１６ａに送出する制御信号のうち、装飾部材３２を前方へ移動させるための制御信号を
前方移動信号といい、後方へ移動させるための信号を後方移動信号ということとする。
【００３５】
　オンオフセンサ（検知手段）１８は、遊技者がこのパチンコ機２での遊技を開始したこ
とを検知するためのものであり、例えば発射ハンドル１５に備えられるタッチセンサ等が
これに該当する。そして、このオンオフセンサ１８がオン（すなわち、遊技開始。）を検
知したときにオン信号を制御回路１７へと送出し、オフ（すなわち、遊技終了。）を検知
したときにオフ信号を制御回路１７へと送出するようになっている。
【００３６】
　制御回路１７はオン信号を受け取ると、駆動モータ１６ａに前方移動信号を送出する。
そして、オフ信号を受け取ると、駆動モータ１６ａに後方移動信号を送出する。それによ
り、遊技開始と同時に装飾部材３２が前方に突出し、遊技終了と同時に装飾部材を収納す
ることができる。もちろん、遊技者が発射ハンドル１５から何かの拍子で手を離しただけ
で装飾部材が収納されてしまわないように、オフ信号の送出から所定時間経過後に装飾部
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材３２を収納するように構成してもよい。
【００３７】
　装飾部材３２が収納空間１２ｂの内部に収納されると、図３に示すように装飾部材３２
は、パチンコ機２の外部に出っ張る部分がなくなる。大型の装飾部材３２を設けて、派手
で迫力のある遊技演出を行うように設計しても、その大型の装飾部材３２が遊技中以外は
遊技機の外部に出っ張らないので、邪魔になることがない。
【００３８】
　すなわち、パチンコ機２の清掃やメンテナンス時に装飾部材３２が邪魔にならないし、
装飾枠１２を開閉する際にも隣の遊技機に装飾部材３２がぶつかって破損するようなこと
もなくなる。また、パチンコ機２の搬送時の梱包容量も縮小できるし、搬送時や設置時に
装飾部材３２が邪魔になることもない。したがって、パチンコ機２の輸送コストの低減、
設置作業の容易化に寄与することができる。
【００３９】
　主基板１９は、このパチンコ機２の全体動作を制御するための回路基板であり、図柄表
示装置に７に表示された表示図柄の制御や始動入賞口２９に球２０が入賞した際に「当り
」抽選を行う機能を有する。なお、「当り」抽選は、主基板１９とは別に設けられた回路
基板（例えばサブ基板、図示せず。）で行われてもよく、この場合、サブ基板が当否抽選
手段としての機能を発揮することとなる。
【００４０】
　発射ユニットは、球供給装置によって貯留皿ユニット１４の一部としての上皿１４ａか
ら発射位置に送り出された球２０を遊技領域６ｂの上部に向けて発射（弾球）するための
ものである。球発射装置は、例えば発射位置の球２０を弾球する発射杆、その発射杆を駆
動する発射モータ、発射杆を付勢して弾球のための力を発生させる発射バネ等を有してユ
ニット構成され、機枠９に取り付けられている。その発射ユニットによる球発射のため、
遊技者の操作に基づいて球発射のオンオフ及びその発射強度調整を実現する発射ハンドル
１５がパチンコ機２の前面下方に設けられている。
【００４１】
　貯留皿ユニット１４は、上皿１４ａと下皿１４ｂとを有して構成されている。その上皿
１４ａはパチンコ機２の前面側であって前面ガラス１０の下方に配置されて球２０を貯留
する。上皿１４ａは、球２０が入賞口２８，２９，２９ａ等に入賞することによりパチン
コ機２内部から払い出された景品球を受け取る機能、球２０を球供給装置（図示せず。）
を介して発射ユニットに導くべく貯留する機能を有している。そして、遊技終了時には、
遊技者が球排出ボタン１４ｃを操作することにより、球２０を上皿１４ａから下皿１４ｂ
へと排出することができるようになっている。
【００４２】
　下皿１４ｂは、上皿１４ａの更に下方に配置され、上皿１４ａから排出された球２０を
受け取る機能、ファール球をパチンコ機２内部から受け取る機能、その更に下方の球箱載
置台に載置された球箱に向けて排出落下させるべく球２０を貯留する機能を有している。
なお、貯留皿を１つのみ有する構成のパチンコ機２においては、その１つの貯留皿がこれ
ら上皿１４ａの有する機能及び下皿１４ｂの有する機能をすべて備えることとなる。
【００４３】
　次に、遊技開始時及び終了時の演出部材３２の動作について図４のフローチャートを用
いて説明する。
【００４４】
　遊技開始前の状態においては、装飾部材３２は収納状態となっている（Ｓ．１）。遊技
者が球２０を遊技領域６ｂに向けて発射すべく発射ハンドル１５を操作すると（Ｓ．２）
、オンオフセンサ１８によって遊技開始が検知される（Ｓ．３）。そして、駆動モータ１
６ａに前方移動信号が送出され、装飾部材３２が前方へ移動して突出する（Ｓ．４）。
【００４５】
　遊技者が遊技を終了し、発射ハンドル１５から手を離すと（Ｓ．５）、オンオフセンサ
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１８によって遊技終了が検知される（Ｓ．６）。駆動モータ１６ｂに後方移動信号が送出
され、装飾部材３２が後方へ移動して収納空間１２ｂに収納される（Ｓ．７）。
【００４６】
　なお、本実施の形態１では、装飾部材３２が遊技の開始・終了に伴って移動するように
構成されているが、これに限られず、例えば装飾枠１２の開閉を行うために図示しない鍵
穴に鍵が挿入された際に、制御回路１７からオフ信号が送出され、その後、装飾枠１２が
閉じられた際にオン信号が送出されるようにしてもよい。これにより、装飾枠１２を開い
たときに装飾部材３２が収納空間１２ｂの内部に収納されるようになり、例えばパチンコ
ホールの店員が装飾枠１２を開閉した際に装飾部材３２を破損させてしまうようなことが
少なくなる。
【００４７】
　更に、本実施の形態１では、装飾部材３２の前後方向への移動を駆動機構によって実現
しているが、手動で移動できるように構成しても構わない。パチンコ機の構成を簡素化で
きるとともに、その製造コスト上昇を抑えることもできる。
【００４８】
　　［実施の形態２］
　以下、本発明の実施の形態２について図面を用いて説明する。本実施の形態２に係るパ
チンコ機２は、図１及び図２に示すように、その構成が実施の形態１で説明したものと略
同様であり、その機能も実施の形態１で説明したものと略同様である。本実施の形態１で
は遊技開始時及び終了時の装飾部材３２の動作を説明したが、本実施の形態２では、装飾
部材３２の、遊技中の動作について説明する。
【００４９】
　主基板１９は、始動入賞口２９に球２０が入賞した際に「当り」抽選を行う機能を有す
るとともに、後述する予告演出の選択も行う。更に、主基板１９は、遊技状況に応じて制
御回路１７にも制御信号を送出する。本実施の形態２では、図柄回転演出中に、「当り」
抽選（当否抽選）の結果に基づいて、装飾部材３２に演出動作を実行させるための演出信
号を送出する。なお、図柄回転演出中に装飾部材３２が移動して行う演出を以下、単に予
告演出という。
【００５０】
　制御回路１７は、主基板１９から演出信号を受け取ると、駆動モータ１６ａに向けて前
方移動信号と後方移動信号とを交互に繰り返して送出する（この送出信号を、往復動作信
号ということとする。）。そして駆動モータ１６ａはその往復動作信号を受け取ると回転
軸を往復回転させ、それにより、装飾部材３２が前後に往復動作を繰り返して予告演出を
行うようになっている。
【００５１】
　次に、遊技中の装飾部材３２の動作を、図５のフローチャートを用いて説明する。なお
、このパチンコ機２は多彩な予告演出を有しており、例えば、演出部材３２が前後に１往
復したり、２往復したり、激しく何度も往復したりする。本実施の形態２では、予告演出
として演出部材３２が前後に１往復するものと、２往復するものとに限定して説明する。
そして、演出部材３２が１往復する予告演出を「低信頼度予告」、２往復する予告演出を
「高信頼度予告」と呼ぶ。「低信頼度予告」とは、主基板１９による「当り」抽選の結果
が「外れ」となった場合に選択されやすい予告演出である。一方、「高信頼度予告」とは
、「当り」抽選の結果が「当り」となった場合に選択されやすい予告演出である。
【００５２】
　遊技中は、装飾部材３２は突出状態となっている（Ｓ．１）。遊技者の操作によって発
射された球２０が遊技領域６ｂを流下して始動入賞口２９に入賞すると（Ｓ．２）、主基
板１９によって「当り」抽選が行われるとともに（Ｓ．３）、予告演出が選択され（予告
演出が選択されない場合もある。）（Ｓ．４）、図柄表示装置７で図柄回転演出が開始さ
れる（Ｓ．５）。
【００５３】



(9) JP 2008-245846 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

　「低信頼度予告」が選択されていれば（Ｓ．６）、制御回路１７から駆動モータ１６ａ
に１往復分の往復動作信号が送出され、装飾部材３２が１往復だけ前後移動する（Ｓ．７
）。「高信頼度予告」が選択されていれば（Ｓ．８）制御回路１７から駆動モータ１６ａ
に２往復分の往復動作信号が送出され、装飾部材３２が２往復だけ前後移動する（Ｓ．９
）予告演出が選択されていなければ（Ｓ．８）、駆動モータ１６ａに往復動作信号は送出
されない。
【００５４】
　その後、「当り」抽選の結果が「当り」であれば（Ｓ．１０）、図柄回転演出の結果が
所定の態様となるとともに大入賞口２９ａ開放され、「当り」遊技が開始される（Ｓ．１
１）。「当り」抽選の結果が「外れ」であれば（Ｓ．１０）、大入賞口２９ａは開放され
ない。
【００５５】
　「低信頼度予告」、「高信頼度予告」のどちらの予告演出が選択された場合であっても
、遊技者は装飾部材３２の意外な動作によって大きな興趣を感じることとなる。また、高
信頼度予告が選択され、装飾部材３２が２往復した場合には、「当り」遊技となる期待が
高まり、遊技者の興趣は一層高まることとなる。
【００５６】
　予告演出として他には、演出部材３２の突出量によって信頼度に差異を設けたり、その
突出量が予告演出中に段階的に変化するように構成したりしてもよい。演出部材３２の突
出量が大きければ大きい程信頼度が高まるように構成すれば、突出量の段階的変化に合わ
せて遊技者の抱く「当り」遊技への期待も変化するようになり、その予告演出による興趣
向上の効果は非常に大きなものとなる。
【００５７】
　　［実施の形態３］
　以下、本発明の実施の形態３について図面を用いて説明する。図５（ａ）は本実施の形
態３に係る遊技機としてのパチンコ機１０２における上側部分の外観斜視図である。パチ
ンコ機１０２は、筐体枠（遊技機用枠体）１０４、遊技盤（遊技装置体）１０６、図柄表
示装置１０７、機枠１０９、前面ガラス（前面透明板）１１０、装飾枠１１２、発射ユニ
ット（図示せず。）、貯留皿ユニット（図示せず。）を有している。このうち、遊技盤（
遊技装置体）１０６、図柄表示装置１０７、機枠１０９、前面ガラス（前面透明板）１１
０、発射ユニット（図示せず。）、貯留皿ユニット（図示せず。）の機能・構成は実施の
形態１と略同様であるので詳細な説明は省略する。
【００５８】
　筐体枠１０４は、このパチンコ機１０２を囲むための枠体であり、平面視略長方形に構
成されている点では実施の形態１と同様であるが、その側方に遊技演出部材としての情報
表示装置１０５が設けられている。
【００５９】
　情報表示装置１０５は、図示しない移動機構によって、パチンコ機１０２側部に収納さ
れた位置と、前方に突出した位置とに移動可能（すなわち、前後方向に移動可能。）とさ
れている（図５（ｂ）も参照。）。情報表示装置１０５は、パチンコ機１０２側部に収納
された位置では、パチンコ機１０２の外部に出っ張らないようになっている。
【００６０】
　情報表示装置１０５は、突出した位置でパチンコ機中央側を向く面に、モニタ部（情報
表示部）１０５ａを有している。モニタ部１０５ａには文字情報や映像情報を表示するこ
とができる。例えば、パチンコ機の大当り回数を文字情報として表示したり、テレビ番組
や映画を映像情報として表示したりすることができる。また、大当りに当選した際に、「
やったね！」「大当り！」等の文字情報を表示して遊技を盛り上げて、遊技者の興趣を高
めることもできる。
【００６１】
　移動機構は、実施の形態１と同様に、オンオフセンサ（検知手段、図示せず。）からの



(10) JP 2008-245846 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

オンオフ信号に基づいて移動する。したがって、遊技中以外には、情報表示装置１０５は
パチンコ機１０２の側部に収納されているので、パチンコ機１０２の清掃やメンテナンス
時に邪魔になることがない。
【００６２】
　装飾枠１１２は、実施の形態１と同様に機枠１０９の前方にヒンジ部１２２によって前
方開閉可能に揺動支持されているが、装飾部材１３２が移動可能とされておらず、その開
口１１２ａの上方に固定されている。
【００６３】
　　［実施の形態４］
　以下、本発明の実施の形態４について図面を用いて説明する。図６（ａ）は、本実施の
形態４に係るパチンコ機２０２の有する装飾枠２１２の上側部分の外観斜視図である。
【００６４】
　装飾枠２１２は、その前面側上方かつ左右両端にスピーカ２３２（遊技演出部材）を有
している。左側のスピーカ２３２ａは左側方で、右側のスピーカ２３２ｂは右側方でそれ
ぞれ軸部（図示せず。）によって揺動可能に軸支されている。スピーカ２３２は、水平方
向に揺動することで、図６（ｂ）に示すように装飾枠２１２（パチンコ機２０２）から突
出した位置と、装飾枠２１２（パチンコ機２０２）に収納された位置とに開閉移動可能で
ある。
【００６５】
　左右のスピーカ２３２ａ，２３２ｂは、開いた（突出した）状態で遊技者側を向く面に
音声発生部２３３をそれぞれ有している。したがって、左右のスピーカ２３２ａ，２３２
ｂが開いた状態で、音声発生部から音声を発生して行う音声演出は、遊技者の正面からだ
けでなく、遊技者の周囲からも音声が発生されるので非常に迫力ある音声演出となる。
【００６６】
　なお、スピーカ２３２は、実施の形態１と同様に駆動モータ等により開閉移動されても
よいし、手動で開閉移動されるように構成されていてもよい。手動で開閉できるように構
成すれば、遊技者自身が音声を聞きやすいと感じる位置に、スピーカ２３２を移動させる
ことができる。また、装飾部材の揺動方向は垂直方向や斜め方向であっても構わない。
【００６７】
　以上、本発明の好ましい実施の形態を説明したが、本発明はこれらに限定されるもので
はなく、その要旨の範囲内で様々な変形や変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の実施の形態１（実施の形態２）に係るパチンコ機の外観斜視図である。
【図２】図１に示すパチンコ機が有する装飾部材を移動させる移動機構の概略構成図であ
る。
【図３】図１に示すパチンコ機が有する装飾部材が収納空間の内部に収納された状態を示
す外観斜視図である。
【図４】図１に示すパチンコ機での遊技開始時及び終了時の装飾部材の動作を説明するフ
ローチャートである。
【図５】図１に示すパチンコ機での遊技中の装飾部材の動作を説明するフローチャートで
ある。
【図６】本発明の実施の形態３に係るパチンコ機における上側部分の外観斜視図であって
、（ａ）情報表示装置が収納された状態（ｂ）情報表示装置が突出した状態を示す図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態４に係るパチンコ機における装飾枠の上側部分の外観斜視図
であって、（ａ）スピーカが閉じた状態、（ｂ）スピーカが開いた状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６９】
２：パチンコ機（遊技機）
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４：筐体枠
６：遊技盤（遊技装置体）
６ａ：遊技盤面（表面）
６ｂ：遊技領域
７：図柄表示装置
７ａ：表示画面
９：機枠
１０：前面ガラス（前面透明板）
１２：装飾枠（遊技機用枠体）
１２ａ：開口
１２ｂ：収納空間
１４：貯留皿ユニット
１４ａ：上皿
１４ｂ：下皿
１４ｃ：球排出ボタン
１５：発射ハンドル
１６：移動機構
１６ａ：駆動モータ（駆動手段）
１６ｂ：ギア
１６ｃ：ラック部
１７：制御回路（移動制御手段）
１８：オンオフセンサ（検知手段）
１９：主基板（当否抽選手段）
２０：球（遊技媒体）
２２：ヒンジ部（揺動支持部）
２６：レール飾り
２６ａ：内側面
２７：ゲージ
２８：普通入賞口
２９：始動入賞口（抽選入賞口）
２９ａ：大入賞口
３０：アウト口
３２：装飾部材（遊技演出部材）
１０２：パチンコ機（遊技機）
１０４：筐体枠（遊技機用枠体）
１０５：情報表示装置（遊技演出部材）
１０５ａ：モニタ部（情報表示部）
１０６：遊技盤（遊技装置体）
１０７：図柄表示装置
１０９：機枠
１１０：前面ガラス（前面透明板）
１１２：装飾枠
１１２ａ：開口
１２２：ヒンジ部
１３２：装飾部材
２０２：パチンコ機
２１２：装飾枠
２３２，２３２ａ，２３２ｂ：スピーカ（遊技演出部材）
２３３：音声発生部
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