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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押ボタンを上下動自在に支持すると共に該押ボタンを付勢部材により上向きに付勢し、
該押ボタンを押操作して該押ボタンを該付勢部材の弾性に抗して下動させることによりス
イッチが作動する遊技機用押ボタンスイッチにおいて、押操作した押ボタンが下動する途
中で該押ボタンに係合することにより該押ボタンの上動のみが阻止されるようにする係合
手段を設けると共に、該係合手段と該押ボタンとの係合を解除させる電動アクチュエータ
を設け、該電動アクチュエータを作動させることにより前記付勢部材の弾性により該押ボ
タンが突出するようにしたことを特徴とする遊技機用押ボタンスイッチ。
【請求項２】
　押ボタンを上下動自在に支持すると共に該押ボタンを付勢部材である第１スプリングに
より上向きに付勢し、該押ボタンを押操作して該押ボタンを該第１スプリングの弾性に抗
して下動させることによりスイッチが作動する遊技機用押ボタンスイッチにおいて、押ボ
タンに係合部を形成し、押ボタンと直交する方向に進退動するように電動アクチュエータ
であるソレノイドの作動杆に係合片を設け、前記係合部と前記係合片との対向面はいずれ
かまたは双方を斜面状に形成し、該係合片が該係合部と係合し得るように該係合片を弾性
的に進出させる第２の付勢部材である第２スプリングを設け、押操作した押ボタンが下動
する途中で該係合部が該係合片の対向面を押圧することで該係合片が第２スプリングの弾
性に抗して退動しその後に該係合片が該第２スプリングの弾性により該係合部に係合して
押ボタンの上動のみが阻止されるようにすると共に、前記ソレノイドを励磁することで第
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２スプリングの弾性に抗して該係合片が後退し該係合片と押ボタンとの係合が解除されて
前記第１スプリングの弾性により該押ボタンが突出するようにしたことを特徴とする遊技
機用押ボタンスイッチ。
【請求項３】
　押ボタンを上下動自在に支持すると共に該押ボタンを付勢部材である第１スプリングに
より上向きに付勢し、該押ボタンを押操作して該押ボタンを該第１スプリングの弾性に抗
して下動させることによりスイッチが作動する遊技機用押ボタンスイッチにおいて、押ボ
タンに係合部を形成し、電動アクチュエータであるソレノイドによって開閉動する一対の
係合片を設け、該係合部と前記係合片との対向面はいずれかまたは双方を斜面状に形成し
、該係合片が該係合部と係合し得るように該係合片を弾性的に閉動させる第２の付勢部材
である第２スプリングを設け、押操作した押ボタンが下動する途中で該係合部が該係合片
の対向面を押圧することで該係合片が第２スプリングの弾性に抗して開動しその後に該係
合片が該第２スプリングの弾性により該係合部に係合して押ボタンの上動のみが阻止され
るようにすると共に、前記ソレノイドを励磁することで第２スプリングの弾性に抗して該
係合片が開動し該係合片と押ボタンとの係合が解除されて前記第１スプリングの弾性によ
り該押ボタンが突出するようにしたことを特徴とする遊技機用押ボタンスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、パチンコ遊技機、アレンジボール機、雀球遊技機、スロットマシン、パロ
ット（商標）遊技機等の遊技機に遊技者が操作し得るように設けられる遊技機用押ボタン
スイッチの構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に遊技機には種々の機能を持った押ボタンが前面に設けられ、遊技者はその押ボタ
ンを適時押操作することにより、高得点を得たり、遊技者にとって優位な状況が招来する
ように構成される。また、この押ボタンにランプを内蔵させ、該ランプを適時点灯させる
ことにより、遊技者に注意を促すよう構成することは一般になされている。
【０００３】
　また例えば、遊技機の一種であるパチンコ遊技機では、下記特許文献１に示されたよう
に、遊技盤面に設けられた図柄変動表示装置がリーチ状態（例えば３列の変動図柄のうち
２列が同一図柄に揃った状態）になると、遊技者がチャンスボタンと称する押ボタンを操
作することにより、図柄の変動時間を短縮させたり、図柄の変動パターンを変更させるこ
とが可能となるようにし、遊技者が遊技画面の進行に影響を与えられるようにすることに
より、遊技に多様性を持たせられるようにしている。
【０００４】
　また、下記特許文献２に示された遊技機の押ボタンスイッチ装置は、押しボタンを内側
可動体と外側可動体とに分割すると共に、両可動体を夫々弾力性の異なるスプリングで支
持することにより、遊技者が押し操作したときの感触が異なるようにしたものである。
【０００５】
　また、下記特許文献３に示された多段式押釦スイッチは、弱い弾力のスプリングと強い
弾力のスプリングとによって押ボタンを支持し、該押ボタンを弱い力で押圧すると第１の
スイッチがオンし、さらに強く押圧すると第２のスイッチもオンするように構成したもの
である。
【特許文献１】特開２００１－３２７７０３号公報
【特許文献２】特開２００３－１０９４６３号公報
【特許文献３】特開平０５－３００９８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　ところで、一般に遊技中の遊技者は、図柄変動表示装置等のディスプレイの状況の変化
を注視しているあまり、他の事項に注意が回らない状況であり、例えば押ボタンが操作可
能な状況になったとしてもその変化に気づかない場合があり、ランプを点灯させることで
その状況を知らしめることはあったとしても、遊技者にインパクトを与えることができな
かったので、遊技性が乏しく面白味に欠けるものであった。
　そこでこの発明は、遊技中の遊技者にも強いインパクトを適時与えることができる遊技
機用押ボタンスイッチを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そのために請求項１に記載した遊技機用押ボタンスイッチの発明は、押ボタンを上下動
自在に支持すると共に該押ボタンを付勢部材により上向きに付勢し、該押ボタンを押操作
して該押ボタンを該付勢部材の弾性に抗して下動させることによりスイッチが作動する遊
技機用押ボタンスイッチにおいて、押操作した押ボタンが下動する途中で該押ボタンに係
合することにより該押ボタンの上動のみが阻止されるようにする係合手段を設けると共に
、該係合手段と該押ボタンとの係合を解除させる電動アクチュエータを設け、該電動アク
チュエータを作動させることにより前記付勢部材の弾性により該押ボタンが突出するよう
にしたことを特徴とする。
　また請求項２に記載した遊技機用押ボタンスイッチの発明は、押ボタンを上下動自在に
支持すると共に該押ボタンを付勢部材である第１スプリングにより上向きに付勢し、該押
ボタンを押操作して該押ボタンを該第１スプリングの弾性に抗して下動させることにより
スイッチが作動する遊技機用押ボタンスイッチにおいて、押ボタンに係合部を形成し、押
ボタンと直交する方向に進退動するように電動アクチュエータであるソレノイドの作動杆
に係合片を設け、前記係合部と前記係合片との対向面はいずれかまたは双方を斜面状に形
成し、該係合片が該係合部と係合し得るように該係合片を弾性的に進出させる第２の付勢
部材である第２スプリングを設け、押操作した押ボタンが下動する途中で該係合部が該係
合片の対向面を押圧することで該係合片が第２スプリングの弾性に抗して退動しその後に
該係合片が該第２スプリングの弾性により該係合部に係合して押ボタンの上動のみが阻止
されるようにすると共に、前記ソレノイドを励磁することで第２スプリングの弾性に抗し
て該係合片が後退し該係合片と押ボタンとの係合が解除されて前記第１スプリングの弾性
により該押ボタンが突出するようにしたことを特徴とする。
　また請求項３に記載した遊技機用押ボタンスイッチの発明は、押ボタンを上下動自在に
支持すると共に該押ボタンを付勢部材である第１スプリングにより上向きに付勢し、該押
ボタンを押操作して該押ボタンを該第１スプリングの弾性に抗して下動させることにより
スイッチが作動する遊技機用押ボタンスイッチにおいて、押ボタンに係合部を形成し、電
動アクチュエータであるソレノイドによって開閉動する一対の係合片を設け、該係合部と
前記係合片との対向面はいずれかまたは双方を斜面状に形成し、該係合片が該係合部と係
合し得るように該係合片を弾性的に閉動させる第２の付勢部材である第２スプリングを設
け、押操作した押ボタンが下動する途中で該係合部が該係合片の対向面を押圧することで
該係合片が第２スプリングの弾性に抗して開動しその後に該係合片が該第２スプリングの
弾性により該係合部に係合して押ボタンの上動のみが阻止されるようにすると共に、前記
ソレノイドを励磁することで第２スプリングの弾性に抗して該係合片が開動し該係合片と
押ボタンとの係合が解除されて前記第１スプリングの弾性により該押ボタンが突出するよ
うにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明の遊技機用押ボタンスイッチによれば、ソレノイド等の電動アクチュエータを
作動させることにより、押ボタンが突出するので、遊技中に適時に強烈なインパクトを与
え押ボタンの存在を遊技者に知らしめることができ、遊技性を向上させる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
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　次にこの発明の実施形態をパチンコ遊技機について説明する。図１はパチンコ遊技機の
正面図で、１は前面ガラスによって覆われ図柄変動表示装置や複数の入賞口，可変入賞装
置等が設けられた遊技盤、２，３はその下方に設けられた上部球受皿と下部球受皿、４は
打球発射用ハンドルである。そして下部球受皿３の一側に前方張出部５が延設され、該前
方張出部５にこの発明に係る押ボタン６が設けられる。
【００１０】
　図２は請求項１および請求項２に係る遊技機用押ボタンスイッチの実施形態を示した斜
視図、図３は分解斜視図、図４は縦断面図、図５～図７は図４の作動状態図である。押ボ
タン６は透光性のプラスチックにより略円筒形に成形され、その上壁面６ａが球面状に成
形され該上壁面６ａ内面に凹凸により文字６ｂが成形されている。また、下端部の外周に
一体にフランジ６ｃが成形され、該フランジの外周縁の一部は直線状に切欠くことにより
係合部７が成形されている。８は略円形のプリント基板、９は略円筒形の摺動案内体で、
該プリント基板８と摺動案内体９とは前記フランジ６ｃの下面にビス１０によって固着さ
れる。該プリント基板８の上面にはＬＥＤランプ１１が設けられている。また、１２は該
プリント基板の一側縁の下面に固着され、投光器と受光器とを向かい合わせに組み合わせ
て設けることにより両者間の光遮断物の有無を検出するスイッチ、１３は該プリント基板
の下面中央に設けられた配線用コネクタである。また、摺動案内体９は略円筒状に成形さ
れ、外周に適宜間隔で縦溝９ａを形成している。９ｂはスイッチ１２との干渉を避けると
共に上記係合部７を露出させるために摺動案内体９に形成された切込である。また、該摺
動案内体９の下面には環状溝９ｃが成形されている。なお、前記フランジ６ｃの外周に下
方折返縁６ｄが形成され、該下方折返縁６ｄ内にプリント基板８が収まるように組み付け
られる。
【００１１】
　２０は上端縁に前記押ボタン６が突出し得るように円形開口２０ａが形成された略円筒
形のプラスチック製ケース体で、該ケース体の内周面に摺動案内リブ２０ｂが形成され、
該摺動案内リブを前記縦溝９ａに遊嵌することにより押ボタン６は該ケース体内に上下動
自在に設けられる。なお、２０ｃは該ケース体の一側に形成された側面開口、２０ｄ，２
０ｅは該ケース体の外周に形成された取付片である。また、２２はケース体２０の底面よ
りビス２３を前記取付片２０ｅに螺合することにより固着されるプラスチック製の底板で
、該底板の上面に成形された環状溝２２ｃに付勢部材である第１スプリング２４を遊嵌し
、該第１スプリングの上端を摺動案内体９に成形された環状溝９ｃに遊嵌することにより
該第１スプリング２４を圧縮状態とし、その弾性復元力により押ボタン６を上向きに付勢
する。これにより図４に示したように該押ボタン６の上部がケース体２０上に大きく突出
し得る。なお、下方折返縁６ｄ内にプリント基板８が収まるように組み付けられることで
、押ボタン６外周の隙間からケース体内に飲料水等が浸入しても該プリント基板８に付着
し作動不良を起こすことがないようにしている。
【００１２】
　また、底板２２の上面には前記スイッチ１２と対峙するように遮断片２２ａが上向きに
突設されている。また、２２ｂは該底板２２の一側に一体に成形された取付台、２５は該
取付台上に水平に固着される電動アクチュエータたるソレノイドで、その作動杆２５ａの
先端に係合手段である係合片２６を固着し、該作動杆２５ａの外周に第２の付勢部材であ
るコイル状の第２スプリング２７を設け、該第２スプリングがソレノイド本体と該係合片
２６との間で弱い圧縮状態となるようにしている。なお、係合片２６の先端部２６ａは先
端縁に向かって下傾する斜面状に形成されている。そして、該ソレノイド２５を取付台２
２ｂ上に固着し、該ソレノイド２５が作動することで該係合片２６が図４に矢印で示した
ように押ボタン６と直交する方向に進退動するようにすると共に、該ソレノイド２５が非
励磁状態であるときは第２スプリング２７の弾性により係合片２６の基部２６ｂがケース
体２０の側面開口２０ｂの上縁に当接し、その状態で該係合片２６の斜面状の先端部２６
ａが押ボタン６の係合部７と対峙し得るようにしている。
【００１３】



(5) JP 4344737 B2 2009.10.14

10

20

30

40

50

　このため、図４に示した状態で遊技者が押ボタン６を押操作して該押ボタンを第１スプ
リング２４の弾性に抗して下動させると、図５に示したように、係合部７が係合片２６の
斜面状の先端部２６ａに当たって該係合片２６を第２スプリング２７の弾性に抗して退動
させ、さらに該押ボタン６が押し下げられると図６に示したように該押ボタン６の下面に
設けられたスイッチ１２の投光器と受光器の間に遮断片２２ａが介在し遮光することにな
るため該スイッチ１２を作動させる。なおこの状態で係合片２６は第２スプリング２７の
弾性により復帰する。即ち、図６に示したように進出状態となる。
　そして、遊技者が押ボタン６から手を離すと、図７に示したように、第１スプリング２
４の弾性により押ボタン６が上動し、進出状態となっている係合片２６の下面に係合部７
が係合することで該押ボタン６の上動がその上動の途中で阻止され、そのとき、図７に示
したように、スイッチ１２の投光器と受光器は遮断片２２ａから離脱した状態となる。こ
のため、この状態で遊技者がまた押ボタン６を押操作すればスイッチ１２を何度も作動さ
せることができる。
【００１４】
　また、図７に示したように、係合片２６の下面に係合部７が係合することで押ボタン６
が完全に上まで突出していないとき（途中まで下動した状態にあるとき）に、ソレノイド
２５を励磁させ係合片２６を第２スプリング２７の弾性に抗して退動させると、該係合片
２６と係合部７との係合が解除され、第１スプリング２４の弾性により図４に示したよう
に押ボタン６が完全に上まで突出する。このため、遊技中に適時にソレノイド２５に電流
を流して励磁させることで、遊技者に押ボタン６の存在を知らしめることができる。例え
ば、遊技中に押ボタン６を押せば特典が得られるチャンスが巡ってきたときに押ボタン６
がこのように大きく突出するようにすれば、遊技者に強烈なインパクトを与え、押ボタン
６をすぐに押操作するよう促すことができる。なお、ＬＥＤランプ１１は適時点灯させる
ことで押ボタン６の上部が光り、さらに目立たせることができる。
【００１５】
　なおこの実施形態では、係合片２６の先端部２６ａの上面を斜面状に形成したが、係合
片２６と相対する係合部７の下面を斜面状に形成してもよい。また、双方を斜面状に形成
してもよい。
　また、上記のように係合片２６と係合部７との係合を解除するには、ソレノイド２５に
僅かな時間だけ電流を流して励磁させて係合部７との係合が解除されたところでその電流
を切ればよく、該ソレノイド２５に電流を流し続ける必要はないので、該ソレノイド２５
が電流によって過熱するようなおそれはない。そして、該ソレノイド２５が消磁すること
により、第２スプリング２７の弾性により該係合片２６はまた進出状態となる。
【００１６】
　一方、図８～図１１は、請求項１および請求項３に係る遊技機用押ボタンスイッチの実
施形態を示すもので、この実施形態は、以下に説明するように、ＬＥＤランプ１１および
スイッチ１２を設けたプリント基板８をケース体２０側に固着したこと、および、ソレノ
イド２５が作動することで一対の係合片２６が開閉動し押ボタン６に係合し得るようにし
た係合手段を設けたことの他は、上記実施形態と構造上大きな違いはなく、その作動も上
記実施形態と同様であるので、同一部分または相当部分に同一符号を付す。この実施形態
では、押ボタン６の下部に摺動案内体９が固着され、該摺動案内体９の両側に一対の縦案
内軸９ｃを形成し、該縦案内軸をケース体２０の周壁に形成された縦長孔２０ｆに遊嵌す
ると共に、該縦長孔２０ｆの下部に一体に縦長のスプリング室２０ｇを形成し、該スプリ
ング室２０ｇに収容したコイル状の第１スプリング２４によって該縦案内軸９ｃを支持す
ることにより、押ボタン６を上下動自在で上向きに付勢して支持している。なお、３０は
ビス２９によりケース体２０の上端開口に固着され押ボタン６を制止する環状の止輪であ
る。そして、ＬＥＤランプ１１およびスイッチ１２が実装されたプリント基板８は、その
基板ケース８ａと共にビス１０によりケース体２０に固着される。このように、プリント
基板８を押ボタン６側でなくケース体２０側に固着したことにより、該プリント基板８は
上下動することなく該プリント基板８に対する配線が容易になる。
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【００１７】
　また、この実施形態の係合手段の構造は、押ボタン６の下部摺動案内体９の中心に垂下
軸２３を形成し該垂下軸２３に下面が先細傾斜状に形成されたクサビ形の係合部７を設け
ると共に、底板２２の上面に一対の軸受部２２ｆを形成し、該軸受部により一対の支軸２
４を垂直に支持し、該各支軸に一対の係合片２６を水平面内で揺動可能に軸支し、底板２
２上にソレノイド２５を水平に固着し、該ソレノイド２５の作動杆２５ａの先端には二股
状の作動片２５ｂを固着し該作動片に一対の係合片２６を夫々一対の連結軸２５ｃをもっ
て連結し、ソレノイド２５が作動し作動杆２５ａが進退動することにより、一対の係合片
２６が開閉作動するように構成している。なお、係合片２６の相対する内周縁は前記垂下
軸２３が挟入し得る円弧状に形成されている。なお、３１はビス３２によって該底板２２
に被せられる蓋板である。
【００１８】
　このためこの実施形態では、押ボタン６が押し下げられると、係合部７の先細傾斜状の
下面によって一対の係合片２６が第２スプリング２７の弾性に抗して開動した後、図１１
に示したように、該第２スプリングの弾性で該係合片２６が閉動し係合部７を挟着し得る
。そしてこの状態で押ボタン６をさらに押操作することにより、摺動案内体９に形成され
た遮断片２２ａが下降しスイッチ１２を作動させる。また、この状態でソレノイド２５を
適時に励磁させることにより、一対の係合片２６が開動し係合部７との係合が解除され、
第１スプリング２４の弾性により押ボタン６を図８および図１０に示したように大きく突
出させることができる。このようにこの実施形態では、一対の係合片２６を開閉させて押
ボタン６に下部中心に設けられた係合部７との係合および解除がなされるようにしたこと
により、その係脱に伴う横向きの力が押ボタン６に及ぼされることがないので、押ボタン
６がスムースに上下動し安定した作動が期待できる。
【００１９】
　なお、この実施形態でも解除を解除するためにソレノイド２５を短時間励磁させるだけ
でよいので、過熱が防止される。なお、この発明は上記実施形態に示した構成に限定され
ることなく、種々の変更が可能である。例えばこの実施形態では、係合部７の下面を斜面
状に形成したが、係合部７と相対する一対の係合片２６の内周縁の上面を斜面状に形成し
てもよく、勿論、双方を斜面状に形成してもよい。
【００２０】
　また、以上の説明および特許請求の範囲の記載は、便宜上および発明の理解を容易なら
しめるために、押ボタンが上下動するとしたが、この発明において上下動とは必ずしも鉛
直方向に往復動することを意味するものではない。即ち、この発明に係る押ボタンスイッ
チは、遊技機の前面に鉛直に設けられれば押ボタンは押操作により前後動し、斜面に設け
ればその押ボタンが斜め方向に動くようになることは言うまでもない。従って、特許請求
の範囲に記載した上動、下動等の表現もまた鉛直方向への移動と解するものではないこと
は言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００２１】
　この発明に係る押ボタンスイッチは、実施形態に示したパチンコ遊技機に限らず、雀球
遊技機、スロットマシン、テレビゲーム機等の種々の遊技機に設けることができる。図１
２はこの発明に係る押ボタンスイッチを前面に設けたスロットマシンの正面図で、４０は
ベットスイッチボタン、４１は精算ボタン、４２ａ～４２ｃはストップボタンである。こ
のようにこの発明の押ボタンスイッチは、種々の態様で遊技機に設けられる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】この発明に係る遊技機用押ボタンスイッチが設けられたパチンコ遊技機の正面図
。
【図２】この発明に係る遊技機用押ボタンスイッチの外観斜視図。
【図３】この発明に係る遊技機用押ボタンスイッチの分解斜視図。
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【図４】この発明に係る遊技機用押ボタンスイッチの線断面図。
【図５】図４の作動状態図。
【図６】図４の作動状態図。
【図７】図４の作動状態図。
【図８】この発明に係る遊技機用押ボタンスイッチの外観斜視図。
【図９】この発明に係る遊技機用押ボタンスイッチの分解斜視図。
【図１０】この発明に係る遊技機用押ボタンスイッチの縦断面図。
【図１１】図１０の作動状態図。
【図１２】この発明に係る遊技機用押ボタンスイッチが設けられたスロットマシンの正面
図。
【符号の説明】
【００２３】
　６　　　押ボタン
　７　　　係合部
　１２　　スイッチ
　２０　　ケース体
　２４　　第１スプリング
　２５　　電動アクチュエータ（ソレノイド）
　２６　　係合片（係合手段）
　２７　　第２スプリング

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】

【図８】
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