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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体を用いて遊技が行われる遊技盤に設けられ、筒状に形成されるとともに同軸上
へ伸縮可能とされ、動作されることにより演出を行う可動体と、
　前記可動体の基端部を支持する支持部材と、
　先端側が前記可動体の内部に挿入されて同軸的に配置されるとともに可動体の先端部に
固定された弾性変形可能な線状弾性部材と、
　前記線状弾性部材の基端部が外周面に固定されるとともに正逆方向への回転によって線
状弾性部材を前記外周面に巻き取る又は送り出す回転体と、
　前記回転体を正逆方向へ回転駆動する駆動手段と、
　を有することを特徴とする遊技機の役物装置。
【請求項２】
　前記回転体の回転位置を検出する検出手段を備え、その検出手段による回転体の回転位
置の検出によって前記可動体の伸縮動作が制御されることを特徴とする請求項１記載の遊
技機の役物装置。
【請求項３】
　前記可動体は、同軸に多重配置された複数の筒体を備えるとともに、その複数の前記筒
体における外側に配置された外筒体が前記支持部材により軸方向に摺動可能に支持され、
複数の前記筒体における内側に配置された内筒体に前記線状弾性部材の先端部が固定され
て、線状弾性部材の移動に伴い複数の前記筒体が軸方向へ摺動して相対移動することによ
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り伸縮可能とされていることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の遊技機の役物装置
。
【請求項４】
　前記可動体は、螺旋状に形成されて弾性変形可能とされた筒体を備えるとともに、その
筒体の基端部が前記支持部材により支持され、前記筒体における先端部に前記線状弾性部
材の先端部が固定されて、線状弾性部材の移動に伴い前記筒体が軸方向へ弾性変形するこ
とにより伸縮可能とされていることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の遊技機の役
物装置。
【請求項５】
　収縮状態とされた前記可動体が収容されて隠蔽されるケース部材を備え、前記可動体の
伸長時には前記ケース部材に設けられた開口を通して前記可動体を外部へ露出させること
を特徴とする請求項１～請求項４の何れか１項記載の遊技機の役物装置。
【請求項６】
　前記遊技機は、遊技に関する情報及び演出動画を含む画像を表示画面に表示する画像表
示手段が前記遊技盤に設けられ、前記役物装置は前記画像表示手段に隣接して配置される
とともに前記可動体を前記表示画面に沿って伸縮させることを特徴とする請求項１～請求
項５の何れか１項記載の遊技機の役物装置。
【請求項７】
　前記可動体の伸縮動作が前記画像表示手段の前記表示画面に表示される前記画像に連動
されることを特徴とする請求項６記載の遊技機の役物装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の役物装置に係り、詳細には、遊技において演出動作を行う可動式の
遊技機の役物装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技盤面に設けられた遊技領域に遊技球を打ち込んで遊技を行うパチンコ機において、
遊技領域の中央に「センター役物」等と呼ばれる可動式の電動役物装置を配置した機種で
は、この役物装置の可動部に様々な演出動作をさせることで遊技の興趣を高めるようにし
ている。
【０００３】
　例えば、このような役物装置には、特許文献１に記載されるような表示部（液晶表示器
）の表示動作に連動させて可動体を駆動させるものがあり、具体的な動作としては、駆動
源としてのモータの逆転駆動によって振り下ろされたハンマ部材が叩き台を叩いたとき、
叩き台に設けられた計測センサ（圧力センサ）で計測した強度に基づいて指示部材（可動
体）の指示位置、すなわち作動量を決定し、その決定した作動量に従ってモータの正転駆
動により指示部材を動かし、液晶表示器の特定部位（予告領域）に表示された指標を指示
部材で指し示すことにより、予告の報知演出を視覚的に行っている。
【特許文献１】特開２００３－２３６０８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の役物装置では、可動体を上下移動させるために、駆動源の回転駆
動力を伝達する複数の歯車からなる歯車機構（動力伝達機構）や、その回転運動を可動体
の直線運動に変換するラック＆ピニオン等の変換機構を用いているため、駆動系の構成が
複雑であるとともに大型化する。また、可動体の駆動制御については、原点位置の検出や
、原点位置から液晶表示による指標の特定部位までの相対移動制御等を行う必要があるた
め、制御系の構成も複雑になる。さらにこの装置では、演出用の可動体が、常時、装置上
（遊技盤面上）に露出されているため、長く遊技すると可動体の演出動作に飽きてしまい
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、遊技者に対して興趣の高い演出を行うことができない。
【０００５】
　本発明は上記事実を考慮して、可動体の駆動系及び制御系の構成を簡素化しつつ、高い
演出性を実現させた遊技機の役物装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、遊技媒体を用いて遊技が行われる
遊技盤に設けられ、筒状に形成されるとともに同軸上へ伸縮可能とされ、動作されること
により演出を行う可動体と、前記可動体の基端部を支持する支持部材と、先端側が前記可
動体の内部に挿入されて同軸的に配置されるとともに可動体の先端部に固定された弾性変
形可能な線状弾性部材と、前記線状弾性部材の基端部が外周面に固定されるとともに正逆
方向への回転によって線状弾性部材を前記外周面に巻き取る又は送り出す回転体と、前記
回転体を正逆方向へ回転駆動する駆動手段と、を有することを特徴としている。
【０００７】
　請求項１に記載の発明では、駆動手段に駆動されて回転体が正方向又は逆方向へ回転さ
れると、回転体の外周面に基端部が固定された線状弾性部材は、回転体の外周面に巻き取
られる、又は、回転体から送り出されて、先端側を移動させる。線状弾性部材は、先端側
が、筒状に形成された可動体の内部に挿入されて同軸的に配置されるとともに可動体の先
端部に固定され、上記の移動により、可動体の先端部を軸方向へ移動させる。この先端部
の軸方向への移動により、支持部材に基端部が支持された可動体は伸縮する。
【０００８】
　このように、遊技媒体を用いて遊技が行われる遊技機の遊技盤上では、遊技において役
物装置が可動体を伸縮させることにより、興趣の高い演出が行われる。また、この可動体
を伸縮させる駆動系は、例えば駆動手段の回転駆動力を伝達する歯車機構や、その回転運
動を可動体の直線運動に変換する変換機構等を用いることなく、回転体と線状弾性部材に
よって実現できるため、構成の簡素化及び小型化を図ることができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の遊技機の役物装置において、前記回転体の回
転位置を検出する検出手段を備え、その検出手段による回転体の回転位置の検出によって
前記可動体の伸縮動作が制御されることを特徴としている。
【００１０】
　請求項２に記載の発明では、可動体の収縮位置（最短位置）や伸長位置（最長位置）、
あるいはそれらの間の途中位置等、可動体の長さ（伸縮状態）が、検出手段による回転体
の回転位置の検出によって把握され、例えばその検出情報に基づいて制御部が駆動手段を
駆動制御することにより、可動体の伸縮動作が制御される。このように、検出手段による
回転体の回転位置の検出情報に基づいて、可動体の伸縮動作が制御可能となり、制御系の
構成も簡素化される。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２記載の遊技機の役物装置において、前
記可動体は、同軸に多重配置された複数の筒体を備えるとともに、その複数の前記筒体に
おける外側に配置された外筒体が前記支持部材により軸方向に摺動可能に支持され、複数
の前記筒体における内側に配置された内筒体に前記線状弾性部材の先端部が固定されて、
線状弾性部材の移動に伴い複数の前記筒体が軸方向へ摺動して相対移動することにより伸
縮可能とされていることを特徴としている。
【００１２】
　請求項３に記載の発明では、同軸に多重配置された複数の筒体を備える可動体は、線状
弾性部材の移動に伴い、線状弾性部材の先端部が固定された内筒体が軸方向へ移動される
とともに、支持部材に支持された外筒体が軸方向に摺動し、複数の筒体が軸方向へ摺動し
て相対移動することにより伸縮する。このような複数の筒体によって、軸方向へ伸縮する
筒状の可動体を実現することができ、この構成であれば、例えば最大伸張量を大きくする
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場合などに、筒体の数や各筒体の軸方向長さを変更するだけで容易に対応することができ
る。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は請求項２記載の遊技機の役物装置において、前
記可動体は、螺旋状に形成されて弾性変形可能とされた筒体を備えるとともに、その筒体
の基端部が前記支持部材により支持され、前記筒体における先端部に前記線状弾性部材の
先端部が固定されて、線状弾性部材の移動に伴い前記筒体が軸方向へ弾性変形することに
より伸縮可能とされていることを特徴としている。
【００１４】
　請求項４に記載の発明では、螺旋状に形成されて弾性変形可能とされた筒体を備える可
動体は、線状弾性部材の移動に伴い、線状弾性部材の先端部が固定された筒体の先端部が
軸方向へ移動されるとともに、筒体の基端部が支持部材に支持されていることで、筒体が
軸方向へ弾性変形することにより伸縮する。このような弾性変形可能な螺旋状の筒体によ
って、軸方向へ伸縮する筒状の可動体を実現することができ、この可動体であれば構成を
簡素化することができる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項４の何れか１項記載の遊技機の役物装置に
おいて、収縮状態とされた前記可動体が収容されて隠蔽されるケース部材を備え、前記可
動体の伸長時には前記ケース部材に設けられた開口を通して前記可動体を外部へ露出させ
ることを特徴としている。
【００１６】
　請求項５に記載の発明では、可動体が収縮状態のときはケース部材に収容されて隠蔽さ
れ、演出のために伸長するときに、ケース部材に設けられた開口を通して外部（遊技盤面
上）へ露出され、遊技者に視認される。このように、通常は可動体を隠しておき、演出を
行うときのみ遊技盤面上に出現させることで、演出動作を目視する遊技者に対して意外性
や視覚的に強いインパクトが与えられるようになり、更に興趣の高い演出を行うことがで
きる。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～請求項５の何れか１項記載の遊技機の役物装置に
おいて、前記遊技機は、遊技に関する情報及び演出動画を含む画像を表示画面に表示する
画像表示手段が前記遊技盤に設けられ、前記役物装置は前記画像表示手段に隣接して配置
されるとともに前記可動体を前記表示画面に沿って伸縮させることを特徴としている。
【００１８】
　請求項６に記載の発明では、遊技機の遊技盤に設けられた画像表示手段の表示画面には
、遊技に関する情報及び演出動画を含む画像が表示され、役物装置は、この画像表示手段
に隣接して配置されるとともに可動体を表示画面に沿って伸縮させることにより、演出を
行う。これにより、画像表示手段の表示画面（画像）を目視する遊技者に対して、可動体
が表示画像に重なるという視覚的なインパクトが与えられるようになり、更に興趣の高い
演出を行うことができる。
【００１９】
　請求項７に記載の発明は、請求項６記載の遊技機の役物装置において、前記可動体の伸
縮動作が前記画像表示手段の前記表示画面に表示される前記画像に連動されることを特徴
としている。
【００２０】
　請求項７に記載の発明では、画像表示手段の表示画面に表示される演出動画等に連動し
て、役物装置の可動体が伸縮し演出を行うことにより、それらの相乗効果によって演出性
が更に高められる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の遊技機の役物装置によれば、可動体の駆動系及び制御系の構成を簡素化しつつ
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、高い演出性を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態に係るパチンコ機について図面を参照して説明する。
【００２３】
　（パチンコ機の構成）
　図１には本発明の一実施形態に係るパチンコ機が示され、図２には本実施形態に係るパ
チンコ機に適用される内枠、ガラス枠、及び遊技盤が示されている。
【００２４】
　図１に示されるように、パチンコ機１０は、パチンコ機１０の外郭を構成するとともに
パチンコホールの島設備に設置される矩形状の外枠１２を備えている。外枠１２の前面に
は矩形額縁状の内枠１４が配置されており（図２参照）、内枠１４は、外枠１２に設けら
れた一対のヒンジ部１６、１８に左側端部が軸支されて開閉可能に取り付けられている。
また外枠１２の前面下部には、化粧パネルとなる下飾り２０が取り付けられている。
【００２５】
　内枠１４の前面上部には、ガラス板２２を装着したガラスフレーム２４を窓部２５に備
えるガラス枠２６が配置されており、ガラス枠２６は左側端部が内枠１４に軸支されて開
閉可能に取り付けられている。また、ガラスフレーム２４に装着されたガラス板２２は、
図１の紙面奥行き方向に所定の間隔で互いに平行に配置された一対のガラス板からなる二
重構造となっている。このガラス枠２６の裏面側となる内枠１４の上部には、矩形状の開
口部２８が設けられている（図２参照）。開口部２８には、交換可能とされた遊技盤１０
０がセットされており、遊技盤１００は、ガラス枠２６を内枠１４に閉塞した状態でガラ
ス枠２６（ガラス板２２）に覆われるようになっている。
【００２６】
　ガラス枠２６の前面には、遊技の進行に応じて点灯、消灯、及び点滅し照明による演出
効果を生み出す照明演出用の表示灯１４２がガラス板２２（遊技盤１００の遊技領域１０
１）を取り囲むように配置されており、さらに左上隅及び右上隅には、賞球払出エラー及
び払出状態エラー等の各種エラーを報知するエラー用の表示灯１４４が配置されている。
また、各エラー用の表示灯１４４の内側には、遊技の効果音をステレオ出力するスピーカ
ー１４６Ｌ、１４６Ｒが配設されている。
【００２７】
　内枠１４の前面下部には、一般的な上皿及び下皿の機能を兼ね備える打球供給皿として
の一体皿３０が配置されている。一体皿３０は、パネル部材３２の左側端部が内枠１４に
軸支されて開閉可能に取り付けられており、パネル部材３２の前面には、上部に遊技球を
貯える球皿部３４が形成された球皿本体３６が突設されている。
【００２８】
　球皿部３４の底面は、正面視にて左側から右側へ下り傾斜しており、その傾斜方向下流
側となる左側には、遊技球を１列に整列してパネル部材３２の裏面に配置された球送り装
置（図示省略）に送り込むための整列通路が設けられている。パネル部材３２の前面の右
側上部には、パチンコ機１０内に設けられた払出装置１６０（図５参照）から払い出され
た賞球が排出される球排出口４６が形成されている。この球排出口４６から排出された賞
球は球皿部３４に貯留され、球皿部３４内を左方向へ流下し整列通路により１列に整列さ
れて球送り装置に送り込まれる。
【００２９】
　また、パネル部材３２の前面における左側下部には灰皿３８が設けられ、右側下部には
打球の発射力（飛距離）を調整するための発射ハンドル３９が取り付けられている。
【００３０】
　図２に示されるように、内枠１４の前面下部における一体皿３０の裏面側には、遊技盤
１００の左下に発射装置４０が配置され、球皿本体３６の後方に位置して、内枠１４に着
脱可能に構成された貯球タンク４２が２個のプラスチックファスナー４３によって取り付
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けられている。これらの発射装置４０及び貯球タンク４２は、一体皿３０を内枠１４に閉
塞すると一体皿３０に覆われるようになっている。
【００３１】
　貯球タンク４２は、上面が開口した箱型とされ、底面４４が正面視にて左側から右側へ
下り傾斜している。底面４４の傾斜方向上流側となる貯球タンク４２の左側面部には図示
しないタンク入口が形成され、傾斜方向下流側となる貯球タンク４２の前面右側端部には
、一体皿３０のパネル部材３２に設けられた球排出口４６と対応する位置にタンク出口４
５が形成されている。したがって、一体皿３０を内枠１４に閉塞した状態では、貯球タン
ク４２と一体皿３０の球皿部３４とが、タンク出口４５及び球排出口４６を介して連通さ
れる。
【００３２】
　また、一体皿３０のパネル部材３２裏面における球排出口４６の下方位置と、内枠１４
前面の下部右側におけるタンク出口４５の下方位置とには、上下方向に移動可能とされた
シャッター板がそれぞれ設けられている（図２では内枠１４側のシャッター板５０のみを
図示している）。これらのシャッター板は、一体皿３０が閉塞されると各々下方へ移動し
て（図２に示したシャッター板５０の位置）、タンク出口４５と球排出口４６とを連通さ
せ、一体皿３０が開放されると各々上方へ移動して、内枠１４側のシャッター板５０はタ
ンク出口４５の下縁側を、一体皿３０側のシャッター板は球排出口４６の下縁側を塞ぐよ
う構成されている。このシャッター板により、一体皿３０を開放した際は、貯球タンク４
２及び球皿部３４から遊技球（賞球）が流出しないようせき止められる。
【００３３】
　内枠１４裏面の左側端部（正面視右側端部）には、上下方向に延出された施錠装置５２
が取り付けられている。施錠装置５２の下部にはシリンダー錠（錠前）５４が設けられて
おり、シリンダー錠５４の鍵孔５６は、内枠１４前面の右下部に設けられた台座５５から
露出されている。
【００３４】
　施錠装置５２の裏面側における上下端部近傍には、後方へ突出された一対の内枠固定用
フック６０Ａ、６０Ｂが設けられている。施錠装置５２の前面側におけるガラス枠２６と
の対応位置には、一対のガラス枠固定用フック６２Ａ、６２Ｂが設けられており、このガ
ラス枠固定用フック６２Ａ、６２Ｂは、内枠１４前面の右側端部に形成されたスリット６
４Ａ、６４Ｂを通して前方へ突出されている。また、施錠装置５２の前面側における一体
皿３０との対応位置には、上下方向にスライドする一対の一体皿固定用鍵受け部材６６Ａ
、６６Ｂが設けられている。
【００３５】
　これにより、内枠１４を外枠１２に閉塞すると、施錠装置５２の内枠固定用フック６０
Ａ、６０Ｂが外枠１２の正面視右内側面設けられた一対の鍵受け部（図示省略）に係合し
、内枠１４は外枠１２に保持される。ガラス枠２６を内枠１４に閉塞すると、ガラス枠２
６裏面の右側端部に取り付けられているガラス枠補強板６８に設けられた一対の鍵受け部
７０Ａ、７０Ｂが施錠装置５２のガラス枠固定用フック６２Ａ、６２Ｂに係合し、ガラス
枠２６は内枠１４に保持される。また、一体皿３０を内枠１４に閉塞すると、一体皿３０
裏面の右側端部に取り付けられている一対のフック（図示省略）が施錠装置５２の一体皿
固定用鍵受け部材６６Ａ、６６Ｂに係合し、一体皿３０は内枠１４に保持される。
【００３６】
　また、内枠固定用フック６０Ａ、６０Ｂ及びガラス枠固定用フック６２Ａ、６２Ｂは、
シリンダー錠５４の鍵孔５６に図示しない鍵を差し込んで所定の方向に回すことにより、
それぞれ係合状態が解除され解錠されるようになっている。一体皿固定用鍵受け部材６６
Ａ、６６Ｂは、ガラス枠２６を開放すると露出される施錠装置５２の解除レバー７２を押
し下げることにより、一体皿固定用鍵受け部材６６Ａ、６６Ｂが下方へスライドして一体
皿３０の各フックとの係合状態が解除されるようになっている。
【００３７】
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　この施錠装置５２により、内枠１４は外枠１２に、ガラス枠２６は内枠１４にそれぞれ
施錠されるとともに、一体皿３０は内枠１４にロックされて、それぞれ閉塞状態に固定さ
れる。
【００３８】
　（遊技盤の構成）
　図２及び図３に示される遊技盤１００は、基板となるベニヤ板に樹脂製シート状のセル
が貼着されてそのセルの表面が盤面１００Ａとなっており、盤面１００Ａの外周端部付近
に、円弧状の外レール１０２及び内レール１０４が取り付けられている。これらの外レー
ル１０２及び内レール１０４によって囲まれた円形状の領域は、発射装置４０から発射さ
れて打ち込まれた遊技球ＰＢが自重落下により移動可能とされ、この領域が遊技を行う遊
技領域１０１とされている。
【００３９】
　図３に示されるように、遊技盤１００の遊技領域１０１におけるほぼ中央には、大型で
中央部が矩形状に開口されたセンター飾り１０５が配置されている。センター飾り１０５
の開口内には、表示画面に特別図柄の抽選（変動及び停止）や各種演出等の映像を表示す
る液晶表示器（ＬＣＤ）からなる特別図柄表示装置１０６が設けられており、その表示画
面には、例えば表示画面の下端部に設けられた小面積の画面領域（特別図柄表示部）に特
別図柄変動パターンが表示され、上部側に設けられた大面積の画面領域（演出図柄表示部
）に演出図柄変動パターンが表示されるようになっている。
【００４０】
　さらに、センター飾り１０５の開口の下縁部における略中央位置には、遊技において演
出動作を行う可動式の役物装置２００が配置されている。この役物装置２００は、図４及
び図５に示されるように、遊技盤１００の裏面１００Ｂに設けられた枠状のセット板１０
８に取り付けられて、センター飾り１０５の上記位置に配置されている。
【００４１】
　センター飾り１０５の左側には、普通入賞口としての通過ゲート（スルー・チャッカー
）１１８が配置されている。また、センター飾り１０５の真下には、特別図柄始動入賞口
（スタート・チャッカー）であり且つ普通電動役物（電動チューリップ）に係る入賞口と
しての始動口１１０が配置され、さらにその下方には、遊技領域１０１の下端部付近に位
置して変動入賞装置（特別電動役物）１１２が配置されている。
【００４２】
　変動入賞装置１１２は、左右幅方向を長手とした矩形状の大入賞口（アタッカー）１１
４を備えており、この大入賞口１１４内には、遊技仕様に応じて通称「Ｖゾーン」と呼ば
れる連続役物作動口（図示省略）を設けることもできる。大入賞口１１４は、開閉扉１１
６が開放又は閉塞することによって開口又は閉口するようになっており、開閉扉１１６の
開放時には、開閉扉１１６上に落下した遊技球が開閉扉１１６に案内されて大入賞口１１
４へ入賞する。
【００４３】
　また、遊技領域１０１には、風車１２２や、遊技領域１０１内を自重落下する遊技球を
所定の経路に誘導する多数の遊技釘（図示省略）が設けられており、最下位置に、外れ球
を遊技盤１００の裏側へ排出するアウト口１２４が設けられている。さらに、この遊技領
域１０１に設けられたセンター飾り１０５や変動入賞装置１１２には、遊技の進行に応じ
て点灯、消灯、及び点滅し照明による演出効果を生み出す照明演出用の発光素子１２６（
図１３参照）が多数設けられている。
【００４４】
　（役物装置の構成）
　図６～図１２には、本実施形態の遊技盤１００に設けられた役物装置２００が示されて
いる。
【００４５】
　図６に示されるように、役物装置２００は、構成部品を収容するとともに装置をセット
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板１０８に取り付けるためのケース２０２を備えている（図４及び図５参照）。
【００４６】
　ケース２０２は、遊技盤１００の幅方向である左右方向を長手とした略直方体形状の箱
状で、下ケース２０２Ａと上ケース２０２Ｂの２分割構成とされており、図示の向きで上
ケース２０２Ｂが下ケース２０２Ａに被せられ、下ケース２０２Ａに設けられた５箇所の
取付用ボス２０４に、５本のネジ２０６で取り付けることにより一体化される。
【００４７】
　下ケース２０２Ａの左右の外側面における上縁部には、役物装置２００をセット板１０
８に位置決めするための一対のフック２０８が設けられている。また、底面上における略
中央部の前側には、役物装置２００の構成部品である可動体ユニット２５０を固定するた
めの３本の固定用ボス２１０が立設され、底面上における左側には、駆動ユニット３５０
を固定するための４本の固定用ボス２１２が立設されている。
【００４８】
　上ケース２０２Ｂの上面には、左右方向を長手とした長穴状の開口２１４が形成されて
おり、更に、この開口２１４を開放及び閉塞する蓋２１６が設けられている。
【００４９】
　蓋２１６は、下面の左右両側端部に突設された一対のヒンジ部２１８が、上ケース２０
２Ｂの上面における左右両側端部（開口２１４の後縁部）に設けられた一対のヒンジ受部
２２０に位置合わせられ、それらにヒンジピン２２２が挿通されることにより、上ケース
２０２Ｂの上面に開閉可能に取り付けられている。
【００５０】
　蓋２１６の下面には、蓋２１６を開閉動作させるためのリンク棒２２６が取り付けられ
ており、リンク棒２２６は、上端部に設けられた連結部２２８が、蓋２１６の下面に突設
されたリンク連結部２２４に位置合わせられ、それらに連結ピン２３０が挿通されてピン
先端部に抜け止め用のＥリング２３２が嵌着されることにより、蓋２１６に回動可能に連
結されている。
【００５１】
　リンク棒２２６の下端部には、前方へ突出されたガイド軸２３４が設けられている。こ
のガイド軸２３４の少し上方に設けられたローラ取付部２３６には、回転ローラ２３８が
ローラピン２４０によって回転可能に取り付けられており、この回転ローラ２３８とガイ
ド軸２３４との間には、所定の隙間が設けられている。
【００５２】
　この下ケース２０２Ａ及び上ケース２０２Ｂからなるケース２０２内に収容される可動
体ユニット２５０は、ユニットに装飾を施すとともに下ケース２０２Ａに固定するための
装飾カバー（ユニットベース）２５２を備えている。
【００５３】
　装飾カバー２５２は、筒状とされて外周面の下部にフランジ状の基台部２５４が設けら
れており、基台部２５４に設けられた３箇所の固定部２５６（図６では１箇所不図示）が
、下ケース２０２Ａの３本の固定用ボス２１０に３本のネジ２５８で取り付けられること
により、下ケース２０２Ａの底面上における略中央部の前側に固定される。
【００５４】
　装飾カバー２５２の筒内における上縁部には、左右方向にて対向配置された一対のガイ
ド突起２６０が設けられており、この筒内には、同軸的に配置された太さの異なる３本の
筒体（外筒体２７０、中筒体２８０、内筒体２９０）を備える可動体２６２が収容される
。
【００５５】
　可動体２６２を構成する外筒体２７０は、装飾カバー２５２の筒内に摺動可能に挿入さ
れる外形形状（太さ）とされており、外周面の左右両側部に、装飾カバー２５２のガイド
突起２６０に対応する一対のガイド溝２７２が形成されている。ガイド溝２７２は、外筒
体２７０の軸方向（上下方向）に沿った直線状とされて上端が溝状のまま開放されており
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、下端には溝を閉塞するストッパー部２７４が設けられている。また、筒内における上縁
部には、左右方向にて対向配置された一対のガイド突起２７６が設けられている。
【００５６】
　そしてこの外筒体２７０は、装飾カバー２５２の筒内に、図示の向きで下方から挿入さ
れて収容されるとともに、装飾カバー２５２に対して上下方向に摺動可能とされ、上方へ
の摺動では、ガイド溝２７２にガイド突起２６０が嵌め込まれてガイドされつつ移動し、
ストッパー部２７４がガイド突起２６０に当接することで上方への移動範囲が規制される
。
【００５７】
　中筒体２８０は、上記の外筒体２７０を一回り小さくしたものであり、外筒体２７０の
筒内に摺動可能に挿入される外形形状（太さ）とされて、外周面の左右両側部に、外筒体
２７０のガイド突起２７６に対応する一対のガイド溝２８２が形成されている。このガイ
ド溝２８２も、中筒体２８０の軸方向（上下方向）に沿った直線状とされて上端が溝状の
まま開放されており、下端には溝を閉塞するストッパー部２８４が設けられている。また
、筒内における上縁部には、左右方向にて対向配置された一対のガイド突起２８６が設け
られている。
【００５８】
　そしてこの中筒体２８０は、外筒体２７０の筒内に、図示の向きで下方から挿入されて
収容されるとともに、外筒体２７０に対して上下方向に摺動可能とされ、上方への摺動で
は、ガイド溝２８２にガイド突起２７６が嵌め込まれてガイドされつつ移動し、ストッパ
ー部２８４がガイド突起２７６に当接することで上方への移動範囲が規制される。
【００５９】
　また、内筒体２９０は、中筒体２８０の筒内に摺動可能に挿入される外形形状（太さ）
とされており、外周面の左右両側部に、中筒体２８０のガイド突起２８６に対応する一対
のガイド溝２９２が形成されている。このガイド溝２９２は、内筒体２９０の軸方向（上
下方向）に沿った直線状とされて上端が溝状のまま開放されており、下端には溝を閉塞す
るストッパー部２９４が設けられている。
【００６０】
　そしてこの内筒体２９０は、中筒体２８０の筒内に、図示の向きで下方から挿入されて
収容されるとともに、中筒体２８０に対して上下方向に摺動可能とされ、上方への摺動で
は、ガイド溝２９２にガイド突起２８６が嵌め込まれてガイドされつつ移動し、ストッパ
ー部２９４がガイド突起２８６に当接することで上方への移動範囲が規制される。
【００６１】
　可動体２６２は、これら３本の同軸に多重配置された外筒体２７０、中筒体２８０、及
び内筒体２９０によって３段構成とされており、各筒体が相対的に摺動することにより上
下方向に伸縮する。
【００６２】
　また、内筒体２９０の上端部には、筒状の取付ベース３００が取り付けられ、更に、こ
の取付ベース３００、及び、取付ベース３００の上部に配置される左右方向に延出された
移動アーム３０２を介して、装飾部品３３８Ａ、３３８Ｂ、装飾部品３３９Ａ、３３９Ｂ
、及び物体３４０が取り付けられる。
【００６３】
　移動アーム３０２は、中央部に設けられた上下方向に貫通する円筒ボス３０４に、上方
から支持軸３０６が挿通され、支持軸３０６の頭部３０８と、支持軸３０６の周溝３１０
に嵌め込まれるＥリング３１２と挟まれて、支持軸３０６の上部に固定される。
【００６４】
　取付ベース３００の筒内における軸方向（上下方向）の略中央位置には、図示しない隔
壁部が設けられており、その隔壁部の軸心部には、支持軸３０６が摺動可能に挿入される
貫通孔が形成されている。
【００６５】
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　移動アーム３０２に一体化された支持軸３０６は、取付ベース３００の上記隔壁部の貫
通孔に挿通され、隔壁部の下側に突出される先端側（下部）に圧縮コイルスプリング３１
４が挿入されるとともに、先端部３１６に筒状のスプリング押さえ３１８が嵌め入れられ
て、取付ベース３００の上側に取り付けられる。
【００６６】
　これにより、移動アーム３０２は、支持軸３０６が取付ベース３００の上記貫通孔に沿
って摺動することにより、取付ベース３００に対して軸方向（上下方向）に移動可能とさ
れ、無負荷状態では、圧縮コイルスプリング３１４のバネ力によって下方（取付ベース３
００側）へ付勢され、取付ベース３００に当接した状態に保持される。
【００６７】
　取付ベース３００の外周面における左右の側端部には、前後方向に貫通する一対の円筒
ボス３２０が設けられており、これらの円筒ボス３２０には支点ピン３２２がそれぞれ回
転可能に挿通される。移動アーム３０２の左右端部にも、前後方向に貫通する一対の円筒
ボス３２４が設けられており、これらの円筒ボス３２４は、取付ベース３００の円筒ボス
３２０の外側に配置され、筒内には、支点ピン３２２と対になる移動ピン３２６がそれぞ
れ回転可能に挿通される。そして、これら２対の支点ピン３１６及び移動ピン３２０の各
前端部には、正面視にて左右対称形状とされた２個の装飾部品３３８Ａ、３３８Ｂがそれ
ぞれ取り付けられる。
【００６８】
　取付ベース３００の右側に配置された支点ピン３２２の後部には、アーム３２８の上端
部に形成された円形孔３３０が挿入され、このアーム３２８の下端部に形成された円形孔
３３２に、ネジ３３４によって取り付けられる物体３４０は、アーム３２８を介して支点
ピン３１６に吊り下げられる。
【００６９】
　また、支点ピン３１６及び移動ピン３２０の各後部には、背面視にて左右対称形状とさ
れた２個の装飾部品３３９Ａ、３３９Ｂがそれぞれ挿通され、各ピンの後端部に、抜け止
め用のＥリング３３６が嵌着されることにより、装飾部品３３９Ａ、３３９Ｂが固定され
る。
【００７０】
　これにより、移動アーム３０２が取付ベース３００に当接した状態の下降位置では、装
飾部品３３８Ａ、３３８Ｂ及び装飾部品３３９Ａ、３３９Ｂは、先端側を下方に向けられ
た垂れ下がった状態となる（図９及び図１０参照）。また、移動アーム３０２が圧縮コイ
ルスプリング３１４のバネ力に抗して上方へ移動すると、それに伴い移動ピン３２６も上
方へ移動し、装飾部品３３８Ａ、３３８Ｂ及び装飾部品３３９Ａ、３３９Ｂは、支点ピン
３２２を中心に先端側を上昇させる方向へ回動して広がった状態となる（図１１及び図１
２参照）。
【００７１】
　可動体ユニット２５０は以上の構成とされており、次に、この可動体ユニット２５０の
可動体２６２を伸縮させ、装飾部品３３８Ａ、３３８Ｂ、３３９Ａ、３３９Ｂを回動動作
させる駆動ユニット３５０について説明する。
【００７２】
　図７に示されるように、駆動ユニット３５０は、前後方向に２分割されるベース３５２
（後側）とカバー３５４（前側）、ベース３５２及びカバー３５４内に回転可能に収容さ
れるリール３５６、リール３５６に一端が固定されて巻き掛けられるコイルスプリング３
５８、リール３５６を回転駆動させるステッピングモータ３６０、ステッピングモータ３
６０のモータ軸４４２とリール３５６の間に取り付けられる円板３６２、円板３６２の回
転位置を検出する検出センサユニット３６４、ステッピングモータ３６０及び検出センサ
ユニット３６４をベース３５２に取り付けるための取付板３６６を備えている。
【００７３】
　ベース３５２には、前面が略円形に開口された空洞部３７０が設けられており、その空
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洞部３７０にリール３５６が収容される。空洞部３７０を構成する円形状の後壁３７２に
は、中央部に円形孔３７４が形成され、円形孔３７４の右側に、上方へ向けて直線状に延
出されるとともに、上端部が開口されたリンク棒ガイド溝３７６が凹設されている。この
リンク棒ガイド溝３７６には、開口を通して、前述の蓋２１６に連結されたリンク棒２２
６が挿入される。
【００７４】
　空洞部３７０の下端部からは、右方向へ延出されつつ、途中から上方へ向けて円弧状に
屈曲されたスプリングガイド溝３７８が凹設されており、スプリングガイド溝３７８の上
端部には、上下方向に貫通する円筒状のスプリングガイド筒３８０が設けられている。
【００７５】
　また、ベース３５２の前面における上部及び左右側部の３箇所には、カバー取付用ボス
３８２が設けられており、後面における左右側部の２箇所には、取付板取付用ボス３８４
が突設されている（図７では１箇所不図示）。さらに、これら２本の取付板取付用ボス３
８４の基部には、駆動ユニット３５０を下ケース２０２Ａに固定するためのユニット固定
部３８６がそれぞれ設けられている（図７では１箇所不図示）。
【００７６】
　ベース３５２の空洞部３７０に収容されるリール３５６は、軸心部の前面に回転軸３８
８が突設され、軸心部の後面に、円板３６２が嵌め入れられる円板取付用ボス３９０（図
８参照）が突設されており、外周面には周溝３９２が形成されている。この周溝３９２の
所定位置には、コイルスプリング３５８の一端に設けられたフック３９４がネジ３９６に
よって固定され、コイルスプリング３５８は、図６に示されるように、リール３５６の右
側に配置される。
【００７７】
　図８に示されるように、リール３５６の後面には周リブ３９８が突設されている。周リ
ブ３９８は、リール３５６の周方向に沿った３／４周程度が、リール後面の周縁部近傍に
配置された円弧状部３９８Ａとされ、円弧状部３９８Ａの一端部からは、軸心側へ屈曲さ
れて円板取付用ボス３９０の近傍まで略直線状に延出された直線状部３９８Ｂとされてお
り、それら円弧状部３９８Ａ及び直線状部３９８Ｂの外周面がカム面とされている。
【００７８】
　ベース３５２の前面に取り付けられるカバー３５４は、後面（内壁面）に、ベース３５
２への取付状態で円形孔３７４と同軸的に配置され、リール３５６の回転軸３８８が回転
可能に挿入されて軸支する軸孔４００が形成されており、更に、スプリングガイド溝３７
８との対応位置には、後面の下端部から右方向へ延出されつつ、途中から上方へ向けて円
弧状に屈曲されたスプリングガイド溝４０２が凹設されている。また、カバー３５４の上
部及び左右側部の３箇所には、カバー取付用の取付孔４０４が形成されている。
【００７９】
　ベース３５２の後面側に配置される円板３６２は、前面の軸心部に、リール３５６の円
板取付用ボス３９０（図８参照）が内挿されて嵌め込まれる大径ボス４０６が突設され、
後前面の軸心部に、ステッピングモータ３６０のモータ軸４４２が嵌め入れられる小径ボ
ス４０８が突設されており、外周縁に、扇状に切り欠かれた切り欠き４１０が形成されて
いる。
【００８０】
　そして、リール３５６は、図７に示す向きでベース３５２の空洞部３７０に収容される
とともに、円板取付用ボス３９０に、円板３６２の大径ボス４００が嵌め込まれてベース
３５２の円形孔３７４に位置合わせされる。リール３５６の外周面（周溝３９２）に固定
されたコイルスプリング３５８は、空洞部３７０の下端部からスプリングガイド溝３７８
に嵌め込まれて右側へ延出されつつ、スプリングガイド溝３７８に沿って弾性変形により
上方へ円弧状に屈曲し、スプリングガイド筒３８０に挿通されて先端側が上方へ突出され
る。
【００８１】
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　さらに、このリール３５６を収容したベース３５２の前面にカバー３５４が重ね合わせ
られ、カバー３５４は、軸孔４００にリール３５６の回転軸３８８が挿入されて軸支する
とともに、スプリングガイド溝４０２によって、ベース３５２のスプリングガイド溝３７
８との間にコイルスプリング３５８を保持し、３箇所の取付孔４０４が３本のネジ４１２
によってベース３５２の３箇所のカバー取付用ボス３８２に取り付けられる。
【００８２】
　また、ベース３５２のリンク棒ガイド溝３７６に挿入されたリンク棒２２６は、図８（
Ｂ）に示されるように、回転ローラ２３８とガイド軸２３４との間の隙間に、リール３５
６後面の周リブ３９８における円弧状部３９８Ａの開放端部（直線状部３９８Ｂの反対側
の端部）から周リブ３９８が嵌め込まれ、回転ローラ２３８が周リブ３９８のカム面（外
周面）に乗り上げるとともに、ガイド軸２３４が周リブ３９８の内周面に略接触する。
【００８３】
　これにより、リール３５６が正面視にて時計方向に回転すると、コイルスプリング３５
８は、リール３５６の外周面に倣い弾性変形により円弧状に屈曲されつつ周溝３９２に嵌
め入れられてリール３５６に巻き取られる。一方、リンク棒２２６は、回転ローラ２３８
が周リブ３９８の円弧状部３９８Ａ上を転がっている間はその位置に保持され（図８（Ｂ
）の状態）、リール３５６の所定角度の回転移動によって円弧状部３９８Ａから直線状部
３９８Ｂに移ると、それに伴い下降する（図８（Ａ）の状態）。
【００８４】
　また、この状態から、リール３５６が逆転（正面視にて反時計方向に回転／図８（Ａ）
の矢印ＲＴ方向）すると、リール３５６に巻き取られていたコイルスプリング３５８は送
り出され（図８（Ａ）の矢印ＦＷ方向）、リンク棒２２６は、回転ローラ２３８が周リブ
３９８の直線状部３９８Ｂから円弧状部３９８Ａに移るのに伴い上昇し（図８（Ａ）の矢
印ＵＰ方向）、回転ローラ２３８が周リブ３９８の円弧状部３９８Ａ上を転がっている間
はその位置に保持される。
【００８５】
　ベース３５２の後面側における円板３６２の下側には、検出センサユニット３６４が配
置され、この検出センサユニット３６４は、ベース３５２及びその後面側に取り付けられ
る取付板３６６によって保持され固定される。
【００８６】
　検出センサユニット３６４は、基板４１４の上面における略中央部に、一対の投受光部
を備える２個の検出センサ４１６Ａ、４１６Ｂが隣接して実装されており、他に、コンデ
ンサ４１８や、配線が接続されるコネクタ４２０といった電気部品も実装されている。
【００８７】
　そして、この検出センサユニット３６４は、基板４１４の後縁が、取付板３６６の前面
における左右側端部に設けられた一対の断面コ字状の突起部４２２の間に嵌め込まれ、基
板４１４の前縁が、ベース３５２の後面に同様に設けられた一対の断面コ字状の突起部（
図示省略）の間に嵌め込まれるとともに、取付板３６６の左上及び右上の角部に形成され
た２個の取付孔４２４が２本のネジ４２６によってベース３５２の２箇所の取付板取付用
ボス３８４に取り付けられることにより、ベース３５２と取付板３６６に保持されて円板
３６２の下方位置に固定される。また、その取付状態では、円板３６２の周縁部に検出セ
ンサ４１６Ａ、４１６Ｂの各投受光部（凹部）が配置される。
【００８８】
　取付板３６６後面の下部における左右側端部には、駆動ユニット３５０を下ケース２０
２Ａに固定するためのユニット固定部４２８がそれぞれ設けられており（図７では１箇所
不図示）、この取付板３６６の後面にはステッピングモータ３６０が取り付けられる。
【００８９】
　ステッピングモータ３６０は、モータ本体４３０の前面に突設されたボス４３２が、取
付板３６６の円形孔４３４に嵌め入れされて位置決めされ、モータ本体４３０前面の左右
側端縁に突設された２箇所の取付部４３６が、２本のネジ４３８によってベース３５２の
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２箇所のモータ取付用ボス４４０に取り付けられる。また、その取付状態では、ボス４３
２と同軸的に配置されて前方へ突出されたモータ軸４４２の断面Ｄ字状に形成された先端
部が、円板３６２の小径ボス４０８に嵌め入れられる。
【００９０】
　駆動ユニット３５０は以上の構成とされ、この駆動ユニット３５０は、スプリングガイ
ド筒３８０から上方へ突出されたコイルスプリング３５８の先端側が、可動体ユニット２
５０の設けられた可動体２６２の内筒体２９０内に挿入され、先端部３５８Ａがスプリン
グ押さえ３１８の下端面に固着される。その連結状態で、４箇所のユニット固定部３８６
、４２８（図６及び図７では２箇所不図示）が、下ケース２０２Ａの４本の固定用ボス２
１２に４本のネジ４４４で取り付けられることにより、下ケース２０２Ａの底面上におけ
る左側に固定される。続いて、可動体ユニット２５０が下ケース２０２Ａの底面上におけ
る略中央部の前側に固定されて、駆動ユニット３５０に隣接配置されると、スプリングガ
イド筒３８０が可動体２６２の下方に同軸的に配置されるとともに、スプリングガイド筒
３８０から上方へ突出されたコイルスプリング３５８の先端側が可動体２６２の内筒体２
９０と同軸的に配置される。
【００９１】
　そして、これらの駆動ユニット３５０及び可動体ユニット２５０が取り付けられた下ケ
ース２０２Ａに上ケース２０２Ｂを被せつつ、前述したようにリンク棒２２６をリンク棒
ガイド溝３７６に挿入して回転ローラ２３８をリール３５６の周リブ３９８上にセットし
、下ケース２０２Ａ及び上ケース２０２を一体化することにより、役物装置２００が組み
立てられる。
【００９２】
　（制御系の構成）
　次に、図１３を用いてパチンコ機１０の制御系について説明する。図１３に示されるよ
うに、本実施形態に係るパチンコ機１０の制御系は、主制御部１５０を中心として構成さ
れている。主制御部１５０には、遊技に関する基本的なプログラムが記憶されており、こ
の主制御部１５０からの命令信号に基づいて、各部の動作が制御されるようになっている
。
【００９３】
　主制御部１５０には、始動口１１０への入賞球を検出する始動入賞センサ（第１種始動
口入賞センサ）１８０、普通入賞口である通過ゲート１１８への入賞球を検出する通過ゲ
ート入賞センサ１８４、大入賞口１１４への入賞球を検出する大入賞口センサ１８６、遊
技仕様に応じて大入賞口１１４内に設けられたＶゾーンへの入賞球を検出するＶゾーンセ
ンサ１８８、役物装置２００の検出センサユニット３６４に設けられて円板３６２の回転
位置（原点位置及び動作完了位置）を切り欠き４１０を介して検出する検出センサ４１６
Ａ、４１６Ｂがそれぞれ接続されており、これらの各センサは、入賞球の検出時、円板３
６２の回転における切り欠き４１０の検出時にその検出信号を主制御部１５０へ出力する
。
【００９４】
　さらに、主制御部１５０には、始動口（始動入賞装置）１１０に設けられた電動チュー
リップを作動させる普通電動役物ソレノイド１７４、大入賞口１１４の開閉扉１１６を開
放／閉塞させる大入賞口ソレノイド１７５、保留ランプ１７６、及び、役物装置２００の
駆動ユニット３５０に設けられたステッピングモータ３６０がそれぞれ接続されており、
これらの各電気部品は、主制御部１５０からのポート出力により直接制御される。
【００９５】
　ここで、遊技球が通過ゲート１１８を通過すると、これを通過ゲート入賞センサ１８４
で検出することで、主制御部１５０が所定数の賞球払い出し動作を実行する。
【００９６】
　また、遊技球が始動口１１０に入賞すると、これを始動入賞センサ１８０で検出するこ
とで特別図柄の当たり／外れの抽選（以下「特図抽選」と呼ぶ場合がある）が主制御部１
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５０にて実行され、この特図抽選の結果が当たりとなった場合は、通常遊技状態から特別
遊技状態へ遊技状態が移行するように主制御部１５０にて制御する。なお、この当たりに
ついては、通常の当たりと、特別遊技状態の終了後に次の当たり確率がアップする確率変
動当たりが設けられている。
【００９７】
　また、主制御部１５０からは盤用外部端子１９０を介してホールコンピュータへ遊技の
進行状態を示す情報（始動入賞信号や大当たり信号、図柄確定回数信号）が送信される。
【００９８】
　さらに、主制御部１５０には、演出制御部１５２と、払出制御部１５４とがそれぞれ接
続されており、これらの制御部は、主制御部１５０からのコマンド送信により制御される
。
【００９９】
　演出制御部１５２には、図柄制御部１５６を介して特別図柄表示装置１０６が接続され
ている。また、演出制御部１５２は、遊技盤１００の各種遊技部品に設けられた照明演出
用の発光素子１２６、並びに、ガラス枠２６に設けられた照明演出用の表示灯１４２及び
エラー用の表示灯１４４の点灯、消灯、及び点滅を制御し、さらに、ガラス枠２６前面に
設けられたスピーカー１４６Ｌ、１４６Ｒを作動させて効果音等の出力を制御する。
【０１００】
　この演出制御部１５２に制御される特別図柄表示装置１０６には、特図抽選の結果を報
知するための図柄変動パターンの演出映像が表示され、スピーカー１４６Ｌ、１４６Ｒか
らはその図柄変動パターン演出時のＢＧＭが出力される。これにより、遊技者は、視覚及
び聴覚を通じて、特図抽選の結果に対応した演出図柄による演出を楽しむことができる。
なお、保留ランプ１７６による表示内容は、この特別図柄表示装置１０６で表示するよう
にしてもよい。
【０１０１】
　図柄変動パターンには、特別図柄変動パターン及び演出図柄変動パターンがあり、双方
共に特図抽選の結果を報知するものであるが、特別図柄変動パターンは予め定められた変
動及び停止を行い特図抽選の結果を所定時間経過後に正式に報知する性質のものであるの
に対し、演出図柄変動パターンはその特図抽選の結果を報知するまでの過程に演出を加味
し、当たり／外れかに一喜一憂させながら報知する性質のものである。
【０１０２】
　したがって、本実施形態のパチンコ機１０では、特別図柄表示装置１０６の表示画面に
おける上部側に設けた大面積の画面領域に演出図柄変動パターンを表示し、特別図柄変動
パターンは、例えば表示画面の下端部に設けた小面積の画面領域に形式的に表示するよう
にしている。
【０１０３】
　ここで、特図抽選の結果が「当たり」となり、特別図柄表示装置１０６における図柄変
動パターン演出並びにスピーカー１４６Ｌ、１４６ＲからのＢＧＭ出力によって、そのこ
とを報知し終えると、特別遊技状態である大当たり処理が実行される。
【０１０４】
　この大当たり処理は、大入賞口１１４が所定回数（ラウンド）開放するものであり、１
ラウンドの開放時間は約３０秒とされ、この間に最大１０個の遊技球が入賞可能となる。
すなわち、時間制限である３０秒、或いは数制限である１０個の何れか一方が先に満足さ
れると、そのラウンドは終了となり、Ｖゾーンを設けた遊技仕様の場合には、現在のラウ
ンドを遊技中に大入賞口１１４内のＶゾーンへの入賞があった場合に、次のラウンドへ移
行することが約束される。また、Ｖゾーンを省いた遊技仕様であれば、単純に所定個数の
入賞カウントを行い、次ラウンドに移行する。
【０１０５】
　このため、特別遊技状態では、通常遊技状態よりも短期間で多くの入賞が期待され、遊
技者にとって有利な遊技状態とすることができる。
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【０１０６】
　また、前述したように、特別図柄表示装置１０６において、図柄変動パターン演出を実
行中に新たに始動口１１０に入賞した場合、並びに大当たり処理中に始動口１１０に入賞
した場合、保留ランプ１７６の点灯数がその入賞数に応じて最大４個まで増える。
【０１０７】
　一方、前回の図柄変動パターン演出が終了する、或いは大当たり処理が終了すると、特
別図柄表示装置１０６では、保留分の特図抽選結果を報知するために、新たな図柄変動パ
ターン演出が開始される。これに伴い、保留ランプ１７６が１個消灯し、保留分の消化を
遊技者に報知する。
【０１０８】
　また、払出制御部１５４には、払出装置１６０及び発射制御部１６４が接続され、発射
制御部１６４には発射装置４０が接続されている。この払出制御部１５４は、パチンコ機
１０内に設けられた払出装置１６０を作動させて、賞球又は貸し球の払い出し及び停止動
作と払出数を制御する。また、発射制御部１６４は、遊技者による発射ハンドル３９の操
作により発射装置４０を作動させて、遊技球の発射開始、及び、発射ハンドル３９の操作
量に応じた発射力を制御する。
【０１０９】
　さらに、払出制御部１５４では、枠用外部端子１９１を介して払出情報をホールに設置
されたホールコンピュータへ送信するようになっている。
【０１１０】
　（センター役物の動作）
　次に、役物装置２００の可動体２６２による演出動作について説明する。
【０１１１】
　パチンコ機１０による遊技では、通常は、図９及び図１０（Ａ）、（Ｂ）に示されるよ
うに、役物装置２００の可動体２６２が収縮（最短）状態とされることで、可動体２６２
、装飾部品３３８Ａ、３３８Ｂ、３３９Ａ、３３９Ｂ、及び物体３４０はケース２０２内
に収容されるとともに、蓋２１６が閉塞されて隠されている。また。この状態では、コイ
ルスプリング３５８がリール３５６の外周面（周溝３９２）に１周近く巻き取られており
（図８（Ａ）参照）、円板３６２の切り欠き４１０が検出センサユニット３６４における
検出センサ４１６Ａ側に位置して、検出センサ４１６Ａにより円板３６２の位置（原点位
置）が検出されている。そして、遊技においては、主制御部１５０が特別図柄の抽選結果
に基づいてステッピングモータ３６０を制御し、可動体２６２の伸縮動作を制御する。
【０１１２】
　例えば、リーチが発生した場合（例えば「７＊７」）や、遊技者に特典を与える可能性
があることの予告を行う場合等に、主制御部１５０に制御されてステッピングモータ３６
０が駆動し、リール３５６を正面視にて反時計方向（図８（Ａ）の矢印ＲＴ方向）に回転
させる。すると、リール３５６に巻き取られていたコイルスプリング３５８が送り出され
て（図８（Ａ）の矢印ＦＷ方向）、可動体２６２が上方へ伸張され、回転ローラ２３８が
周リブ３９８の直線状部３９８Ｂから円弧状部３９８Ａに移るのに伴いリンク棒２２６が
上昇して（図８（Ａ）の矢印ＵＰ方向）、蓋２１６が開放される。また、リンク棒２２６
の回転ローラ２３８が周リブ３９８の円弧状部３９８Ａ上を転がっている間は（図８（Ｂ
）の状態）、蓋２１６が開放位置に保持され、ケース２０２内に収容されていた可動体２
６２や、各装飾部品及び物体３４０は、上ケース２０２Ｂの開口２１４を通し（図６参照
）、図３に示されるように、遊技盤１００のセンター飾り１０５内に露出され、特別図柄
表示装置１０６の表示画面に沿って上昇する。
【０１１３】
　そして、リール３５６及び円板３６２が１周弱回転し、円板３６２の切り欠き４１０が
検出センサユニット３６４の検出センサ４１６Ｂに検出されると、その検出信号が主制御
部１５０に送信され、主制御部１５０はステッピングモータ３６０の駆動を停止する。こ
れにより、可動体２６２の伸長が停止し、可動体２６２は、図１１及び図１２（Ａ）、（
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Ｂ）に示される伸長（最長）状態に保持され、図３に示されるように、可動体２６２、各
装飾部品及び物体３４０が特別図柄表示装置１０６の表示画面に重なって配置される。
【０１１４】
　また、主制御部１５０は、可動体２６２を伸長状態に所定時間維持させた後、ステッピ
ングモータ３６０を逆方向へ駆動して、リール３５６を正面視にて時計方向に回転させる
。すると、コイルスプリング３５８がリール３５６に巻き取られて可動体２６２が下方へ
収縮し、可動体２６２、各装飾部品及び物体３４０は、特別図柄表示装置１０６の表示画
面に沿って下降し、ケース２０２内に収容される。また、回転ローラ２３８が周リブ３９
８の円弧状部３９８Ａから直線状部３９８Ｂに移るのに伴いリンク棒２２６が下降して蓋
２１６が閉塞され、可動体２６２、各装飾部品及び物体３４０は隠蔽される。そして、リ
ール３５６及び円板３６２が元の位置（原点位置）に戻り、円板３６２の切り欠き４１０
が検出センサユニット３６４の検出センサ４１６Ａに検出されると、その検出信号が主制
御部１５０に送信され、主制御部１５０はステッピングモータ３６０の駆動を停止する。
【０１１５】
　このように、本実施形態の役物装置２００では、可動体２６２の伸縮によって演出動作
が行われる。
【０１１６】
　（パチンコ機の遊技仕様）
　パチンコ機１０による遊技では、遊技者が発射ハンドル３９を操作すると、一体皿３０
の球皿部３４に貯えられている遊技球は球送り装置により一球づつ発射装置４０に供給さ
れ、発射装置４０によって上方へ発射される（図２参照）。発射された遊技球ＰＢは、外
レール１０２に沿って遊技盤１００の遊技領域１０１に打ち込まれ、遊技釘に当たり方向
を変えながら遊技領域１０１内を落下する。そして、入賞せずに遊技領域１０１の下端部
に至った遊技球はアウト口１２４からパチンコ機１０内に回収される。
【０１１７】
　また、遊技球が通過ゲート１１８を通過すると、払出装置１６０が作動して所定数（例
えば５個）の賞球を払い出し、その払い出された賞球は、球排出口４６から一体皿３０の
球皿部３４に排出される。
【０１１８】
　また、始動口１１０へ入賞すると、主制御部１５０において特別図柄の当たり／外れの
抽選処理が実行され、その抽選結果は、特別図柄表示装置１０６の表示画面に、配列され
た３個の特別図柄（演出図柄）が所定のパターンで変動されその変動パターンを経た停止
図柄の組み合わせによって表示される。なお、特別図柄表示装置１０６に表示される図柄
変動パターンの演出映像には、例えば、リーチを経た当たり図柄の表示又は外れ図柄の表
示、あるいはリーチなしの外れ図柄表示など、様々な演出や趣向を加味した数多くのパタ
ーンが用意されており、遊技者は、それらの演出を受け特別図柄の抽選結果を期待感も持
って観察する。さらに、上述したように、リーチ発生時や特典付与の予告時等には、役物
装置２００の可動体２６２の伸張動作による装飾部品や物体３４０の登場演出が行われ、
遊技者は、それらの演出を受け遊技に対する興趣が高められる。
【０１１９】
　そして、特別図柄の抽選結果が「当たり」となった場合は、特別図柄表示装置１０６の
表示画面に、例えば「４４４」等の予め定められた所定の当たり図柄の組み合わせが表示
されるとともに、照明演出用の表示灯１４２の点滅やスピーカー１４６Ｌ、１４６Ｒから
の効果音出力などによる演出を加えて、大当たりが発生したことを遊技者に報知し、所定
の大当たり動作を実行する。
【０１２０】
　大当たり動作としては、開閉扉１１６の開閉動作によって大入賞口１１４が例えば１０
カウント（入賞個数）又は最大３０秒間（１回の開放時間）／最高１６ラウンド（継続回
数）開放されるとともに、大入賞口１１４内にＶゾーンを設けた遊技仕様の場合には、１
回の大入賞口１１４開放時にＶゾーンへの入賞を果たすことで次ラウンドを継続するとい
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った動作が行われる。これにより、遊技者は、発射した遊技球を大入賞口１１４へ容易に
入賞させ、例えば入賞１個当たり１５個の払い出しを受けるなどして、大量の賞球を獲得
できるようになる。またこのときは、払出装置１６０が作動して所定数の賞球を払い出し
、その払い出された賞球は、球排出口４６から一体皿３０の球皿部３４に排出される。
【０１２１】
　また、当たり図柄が、例えば「７７７」等の予め定められた特定の図柄の組み合わせと
なった場合には、上述した大当たり動作の終了後に、次の大当たり確率がアップする「確
率変動機能」、あるいは大当たり確率は変わらないが、抽選結果の表示に掛かる時間を短
縮して球持ちをよくする「時短機能」といった付加機能が作動して、遊技者にとって有利
な遊技状態が展開される。
【０１２２】
　以上説明したように、本実施形態では、遊技球ＰＢを用いて遊技が行われるパチンコ機
１０の遊技盤１００上で、遊技において役物装置２００が可動体２６２を伸縮させること
により、興趣の高い演出が行われる。また、この可動体２６２を伸縮させる駆動機構は、
リール３５６とコイルスプリング３５８によって実現できるため、構成の簡素化及び小型
化を図ることができる。
【０１２３】
　またここでは、可動体２６２の収縮位置（最短位置）及び伸長位置（最長位置）が、円
板３６２及び検出センサユニット３６４によるリール３５６の回転位置の検出によって把
握され、その検出情報に基づいて主制御部１５０がステッピングモータ３６０を駆動制御
することにより、可動体２６２の伸縮動作が制御される。このように、検出手段（円板３
６２及び検出センサユニット３６４）によるリール３５６の回転位置の検出情報に基づい
て、可動体２６２の伸縮動作が制御可能となるため、制御系の構成も簡素化される。
【０１２４】
　また、本実施形態では、同軸に多重配置された３本の筒体（外筒体２７０、中筒体２８
０、内筒体２９０）からなる可動体２６２は、コイルスプリング３５８の移動に伴い、コ
イルスプリング３５８の先端部３５８Ａが固定された内筒体２９０が軸方向へ移動される
とともに、装飾カバー２５２に支持された外筒体２７０が軸方向に摺動し、各筒体が軸方
向へ摺動して相対移動することにより伸縮する。このような複数の筒体によって、軸方向
へ伸縮する筒状の可動体２６２を実現することができ、この構成であれば、例えば最大伸
張量を大きくする場合などに、筒体の数や各筒体の軸方向長さを変更するだけで容易に対
応することができる。
【０１２５】
　また、本実施形態では、可動体２６２が収縮状態のときはケース２０２に収容されて隠
蔽され、演出のために伸長するときに、ケース２０２の開口２１４を通して外部（遊技盤
面上）へ露出され、遊技者に視認される。このように、通常は可動体２６２を隠しておき
、演出を行うときのみ遊技盤面上に出現させることで、演出動作を目視する遊技者に対し
て意外性や視覚的に強いインパクトが与えられるようになり、更に興趣の高い演出を行う
ことができる。
【０１２６】
　また、本実施形態では、遊技盤１００に設けられた特別図柄表示装置１０６の下方に隣
接させて役物装置２００を配置するとともに、その特別図柄表示装置１０６の表示画面に
沿って可動体２６２を伸縮させ演出を行うことにより、特別図柄表示装置１０６を目視す
る遊技者に対して、可動体２６２が表示画像に重なるという視覚的なインパクトが与えら
れるようになり、更に興趣の高い演出を行うことができる。さらに、この特別図柄表示装
置１０６に表示される演出動画等に連動して、役物装置２００の可動体２６２を伸縮させ
演出を行うこととも可能であり、それらの相乗効果によって演出性が更に高められる。
【０１２７】
　また、伸縮可能な可動体については、上記のような複数の筒体によるものに限らず、他
にも１つの筒体等によって構成することもできる。
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【０１２８】
　図１４には、１つの筒体によって構成された可動体の変形例が示されており、図示のよ
うに、本変形例に係る可動体は、合成樹脂板や金属板などの弾性変形可能な板材を螺旋状
に形成した１つの筒体４５０によって構成されている。この筒体４５０は、基端部４５０
Ａが例えば前述の装飾カバー２５２に内挿されて固定されることにより支持され、先端部
４５０Ｂに取り付けられた取付ベース３００を介してコイルスプリング３５８の先端部が
固定されて、役物装置に搭載される。これにより、コイルスプリング３５８が移動すると
、それに伴い筒体４５０が軸方向へ弾性変形し、可動体は例えば図１４（Ａ）に示す収縮
状態、及び、図１４（Ｂ）に示す伸張状態の間で伸縮する。
【０１２９】
　このように、弾性変形可能な螺旋状の筒体４５０によって、軸方向へ伸縮する筒状の可
動体を形成することも可能であり、この１つの筒体４５０からなる可動体であれば構成を
簡素化することができる。また、この筒体４５０を例えばバネ力を有する螺旋状の板バネ
（発条体）により、自然状態（無負荷状態）では図１４（Ａ）に示す収縮形状、あるいは
、図１４（Ｂ）に示す伸張形状となるよう形成した場合には、伸縮において自然状態に戻
る方向へ変形する際に、筒体４５０のバネ力の作用により、駆動源（ステッピングモータ
３６０）に掛かる負荷を低減することができる。
【０１３０】
　以上、本発明を上述した特定の実施形態により詳細に説明したが、本発明はそれに限定
されるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の形態が実施可能である。
【０１３１】
　例えば、上述の実施形態では、役物装置２００を特別図柄表示装置１０６の下方に隣接
配置し、可動体２６２を上下方向へ伸縮（下方から上方へ伸張）させる場合で説明したが
、役物装置２００の配置や可動体２６２の伸縮方向はこれに限らず、役物装置２００につ
いては特別図柄表示装置１０６の上方や左右に隣接配置してもよく、可動体２６２につい
ては、上方から下方へ伸張又は左右方向へ伸縮させるようにしてもよい。
【０１３２】
　また、可動体２６２の駆動手段に、上述したようなステッピングモータ３６０を用いる
場合には、ステッピングモータ３６０の回転制御（ステップ数のカウント）によって、原
点位置検出を基準とした可動体２６２の最長位置での停止や途中位置での停止、あるいは
、途中で伸縮動作を繰り返し行うなどの伸縮動作の制御も可能であり、それによって、演
出性を向上させることができる。また、上述の実施形態では、円板３６２及び検出センサ
ユニット３６４からなる検出手段によって、リール３５６の回転位置を検出することによ
り、可動体２６２の収縮位置（最短位置）及び伸長位置（最長位置）を把握しているため
、ステッピングモータに代えて安価なＤＣモータ等を用いても、可動体２６２の伸縮動作
が制御可能である。さらに、ＤＣモータを用いる場合でも、上述したように、原点位置と
最長位置との距離をリール１回転以内に設定し、それら両端位置を検出して通電時間を制
御パラメータとすれば、上記のような可動体２６２の伸縮動作の制御も可能である。
【０１３３】
　また、上述の実施形態では、ケース２０２に収容された収縮状態の可動体２６２、及び
装飾部品は、上ケース２０２Ｂの開口２１４が蓋２１６によって閉塞されることにより、
完全に隠される構成としているが、このような蓋２１６を用いずに、可動体２６２及び装
飾部品が単にケース２０２内に収容されることで隠される構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】図１のパチンコ機における内枠、ガラス枠、及び遊技盤を示す正面側から見た斜
視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る遊技盤を示す正面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る遊技盤を示す側面図である。
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【図５】本発明の一実施形態に係る遊技盤を示す背面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る役物装置の分解状態を示す分解斜視図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る役物装置に設けられた駆動ユニットの分解状態を示す
分解斜視図である。
【図８】（Ａ）、（Ｂ）は本発明の一実施形態に係るリールに設けられた周リブの形状と
、リールの回転に伴うコイルスプリング及びリンク棒の動作を説明する説明図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る役物装置に設けられた可動体が収縮した状態を示す斜
視図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る役物装置に設けられた可動体が収縮した状態を示す
（Ａ）が正面図、（Ｂ）が側面図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る役物装置に設けられた可動体が伸長した状態を示す
斜視図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る役物装置に設けられた可動体が伸長した状態を示す
（Ａ）が正面図、（Ｂ）が側面図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係るパチンコ機の制御系の概略構成を示すブロック図で
ある。
【図１４】本発明の変形例に係る可動体の（Ａ）は収縮状態を示す斜視図、（Ｂ）は伸張
状態を示す斜視図、（Ｃ）は（Ｂ）よりも更に伸張させて内部のコイルスプリングを見せ
た状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１３５】
１０   パチンコ機（遊技機）
１００ 遊技盤
１００Ａ      盤面
１０６ 特別図柄表示装置（画像表示手段）
２００ 役物装置
２０２ ケース（ケース部材）
２０２Ａ      下ケース
２０２Ｂ      上ケース
２１４ 開口
２５２ 装飾カバー（支持部材）
２６２ 可動体
２７０ 外筒体（複数の筒体／外筒体）
２８０ 中筒体（複数の筒体）
２９０ 内筒体（複数の筒体／内筒体）
３５６ リール（回転体）
３５８ コイルスプリング（線状弾性部材）
３５８Ａ      先端部
３６０ ステッピングモータ（駆動手段）
３６２ 円板（検出手段）
３６４ 検出センサユニット（検出手段）
３９２ 周溝（外周面）
３９４ フック（基端部）
４１６Ａ      検出センサ
４１６Ｂ      検出センサ
４５０ 筒体
４５０Ａ      基端部
４５０Ｂ      先端部
ＰＢ   遊技球（遊技媒体）
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