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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技者により操作される演出用入力装置を前扉に備えた遊技機であって、
前記演出用入力装置として、拳銃の操作部を模し遊技者による射撃操作が可能でその射撃
操作により演出用入力を行う拳銃型ギミックが、その銃後部を正面側へ向けて前扉の演出
用パネルに突設され、該拳銃型ギミックの銃後部は遊技者側へ向いており、
前記拳銃型ギミックは、グリップ部及びトリガー部を含むと共に、前記前扉から前記トリ
ガー部の下を通って正面側へ突出して前記グリップ部の下端部を支持するグリップホルダ
ー部を含み、
前記グリップホルダー部は、当該拳銃型ギミック内の電気電子部品と通電を行うためのワ
イヤハーネスを兼ねており、
前記演出用パネルの装飾部右側には、前記拳銃型ギミックの取付け部を兼ねた凹状の取付
けベース部を有し、
前記グリップホルダー部は、前記前扉から遊技者側へ突出して設けられた遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技者により操作される演出用入力装置を前扉に備えた遊技機に関する。こ
こにおける遊技機は、パチスロ機に代表される回胴式遊技機、及びパチンコ機に代表され
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る弾球式遊技機の両方を含む。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機においては、遊技者の興味を引くために液晶表示装置を用いた映像・画像による
表示演出装置が前扉に取付けられている。同時に、その表示演出装置による演出の効果を
高めるために、遊技者が演出のための入力操作を行って演出に積極的に関与することも行
われている。
【０００３】
　ここにおける演出用入力装置は、通常は前扉に取付けられた押しボタン式スイッチであ
り、回胴式遊技機ではスペシャルボタンと称されており（特許文献１参照）、弾球式遊技
機では演出ボタンと称されている。このような演出用入力装置を用いた演出形態としては
、表示演出装置に映像表示される指示に従って遊技者が演出用入力装置を操作することに
より、必要な情報を演出用制御装置（副制御部）に入力するのが一般的である。
【０００４】
　演出用入力装置は前述したとおり、一般的には押しボタン方式であるが、一部では特定
形状の造形物をスイッチの操作部としたギミック方式のものも提案されている。そして現
在よく知られているギミック方式の演出用入力装置は、剣型の持ち手部近傍の部分を下向
きにして前扉に設けたものであり、その剣の持ち手部分を遊技者が下方へ押し込むことに
より演出用入力を行う（特許文献２～４参照）。
【０００５】
　剣型ギミックを用いた演出用入力装置は、遊技者を演出に積極的に参加させ、遊技者の
気持ちを高揚させるのに有効である。しかしながら、ギミックが剣型だと、動作が持ち手
部分の上下動に限られ、その動作に発展性がないため、遊技者の高揚感も限られる。その
一方で、高揚感が行き過ぎた場合は、遊技者が剣の持ち手部分を手のひらや拳で上から叩
いて入力を行う懸念がある。そのような乱暴な操作は、遊技者のストレスを発散させるも
のの、そのときの衝撃が遊技機にハード的、ソフト的な悪影響を与える懸念があることは
いうまでもない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４９３１０３０号公報
【特許文献２】特開２０１６－０８３５１１号公報
【特許文献３】特開２０１６－０８３５１３号公報
【特許文献４】特開２０１６－０８３５１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、ギミック方式の演出用入力装置に
より遊技者の高揚感を効果的に高めることに加え、その高揚感が行き過ぎた場合でも叩く
というような乱暴な行為に及ぶ危険性が低く、それでいて遊技者のストレスを発散させる
効果を合わせもつ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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明に係る遊技機は、遊技者により操作される
演出用入力装置を前扉に備えた遊技機であって、前記演出用入力装置として、拳銃の操作
部を模し遊技者による射撃操作が可能でその射撃操作により演出用入力を行う拳銃型ギミ
ックが、その銃後部を正面側へ向けて前扉の演出用パネルに突設され、該拳銃型ギミック
の銃後部は遊技者側へ向いており、前記拳銃型ギミックは、グリップ部及びトリガー部を
含むと共に、前記前扉から前記トリガー部の下を通って正面側へ突出して前記グリップ部
の下端部を支持するグリップホルダー部を含み、前記グリップホルダー部は、当該拳銃型
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ギミック内の電気電子部品と通電を行うためのワイヤハーネスを兼ねており、前記演出用
パネルの装飾部右側には、前記拳銃型ギミックの取付け部を兼ねた凹状の取付けベース部
を有し、前記グリップホルダー部は、前記前扉から遊技者側へ突出して設けられた構成を
採用する。
 
【００１３】
　請求項６の発明に係る遊技機は、前記トリガーガイドとして、トリガー本体の下端部が
スライド自在に嵌合するガイド溝を有する。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１の発明に係る遊技機は、演出用入力装置として、拳銃の操作部を模した拳銃型
ギミックを用い、遊技者が射撃操作して演出用入力を行う。射撃操作は、操作自体はトリ
ガーを引く行為で比較的静的であるので、手のひらや拳で叩くというような乱暴な行為に
発展するおそれが殆どない。このため、衝撃による破損等から効果的に保護され、耐久性
に優れる。
【００１８】
　その一方で、射撃行為はトリガーを引く行為に加え、ハンマーが起きて叩く動作、レボ
ルバーが回転する動作など、様々な動作との組合せが可能となるので、行為自体は静的で
あっても遊技者の高揚感を高める効果が大きい。射撃操作は更に、弾丸の発射に伴う音や
発光による演出との組合せも可能であるので、この点からも遊技者の高揚感を高め、同時
に遊技者のストレスを発散させる効果も大きい。
【００１９】
　請求項２の発明に係る遊技機は、拳銃型ギミックが、グリップ部及びトリガー部以外に
、前扉からトリガー部の下を通って正面側へ突出してグリップ部の下部を支持するグリッ
プホルダー部を有するので、機械的な荷重、衝撃に特に強く、耐久性に更に優れる。また
、遊技者がグリップ部を握る操作が妨害されない。
【００２０】
　請求項３の発明に係る遊技機は、当該演出用入力装置内の電気電子部品との通電のため
のワイヤハーネスとして、前記グリップホルダー部を用いる。グリップホルダー部は固定
部であるので、配線構造を簡略化することができる。
【００２１】
　請求項４の発明に係る遊技機は、拳銃型ギミックが回転式拳銃仕様であって、グリップ
部、トリガー部、ハンマー部及びシリンダー部を有することにより、射撃操作にハンマー
部の動作及びシリンダー部の動作を加えることができるので、遊技者の高揚感を高める効
果が大きい。
【００２２】
　請求項５の発明に係る遊技機は、トリガー部を保護するトリガーガードが、トリガー本
体の下側に位置する箇所に、トリガー本体の下端部がスライド自在に係合するトリガーガ
イドを有するので、トリガー部が可動構造であるにもかかわらず壊れ難く、耐久性に優れ
る。また、トリガー部が可動構造であることにより、遊技者の高揚感を高める効果が高い
。
【００２３】
　請求項６の発明に係る遊技機は、前記トリガーガイドがトリガーガードに形成されたガ
イド溝であるので、構造が簡単で、且つトリガー本体を支持する効果が大きい。
【００２４】
　請求項７の発明に係る遊技機は、ハンマー部におけるハンマー本体が起きた位置に移動
したときにも銃体から抜け出ずに銃体により支持されるので、ハンマー部が可動構造であ
るにもかかわらず壊れ難く、耐久性に優れる。また、ハンマー部が可動構造であることに
より、遊技者の高揚感を高める効果が高い。
【００２５】
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　請求項８の発明に係る遊技機は、シリンダー部が回転式であり、且つその回転部分であ
るシリンダー本体が透光性カバーに覆われ保護されるので、遊技者が直接触ることができ
ない。このため、シリンダー部が可動構造であるにもかかわらず壊れ難く、耐久性に優れ
る。また、シリンダー部が回転構造であることにより、遊技者の高揚感を高める効果が高
い。
【００２６】
　請求項９の発明に係る遊技機は、拳銃型ギミックが自動式拳銃仕様であって、グリップ
部、トリガー部、ハンマー部及びスライド部を含むことにより、トリガー部を操作する行
為に加え、ハンマーが起きて叩く動作、スライド部がスライドする動作など、様々な動作
との組合せが可能となるので、拳銃型ギミックが回転式拳銃仕様である場合と同様の効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に係る遊技機の斜視図である。
【図２】同遊技機の斜視図で、演出用入力装置が分離された状態を示す。
【図３】同遊技機の主要部である演出用入力装置の斜視図で、（Ａ）は外観を示し、（Ｂ
）は内部構造を示すために左側の樹脂成形体及びシリンダーカバーが取り外された状態を
示す。
【図４】同演出用入力装置の内部構造を示す左側面図で、（Ａ）はトリガーが操作されて
いない状態、（Ｂ）はトリガーが操作された状態をそれぞれ示す。
【図５】同演出用入力装置の右側面図である。
【図６】同遊技機における回転リールの図柄パターン図である。
【図７】同遊技機における表示演出の制御手順を示すフローチャートである。
【図８】（Ａ）～（Ｃ）は同遊技機における表示演出画面の模式図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２９】
　本実施形態に係る遊技機は、バチスロ機と呼ばれる回胴式遊技機である。この回胴式遊
技機は、図１及び図２に示すように、四角形の箱体内に回転ドラムを内蔵した筐体１０と
、筐体１０の正面側に開閉自在に取付けられた前扉２０とを備えている。筐体１０の機械
的構造は、従来の回動式遊技機と実質変わるところがないので詳細な説明を省略する。
【００３０】
　回動式遊技機の顔ともいうべき前扉２０は、前記筐体１０の正面側に片ヒンジ結合によ
り開閉可能に取り付けられている。この前扉２０は、操作用テーブルを兼ねる下段部２０
Ｂと、その上の演出用パネルである上段部２０Ａとからなる。
【００３１】
　操作用テーブルを兼ねる下段部２０Ｂは、その上の上段部２０Ａに対して全体的に正面
側へ張り出している。その棚状の上面は第１の操作面２１である。ここには、右から左へ
メダル投入部２１ａ、スペシャルボタン２１ｂ、マックスベッドボタン２１ｃ及び１ベッ
ドボタン２１ｄが順に設けられている。スペシャルボタン２１ｂは、旧来からの演出用入
力装置である。下段部２０Ｂの最上部正面は第２の操作面２２であり、ここには、右から
左へドア鍵穴２２ａ、返却ボタン２２ｂ、横に並ぶ３つの停止ボタン２２ｃ、スタートレ
バー２２ｄ及び精算ボタン２２ｅが順に設けられている。
【００３２】
　下段部２０Ｂの最下部はメダル受け皿２３あり、その上にはメダル払出し口２４が設け
られると共に、メダル払出し口２４の側方に位置して音響演出のためのスピーカー部２５
が設けられている。
【００３３】
　メダル投入部２１ａから投入された遊技メダルは、カウント部を経由して筐体１０内の
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メダル払出し装置に送られる。筐体１０内のメダル払出し装置から払い出されたメダルは
、メダル払出し口２４からメダル受け皿２３へ排出される。スペシャルボタン２１ｂ、マ
ックスベッドボタン２１ｃ、１ベッドボタン２１ｄ、返却ボタン２２ｂ、停止ボタン２２
ｃ、スタートレバー２２ｄ、並びに精算ボタン２２ｅの操作により発生した信号は、筐体
１０内の制御装置に入力され、変動表示ゲームを始めとする様々な制御に使用され、メダ
ル払出し装置の制御にも使用される。
【００３４】
　これらの点を含め、操作用テーブルを兼ねる下段部２０Ｂの構造は、これまでの回動式
遊技機と実質同じである（特許文献１参照）。
【００３５】
　演出用パネルである上段部２０Ａは、横に長い長方形状の液晶パネルからなる表示演出
装置２６を上半部に有し、同じく横に長い長方形状の図柄表示窓２７を下半部に有してい
る。図柄表示窓２７は、筐体１０内の回転ドラム１１に貼られたリールテープ上の図柄を
目視するための開口部であり、５本の有効ラインが印刷された透明パネルが嵌め込まれて
いる。
【００３６】
　表示演出装置２６及び図柄表示窓２７の周囲、特に左側、上側及び右側は、発光演出装
置を兼ねる装飾部２８であり、透光性の樹脂パネルにより立体的な凹凸模様が付されてい
る。特に装飾部２８の左側部分はライフル銃を模した装飾部であり、そのライフル部２８
ａは側面を正面に向け銃口を下に向けて形成されている。装飾部２８の上側部分は弾丸を
模した装飾部であり、その弾丸部２８ｂは６個が横に並列的に並んでおり、発光演出用の
発光素子を内蔵している。
【００３７】
　そして、装飾部２８の右側部分は、本発明の遊技機で特に重要な拳銃型の演出用入力装
置３０の取付け部を兼ねており、その取付けのための凹状の取付けベース部２９（図２）
を有している。以下にこの演出用入力装置３０の構造を詳述する。
【００３８】
　演出用入力装置３０は、回転式（リボルバー式）拳銃の操作部（ここではシリンダーか
ら後ろの部分）を模した拳銃型ギミックであり、前扉２０の前記取付けベース部２９に後
部を正面側に向けて直角に取付けられている。この演出用入力装置３０は、図３～図５に
示すように、左側の樹脂成形体３０Ａと右側の樹脂成形体３０Ｂとの間に各種パーツを挟
み込んで両成形体を組み合わせ、これに更にシリンダーを模した円筒状成形体等の様々な
パーツを組み合わせることにより構成されている。
【００３９】
　具体的に説明すると、回転式拳銃の操作部として、遊技者が握るグリップ部３１、遊技
者が指を掛けて操作するトリガー部３２、その操作に伴って動作するハンマー部３３及び
シリンダー部３４が備わっており、更に当該演出用入力装置３０の取付け強度を高めるた
めに、前扉２０から正面側へ突出してグリップ部３１の下端部を支持するグリップホルダ
ー部３５が設けられている。回転式拳銃の操作部に限られるので、銃身に相当する部分は
存在しない。
【００４０】
　操作各部のうち、グリップ部３１は、遊技者が右手で握る部分であり、銃体の最後部に
位置している。トリガー部３２は、グリップ部３１の前方に位置する引き金部であり、銃
体から下方へ延出したトリガー本体３２ａと、トリガー本体３２ａを下から包囲するよう
に銃体から下方へ張り出したトリガーガード３２ｂとを備えている。
【００４１】
　トリガー本体３２ａは、基部（上部）が銃体内で回動自在に支持されており、遊技者が
操作することにより、グリップ部３１の最上部内に配置された押下スイッチ３２ｃを押下
操作する。そして、トリガーガード３２ｂの内面、特にトリガー本体３２ａの下側に位置
する部分には、トリガー本体３２ａの下端部がスライド自在に係合する凹溝状のトリガー
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ガイド３２ｄが形成されている。
【００４２】
　ハンマー部３３は、グリップ部３１より上方の銃体最後部に取付けられたハンマー本体
３３ａと、ハンマー本体３３ａを駆動するためにグリップ部３１内に配置されたソレノイ
ド３３ｂとを備えている。
【００４３】
　ハンマー本体３３ａは、下部が銃体内で回動自在に軸支されると共に、上部の特に後半
部が銃体の外（後方）に露出し、上部の特に前半部が銃体内に嵌入している。そして、軸
支部より後の部分がロッド３３ｃを介してソレノイド３３ｂにて上下に駆動されることに
より、当該ハンマー本体３３ａは軸支部を中心として後方へ起きた位置と、前方へ落ちた
位置との間を往復回転移動する。また、前方へ落ちた位置ではもとより、後方へ起きた位
置でも前部が銃体内に残るように、ハンマー本体３３ａ及び銃体は設計されている。
【００４４】
　シリンダー部３４は、円筒形状で回転式のシリンダー本体３４ａと、シリンダー本体３
４ａを覆う円筒形状のシリンダーカバー３４ｂと、これらの前方に配置された略垂直な基
板３４ｃとを備えている。シリンダー本体３４ａは、ハンマー部３３の前方において略水
平な支軸により回転自在に支持されており、その前方の基板３４ｃの前面に取付けられた
モータ３４ｄと後面に取付けられた歯車３４ｅとにより回転駆動される。シリンダー本体
３４ａは又、その内部が周方向で弾丸装填数に対応する数（ここでは６）の区画に仕切ら
れると共に、各区画に対応して後面に複数のレンズ３４ｆが装備されており、前記基板３
４ｃに取付けられた複数の発光素子により複数のレンズ３４ｆを選択的に発光させる。
【００４５】
　シリンダー本体３４ａを覆う円筒形状のシリンダーカバー３４ｂは、透光性樹脂（ここ
では透明樹脂）からなり、内部のシリンダー本体３４ａを保護しつつ、その発光状態を外
部から目視可能としている。
【００４６】
　グリップホルダー部３５は、これまでの部位と異なり、上下の樹脂成形体を組み合わせ
た構造になっており、遊技者がグリップ部３１を握りトリガー部３３を操作するのを妨げ
ないように基部から正面側の先端部へ向けて複雑な先細りの立体形状とされている。そし
て、このグリップホルダー部３５は、当該演出用入力装置３０内の電気電子部品との電気
的接続のためのワイヤハーネスを兼ねる。
【００４７】
　すなわち、当該演出用入力装置３０内には、電気電子部品としてグリップ部３１内の押
下スイッチ３２ｃ及びソレノイド３３ｂ、基板３４ｃに取付けられたモータ３４ｄ及び発
光素子等が配置されており、これらは給電、信号取り出しのために前扉２０内の回路基板
とワイヤにて電気的に接続する必要がある。前記グリップホルダー部３５は、ここにおけ
る前扉２０内の回路基板との電気的な接続のためのワイヤ（配線）の収容部を兼ねている
のである。
【００４８】
　次に、本実施形態に係る遊技機の機能、特に本発明の遊技機で特に重要な拳銃型の演出
用入力装置３０の機能について説明する。
【００４９】
　演出用表示装置３０は、ここでは旧来からの演出用入力装置であるスペシャルボタン２
１ｂと併用される。これらは、所謂サブと呼ばれる副制御部による演出制御に使用される
。ちなみに、筐体１０内の回転ドラム１１による変動表示ゲームは、従来と同様、メイン
と呼ばれる主制御部にて実行管理され、各種の内部抽選を行うと共に、その抽選結果に基
づいた回転ドラムの停止制御（引込制御、回避制御）などを行う。
【００５０】
　主制御部にて実行される変動表示ゲームを簡単に説明すると、遊技者はメダル投入口２
１ａからメダルを投入した状態で、マックスベッドボタン２１ｃ又は１ベッドボタン２１
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ｄの何れかを操作した後、スタートレバー２２ｄを操作する。主制御部は、内部抽選を行
うと共に、回転ドラム１１による変動表示ゲームを開始し、内部抽選の結果に基づいて回
転ドラム１１の停止タイミングを制御する。
【００５１】
　内部抽選で例えばビッグボーナス（ＢＢ）役が内部当選すると、ＢＢ図柄である「赤７
」が有効ライン上に揃うように（すなわちＢＢ役が成立するように）引込制御が行われ、
実際に「赤７」が揃うと（すなわちＢＢ役が成立すると）、メダルの払出は無く（払出０
枚）、次のゲームからＢＢゲームに突入する。ＢＢゲームが始まると、変動表示ゲームの
たびに各種小役が高確率で当選する。例えば、ベル小役の当選時には「ベル図柄」が必ず
揃うように引込制御が行われ、ベル小役が入賞するたびに１５枚のメダルが獲得され、こ
の間のメダル獲得数が規定数（３８５枚）を超えると、ＢＢゲームが終了する。
【００５２】
　ＢＢ役が内部当選しなかった場合は、逆にＢＢ図柄である「赤７」が有効ライン上に揃
わないように（ＢＢ役が成立しないように）回避制御が行われる。他のボーナス役、小役
についても概ね同様である。回転ドラム１１の図柄配置例を図６に示す。２１種類の図柄
が表示されたドラム帯が３つのドラムにそれぞれ貼り付けられている。ＢＢ図柄である「
赤７」の他、レギュラーボーナス（ＲＢ）図柄である「青７」、小役に用いられるスイカ
図柄、チェリー図柄、弾丸図柄などがある。
【００５３】
　主制御部での内部抽選、変動表示ゲームの結果は逐一、副制御部に送られ、副制御部は
その抽選結果、ゲーム結果（成立役）に基づき、遊技者の緊張感、期待感、興奮度、満足
度を高めるべく様々な演出（表示演出、音響演出、発光演出）と共に、抽選結果、ゲーム
結果の告知を行う。演出用入力装置３０を用いた演出制御の一例を図７のフローチャート
により説明する。
【００５４】
　主制御部での内部抽選によりＢＢ役が内部当選し、実際にＢＢ役が成立してＢＢゲーム
が開始されると、副制御部は、主制御部から送られてくる情報に基づき以下の演出制御を
行う。
【００５５】
　ＢＢゲーム期間中、主制御部では様々な内部抽選が行われ、その抽選結果が逐一副制御
部に伝えられる。内部抽選のなかに複数種類の弾丸役の抽選もあり、弾丸役が当選するた
びに、その弾丸役に応じた弾丸獲得数Ｍが弾丸数Ｎ（総弾丸獲得数）に加算してカウント
されると共に、ＡＲＴの抽選、ＣＺの抽選が行われ、これらの抽選結果を含む様々な情報
が副制御部に伝えられる。そしてＢＢゲーム期間中、副制御部は弾丸役の抽選結果に基づ
き弾丸数Ｎをカウントする（図７中のステップＳ１～Ｓ５）。なお、弾丸役１に対する弾
丸獲得数Ｍは１で、弾丸役２に対する弾丸獲得数Ｍは２で、弾丸役３に対する弾丸獲得数
Ｍは３となっている。
【００５６】
　ＢＢゲームが終了すると、副制御部は図８（Ａ）に示すボーナス終了画面を表示演出装
置２６に表示して、ＢＢゲームでの弾丸数Ｎやメダル獲得数を遊技者に告知する。また、
弾丸数Ｎを演出用入力装置３０のシリンダー部３４での発光表示により告知する。具体的
には、シリンダー部３４のシリンダー本体３４ａにおけるレンズ３４ｆの発光数により弾
丸数Ｎを表示告知する。
【００５７】
　すなわち、弾丸数Ｎが一つ増えるごとにレンズ３４ｆの発光数が一つ増える。シリンダ
ー部３４のシリンダー本体３４ａにおける弾丸装填最大数は６であるので、弾丸数Ｎが６
を超えた場合は、その超えた分を前扉２０の装飾部２８における弾丸部２８ｂの発光数に
より表示告知する。
【００５８】
　弾丸数ＮはＢＢゲーム期間中における弾丸役に基づく総弾丸獲得数で、ＡＲＴ抽選及び
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ＣＺ抽選（以下ＡＲＴ・ＣＺ抽選）の抽選回数であるから、遊技者は弾丸数Ｎの発光表示
を見て期待感を膨らませることになる。
【００５９】
　ＢＢゲーム終了後は、副制御部は、まずＢＢゲーム期間中の弾丸数Ｎが０か否かを判断
する（図７中のステップＳ６）。ＢＢゲーム期間中の弾丸数Ｎが０の場合は、弾丸役が当
選していなわけであるから、副制御部はＳＰボタン（スペシャルボタン２１ｂ）が当選か
否かの内部抽選を行う（図７中のステップＳ７）。ＳＰボタンが当選した場合は、副制御
部はＳＰボタンを有効化し（図７中のステップＳ８）、その有効化の告知演出を表示演出
装置２６に行う。
【００６０】
　告知演出に従ってＳＰボタンが操作されると、副制御部は弾丸役以外の役での抽選結果
（例えば、ＡＲＴ当否やＣＺ当否）を表示演出装置２６により告知する（図７中のステッ
プＳ９）。
【００６１】
　ＢＢゲーム期間中の弾丸獲得数が０でない場合は、前述したとおり、ＢＢゲーム期間中
に弾丸役が当選した場合で、ＡＲＴ・ＣＺ抽選が行われた場合であり、その結果は既に主
制御部から副制御部に送られている。この場合は、副制御部は、弾丸役の当選毎（ＡＲＴ
・ＣＺの抽選毎）に、抽選結果の告知内容（ＡＲＴ当選かＣＺ当選かハズレかの何れか）
に応じて演出を選択する（図７中のステップＳ１０）。
【００６２】
　表示演出装置２６に表示される背景色として赤色、黄色、青色が選択される場合を例に
とれば、ＡＲＴが当選しているときは、赤色の選択確率を最も高くし、ＣＺが当選してい
るときは黄色の選択確率を最も高くし、ハズレの場合は青色の選択確率を最も高くすると
いうような期待度を示唆する演出である。
【００６３】
　次いで副制御部は、演出用入力装置３０のトリガーを有効化し（図７中のステップＳ１
１）、表示演出装置２６に対して、図８（ｂ）に示すような、トリガー操作を遊技者に促
す告知演出画面（トリガー画面）を表示する。
【００６４】
　告知演出画面（トリガー画面）に従って演出用入力装置３０のトリガーが操作されると
、副制御部はＢＢゲーム期間中の１回目のＡＴＲ・ＣＺ抽選でＡＴＲが当選していたか否
かを判断し（図７中のステップＳ１２）、当選していた場合は、その当選を告知する演出
を表示演出装置２６にて行う（図７中のステップＳ１３）。ＢＢゲーム期間中の１回目の
ＡＴＲ・ＣＺ抽選でＡＴＲが当選していなかった場合は、その抽選でＣＺが当選していた
か否かを判断し（図７中のステップＳ１４）、当選していた場合は、図８（ｃ））に示す
ような、ＣＺ当選を告知する結果告知画面を表示演出装置２６に表示する（図７中のステ
ップＳ１５）。ＢＢゲーム期間中の１回目のＡＴＲ・ＣＺ抽選でＣＺが当選していなかっ
た場合は、ハズレ演出を表示演出装置２６にて行う（図７中のステップＳ１６）。
【００６５】
　ＢＢゲーム期間中の弾丸数Ｎが０でない場合の一連の制御（図７中のステップＳ１０～
Ｓ１６）が終わると、弾丸獲得数を１つ減じて再度その弾丸数Ｎが０かを判断する（図７
中のステップＳ１７～Ｓ１８）。ＢＢゲーム期間中の弾丸数Ｎが０でない場合は、一連の
制御（図７中のステップＳ１０～Ｓ１８）を再び実行し、弾丸数Ｎが０になるまで繰り返
す。それ故に、弾丸数Ｎが多いほどＡＴＲ・ＣＺ抽選の回数が多くなりＡＴＲやＣＺが当
選しやすくなる。
【００６６】
　このような演出制御によると、旧来からの演出用入力装置であるスペシャルボタン２１
ｂによる入力操作に加えて、拳銃型ギミックからなる演出用入力装置３０による入力操作
が遊技者により行われる。
【００６７】
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　演出用入力装置３０による入力操作においては、回転式拳銃の射撃操作が行われる。よ
り具体的には、表示演出装置２６に表示される告知演出画面（トリガー画面）〔図８（ｂ
）〕にしたがって、遊技者がトリガー部３２のトリガー本体３２ａを操作する。この操作
により、トリガースイッチである押下スイッチ３２ｃが押下操作され、トリガー操作信号
が副制御部に入力される。
【００６８】
　これにより、図８（ｃ）に示すような結果告知画面が表示演出装置２６に表示される。
同時に、拳銃が弾丸を発射した刺激的なイメージ画像、映像が、前記表示演出装置２６に
表示される。同時に、拳銃の弾丸発射をイメージした刺激的な音響演出及び発光演出が、
スピーカー部２５及び装飾部２６にて実行される。
【００６９】
　これらの表示演出、音響演出、発光演出に加え、押下スイッチ３２ｃが押下操作される
と、演出用入力装置３０では、ハンマー部３３のソレノイド３３ｂが所定時間励磁される
ことにより、ハンマー本体３３ａが前方へ落ちた位置から後方へ起きた位置へ移動し、直
ちに元の落ちた位置へ戻る。すなわち、ハンマー本体３３ａは、トリガー本体３２ａを引
くだけで、引き起こされて落ちるという所謂ダブルアクションの動作を行うのである。ま
た、シリンダー部３４では、モータ３４ｄが図示されないフォトセンサと協働して所定角
度だけ回転する。具体的には、シリンダー本体３４ａが弾丸１つ分に対応する角度（ここ
では６０度）だけ周方向に回転する。
【００７０】
　後面のレンズ３４ｆが弾丸装填数（弾丸獲得数）に応じて発光していることは前述した
とおりである。したがって、トリガー本体３２ａが操作される毎にレンズ３４ｆ或いは弾
丸部２８ｂの発光数が減っていく。
【００７１】
　これらの動作は、演出用入力装置３０が拳銃型ギミックであることに伴う固有の動作で
あって、旧来からの演出用入力装置であるスペシャルボタン２１ｂにはないものであり、
前述の拳銃の弾丸発射をイメージした刺激的な表示演出、音響演出、発光演出と相まって
、遊技者の期待感、興奮度を大きく高め、ストレスの発散にも有効である。
【００７２】
　しかも、演出用入力装置３０による入力操作は、遊技者が右手でグリップ部３１を握り
、トリガー部３２のトリガー本体３２ａに人指し指を掛けて手前へ引く静的な操作であり
、拳で叩くというような乱暴な行為に発展する懸念がないので、遊技機を衝撃から効果的
に保護し得る。それにもかかわらず、遊技者の期待度、興奮度を高める効果が大きく、ス
トレスを発散させる効果も伴うことは前述したとおりである。
【００７３】
　加えて、演出用入力装置３０では、トリガー部３２のトリガー本体３２ａが、これを包
囲するトリガーガード３２ｂに機械的に支持されている。すなわち、トリガー本体３２ａ
の下端部が、トリガーガード３２ｂに形成された溝状のトリガーガイド３２ｄに係合して
横方向で支持されている。このため、遊技者がトリガー本体３２ａを少々乱暴に操作した
としても、そのトリガー本体３２ａが折損するおそれがない。トリガー本体３２ａは銃体
から突出した操作部材で、本来的には壊れやすい部材であるにもかかわらず、その破損が
効果的に防止されるのである。
【００７４】
　また、演出用入力装置３０のハンマー部３３においては、ハンマー本体３３ａが前方へ
落ちた位置ではもとより、後方へ起きた位置でも前部が銃体内に残る設計とされているの
で、ハンマー本体３３ａの折損も効果的に防止される。すなわち、ハンマー本体３３ａは
銃体から突出した動作部材で、本来的には壊れやすい部材であるにもかかわらず、その破
壊破損が効果的に防止されるのである。
【００７５】
　また、演出用入力装置３０のシリンダー部３４においては、円筒形状で回転式のシリン
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ダー本体３４ａが透光性樹脂からなる円筒形状のシリンダーカバー３４ｂにて覆われてい
る。このため、遊技者はシリンダー本体３４ａに直接触れることができない。シリンダー
本体３４ａは銃体から両側に突出し、しかも回転式であるために、本来的には壊れやすい
部材である。それにもかかわらず、その破壊損傷が効果的に防止される。また、シリンダ
ー本体３４ａの回転動作や発光演出が阻害されることがない。
【００７６】
　加えて、グリップホルダー部３５は、遊技者がグリップ部３１を握りトリガー部３３を
操作する操作を妨げることなく、演出用入力装置３０の取付け強度を高める。また固定部
である（可動式でない）このグリップホルダー部３５が、演出用入力装置３０内の電気電
子部品を前扉２０と電気的に接続するためのワイヤハーネスを兼ねることにより、配線構
造が機械的に強化されることになる。
【００７７】
　これから分かるように、演出用入力装置３０及びこれを前扉２０に装備した遊技機は、
比較的複雑な複数の動作の組合せにより遊技者の興味を大きく引く構成でありながら、そ
の構成に伴う機械構造上の弱点、すなわち構造の複雑化による機械的強度の低下を効果的
に補い、耐久性に優れるのである。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　筐体
　１１　回転ドラム
　２０　前扉
　２０Ａ　下段部（操作用テーブル）
　２０Ｂ　上段部（演出用パネル）
　２１　第１の操作面
　２１ａ　メダル投入部
　２１ｂ　スペシャルボタン（ＳＰボタン）
　２１ｃ　マックスベッドボタン
　２１ｄ　１ベッドボタン
　２２　第２の操作面
　２２ａ　ドア鍵穴
　２２ｂ　返却ボタン
　２２ｃ　停止ボタン
　２２ｄ　スタートレバー
　２２ｅ　精算ボタン
　２３　メダル受け皿
　２４　メダル払出し口
　２５　スピーカー部
　２６　表示演出装置
　２７　図柄表示窓
　２８　装飾部
　２８ａ　ライフル部
　２８ｂ　弾丸
　２９　取付けベース部
　３０　演出用入力装置
　３１　グリップ部
　３２　トリガー部
　３２ａ　トリガー本体
　３２ｂ　トリガーガード
　３２ｃ　押下スイッチ
　３２ｄ　トリガーガイド
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　３３　ハンマー部
　３３ａ　ハンマー本体
　３３ｂ　ソレノイド
　３３ｃ　ロッド
　３４　シリンダー部
　３４ａ　シリンダー本体
　３４ｂ　シリンダーカバー
　３４ｃ　基板
　３４ｄ　モータ
　３４ｅ　歯車
　３４ｆ　レンズ
　３５　グリップホルダー部

【図１】 【図２】
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