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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  遊技状態に応じて駆動する駆動部と、
  前記駆動部と連繋され、前記駆動部が駆動することで回動する軸部材と、
  前記軸部材に連結され、前記軸部材の回動状態に応じて第一形態から第二形態へと形態
を変えることが可能な、少なくとも一つの装飾体を有する形態変化部材と、
  前記装飾体に第一シャフトと第二シャフトを設け、前記第一シャフトと前記第二シャフ
トがスライド可能にそれぞれ対応した第一スライド部と第二スライド部を有するベース部
材と、
を備え、
  前記第一スライド部は前記軸部材が第一方向に回動した際に前記第一シャフトが前記第
一方向と同方向にスライドするように構成される一方、前記第二スライド部は前記軸部材
が第一方向に回動した際に前記第二シャフトが前記第一方向とは異なる第二方向にスライ
ドするように構成され、
  前記軸部材が前記第一方向に回動することに伴って、前記第一シャフトが前記第一スラ
イド部を前記第一方向にスライドするとともに前記第二シャフトが前記第二スライド部を
前記第二方向にスライドすることで、前記形態変化部材が第一形態から前記第二形態へと
変化するように構成され、
  前記形態変化部材が前記第一形態から前記第二形態へと変化した後に、前記第一シャフ
トが前記第一スライド部の端部あるいは前記第二シャフトが前記第二スライド部の端部を
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前記第一方向に押圧することで、前記ベース部材を前記第一方向に回動させるように構成
され、
　前記ベース部材は、前記第一スライド部および第二スライド部が形成された第一の部分
、および当該第一の部分から後方に向かって延びる側壁である第二の部分を有し、
　前記形態変化部材は、前記ベース部材が有する前記第一の部分の前方に設けられており
、
  前記ベース部材が有する前記第一の部分の後方かつ前記第二の部分の内側には、発光部
が設けられており、
  前記ベース部材が有する前記第一の部分の後面には複数の反射部が形成されるとともに
、前記ベース部材が有する前記第二の部分には複数の開口部が形成されていることを特徴
とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技状態に応じて形態を変化させる演出用の形態変化部材を備えたパチンコ
遊技機などの遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、回動させることによって外観が変化する回動装飾体ユニット（
３１００）を備えた遊技機が記載されている。かかる回動装飾体ユニットは、回動によっ
て発生する遠心力によって、回動装飾体（３１０２）の一部を回動部材（３１１２，３１
１４）よりも外側に突出させるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２７９５４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記回動装飾体ユニットにおいて、遠心力を受けた回動装飾体は、その第二軸
部材（３１１８）が案内部（３１１２ｂ）をスライドしつつ、第一軸部材（３１１６）を
中心として回動する。したがって、回動の支点となる第一軸部材には相当な負荷がかかり
、破損してしまうおそれがある。
【０００５】
　上記実情に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、形態変化部材やこの形態を変化さ
せるための構成に対する負荷が抑制される遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた請求項１の発明にかかる遊技機は、遊技状態に応じ
て駆動する駆動部と、前記駆動部と連繋され、前記駆動部が駆動することで回動する軸部
材と、前記軸部材に連結され、前記軸部材の回動状態に応じて第一形態から第二形態へと
形態を変えることが可能な、少なくとも一つの装飾体を有する形態変化部材と、前記装飾
体に第一シャフトと第二シャフトを設け、前記第一シャフトと前記第二シャフトがスライ
ド可能にそれぞれ対応した第一スライド部と第二スライド部を有するベース部材と、を備
え、前記第一スライド部は前記軸部材が第一方向に回動した際に前記第一シャフトが前記
第一方向と同方向にスライドするように構成される一方、前記第二スライド部は前記軸部
材が第一方向に回動した際に前記第二シャフトが前記第一方向とは異なる第二方向にスラ
イドするように構成され、前記軸部材が前記第一方向に回動することに伴って、前記第一
シャフトが前記第一スライド部を前記第一方向にスライドするとともに前記第二シャフト
が前記第二スライド部を前記第二方向にスライドすることで、前記形態変化部材が第一形
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態から前記第二形態へと変化するように構成され、前記形態変化部材が前記第一形態から
前記第二形態へと変化した後に、前記第一シャフトが前記第一スライド部の端部あるいは
前記第二シャフトが前記第二スライド部の端部を前記第一方向に押圧することで、前記ベ
ース部材を前記第一方向に回動させるように構成され、前記ベース部材は、前記第一スラ
イド部および第二スライド部が形成された第一の部分、および当該第一の部分から後方に
向かって延びる側壁である第二の部分を有し、前記形態変化部材は、前記ベース部材が有
する前記第一の部分の前方に設けられており、前記ベース部材が有する前記第一の部分の
後方かつ前記第二の部分の内側には、発光部が設けられており、前記ベース部材が有する
前記第一の部分の後面には複数の反射部が形成されるとともに、前記ベース部材が有する
前記第二の部分には複数の開口部が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の発明によれば、形態変化部材が第一形態から第二形態へと変化する際
、第一シャフトは第一スライド部を第一方向にスライドし、これに併せて第二シャフトは
第二スライド部を第二方向にスライドするため、スライドする部材（第一シャフトおよび
第二シャフト）にかかる負荷を抑制することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態にかかる遊技機（遊技盤）の正面図である。
【図２】遊技機の裏側を示した図である。
【図３】形態変化部材ユニットの外観斜視図である。
【図４】形態変化部材ユニットの分解斜視図である。
【図５】第一形態にある形態変化部材ユニットの正面図である。
【図６】装飾体を簡易化して示した第一形態にある形態変化部材ユニットの正面図である
。
【図７】第二形態にある形態変化部材ユニットの正面図である。
【図８】装飾体を簡易化して示した第二形態にある形態変化部材ユニットの正面図である
。
【図９】図９（ａ）は装飾体の外観斜視図、図９（ｂ）は装飾体の背面図、図９（ｃ）は
装飾体の側面図である。
【図１０】図１０（ａ）はベース部材の正面図、図１０（ｂ）はベース部材の背面図、図
１０（ｃ）はベース部材を後方から見た外観斜視図であり、側壁の一部を破断させせ示し
た図である。
【図１１】図１１（ａ）は一の装飾体を取り外した第一形態にある形態変化部材ユニット
の正面図、図１１（ｂ）は一の装飾体を取り外した第二形態にある形態変化部材ユニット
の正面図である。
【図１２】図１２（ａ）は一の装飾体を取り外した第一形態にある形態変化部材ユニット
の背面図、図１２（ｂ）は一の装飾体を取り外した第二形態にある形態変化部材ユニット
の背面図である。
【図１３】ベース部材が第一方向に回転しているときのロック機構の模式図である。
【図１４】ベース部材が第一方向の反対方向に回転しているとき（ロック機構によってベ
ース部材の回転が規制されるとき）のロック機構の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明にかかる実施形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の
説明において単に前側（前方）とは遊技機１正面側のことであり、単に後側（後方）とは
遊技機１の背面側のことである。
【００２１】
（遊技機の全体構成）
　遊技機１の全体構成について簡単に説明する。遊技機１の骨格は、周知の構成が適用で
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きる。例えば、額縁形状の機枠に前面枠が回動自在に支持されてなる。前面枠には、前側
から遊技盤９０を視認可能とする透明な板が設けられている。
【００２２】
　遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されており、前面枠に着脱可能に取り付け
られている。この遊技盤９０には、発射装置から発射された遊技球をガイドする金属製の
薄板からなる帯状のガイドレール９１が略円弧形状となるように設けられており、このガ
イドレール９１によって遊技領域の外郭の一部が形成されている。
【００２３】
　遊技盤９０の遊技領域には、表示装置９２、始動入賞口９３１、大入賞口９３２、アウ
ト口９３３などが設けられている。表示装置９２は、例えば液晶表示装置が用いられ、表
示装置９２の表示画面（表示部）において特別図柄や普通図柄等が表示される。かかる表
示装置９２の表示画面は、遊技盤９０に形成された開口を通じて視認可能である。
【００２４】
　また、遊技盤９０の遊技領域には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下
態様に変化を与える障害物としての図示しない遊技釘が複数設けられている。遊技領域を
流下する遊技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００２５】
　さらに、表示装置９２の周辺には、遊技の装飾効果（演出効果）を高めるための形態変
化部材ユニット２が設けられている。形態変化部材ユニット２は、遊技の興趣を高めるた
めの所定の演出動作を行う。かかる可動演出装置２の構成の詳細については後述する。な
お、図１に示すように、詳細を後述する形態変化部材ユニット２が有する形態変化部材３
０は、表示装置９２の表示画面の前側に位置することがある。詳述すると、形態変化部材
ユニット２が有する形態変化部材３０は、通常時は表示装置９２と重ならない場所にある
ものの、演出時に表示装置９２と重なる場所まで降下することで表示画面の前側に位置す
ることになる。
【００２６】
　図２に示すように、遊技機１の背面側には、センターベースユニット９４に主制御基板
９４１、サブ制御基板９４２、演出制御基板９４３、サブドライブ基板９４４等の各種制
御基板（以下これらを一括りにして制御手段と称する）や、発射装置、球タンク、レール
等が設けられている。
【００２７】
　このような遊技機１では、発射ハンドルの操作により、発射装置から遊技領域に遊技球
を発射し、遊技領域を流下する遊技球が、始動入賞口９３１や大入賞口９３２等の入賞口
に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。その他、大当たりの抽選
方法等は、公知の遊技機の制御方法が適用できるため、説明は省略する。
【００２８】
（形態変化部材ユニットの構成）
　以下、遊技機１が備える形態変化部材ユニット２の構成について図３～図１４を参照し
て説明する。形態変化部材ユニット２は、遊技機１の制御手段によって制御される駆動部
１０と、駆動部１０に連結された軸部材２０と、遊技演出用の役物（可動部材）である形
態変化部材３０と、形態変化部材３０を支持するベース部材４０と、を備える。以下、各
構成について詳細に説明する。
【００２９】
　駆動部１０は、形態変化部材３０を駆動させるための駆動源である。本実施形態では、
モータを用いている。駆動部１０であるモータの回転軸には出力歯車１１が固定されてい
る。出力歯車１１には被動歯車２１が噛合されている。駆動部１０は、形態変化部材ユニ
ット２の形態変化部材３０が設けられた側の反対側を覆うケース体であるカバー部材５０
に固定されている。
【００３０】
　軸部材２０は、駆動部１０の駆動によって回動する部材である。軸部材２０の後側には
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、被動歯車２１が固定されている。上述したように、被動歯車２１は出力歯車１１に噛合
している。すなわち、駆動部１０と軸部材２０とは、出力歯車１１と被動歯車２１を介し
て連結（連繋）されている。軸部材２０は、カバー部材５０に形成された貫通孔である支
持孔５１に回動自在に係合されている。つまり、かかる支持孔５１は、軸部材２０を回動
自在に支持する軸受部である。かかる構成により、駆動部１０が駆動し出力歯車１１が回
動すると、それに噛合する被動歯車２１とともに軸部材２０が回動する。
【００３１】
　形態変化部材３０は、軸部材２０の回動状態に応じて第一形態から第二形態へと形態を
変えることが可能な遊技演出用の役物である。本実施形態では、形態変化部材３０は、花
びらが閉じた状態である第一形態から花びらが開いた状態である第二形態へと変化する「
花」役物を構築する。この形態変化部材３０と軸部材２０とは、連結部材６０を介して連
結されている。連結部材６０は、円盤状の部材であり、その中央に軸部材２０の先端（前
側端部）が固定されている。したがって、軸部材２０が回動すると連結部材６０は回動す
る。また、連結部材６０の鍔部６１には、周方向（軸部材２０の回動軸を中心とする円の
周方向。以下同じ）等間隔に形成された貫通孔である、後述する第一シャフト３１１が挿
通される複数（本実施形態では五つ）の第一シャフト挿通孔６２が形成されている。
【００３２】
　形態変化部材３０は、複数（本実施形態では五つ）の装飾体を有する。各装飾体は、上
部装飾体３１と下部装飾体３２が一体的に形成されてなる。上部装飾体３１は、「花」の
花びらの一部を構成するものであって、下部装飾体３２より前側に位置する。下部装飾体
３２は、「花」の花びらの一部を構成するものであって、上部装飾体３１より後側に位置
する。つまり、上部装飾体３１と下部装飾体３２の境界には、前後方向における段差が存
在する。各上部装飾体３１の背面には、後側に向かって延びる第一シャフト３１１が固定
されている。各下部装飾体３２と各上部装飾体３１の境界付近の背面には、後側に向かっ
て延びる第二シャフト３２１が固定されている。なお、本実施形態（図９（ｂ））では、
第二シャフト３２１を上部装飾体３１と下部装飾体３２の境界付近で固定しているが、境
界付近ではなく下部装飾体３２に固定する構成にしてもよい。下部装飾体３２は、上部装
飾体３１よりも径方向（軸部材２０の回動軸を中心とする円の径方向。以下同じ）外側に
位置する（外寄りの花びらを構成する）から、第二シャフト３２１は第一シャフト３１１
よりも径方向外側に位置する。
【００３３】
　形態変化部材３０が第一形態にあるとき、各上部装飾体３１はそれぞれ隣り合う下部装
飾体３２と重なっている。具体的には、形態変化部材３０が第一形態にあるとき、ある一
の装飾体を構成する下部装飾体３２は、第一方向（後述）側に隣り合うそれとは別の一の
装飾体を構成する上部装飾体３１と重なっている。つまり、上部装飾体３１と下部装飾体
３２の境界に存在する段差を利用して、形態変化部材３０が第一形態にあるときには上部
装飾体３１と下部装飾体３２とが重なりあうようにしている。本実施形態では、形態変化
部材３０が第一形態にあるとき、各下部装飾体３２の大部分が、上部装飾体３１に覆われ
た状態にある。
【００３４】
　なお、上記連結部材６０の中央には、前側に向かって突出した筒状部６３が形成されて
いる。この筒状部６３には、「花」の中央部分の花びらを構成する中央装飾体３３が固定
されている。軸部材２０が回動によって連結部材６０が回動すると、中央装飾体３３も回
動する。
【００３５】
　ベース部材４０は、形態変化部材３０に所定の形態変化動作を行わせるための円盤状の
部材である。ベース部材４０の中央には、軸部材２０が通る貫通孔４３が形成されている
。また、ベース部材４０の径方向内側（中央）寄りの部分は、径方向外側寄りの部分より
も後側に窪んでいる（以下当該部分を窪み４４と称することもある）。この窪んだ径方向
内側寄りの部分には、周方向に沿う円弧状の長孔である第一スライド部４１が周方向等間
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隔に複数（本実施形態では五つ）形成されている。形態変化部材３０を第一形態から第二
形態に変化させる際に軸部材２０が回動する方向に向かって、第一スライド部４１の延び
る方向を「第一方向」（図１１（ａ）および図１２（ａ）に示す矢印Ｓ１の方向。本発明
における第一方向に相当する）と称する。一方、径方向外側寄りの部分には、軸部材２０
の中心側から外側に向かう直線状の長孔である第二スライド部４２が周方向等間隔に複数
（本実施形態では五つ）形成されている。この第二スライド部４２が中心側から外側に向
かって直線状に延びる方向を「第二方向」（図１１（ａ）および図１２（ａ）に示す矢印
Ｓ２の方向。本発明における第二方向に相当する）と称する。第二スライド部４２は、こ
の第二方向が軸部材２０を中心とした円に直交しないように（当該円の径と平行にならな
いように）形成されている。具体的には、第二方向は、当該円の径方向に対して、形態変
化部材３０を第一形態から第二形態に変化させる際に軸部材２０が回動する方向、すなわ
ち第一方向）に向かってわずかに傾斜している。このように、ベース部材４０には、形状
の異なる（長孔の延びる方向が異なる）二種類のスライド部が形成されている。本実施形
態（図４や図１０参照）では、第一スライド部４１および第二スライド部４２は、ベース
部材４０に貫通した開口部を設けることで形成しているが、例えば、ベース部材４０に貫
通しない程度の凹形状を設けることで形成してもよいし、ベース部材４０上に凸形状を設
けることで形成してもよい。
【００３６】
　各第一スライド部４１は、各第一シャフト３１１に対応して設けられたスライド部であ
る。上部装飾体３１に固定された各第一シャフト３１１は、連結部材６０の各第一シャフ
ト挿通孔６２およびベース部材４０の各第一スライド部４１を通る。第一シャフト３１１
の先端（後側端部）には、円盤状の第一スライド体３１２が固定されている。駆動部１０
が駆動すると、軸部材２０とともに連結部材６０が回動する。この駆動部１０の動力は、
回動する連結部材６０を介して、各第一シャフト挿通孔６２に挿通されている各第一シャ
フト３１１に伝達される。この動力を受けた各第一シャフト３１１は、その先端に固定さ
れた各第一スライド体３１２が各第一スライド部４１を移動することが可能な方向、すな
わち上記第一方向にスライドする（詳細は後述の動作説明参照）。なお、各第一スライド
体３１２を各第一スライド部４１の周辺に係合させることで、各第一シャフト３１１が各
第一スライド部４１により第一方向に案内されてスライドする構成にしてもよい。
【００３７】
　各第二スライド部４２は、各第二シャフト３２１に対応して設けられたスライド部であ
る。下部装飾体３２と上部装飾体３１の境界付近に固定された各第二シャフト３２１は、
連結部材６０の外側を通ってベース部材４０の各第二スライド部４２を通る。第二シャフ
ト３２１の先端（後側端部）には、円盤状の第二スライド体３２２が固定されている。こ
の第二スライド体３２２は、貫通した長孔である第二スライド部４２の周縁に係合してい
る。駆動部１０が駆動すると、上述のように各第一シャフト３１１が各第一スライド部４
１を移動することが可能な方向にスライドする。したがって、第一シャフト３１１が固定
された上部装飾体３１およびそれと一体的に形成された下部装飾体３２は、当該移動する
ことが可能な方向の力を受ける。この力を受ける下部装飾体３２と上部装飾体３１の境界
付近に固定された各第二シャフト３２１は、各第二スライド部４２によって移動すること
が可能な方向、すなわち上記第二方向にスライドする（詳細は後述の動作説明参照）。
【００３８】
　また、ベース部材４０における窪んだ径方向内側寄りの部分の大きさ（径）は、連結部
材６０の大きさ（径）よりも大きく設定され、窪み４４の深さは、連結部材６０の鍔部６
１の厚みよりも大きく設定されている。形態変化部材ユニット２が組立てられた状態では
、連結部材６０はこの窪み４４内に収まる。つまり、軸部材２０の回動に伴い、連結部材
６０はベース部材４０の窪み４４内で回動する。このように、連結部材６０を窪み４４内
に収めることで、窪み４４がない場合に比べ、ベース部材４０と形態変化部材３０との間
の距離を縮めることが可能となる。したがって、窪み４４がない場合に比べ、ベース部材
４０と各下部装飾体３２を連結する各第二シャフト３２１の長さを短くすることが可能と
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なる。さらに、連結部材６０を窪み４４内に収めることで、形態変化部材ユニット２が薄
くなり、遊技機１の前後方向の限られたスペースを有効に活用することが可能となる。
【００３９】
　また、ベース部材４０の周縁には、後方に向かって起立した側壁４５が形成されている
。この側壁４５には、開口部４５１（側壁４５の一部が切り欠かれたもの）が形成されて
いる。開口部４５１は、周方向等間隔に複数形成されている。
【００４０】
　さらに、側壁４５の内側には、後方に向かって突出した第一ロック部４６が形成されて
いる。第一ロック部４６は、のこぎりの歯のように凹凸が交互に並んだ部分である。第一
ロック部４６を構成する各歯４６１は、直角三角形状に形成されている。当該直角三角形
の斜面は、第一方向に向かうにしたがって歯４６１の高さが低くなるように傾斜している
。
【００４１】
　また、ベース部材４０の後面（側壁４５に囲まれた内底面）には、反射部４７（反射ド
ット）が形成されている。反射部４７は、後述する発光部７０からの光を乱反射させて拡
散させるものである。
【００４２】
　さらに、形態変化部材ユニット２は、ベース部材４０の後方に発光部７０を備える（図
４参照）。発光部７０は、板状の光源支持部材７１の前面に複数の光源７２（例えばＬＥ
Ｄ光源）が点在するように配置したものである。かかる光源７２から出射した光は、ベー
ス部材４０の反射部４７によって拡散し、面状の光となって形態変化部材３０を後方から
照らす。また、光の一部はベース部材４０に形成された開口部４５１を通り、形態変化部
材３０の外側を照らす。
【００４３】
　また、光源７２を支持する光源支持部材７１の外縁には、上記第一ロック部４６と向か
い合う第二ロック部８０が形成されている。第二ロック部８０は、前方に向かって突出し
たのこぎりの歯のように凹凸が交互に並んだ部分である。第二ロック部８０を構成する各
歯８０１は、直角三角形状に形成されている。当該直角三角形の斜面は、第一方向に向か
うにしたがって歯８０１の高さが高くなるように傾斜している。また、第二ロック部８０
は、前後方向にスライド可能であり、付勢部材８１によって第一ロック部４６の方向に付
勢されている。つまり、第二ロック部８０は、常に第一ロック部４６に押しつけられた状
態にある。この付勢部材８１によって付勢された第二ロック部８０と上記第一ロック部４
６によって、形態変化部材３０を第二形態から第一形態に変化させる際のロック機構を構
成する。
【００４４】
　ロック機構は、第一方向へのベース部材４０の回動は規制せず、第一方向とは反対の方
向へのベース部材４０の回動を規制するものである。図１３に示すように、ベース部材４
０が第一方向へ回動する際には、第一ロック部４６の各歯４６１の頂点によって第二ロッ
ク部８０が付勢部材８１の付勢力に抗して後方に押されつつ、第二ロック部８０の各歯８
０１が第一ロック部４６の各歯４６１を乗り越えていく。したがって、ベース部材４０は
第一方向には回動可能である。一方、図１４に示すように、ベース部材４０が第一方向と
は反対の方向に回動する際には、第一ロック部４６の各歯４６１が、第一ロック部４６の
方向に付勢された第二ロック部８０の各歯８０１の間（谷）に引っ掛かった状態となる。
別の見方をすれば、付勢された第二ロック部８０の各歯８０１が、第一ロック部４６の各
歯４６１の間（谷）に引っ掛かった状態となる。したがって、ベース部材４０は第一方向
とは反対の方向に回動することはできない。後述するように、形態変化部材３０が第二形
態から第一形態へ形態変化する際、ロック機構が機能し、ベース部材４０の回動が阻止さ
れる。
【００４５】
（形態変化部材ユニットの動作）
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　以下、上記構成を備える形態変化部材ユニット２の動作について、一部上記説明と重複
するが詳細に説明する。
【００４６】
１）第一形態から第二形態への形態変化動作
　形態変化部材３０が第一形態にあるとき、形態変化部材３０を構成する装飾体は、閉じ
た状態の「花」を構築する。この閉じた状態の「花」を構築する装飾体は、その全部がベ
ース部材４０の外縁よりも内側にある。このとき、上部装飾体３１に固定された各第一シ
ャフト３１１（各第一スライド体３１２）は、それぞれに対応した第一スライド部４１の
一端に位置する。この「第一スライド部４１の一端」とは、第一スライド部４１における
第一方向側端部とは反対側の端部のことである（後述する「第一スライド部４１の他端」
とは、第一方向側の端部のことである）。また、下部装飾体３２と上部装飾体３１の境界
付近に固定された各第二シャフト３２１（各第二スライド体３２２）は、それぞれに対応
した第二スライド部４２の一端に位置する。この「第二スライド部４２の一端」とは、第
二スライド部４２における第二方向側端部とは反対側の端部（軸部材２０の中心側の端部
）のことである（後述する「第二スライド部４２の他端」とは、第二方向側の端部（外側
の端部）のことである）。
【００４７】
　第一形態にある形態変化部材３０を第二形態に変化させる際には、制御手段は駆動部１
０を動作させ、軸部材２０を第一方向に回動させる。軸部材２０が第一方向に回動すると
、その先端に固定された連結部材６０も第一方向に回動する。連結部材６０が第一方向に
回動すると、連結部材６０の各第一シャフト挿通孔６２に挿通された各第一シャフト３１
１が第一方向へ回動しようとする。つまり、駆動部１０の動力が各第一シャフト３１１ま
で伝達される。上記駆動部１０の動力が伝達された各第一シャフト３１１は、第一スライ
ド部４１を（第一スライド部４１の形状に沿って）スライド（移動）する。すなわち、軸
部材２０を中心とした円周上をスライドする。なお、各第一スライド体３１２を各第一ス
ライド部４１の周辺に係合させることで、各第一シャフト３１１が各第一スライド部４１
により第一方向に案内されてスライドする構成にしてもよい。
【００４８】
　第一シャフト３１１は上部装飾体３１に固定されている。上部装飾体３１は下部装飾体
３２と一体的に形成されている。したがって、第一シャフト３１１が第一方向にスライド
すると、装飾体全体が当該方向に移動しようとする。しかし、各下部装飾体３２と各上部
装飾体３１の境界付近に固定された各第二シャフト３２１は、その先端に固定された第二
スライド体３２２が各第二スライド部４２に係合されているから、第一方向にかかる力を
第二方向に逃がすように第一シャフト３１１との間隔を保った状態で、第二スライド部４
２を（第二スライド部４２の形状に沿って）スライド（移動）する。このように、第一シ
ャフト３１１が第一スライド部４１の他端に向けてスライドを開始すると同時に、第二シ
ャフト３２１が第二スライド部４２の他端に向けてスライドを開始する。装飾体全体とし
ては、第一シャフト３１１が固定された側が第一方向にスライドしつつ、第二シャフト３
２１が固定された側（下部装飾体３２側）が第二方向にスライドする。
【００４９】
　第一方向は、軸部材２０の回動軸を中心とする円に沿う方向であるから、軸部材２０が
回動しても第一シャフト３１１と軸部材２０の中心（「花」の中心）との距離が変わるこ
とはない。しかし、第二方向は、段々と軸部材２０の中心から離れる方向であるから、軸
部材２０が回動すると第二シャフト３２１と軸部材２０の中心との距離は段々と大きくな
る。したがって、軸部材２０が回動するにしたがい、第二シャフト３２１が固定された下
部装飾体３２側が段々と外側に広がるように「花」の形態が変化していく。別の見方をす
れば、各装飾体は、第一シャフト３１１側（上部装飾体３１側）を基点として、第二シャ
フト３２１側（下部装飾体３２側）が段々と起立するように形態を変化させていく。第一
シャフト３１１（第一スライド体３１２）が第一スライド部４１の他端まで到達すると、
同時に第二シャフト３２１（第二スライド体３２２）が第二スライド部４２の他端まで到
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達する。つまり、両シャフトは、スライド部の一端から同時にスライドを開始し、同時に
スライド部の他端に到達する。両シャフトが同時にスライド部の他端に到達することによ
り、形態変化部材３０によって下部装飾体３２が大きく外側に広がった「花」の開いた状
態である第二形態が構築される。この第二形態にある形態変化部材３０は、装飾体の一部
（本実施形態では下部装飾体３２の一部）がベース部材４０の外縁よりも外側に突出する
。
【００５０】
　なお、上述したように、形態変化部材３０が第一形態にあるとき、各上部装飾体３１は
それぞれ隣り合う下部装飾体３２と重なっており、隣り合う上部装飾体３１同士は近接し
ている。したがって、第一形態にある各装飾体が第二形態に向かって形態を変化させる際
に、隣り合う上部装飾体３１同士が干渉しないような装飾体形状とする必要がある。
【００５１】
　形態変化部材３０によって第二形態が構築された状態となると、第一スライド部４１の
他端に位置する第一シャフト３１１（第一スライド体３１２）、および第二スライド部４
２の他端に位置する第二シャフト３２１（第二スライド体３２２）はそれ以上スライドす
ることができなくなる。したがって、形態変化部材３０が第一形態から第二形態へと変化
した後、さらに軸部材２０が第一方向に回動すると、第一シャフト３１１（第一スライド
体３１２）が第一スライド部４１の他端（端部）を第一方向に押圧する（図１１（ｂ）お
よび図１２（ｂ）に示す矢印Ｐ１の方向に押圧する）。また、第二シャフト３２１も第二
スライド部４２の他端（端部）を第一方向に押圧する（図１１（ｂ）および図１２（ｂ）
に示す矢印Ｐ２の方向に押圧する）。つまり、ベース部材４０は、第一方向への力を受け
る。上述したように、上記ロック機構によってベース部材４０の第一方向への回動は規制
されない（ベース部材４０は第一方向へは回動可能である）から、当該力を受けたベース
部材４０は第一方向へ回動する。つまり、形態変化部材３０が第二形態を維持したまま、
ベース部材４０とともに第一方向へ回動する。このように、形態変化部材ユニット２を用
いた演出では、まず、形態変化部材３０が第一形態から第二形態に変化し、続いてベース
部材４０および第二形態にある形態変化部材３０（開いた状態にある「花」）の回動が始
まることになる。
【００５２】
　ただし、形態変化部材３０が第一形態から第二形態へ変化している際、すなわち第一シ
ャフト３１１が第一スライド部４１を第一方向にスライドするとともに第二シャフト３２
１が第二スライド部４２を前第二方向にスライドしている間は、ベース部材４０は回動し
ない。形態変化部材３０が第一形態から第二形態に変化している際は、第一シャフト３１
１や第二シャフト３２１がスライド途中にあるため、ベース部材４０を回動させるだけの
力がベース部材４０には伝わらないからである。第一シャフト３１１や第二シャフト３２
１が第一スライド部４１や第二スライド部４２の他端まで移動してはじめて、上記Ｐ１、
Ｐ２の押圧力がベース部材４０に伝わり、ベース部材４０が回動する構成となっている。
なお、本実施形態では、第一シャフト３１１が第一スライド部４１の他端まで到達すると
同時に第二シャフト３２１が第二スライド部４２の他端まで到達するため、両シャフトか
らベース部材４０に対してベース部材４０を回動させるための力が伝わることになるが、
第一シャフト３１１および第二シャフト３２１の一方が先にスライド部の他端に到達し、
当該一方のシャフトのみからベース部材４０に力が伝わるようにしてもよい。つまり、本
実施形態のように第一シャフト３１１によるＰ１方向への押圧と第二シャフト３２１によ
るＰ２方向への押圧の両方によりベース部材４０が第一方向への力を受ける構成としても
よいし、一方のシャフトによる押圧のみによりベース部材４０が第一方向への力を受ける
構成としてもよい。
【００５３】
　制御手段は、発光部７０の光源７２を点灯させ、ベース部材４０および形態変化部材３
０を後方から照らす。この光源７２を点灯させるタイミングは、適宜設定可能である。例
えば、形態変化部材３０が第一形態から第二形態まで変化しベース部材４０とともに回動
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するに至るまでの間ずっと光源７２を点灯させるように制御してもよいし、形態変化部材
３０が第二形態に至った瞬間（「花」が開いた瞬間）に光源７２を点灯させるように制御
してもよい。本実施形態では、ベース部材４０の側壁４５に開口部４５１が形成されてい
るから、発光部７０から出射された光は、反射部４７によって拡散され、この開口部４５
１から漏れ出る。上述したように、第二形態にある形態変化部材３０の装飾体の一部はベ
ース部材４０の外縁よりも外側に突出するが、この突出した部分は、この開口部４５１か
ら漏れ出た光に照らされる。すなわち、形態変化部材３０におけるベース部材４０に重な
る部分だけでなく、ベース部材４０に重なっていない突出した部分も発光部７０からの光
によって照らされる綺麗な役物となる。また、形態変化部材３０が「花」が開いた状態で
ある第二形態にあっても、ベース部材４０の前面には常に形態変化部材３０（装飾体）が
存在するため、発光部７０からの光が直接遊技者に届くことはない。つまり、発光部７０
からの光はベース部材４０のみならず形態変化部材３０も介して遊技者に届くため、光の
明暗が生じにくい。ゆえに、形態変化部材３０による綺麗な演出を提供することが可能と
なる。
【００５４】
２）第二形態から第一形態への形態変化動作
　第二形態にある形態変化部材３０を第一形態に変化させる際には、制御手段は駆動部１
０を動作させ、軸部材２０を第一方向の反対方向に回動させる。軸部材２０が第一方向の
反対方向に回動すると、その先端に固定された連結部材６０も第一方向の反対方向に回動
する。連結部材６０が第一方向の反対方向に回動すると、連結部材６０の各第一シャフト
挿通孔６２に挿通された各第一シャフト３１１が第一方向の反対方向へ回動しようとする
。つまり、駆動部１０の動力が各第一シャフト３１１まで伝達される。このとき、ベース
部材４０は、第一方向の反対方向に回動しようとする第一シャフト３１１から同方向への
力を受けるが、上記ロック機構によりベース部材４０の同方向への回動は阻止されており
、ベース部材４０が同方向に回動することはない。したがって、各第一シャフト３１１は
、回動が規制されたベース部材４０に形成された各第一スライド部４１を（第一スライド
部４１の形状に沿って）、第一スライド部４１の一端に向かってスライドする。
【００５５】
　第一シャフト３１１が第一方向の反対方向にスライドすると、装飾体全体が当該方向に
移動しようとする。しかし、各下部装飾体３２と各上部装飾体３１の境界付近に固定され
た各第二シャフト３２１は、その先端に固定された第二スライド体３２２が各第二スライ
ド部４２に係合されているから、第一シャフト３１１との間隔を保った状態で、第二スラ
イド部４２を（第二スライド部４２の形状に沿って）、第二スライド部４２の一端に向か
ってスライドする。このように、第一シャフト３１１が第一スライド部４１の一端に向け
てスライドを開始すると同時に、第二シャフト３２１が第二スライド部４２の一端に向け
てスライドを開始する。装飾体全体としては、第一シャフト３１１が固定された側が第一
方向の反対方向にスライドしつつ、第二シャフト３２１側（下部装飾体３２側）が第二方
向の反対方向にスライドする。
【００５６】
　それゆえ、装飾体全体としては、第一シャフト３１１側を基点として、第二シャフト３
２１側（下部装飾体３２側）が段々と内側に移動するように形態を変化させていく。第一
シャフト３１１（第一スライド体３１２）が第一スライド部４１の一端まで到達し、これ
と同時に第二シャフト３２１（第二スライド体３２２）が第二スライド部４２の一端まで
到達すると、下部装飾体３２が内側に収まった「花」の閉じた状態である第一形態が構築
される。すなわち、形態変化部材３０を構成する装飾体の全部がベース部材４０の外縁よ
りも内側にある状態となる。
【００５７】
　なお、かかる第二形態から第一形態へ形態変化部材３０を変化させる際（変化させたと
き）に、制御手段により、発光部７０の光源７２を消灯させるようにしてもよい。この光
源７２を消灯させるタイミングは、適宜設定可能である。例えば、形態変化部材３０が第



(11) JP 6090942 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

一形態に至った瞬間（「花」が閉じた瞬間）に光源７２を消灯させるように制御すればよ
い。
【００５８】
（本実施形態の主な作用効果）
　以上説明した本発明にかかる遊技機１によれば、次のような作用効果が奏される。
【００５９】
　本実施形態にかかる遊技機１によれば、形態変化部材３０が第一形態から第二形態へと
変化する際、第一シャフト３１１は第一スライド部４１を第一方向にスライドし、これに
併せて第二シャフト３２１は第二スライド部４２を第二方向にスライドするため、スライ
ドする部材（第一シャフト３１１および第二シャフト３２１）にかかる負荷を抑制するこ
とが可能である。
【００６０】
　また、上部装飾体３１と下部装飾体３２が一体的に成形されてなる装飾体に固定された
第一シャフト３１１と第二シャフト３２１が、互いの間隔を保持しながらスライドするか
ら、両シャフトにかかる負荷を抑制することが可能である。
【００６１】
　また、本実施形態における形態変化部材３０の変化の態様は、第一スライド部４１の形
状と第二スライド部４２の形状（第一方向と第二方向）によって決まる。したがって、上
述したように、第一スライド部４１の形状と第二スライド部４２の形状を異なる形状とす
ることにより、形態変化部材３０の変化の態様を自在に設定することが可能となる。
【００６２】
　また、本実施形態のように、軸部材２０の回動に伴って装飾体が段々と外側に広がるよ
うな形態変化部材３０の変化の態様（「花」が閉じた状態から開いた状態に変化する態様
）とすることが可能となる。
【００６３】
　また、第二方向が軸部材２０を中心とした円に直交しない方向となるように第二スライ
ド部４２が形成されているから、第二シャフト３２１が第二スライド部４２をスムーズに
スライドする。つまり、形態変化部材３０（装飾体）の形態変化動作をスムーズにするこ
とが可能となる。
【００６４】
　また、一つの駆動部１０（一つの軸部材２０の回転）によって、複数の装飾体が一度に
動作する装飾性に優れた形態変化部材３０とすることが可能となる。
【００６５】
　また、上部装飾体３１が隣り合う下部装飾体３２に重なるよう設定されており、ベース
部材４０の前面の殆どが常に（第一形態および第二形態のいずれの状態であっても）装飾
体で覆われた綺麗な形態変化部材３０とすることが可能である。
【００６６】
　また、形態変化部材３０が第一形態にあるときに第一シャフト３１１および第二シャフ
ト３２１が第一スライド部４１および第二スライド部４２の一端に位置し、形態変化部材
３０が第二形態にあるときに第一シャフト３１１および第二シャフト３２１が第一スライ
ド部４１および第二スライド部４２の他端に位置する構成であるため、形態変化部材３０
の変化の大きさに合わせたスライド部の大きさにすることが可能である。
【００６７】
　また、形態変化部材３０が第一形態から第二形態へと変化する際、第一シャフト３１１
および第二シャフト３２１が第一スライド部４１および第二スライド部４２を同時にスラ
イドするから、第一シャフト３１１および第二シャフト３２１の一方に大きな負荷がかか
る（負荷が偏ってしまう）のを防止することが可能である。
【００６８】
　また、装飾体の全部がベース部材４０の外縁よりも内側にある状態（第一形態）から、
装飾体の一部をベース部材４０の外縁より外側に突出させる状態（第二形態）となるよう
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に形態変化部材３０を変化させることが可能である。
【００６９】
　また、連結部材６０を用いることにより、駆動部１０（軸部材２０）の回動動力を簡単
に第一シャフト３１１に伝達することが可能となる。
【００７０】
　また、形態変化部材３０の形態が変化する際、駆動部１０（軸部材２０）の動力は装飾
体の動きとしてのみ出力されるから、第一シャフト３１１や第二シャフト３２１にかかる
負荷を抑制することが可能となる。
【００７１】
　また、形態変化部材３０を第二形態に変化させた後、ベース部材４０をこの第二形態と
なった形態変化部材３０とともに回動させる演出を提供することが可能となる。
【００７２】
　また、形態変化部材３０を第二の形態から第一の形態に変化させる（戻す）際には、ベ
ース部材４０の回動（空回り）を規制する必要があるところ、第一方向の反対方向にベー
ス部を回動させたとき（回動させようとしたとき）に第一のロック部と第二のロック部と
の噛み合いによってベース部の回動が規制される構成であるため、当該ロック部にかかる
負荷を抑制することが可能となる。
【００７３】
　また、ベース部材４０に形成された複数の反射部４７により、後方の発光部７０から出
射された光をあらゆる方向に拡散させることが可能となる。また、ベース部材４０に複数
の開口部４５１が形成されているから、反射部４７によって拡散された光は開口部４５１
を通過して、ベース部材４０の外縁付近を照らす。したがって、形態変化部材３０が第二
形態にあるときにおいて、ベース部材４０の外縁より外側に突出した装飾体の一部をも照
らすことが可能となる。
【００７４】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００７５】
  例えば、上記形態変化部材ユニット２における第一スライド部４１および第二スライド
部４２の形状は一例であり、適宜変更可能である。
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
  手段１の発明にかかる遊技機は、遊技状態に応じて駆動する駆動部と、前記駆動部と連
繋され、前記駆動部が駆動することで回動する軸部材と、前記軸部材に連結され、前記軸
部材の回動状態に応じて第一形態から第二形態へと形態を変えることが可能な、少なくと
も一つの装飾体を有する形態変化部材と、前記装飾体に第一シャフトと第二シャフトを設
け、前記第一シャフトと前記第二シャフトがスライド可能にそれぞれ対応した第一スライ
ド部と第二スライド部を有するベース部材と、を備え、前記第一スライド部は前記軸部材
が第一方向に回動した際に前記第一シャフトが前記第一方向と同方向にスライドするよう
に構成される一方、前記第二スライド部は前記軸部材が第一方向に回動した際に前記第二
シャフトが前記第一方向とは異なる第二方向にスライドするように構成され、前記軸部材
が前記第一方向に回動することに伴って、前記第一シャフトが前記第一スライド部を前記
第一方向にスライドするとともに前記第二シャフトが前記第二スライド部を前記第二方向
にスライドすることで、前記形態変化部材が第一形態から前記第二形態へと変化するよう
に構成され、前記形態変化部材が前記第一形態から前記第二形態へと変化した後に、前記
第一シャフトが前記第一スライド部の端部あるいは前記第二シャフトが前記第二スライド
部の端部を前記第一方向に押圧することで、前記ベース部材を前記第一方向に回動させる
ように構成され、前記ベース部材の後方には、発光部が設けられており、前記ベース部材
には、複数の反射部と複数の開口部が形成されていることを特徴とする。
  手段２にかかる遊技機は、手段１に記載の遊技機において、前記複数の装飾体は、それ
ぞれ上部装飾体と、前記上部装飾体と連結した下部装飾体で構成されており、前記形態変
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化部材が前記第一形態にあるときには、前記上部装飾体はそれぞれ隣り合う前記下部装飾
体と重なっているところに特徴を有する。
  手段３にかかる遊技機は、手段１または手段２に記載の遊技機において、前記形態変化
部材が前記第一形態にあるときには、前記第一シャフトおよび前記第二シャフトは、それ
ぞれ前記第一スライド部および前記第二スライド部の一端にあり、 前記形態変化部材が
前記第二形態にあるときには、前記第一シャフトおよび前記第二シャフトは、それぞれ前
記第一スライド部および前記第二スライド部の他端にあるところに特徴を有する。
  手段４にかかる遊技機は、手段１から手段３のいずれかに記載の遊技機において、前記
形態変化部材が前記第一形態から前記第二形態へと変化する際は、前記第一シャフトおよ
び前記第二シャフトは、それぞれ前記第一スライド部および前記第二スライド部を同時に
スライドするところに特徴を有する。
  手段５にかかる遊技機は、手段１から手段４のいずれかに記載の遊技機において、前記
形態変化部材が前記第一形態にあるときには、前記装飾体の全部が前記ベース部材の外縁
よりも内側にあり、前記形態変化部材が前記第二形態にあるときには、前記装飾体の一部
が前記ベース部材の外縁よりも外側に突出するところに特徴を有する。
  手段６にかかる遊技機は、手段１から手段５のいずれかに記載の遊技機において、前記
ベース部材には、第一ロック部が設けられ、前記ベース部材の後方には、前記第一ロック
部と対になる第二ロック部が設けられており、前記形態変化部材が前記第二形態にあると
きに、前記軸部材を前記第一方向の反対方向に回動させると、前記ロック部同士が噛み合
うことにより前記ベース部材の前記第一方向の反対方向への回動が規制されて、前記第一
シャフトが前記第一スライド部を前記第一方向の反対方向にスライドするとともに前記第
二シャフトが前記第二スライド部を前記第二方向の反対方向にスライドすることにより、
前記形態変化部材が前記第二形態から前記第一形態へと変化するところに特徴を有する。
  手段１にかかる遊技機によれば、形態変化部材が第一形態から第二形態へと変化する際
、第一シャフトは第一スライド部を第一方向にスライドし、これに併せて第二シャフトは
第二スライド部を第二方向にスライドするため、スライドする部材（第一シャフトおよび
第二シャフト）にかかる負荷を抑制することが可能である。
  また、複数の装飾体が一度に動作する装飾性に優れた形態変化部材とすることが可能と
なる。
  手段２にかかる遊技機のように、上部装飾体が隣り合う下部装飾体に重なるようにすれ
ば、ベース部材の前面の殆どが常に（第一形態および第二形態のいずれの状態であっても
）装飾体で覆われた綺麗な形態変化部材とすることが可能である。
  手段３にかかる遊技機のように、形態変化部材が第一形態にあるときに第一シャフトお
よび第二シャフトが第一スライド部および第二スライド部の一端に位置し、形態変化部材
が第二形態にあるときに第一シャフトおよび第二シャフトが第一スライド部および第二ス
ライド部の他端に位置する構成とすれば、形態変化部材の変化の大きさに合わせたスライ
ド部の大きさにすることが可能である。
  手段４にかかる遊技機によれば、形態変化部材が第一形態から第二形態へと変化する際
、第一シャフトおよび第二シャフトが第一スライド部および第二スライド部を同時にスラ
イドするから、第一シャフトおよび第二シャフトの一方に大きな負荷がかかる（負荷が偏
ってしまう）のを防止することが可能である。
  第一スライド部と第二スライド部の形状や形成する位置等によっては、手段５にかかる
遊技機のように、装飾体の全部がベース部材の外縁よりも内側にある状態から、装飾体の
一部をベース部材の外縁より外側に突出させるように形態変化部材を変化させることが可
能である。
  形態変化部材を第二の形態から第一の形態に変化させる（戻す）際には、ベース部材の
回動（空回り）を規制する必要があるところ、手段６にかかる遊技機のように、第一方向
の反対方向にベース部を回動させたとき（回動させようとしたとき）に第一のロック部と
第二のロック部との噛み合いによってベース部の回動が規制される構成とすれば、当該ロ
ック部にかかる負荷を抑制することが可能となる。なお、例えば、上記特許文献１に記載
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の構成であれば、回動ロック機構（３１２６）のロック片（３１２８ａ）でベース部材の
第一方向への回動を直接停止させる構成であるため、ロック部（ロック片）にかかる負荷
が大きく、ロック部が破損してしまうおそれがあるが、本手段にかかる遊技機はこのよう
なおそれはない。
【符号の説明】
【００７６】
１　　　遊技機
２　　　形態変化部材ユニット
１０　　駆動部
２０　　軸部材
３０　　形態変化部材
３１　　上部装飾体
３１１　第一シャフト
３２　　下部装飾体
３２１　第二シャフト
４０　　ベース部材
４１　　第一スライド部
４２　　第二スライド部
４５１　開口部
４６　　第一ロック部
４７　　反射部
６０　　連結部材
７０　　発光部
７２　　光源
８０　　第二ロック部
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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