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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常は第１待機位置に配置され、特定の演出条件が成立したときに、遊技盤の前面に沿
った第１方向の一方側に移動して第１演出位置に配置される第１可動部材と、
　前記第１可動部材に対して前記第１方向の他方側で前記第１方向に移動可能に構成され
ると共に、前記第１待機位置に配置された前記第１可動部材よりも前記第１方向の他方側
に位置する第２待機位置と、前記第１演出位置に配置された前記第１可動部材に対して前
記第１方向の他方側から合体する第２演出位置とに配置される第２可動部材と、を備えた
遊技機において、
　通常は前記第１待機位置の前記第１可動部材に近接した第２待機位置に配置され、前記
第１可動部材が前記第１演出位置に配置されたときに、前記遊技盤の前面に沿って移動し
て前記第１演出位置の前記第１可動部材に近接した第２演出位置に配置される第２可動部
材と、を備えた遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、待機位置から遊技盤の前面に沿って演出位置に移動する可動部材を備えた遊
技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、この種の遊技機として、特定の演出条件が成立したときに、表示部の上部に配置
されていた可動部材が演出位置に移動するものが知られている（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－４５２７１号公報（段落［００１２］～［００１３］、図
１，２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、可動部材による演出が単調で趣向性に欠け
るという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、可動部材による演出の趣向性を向上させ
ることが可能な遊技機の提供を目的とする。
【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なされた請求項１の発明は、通常は第１待機位置に配置され
、特定の演出条件が成立したときに、遊技盤の前面に沿った第１方向の一方側に移動して
第１演出位置に配置される第１可動部材と、前記第１可動部材に対して前記第１方向の他
方側で前記第１方向に移動可能に構成されると共に、前記第１待機位置に配置された前記
第１可動部材よりも前記第１方向の他方側に位置する第２待機位置と、前記第１演出位置
に配置された前記第１可動部材に対して前記第１方向の他方側から合体する第２演出位置
とに配置される第２可動部材と、を備えた遊技機において、通常は前記第１待機位置の前
記第１可動部材に近接した第２待機位置に配置され、前記第１可動部材が前記第１演出位
置に配置されたときに、前記遊技盤の前面に沿って移動して前記第１演出位置の前記第１
可動部材に近接した第２演出位置に配置される第２可動部材と、を備えた遊技機である。
【発明の効果】
【００１０】
　［請求項１の発明］
　本発明では、第１可動部材が第１演出位置に配置されているときに、第２可動部材が第
２待機位置から第２演出位置へと移動して、第１可動部材と合体する。このように、本発
明によれば、第１可動部材が第１待機位置から第１演出位置へと移動するだけでなく、第
２可動部材が移動して、第１演出位置の第１可動部材と合体するので、可動部材による演
出の趣向性向上を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機の正面図
【図２】遊技盤の正面図
【図３】第１可動部材が第１待機位置に、第２可動部材が第２待機位置に配置された状態
の機構枠の正面図
【図４】第１可動部材が第１演出位置に、第２可動部材が第２待機位置に配置された状態
の機構枠の正面図
【図５】第１可動部材が第１演出位置に、第２可動部材が第２演出位置に配置された状態
の機構枠の正面図
【図６】第１可動部材及び第２可動部材の斜視図
【図７】第１可動部材の前面側斜視図
【図８】第１可動部材の背面側斜視図
【図９】第１可動部材の拡大斜視図
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【図１０】第２可動部材の前面側斜視図
【図１１】第２可動部材の背面側斜視図
【図１２】第２可動部材の拡大斜視図
【図１３】（Ａ）第１可動部材が第１待機位置に配置された状態の平断面図、（Ｂ）第１
可動部材が第１待機位置へ復帰する途中の平断面図
【図１４】第１可動部材及び第２可動部材の正面図
【図１５】第１可動部材及び第２可動部材の平断面図
【図１６】（Ａ）受止位置に配置された状態の受止部材の平面図、（Ｂ）受止解除位置に
配置された状態の受止部材の平面図
【図１７】表示装飾枠の背面側斜視図
【図１８】（Ａ）受止位置に配置された状態の受止部材と第２可動部材の側断面図、（Ｂ
）受止解除位置に配置された状態の受止部材と第２可動部材の側断面図
【図１９】（Ａ）受止解除位置側に押圧されている状態の受止部材と第２可動部材の側断
面図、（Ｂ）受止位置に復帰した状態の受止部材と第２可動部材の側断面図
【図２０】第２実施形態に係る第１可動部材及び第２可動部材の正面図
【図２１】（Ａ）受止位置に配置された状態の受止部材と第２可動部材の側断面図、（Ｂ
）受止解除位置に配置された状態の受止部材と第２可動部材の側断面図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　［第１実施形態］
　以下、本発明をパチンコ遊技機に適用した一実施形態を、図１～図１９に基づいて説明
する。図１に示すように、本実施形態の遊技機１０は、前面枠１０Ｚを前面に備え、その
前面枠１０Ｚに形成されたガラス窓１０Ｗを通して、図２に示す遊技盤１１の前面に形成
された遊技領域Ｒ１が視認可能になっている。遊技盤１１の後側には、図３に示す機構枠
１７が取り付けられ、その機構枠１７には種々の装置が取り付けられている。
【００１６】
　図１に示すように、前面枠１０Ｚのうちガラス窓１０Ｗより下方には、上皿２６と下皿
２７が上下２段にして設けられ、下皿２７の右側には、操作ハンドル２８が備えられてい
る。そして、操作ハンドル２８を回動操作すると、上皿２６に収容された遊技球が遊技領
域Ｒ１（図２参照）に向けて弾き出される。
【００１７】
　図２に示すように、遊技盤１１の前面からは、遊技領域Ｒ１を包囲するガイドレール１
２が突出している。ガイドレール１２は、遊技盤１１の外縁部を周回するように配置され
ている。
【００１８】
　遊技盤１１のうち遊技領域Ｒ１の中央には、表示開口１１Ｈが貫通形成されており、そ
の表示開口１１Ｈに後側から表示装置１３が対向している。表示装置１３は、例えば、液
晶モジュールで構成され、その前面が遊技に関する演出を行う表示画面１３Ｇとなってい
る。なお、詳細には、表示画面１３Ｇは、機構枠１７（図３参照）の後側から機構枠１７
の開口部１７Ｋと遊技盤１１の表示開口１１Ｈを通して遊技者に視認可能となっている。
【００１９】
　遊技盤１１の前面中央には、前方から見て表示画面１３Ｇを囲むように表示装飾枠２３
が取り付けられている。表示装飾枠２３は、遊技盤１１の前面側から表示開口１１Ｈに嵌
め込まれ、表示開口１１Ｈの内側に張り出すと共に遊技盤１１の前面から突出している。
そして、遊技領域Ｒ１を流下する遊技球が、表示装飾枠２３の前側を通過して表示装飾枠
２３の内側に進入しないように構成されている。
【００２０】
　遊技領域Ｒ１には、表示装飾枠２３の下方で横方向の中央に第１の始動入賞口１４Ａが
設けられると共に、表示装飾枠２３の右下角部に第２の始動入賞口１４Ｂが設けられてい
る。また、遊技領域Ｒ１のうち、第１の始動入賞口１４Ａの左側に複数の一般入賞口２０
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、右側に第１及び第２の大入賞口１５Ａ，１５Ｂ、下側にアウト口１６が設けられている
。さらに、第１の大入賞口１５Ａの右側には、サイド入賞口２１が備えられると共に、表
示装飾枠２３の右側には始動ゲート１８が備えられる一方、左側方には風車１９が備えら
れている。
【００２１】
　第１の始動入賞口１４Ａは、上側に開放したポケット構造になっている一方、第２の始
動入賞口１４Ｂは、側方に開放し、開閉扉１４Ｔにより開閉される。開閉扉１４Ｔは、通
常は、第２の始動入賞口１４Ｂを閉塞する閉位置に配置され、始動ゲート１８を遊技球が
通過したときに行われる普通図柄当否判定で当りとなったことを起因にして、第２の始動
入賞口１４Ｂを開放する開位置に配置される。第１と第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂの
何れかに遊技球が入球（入賞）すると、特別図柄当否判定が行われる。特別図柄当否判定
の判定結果は、表示装置１３の表示画面１３Ｇにて報知される。特別図柄当否判定の結果
が当りとなると、大当り遊技状態となり、次述する大当り遊技が実行される。一方、特別
図柄当否判定の結果が外れであると、通常の遊技状態が続く。
【００２２】
　第１及び第２の大入賞口１５Ａ，１５Ｂは、横長矩形状をなし、通常の遊技状態では、
可動扉１５Ｔにてそれぞれ閉塞されている。そして、遊技状態が大当り遊技状態となって
大当り遊技が実行されると、何れか一方の可動扉１５Ｔが所定期間に亘って前側に倒され
る。すると、第１及び第２の大入賞口１５Ａ，１５Ｂの何れか一方が前方に開放し、可動
扉１５Ｔを案内にして大入賞口１５Ａ，１５Ｂに多くの遊技球が入賞可能となる。
【００２３】
　図３に示すように、本実施形態の遊技機１０は、上述した入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５
Ａ，１５Ｂや表示装置１３等のほかに、可動部材の動作により遊技に関する演出を行う第
１可動役物装置１１０Ｓと第２可動役物装置２１０Ｓを機構枠１７に固定して備えている
。第１可動役物装置１１０Ｓは、第１可動部材１１０を上下方向に移動させて、図３に示
す第１待機位置と図４に示す第１演出位置とに配置する。また、第２可動役物装置２１０
Ｓは、自由落下可能な第２可動部材２１０を有している。第２可動部材２１０は、第１可
動部材１１０の上側に位置し、第１待機位置の第１可動部材１１０と合体する第２待機位
置（図３参照）と、第１演出位置の第１可動部材１１０と合体する第２演出位置（図５参
照）と、に配置される。以下、第１可動役物装置１１０Ｓ及び第２可動役物装置２１０Ｓ
について詳説する。なお、図３～図５には、第２可動部材２１０がグレー表示にて示され
ている。
【００２４】
　図３に示すように、第１可動役物装置１１０Ｓは、上下方向に直線状に延びた１対の直
動ガイド１２０，１２０を横方向に間隔をあけて備えると共に、それら１対の直動ガイド
１２０，１２０に第１可動部材１１０を差し渡して備えている。具体的には、第１可動部
材１１０は、各直動ガイド１２０に沿って直動する第１直動部材１３０と、１対の第１直
動部材１３０，１３０の間を連絡する第１可動装飾部１５０と、で構成されている。なお
、１対の直動ガイド１２０，１２０は、表示画面１３Ｇを左右方向に挟むように機構枠１
７の左右の辺部に固定され、遊技盤１１及び表示装飾枠２３（図２参照）の後側に隠れる
ように配置されている。
【００２５】
　図７及び図８に示すように、各直動ガイド１２０は、上下方向に延びる案内シャフト１
２１を、対をなして備え、第１直動部材１３０は、１対の案内シャフト１２１，１２１の
両方に挿通されている。図９に示すように、１対の案内シャフト１２１，１２１のうち一
方の案内シャフト１２１における軸方向の両側には、１対のプーリ１２２，１２２が備え
られていて（図９には、一方のプーリ１２２のみが示されている。）、それら１対のプー
リ１２２，１２２にベルト１２３が架け渡されている。ベルト１２３は、歯付きの構造に
なっていて、そのベルト１２３の歯に第１直動部材１３０が係合している。そして、直動
駆動源１２４（図３参照）からの動力を受けてベルト１２３が回転することにより、第１
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直動部材１３０が上下動し、第１可動部材１１０が直動ガイド１２０に沿って移動するよ
うになっている。なお、本実施形態の例では、機構枠１７の左辺部１７Ｌに固定される直
動ガイド１２０においては、１対の案内シャフト１２１，１２１が横方向に並べて配置さ
れ、機構枠１７の右辺部１７Ｒに固定される直動ガイド１２０においては、１対の案内シ
ャフト１２１，１２１が前後方向に並べて配置されている。
【００２６】
　詳細には、図３に示すように、機構枠１７の左右両辺部１７Ｌ，１７Ｒには、直動ガイ
ド１２０（１対の案内シャフト１２１，１２１）と、１対のプーリ１２２，１２２と、ベ
ルト１２３と、直動駆動源１２４と、をケース１６０Ｋに収容して備える直動駆動ユニッ
ト１６０が組み付けられている。図６に示すように、ケース１６０Ｋは、１対の案内シャ
フト１２１，１２１をそれらの並び方向と垂直な方向で挟むように配置される１対のカバ
ー壁１６１，１６１と、それら１対のカバー壁１６１，１６１を連絡する連絡壁１６２と
、を備えている。なお、図示はしないが、直動駆動ユニット１６０には、１対の案内シャ
フト１２１，１２１を支持するシャフト支持部と、１対のプーリ１２２，１２２を回転可
能に支持するプーリ支持部と、が備えられている。また、図３～図５には、左辺部１７Ｌ
に備えた直動駆動ユニット１６０において、一方のカバー壁１６１のみ示されている。
【００２７】
　図７及び図８に示すように、各第１直動部材１３０は、１対の案内シャフト１２１，１
２１に架け渡されるように配置され且つ各案内シャフト１２１を挿通させる挿通孔１３１
Ａを有したシャフト挿通部１３１と、シャフト挿通部１３１から側方に張り出して上方へ
延びたリフト部１３２と、で構成されている。詳細には、リフト部１３２は、１対の第１
直動部材１３０，１３０の対向方向で互いに近づく側（即ち、左右方向の中央側）に突出
している。なお、シャフト挿通部１３１には、上述したベルト１２３の歯と係合するラッ
ク１３３が形成されている。
【００２８】
　各第１直動部材１３０におけるリフト部１３２の上端部には、第１可動装飾部１５０が
回転自在に連結している。具体的には、図９に示すように、リフト部１３２の上端部と第
１可動装飾部１５０の側部のそれぞれには、図示しないピン挿通孔が形成されていて、そ
れら２つのピン挿通孔に、ブッシュ１４１を介して連結ピン１４２が挿通されている。連
結ピン１４２は、連結ピン１４２の後端部に形成されたフランジ１４２Ｆ（図８参照）と
、連結ピン１４２の前端部と係合する抜止部材１４３と、によって、２つのピン挿通孔を
挿通した状態に保持されている。そして、図示しない２つのピン挿通孔と、ブッシュ１４
１と、連結ピン１４２と、抜止部材１４３と、から、第１直動部材１３０に対して第１可
動装飾部１５０を、前後方向に延びる回転軸を中心として回転可能に連結する第１回転連
結部１４０が構成されている。
【００２９】
　図７及び図８に示すように、第１可動装飾部１５０は、横長のベース部１５１と、ベー
ス部１５１の中央部に前側から重ねられ、ベース部１５１に対して遊技盤１１と平行な面
内で回転する回転体１５４と、で構成されている。回転体１５４は、正面視楕円形状をな
し、その楕円の中心軸回りに回転する。また、回転体１５４は、停止状態において、楕円
の長軸が左右方向を向くように配置される。ベース部１５１は、回転体１５４を回転可能
に支持する中央支持部１５２と、中央支持部１５２の両側部から側方に張り出して第１直
動部材１３０（詳細には、リフト部１３２）と連結する側方張出部１５３，１５３と、か
らなる。中央支持部１５２は、停止状態における回転体１５４と略同じ横長の楕円状をな
し、中央支持部１５２の後部には、回転体１５４を回転駆動するための回転駆動源１５５
が備えられている。
【００３０】
　第１可動役物装置１１０Ｓの構成に関する説明は以上である。次に、第１可動役物装置
１１０Ｓにおける第１可動部材１１０の動作について説明する。
【００３１】
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　第１可動役物装置１１０Ｓは、通常は、第１待機位置（図３参照）に第１可動部材１１
０を配置する。図２に示すように、第１待機位置の第１可動部材１１０は、表示装飾枠２
３の上辺部から下側にはみ出し、第１可動部材１１０の下側部分のみが遊技者に視認可能
となっている。この状態で所定の第１演出条件が成立すると、第１可動役物装置１１０Ｓ
は、直動駆動源１２４，１２４を作動させて、第１可動部材１１０を第１演出位置（図４
参照）へと移動させる。第１演出位置の第１可動部材１１０は、表示画面１３Ｇの中央部
前方に配置され、第１可動部材１１０の全体が遊技者に視認可能となる。そして、所定の
第１演出終了条件が成立すると、第１可動役物装置１１０Ｓは、直動駆動原１２４を作動
させて、第１可動部材１１０を第１待機位置へと復帰させる。
【００３２】
　ここで、本実施形態の遊技機１０では、１対の第１直動部材１３０，１３０がそれぞれ
別々の直動駆動源１２４，１２４によって駆動される構成になっているため、１対の第１
直動部材１３０，１３０の移動速度がズレると、第１可動部材１１０のスムーズな移動が
困難になるという問題が起こり得る。しかしながら、本実施形態の遊技機１０では、第１
直動部材１３０，１３０と第１可動装飾部１５０とが、第１回転連結部１４０，１４０に
て回転自在に連結されているので、１対の第１直動部材１３０，１３０の移動速度がズレ
た場合であっても、そのズレ分を、第１可動装飾部１５０が第１直動部材１３０，１３０
に対して傾くことによって吸収することが可能となる（図１４参照。なお、図１４には、
左側の第１直動部材１３０に対して反時計方向に傾斜した第１可動装飾部１５０が二点鎖
線で示されている）。これにより、第１直動部材１３０，１３０をスムーズに移動させる
ことが可能となり、第１可動部材１１０の動作不良を抑制することが可能となる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、第１可動役物装置１１０Ｓは、第１可動部材１１０が第１演出
位置へ向かう途中や第１演出位置に配置されたときに、回転体１５４を回転させる回転演
出を実行可能となっている。回転演出の実行中において、回転体１５４は、一方向にのみ
回転してもよいし、両方向に回転してもよい。回転演出が終了すると、回転体１５４は、
再び、楕円の長軸が左右方向を向くように配置されて、停止状態となる。
【００３４】
　ところで、本実施形態の遊技機１０においては、遊技中において第１可動役物装置１１
０Ｓによる演出が行われない場合のほか、遊技機１０を組み立てたり搬送したりする場合
にも、第１可動部材１１０が、第１待機位置（図３参照）に配置される。しかしながら、
例えば、搬送時の衝撃等によって第１可動部材１１０に外力がかかると、第１可動部材１
１０が第１待機位置から第１演出位置側へ移動してしまうという問題が起こり得る。この
ような問題を防ぐべく、遊技機１０は、以下に説明する構成を備えている。
【００３５】
　図６に示すように、第１直動部材１３０は、上述した直動駆動ユニット１６０（詳細に
は、ケース１６０Ｋ。）の１対のカバー壁１６１，１６１の間に挟まれるように配置され
ている。そして、図１３に示すように、１対のカバー壁１６１，１６１のうち一方のカバ
ー壁１６１Ａと、第１直動部材１３０と、には、互いに突き合わされるように突出した対
向突部１６３Ａ，１６３Ｂが設けられている。対向突部１６３Ａ，１６３Ｂは、上下方向
から見たときに、先端部同士が互いに重なるように配置されている。以下では、カバー壁
１６１Ａ側の対向突部１６３Ａを「固定側対向突部１６３Ａ」と、第１直動部材１３０側
の対向突部１６３Ｂを「可動側対向突部１６３Ｂ」と、称して、適宜、区別することとす
る。
【００３６】
　固定側対向突部１６３Ａの先端部は、可動側対向突部１６３Ｂとの対向方向で弾性変形
可能となっている。具体的には、上述した一方のカバー壁１６１Ａには、部材取付孔１６
４が形成されていて、その部材取付孔１６４に、棒状部材１６５が装着されている。棒状
部材１６５は、部材取付孔１６４に取り付けられる固定スリーブ１６６に弾性材料で構成
された芯材１６７が圧入固定された構造になっていて、芯材１６７は、固定スリーブ１６
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６に対して可動側対向突部１６３Ｂ側に突出している。そして、芯材１６７によって、固
定側対向突部１６３Ａが構成されている。なお、芯材１６７の先端部は、半球状に形成さ
れている。
【００３７】
　可動側対向突部１６３Ｂの先端部のうち上側を向く部分には、上側へ向かうにつれて一
方のカバー壁１６１Ａから離れるように傾斜した傾斜面１３４Ｍが形成されている。具体
的には、第１直動部材１３０のうち上述した一方のカバー壁１６１Ａとの対向面には、リ
ブ１３４が突出形成されている。リブ１３４の先端部は、台形状に形成されていて、リブ
１３４の先端部の上面は、一方のカバー壁１６１Ａへ向かうにつれて下るように傾斜して
いる。そして、リブ１３４によって、可動側対向突部１６３Ｂが構成されている。
【００３８】
　図１３（Ａ）に示すように、第１可動部材１１０が第１待機位置（図３参照）に配置さ
れている状態では、可動側対向突部１６３Ｂは、固定側対向突部１６３Ａよりも上側に配
置される。ここで、上述したように、固定側対向突部１６３Ａと可動側対向突部１６３Ｂ
の先端部同士は、上下方向で重なるように配置されているので、可動側対向突部１６３Ｂ
は、上側から固定側対向突部１６３Ａに当接可能となり、第１可動部材１１０の第１演出
位置側（下側）への移動が規制される。
【００３９】
　直動駆動原１２４，１２４からの動力を受けて第１可動部材１１０が第１演出位置へと
移動すると、可動側対向突部１６３Ｂは、固定側対向突部１６３Ａに上側から当接する。
ここで、固定側対向突部１６３Ａの先端部は、固定側対向突部１６３Ａと可動側対向突部
１６３Ｂの対向方向で弾性変形可能となっているので、可動側対向突部１６３Ｂは、固定
側対向突部１６３Ａを弾性変形させながら固定側対向突部１６３Ａと擦れ違う。これによ
り、下方へ向かう可動側対向突部１６３Ｂが固定側対向突部１６３Ａを乗り越えて、第１
可動部材１１０が第１演出位置に配置される。
【００４０】
　直動駆動源１２４，１２４により駆動されて第１可動部材１１０が第１演出位置から第
１待機位置へと移動すると、図１３（Ｂ）に示すように、可動側対向突部１６３Ｂは、固
定側対向突部１６３Ａに下側から当接する。第１可動部材１１０が第１演出位置へ向かう
ときと同様に、可動側対向突部１６３Ｂは、固定側対向突部１６３Ａを弾性変形させなが
ら固定側対向突部１６３Ａと擦れ違う。これにより、上方へ向かう可動側対向部材１６３
Ｂが固定側対向突部１６３Ａを乗り越えて、第１可動部材１１０が第１待機位置に配置さ
れる。ここで、第１待機位置へ向かう第１可動部材１１０は重力に逆らって移動すること
になるため、可動側対向部材１６３Ｂが固定側対向突部１６３Ａを乗り越えるときに直動
駆動源１２４にかかる負荷が過剰に大きくなることが考えられる。しかしながら、本実施
形態では、可動側対向突部１６３Ｂの先端部の上側を向く部分に、上側へ向かうにつれて
一方のカバー壁１６１Ａ側から離れるように傾斜した傾斜面１３４Ｍが形成されているこ
とで、可動側対向突部１６３Ｂが固定側対向突部１６３Ａを乗り越え易くなり、直動駆動
源１２４にかかる負荷が過剰に大きくなることが抑えられる。
【００４１】
　また、本実施形態では、上述したように、第１可動部材１１０の上側に、自由落下可能
な第２可動部材２１０が備えられている。後に詳述するが、第２可動部材２１０は、通常
は、受止部材２７１にて下方から受け止められ、受止部材２７１による受止が解除された
ときに落下可能となる。従って、本実施形態によれば、仮に、第２待機位置に保持される
べき第２可動部材２１０の受止が解除された場合であっても、１対の対向突部１６３Ａ，
１６３Ｂによって第１可動部材１１０を第１待機位置に保持することで、第２可動部材２
１０についても第２待機位置に保持することが可能となる。
【００４２】
　第１可動役物装置１１０Ｓに関する説明は以上である。次に、第２可動役物装置２１０
Ｓについて説明する。
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【００４３】
　図３に示すように、第２可動役物装置２１０Ｓの第２可動部材２１０は、上述した１対
の直動ガイド１２０，１２０の間に差し渡されている。詳細には、図１０及び図１１に示
すように、第２可動部材２１０は、各直動ガイド１２０に沿って直動する第２直動部材２
３０と、１対の第２直動部材２３０，２３０の間を連絡する第２可動装飾部２５０と、か
らなる。第２直動部材２３０は、直動ガイド１２０を構成する１対の案内シャフト１２１
，１２１に挿通されて、第１直動部材１３０より上側に配置されている。
【００４４】
　第２直動部材２３０は、第１直動部材１３０と同様に、１対の案内シャフト１２１，１
２１に架け渡されるように配置され且つ各案内シャフト１２１を挿通させる挿通孔２３１
Ａを有したシャフト挿通部２３１と、シャフト挿通部２３１から側方に張り出して上方へ
延びたリフト部２３２と、で構成されている。
【００４５】
　第１直動部材１３０と同様に、各第２直動部材２３０におけるリフト部２３２の上端部
には、第２可動装飾部２５０が回転自在に連結している。具体的には、図１２に示すよう
に、リフト部２３２の上端部には図示しないピン挿通孔が形成されると共に、第２可動装
飾部２５０の側部からは図示しない円形突部が突出し、円形突部がブッシュ２４１を介し
てピン挿通孔に挿通されている。円形突部は、ピン挿通孔に前側から挿通される鍔付き螺
子２４２と螺合することにより、ピン挿通孔を挿通した状態に保持されている。そして、
図示しないピン挿通孔と、円形突部と、ブッシュ２４１と、鍔付き螺子２４２と、から、
第２直動部材２３０に対して第２可動装飾部２５０を、前後方向に延びる回転軸を中心と
して回転可能に連結する第２回転連結部２４０が構成されている。
【００４６】
　図１０及び図１１に示すように、第２可動装飾部２５０は、アーチ状をなす中央装飾部
２５１と、中央装飾部２５１の脚部から側方に張り出してリフト部２３２と連結する側方
張出部２５２と、で構成されている。中央装飾部２５１は、上側へ膨出する円弧壁２５３
の上端縁から庇壁２５４が前方に突出した構造になっている。庇壁２５４は、左右方向に
間隔をあけて配置された１対の合体装飾部２５５，２５５と、それら１対の合体装飾部２
５５，２５５の間を埋めるように配置された進入抑制部２５６と、を有している。
【００４７】
　合体装飾部２５５は、前端部が下方に屈曲した構造になっていて、合体装飾部２５５の
前端部には、下方へ向かって突出する下方突部２５５Ｔが形成されている。また、円弧壁
２５３からの進入抑制部２５６の突出量は、円弧壁２５３からの合体装飾部２５５の突出
量より小さくなっていて、進入抑制部２５６は、下方突部２５５Ｔよりも後側に配置され
ている。なお、本実施形態では、各合体装飾部２５５は不透明な材料で構成され、進入抑
制部２５６は不透明な材料で構成されている。
【００４８】
　図１６に示すように、第２可動役物装置２１０Ｓは、第２可動部材２１０のほかに、第
２可動部材２１０を第２待機位置（図４参照）から第２演出位置（図５参照）へと自由落
下させるための受止装置２７０を備えている。以下、受止装置２７０の詳細について説明
する。
【００４９】
　受止装置２７０は、第２可動部材２１０を下方から受け止め可能な受止部材２７１と、
受止部材２７１を駆動するための受止駆動源２７４と、を備えている。
【００５０】
　受止部材２７１は、第２待機位置に配置された第２可動部材２１０の後側で前後方向に
移動可能に構成されていて、可動ストロークの前端位置で第２可動部材２１０を下方から
受け止め可能な受止位置（図１６（Ａ）参照）に配置され、可動ストロークの後端位置で
第２可動部材２１０の下方への落下を許容する受止解除位置（図１６（Ｂ）参照）に配置
される。詳細には、図１６に示すように、受止部材２７１は、機構枠１７の上辺部１７Ｊ
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に取り付けられ（図５参照）、上辺部１７Ｊに形成された長孔２７６によって前後方向に
直動可能に支持されている。そして、受止部材２７１は、受止位置に配置されたときに、
当該上辺部１７Ｊに形成された前面開口２７７から突出し、受止解除位置に配置されたと
きに、前面開口２７７の奥側に退避する。なお、受止部材２７１の前面は、図１８及び図
１９に示すように、後下がりに傾斜した（言い換えれば、受止解除位置（図１８（Ｂ）参
照）側へ向かうにつれて下るように傾斜した）先端傾斜面２７１Ｋとなっている。
【００５１】
　図１６に示すように、受止駆動源２７４は、ソレノイドで構成されていて、ボックス状
の本体部２７４Ｈに対して左右方向に移動可能な可動部２７４Ｋを備えている。本体部２
７４Ｈと可動部２７４Ｋとの間には、圧縮コイルバネ２７３が介装されている。受止駆動
源２７４は、通常は、オフ状態となっていて、この状態で、可動部２７４Ｋは、左側に付
勢されている（図１６（Ａ）参照）。そして、受止駆動源２７４がオン状態になると、圧
縮コイルバネ２７３の付勢力に抗して可動部２７４Ｋが右側へ移動するようになっている
（図１６（Ｂ）参照）。
【００５２】
　受止駆動源２７４からの動力は、回動レバー２７２によって受止部材２７１へと伝達さ
れる。図１６（Ａ）及び図１６（Ｂ）に示すように、回動レバー２７２は、上下方向に延
びる回動軸２７２Ｊを中心に回動可能に構成され、受止駆動源２７４の可動部２７４Ｋと
係合する第１係合片２７２Ａと、受止部材２７１と係合する第２係合片２７２Ｂと、を備
えている。受止駆動源２７４がオフ状態のとき、第１係合片２７２Ａは、回動軸２７２Ｊ
に対して左斜め後ろに延び、第２係合片２７２Ｂは、回動軸２７２Ｊに対して左斜め前に
延びている（図１６（Ａ）参照）。そして、受止駆動源２７４がオン状態になると、可動
部２７４Ｋの移動に伴って回動レバー２７２が上方から見て時計方向に回動し、受止部材
２７１が後側へ移動する（図１６（Ｂ）参照）。
【００５３】
　なお、本実施形態では、受止部材２７１は、第２可動装飾部２５０を下方から受け止め
可能に構成されている。具体的には、図１１に示すように、第２可動装飾部２５０の円弧
壁２５３の後部には、上下方向に延びた受容溝２５７が形成されている。受容溝２５７は
、下端で開放すると共に、端部壁２５７Ｈによって上端が閉塞されている。第２可動部材
２１０が第２待機位置に配置された状態で受止部材２７１が受止位置に配置されると、受
止部材２７１の前端部が受容溝２５７内に突入する。このとき、受止部材２７１は、端部
壁２５７Ｈに下方から当接して、第２可動装飾部２５０を受け止める。
【００５４】
　次に、第２可動役物装置２１０Ｓによる第２可動部材２１０の落下について説明する。
第２可動役物装置２１０Ｓは、通常は、第２可動部材２１０を第２待機位置（図４参照）
に配置する。このとき、受止駆動源２７４はオフ状態となって、受止部材２７１は受止位
置（図１８（Ａ）参照）に配置されている。そして、受止位置の受止部材２７１に第２可
動装飾部２５０が下方から受け止められることで、第２可動部材２１０の落下が規制され
ている。また、この状態では、図２に示すように、第２可動部材２１０の全体は、表示装
飾枠２３の裏側に配置されて遊技者に視認困難となっている。なお、本実施形態では、表
示装飾枠２３の上辺部によって、第２待機位置の第２可動部材２１０を前側から覆う前側
カバー２２０が形成されている。
【００５５】
　第２可動役物装置２１０Ｓでは、上述した第１可動部材１１０が第１演出位置に配置さ
れている状態で、所定の第２演出条件が成立すると、受止駆動源２７４がオン状態となり
、受止部材２７１が後側へ移動して受止解除位置（図１８（Ｂ）参照）に配置される。す
ると、受止部材２７１による第２可動装飾部２５０の受け止めが解除され、第２可動部材
２１０が直動ガイド１２０，１２０に沿って自由落下し、図５に示した第２演出位置に配
置される。なお、後に詳述するが、第２演出位置の第２可動部材２１０は、第１演出位置
から第１待機位置へ戻る第１可動部材１１０に押し上げられて、第２待機位置へと戻る。
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【００５６】
　ここで、本実施形態の遊技機１０では、第２可動部材２１０が自由落下するため、第２
直動部材２３０，２３０の落下スピードを同じにすることが困難で、第２可動部材２１０
が左右に傾き易くなるという問題が生じ得る。しかしながら、本実施形態の遊技機１０で
は、第２直動部材２３０，２３０と第２可動装飾部２５０とが、第２回転連結部２４０，
２４０にて回転自在に連結されているので、第２直動部材２３０，２３０の移動速度がズ
レた場合であっても、そのズレ分を、第２可動装飾部２５０が第２直動部材２３０，２３
０に対して傾くことによって吸収することが可能となる（図１４参照。なお、図１４には
、左側の第２直動部材２３０に対して反時計方向に傾斜した第２可動装飾部２５０が二点
鎖線で示されている）。これにより、第２直動部材２３０，２３０をスムーズに移動させ
ることが可能となり、第２可動部材２１０の動作不良を抑制することが可能となる。
【００５７】
　ところで、例えば、振動等の影響により、第２可動部材２１０（第２可動装飾部２５０
）が前側にずれて、受止位置の受止部材２７１が受止可能な範囲から第２可動部材２１０
が外れると、本来は第２待機位置に保持されるべき第２可動部材２１０が落下する（別の
見方をすれば、第２演出条件が成立していないにも拘わらず、第２可動部材２１０が第２
演出位置に配置される）という問題が起こり得る。このような問題を抑制するために、本
実施形態では、図１７に示すように、表示装飾枠２３における前側カバー２２０の後部に
、第２可動部材２１０の前側への移動を規制する移動規制部２２５が形成されている。
【００５８】
　具体的には、図１７に示すように、前側カバー２２０は、カバー本体２２１と、カバー
本体２２１の上側から覆う天井壁２２２と、天井壁２２２の後端部から垂下してカバー本
体２２１と対向する対向壁２２６と、を有している。そして、天井壁２２２が遊技盤１１
の表示開口１１Ｈの内側に配置されると共に、天井壁２２２から上方に張り出した突片２
２２Ｔが遊技盤１１の前面に重ねられている。また、対向壁２２６の下端部からは、１対
の下方突部２２３，２２３が垂下している。図１８（Ａ）に示すように、１対の下方突部
２２３，２２３は、第２可動部材２１０が第２待機位置に配置された状態で、第２可動装
飾部２５０（詳細には、中央装飾部２５１における庇壁２５４の進入抑制部２５６）の上
端部の前方に配置されて、第２可動装飾部２５０に前方から当接可能となっている。また
、下方突部２２３の下端面は、前下がりに傾斜した（換言すれば、第２可動部材２１０側
に近づくにつれて上側へと向かう）誘導傾斜面２２４Ｋになっていて、第２可動部材２１
０が第２演出位置から第２待機位置へと復帰するときに、第２可動部材２１０がガタつき
等の影響により前側にずれて下方から移動規制部２２５と衝突しても、誘導傾斜面２２４
Ｋによって第２可動部材２１０を第２待機位置へと案内することが可能となっている。そ
して、１対の下方突部２２３，２２３によって、上述の移動規制部２２５が形成されてい
る。
【００５９】
　詳細には、図１８及び図１９に示すように、下方突部２２３は、対向壁２２６から前下
がりに傾斜した傾斜部２２７Ａと傾斜部２２７Ａから下方に延びた鉛直部２２７Ｂとから
なる屈曲壁２２７と、屈曲壁２２７から後方に突出したリブ２２４と、から構成されてい
る。リブ２２４の後面は、対向壁２２６の後面と面一になっていると共に、遊技盤１１の
前面と略面一に配置されている。そして、リブ２２４の下端面が、上述した誘導傾斜面２
２４Ｋになっている。
【００６０】
　なお、本実施形態では、図１８及び図１９に示すように、第２可動装飾部２５０の円弧
壁２５３には、受容溝２５７の上端部から前方に延びて円弧壁２５３の前面で開口する連
通孔２５８が形成されている。これにより、第２可動部材２１０が後側にずれたときに、
受止位置の受止部材２７１と干渉することが抑えられている。
【００６１】
　第２可動役物装置２１０Ｓによる第２可動部材２１０の落下に関する説明は以上である
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。次に、第１可動役物装置１１０Ｓと第２可動役物装置２１０Ｓによって行われる合体演
出について説明する。
【００６２】
　合体演出は、第１演出条件が成立した後、第１演出終了条件が成立する前に、第２演出
条件が成立したときに発生する。第１演出条件が成立すると、上述したように、第１可動
役物装置１１０Ｓが第１可動部材１１０を第１演出位置に配置する（図３参照）。なお、
第１可動部材１１０が第１演出位置へ向かう途中や第１演出位置に配置された後に、回転
体１５４による回転演出が行われてもよい。
【００６３】
　次いで、第２演出条件が成立すると、第２可動役物装置２１０Ｓは、受止部材２７１を
受止位置から受止解除位置に配置し、第２可動部材２１０を第２演出位置へと落下させる
。このとき、第１可動部材１１０においては、原則として、回転体１５４による回転演出
が行われておらず、回転体１５４は、停止状態となっている。そして、第２可動部材２１
０が第２演出位置に配置されると、第２可動部材２１０が第１演出位置の第１可動部材１
１０と合体する。
【００６４】
　詳細には、第２可動部材２１０が第１可動部材１１０と合体すると、第１可動部材１１
０の回転体１５４の上に１対の合体装飾部２５５，２５５が重ねられ、合体装飾部２５５
の下方突部２５５Ｔが回転体１５４の上縁部を前側から覆う。ここで、本実施形態では、
回転体１５４に、野球のボールをモチーフとした装飾が施され、１対の合体装飾部２５５
に、手の指をモチーフとした装飾が施されている。これにより、第２可動部材２１０が落
下して、１対の合体装飾部２５５，２５５が回転体１５４と合体すると、指がボールを掴
む動作を演出することが可能となっている。
【００６５】
　以上が、第１可動役物装置１１０Ｓ及び第２可動役物装置２１０Ｓによる合体演出に関
する説明である。このように、合体演出では、第１可動部材１１０が第１演出位置に配置
された後に、第２可動部材２１０が落下して第１可動部材１１０と合体するので、第１可
動部材１１０のみで演出が行われる場合と比較して、可動部材による演出の趣向性を向上
させることが可能となる。しかも、第２可動部材２１０は、自由落下可能に構成されてい
るので、第２可動部材２１０を素早く落下させて、遊技者にインパクトを与えることが可
能となる。また、本実施形態では、第２待機位置の第２可動部材２１０が前側カバー２２
０の後側に隠れているので、通常は、視認困難な第２可動部材２１０が出現して第１可動
部材１１０と合体することとなり、遊技者に意外性を付与することが可能となる。
【００６６】
　ところで、上述したように、第２可動部材２１０が落下するときには、第１可動部材１
１０の回転体１５４は停止状態になっていることが原則であるが、ときに、回転体１５４
の回転中に第２可動部材２１０が落下するという事態が生じ得る。このような事態が生じ
ると、１対の合体装飾部２５５，２５５の間に回転体１５４が挟まってしまい、回転体１
５４が動作不良を起こすという不具合が起こり得る。
【００６７】
　しかしながら、本実施形態では、図１５に示すように、１対の合体装飾部２５５，２５
５同士の間に設けられた進入抑制部２５６によって、回転状態の回転体１５４が１対の合
体装飾部２５５，２５５同士の間に進入することを抑制される。これにより、回転体１５
４が１対の合体装飾部２５５，２５５同士の間に挟まることが抑えられ、１対の合体装飾
部２５５，２５５が合体する際の回転体１５４の動作不良を抑制することが可能となる。
しかも、進入抑制部２５６は、回転体１５４の回転領域Ｒ２の円よりも曲率の小さい円弧
状をなしているので、回転状態の回転体１５４が進入抑制部２５６と衝突したときに、進
入抑制部２５６が回転体１５４の回転を妨げることが抑制される。
【００６８】
　また、図５に示すように、進入抑制部２５６は、回転体１５４の楕円の長軸方向の中央
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部の外周部に沿った円弧状に形成されているので、回転体１５４と１対の合体装飾部２５
５，２５５が合体したときに、進入抑制部２５６が回転体１５４の外周部に沿って配置す
ることが可能となり、進入抑制部２５６を目立たなくして回転体１５４と１対の合体装飾
部２５５，２５５との一体感を増加させることが可能となる。さらに、１対の合体装飾部
２５５，２５５は、不透明な材料で構成されているのに対し、進入抑制部２５６は、透明
な材料で構成されているので、進入抑制部２５６を目立たなくして回転体１５４と１対の
合体装飾部２５５，２５５との一体感を一層増加させることが可能となる。
【００６９】
　次に、合体後の第１可動部材１１０と第２可動部材２１０の復帰動作について説明する
。本実施形態では、第２可動部材２１０が第２演出位置に配置されると、受止駆動源２７
４がオフ状態となり、受止部材２７１が受止位置に戻る。この状態で、上述した第１演出
終了条件が成立すると、第２可動部材２１０は、第１可動部材１１０に押し上げられて第
２待機位置へと移動する。図１９（Ａ）に示すように、第２可動部材２１０が受止部材２
７１と擦れ違う際、受止部材２７１は、第２可動部材２１０によって後側に押される。詳
細には、受止部材２７１は、第２可動装飾部２５０のうち受容溝２５７より上側に配置さ
れる部分（具体的には、端部壁２５７Ｈ）によって後側に押される。ここで、本実施形態
では、受止部材２７１の前面には、後側へ下るように傾斜した先端傾斜面２７１Ｋが形成
されているので、受止部材２７１に下方から当接する第２可動部材２１０（第２可動装飾
部２５０）が、受止部材２７１を後側へ移動させ易くなっている。
【００７０】
　図１９（Ｂ）に示すように、第２可動部材２１０が第２待機位置に配置されると、受止
部材２７１は、圧縮コイルバネ２７３からの付勢力を受けて前側へ移動し、第２可動装飾
部２５０の受容溝２５７内に突入し、第２可動装飾部２５０を下方から受け止める。この
ように、本実施形態では、第２可動部材２１０が第２待機位置に配置されたときには、受
止駆動源２７４をわざわざ作動させることなく、受止部材２７１を受止位置に配置させる
ことが可能となっている。
【００７１】
　本実施形態に係る遊技機１０の構成に関する説明は以上である。なお、本実施形態では
、上下方向に移動する第１可動部材１１０及び第２可動部材２１０の上下方向が本発明の
「第１方向」に相当し、上下方向のうち上方への移動が本発明の「第１方向の一方側」へ
の移動に相当し、その反対の下方への移動が本発明の「第１方向の他方側」への移動に相
当する。また、直動駆動源２７４，２７４が本発明の「第１可動部材駆動部」に相当し（
図３参照）、受止駆動源２７４が本発明の「受止部材駆動部」に相当し、圧縮コイルバネ
２７３が本発明の「受止部材付勢手段」に相当する（図１６参照）。また、第２可動部材
２１０の第２装飾部２５０の端部壁２５７Ｈが本発明の「押圧部」に相当し、受止部材２
７１の前面に形成された先端傾斜面２７１Ｋが本発明の「傾斜面」に相当する（図１９参
照）。
【００７２】
　次に、本実施形態に係る遊技機１０の作用効果について説明する。本実施形態の遊技機
１０では、第１可動部材１１０が第１演出位置に配置されているときに、受止部材２７１
が受止位置から受止解除位置に配置されると、第２可動部材２１０が第２待機位置から第
２演出位置へと落下して、第１可動部材１１０と合体する（図４及び図５参照）。このよ
うに、遊技機１０によれば、第１可動部材１１０が第１待機位置から第１演出位置へと落
下するだけでなく、第２可動部材２１０が落下して、第１演出位置の第１可動部材１１０
と合体するので、可動部材による演出の趣向性向上を図ることが可能となる。しかも、第
２可動部材２１０は、自由落下可能に構成されているので、第２可動部材２１０を素早く
落下させて、遊技者にインパクトを与えることが可能となる。そのうえ、第２待機位置に
配置された第２可動部材２１０は、前側カバー２２０（図２参照）にて前側を覆われるこ
とで視認困難となっているので、通常は視認困難な第２可動部材２１０が出現して第１可
動部材１１０と合体することとなり、遊技者に意外性を付与することが可能となる。
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【００７３】
　また、本実施形態では、受止部材２７１は、圧縮コイルバネ２７３の付勢力を受けて受
止位置側に付勢され、受止駆動源２７４は、圧縮コイルバネ２７３の付勢力に抗して受止
部材２７１を受止解除位置へと移動させる構成になっているので、第２可動部材２１０が
第２演出位置から第２待機位置へ移動するときに受止部材２７１を受止解除位置へ移動さ
せ、第２可動部材２１０が第２待機位置に配置されたときに受止部材２７１を受止位置へ
と駆動する必要がなくなり、受止部材２７１の位置制御を容易に行うことが可能となる。
しかも、本実施形態では、受止部材２７１の前面が後下がりに傾斜した（即ち、第２可動
部材２１０から離れるにつれて下るように傾斜した）先端傾斜面２７１Ｋとなっているの
で、第２待機位置へと向かう第２可動部材２１０が受止部材２７１とすれ違うときに、受
止部材２７１を受止解除位置へと移動させ易くすることが可能となる。
【００７４】
　［第２実施形態］
　本実施形態の遊技機１０を、図２０及び図２１に基づいて説明する。本実施形態は、上
記第１実施形態を変形したものであり、第１可動部材１１０と第２可動部材２１０の配置
及び演出態様が上記第１実施形態と異なっている。具体的には、本実施形態では、第１可
動部材１１０は、第１待機位置（図２０（Ａ）参照）から上方に移動して第１演出位置（
図２０（Ｂ）参照）に配置される。また、第２可動部材２１０は、第１可動部材１１０の
下側に配置され、第２待機位置（図２０（Ａ）参照）から上方に移動して、第１演出位置
の第１可動部材１１０と合体する第２演出位置（図２０（Ｂ）参照）に配置される。ここ
で、第２可動部材２１０は、後述する圧縮コイルバネ２８０によって上側（即ち、第２演
出位置側）に付勢されている。以下、第１可動部材１１０及び第２可動部材２１０の具体
的構成について説明する。
【００７５】
　第１待機位置の第１可動部材１１０は、図２１（Ａ）に示すように、表示装飾枠２３の
下辺部から上側にはみ出し、第１可動部材１１０の上側部分のみが遊技者に視認可能にな
っている。また、第１演出位置の第１可動部材１１０は、表示画面１３Ｇの中央部前方に
配置され、第１可動部材１１０の全体が遊技者に視認可能となる。なお、本実施形態にお
ける第１可動部材１１０の駆動機構は、上記第１実施形態と同様になっている。即ち、本
実施形態においても、直動ガイド１２０、直動駆動源１２４、ベルト１２３等が備えられ
ていて、第１可動部材１１０は、直動駆動源１２４からの動力を受けて直動ガイド１２０
に沿って移動する。
【００７６】
　第２待機位置の第２可動部材２１０は、表示装飾枠２３の下辺部の裏側に配置され、第
２可動部材２１０の全体が遊技者に視認困難となっている。また、第２演出位置の第２可
動部材２１０は、表示画面１３Ｇの中央部前方に配置されて第２可動部材２１０の全体が
遊技者に視認可能となると共に、第１演出位置の第１可動部材１１０と合体した状態とな
る。なお、本実施形態では、例えば、第１可動部材１１０の前面に「チャンス」という文
字が付されていると共に、第２可動部材２１０の前面に「到来！！」という文字が付され
ていて、第２可動部材２１０が第２演出位置に配置されて、第１演出位置の第１可動部材
１１０と合体すると、「チャンス到来！！」というメッセージが完成するようになってい
る。また、本実施形態における第２可動部材２１０の駆動機構は、次述する圧縮コイルバ
ネ２８０を除いては上記第２実施形態と同様になっている。即ち、本実施形態においても
、直動ガイド１２０、受止装置２７０等が備えられ、第２可動部材２１０は、直動ガイド
１２０に沿って移動すると共に、受止装置２７０にて移動を規制されている。
【００７７】
　本実施形態では、第２可動部材２１０は、例えば、機構枠１７の下辺部１７Ｓに固定し
て備えられた圧縮コイルバネ２８０によって、上側に付勢されている。そして、本実施形
態では、受止装置２７０の受止部材２７１が、第２待機位置の第２可動部材２１０を上側
から受け止めて、第２可動部材２１０の上方への移動（第２演出位置側への移動）を規制
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するようになっている。
【００７８】
　詳細には、圧縮コイルバネ２８０は、図２０（Ａ）及び図２０（Ｂ）に示すように、第
２可動部材２１０の左右両側に１つずつ設けられている。各圧縮コイルバネ２８０は、第
２可動部材２３０と機構枠１７の下辺部１７Ｓとの間に配置され、上下方向に伸縮自在と
なっている。
【００７９】
　受止装置２７０は、機構枠１７の下辺部１７Ｓのうち第２待機位置の第２可動部材２１
０と対向する位置に配置されている。そして、上記第１実施形態と同様に、受止部材２７
１が前後方向に移動可能に構成され、図２１（Ａ）に示す第２可動部材２１０の下端壁２
１１を上方から受け止めて、第２可動部材２１０の第２演出位置への移動を規制する受止
位置と、図２１（Ｂ）に示す第２可動部材２１０の下端壁２１１と重なる範囲から外れて
、第２可動部材２１０の第２演出位置側への移動を許容する受止解除位置とに配置される
。
【００８０】
　また、本実施形態では、図２１（Ａ）及び図２１（Ｂ）に示すように、第２待機位置の
第２可動部材２１０に前側から対向する移動規制部２２５Ｖが設けられている。移動規制
部２２５Ｖは、例えば、表示装飾枠２３の下辺部の後面に形成され、移動規制部２２５Ｖ
のうち後端部の上面には、後下がりに傾斜した誘導傾斜面２２４Ｋが形成されている。
【００８１】
　本実施形態の第１可動部材１１０及び第２可動部材２１０の具体的構成に関する説明は
以上である。次に、本実施形態の第１可動部材１１０及び第２可動部材２１０の動作につ
いて説明する。
【００８２】
　本実施形態では、所定の第１演出条件が成立すると、第１待機位置の第１可動部材１１
０が直動駆動源１２４により駆動されて第１演出位置に移動する。このとき、第２待機位
置の第２可動部材２１０は、図２１（Ａ）に示すように受止位置の受止部材２７１にて上
方から受け止られて、第２待機位置に保持されている。このとき、移動規制部２２５Ｖに
よって受止位置の受止部材２７１が受け止め可能な範囲から第２可動部材２１０が外れる
ことが抑制されている。
【００８３】
　次いで、所定の第２演出条件が成立すると、受止部材２７１が図２１（Ａ）から図２１
（Ｂ）の変化に示すように受止位置から受止解除位置に移動する。すると、第２可動部材
２１０の上方への移動が許容され、第２可動部材２１０が圧縮コイルバネ２８０に押圧さ
れて第２演出位置へと移動し、第２可動部材２１０が第１演出位置の第１可動部材１１０
と合体した状態となる。その後、所定の第１演出終了条件が成立すると、第１演出位置の
第１可動部材１００が直動駆動源１２４により駆動されて第１待機位置へと移動する。そ
の際、第１可動部材１１０が圧縮コイルバネ２８０，２８０の付勢力に抗して第２可動部
材２１０を押し下げて第２可動部材２１０を第２待機位置へと引き戻す。
【００８４】
　ここで、第２待機位置へ向かう第２可動部材２１０が受止部材２７１と擦れ違う際に、
受止部材２７１が第２可動部材２１０によって後側に押圧されるが、本実施形態では、受
止部材２７１の前面が前下がりに傾斜した先端傾斜面２７１Ｋになっているので、受止部
材２７１に上方から当接する第２可動部材２１０の下端壁２１１が、受止部材２７１を後
側へ移動させ易くなっている。また、本実施形態では、第２可動部材２１０が第２演出位
置から第２待機位置へ復帰するときに、第２可動部材２１０が前後方向にガタついて、上
方から移動規制部２２５Ｖと衝突した場合でも、誘導傾斜面２２４Ｋによって第２可動部
材２１０を第２待機位置へと案内することが可能となっている。
【００８５】
　このように、本実施形態の遊技機１０によっても、上記第１実施形態と同等の作用効果
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を奏することが可能となる。なお、本実施形態では、第２可動部材２１０の移動方向であ
る上下方向のうち上方側が本発明の「第１方向の一方側」に相当し、下方側が本発明の「
第１方向の他方側」に相当する。
【００８６】
　［他の実施形態］
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【００８７】
　（１）上記実施形態では、本発明をパチンコ遊技機に適用した例を示したが、アレンジ
ボールやスロットマシンに適用してもよい。
【００８８】
　（２）上記実施形態では、第２可動部材２１０は、第２待機位置に配置されたときに、
全体が表示装飾枠２３上辺部（前側カバー２２０）の裏側に隠れて視認困難となる構成で
あったが、一部又は全体が表示装飾枠２３の上辺部から下側に飛び出して視認可能となる
構成であってもよい。
【００８９】
　（３）上記実施形態では、受止駆動源２７４が、ソレノイドで構成されて、通常は、圧
縮コイルバネ２７３の付勢力によって受止部材２７１を受止位置に配置する構成であった
が、受止駆動源２７４が、正逆両方向に回転可能なモータで構成されて、そのモータの駆
動によって、受止部材２７１が受止位置と受止解除位置とに配置される構成であってもよ
い。なお、この構成では、第２可動部材２１０が第２演出位置から第２待機位置へと戻る
際、受止駆動源２７４は、第２可動部材２１０が受止部材２７１とすれ違う前に、受止部
材２７１を受止解除位置に配置し、第２可動部材２１０が第２待機位置に配置されたとき
に、受止部材２７１を受止解除位置に配置する。
【００９０】
　（４）上記実施形態では、第２待機位置の第２可動部材２１０は、第１待機位置の第１
可動部材１１０と合体する構成であったが、第１待機位置の第１可動部材１１０より上側
に配置されていればよく、第１待機位置の第１可動部材１１０から分離していてもよい。
【００９１】
　（５）上記第２実施形態では、第２可動部材２１０を付勢する圧縮コイルバネ２８０が
第２可動部材２１０の左右両側に１つずつ備えられた構成になっていたが、圧縮コイルバ
ネ２８０は１つであってもよい。その際、圧縮コイルバネ２８０を、第２可動部材２１０
の左右方向の中央部に配置してもよいし、第２可動部材２１０の左右方向の端部に配置し
てもよい。
【００９２】
　（６）上記第２実施形態では、第２可動部材２１０を第２演出位置側に付勢する付勢手
段として圧縮コイルバネ２８０を例示したが、第２可動部材２１０を第２待機位置側に付
勢可能な構成であれば、例えば、引張コイルバネや磁石を用いた構成であってもよい。
【００９３】
　（７）上記実施形態では、第１可動部材１１０及び第２可動部材２１０が上下方向に移
動可能な構成になっていたが、遊技盤１１の前面に沿った方向であれば、例えば、左右方
向に移動する構成であってもよい。その際、第２可動部材２１０を第２演出位置側へ付勢
する付勢手段及び駆動機構は、上記第２実施形態の構成を適用すればよい。

　なお、上記実施形態には、以下、特徴[１]～[４]が含まれている。

　[１]
　通常は第１待機位置に配置され、特定の演出条件が成立したときに、遊技盤の前面に沿
った第１方向の一方側に移動して第１演出位置に配置される第１可動部材と、
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　前記第１可動部材を駆動する第１可動部材駆動部と、
　前記第１可動部材に対して前記第１方向の他方側で前記第１方向に移動可能に構成され
ると共に、前記第１方向の一方側に付勢され、前記第１待機位置に配置された前記第１可
動部材よりも前記第１方向の他方側に位置する第２待機位置と、前記第１演出位置に配置
された前記第１可動部材に対して前記第１方向の他方側から合体する第２演出位置とに配
置される第２可動部材と、
　前記第２待機位置に配置された前記第２可動部材の前記第１方向の一方側への移動を規
制する受止位置と、その第２可動部材の前記第１方向の一方側への移動を許容する受止解
除位置と、に配置される受止部材と、
　前記受止部材を駆動する受止部材駆動部と、を有し、
　前記受止部材は、通常は、前記受止位置に配置され、前記第１可動部材が前記第１演出
位置に配置されているときに、前記受止解除位置に配置される遊技機。

　[１]の遊技機では、第１可動部材が第１演出位置に配置されているときに、受止部材が
受止位置から受止解除位置に配置されると、第２可動部材が第２待機位置から第２演出位
置へと移動して、第１可動部材と合体する。このように、[１]の遊技機によれば、第１可
動部材が第１待機位置から第１演出位置へと移動するだけでなく、第２可動部材が移動し
て、第１演出位置の第１可動部材と合体するので、可動部材による演出の趣向性向上を図
ることが可能となる。

　[２]
　前記受止部材駆動部は、前記受止部材を前記受止位置側に付勢する受止部材付勢手段を
有し、前記受止部材付勢手段の付勢力に抗して、前記受止部材を前記受止解除位置へ移動
させるように構成され、
　前記第２可動部材には、前記第２可動部材が前記第２演出位置から前記第２待機位置へ
移動する途中で前記受止位置の前記受止部材と当接し、前記第２待機位置へ向かう前記第
２可動部材が前記受止部材とすれ違うときに、前記受止部材付勢手段の付勢力に抗して前
記受止部材を前記受止解除位置へと押動させる押圧部が設けられている[１]に記載の遊技
機。

　[２]の遊技機では、第２可動部材が第２演出位置から第２待機位置へ移動するときに受
止部材を受止解除位置へ移動させ、第２可動部材が第２待機位置に配置されたときに、受
止部材を受止位置へと駆動する必要がなくなり、受止部材の位置制御を容易に行うことが
可能となる。

　[３]
　前記受止部材の前記押圧部との当接部分には、前記受止位置側へ向かうにつれて前記第
１方向の他方側に傾斜した傾斜面が設けられている[２]に記載の遊技機。

　[３]の遊技機によれば、第２待機位置へと向かう第２可動部材が受止部材とすれ違うと
きに、受止部材を受止解除位置へと移動させ易くすることが可能となる。

　[４]
　前記第２待機位置に配置された前記第２可動部材を前側から覆って視認困難にする前側
カバーを有する[１]乃至[３]のうち何れか１に記載の遊技機。

　[４]の遊技機では、第２待機位置に配置された第２可動部材は、前側カバーにて前側を
覆われることで視認困難となっている。そして、第２可動部材が第２演出位置へ移動する
と、第１演出位置の第１可動部材と合体する。このように、[４]の遊技機では、通常は、
視認困難な第２可動部材が出現して第１可動部材と合体するので、遊技者に意外性を付与
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【符号の説明】
【００９４】
　１０　　遊技機
　１１　　遊技盤
１１０　　第１可動部材
１２４　　直動駆動源
２１０　　第２可動部材
２５０　　第２可動装飾部
２５７Ｈ　　端部壁
２７１　　受止部材
２７１Ｋ　　先端傾斜面
２７３　　圧縮コイルバネ
２７４　　受止駆動源

【図１】 【図２】



(18) JP 6685490 B2 2020.4.22
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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