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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部材に移動自在にガイド支持された第１可動役物と、この第１可動役物に回動自
在に支持された第２可動役物とを有する可動役物装置を備えたパチンコ遊技機において、
　前記可動役物装置は、
　前記第１可動役物を往復移動させる役物駆動機構と、
　前記第１可動役物の移動範囲のうちの特定移動範囲における往復移動に連動して第２可
動役物を往復回動させる役物連動機構と、
　前記第１可動役物の往復移動方向のうちの一方の移動方向へ第１可動役物を付勢するバ
ネ部材を有するアシストバネ機構とを備え、
　前記役物連動機構は、
　前記ベース部材と第２可動役物の一方に他方へ突出するように設けたガイド部材と、
　前記第１可動役物が前記特定移動範囲にあるときにガイド部材が係合するようにベース
部材と第２可動役物の他方に設けられ、第２可動役物の回動面と平行な面に沿って第１可
動役物の移動方向と平行でない方向へ延びるガイド溝とを有する、
　ことを特徴とするパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパチンコ遊技機に関し、特に、第１可動役物の移動に連動して第２可動役物が
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回動する可動役物装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ遊技機の多くは、遊技演出用に可動役物装置を装備しているが、複数の
可動役物を連係させた状態で設け、この複数の可動役物の連動する動作により、一連の遊
技演出を実現する可動役物装置が実用化されている（例えば、特許文献１～３参照）。
【０００３】
　特許文献１の可動役物装置では、第１可動役物の基端部がベース部材に回動自在に支持
され、第２可動役物が第１可動役物に伸縮自在に装着されている。第１可動役物が第１電
動モータにより回動駆動され、第２可動役物が第２電動モータにより伸縮駆動される。第
２電動モータは第１可動役物に取付けられ、その駆動力がラック・ピニオンを介して第２
可動役物に伝達される。尚、第１，第２可動役物は人の腕を模している。
【０００４】
　特許文献２の可動役物装置では、第１可動役物の基端部がベース部材に回動自在に支持
され、第２可動役物の基端部が第１可動役物の先端部に回動自在に連結されている。第１
可動役物が電動モータで回動駆動されると、その回動力がベース部材と第１，第２可動役
物に亙って設けられた複数のギヤにより第２可動役物に伝達され、第２可動役物が回動駆
動される。尚、第１，第２可動役物は人の胴と腕を模している。
【０００５】
　特許文献３の可動役物装置では、第１可動役物が直線的に移動駆動され、その第１可動
役物の軸状部に環状溝が形成されている。第２可動役物の基端部がベース部材に回動自在
に支持され、この第２可動役物に第１可動役物の環状溝に係合する突起部が設けられてい
る。この環状溝と突起部との係合により、第１可動役物の往復移動に連動して可動役物が
往復回動する。尚、第１，第２可動役物は種子のような物を模している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１８００９
【特許文献２】特開２００７－２５２７３４
【特許文献３】特開２００７－１３０１４７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１の可動役物装置では、第１，第２可動役物を夫々駆動する第１，第２電動モ
ータが必要になるため、構造が大型化し、製作コストが高価になる。しかも、第２電動モ
ータは第１可動役物に取付けられているため、第１，第２可動役物の第２電動モータを含
む全重量が重くなる。つまり、第１可動役物を第２可動役物及び第２電動モータと共に回
動駆動する負荷が大きくなり、第１可動役物が円滑に回動しない虞もある。
【０００８】
　特許文献２の可動役物装置では、電動モータにより第１可動役物が回動駆動されると、
その回動に連動して第２可動役物が回動する。しかし、そのために、ベース部材と第１，
第２可動役物に亙って複数のギヤを設ける必要があるため、部品点数が増大し、構造が複
雑化し、製作コストが高価になる。
【０００９】
　特許文献３の可動役物装置では、第１可動役物が直線的に往復移動することにより、そ
の往復移動に連動して第２可動役物が回動する。しかし、第２可動役物はベース部材に回
動自在に装着されたものであり、ベース部材に対して単純に回動するのみの動作となる。
【００１０】
　特許文献３の可動役物装置のように、役物駆動機構により第１可動役物を移動させると
ともに、その移動に連動して第２可動役物を回動させるものでは、１つの可動役物だけを
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駆動するものと比べて役物駆動機構の駆動負荷が大きくなる。従って、第１，第２可動役
物を比較的大型にまた大きく動作させるようにして迅速に円滑に駆動できない虞がある。
【００１１】
　しかも、第１可動役物の往復移動端での移動停止による衝撃や、第２可動役物の往復移
動端での移動停止による衝撃によって、第１，第２可動役物や役物駆動機構が損傷を受け
易くなること、第１，第２可動役物がガタついて見栄えを悪くすること、等の課題が発生
する。この課題は特に第１，第２可動役物を迅速に移動させる場合に顕著になる。
【００１２】
　本発明の目的は、パチンコ遊技機の可動役物装置において、第１可動役物の移動に連動
して第２可動役物を第１可動役物と共に移動させながら回動させ、第１可動役物の動作と
連動する第２可動役物の斬新な動作を実現して、演出効果を高めること、第１可動役物を
駆動する負荷を有効に低減すること、第１，第２可動役物の往復移動端での移動停止によ
る衝撃を軽減すること、等である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明は、ベース部材(40)に移動自在にガイド支持された第１可動役物(41)と
、この第１可動役物(41)に回動自在に支持された第２可動役物(42)とを有する可動役物装
置(17)を備えたパチンコ遊技機(1)において、前記可動役物装置(17)は、前記第１可動役
物(41)を往復移動させる役物駆動機構(43)と、前記第１可動役物(41)の移動範囲(A)のう
ちの特定移動範囲(A1)における往復移動に連動して第２可動役物(42)を往復回動させる役
物連動機構(44)と、前記第１可動役物(41)の往復移動方向のうちの一方の移動方向へ第１
可動役物(41)を付勢するバネ部材(81)を有するアシストバネ機構(80)とを備え、前記役物
連動機構(44)は、前記ベース部材(40)と第２可動役物(42)の一方に他方へ突出するように
設けたガイド部材(70)と、前記第１可動役物(41)が前記特定移動範囲(A1)にあるときにガ
イド部材(70)が係合するようにベース部材(40)と第２可動役物(42)の他方に設けられ、第
２可動役物(42)の回動面と平行な面に沿って第１可動役物(41)の移動方向と平行でない方
向へ延びるガイド溝(72)とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明のパチンコ遊技機によれば、第１可動役物の動作と連動する第２可動役物の斬新
な動作を実現して、演出効果を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施例１のパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】遊技盤とセンタ役物の正面図である。
【図３】センタ役物の正面図である。
【図４】パチンコ遊技機の制御系のブロック図である。
【図５】遊技盤と可動役物装置の正面図である。
【図６】遊技盤と可動役物装置の後面図である。
【図７】可動役物装置（第１可動役物が退避位置）の正面図である。
【図８】可動役物装置の図７の状態の後面図である。
【図９】可動役物装置の前側からの分解斜視図である。
【図１０】可動役物装置の後側からの分解斜視図である。
【図１１】可動役物装置（第１可動役物が突出位置）の正面図である。
【図１２】可動役物装置の図１１の状態の後面図である。
【図１３】可動役物装置（第１可動役物が特定移動範囲と特定移動範囲外との境界位置）
の正面図である。
【図１４】実施例２の図８相当図である。
【図１５】実施例２の図１２相当図である。
【図１６】変更例を示す図８相当図である。
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【図１７】別の変更例を示す図８相当図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明は、パチンコ遊技機のセンタ役物に装備された可動役物装置に適用されている。
以下、発明を実施するための形態について実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００２８】
　図１、図２に示すように、パチンコ遊技機１には、遊技ホールに取付けられる外枠に開
閉枠２が開閉自在に装着され、開閉枠２に開閉扉３が開閉自在に装着されている。開閉枠
２に遊技盤４が装着され、その遊技盤４の前面側に遊技領域４ａが形成されている。開閉
扉３に窓３ａが形成され、その窓３ａに透明板３ｂが装着され、その透明板３ｂにより遊
技領域４ａの前側が覆われている。
【００２９】
　開閉扉３には、窓３ａの下側に貯留皿５が設けられ、その貯留皿５に演出ボタン装置６
が装着され、貯留皿５の右下側に発射ハンドル７が装着されている。発射ハンドル７が回
動操作されると、貯留皿５から発射位置に導入された遊技球が発射され、貯留皿５に複数
の遊技球が存在する場合には、複数の遊技球が約０．６秒間隔で連続発射される。発射さ
れた遊技球はガイドレール８で案内され遊技領域４ａの上部に投入される。
【００３０】
　図２～図４に示すように、遊技盤４には、多数の障害釘（図示略）の他、第１始動口１
０、第２始動口装置１１、ゲート１２、大入賞口装置１３、複数の一般入賞口１４、セン
タ役物１５、画像表示器１６、可動役物装置１７、遊技表示盤１９が図２に示す配置で装
着され、遊技盤４の裏面側に制御装置２０が装着されている。
【００３１】
　第１始動口１０には入賞した遊技球を検出する第１始動口スイッチ１０ａが付設され、
ゲート１２には通過した遊技球を検出するゲートＳＷ１２ａが付設され、各一般入賞口１
４には入賞した遊技球を検出する一般入賞口スイッチ１４ａが付設されている。尚、「Ｓ
Ｗ」はスイッチを意味する。
【００３２】
　第２始動口装置１１は、第２始動口１１ａ、第２始動口１１ａを開閉する開閉部材１１
ｂ、第２始動口１１ａに入賞した遊技球を検出する第２始動口ＳＷ１１ｃ、開閉部材１１
ｂを開閉駆動する第２始動口ＳＯＬ１１ｄを有する。尚、「ＳＯＬ」はソレノイドアクチ
ュエータを意味する。開閉部材１１ｂは、閉位置で第２始動口１１ａへの遊技球の入賞を
不可能にし、開位置で第２始動口１１ａへの遊技球の入賞を可能にする。
【００３３】
　大入賞口装置１３は、大入賞口１３ａ、大入賞口１３ａを開閉する開閉部材１３ｂ、大
入賞口１３ａに入賞した遊技球を検出する大入賞口ＳＷ１３ｃ、開閉部材１３ｂを開閉駆
動する大入賞口ＳＯＬ１３ｄを有する。開閉部材１３ｂは、閉位置で大入賞口１３ａへの
遊技球の入賞を不可能にし、開位置で大入賞口１３ａへの遊技球の入賞を可能にする。
【００３４】
　センタ役物１５は、遊技盤４の前面よりも前方へ張出す枠部材であって、遊技盤４の上
部から中央部分に亙って遊技領域４ａの半分以上を占めるサイズで設けられたセンタ役物
本体１５ａと、センタ役物本体１５ａの後側に設けられたセンタ役物ベース枠１５ｂとを
有し、このセンタ役物１５に画像表示器１６と可動役物装置１７が装着されている。
【００３５】
　遊技盤４にはセンタ取付穴４ｂ（図５、図６参照）が形成され、このセンタ取付穴４ｂ
にセンタ役物本体１５ａが嵌合され、遊技盤４の後面部にセンタ役物ベース枠１５ｂが取
付けられている。画像表示器１６は、その画面がセンタ役物本体１５ａの内側領域の大部
分に臨むように、センタ役物ベース枠１５ｂに後側から装着されている。
【００３６】
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　可動役物装置１７は、その第１，第２可動役物４１，４２が、遊技盤４及びセンタ役物
本体１５ａよりも後方に位置して、センタ役物本体１５ａの内側領域の右部と画像表示器
１６の画面に臨むように、センタ役物ベース枠１５ｂの右部に前側から装着されている。
【００３７】
　遊技表示盤１９は、第１特別図柄表示器１９ａ、第２特別図柄表示器１９ｂ、普通図柄
表示器１９ｃ、第１特別図柄保留ランプ１９ｄ、第２特別図柄保留ランプ１９ｅ、普通図
柄保留ランプ１９ｆを備えている。
【００３８】
　第１特別図柄表示器１９ａには、第１始動口１０への遊技球の入賞に基づいて第１特別
図柄が図柄変動後に停止表示され、第２特別図柄表示器１９ｂには、第２始動口１１ａへ
の遊技球の入賞に基づいて第２特別図柄が図柄変動後に停止表示される。第１又は第２特
別図柄表示器１９ａ又は１９ｂに大当り図柄が停止表示された場合、大当り遊技状態が発
生して、大入賞口装置１３が、開閉部材１３ｂを開閉動作させ、通常は閉塞の大入賞口１
３ａを複数ラウンドに亙って開閉させる。
【００３９】
　普通図柄表示器１９ｃには、ゲート１２への遊技球の入賞（通過）に基づいて普通図柄
が図柄変動後に停止表示される。普通図柄表示器１９ｃに当り図柄が停止表示された場合
、補助遊技が発生して、第２始動口装置１１が、開閉部材１１ｂを開閉動作させ、通常は
閉塞の第２始動口１１ａを１又は複数回開閉させる。
【００４０】
　第１特別図柄保留ランプ１９ｄには、第１始動口１０に入賞した遊技球の所謂第１特図
保留数が最大で４個表示され、第２特別図柄保留ランプ１９ｅには、第２始動口１１ａに
入賞した遊技球の所謂第２特図保留数が最大で４個表示され、普通図柄保留ランプ１９ｆ
には、ゲート１２に入賞した遊技球の所謂普図保留数が最大で４個表示される。
【００４１】
　発射ハンドル７を回動操作することで、遊技領域４ａの上部に発射投入された遊技球は
、複数の障害釘に当たって方向を変えながら落下して、入賞口１０，１１ａ，１３ａ，１
４の何れかに入賞した場合、そこから遊技領域４ａ外へ排出され、入賞口１０，１１ａ，
１３ａ，１４の何れにも入賞しなかった場合には、最終的に、遊技領域４ａの下端部に形
成されたアウト口９から遊技領域４ａ外へ排出される。
【００４２】
　パチンコ遊技機１の制御系について説明する。
【００４３】
　図４に示すように、制御装置２０は、メイン制御装置２１とサブ制御装置２５とで構成
されている。メイン制御装置２１は、遊技制御基板２２にＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを備え
て構成されている。遊技制御基板２２は盤用外部情報端子基板２３に接続されている。
【００４４】
　サブ制御装置２５は、払出制御基板２６、演出制御基板２７、画像制御基板２８、ラン
プ制御基板２９に夫々ＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを備えて構成され、演出制御基板２７には
更にＲＴＣを備えて構成されている。払出制御基板２６は枠用外部情報端子基板２４に接
続されている。尚、「ＲＴＣ」はリアルタイムクロックを意味する。
【００４５】
　遊技制御基板２２は、第１，第２始動口ＳＷ１０ａ，１１ｃ、ゲートＳＷ１２ａ、大入
賞口ＳＷ１３ｃ、一般入賞口ＳＷ１４ａからの球検出信号と、払出制御基板２６からの制
御情報を受けて、第２始動口ＳＯＬ１１ｄ、大入賞口ＳＯＬ１３ｄ、図柄表示器１９ａ～
１９ｃ、図柄保留ランプ１９ｄ～１９ｆを制御し、払出制御基板２６と演出制御基板２７
と盤用外部情報端子基板２３に制御情報（遊技情報）を出力する。
【００４６】
　払出制御基板２６は、遊技制御基板２２からの制御情報と、払出球検出ＳＷ３１、球有
り検出ＳＷ３２、満タン検出ＳＷ３３からの球検出信号を受けて、払出モータ３０を制御
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し、入賞口１０，１１ａ，１３ａ，１４への遊技球の入賞１個について、入賞口１０，１
１ａ，１３ａ，１４毎に設定された数の遊技球を貯留皿５に払出し、遊技制御基板２２と
枠用外部情報端子基板２４に制御情報（払出情報）を出力する。
【００４７】
　演出制御基板２７は、遊技制御基板２２からの制御情報と、演出ボタン装置６からのボ
タン操作信号を受けて、画像制御基板２８に制御情報を出力し、更に、画像制御基板２８
からの制御情報を受けて、ランプ制御基板２９に制御情報を出力する。画像制御基板２８
は、演出制御基板２７からの制御情報を受けて、画像表示器１６とスピーカ３４とを制御
し、演出制御基板２７に制御情報を出力する。ランプ制御基板２９は、演出制御基板２７
からの制御情報を受けて、主に画像制御基板２８による制御に同期させて、枠ランプ３５
と盤ランプ３６とを制御し、更に、可動役物装置１７を制御する。
【００４８】
　可動役物装置１７について詳しく説明する。
【００４９】
　図２、図３、図５～図１３に示すように、可動役物装置１７は、ベース部材４０、ベー
ス部材４０に移動自在にガイド支持された第１可動役物４１、第１可動役物４１に回動自
在に支持された第２可動役物４２、第１可動役物４１を往復移動させる役物駆動機構４３
、第１可動役物４１の移動範囲Ａのうちの特定移動範囲Ａ１（図１３参照）における往復
移動に連動して第２可動役物４２を往復回動させる役物連動機構４４を備えている。
【００５０】
　更に、可動役物装置１７は、第１可動役物４１の往復移動方向のうちの一方の移動方向
（第１可動役物４１が後述の退避位置から突出位置へ移動する方向であり、役物駆動機構
４３の駆動負荷が大きい方の方向）へ第１可動役物４１を付勢するバネ部材８１を有する
アシストバネ機構８０、第１可動役物４１の往復移動端での移動停止による衝撃を吸収す
るクッション部材９０，９１（第２のクッション部材に相当する）、第２可動役物４２の
往復移動端での移動停止による衝撃を吸収するクッション部材９２，９３（第１のクッシ
ョン部材に相当する）を備えている。
【００５１】
　ベース部材４０は、上下長が左右長の約２倍ある合成樹脂製の矩形板状に形成され、遊
技盤４と平行に且つセンタ役物本体１５ａの後側に隠れた状態で配置されて、センタ役物
本体１５ａの後面部とセンタ役物ベース枠１５ｂの前面部の少なくとも一方に取付けられ
ている。ベース部材４０の周囲には略全周に亙って周壁４０ａが形成され、この周壁４０
ａ等によりベース部材４０の剛性が高められている。
【００５２】
　第１可動役物４１は、その移動方向に細長く形成され、先の尖った長剣を模して、ベー
ス部材４０の前側に配設されている。第１可動役物４１は、その大部分がセンタ役物本体
１５ａ（装飾部材）の後側に隠れた退避位置（図２、図３、図７、図８参照）と、その大
部分がセンタ役物本体１５ａから現れた突出位置（図５、図６、図１１、図１２参照）と
に亙って遊技盤４と平行方向に直線的に移動可能に構成されている。特定移動範囲Ａ１は
移動範囲Ａのうち第１可動役物４１の突出位置側約半分に対応する範囲である。
【００５３】
　第１可動役物４１は、画像表示器１６の画面の上下長の約１／２の長さを有し、鉛直方
向から左側へ約２０度傾斜した方向へ移動する。そして、第１可動役物４１が退避位置の
ときには、その中央付近部から下側部分がセンタ役物本体１５ａの後側に隠れた状態にな
り、第１可動役物４１が突出位置のときには、その下端付近部以外の部分がセンタ役物本
体１５ａから現れて、画像表示器１６の画面の前側に位置した状態になる。
【００５４】
　第１可動役物４１は、合成樹脂製の第１役物ベース４１ａと、その前側を覆う合成樹脂
製の第１役物装飾カバー４１ｂとを有する。第１役物ベース４１ａの前面部には基板（図
示略）が取付けられ、その基板の前面に複数のＬＥＤ（図示略）が実装されている。第１
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役物装飾カバー４１ｂは、多数の凹凸が有る透明なレンズを有し、このレンズとレンズを
通過する前記複数のＬＥＤからの光によって、第１可動役物４１が電飾される。
【００５５】
　尚、ベース部材４０には、センタ役物本体１５ａの近傍において、第１可動役物４１の
前側を部分的にカバーするカバー部材４７が設けられている。
【００５６】
　ここで、可動役物装置１７は、第１可動役物４１をベース部材４０に退避位置と突出位
置とに亙って直線的に移動自在にガイド支持する第１役物ガイド機構４５を備えている。
この第１役物ガイド機構４５は、第１可動役物４１にベース部材４０の方（後方）へ突出
するように設けた１対の係合部５０ａを有する係合部材５０と、ベース部材４０に１対の
係合部５０ａが係合するように設けられ、第１可動役物４１の移動方向と平行方向へ延び
るストレート係合溝５２等により構成されている。
【００５７】
　ストレート係合溝５２は、第１可動役物４１の移動ストロークの約２倍の長さを有し、
且つある程度大きな前後方向の幅を有する。ここで、ベース部材４０は、台形状の第１ベ
ース板部４０ｂと、その右側に且つ第１ベース板部４０ｂよりも少し前方に位置する逆三
角形状の第２ベース板部４０ｃとを有し、この段差を利用して、第１，第２ベース板部４
０ｂ，４０ｃの境界部分にストレート係合溝５２が形成されている。
【００５８】
係合部材５０は、第１可動役物４１の下部の右縁近傍部に装着され、１対の係合部５０ａ
が上下に配置され、それらの間隔は第１可動役物４１の移動ストロークと略同じになる。
下側の係合部５０ａがストレート係合溝５２の下端部に係合して、第１可動役物４１が退
避位置になり、上側の係合部５０ａがストレート係合溝５２の上端部に係合して、第１可
動役物４１が突出位置になる。係合部材５０は、１対の係合部５０ａの後側に配置された
細長い連結片５０ｂを有する。
【００５９】
　第１可動役物４１の退避位置が原点位置になり、この原点位置を検出するために、第１
可動役物４１に被検出部５５が設けられ、ベース部材４０に原点検出センサ５６が設けら
れている。被検出部５５は、第１可動役物４１の下部に左方突出状に設けられた遮蔽板５
５からなり、原点検出センサ５６は、ベース部材４０の下部に取付けられた発光部と受光
部とを有する光学センサ５６からなる。第１可動役物４１が退避位置のときに、光学セン
サ５６は、その発光部と受光部との間が遮蔽板５５で遮られることで、第１可動役物４１
の原点位置（退避位置）を検出する。
【００６０】
　第２可動役物４２は、第１可動役物４１よりも一回り小さいサイズで細長く形成され、
先の尖った短剣を模して、ベース部材４０の前側に且つ第１可動役物４１の後側に配設さ
れている。第２可動役物４２は、その基端部が前後方向の軸部材４８を介して第１可動役
物４１の中央部よりも多少下側部分に回動自在に支持されている。
【００６１】
　第２可動役物４２は、その全部が第１可動役物４１の後側に重なって隠れる非作動位置
（図７、図８、図１３参照）と、この非作動位置から反時計回り方向に回動してその大部
分が第１可動役物４１から現れる作動位置（図５、図６、図１１、図１２参照）とに亙っ
て回動可能に構成されている。
【００６２】
　第２可動役物４２は、第１可動役物４１の約３／４～２／３の長さを有する。第２可動
役物４２は、第１可動役物４１がその移動範囲Ａのうちの特定移動範囲外Ａ２にあるとき
に非作動位置になり、第１可動役物４１が特定移動範囲Ａ１にあるときに非作動位置以外
の作動位置を含む位置になり、第１可動役物４１から現れる。第２可動役物４２が、非作
動位置から反時計回り方向へ約９０度回動して作動位置になり、その下端付近部以外の部
分が第１可動役物４１から現れて、画像表示器１６の画面の前側に位置した状態になる。
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【００６３】
　第２可動役物４２は、合成樹脂製の第２役物ベース４２ａと、その前側を覆う合成樹脂
製の第２役物装飾カバー４２ｂとを有する。第２役物ベース４２ａの前面部には基板（図
示略）が取付けられ、その基板の前面に複数のＬＥＤ（図示略）が実装されている。第２
役物装飾カバー４２ｂは、多数の凹凸が有る透明なレンズを有し、このレンズとレンズを
通過する前記複数のＬＥＤからの光によって、第２可動役物４２が電飾される。
【００６４】
　役物駆動機構４３は、ベース部材４０に取付けられた電動モータ６０（ステッピングモ
ータ６０）と、この電動モータ６０により複数のギヤ６１ａを介して回動される駆動ギヤ
６１（ピニオン６１）と、第１可動役物４１に設けられて駆動ギヤ６１が噛合するラック
６２とを有する。
【００６５】
　電動モータ６０は、ベース部材４０の右上部の後面部に前向きに取付けられ、駆動ギヤ
６１はベース部材４０の前側且つ電動モータ６０の下側に配設されている。ラック６２は
、第１可動役物４１（第１役物ベース４１ａ）の右縁後面部に、その中央付近部から下端
部に亙って設けられている。このラック６２に係合部材５０が後方突出状に取付けられて
いる。第２可動役物４２は非作動位置から作動位置へラック６２と反対側へ回動する。
【００６６】
　役物連動機構４４は、第２可動役物４２にベース部材４０の方（後方）へ突出するよう
に設けたガイド部材７０と、第１可動役物４１が特定移動範囲Ａ１にあるときにガイド部
材７０が係合するようにベース部材４０に設けられ、第２可動役物４２の回動面と平行な
面（つまり、遊技盤４と平行な面）に沿って第１可動役物４１の移動方向と平行でない方
向へ延びるガイド溝７２とを有する。
【００６７】
　ガイド溝７２は、ベース部材４０の上部のストレート係合溝５２の左側部分に約４５度
に亙って形成された円弧状ガイド溝７２からなる。この円弧状ガイド溝７２は、第１可動
役物４１の移動方向と平行方向に向く下端部と、第１可動役物４１の移動方向に対して左
斜め上側約４５度の方向に向く上端部とを有する。円弧状ガイド溝７２は、第１可動役物
４１の移動方向と平行方向にその移動ストロークの約１／３の幅に亙って形成され、また
、ある程度大きな前後方向の幅を有する。
【００６８】
　ここで、可動役物装置１７は、第１可動役物４１が特定移動範囲外Ａ２にあるときにガ
イド部材７０が係合するようにベース部材４０に設けられ、円弧状ガイド溝７２の一端部
に連なり且つ第１可動役物４１の移動方向と平行方向へ延びるストレートガイド溝７３と
、ベース部材４０にガイド部材７０が係合可能に設けられ、円弧状ガイド溝７２の他端部
から第１可動役物４１の移動方向と平行方向へ且つストレートガイド溝７３と反対側へ突
出するストレート短溝７４とを備えている。
【００６９】
　ストレートガイド溝７３は、ベース部材４０のストレート係合溝５２の左側部分に形成
され、第１可動役物４１の移動ストロークの約２／３の長さを有し、その上端部が円弧状
ガイド溝７２の下端部に連なっている。ストレート短溝７４は、ベース部材４０の上部且
つ左縁近傍に形成され、その下端部が円弧状ガイド溝７２の上端部に連なっている。
【００７０】
　ガイド部材７０は、第２可動役物４２の基端側部分に、軸部材４８よりも先端側に装着
されている。ガイド部材７０の軸心と軸部材４８の軸心とを通る直線が第１可動役物４１
の移動方向と平行になり、ガイド部材７０と軸部材４８間の距離が、ストレートガイド溝
７３の中心線とストレート短溝７４の中心線間の距離と略同じになるように、軸部材４８
とガイド部材７０が配置されている。
【００７１】
　ガイド部材７０がストレートガイド溝７３に係合して、第２可動役物４２が非作動位置



(9) JP 5065438 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

になり、第１可動役物４１が退避位置にあるときに、ガイド部材７０がストレートガイド
溝７３の下端部に係合する。ガイド部材７０が円弧状ガイド溝７２の上端部又はストレー
ト短溝７４に係合して、第２可動役物４２が作動位置になる。
【００７２】
　ガイド部材７０は鍔付きピン部材７０からなり、この鍔付きピン部材７０は、第２可動
役物４２に後方突出状に取付けられた支軸７１に回転自在に装着され、その鍔を後端に位
置させて円弧状ガイド溝７２、ストレートガイド溝７３、ストレート短溝７４に後側から
係合する。鍔付きピン部材７０は、支軸７１の後端部に装着のＣリング（図示略）で支軸
７１から抜止めされている。
【００７３】
　尚、軸部材４８、ガイド部材７０、円弧状ガイド溝７２、ストレートガイド溝７３等に
より、第１可動役物４１が特定移動範囲外Ａ２にあるときには、第２可動役物４２をベー
ス部材４０に直線的に移動自在にガイド支持するとともに、第１可動役物４１が特定移動
範囲Ａ１にあるときには、第２可動役物４２をベース部材４０に回動自在ガイド支持する
第２役物ガイド機構４６が構成されている。
【００７４】
　アシストバネ機構８０は、一端側部分がベース部材４０に回動自在に連結され他端側部
分が第１可動役物４１に長穴８３とピン８４を介して連動連結されたアーム部材８２を有
し、このアーム部材８２を介してバネ部材８１の付勢力を第１可動役物４１に伝達するよ
うに構成されている。
【００７５】
アーム部材８２は、ベース部材４０の下部に配設されて、その左端部がベース部材４０か
ら後方へ突出する支軸８２ａに回動自在に装着され、アーム部材８２の右部にアーム部材
８２の長さ方向に細長い長穴８３が形成されている。この長穴８３には、係合部材５０の
連結片５０ｂから後方へ突出するピン８４が摺動自在に係合され、即ち、アーム部材８２
の右部（他端側部分）が係合部材５０に連動連結されている。
【００７６】
　バネ部材８１は、そのコイル部が支軸８２ａの回りに外装された捩じりバネ８１からな
り、その一端部がベース部材４０に係止され、その他端部がアーム部材８２に係止されて
いる。この捩じりバネ８１は、アーム部材８２を正面視にて反時計回り方向へ回動付勢し
、そのアーム部材８２を介して第１可動役物４１を上方へ付勢している。
【００７７】
　クッション部材９０は、ベース部材４０の下部において、ストレート係合溝５２の左側
の前方突出部４０ｄの上部に設けられ、第１可動役物４１の退入位置側移動端で第１可動
役物４１に下側から接触して、その退入位置側移動端での移動停止による衝撃を吸収する
。クッション部材９１は、ベース部材４０のストレート係合溝５２の上端部分に設けられ
、第１可動役物４１の突出位置側移動端で第１可動役物４１の係合部材５０に上側から接
触して、その突出位置側移動端での移動停止による衝撃を吸収する。
【００７８】
　クッション部材９２は、第１可動役物の上端部分に後方膨出状に設けられ、第２可動役
物４１の非作動位置側移動端で第２可動役物４１に右側から接触して、その非作動位置側
移動端での移動停止による衝撃を吸収する。クッション部材９３は、第１可動役物４１の
後面部に取付けられた膨出部材４１ｃの上部に設けられ、第２可動役物４１の作動位置側
移動端で第２可動役物４１に下側から接触して、その作動位置側移動端での移動停止によ
る衝撃を吸収する。
【００７９】
　以上説明した可動役物装置１７の動作は次の通りである。
【００８０】
　通常、第１可動役物４１は退避位置にあり、その大部分がセンタ役物本体１５ａの後側
に隠れ、第２可動役物４２は非作動位置にあり、その全部が第１可動役物４１の後側に隠
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れた状態になっているが、遊技球の始動口１０，１１ａへの入賞（大当り抽選）等に基づ
いて、可動役物装置１７を用いて特別な遊技演出が行われる際に次のようになる。
【００８１】
　先ず、役物駆動機構４３により第１可動役物４１が退避位置から突出位置へ上方斜め左
側へ移動駆動され、このとき、アシストバネ機構８０により、第１可動役物４１の上方駆
動をアシストする力が付与される。ここで、第１可動役物４１は特定移動範囲外Ａ２を移
動してから特定移動範囲Ａ１を移動するが、第１可動役物４１が特定移動範囲外Ａ２を移
動する際には、ガイド部材７０がストレートガイド溝７３に係合して、第２可動役物４２
は回動することなく第１可動役物４１と共に移動する。
【００８２】
　第１可動役物４１が特定移動範囲Ａ１を移動する際には、役物連動機構４４によって、
ガイド部材７０が円弧状ガイド溝７２に係合して、第２可動役物４２は第１可動役物４１
と共に移動しながら左側へ回動する。こうして、最終的にガイド部材７０がストレート短
溝７４に係合して、第１可動役物４１が退入位置から突出へ移動して停止し、また、第２
可動役物４２が非作動位置から作動位置へ移動して移動して停止する。ここで、クッショ
ン部材９１により第１可動役物４１の突出位置側移動端での移動停止による衝撃が吸収さ
れ、クッション部材９３により第２可動役物４１の作動位置側移動端での移動停止による
衝撃が吸収される。
【００８３】
　その後、前記と逆の動作により、第１可動役物４１が突出位置から退避位置へ移動して
停止し、また、第２可動役物４２が作動位置から非作動位置へ移動して停止する。ここで
、クッション部材９０により第１可動役物４１の退入位置側移動端での移動停止による衝
撃が吸収され、クッション部材９２により第２可動役物４１の非作動位置側移動端での移
動停止による衝撃が吸収される。前記の第１，第２可動役物４１，４２の動作と共に、画
像表示器１６の画面に特有の演出が表示され、また、スピーカ３４から特有の効果音が鳴
らされて、全体的にインパクトのある演出が実現される。
【００８４】
　この可動役物装置１７によれば次の効果を奏する。
【００８５】
　第１可動役物４１をベース部材４０に移動自在にガイド支持し、この第１可動役物４１
に第２可動役物４２を回動自在に支持し、第１可動役物４１を往復移動させる役物駆動機
構４３、第１可動役物４１の移動範囲のうちの特定移動範囲Ａ１における往復移動に連動
して第２可動役物４２を往復回動させる役物連動機構４４を備えた。
【００８６】
　従って、役物駆動機構４３により第１可動役物４１が移動駆動されると、役物連動機構
４３によって、第１可動役物４１が特定移動範囲外Ａ２を移動する際には、第２可動役物
４２を回動させることなく第１可動役物４１と共に移動させ、第１可動役物４１が特定移
動範囲Ａ１を移動する際には、第２可動役物４２を第１可動役物４１と共に移動させなが
ら回動させることができる。つまり、第１可動役物４１の動作と連動する第２可動役物４
２の斬新な動作を実現して、演出効果を高めることができる。
【００８７】
　第１可動役物４１の往復移動方向のうち第１可動役物４１が退避位置から突出位置へ移
動する方向の移動方向であり、役物駆動機構４３の駆動負荷が重力等の影響で大きい方の
移動方向へ第１可動役物４１を付勢するバネ部材８１を有するアシストバネ機構８０を備
えた。従って、第１可動役物４１を駆動する負荷を有効に低減することができ、第１，第
２可動役物４１，４２を比較的大型にまた大きく動作させるようにして、特に、第１可動
役物４１を退避位置から突出位置へ移動させ第２可動役物４２を非作動位置から作動位置
へ回動させる場合に、迅速に円滑に駆動可能になる。
【００８８】
　役物連動機構４３は、第２可動役物４２にベース部材４０の方へ突出するように設けた
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ガイド部材７０と、第１可動役物４１が特定移動範囲Ａ１にあるときにガイド部材７０が
係合するようにベース部材４０に設けられ、第２可動役物４２の回動面と平行な面に沿っ
て第１可動役物４１の移動方向と平行でない方向へ延びるガイド溝７２とを有するので、
第１可動役物４１の移動範囲Ａのうちの特定移動範囲Ａ１における往復移動に連動して第
２可動役物４２を確実に往復回動させることができる。
【００８９】
第１可動役物４１が特定移動範囲外Ａ２にあるときにガイド部材７０が係合するようにベ
ース部材４０に設けられ、ガイド溝７２の一端部に連なり且つ第１可動役物４１の移動方
向と平行方向へ延びるストレートガイド溝７３を備えたので、第１可動役物４１が特定移
動範囲外Ａ２を移動する際、第２可動役物４２を回動させずに非作動位置に保持して、第
１可動役物４１と一体的に移動させることができ、第１可動役物４１が特定移動範囲外Ａ
２と特定移動範囲Ａ１とに亙って移動する際、ガイド部材８０をストレートガイド溝７３
とガイド溝７２とに亙って確実に係合させることができる。
【００９０】
　アシストバネ機構８０は、一端側部分がベース部材４０に回動自在に連結され他端側部
分が第１可動役物４１に長穴８３とピン８４を介して連動連結されたアーム部材８２を有
し、このアーム部材８２を介してバネ部材８１の付勢力を第１可動役物４１に伝達するよ
うに構成されたので、第１可動役物４１を退入位置から突出位置へ移動させる間、第１可
動役物４１の駆動をアシストする略一定のアシスト力を確実に付与することができる。
【００９１】
　第１可動役物４１にガイド部材４０の方へ突出するように設けた係合部材５０と、ベー
ス部材４０に係合部材５０が係合するように設けられ、第１可動役物４１の移動方向と平
行方向へ延びるストレート係合溝５２とを備えたので、第１可動役物４１をベース部材４
０に直線的に移動自在に確実にガイド支持することができる。そして、アシストバネ機構
８０のアーム部材８２の他端側部分が係合部材５０に連動連結されたので、第１可動役物
４１をベース部材４０に円滑にガイドし且つ駆動する上で望ましい部位から第１可動役物
４１に付勢力を入力することができる。
【００９２】
　ベース部材４０に第１可動役物４１の往復移動端での移動停止による衝撃を吸収するク
ッション部材９０，９１を設け、第１可動役物４１に第２可動役物４２の往復移動端での
移動停止による衝撃を吸収するクッション部材９２，９３を設けた。従って、第１，第２
可動役物４１，４２の往復移動端での移動停止による衝撃によって、第１，第２可動役物
４１，４２や役物駆動機構４３が損傷を受けることと、第１，第２可動役物がガタついて
見栄えを悪くすること、等の課題を抑制することができる。
【００９３】
　ベース部材４０にガイド部材７０が係合可能に設けられ、ガイド溝７２の他端部から第
１可動役物４１の移動方向と平行方向へ且つストレートガイド溝７３と反対側へ突出する
ストレート短溝７４を備えたので、第１可動役物４１が突出位置付近で第１可動役物４２
を作動位置に安定させた状態で保持できる。ガイド溝７２は円弧状ガイド溝７２からなる
ので、第１可動役物４１が退避位置から突出位置へ移動する際、第２可動役物４２を円滑
に、且つ第１可動役物４１の移動に対して円滑且つ急速に回動させることができる。
【実施例２】
【００９４】
　実施例２は、実施例１を部分的に変更したものである。尚、実施例１と同機能を有する
ものには、類似する符号を付して適宜説明を省略する。
【００９５】
　図１４、図１５に示すように、この可動役物装置１７Ａでは、役物連動機構４４Ａにお
いて、ガイド部材７０Ａがベース部材４０Ａに設けられるとともに、ガイド溝７２Ａ（円
弧状ガイド溝７２Ａ）、ストレートガイド溝７３Ａ、ストレート短溝７４Ａが第２可動役
物４２Ａに設けられている。尚、円弧状ガイド溝７２Ａ、ストレートガイド溝７３Ａ、ス



(12) JP 5065438 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

トレート短溝７４Ａは、正面視にて、実施例１の円弧状ガイド溝７２、ストレートガイド
溝７３、ストレート短溝７４を１８０度反転させた形状となる。
【００９６】
　この可動役物装置１７Ａによれば、実施例１の可動役物装置１７と同様の動作を実現し
同様の効果を奏する。尚、実施例１の係合部材５０に代わる係合部材をベース部材４０Ａ
に設け、実施例１のストレート係合溝５２に代わるストレート係合溝を第１可動役物４１
に設けてもよい。この場合、アシストバネ機構８０のアーム部材８２の他端側部分は、第
１可動役物４１の所定部に長穴とピンを介して連結される。
【００９７】
　尚、実施例１のガイド溝７２（実施例２のガイド溝７２Ａも同様）については、円弧状
ガイド溝７２とする以外に、第２可動役物４２の回動面と平行な面に沿って第１可動役物
４１の移動方向と平行でない方向へ延びる種々の形状としてもよい。
【００９８】
　例えば、図１６に示すストレート状のガイド溝７２Ｂを採用してもよい。また、例えば
、図１７に示す千鳥状に湾曲したガイド溝７２Ｃを採用してもよい。このガイド溝７２Ｃ
は、ガイド部材７０を第１可動役物４１と移動方向と直交方向へ複数回往復移動させるよ
うにガイドすることができ、その上端側部分は、実施例１と同様の円弧状ガイド溝７２Ｃ
ａ（７２）になっている。
【００９９】
　このガイド溝７２Ｃによって、第１可動役物４１が退避位置から突出位置へ移動する際
、第２可動役物４２は、先ず、回動することなく第１可動役物４１と共に移動し、次に、
第１可動役物４１と共に移動しながら、往復回動し、最終的に、作動位置へ回動する。尚
、ガイド溝７２Ｃの形成範囲が、実施例１のガイド溝７２よりも大きくなるため、その分
、ストレートガイド溝７３Ｃは、実施例１のストレートガイド溝７３よりも短くなる。
【０１００】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変更を付加して実施可能であ
る。例えば、第１，第２可動役物の形状・サイズ、第１可動役物の移動方向、第２可動役
物の回動方向、ガイド溝の形状、等々については適宜変更可能である。また、本発明は、
パチンコ遊技機に搭載される種々の可動役物装置に適用可能である。
【符号の説明】
【０１０１】
１　パチンコ遊技機
１７，１７Ａ　可動役物装置
４０，４０Ａ　ベース部材
４１　第１可動役物
４２，４２Ａ　第２可動役物
４３　役物駆動機構
４４，４４Ａ　役物連動機構
５０　係合部材
５２　　ストレート係合溝
７０，７０Ａ　ガイド部材
７２，７２Ａ，７２Ｂ，７２Ｃ　ガイド溝
７３，７３Ａ，７３Ｃ　ストレートガイド溝
７４，７４Ａ　ストレート短溝
８０　アシストバネ機構
８１　バネ部材
８２　アーム部材
８３　長穴
８４　ピン
９０～９３　クッション部材
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