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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定方向に移動可能な移動体と、その移動体を移動方向に沿って移動案内するために遊
技盤に固定配置された一対の案内体と、前記移動体が各案内体と同時に係合しつついずれ
か一方の案内体と係合する側が移動の原動側となるように前記移動体に対して駆動力を及
ぼす駆動源と、を有する遊技機用移動演出装置であって、
前記一対の案内体のうち、前記移動体の原動側が係合する原動側案内体には、前記移動
体を所定角度範囲にわたって傾斜案内するための湾曲状案内部と、その湾曲状案内部に連
続する形で前記移動方向に延びる原動側直線状案内部とが形成される一方、
前記移動体の従動側が係合する従動側案内体には、前記移動体の前記移動方向への移動
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を一時的に停止するための停留部と、その停留部に連続する形で前記移動方向に沿って前
記原動側直線状案内部と平行状に延びる従動側直線状案内部とが形成され、
それら原動側案内体と従動側案内体とは、前記湾曲状案内部と前記停留部とが向き合い
、かつ前記原動側直線状案内部と前記従動側直線状案内部とが向き合うように、前記移動
体を挟んで対向配置されており、
前記駆動源が前記移動体に対して駆動力を及ぼすとき、前記移動体は、
前記従動側案内体の停留部を支点とし、前記原動側案内体の湾曲状案内部に沿って傾斜
移動する第一変位態様と、
その傾斜姿勢を維持しながら前記原動側直線状案内部と前記従動側直線状案内部とに沿
って平行移動する第二変位態様と、
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に変位可能であることを特徴とする遊技機用移動演出装置。
【請求項２】
前記従動側案内体の停留部は、前記原動側直線状案内部からの離間距離が前記従動側直
線状案内部よりも拡大するように形成された凹部を含み、
前記第一変位態様において、前記移動体は前記凹部の内面にて受け止め保持される請求
項１に記載の遊技機用移動演出装置。
【請求項３】
前記駆動源と移動体とは伝達機構を介して連結され、
その伝達機構は、前記駆動源の駆動力によって前記移動方向に移動可能なアーム部と、
前記移動体に突出形成され、前記アーム部において前記移動方向と交差する方向に形成さ
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れた長孔状凹部内で移動可能な突出部とを含み、
前記第一変位態様から第二変位態様に移行するため、前記移動体が前記原動側直線状案
内部に沿って前記移動方向への移動を開始するとき、前記長孔状凹部の一端側に位置する
前記突出部を支点として前記移動体を前記第一変位態様とは反対方向に傾斜移動する中間
変位態様により、前記移動体が前記凹部から脱出する請求項２に記載の遊技機用移動演出
装置
【請求項４】
前記従動側案内体の停留部は、前記従動側案内体に沿って形成される前記移動体の移動
径路に対して出退可能な停止部材を含み、
前記第一変位態様において、前記移動体は前記移動径路に進出した停止部材にて前記移
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動方向への移動を阻止されるとともに、
前記第一変位態様から第二変位態様に移行する際に、前記停止部材は前記移動径路から
退去して、前記移動体の移動を可能とする請求項１ないし３のいずれかに記載の遊技機用
移動演出装置。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれか１項に記載の遊技機用移動演出装置が前記遊技盤に配置さ
れたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、パチンコ機のセンター役物等に用いられる遊技機用移動演出装置と、そのよ
うな移動演出装置が遊技盤に配置されたパチンコ機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
例えば、スロットマシンにおいて、演出表示用の液晶表示装置（可変表示手段）の前方
側に、左右スライド可能な扉部材（遮蔽手段；移動体）を前後に複数（例えば３枚）並べ
て配置することが開示されている（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５−４０４１３号公報（図４，図６）
【０００４】
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このような遊技機によれば、演出表示を行う液晶表示装置の前方側で、前後に並ぶ複数
の扉部材が開閉移動することによって、遊技者の関心を引くことができる。ところが、こ
れらの扉部材は、いずれも左右方向に平行移動してスライド開閉するだけであり、扉部材
の開閉作動と液晶表示装置での演出表示内容とを組み合わせたり、開閉タイミングや開閉
スピードに多少の変化を加えることができたとしても、作動の単純さゆえに遊技者の興趣
を高めるには十分とは言えなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の課題は、移動体の変位態様に斬新かつ顕著な変化を付加することによって、遊
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技者の興趣を飛躍的に高めることのできる遊技機用移動演出装置とそれを備えた遊技機を
提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００７】
上記課題を解決するために、本発明の遊技機用移動演出装置は、
所定方向に移動可能な（１又は複数の）移動体と、その移動体を移動方向に沿って移動
案内するために遊技盤に固定配置された一対の案内体と、前記移動体が各案内体と同時に
係合しつついずれか一方の案内体と係合する側が移動の原動側となるように前記移動体に
対して（直接又は伝達機構を介して間接的に）駆動力を及ぼす駆動源と、を有する遊技機
用移動演出装置であって、
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前記一対の案内体のうち、前記移動体の原動側が係合する原動側案内体には、前記移動
体を所定角度範囲にわたって傾斜案内するための湾曲状案内部と、その湾曲状案内部に連
続する形で前記移動方向に延びる原動側直線状案内部とが形成される一方、
前記移動体の従動側が係合する従動側案内体には、前記移動体の前記移動方向への移動
を一時的に停止するための停留部と、その停留部に連続する形で前記移動方向に沿って前
記原動側直線状案内部と平行状に延びる従動側直線状案内部とが形成され、
それら原動側案内体と従動側案内体とは、前記湾曲状案内部と前記停留部とが向き合い
、かつ前記原動側直線状案内部と前記従動側直線状案内部とが向き合うように、前記移動
体を挟んで対向配置されており、
前記駆動源が前記移動体に対して駆動力を及ぼすとき、前記移動体は、
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前記従動側案内体の停留部を支点とし、前記原動側案内体の湾曲状案内部に沿って傾斜
移動（例えば回転運動）する第一変位態様と、
その傾斜姿勢を維持しながら前記原動側直線状案内部と前記従動側直線状案内部とに沿
って平行移動（例えば直線運動）する第二変位態様と、
に変位可能であることを特徴とする。
【０００８】
そして、上記遊技機用移動演出装置は、第一の具体的態様として、
所定方向に移動可能な（１又は複数の）移動体と、その移動体を移動方向に沿って移動
案内するために遊技盤に固定配置された一対の案内体と、前記移動体が各案内体と同時に
係合しつついずれか一方の案内体と係合する側が移動の原動側となるように前記移動体に
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対して（直接又は伝達機構を介して間接的に）駆動力を及ぼす駆動源と、を組とする複数
組の移動体ユニットを有し、各ユニットの移動体が前記移動方向と交差（例えば直交）す
る方向に重なり合った状態で、前記駆動源により各々独立して前記移動方向に移動可能に
配置される遊技機用移動演出装置であって、
前記複数組の移動体ユニットのうち少なくとも１組のユニットに関して、
前記一対の案内体のうち、前記移動体の原動側が係合する原動側案内体には、前記移動
体を所定角度範囲にわたって傾斜案内するための湾曲状案内部と、その湾曲状案内部に連
続する形で前記移動方向に延びる原動側直線状案内部とが形成される一方、
前記移動体の従動側が係合する従動側案内体には、前記移動体の前記移動方向への移動
を一時的に停止するための停留部と、その停留部に連続する形で前記移動方向に沿って前
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記原動側直線状案内部と平行状に延びる従動側直線状案内部とが形成され、
それら原動側案内体と従動側案内体とは、前記湾曲状案内部と前記停留部とが向き合い
、かつ前記原動側直線状案内部と前記従動側直線状案内部とが向き合うように、前記移動
体を挟んで対向配置されており、
前記駆動源が前記移動体に対して駆動力を及ぼすとき、前記移動体は、
前記従動側案内体の停留部を支点とし、前記原動側案内体の湾曲状案内部に沿って傾斜
移動（例えば回転運動）する第一変位態様と、
その傾斜姿勢を維持しながら前記原動側直線状案内部と前記従動側直線状案内部とに沿
って平行移動（例えば直線運動）する第二変位態様と、
に変位可能としてもよい。
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【０００９】
あるいは、上記遊技機用移動演出装置は、第二の具体的態様として、
所定方向に移動可能な（又は複数の）移動体と、その移動体を移動方向に沿って移動案
内するために遊技盤に固定配置された一対の案内体と、を組とする複数組の移動体ユニッ
トと、各ユニットの移動体が対応する一対の案内体と同時に係合しつついずれか一方の案
内体と係合する側が移動の原動側となるように前記各ユニットの移動体に対して（直接又
は伝達機構を介して間接的に）駆動力を及ぼす単一の駆動源と、を有し、前記各ユニット
の移動体が前記移動方向と交差（例えば直交）する方向に重なり合った状態で、前記単一
の駆動源により連動して前記移動方向に移動可能に配置される遊技機用移動演出装置であ
って、
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前記複数組の移動体ユニットのうち少なくとも１組のユニットに関して、
前記一対の案内体のうち、前記移動体の原動側が係合する原動側案内体には、前記移動
体を所定角度範囲にわたって傾斜案内するための湾曲状案内部と、その湾曲状案内部に連
続する形で前記移動方向に延びる原動側直線状案内部とが形成される一方、
前記移動体の従動側が係合する従動側案内体には、前記移動体の前記移動方向への移動
を一時的に停止するための停留部と、その停留部に連続する形で前記移動方向に沿って前
記原動側直線状案内部と平行状に延びる従動側直線状案内部とが形成され、
それら原動側案内体と従動側案内体とは、前記湾曲状案内部と前記停留部とが向き合い
、かつ前記原動側直線状案内部と前記従動側直線状案内部とが向き合うように、前記移動
体を挟んで対向配置されており、

20

前記単一の駆動源が前記移動体に対して駆動力を及ぼすとき、前記移動体は、
前記従動側案内体の停留部を支点とし、前記原動側案内体の湾曲状案内部に沿って傾斜
移動（例えば回転運動）する第一変位態様と、
その傾斜姿勢を維持しながら前記原動側直線状案内部と前記従動側直線状案内部とに沿
って平行移動（例えば直線運動）する第二変位態様と、
に変位可能としてもよい。
【００１０】
これらの遊技機用移動演出装置では、原動側案内体に湾曲状（例えば円弧状）案内部と
原動側直線状案内部とを形成し、従動側案内体に停留部と従動側直線状案内部とを形成す
ることによって、移動体（例えば、液晶表示装置等の可変表示手段の前方に配置された、

30

１又は複数の扉部材）は、傾斜移動（例えば回転運動）する第一変位態様と、平行移動（
例えば直線運動）する第二変位態様とを含んで変位可能となる。このように、移動体の変
位態様に斬新かつ顕著な変化を付加することによって、遊技者の興趣を飛躍的に高めるこ
とができる。第一変位態様と第二変位態様との発生順序や発生回数は任意であり、原動側
案内体及び従動側案内体には可逆式（往復式）軌道、ループ式軌道のいずれを用いてもよ
い。
【００１１】
また、駆動源（例えば電動モータ）と移動体とは、伝達機構を介して連結することがで
き、この伝達機構は連結装置及び伝動装置から構成することができる。このうち、連結装
置は、例えば、駆動源の駆動力によって移動方向に移動可能なアーム部と、移動体に突出
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形成され、アーム部において移動方向と交差する方向に形成された長孔状凹部内で移動可
能な突出部とを含む。一方、伝動装置は、例えば、駆動源に取り付けられたピニオンと、
アーム部に一体化されたラックとを含む。
【００１２】
そして、上記した遊技機用移動演出装置において、従動側案内体の停留部は、原動側直
線状案内部からの離間距離が従動側直線状案内部よりも拡大するように形成された凹部を
含み、
第一変位態様において、移動体を凹部の内面にて受け止め保持することができる。
【００１３】
従動側案内体の停留部にこのような凹部を形成することにより、第一変位態様における
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移動体の保持を安定化させることができ、斬新な変位態様を長期にわたって発揮すること
ができる。
【００１４】
例えば、駆動源と移動体とは伝達機構を介して連結され、
その伝達機構は、駆動源の駆動力によって移動方向に移動可能なアーム部と、移動体に
突出形成され、アーム部において移動方向と交差する方向に形成された長孔状凹部内で移
動可能な突出部とを含む場合には、
第一変位態様から第二変位態様に移行するため、移動体が原動側直線状案内部に沿って
移動方向への移動を開始するとき、長孔状凹部の一端側に位置する突出部を支点として移
動体を第一変位態様とは反対方向に傾斜移動（例えば回転運動）する中間変位態様により
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、移動体が凹部から脱出することができる。
【００１５】
移動体が第一変位態様から第二変位態様に移行する際に、このような中間変位態様を経
ることによって、移動体の変位態様に斬新かつ顕著さらに劇的でダイナミックな変化を付
加することができるので、遊技者の興趣を一層向上させることができる。また、移動体が
第一変位態様から第二変位態様へ連続的にスムーズに移行できるようになる。
【００１６】
あるいは、従動側案内体の停留部は、従動側案内体に沿って形成される移動体の移動径
路に対して出退可能な停止部材を含む場合には、
第一変位態様において、移動体は移動径路に進出した停止部材にて移動方向への移動を
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阻止されるとともに、
第一変位態様から第二変位態様に移行する際に、停止部材は移動径路から退去して、移
動体の移動を可能とすることができる。
【００１７】
このような停止部材を設けることによって、移動体は第一変位態様から第二変位態様へ
一層滑らかにかつ直接的に移行するので、移動体や従動側案内体が受ける衝撃を緩和する
ことができ、移動演出装置の耐久性（寿命）が高められる。なお、停止部材を出退させる
には、ソレノイド等の駆動手段、コイルばね等の弾発部材、等を用いることができる。
【００１８】
そして、上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、以上のような遊技機用移動演
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出装置が遊技盤に配置されたことを特徴とする。
【００１９】
このように、移動体の変位態様に斬新かつ顕著（さらに劇的）な変化を付加した移動演
出装置を備えることによって、遊技者の興趣が飛躍的に向上する遊技機を提供できる。
【００２０】
なお、本発明の遊技機には、（１）パチンコ機等の弾球遊技機、（２）スロットマシン
やパチスロ機等の回胴式遊技機、（３）ポーカーゲーム機、雀球遊技機等の各種ゲーム機
、等が含まれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
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（実施例１）
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は本発明に係る遊技機用
移動演出装置（以下、単に移動演出装置ともいう）としてのセンター役物を備えたパチン
コ機を例示する正面図である。図１に示すように、パチンコ機１（遊技機）の遊技盤２の
盤面（前面）には、ほぼ左半周が内外２本の発射レール２ｂによって区画され、全体とし
て円形の遊技領域２ａが形成されている。遊技領域２ａの中央には、遊技盤２上での遊技
状態の変化に応じた演出表示を行う液晶表示部３（可変表示手段）が配置されている。こ
の液晶表示部３と、液晶表示部３を保持する矩形枠状のケーシング４（図２参照）と、ケ
ーシング４の前方に固定されて液晶表示部３を取り囲むように配置された前側装飾部５と
を含むセンター役物１００（移動演出装置）が遊技盤２に搭載されている。液晶表示部３
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の下方（遊技領域２ａの中央下部）に大入賞口６（アタッカー）が配置されている。また
、液晶表示部３と大入賞口６との間には、電動チューリップ（電チュー）にて構成される
始動口７が配置されている。
【００２２】
なお、本明細書において、上下方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で遊技球が流下する方
向（例えば、鉛直方向）を意味する。また、左右方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で上下
方向と交差する方向（例えば、水平方向）を意味し、遊技者側からみて左側、右側をいう
。さらに、前後方向とは遊技盤２と交差（例えば、直交）する方向を意味し、遊技者に対
面する側（手前側）が前面側（前方側）であり、その反対側（奥側）が後面側（後方側）
10

となる。
【００２３】
図２はセンター役物の一例を、スライド扉の全閉状態にて示す斜視図、図３はセンター
役物を扉ユニット毎に分解して示す斜視図、図４は主要部である特定ユニットの斜視図で
ある。図２及び図３に示すように、センター役物１００はさらに、障子のようにスライド
開閉するスライド扉１１

，１１

，１１（扉部材；移動体）を有する扉ユニット（移動

体ユニット）を複数組（例えば３組）備えている。そのうち、最後部（すなわち、液晶表
示部３の直前）に位置する扉ユニットは、後述する本発明構造を具備した特定ユニット１
０で構成され、その前方２組の扉ユニットは、従来構造を備えた非特定ユニット１０
１０

で構成されている。これらの扉ユニット１０

，１１

，１０

，

，１０は、スライド扉１１

，１１が、液晶表示部３の前方側において、移動方向である左右方向に対して

20

交差（例えば直交）する方向である前後方向に重なり合った状態で、電動モータ１４，１
４，１４（駆動源）により各々独立して移動可能に配置されている。なお、図３に示すよ
うに、複数（３個）の電動モータ１４，１４，１４を左右方向にずらして配置しているの
で、センター役物１００の前後方向をコンパクトに構成できる。
【００２４】
図４に示すように、特定ユニット１０は、左右一対のスライド扉１１，１１（扉部材；
移動体）と、左右水平方向（移動方向）に延びて遊技盤２（図１参照）に固定配置される
上下一対のガイドレール１２，１３（案内体）と、伝達機構１５を介してスライド扉１１
，１１に駆動力を及ぼす電動モータ１４（駆動源）とを備えている。スライド扉１１，１
１（ただし、左側のものは図示省略）は、上下のガイドレール１２，１３に同時に係合し
て左右水平方向に対称的に摺動移動可能であり、閉鎖状態にて

Ｐ

30

の文字を表示する（

図３参照）。また、電動モータ１４の駆動力は、伝達機構１５を介してスライド扉１１，
１１の上方ガイドレール１２側（原動側）に伝えられている。
【００２５】
上方ガイドレール１２（原動側案内体）には、スライド扉１１，１１を鉛直方向から角
度範囲α（例えば傾斜角α＝４°；図５参照）にわたって傾斜案内（回転運動）するため
の円弧状案内部１２ａ（湾曲状案内部）と、その円弧状案内部１２ａに連続する（続く）
形で左右水平方向に延びる原動側直線状案内部１２ｂとが形成されている。一方、下方ガ
イドレール１３（従動側案内体）には、スライド扉１１，１１の左右水平方向への移動を
一時的に停止するための凹部１３ａ（停留部）と、その凹部１３ａに連続する（続く）形

40

で左右水平方向に沿って原動側直線状案内部１２ｂと平行状に延びる従動側直線状案内部
１３ｂとが形成されている。したがって、電動モータ１４の駆動力がスライド扉１１，１
１に及ぼされたとき、スライド扉１１，１１は、凹部１３ａを支点とし、円弧状案内部１
２ａに沿って傾斜移動（回転運動）する第一変位態様と（図５参照）、傾斜姿勢を維持し
ながら原動側直線状案内部１２ｂと従動側直線状案内部１３ｂとに沿って平行移動（直線
運動）する第二変位態様と（図７参照）、に変位可能である。
【００２６】
下方ガイドレール１３の凹部１３ａは、原動側直線状案内部１２ｂからの離間距離が従
動側直線状案内部１３ｂよりも拡大するように下方側に膨出形成されている。したがって
、凹部１３ａの内面（上面）にて、スライド扉１１，１１の下端部に取り付けられた回転
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ローラー１１ａ（図５参照）を受け止め保持できる。そして、上方ガイドレール１２と下
方ガイドレール１３とは、円弧状案内部１２ａと凹部１３ａとが向き合い、原動側直線状
案内部１２ｂと従動側直線状案内部１３ｂとが向き合うように、スライド扉１１，１１を
挟んで対向配置されている。
【００２７】
すでに述べた通り、電動モータ１４とスライド扉１１の上端部とは伝達機構１５を介し
て連結され、この伝達機構１５は連結装置１５ａと伝動装置１５ｂとを含んで構成するこ
とができる。具体的には、連結装置１５ａは、電動モータ１４の駆動力によって左右水平
方向に移動可能なアーム部１５ａ１と、スライド扉１１に突出形成され、アーム部１５ａ
１において移動方向（左右水平方向）と交差する上下方向に形成された長孔状凹部１５ａ

10

２内で移動可能なガイドピン１１ｂ（突出部）とを含む。一方、伝動装置１５ｂは、電動
モータ１４に取り付けられたピニオン１５ｂ１と、アーム部１５ａ１に一体化されたラッ
ク１５ｂ２とを含む。ただし、左側のスライド扉１１へ電動モータ１４の駆動力を伝達す
る伝達機構１５は図示を省略してある。
【００２８】
図３に戻り、非特定ユニット１０

は、左右一対のスライド扉１１

，１１

（扉部材

；移動体）と、左右水平方向（移動方向）に延びて遊技盤２（図１参照）に固定配置され
る上下一対のガイドレール１２
扉１１

，１１

，１３

（案内体）と、伝達機構１５を介してスライド

に駆動力を及ぼす電動モータ１４（駆動源）とを備えている。各々の非

特定ユニット１０

のスライド扉１１

，１１

は、上下のガイドレール１２

に同時に係合して左右水平方向に対称的に摺動移動可能であり、閉鎖状態にて
Ｒ

，１３
Ｎ

20

，

の文字をそれぞれ表示する。また、電動モータ１４の駆動力は、伝達機構１５を介し

てスライド扉１１

，１１

の上方ガイドレール１２

側（原動側）に伝えられている。

【００２９】
非特定ユニット１０

の上方ガイドレール１２

（原動側案内体）には、左右水平方向

に延びる原動側直線状案内部１２ｂのみが形成されている。一方、非特定ユニット１０
の下方ガイドレール１３

（従動側案内体）には、左右水平方向に沿って原動側直線状案

内部１２ｂと平行状に延びる従動側直線状案内部１３ｂのみが形成されている。なお、伝
達機構１５の構成は特定ユニット１０と共通している。
30

【００３０】
以上で説明したセンター役物１００の作動について、図２，図４〜図８を参照しつつさ
らに説明する。
【００３１】
＜作動開始状態（全閉状態）＞（図２）
特定ユニット１０の一対のスライド扉１１，１１及び各非特定ユニット１０
スライド扉１１

，１１

の一対の

は、すべて液晶表示部３の中央部前方にて閉鎖した状態で停止

しており、この状態から作動を開始する。
【００３２】
＜非特定ユニット１０

の開放状態＞

２組の非特定ユニット１０
前方側のスライド扉１１
定ユニット１０

，１０

，１１

の電動モータ１４，１４を駆動することにより、

40

から順次左右方向外側へ開放される。このとき、非特

の上下のガイドレール１２

のみが形成されているので、各スライド扉１１

，１３
，１１

には直線状案内部１２ｂ，１３ｂ
は、従来と同様に平行移動（直

線運動）のみを行う。
【００３３】
＜特定ユニット１０のみ閉鎖状態＞（図４）
前方側２組の非特定ユニット１０

，１０

のスライド扉１１

，１１

がいずれも開

放されたとき、特定ユニット１０のスライド扉１１，１１は依然として閉鎖した状態で停
止している。
【００３４】
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＜第一変位態様＞（図５）
次に、特定ユニット１０の電動モータ１４が駆動されると、その駆動力が伝動装置１５
ｂ（ピニオン１５ｂ１及びラック１５ｂ２）を介して連結装置１５ａのアーム部１５ａ１
に伝達される。アーム部１５ａ１はラック１５ｂ２と一体連結されているため、ラック１
５ｂ２と同方向（図５では水平方向右側）に移動する。このとき、スライド扉１１の下端
部では、回転ローラー１１ａが下方ガイドレール１３の凹部１３ａに受け止め保持されて
いるので、スライド扉１１は自重及び摩擦力のため左右方向に移動できず、下端部で凹部
１３ａを支点とし、上端部が上方ガイドレール１２の円弧状案内部１２ａに沿って時計回
りに傾斜角α（例えばα＝４°）にわたり傾斜移動（回転運動）する。具体的には、アー
ム部１５ａ１が水平方向右側に移動するにつれて、スライド扉１１の上端部のガイドピン

10

１１ｂがアーム部１５ａ１の長孔状凹部１５ａ２内で上から下へ相対移動することにより
、スライド扉１１の第一変位態様（すなわち傾斜移動）が可能になる。
【００３５】
＜中間変位態様＞（図６）
第一変位態様（図５）から第二変位態様（図７）に移行するため、スライド扉１１が原
動側直線状案内部１２ｂに沿って水平方向右側への移動を開始するとき、長孔状凹部１５
ａ２の下端側に位置するガイドピン１１ｂが支点となって、スライド扉１１を第一変位態
様とは反対方向（反時計回り）に角度範囲β（例えば戻り角β＝２°）にわたり傾斜移動
（回転運動）させる。つまり、この中間変位態様は、アーム部１５ａ１が原動側直線状案
内部１２ｂを水平方向右側に移動距離Ｌ１だけ移動する間に、上端部のガイドピン１１ｂ

20

を支点としてスライド扉１１を首吊り状に揺り戻すような動きであり、通常は戻り角β＜
傾斜角αである。
【００３６】
＜第二変位態様＞（図７）
スライド扉１１の下端部の回転ローラー１１ａが下方ガイドレール１３の凹部１３ａか
ら外れて従動側直線状案内部１３ｂの基端（左端）位置に達すると、スライド扉１１は、
そのときの傾斜姿勢を維持しながら原動側直線状案内部１２ｂと従動側直線状案内部１３
ｂとに沿って移動距離Ｌ２だけ平行移動（直線運動）する。この第二変位態様は、従来と
同様にスライド扉１１を平行移動（直線運動）させるものである。
【００３７】
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＜作動終了状態（全開状態）＞（図８）
スライド扉１１の下端部の回転ローラー１１ａが下方ガイドレール１３の従動側直線状
案内部１３ｂの先端（右端）位置に達する。同時に、ケーシング４の内面（図では上方ガ
イドレール１２の左端部）に設置されたフォトセンサ１６等の検知手段が、右側のスライ
ド扉１１と同時に作動しているスライド扉や伝達機構（図示せず）の開放位置到達を検出
することにより、電動モータ１４の駆動が停止され、スライド扉１１，１１は開放状態で
静止する。
【００３８】
なお、図８に示す全開状態から図２に示す全閉状態又は図４に示す特定ユニット１０の
み閉鎖状態に復帰する（戻る）場合には、以上の説明とは逆方向の手順にて実行される。
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そして、ケーシング４の内面（図では上方ガイドレール１２の左端部）に設置されたフォ
トセンサ１７等の検知手段がスライド扉１１や伝達機構１５の閉鎖位置到達を検出するこ
とにより、電動モータ１４の駆動が停止され、スライド扉１１，１１は閉鎖状態で静止す
る。
【００３９】
このように、原動側ガイドレール１２に円弧状案内部１２ａと原動側直線状案内部１２
ｂとを形成し、従動側ガイドレール１３に凹部１３ａと従動側直線状案内部１３ｂとを形
成したので、スライド扉１１，１１は、傾斜移動（回転運動）する第一変位態様と、平行
移動（直線運動）する第二変位態様とを含んで変位する。これにより、スライド扉１１，
１１の変位態様に斬新かつ顕著な変化が付加されるので、遊技者の興趣を飛躍的に高める
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ことができる。なお、第一変位態様と第二変位態様との発生順序や発生回数は任意であり
、原動側ガイドレール１２及び従動側ガイドレール１３をループ式軌道で構成してもよい
。
【００４０】
（実施例２）
次に、図９はセンター役物の他の例を、スライド扉の全閉状態にて示す正面図である。
図９に示すように、遊技機用移動演出装置（以下、単に移動演出装置ともいう）としての
センター役物２００は、障子のようにスライド開閉するスライド扉１１１又は１１１

（

扉部材；移動体）と上下一対のガイドレール１１２，１１３（案内体）とを有する扉ユニ
ット（移動体ユニット）を複数組（例えば３組）備えている。そのうち、最後部（すなわ

10

ち、液晶表示部３の直前）に位置する扉ユニットは、前述の本発明構造を具備した特定ユ
ニット１１０で構成され、その前方２組の扉ユニットは、従来構造を備えた非特定ユニッ
ト１１０

，１１０

で構成されている。これらの扉ユニット１１０

０は、スライド扉１１１

，１１１

，１１０

，１１

，１１１が、液晶表示部３の前方側において、移動

方向である左右方向に対して交差（例えば直交）する方向である前後方向に重なり合った
状態で、単一の電動モータ１４（駆動源）及び連動機構１５

（図１１〜図１３参照）に

より連動して移動可能に配置されている。なお、前後３組の扉ユニット１１０

，１１０

，１１０が左右２セット（計６組）あり、そのすべてを単一の電動モータ１４で駆動し
ているが、左側のものは図示を省略してある。
【００４１】

20

特定ユニット１１０は、１枚のスライド扉１１１（扉部材；移動体）と、遊技盤２（図
１参照）に固定されるケーシング４において左右水平方向（移動方向）に形成された上下
一対のガイド溝１１２，１１３（案内体）とを備え、伝動装置１５ｂを介して電動モータ
１４（駆動源）の駆動力がスライド扉１１１に伝えられる。スライド扉１１１は、上下の
ガイド溝１１２，１１３に同時に係合して左右水平方向に対称的に摺動移動可能である。
【００４２】
上方ガイド溝１１２（原動側案内体）には、スライド扉１１１を鉛直方向から角度範囲
α（例えば傾斜角α＝４°；図１０参照）にわたって傾斜案内（回転運動）するための円
弧状案内部１１２ａ（湾曲状案内部）と、その円弧状案内部１１２ａに連続する（続く）
形で左右水平方向に延びる原動側直線状案内部１１２ｂとが形成されている。一方、下方
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ガイド溝１１３（従動側案内体）には、スライド扉１１１の左右水平方向への移動を一時
的に停止するためのストッパ１１３ａ（停止部材；停留部）と、そのストッパ１１３ａに
連続する（続く）形で左右水平方向に沿って原動側直線状案内部１１２ｂと平行状に延び
る従動側直線状案内部１１３ｂとが形成されている。したがって、電動モータ１４の駆動
力がスライド扉１１１に及ぼされたとき、スライド扉１１１は、その下端部に取り付けら
れた回転ローラー１１１ａを支点とし、円弧状案内部１１２ａに沿って傾斜移動（回転運
動）する第一変位態様と（図１０参照）、傾斜姿勢を維持しながら原動側直線状案内部１
１２ｂと従動側直線状案内部１１３ｂとに沿って平行移動（直線運動）する第二変位態様
と（図１１参照）、に変位可能である。
【００４３】

40

下方ガイド溝１１３のストッパ１１３ａは、ソレノイド１１３ｃ（アクチュエータ；作
動手段）によって下方ガイド溝１１３に沿って形成されるスライド扉１１１の移動径路に
対して出退可能である。したがって、スライド扉１１１の下端部に取り付けられた回転ロ
ーラー１１１ａは、ストッパ１１３ａにて左右水平方向（図では右方向）への移動を阻止
される。そして、上方ガイド溝１１２と下方ガイド溝１１３とは、円弧状案内部１１２ａ
とストッパ１１３ａとが向き合い、原動側直線状案内部１１２ｂと従動側直線状案内部１
１３ｂとが向き合うように、スライド扉１１１を挟んで対向配置されている。
【００４４】
すでに述べた通り、電動モータ１４とスライド扉１１１の上端部とは伝動装置１５ｂを
介して連結され、伝動装置１５ｂは、電動モータ１４に取り付けられたピニオン１５ｂ１
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と、スライド扉１１１に当接してそのスライド扉１１１を移動させるラック１５ｂ２とを
含む。具体的には、ラック１５ｂ２は、スライド扉１１１の上端部に突出形成されたガイ
ドピン１１１ｂ（突出部）に当接して、ガイドピン１１１ｂを上方ガイド溝１１２内で移
動させる。
【００４５】
各非特定ユニット１１０

は、１枚のスライド扉１１１

（扉部材；移動体）と、遊技

盤２（図１参照）に固定されるケーシング４において左右水平方向（移動方向）に架設さ
れた上方ガイドバー１１２

（原動側案内体；案内体）と、同じくケーシング４において

左右水平方向（移動方向）に形成された下方ガイド溝１１３
とを備えている。非特定ユニット１１０

（従動側案内体；案内体）

の上方ガイドバー１１２

には、左右水平方

10

向に延びる原動側直線状案内部１１２ｂのみが形成されている。一方、非特定ユニット１
１０

の下方ガイド溝（図示省略）には、左右水平方向に沿って原動側直線状案内部１１

２ｂと平行状に延びる従動側直線状案内部１１３ｂのみが形成されている。
【００４６】
また、図１１〜図１３に示すように、非特定ユニット１１０
、連動機構１５

のスライド扉１１１

は

により、特定ユニット１１０のスライド扉１１１の作動と連動して移動

可能に配置されている。具体的には、連動機構１５

は、ともに上方ガイドバー１１２

に摺動可能に保持された、一対の第一スライダー１５１
スライダー１５２

（第一当接部材）と一対の第二

（第二当接部材）とを有する。第一スライダー１５１

は、最後部の

スライド扉１１１（特定ユニット１１０）の左右水平方向への移動を中間のスライド扉１
１１

（非特定ユニット１１０

中間のスライド扉１１１
イド扉１１１
１１０

）へ連動させるために、所定距離左右方向に離間させて

に設けてある。また、第二スライダー１５２

は、中間のスラ

の左右水平方向への移動を最前部のスライド扉１１１

）へ連動させるために、第一スライダー１５１

させて最前部のスライド扉１１１

（非特定ユニット

とほぼ同一距離左右方向に離間

に設けてある。そして、第一スライダー１５１

と第

とは、互いに入れ子状になるように、上方ガイドバー１１２

に保

二スライダー１５２

20

持されている。
【００４７】
以上で説明したセンター役物２００の作動について、図２，図９〜図１３を参照しつつ
30

さらに説明する。
【００４８】
＜作動開始状態（全閉状態）＞（図９）
特定ユニット１１０のスライド扉１１１及び各非特定ユニット１１０
１１

のスライド扉１

は、すべて液晶表示部３の中央部前方にて閉鎖した状態で停止しており、この状態

から作動を開始する。
【００４９】
＜第一変位態様＞（図１０）
次に、電動モータ１４が駆動されると、その駆動力が伝動装置１５ｂ（ピニオン１５ｂ
１及びラック１５ｂ２）を介して、ラック１５ｂ２がスライド扉１１１のガイドピン１１
１ｂを押す力として伝えられる。このとき、スライド扉１１１の下端部では、回転ローラ

40

ー１１１ａが下方ガイド溝１１３のストッパ１１３ａに受け止め保持されているので、ス
ライド扉１１１は左右方向に移動できず、下端部で回転ローラー１１１ａを支点とし、上
端部のガイドピン１１１ｂが上方ガイド溝１１２の円弧状案内部１１２ａに沿って時計回
りに傾斜角α（例えばα＝４°）にわたり傾斜移動（回転運動）する。具体的には、ラッ
ク１５ｂ２が水平方向右側に移動するにつれて、スライド扉１１１の上端部のガイドピン
１１１ｂが円弧状案内部１１２ａ内で相対移動することにより、スライド扉１１１の第一
変位態様（すなわち傾斜移動）が可能になる。
【００５０】
＜第二変位態様＞（図１１）
ソレノイド１１３Ｃの励磁によりストッパ１１３ａを下方ガイド溝１１３に沿って形成
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されるスライド扉１１１の移動径路から退去させると、スライド扉１１１は、傾斜角αを
維持しながら原動側直線状案内部１１２ｂと従動側直線状案内部１１３ｂとに沿って移動
距離Ｌだけ平行移動（直線運動）する。この第二変位態様は、従来と同様にスライド扉１
１１を平行移動（直線運動）させるものである。
【００５１】
＜中間のスライド扉１１１

の開放状態＞（図１２）

さらに電動モータ１４を駆動すると、第一スライダー１５１

が、最後部のスライド扉

１１１（特定ユニット１１０）の左右水平方向への移動を中間のスライド扉１１１
特定ユニット１１０
ー１１２

）へ連動させる。このとき、非特定ユニット１０

（非

の上方ガイドバ

と下方ガイド溝（図示省略）には直線状案内部１１２ｂ，１１３ｂのみが形成

されているので、中間のスライド扉１１１

は、従来と同様に平行移動（直線運動）のみ

を行う。その結果、中間のスライド扉１１１
ニット１１０

10

が最前部のスライド扉１１１

（非特定ユ

）の後方に重なり合った状態（開放状態）となる。

【００５２】
＜作動終了状態（全開状態）＞（図１３）
さらに電動モータ１４を駆動すると、第二スライダー１５２
１１

が、中間のスライド扉１

の左右水平方向への移動を最前部のスライド扉１１１

（非特定ユニット１１０

）へ連動させる。スライド扉１１１の下端部の回転ローラー１１１ａが下方ガイド溝１１
３の従動側直線状案内部１１３ｂの先端（右端）位置に達する。同時に、ケーシング４の
内面（図では上方ガイドバー１１２

の右端部）に設置されたフォトセンサ１６等の検知

20

手段がスライド扉１１１や伝動装置１５ｂの開放位置到達を検出することにより、電動モ
ータ１４の駆動が停止され、すべてのスライド扉１１１，１１１

，１１１

は開放状態

で前後に重なり合って静止する。
【００５３】
なお、図１３に示す全開状態から図９に示す全閉状態に復帰する（戻る）場合には、以
上の説明とは逆方向の手順にて実行される。そして、ケーシング４の内面に設置されたフ
ォトセンサ等の検知手段（図示省略）がスライド扉１１１や伝動装置１５ｂの閉鎖位置到
達を検出することにより、電動モータ１４の駆動が停止され、すべてのスライド扉１１１
，１１１

，１１１

は閉鎖状態で静止する。

【００５４】

30

実施例２（図９〜図１３）において、ストッパ１１３ａを出退作動させるためにソレノ
イド１１３ｃ（アクチュエータ）を用いているが、他の作動手段（例えば、コイルばね等
の付勢部材）でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明に係る遊技機用移動演出装置としてのセンター役物を備えたパチンコ機を
例示する正面図。
【図２】センター役物の一例を、スライド扉の全閉状態にて示す斜視図。
【図３】図２のセンター役物を扉ユニット毎に分解して示す斜視図。
【図４】図２の主要部である特定ユニットの斜視図。
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【図５】図４に続いて特定ユニットの第一変位態様を示す正面図。
【図６】図５に続いて特定ユニットの中間変位態様を示す正面図。
【図７】図６に続いて特定ユニットの第二変位態様を示す正面図。
【図８】図７に続いて特定ユニットの全開状態を示す斜視図。
【図９】センター役物の他の例を、スライド扉の全閉状態にて示す正面図。
【図１０】図９に続いて特定ユニットの第一変位態様を示す正面図。
【図１１】図１０に続いて特定ユニットの第二変位態様を示す正面図。
【図１２】図１１に続いてスライド扉の移行状態を示す正面図。
【図１３】図１２に続いてスライド扉の全開状態を示す正面図。
【符号の説明】
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【００５６】
１

パチンコ機（遊技機）

２

遊技盤

３

液晶表示部（可変表示手段）

４

ケーシング

５

前側装飾部

１０

特定ユニット（扉ユニット；移動体ユニット）

１１

スライド扉（扉部材；移動体）

１１ａ

回転ローラー

１１ｂ

ガイドピン（突出部）

１２

上方ガイドレール（原動側案内体；案内体）

１２ａ

円弧状案内部（湾曲状案内部）

１２ｂ

原動側直線状案内部

１３

下方ガイドレール（従動側案内体；案内体）

１３ａ

凹部（停留部）

１３ｂ

従動側直線状案内部

１４

電動モータ（駆動源）

１５

伝達機構

１５ａ

連結装置

１５ａ１

アーム部

１５ａ２

長孔状凹部

１５ｂ

伝動装置

１５ｂ１

ピニオン

１５ｂ２

ラック

１６，１７

フォトセンサ（検知手段）

１０

非特定ユニット（扉ユニット；移動体ユニット）

１１

スライド扉（扉部材；移動体）

１２

上方ガイドレール（原動側案内体；案内体）

１３

下方ガイドレール（従動側案内体；案内体）

１００

センター役物（遊技機用移動演出装置）

１１０

特定ユニット（扉ユニット；移動体ユニット）

１１１

スライド扉（扉部材；移動体）

１１１ａ

回転ローラー

１１１ｂ

ガイドピン（突出部）

１１２

上方ガイド溝（原動側案内体；案内体）

１１２ａ

円弧状案内部（湾曲状案内部）

１１２ｂ

原動側直線状案内部

１１３

下方ガイド溝（従動側案内体；案内体）

１１３ａ

ストッパ（停止部材；停留部）

１１３ｂ

従動側直線状案内部

１１３ｃ

ソレノイド（アクチュエータ；作動手段）

１１０

非特定ユニット（扉ユニット；移動体ユニット）

１１１

スライド扉（扉部材；移動体）

１１２

上方ガイドバー（原動側案内体；案内体）

１５

連動機構

１５１

第一スライダー（第一当接部材）

１５２

第二スライダー（第二当接部材）

２００

センター役物（遊技機用移動演出装置）
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