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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部材と、装飾体と、該装飾体をベース部材に対して昇降させる昇降機構と、該昇
降機構を駆動する駆動機構と、を備えた装飾体ユニットであって、
　前記駆動機構は、一端部を前記昇降機構によって回動自在に支持されると共に他端部を
前記ベース部材によって上下方向へ揺動自在に軸支され且つ長穴を有したアームと、前記
ベース部材によって回動自在に軸支されると共に回動中心から偏心した位置に前記長穴内
に遊嵌するピンを備えた回動部材と、該回動部材を正逆転駆動する駆動源と、を備え、
　前記装飾体が上昇位置にある時に前記アームの一端部は他端部よりも上方に位置してお
り、且つ前記長穴の一端縁はその他端縁よりも上方に位置しており、且つ前記ピンは該長
穴の他端縁と当接しており、この時に前記ピンは前記回動部材の回動中心よりも前記アー
ムの他端部寄りに位置していることを特徴とする装飾体ユニット。
【請求項２】
　前記長穴の長手方向は、前記アームの長手方向と並行であるか、或いは該アームの長手
方向と交差していることを特徴とする請求項１に記載の装飾体ユニット。
【請求項３】
　前記長穴は、その他端縁側が下向きに湾曲、又は屈曲したピン着座用の段差部となって
いることを特徴とする請求項１又は２に記載の装飾体ユニット。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の装飾体ユニットを備えたことを特徴とする遊技盤
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ユニット。
【請求項５】
　請求項４に記載の遊技盤ユニットを備えた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、パチンコ遊技機を構成する遊技盤面上において重量物としての装飾体を昇降
動作させることによって遊技進行上特徴的な演出効果を発揮させることができるようにし
た装飾体ユニット、遊技盤ユニット、及びパチンコ遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機においては、遊技盤の盤面に入賞口、風車、可変表示装置、電飾装置等
の各種盤面部品を設けて遊技内容の多様性を図り、遊技の進行中における入賞、その他の
状況変化を契機として可動盤面部品を種々の方向に動作させることにより演出効果を高め
ている。
　例えば、遊技盤に設けられた始動入賞口に遊技球が入賞すると、遊技盤中の可変表示装
置に表示される図柄が変動を開始し、所定時間経過後に停止した図柄が予め定めた大当た
り図柄となった場合に大当たり状態となり、遊技者が大量の出球を獲得できるようになっ
ている。このような遊技機では、遊技の興趣を高めるために様々な表示演出が行われる。
　例えば、特許文献１には、遊技盤前面に昇降自在に配置した演出部材が、一定の遊技状
態になると図柄表示装置の表示内容に連動して長いストロークで瞬時に昇降動作するよう
にした役物機構が開示されている。この役物機構は、モータ、ギヤ、回転板、アーム等か
ら成り、演出部材を上昇させる際にはモータからの駆動力を利用するが、演出部材を下降
させる際にはモータからの駆動力を遮断して自重により落下させる構成を採用している。
　演出部材に可動部品、モータ、ギヤ、発光部品、プリント基板等を搭載して演出効果に
多様性をもたせる場合、演出部材の重量が必然的に大きくなる。重量物としての演出部材
を上昇位置に保持するために特許文献１ではモータ停止に伴うロック力を利用しているが
、演出部材の上昇停止中に常にモータに対して演出部材からの重量負荷が加わるため、モ
ータの耐久性が著しく低下し易くなる。演出部材が重量化すればする程、この不具合が助
長されることとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－７０５７公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上のように従来の演出部材を昇降させる機構は、演出部材を上昇位置に保持するため
に昇降用のモータを停止させてロック状態にしていた。しかし、演出部材が重量化すれば
するほどモータに高負荷が掛かってその耐久性が低下し、故障が発生する虞があった。
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、モータの耐久性を低下させたり、複雑なロ
ック機構を用いることなく、重量物としての装飾体を上昇位置に保持し続けることができ
る装飾体ユニット、遊技盤ユニット、及びパチンコ遊技機を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る装飾体ユニットは、ベース部材と、装
飾体と、該装飾体をベース部材に対して昇降させる昇降機構と、該昇降機構を駆動する駆
動機構と、を備えた装飾体ユニットであって、前記駆動機構は、一端部を前記昇降機構に
よって回動自在に支持されると共に他端部を前記ベース部材によって上下方向へ揺動自在
に軸支され且つ長穴を有したアームと、前記ベース部材によって回動自在に軸支されると
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共に回動中心から偏心した位置に前記長穴内に遊嵌するピンを備えた回動部材と、該回動
部材を正逆転駆動する駆動源と、を備え、前記装飾体が上昇位置にある時に前記アームの
一端部は他端部よりも上方に位置しており、且つ前記長穴の一端縁はその他端縁よりも上
方に位置しており、且つ前記ピンは該長穴の他端縁と当接しており、この時に前記ピンは
前記回動部材の回動中心よりも前記アームの他端部寄りに位置していることを特徴とする
。
　請求項２の発明は、請求項１において、前記長穴の長手方向は、前記アームの長手方向
と並行であるか、或いは該アームの長手方向と交差していることを特徴とする。
　請求項３の発明は、請求項１、又は２において前記長穴は、その他端縁側が下向きに湾
曲、又は屈曲したピン着座用の段差部となっていることを特徴とする。
　請求項４の発明に係る遊技盤ユニットは、請求項１乃至３の何れか一項に記載の装飾体
ユニットを備えたことを特徴とする。
　請求項５の発明に係るパチンコ遊技機は、請求項４に記載の遊技盤ユニットを備えたこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、モータの耐久性を低下させたり、複雑なロック機構を用いることなく
、重量物としての装飾体を上昇位置に保持し続けることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図である。
【図２】（ａ）及び（ｂ）は本発明の装飾体ユニットの構成を示す正面図、及び正面側斜
視図である。
【図３】装飾体ユニットの分解斜視図である。
【図４】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構及び伸縮機構の原理を説明するための説明図
である。
【図５】（ａ）（ｂ）は伸縮機構が収縮状態（上昇位置）から伸長状態（下降位置）に至
る過程を示す正面図である。
【図６】（ｃ）（ｄ）は図５の続きとしての伸縮機構が収縮状態（上昇位置）から伸長状
態（下降位置）に至る過程を示す正面図である。
【図７】（ａ）（ｂ）は伸縮機構が収縮状態（上昇位置）から伸長状態（下降位置）に至
る過程を示す正面側斜視図である。
【図８】（ｃ）（ｄ）は図７の続きとしての伸縮機構が収縮状態（上昇位置）から伸長状
態（下降位置）に至る過程を示す正面側斜視図である。
【図９】（ａ）（ｂ）は伸縮機構が収縮状態（上昇位置）から伸長状態（下降位置）に至
る過程を示す背面図である。
【図１０】（ｃ）（ｄ）は図９の続きとしての伸縮機構が収縮状態（上昇位置）から伸長
状態（下降位置）に至る過程を示す背面図である。
【図１１】駆動機構の原理を説明するための略図である。
【図１２】本発明の装飾体ユニットの変形例を説明するための略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図である。
　遊技盤１の前面側には、ガラス板を支持したガラス枠２が開閉可能に取り付けられてい
る。また遊技盤１の下部には遊技球を貯留する受け皿部３と、受け皿部内の遊技球を発射
する発射レバー４が設けられている。また、受け皿部３の上面には遊技機用ボタンスイッ
チや、遊技球の購入ボタン、購入取り消しボタン（何れも図示せず）が設けられている。
　遊技盤１の裏面には、液晶画面、主制御基板とサブ制御基板等、遊技の進行、演出に関
わる裏部品を組み付けた合成樹脂製の機構板（何れも図示せず）が開閉自在に装着されて
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いる。遊技盤１における遊技領域１ａの周囲には、発射レバー４を操作することにより発
射装置から発射された遊技球を遊技領域１ａの上部に案内したり、アウト口１０に案内す
る外レールＲ１、及び内レールＲ２が設けられている。
　遊技盤１のほぼ中央部に設けた開口５の内部には図柄表示装置６が配置されている。図
柄表示装置６は、例えば、液晶表示装置等の液晶表示パネルによって構成され、通常動作
状態の時は、図示しない特別図柄画像が表示される。また、いわゆる特別遊技状態の時は
、特別遊技状態であることを示す演出画像等が表示される。
【０００９】
　図柄表示装置６の上部の遊技盤面には装飾体ユニット３０が設けられている。装飾体ユ
ニット３０は、形状が種々変化する紋章を象った装飾体３１を備え、装飾体３１の左右両
側方には夫々「水戸」及び「黄門」の文字を象った部材１５０が配置されている。
　図柄表示装置６の下方には、図柄表示装置６の特別図柄を可変表示させるための可変入
賞装置１１が設けられている。図柄表示装置６の左方には、図示しない普通図柄表示装置
に表示される普通図柄を作動させるためのゲート１２が設けられている。さらに可変入賞
装置１１の下方には、特別遊技状態の一つである大当たり状態のときに開成状態になる開
閉扉を有する大入賞口１３が設けられている。
　可変入賞装置１１は、図柄表示装置６を可変表示させるための左右一対の開閉爪（可動
片）を有する電動式チューリップを備えて構成される。
【００１０】
　また遊技盤１には普通入賞口１４やアウト口１０等が設けられていると共に、風車１５
や図示しない多数の遊技釘が突設されている。遊技釘は、遊技球の落下速度を遅くすると
共に、落下方向を複雑に変化させて遊技進行上の興趣を高めている。
　普通図柄表示装置に表示される普通図柄は、１個または複数個の図柄を変動表示可能で
あり、普通図柄始動口としてのゲート１２が遊技球を検出することを条件に、その図柄が
乱数制御等により所定時間可変して停止するようになっている。
　また図柄表示装置６に表示される特別図柄は、停止図柄が予め定められた図柄の組合せ
、例えば同一図柄の組合せとなった場合に大当たり状態となるように構成されている。ま
た特別図柄は、可変入賞装置の電動式チューリップの開成動作により遊技球が誘導される
下始動口（図示していない）において遊技球を検出することを条件に乱数制御等により表
示がスクロールする等、所定の変動パターンで所定時間変動（可変）して図柄で停止する
ようになっている。その際、有効ライン上に２個の停止図柄が同一となった場合に、リー
チ状態が発生し、このリーチ状態において、有効ライン上の最後の停止図柄が既に停止し
ている２個の図柄と同一となった場合に大当たり状態が発生する。なお、特別図柄として
は、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄等が使用可能である。
【００１１】
　次に、図２乃至図１１に基づいて本発明の装飾体ユニットの構成、動作について説明す
る。
　図２（ａ）及び（ｂ）は本発明の装飾体ユニットの構成を示す正面図、及び正面側斜視
図であり、図３は装飾体ユニットの分解斜視図であり、図４（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆
動機構及び伸縮機構の原理を説明するための説明図であり、図５（ａ）（ｂ）、及び図６
（ｃ）（ｄ）は伸縮機構が収縮状態（上昇位置）から伸長状態（下降位置）に至る過程を
示す正面図であり、図７（ａ）（ｂ）、及び図８（ｃ）（ｄ）は伸縮機構が収縮状態（上
昇位置）から伸長状態（下降位置）に至る過程を示す正面側斜視図であり、図９（ａ）（
ｂ）、図１０（ｃ）（ｄ）は伸縮機構が収縮状態（上昇位置）から伸長状態（下降位置）
に至る過程を示す背面図であり、図１１は駆動機構の原理を説明するための略図である。
【００１２】
　装飾体ユニット３０は、装飾体３１と、ベース部材３５と、装飾体３１をベース部材３
５に対して昇降させる昇降ユニット４０と、を備えている。
　昇降ユニット４０は、装飾体３１を支持して昇降方向へ伸縮する伸縮機構（昇降機構）
４５と、この伸縮機構を伸縮（昇降）させる駆動機構８０と、を有している。
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　伸縮機構（昇降機構）４５は、ベース部材３５により昇降自在に支持された第１の昇降
部材５０と、ベース部材３５に固定された上下方向（昇降方向）へ延びる固定側ラックギ
ヤ３６と、第１の昇降部材５０によって昇降自在に支持された第２の昇降部材７０と、第
２の昇降部材７０に固定された上下方向（昇降方向）へ延びる可動側ラックギヤ７５と、
第１の昇降部材５０により回転自在に軸支され且つ駆動機構８０によって第１の昇降部材
５０が昇降駆動される際に固定側ラックギヤ３６によって回転駆動される第１のピニオン
ギヤ５２と、第１の昇降部材５０によって回転自在に軸支されると共に第１のピニオンギ
ヤ５２によって回転駆動される第２のピニオンギヤ５４（裏面側ギヤ５４ａ、表面側ギヤ
５４ｂ）と、第１の昇降部材５０により回転自在に軸支されると共に可動側ラックギヤ７
５及び第２のピニオンギヤ５４と噛合する第３のピニオンギヤ５６と、を備えている。
【００１３】
　駆動機構８０は、ベース部材３５に設けたモータ穴３５ａの背面側に固定された正逆回
転するモータ８１と、モータ８１の出力軸からの駆動力を受けて正逆転し且つ回転中心か
ら偏心した位置にピン８３ａを突設した回動部材８３と、内側端部の軸支部８５ａを第１
の昇降部材５０によって回動自在に軸支されると共に外側端部に設けた軸支部８５ｂをベ
ース部材３５によって上下方向（昇降方向）へ揺動自在に軸支され且つ直線状の長穴８５
ｃを有したアーム８５と、アーム８５を上昇方向へ付勢するトーションバネ８７と、を備
える。
　回動部材のピン８３ａは、アームに設けた長穴８５ｃ内に遊嵌し、回動部材８３が正逆
転する際にピン８３ａが長穴８５ｃ内を往復することにより、アーム８５を軸支部８５ｂ
を中心として上下動させるように構成されている。アームの上下動に伴って、アーム先端
に支持された第１の昇降部材５０に対して昇降方向への駆動力が伝達される。
　なお、図１１に示すように、アーム先端の軸支部８５ａは、アーム側に設けた短尺長穴
８５ａ｀内に第１の昇降部材５０側に設けた突起８５ａ”を遊嵌した構成を有する。この
ため、軸支部８５ｂを中心としたアーム８５の揺動を安定させることができる。
【００１４】
　ベース部材３５の前面左側寄り適所には固定側ラックギヤ３６が上下方向（昇降方向）
へ延びるように固定される一方で、固定側ラックギヤ３６の右方向には挿通穴３６ａを有
した凸片３６ｂが４箇所設けられており、これらの挿通穴３６ａ内に上下方向（昇降方向
）へ延びる二本の固定側ガイドロッド３７が所定の間隔を隔てて固定されている。各固定
側ガイドロッド３７の下部は固定部材３６ｃによってベース部材に固定されている。また
、ベース部材３５にはフォトセンサ３８が配置されており、第１の昇降部材５０に設けた
被検知部３８ａを検知することにより第１の昇降部材５０が上昇位置にあることを検知し
て図示しない制御手段に送信するように構成されている。
　第１の昇降部材５０に設けた被ガイド穴５１を二本の固定側ガイドロッド３７に挿通す
ることにより、第１の昇降部材５０はベース部材３５によって上下方向（昇降方向）へガ
イドされる。
【００１５】
　第１のピニオンギヤ５２は第１の昇降部材５０に設けた軸穴５３ａによって回転自在に
軸支されて第１の昇降部材の裏面側に配置されている。第１の昇降部材５０に設けた軸穴
５３ｂによって回転自在に軸支される第２のピニオンギヤ５４は、同軸状に一体化された
裏面側ギヤ５４ａ及び表面側ギヤ５４ｂから成り、裏面側ギヤ５４ａは第１のピニオンギ
ヤ５２と噛合し、表面側ギヤ５４ｂは第３のピニオンギヤ５６と噛合する。第３のピニオ
ンギヤ５６は、第１の昇降部材５０に設けた軸穴５３ｃによって回転自在に軸支されてい
る。第１のピニオンギヤ５２はラックギヤ３６と噛合し易いように第２のピニオンギヤ５
４よりも大径に設定されており、第３のピニオンギヤ５６は第２のピニオンギヤ５４より
も大径に設定されている。従って、アーム８５が上下動することによって第１の昇降部材
５０が上下動すると、固定側ラックギヤ３６に沿って上下動する第１のピニオンギヤ５２
が回転し、順次第２、第３のピニオンギヤ５４、５６を回転させる。
　また、第１の昇降部材５０の前面側に突出した上下の凸片５０ａ間には可動側ガイドロ



(6) JP 5028510 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

ッド５５が連結部材５５ａを介して固定されている。
【００１６】
　第２の昇降部材７０の右縦辺に沿った位置には可動側ラックギヤ７５が固定され、第３
のピニオンギヤ５６と噛合している。従って、第３のピニオンギヤ５６が正逆転すること
により第２の昇降部材７０は昇降する。
　第２の昇降部材７０の左右両側部から突設した支持台座７２には、装飾体３１の背面が
螺子止め固定されている。
　固定側ラックギヤ３６、アーム８５、ピニオンギヤ５２、５４、５６、及び可動側ラッ
クギヤ７５の位置関係は図４に示すように構成されている。即ち、モータ８１が正逆転す
ると回動部材８３のピン８３ａがアーム８５の長穴８５ｃ内を往復動するため、軸支部８
５ｂを中心としてアーム８５が揺動して図４中に図示しない第１の昇降部材５０を上下動
させる。この際、第１の昇降部材５０によって回転自在に軸支された第１のピニオンギヤ
５２がベース部材に固定された固定側ラックギヤ３６に沿って上下動することにより自転
を開始する。第１のピニオンギヤ５２の回転は第２のピニオンギヤ５４、第３のピニオン
ギヤ５６へと順次伝達される。第１の昇降部材５０によって上下動自在に支持された第２
の昇降部材７０には可動側ラックギヤ７５が設けられているため、第３のピニオンギヤ５
６が正逆転することによって第２の昇降部材７０は第１の昇降部材５０に対して上下動す
ることができる。
【００１７】
　図４（ａ）、図５（ａ）、図７（ａ）、図９（ａ）は伸縮機構の最上昇状態を示してお
り、装飾体３１が上昇位置にある時にアーム８５の内側端部（軸支部８５ａ）は外側端部
（軸支部８５ｂ）よりも上方に位置しており、且つ長穴８５ｃの内側端縁（正面視左端部
）はその外側端縁（正面視右端部）よりも上方に位置している。更にピン８３ａは長穴８
５ｃの外側端縁寄りに位置しており、この時のピンは回動部材８３の回動中心よりも外側
（右側）に位置している。この状態ではピンと長穴とがロックした状態にあるため、モー
タ８１を停止させたとしても、装飾体３１や伸縮機構４５の自重によって昇降ユニット４
０全体が下降することがない。
　次に、図４（ｂ）、図５（ｂ）、図６（ｃ）、図７（ｂ）、図８（ｃ）、図９（ｂ）、
図１０（ｃ）は第１及び第２の昇降部材が下降する途中の状態を示しており、最上昇位置
において停止していたモータ８１が下降方向へ回転を開始するとピン８３ａは長穴内を内
側（左側）へ向けて移動開始するため、アームが軸支部８５ｂを中心として下方へ揺動を
開始し、第１の昇降部材５０を下降させる。このため、第１のピニオンギヤ５２が固定側
ラックギヤ３６によって回転させられ、この回転力は順次第２、第３のピニオンギヤ５４
、５６へと伝達される。第３のピニオンギヤ５６の回転は可動側ラックギヤ７５に伝達さ
れるため、第２の昇降部材７０も下降を開始する。
【００１８】
　図６（ｄ）、図８（ｄ）、図１０（ｄ）は最下降状態を示しており、ベース部材３５に
対する第１、第２の昇降部材５０、７０の離間距離が最大となっている。
　第１の昇降部材５０は図１１中に示したように第１のピニオンギヤ５２が固定側ラック
ギヤ３６に沿って最大限下降し得る位置まで下降すると共に、第２の昇降部材７０は第２
のピニオンギヤ５６が可動側ラックギヤ７５に沿って最大限下降し得る位置まで下降する
ため、第２の昇降部材７０に固定された装飾体３１の最大昇降距離は第１の昇降部材単体
の昇降距離を更に上回る距離となる。
　このように本発明の装飾体ユニットにあっては、装飾体３１の上昇時には伸縮機構４５
の上下幅は最小となる一方で、装飾体の下降時には伸縮機構が伸長して上下幅が最大とな
る。しかも、伸縮機構はベース部材に対して第１及び第２の昇降部材５０、７０が二段階
で伸縮するように構成されているため、伸縮機構の伸長時の上下幅を短縮時の上下幅の二
倍以上にすることができる。このため、遊技盤面という限られたスペース内で装飾体ユニ
ットの伸長距離を可能な限り大きく確保して演出効果を高め、遊技内容のバリエーション
を拡大することができる。



(7) JP 5028510 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

　更に、この装飾体ユニットの構成部品は、薄板状のベース部材３５、第１及び第２の昇
降部材５０、７０と、第１の昇降部材の裏面と表面に分けてコンパクトに配置された薄肉
のギヤ群５２、５４、５６と、ベース部材３５の裏面から一部が後方へ突出したモータ８
１等から構成されているに過ぎないため、装飾ユニットの前後方向寸法（厚み）を薄くし
て遊技盤に対する取付スペースを狭くすることができる。
【００１９】
　また、駆動機構８０は、内側端部（一端部）８５ａを伸縮機構（昇降機構）４５の一部
、本例では第１の昇降部材５０によって回動（揺動）自在に支持されると共に、外側端部
（他端部）８５ｂをベース部材３５によって上下方向へ揺動自在に軸支され且つ中間位置
に長穴８５ｃを有したアーム８５と、ベース部材によって回動自在に軸支されると共に回
動中心から偏心した位置に長穴８５ｃ内に遊嵌するピン８３ａを備えた回動部材８３と、
回動部材８３を正逆転駆動するモータ（駆動源）８１と、を備え、装飾体３１が上昇位置
にある時にアームの内側端部８５ａは外側端部８５ｂよりも上方に位置しており、且つ長
穴８５ｃの内側端縁（一端縁）Ｔ１はその外側端縁（他端縁）Ｔ２よりも上方に位置して
おり、且つピン８３ａは長穴の外側端縁Ｔ２に当接しており、この時のピンは回動部材の
回動中心（中心線ＣＬ）よりもアームの外側端部寄りに位置している（図５（ａ）、図９
（ａ）、図１１中の鎖線）。このような状態にあるときには、ピン８３ａが長穴８５ｃの
外側端縁に当接することにより、モータを正転させたとしても回動部材８３はそれ以上ア
ームを上昇させる方向へ（正面視で時計回り方向）へ回動することができない。
【００２０】
　このため、装飾体３１の上昇位置においてモータを停止した場合に、モータに負荷を掛
けることなく、ピン８３ａと長穴８５ｃとの係合のみによってアーム８５を上昇位置にロ
ックすることができる。このため、モータの耐久性を高めることができる。
　また、上記例ではピン８３ａが嵌合する長穴８５ｃはアームの長手方向と並行に延びる
構成としたが、長穴８５ｃの長手方向とアームの長手方向は必ずしも一致している必要は
なく、アームの長手方向に対して長穴の長手方向が傾斜（交差）していてもよい。長穴の
長手方向がアームの長手方向と並行でない場合であっても、装飾体の上昇時に各部が上記
の条件を満たす位置関係にあることによってアームをピンがロックしてモータへの負担を
解消することが可能となる。
【００２１】
　図１２は本発明の装飾体ユニットの変形例を説明するための略図である。この実施形態
に係る長穴８５ｃは直線状ではなく、外側端部Ｔ２に近い部位だけが下方へ湾曲、或いは
屈曲（傾斜）した段差部８５ｄとなっている。このため、アーム８５が上昇位置にある時
にピン８３ａが段差部８５ｄ内に着座してアームの上昇状態を維持することができる。モ
ータがアームを下降させる方向へ逆転した場合にはピン８３ａはスムーズに段差部８５ｄ
内から離脱して内側端部Ｔ１側へ移行することができる。
　上記実施形態では、昇降機構４５の一例として伸縮機構を示したが、これは一例に過ぎ
ず、昇降機構としては装飾体を昇降させる機構であればどのような機構であってもよい。
　なお、パチンコ遊技機の詳細な構成については図示説明していないが、本願発明の技術
的範囲中にパチンコ遊技機、及び遊技盤ユニット（遊技盤＋装飾体ユニット）が含まれる
ことに疑いがない。
【符号の説明】
【００２２】
１…遊技盤、１ａ…遊技領域、２…ガラス枠、４…発射レバー、５…開口、１０…アウト
口、１１…可変入賞装置、１２…ゲート、１３…大入賞口、１４…普通入賞口、１５…風
車、３０…装飾体ユニット、３１…装飾体、３５…ベース部材、３５ａ…モータ穴、３６
…固定側ラックギヤ、３６ａ…挿通穴、３６ｂ…凸片、３６ｃ…固定部材、３７…固定側
ガイドロッド、３７ａ…被検知部、３８…フォトセンサ、４０…昇降ユニット、４５…伸
縮機構（昇降機構）、５０…第１の昇降部材、５１…被ガイド穴、５２…第１のピニオン
ギヤ、５３ａ…軸穴、５３ｂ…軸穴、５３ｃ…軸穴、５４…第２のピニオンギヤ、５４ａ
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…裏面側ギヤ、５４ｂ…表面側ギヤ、５５…可動側ガイドロッド、５６…第３のピニオン
ギヤ、７０…第２の昇降部材、７２…支持台座、７５…可動側ラックギヤ、８０…駆動機
構、８１…モータ、８３…回動部材、８３ａ…ピン、８５…アーム、８５ａ…軸支部、８
５ａ｀…短尺長穴、８５ａ”…突起、８５ｂ…軸支部、８５ｃ…長穴、８５ｄ…段差部、
８７…トーションバネ

【図１】 【図２】
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