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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技に応じて押圧操作される押しボタン装置を備える遊技機において、
　前記押しボタン装置は、押圧操作される押しボタン部と、該押しボタン部をその押圧方
向にて摺動自在に支持する摺動支持部と、前記押しボタン部を前記押圧方向と逆の方向に
付勢する付勢手段と、を有し、
　前記摺動支持部は、前記押圧方向にて互いに離間した二箇所に設けられた支持面を有し
、かつ該二箇所の支持面により前記押しボタン部を摺動自在に案内支持し、
　前記押しボタン部は、前記二箇所の支持面にてそれぞれ摺動支持される二箇所の被支持
面を有し、かつ、前記二箇所の支持面を合わせた長さは、前記二箇所の被支持面を合わせ
た長さに比して短い寸法に設定されてなる、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記摺動支持部は、前記押しボタン部の外周面をその全域に亘って取り囲むように形成
されてなる、
　請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機に係り、詳しくは、遊技に応じて押
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圧操作される押しボタン装置の動作性能を改善した遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、遊技機、例えばパチンコ機として、球受け皿に滞留している遊技球が、発射ハ
ンドルの操作に応じて遊技盤の遊技領域に打ち出された後、遊技領域の障害釘や風車等に
導かれつつ盤面を流下して、各種入賞口に入球し、或いは入球せずに遊技領域下部のアウ
ト口に流入するように構成されたものが知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　このようなパチンコ機では、一般入賞口に入球した際にはそれに対応した個数の遊技球
が払い出され、また始動チャッカーに入球した際にはこれに基づいて当たり／外れや演出
パターンの抽選が行われると共に所定数の遊技球が払い出される。この抽選結果に基づき
選定された演出パターンに応じて、例えば遊技盤の中央部分に設けられた液晶表示画面や
各種の照明装置を介した視覚的表現、スピーカを介した聴覚的表現などを用い、様々な演
出が行われる。なお、当たり（以下、「大当たり」ともいう）の発生時には、アタッカー
と呼ばれる大入賞口が開放し、入球に対応して多量の遊技球が払い出される遊技者に有利
な遊技状態となる。
【０００４】
　また、遊技機、例えばスロットマシンとして、複数種の絵柄からなるシンボルマークを
円周方向に多数（通常は２１個）備えた横３列の回胴リールを、スタートレバー操作に基
づいて回転させた後、３個のストップボタンを夫々押圧操作することで、各ボタンに対応
する回胴リールを順次停止させて、各回胴リールに備えたシンボルマークのうちの所定の
絵柄同士が一致したときに当たりとなり、ボーナス取得として多数の遊技メダルがメダル
受け皿に放出される構造のものが知られている（特許文献２参照）。当該スロットマシン
では、主基板に装着されたＲＯＭの抽選機能により役抽選を行い、該対応役の結果に応じ
て回胴リールを停止制御させてシンボルマークを揃える際等に視覚的な演出を行っている
。
【０００５】
　上述したようなパチンコ機やスロットマシンは、それぞれ遊技場（所謂ホール）内の遊
技島と呼ばれる区域において、一方向に延在するランプ板や幕板に沿って列状に順次隣接
した形で複数が配置されている。このように、多数の遊技機が整列した遊技島を多数備え
た遊技場内の遊技島設備において、遊技者は、好みの遊技機に対面して着座し、パチンコ
機或いはスロットマシン固有の遊技手法に沿って遊技を進める。
【０００６】
　ところで、上述したようなスロットマシンでは、ストップボタンやベットボタン等の押
しボタン装置において、押しボタンが操作時にボタン穴の内部に押し込まれたままの状態
となり元の位置に復帰できなくなるといった不具合を生じることがあった。当該不具合は
、遊技機本体側のボタンベースの樹脂成型時に上記ボタン穴の開口径が小さく成型されて
、該ボタン穴と押しボタンとの間の間隙が小さくなることが一因である。そして、ボタン
穴の内周面と押しボタンの外周面との間の間隙が小さくなった場合に、押しボタンが回転
してねじ込まれてボタン穴に押し込まれ、押しボタンの中心に関して点対称の二位置にて
ボタン穴と押しボタンとが広い幅で面状に接触し、この際に各部品が面状に接触すること
で部品相互間の接触摩擦抵抗が増加し、押しボタンがボタン穴に挿入されたままの状態と
なる。
【０００７】
　そこで従来、押しボタンがボタン穴にねじ込まれても、ボタン穴の内周面と押しボタン
の外周面とを突起を介して接触させることで、ボタン穴と押しボタンとを少ない面積で接
触させるように構成して各部品間の接触摩擦抵抗を減少させ、押しボタンの復帰不良の発
生を軽減し得るようにした遊技機の操作スイッチが提案されている（特許文献３参照）。
【０００８】
　上記特許文献３記載の遊技機の操作スイッチでは、押圧操作されて一定方向に摺動する
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押しボタンを収容するボタン穴が、その内周面に該押しボタンの外周面を当接させ且つ該
押しボタンの摺動方向を案内するように構成され、該押しボタンの外周面には、ボタン穴
と押しボタンとの間の間隙に突出する４個のリブが形成されている。このような構成によ
り、押しボタンがボタン穴にねじ込まれた場合であっても、ボタン穴の内周面と押しボタ
ンの外周面とがリブを介して接触することで、ボタン穴と押しボタンとを少ない面積で接
触させ、ボタン穴を形成するボタンベースと押しボタンとの間の接触摩擦抵抗を減少して
、押しボタンの復帰不良の発生を軽減し得る。
【０００９】
【特許文献１】特開平０６－０４７１５８号公報
【特許文献２】特開平０８－２０６２８２号公報
【特許文献３】特開平１０－２９４０３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した特許文献３記載の操作スイッチによると、押しボタンがボタン
穴にねじ込まれた場合に、間隙に突出する４個のリブがボタン穴の内周面に接触すること
で接触摩擦抵抗の低減を可能にするものの、押しボタンが斜めに強く押し込まれた際には
、４個のリブがボタン穴の内周面で食い込み、押しボタンの復帰不良を生じる等、動作が
安定しない虞がある。
【００１１】
　そこで本発明は、接触摩擦抵抗を減少させて押しボタンの復帰不良の発生を大幅に軽減
できるものでありながら、従来のように４個のリブがボタン穴の内周面で食い込むような
不具合を無くして、動作性能を向上させ得るように構成した遊技機を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に係る本発明は（例えば図１ないし図９参照）、遊技に応じて押圧操作される
押しボタン装置（５０）を備える遊技機（１）において、
　前記押しボタン装置（５０）は、押圧操作される押しボタン部（５４）と、該押しボタ
ン部（５４）をその押圧方向（例えば図４の上下方向）にて摺動自在に支持する摺動支持
部（６４ａ，６５ｅ）と、前記押しボタン部（５４）を前記押圧方向と逆の方向に付勢す
る付勢手段（５８）と、を有し、
　前記摺動支持部は、前記押圧方向にて互いに離間した二箇所に設けられた支持面（６４
ａ，６５ｅ）を有し、かつ該二箇所の支持面により前記押しボタン部（５４）を摺動自在
に案内支持し、
　前記押しボタン部（５４）は、前記二箇所の支持面（６４ａ，６５ｅ）にてそれぞれ摺
動支持される二箇所の被支持面（５５ｂ，５７ｆ）を有し、かつ、前記二箇所の支持面（
６４ａ，６５ｅ）を合わせた長さ（ｄ５＋ｄ６）は、前記二箇所の被支持面（５５ｂ，５
７ｆ）を合わせた長さ（ｄ３＋ｄ４）に比して短い寸法に設定されてなる、
　ことを特徴とする遊技機（１）にある。
【００１４】
　請求項２に係る本発明は（例えば図４、図７及び図８参照）、前記摺動支持部（６４ａ
，６５ｅ）は、前記押しボタン部（５４）の外周面をその全域に亘って取り囲むように形
成されてなる、
　請求項１記載の遊技機（１）にある。
【００１５】
　なお、上記カッコ内の符号は、図面と対照するためのものであるが、これは、発明の理
解を容易にするための便宜的なものであり、特許請求の範囲の記載に何等影響を及ぼすも
のではない。
【発明の効果】
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【００１６】
　請求項１に係る本発明によると、押しボタン装置における押しボタン部をその押圧方向
にて摺動自在に支持する摺動支持部が、押圧方向にて互いに離間した二箇所に設けられた
支持面を有し、かつ該二箇所の支持面により押しボタン部を摺動自在に案内支持するので
、互いに離れた二箇所の支持面にて押しボタン部を面接触支持することで、押しボタン部
の外周面全体を摺動支持する場合に比して摩擦抵抗を大幅に低減しながら、安定に支持し
て耐久性を高めることができる。また、斜め押しされた場合であっても、傾いた押しボタ
ン部を、押圧方向で離れた位置の２つの支持面により安定して案内支持できるので、押し
ボタン部が食い込んで復帰不良を生じるような不具合の発生を可及的に減少させることが
できる。また、押しボタン部が、二箇所の支持面にてそれぞれ摺動支持される二箇所の被
支持面を有し、二箇所の支持面を合わせた長さが、二箇所の被支持面を合わせた長さに比
して短い寸法に設定されるので、比較的短い二箇所の支持面によって押しボタン部の二箇
所の被支持面をそれぞれ安定に摺動支持できることで、面接触しながらも接触摩擦抵抗を
大幅に低減して押しボタン部の復帰不良の減少効果を一層高めることができる。
【００１８】
　請求項２に係る本発明によると、摺動支持部が、押しボタン部の外周面をその全域に亘
って取り囲むように形成されるので、押しボタン部をより安定した状態で摺動自在に支持
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る遊技機の実施形態として、遊技場等に設置されるパチンコ機を図面
に沿って説明する。図１は本発明の実施形態におけるパチンコ機の外部構造を示す正面図
である。なお、本発明に係る遊技機の押しボタン部５４を、回胴リール装置を有するスロ
ットマシンにも同様に適用することが可能であり、その場合は、スロットマシンに備えた
ストップボタンやベットボタン等に適用される。
【００２０】
　パチンコ機１は、図１に示すように、発射ハンドル２の操作による発射装置（図示せず
）の作動で遊技球（所謂パチンコ玉）を遊技盤３の遊技領域３ａに向かって打ち出しつつ
遊技を行うもので、所謂確率変動等の大当たりが発生した状態でアタッカー５に入球した
遊技球に対応する数の遊技球を払い出すように構成されている。上記確率変動当たり（「
確変当たり」とも言う）とは、抽選の結果、確変モードの大当たりが当選したとき、少な
くとも当該確変モードによる遊技状態において次なる大当たりを引くまでの間、遊技者に
有利な付加価値を付与し得る特殊状態を意味する。これに対し、当該特殊状態にならない
大当たりとして「通常当たり」がある。
【００２１】
　本パチンコ機１は、開口を有する枠体状の筐体６と、遊技盤３を支持した形で筐体６に
開閉可能に支持された前扉７とを有しており、前扉７の前面には、透明ガラス９を有する
ガラス枠１０が開閉可能に取り付けられている。透明ガラス９の奥側には、遊技盤３が配
設されている。前扉７における遊技盤３の左右には演出用照明装置１１が配設されており
、前扉７における上部左右、及び下部の皿ユニット１６の左右には、スピーカ（図示せず
）を有する放音装置１２が夫々に配設されている。そして、前扉７の上部における両放音
装置１２，１２の間には、演出用照明装置８が配設されている。なお、筐体６及び前扉７
等により遊技機本体が構成されている。
【００２２】
　また、ガラス枠１０における中央部右方には、前扉７を筐体６側に施錠又は解放し、或
いは、ガラス枠１０を前扉７側に施錠又は解放するための施錠装置１３が配設されている
。なお、図１中の符号１４は、不図示の発射装置によって打ち出された遊技球を遊技盤３
側に案内するガイドレールを示している。本パチンコ機１には、遊技中に遊技領域３ａに
て入賞することなく落下してアウト口（図示せず）に進入した遊技球をパチンコ機背面側
に導くアウト球通路（図示せず）が設けられている。
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【００２３】
　そして、前扉７における下部中央には皿ユニット１６が設けられており、皿ユニット１
６における右上部には、賞球及び貸球を含む遊技球が供給される球供給口１７が設けられ
、皿ユニット１６における右上部壁面には、球貸ボタン１９ａ及び返却ボタン１９ｂが設
けられている。皿ユニット１６の中央部左方には、該皿ユニット１６上の遊技球を球発射
装置（図示せず）付近から皿ユニット下部の球排出口（図示せず）を通して下方に排出す
るための第１球抜きボタン２０ａが配設されており、皿ユニット１６の中央部下方には、
皿ユニット１６上の遊技球を球供給口１７付近から上記球排出口を通して下方に排出する
ための第２球抜きボタン２０ｂが配設されている。
【００２４】
　また、前扉７における皿ユニット１６の右側下方には、上記球発射装置を操作して遊技
球を遊技盤３に向けて打ち出すための発射ハンドル２が設けられている。更に、皿ユニッ
ト１６の下部左方には、台座部１５と灰皿２１とが配設されており、該台座部１５の中央
部には、遊技参加ボタンとして機能する押しボタン装置５０が配設されている。
【００２５】
　遊技領域３ａの中央部分には、ステージＳを有するセンター飾り２３が配設されている
。センター飾り２３の下部左右には、大当たり抽選に寄与しない一般の入賞が行われる入
賞口２５，２６が配設されており、センター飾り２３の下方には、始動チャッカー２７と
、アタッカー５とが順次配設されている。
【００２６】
　始動チャッカー２７は、大当たり抽選実行の契機となり得る入賞が行われるものであり
、開放位置と閉止位置とに開閉動作するように始動チャッカー開閉ソレノイド（図示せず
）によって作動させられる。始動チャッカー２７の直上方には、所謂命釘としての一対の
障害釘３０が打ち込まれている。
【００２７】
　アタッカー５は、大当たり発生時に開放され、遊技盤３の遊技領域３ａに打ち出されて
転動落下する遊技球を入賞させるものであり、大当たり発生中、例えば、１回の開放で９
個の入球を完了した時点で閉じ、当該開閉動作を１５回（つまり、１５ラウンド）繰り返
すように構成される。なお、これらの入球数並びに開閉動作の回数は、９個や１５回に限
定されることはなく、必要に応じて適宜設定され得るものである。
【００２８】
　遊技領域３ａには、センター飾り２３の四方に風車３１が夫々配設されており、ステー
ジＳの下方における始動チャッカー２７の左側には、スルーゲート３２が配設されている
。このスルーゲート３２は、始動チャッカー２７を開閉動作させるための普通図柄抽選の
契機となる遊技球通過が行われる役物である。
【００２９】
　遊技領域３ａにおけるスルーゲート３２、入賞口２５，２６及び始動チャッカー２７等
の周囲には、センター飾り２３のステージＳから零れた遊技球や、発射されてからステー
ジＳに関与せずに落下してくる遊技球を適宜散らし、或いは入球に導くようにするための
障害釘３３を含む多数の障害釘が打ち込まれている。
【００３０】
　上記センター飾り２３は、その中央部に、遊技盤３側に固定された画像表示装置３５を
露出する開口３６を有し、左上部にワープ導入口３７を有し、開口３６の下側に上記ステ
ージＳを有し、該ステージＳの下側に、ステージＳ上で転動して該ステージＳの所定位置
の落下孔（図示せず）に落下した遊技球を始動チャッカー２７に向け放出する放出口４９
を有している。ワープ導入口３７に対向するように、一対の障害釘３９が打ち込まれてい
る。ワープ導入口３７の周囲や上方側にも、遊技球を適宜散らし、或いは入球に導くよう
にするための多数の障害釘（図示せず）が打ち込まれている。このような本パチンコ機１
では、遊技領域３ａに打ち出された遊技球Ｂａを始動チャッカー２７等に、ステージＳを
介して入球させ又はステージＳを介さず直接入球させ得るように遊技が進められる。
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【００３１】
　なお、上記「ワープ導入」という語句は、遊技領域３ａに打ち出された遊技球を、当該
遊技領域３ａの比較的下側に位置する不図示の道釘等を経ることなく、始動チャッカー２
７の上に導くことを意味する概念である。また、上記「道釘」とは、遊技領域３ａにおい
て始動チャッカー２７左右に打ち込まれた複数本の障害釘（図示せず）の列を意味するも
ので、上方から転動落下してきた遊技球を始動チャッカー２７方向に導く役割を担ってい
る。
【００３２】
　ついで、本パチンコ機１の背面構造について図２を参照して説明する。同図は、本パチ
ンコ機１の背面構造を示す背面図である。
【００３３】
　すなわち、図２に示すように、パチンコ機１の前扉背面における上部左方には、賞球タ
ンク４３が取り付けられており、この賞球タンク４３の下方に、副制御基板３８、主制御
基板４０、及び払出し制御基板５１がこの順に配設されている。また、前扉背面における
上部右方には、外部端子板５２が取り付けられており、この外部端子板５２の下方に、整
列待機通路４５、賞球装置４６、賞球排出通路４７、電源ユニット４１、及び発射装置（
図示せず）用の発射制御基板５３がこの順に配設されている。パチンコ機１の前扉背面に
おける左側部には、施錠装置１３が配設されている。
【００３４】
　次に、本実施の形態における押しボタン装置５０を図面に沿って説明する。なお、図３
は押しボタン装置５０の外観を示す図であり、同図（ａ）は押しボタン装置５０を上方か
ら見下ろした状態で示す平面図、同図（ｂ）は押しボタン装置５０を側方から見た状態で
示す側面図である。図４は図３のＣ－Ｃ線で切断した状態で示す断面図である。図５（ａ
）は図３のＡ－Ａ線で切断した状態で示す断面図であり、図５（ｂ）は振動防止ゴム等の
配置を示す側面断面図である。図６は押しボタン部に対する押圧操作を検出するフォトセ
ンサの部位周辺を示す図３のＢ－Ｂ線に沿った側面断面図である。図７は押しボタン装置
５０における第１の部位５０Ａを分解した状態で示す分解斜視図、図８は押しボタン装置
５０における第２の部位５０Ｂを分解した状態で示す分解斜視図、図９は押しボタン装置
５０における第３の部位５０Ｃを分解した状態で示す分解斜視図である。
【００３５】
　すなわち、図７に示すように、押しボタン装置５０における第１の部位５０Ａは、ボタ
ンベース部５７と、該ボタンベース部５７に装着される略円筒状のボタン操作カバー５５
、円板状の回転部材５６、ボタン動作バネ（付勢手段）５８、及びＬＥＤ基板５９とを有
している。
【００３６】
　ボタンベース部５７は、全体的に略円筒状に形成されており、回転部材５６の外径より
やや小さい内径を有する円形開口５７ａと、筒状の嵌込み部５７ｈと、該嵌込み部５７ｈ
の外周面に９０゜間隔で突出形成された突起部５７ｃと、嵌込み部５７ｈの下方側に形成
された被支持面５７ｆと、該被支持面５７ｆと嵌込み部５７ｈとの間から外方に突出する
ように形成されて押しボタン部５４の移動時の下限位置を規定する規定壁部５７ｇと、被
支持面５７ｆにおける点対称の位置に２つ形成された鈎状で弾性を有する係止突起５７ｂ
とを備えて構成される。
【００３７】
　更に、被支持面５７ｆにおける２つの係止突起５７ｂの間には、振動モータ６０を装着
するための装着部５７ｄが形成され、該装着部５７ｄの両側には２つの係止鈎部５７ｅが
突出形成されており、振動モータ６０が、装着部５７ｄに位置した状態で左右の係止鈎部
５７ｅに振動モータホルダ６１が係止された状態で固定される。なお、これらボタン操作
カバー５５、回転部材５６及びボタンベース部５７により押しボタン部５４が構成されて
いる。
【００３８】
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　回転部材５６は、中心部から裏面側に突出するボス部５６ａを有している。ボタン操作
カバー５５は、円筒状の被支持面５５ｂに９０゜間隔で形成された係合穴部５５ａを有し
ており、被支持面５５ｂを嵌込み部５７ｈに被嵌して突起部５７ｃに係合穴部５５ａを係
合させた状態で、ボス部５６ａを円形開口５７ａに挿通した状態の回転部材５６を内方に
収容する。更に、ボタンベース部５７の内周には、内方にＬＥＤ基板５９が嵌挿された状
態のボタン動作バネ５８が図７の下側から嵌挿される。該ＬＥＤ基板５９は、中心部に円
孔５９ａを有し、かつ該円孔５９ａを中心に複数のＬＥＤ６２が実装されており、タッピ
ングビス６３を介してボタンフレーム６７の装着部６７ａ（図８参照）に固定される。
【００３９】
　また、図８に示すように、押しボタン装置５０における第２の部位５０Ｂは、ボタンフ
レーム６７と、該ボタンフレーム６７に固定されるＬＥＤ演出基板６６、該ＬＥＤ演出基
板６６を覆う状態でボタンフレーム６７に固定されるボタン外装カバー６５と、該ボタン
外装カバー６５の中央部に装着される発光透明カバー６４とを備えて構成されている。
【００４０】
　ボタンフレーム６７は、中央部に、上方に突出するように形成された円筒状の突出部６
７ｆを有しており、該突出部６７ｆの内周部には、一段下がった状態で段差状に形成され
て中心部に円孔６７ｃを有する装着部６７ａが設けられている。ボタンフレーム６７は、
突出部６７ｆの外周面との間に円形の空隙をあけた状態で形成された円筒状内壁面６７ｂ
と、該円筒状内壁面６７ｂの外方側に形成されたボス開口部６７ｄと、裏面側に突出する
ボス部６７ｅとを備えて構成される。
【００４１】
　ＬＥＤ演出基板６６は、中央開口６６ａを有する環状に構成されその外縁部に沿って複
数のＬＥＤ６９が実装されており、ボス開口部６７ｄ等に対し位置決めした状態でボタン
フレーム６７側に装着されて、タッピングビス７０により該ボタンフレーム６７に固定さ
れる。
【００４２】
　ボタン外装カバー６５は、円筒状の中央開口６５ａを有し、かつ該中央開口６５ａの下
部から段差部６５ｄを介して続くように形成された、該中央開口６５ａより内径が小さい
円筒状の支持面６５ｅを有している。更に、ボタン外装カバー６５は、中央開口６５ａを
中心として複数形成された開口部６５ｂを有しており、裏面側から貫通されるタッピング
ビス６８を介して、中央部に円形開口及び該円形開口内周面である支持面６４ａを有する
発光透明カバー６４を固定した状態で、各開口部６５ｂをＬＥＤ演出基板６６のＬＥＤ６
９に対向させた状態でボタンフレーム６７に装着される。
【００４３】
　また、ボタンフレーム６７のボス開口部６７ｄには、その裏面側（図８の左側）から、
中心部に振動防止カラー７３が嵌挿された状態の振動防止ゴム７１が嵌合されて、タッピ
ングビス７２を介して固定される。
【００４４】
　更に、押しボタン装置５０における第３の部位５０Ｃは、図９に示すように、本体ケー
ス７４と、ボタンフレーム６７にタッピングビス８０を介して固定される、フォトセンサ
７９を実装した操作スイッチ基板７５と、ボタンフレーム６７の円孔６７ｃから回転軸７
６ａを突出した状態で装着部６７ａの裏面にタッピングビス８１を介して固定されるステ
ッピングモータ７６とを備えて構成される。上記フォトセンサ７９は、発光素子と受光素
子間の間隙７９ａに進退する被支持面５７ｆ（図６参照）が該発光素子と受光素子間を開
放したり遮光したりすることで押しボタン部５４に対する押圧操作を検出するフォトイン
タラプタを構成している。
【００４５】
　また、円孔６７ｃから突出する回転軸７６ａの先端部には、モータブッシュ７７が、被
嵌した状態でセットビス８２によって固定される。本体ケース７４には、外側から内側に
膨出するように形成されたボス部７４ｂが複数形成されており、これらボス部７４ｂには
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、タッピングビス７８を介してボタンフレーム６７が固定される。
【００４６】
　押しボタン装置５０は、図３（ａ），（ｂ）に示すように、下方から上方に向かって、
本体ケース７４、ボタンフレーム６７、ボタン外装カバー６５、発光透明カバー６４、及
びボタン操作カバー５５が配設されている。台座部１５に装着される押しボタン装置５０
は、ボタン操作カバー５５を上方に突出させて斜め前方にやや傾斜した状態で配置される
。
【００４７】
　更に、押しボタン装置５０は、図４に示すように、ボタンフレーム６７の突出部６７ｆ
の外周面に対しやや隙間をあけた状態で被嵌したボタン動作バネ５８により、ボタンベー
ス部５７、回転部材５６及びボタン操作カバー５５からなる押しボタン部５４が上方に向
けて付勢されており、係止突起５７ｂ（図７参照）がボタン外装カバー６５の係止部（図
示せず）に係止されることで、ボタンベース部５７がボタンフレーム６７側から外れない
ように支持される。
【００４８】
　この状態で、押しボタン部５４は、図４の上方に位置するボタン操作カバー５５の被支
持面５５ｂが、発光透明カバー６４の円形開口内周面である支持面６４ａにより摺動自在
に案内支持され、かつ下方に位置するボタンベース部５７の被支持面５７ｆがボタン外装
カバー６５の支持面６５ｅにより摺動自在に支持されて、図の上下方向（押圧方向）にお
いて極めて安定した状態で動作し得る。
【００４９】
　また、押しボタン部５４では、押圧方向にて互いに離間した二箇所に設けられた上記支
持面６４ａ，６５ｅにより摺動支持部が構成されており、これら支持面６４ａ，６５ｅに
より押しボタン部５４が摺動自在に支持される。そして、支持面６４ａの長さｄ５は被支
持面５５ｂの長さｄ３より短く形成され、支持面６５ｅの長さｄ６は被支持面５７ｆの長
さｄ４と同程度に形成されており、支持面６４ａ，６５ｅを合わせた長さ（ｄ５＋ｄ６）
が、二箇所の被支持面５５ｂ，５７ｆを合わせた長さ（ｄ３＋ｄ４）に比して短い寸法と
なるように設定される。
【００５０】
　更に、支持面６４ａ，６５ｅからなる摺動支持部は、押しボタン部５４の外周面をその
全域に亘って取り囲むように形成されている。また、被支持面５５ｂと支持面６４ａとの
間の間隙のサイズ（直径）ｄ１よりも、被支持面５７ｆと支持面６５ｅとの間の間隙のサ
イズ（直径）ｄ２が小さくなるように構成されて、押しボタン部５４の全体が大型化する
ことが回避されている。
【００５１】
　また、図５（ａ）に示すように、ボタンベース部５７の被支持面５７ｆに設けられた装
着部５７ｄには、上記振動モータ６０が装着されている。該振動モータ６０は、ステッピ
ングモータ７６に比して極めて小型に構成されており、該振動モータ６０の回転駆動によ
り、その偏心した回転軸によって発生する振動が押しボタン部５４の全体を振動させる。
これにより、押しボタン部５４を押圧操作した遊技者が当該振動を手に感じることで、大
当たりの期待感を味わうことができる。
【００５２】
　ここで、上記振動モータ６０の回転駆動により押しボタン部５４だけを振動させ得るよ
うにした振動防止構造について説明する。
【００５３】
　すなわち、図５（ｂ）に示すように、ボタン外装カバー６５からボタンフレーム６７側
に突出するように形成されたボス部６５ｃは、ボタンフレーム６７に形成されたボス開口
部６７ｄの内径に比して小径に形成され、ボス部６５ｃの外周部とボス開口部６７ｄの内
周部との間には充分な空隙が設けられている。従って、中心部に振動防止カラー７３が嵌
挿された状態で該振動防止カラー７３に貫通したタッピングビス７２がボス部６５ｃに螺



(9) JP 5305512 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

合されることで、ボタンフレーム６７とボタン外装カバー６５との間に振動防止ゴム７１
が介在されることになり、振動モータ６０の回転駆動による振動をボタンフレーム６７側
に伝えることなく、押しボタン部５４だけを振動させることができる。
【００５４】
　次に、本パチンコ機１による作用について説明する。すなわち、本パチンコ機１に対面
して着座した遊技者が発射ハンドル２を握り、適宜の角度に回動操作すると、発射装置の
作動で遊技球が所定の時間間隔で遊技領域３ａに向けて連続的に発射される。すると、遊
技領域３ａに打ち出されて転動落下する多数の遊技球は、始動チャッカー２７や入賞口２
５，２６に適時入賞し、或いは、これらに関与せずに転動落下して、遊技領域３ａ最下部
のアウト口（図示せず）から遊技盤３背面側に排出される。
【００５５】
　遊技領域３ａに打ち出された遊技球の一部がワープ導入口３７に入球すると、その遊技
球はステージＳ上に放出された後、該ステージＳの傾斜に沿って転動し、或るものはその
まま遊技領域３ａに落下し、或るものは放出口４９から始動チャッカー２７に向けて放出
され、高い入賞確率（略１００％）で該チャッカー２７に入賞する。
【００５６】
　ところで、始動チャッカー２７に入賞した場合、その時点での保留球数が所定数未満で
あれば、乱数カウンタを用いた大当たり抽選が行われるが、該抽選で当選した場合、更に
、大当たりの種別に対応する変動パターンが決定される。これにより、画像表示装置３５
に表示される当たり図柄がセットされる。一方、大当たり抽選で外れた場合には、変動の
結果、外れに対応する図柄が最終的に揃う旨の変動パターンが決定され、画像表示装置３
５に表示される外れ図柄がセットされる。
【００５７】
　そして、画像表示装置３５に表示すべき演出内容に関する信号に基づき、該画像表示装
置３５が駆動され、大当たり抽選結果に関する内容等が演出表示される。画像表示装置３
５の画面上に表れた抽選結果が大当たり決定である場合、アタッカー５が開放され、所定
数入賞が終了する（又は所定時間が経過する）毎に閉塞する動作を所定ラウンド数だけ繰
り返される。これにより、アタッカー５に入賞した遊技球に対応する多量の遊技球が、球
供給口１７から皿ユニット１６に払い出されることとなる。
【００５８】
　上述した遊技中、画像表示装置３５の画面に、遊技者を遊技に参加させるための「今だ
ボタンを叩け！」等のメッセージが表示された場合に、遊技者が押しボタン部５４のボタ
ン操作カバー５５を叩く（押圧操作する）と、図４において、被支持面５５ｂが発光透明
カバー６４の支持面６４ａにより摺動自在に案内支持され、かつ下方の被支持面５７ｆが
ボタン外装カバー６５の支持面６５ｅにより摺動自在に案内支持される。これにより、押
しボタン部５４は、上下方向において或る距離だけ（該距離が大きいほど、安定支持効果
が高くなる）離間した状態で配設された支持面６４ａ，６５ｅによって荷重を分散され、
壁面同士の摩擦抵抗を低減しつつ安定に支持される。
【００５９】
　つまり、押しボタン装置５０では、押しボタン部５４をその押圧方向にて摺動自在に支
持する摺動支持部が、該押圧方向にて互いに離間した二箇所に設けられた支持面６４ａ，
６５ｅにより押しボタン部５４を摺動自在に案内支持するように構成されるので、互いに
離れた二箇所の支持面６４ａ，６５ｅにて押しボタン部５４を面接触支持することで、押
しボタン部５４の外周面全体を摺動支持する場合に比して摩擦抵抗を大幅に低減しながら
、安定に支持して耐久性を高めることができる。また、たとえ斜め押しされたとしても、
傾いた押しボタン部５４を、押圧方向で離れた位置の２つの支持面６４ａ，６５ｅにより
安定して案内支持できるので、押しボタン部５４が食い込んで復帰不良を生じるような不
具合の発生を可及的に減少させることができる。
【００６０】
　また、押しボタン部５４が、二箇所の支持面６４ａ，６５ｅにてそれぞれ摺動支持され
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る二箇所の被支持面５５ｂ，５７ｆを有し、該支持面６４ａ，６５ｅを合わせた長さが、
被支持面５５ｂ，５７ｆを合わせた長さより短く設定されているので、比較的短い二箇所
の支持面６４ａ，６５ｅによって押しボタン部５４の二箇所の被支持面５５ｂ，５７ｆを
それぞれ安定に摺動支持できることにより、面接触しながらも接触摩擦抵抗を大幅に低減
して押しボタン部５４の復帰不良の減少効果を一層高めることができる。上記押しボタン
部５４に対する押圧操作は、該押圧操作で上下方向に進退動作する被支持面５７ｆの下部
がフォトセンサ７９（図６参照）で検出され、該検出信号が制御部（図示せず）に送られ
ることに基づいて認識される。更に、本押しボタン装置５０では、上記摺動支持部が、押
しボタン部５４の外周面をその全域に亘って取り囲むように形成されるので、押しボタン
部５４がより安定した状態で摺動自在に支持される。
【００６１】
　例えば、遊技中に画像表示装置３５の画面に表示された上記メッセージが、回転部材５
６を点灯させつつ回転させる所謂一発告知である場合に、指示に従って遊技者がボタン操
作カバー５５をボタン動作バネ５８の付勢力に抗して叩くと（押し込むと）、該操作が上
記フォトセンサ７９で検出され、該検出信号を受けた制御部の制御により、ステッピング
モータ７６が所定回転数だけ回転させられる。これにより、透明なボタン操作カバー５５
側から視認している遊技者は、該ボタン操作カバー５５の内方で急激に回転する回転部材
５６を見ることで、大当たりの期待度が極めて高いことを突然知ることで喜悦感を味わう
ことになる。これは、回転部材５６の回転時の発光色の違い（発光色が「赤」など暖色系
の方がチャンスが大きい）、或いは、回転時間の違い（回転時間が長い方がチャンスが大
きい）によって、大当たり発生の期待度が異なるように設定される。
【００６２】
　また、画面に表示された上記メッセージが、押しボタン部５４の振動でチャンスの大き
さを示す予告である場合に、遊技者がボタン操作カバー５５をボタン動作バネ５８に抗し
て叩くと（押し込むと）、該操作がフォトセンサ７９により検出され、該検出信号を受け
た上記制御部の制御により、振動モータ６０が回転駆動されて押しボタン部５４が振動し
、振動するボタン操作カバー５５から遊技者の手に振動が伝えられる。これにより、押し
ボタン部５４を押した遊技者は、急激に振動する押しボタン部５４から振動を受けること
で、大当たりに発展するチャンスが大きいことを知り、喜悦感を味わうことになる。これ
は、振動の大きさ、長さによって、大当たり発生までの期待度が異なるように設定される
。
【００６３】
　なお、本実施の形態では、押しボタン部５４、及び該押しボタン部５４を案内支持する
支持面６４ａ，６５ｅも円筒形状に構成されたが、この形状に限らず、三角形状、四角形
状等の多角形状、或いはこれら以外の不規則な形状に構成されても良いことは勿論である
。
【００６４】
　以上、本発明をその好適な実施の形態に基づいて説明したが、本発明の遊技機は、上記
実施形態の構成にのみ限定されるものではなく、上記実施形態の構成から種々の修正及び
変更を施した遊技機も、本発明の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明に係るパチンコ機の外部構造を示す正面図である。
【図２】本パチンコ機の背面構造を示す背面図である。
【図３】押しボタン装置の外観を示す図であり、（ａ）は押しボタン装置を上方から見下
ろした状態で示す平面図、（ｂ）は押しボタン装置を側方から見た状態で示す側面図であ
る。
【図４】図３のＣ－Ｃ線で切断した状態で示す断面図である。
【図５】（ａ）は図３のＡ－Ａ線で切断した状態で示す断面図であり、（ｂ）は振動防止
ゴム等の配置を示す側面断面図である。
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【図６】押しボタン部に対する押圧操作を検出するフォトセンサの部位周辺を示す図３の
Ｂ－Ｂ線に沿った側面断面図である。
【図７】押しボタン装置における第１の部位を分解した状態で示す分解斜視図である。
【図８】押しボタン装置における第２の部位を分解した状態で示す分解斜視図である。
【図９】押しボタン装置における第３の部位を分解した状態で示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００６６】
１　　遊技機（パチンコ機）
５０　　押しボタン装置
５４　　押しボタン部
５５ｂ，５７ｆ　　被支持面
５８　　付勢手段（ボタン動作バネ）
６４ａ，６５ｅ　　摺動支持部（支持面）
ｄ３，ｄ４　　被支持面の長さ
ｄ５，ｄ６　　支持面の長さ

【図１】 【図２】
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