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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を演出する演出動作を実行可能な演出可動手段と、
　前記演出可動手段を固定可能な複数の固定手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記演出可動手段による前記演出動作は、第一の位置から第一の方向に移動する移動動
作を含み、
　前記移動動作は、前記演出可動手段が複数のガイド手段によりガイドされた状態で行わ
れるように構成されており、
　前記複数の固定手段のうちの一の固定手段は、前記演出可動手段とは別に設けられた第
一の固定手段であり、
　前記複数の固定手段のうちの一の固定手段は、前記演出可動手段に設けられた第二の固
定手段であり、
　前記第一の固定手段および前記第二の固定手段が磁力により固定されることにより、前
記第一の位置にある前記演出可動手段が固定可能となるように構成されており、
　前記複数のガイド手段のうちの一のガイド手段は、第一のガイド手段であり、
　前記複数のガイド手段のうちの一のガイド手段は、第二のガイド手段であり、
　前記第一のガイド手段は、第一の被ガイド手段と係合するように構成されており、
　前記第二のガイド手段は、第二の被ガイド手段と係合するように構成されており、
　前記第一の被ガイド手段および前記第二の被ガイド手段の両方は、前記演出可動手段に
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設けられたものであり、
　前記第二の被ガイド手段と前記第二の固定手段の第二の方向の距離は、前記第一の被ガ
イド手段と前記第二の固定手段の前記第二の方向の距離よりも長く、
　前記第二の方向とは、前記第一の方向と直交する方向のことであり、
　前記第一の被ガイド手段および前記第二の被ガイド手段の両方が歯車であることから、
前記演出可動手段による前記演出動作が開始されると、前記第二の固定手段における第二
の部位が該第二の固定手段の第一の部位よりも先に前記第一の固定手段から離れるように
構成されており、
　前記第二の部位とは、前記第一の部位よりも前記第二の被ガイド手段に近い位置にある
部位のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技台であって、
　前記第一の被ガイド手段および前記第二の被ガイド手段の両方は、ラック歯車であり、
　前記第一のガイド手段および前記第二のガイド手段の両方は、歯車である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段による前記演出動作が開始されると、前記第二の部位が前記第一の固
定手段から離れた後で、前記第一の部位が前記第一の固定手段から離れるように構成され
ている、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段に前記演出動作を実行させる駆動手段を備え、
　前記駆動手段の駆動によって、前記第一の位置にある前記演出可動手段が前記第一の方
向に移動する、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段による前記演出動作は、前記第一の位置から前記第一の方向に移動し
、第二の位置で停止するように構成されており、
　前記第一の方向は上下方向であり、
　前記第二の位置は、前記第一の位置よりも低い位置である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の遊技台において、
　前記複数の固定手段のうちの一の固定手段は、前記演出可動手段とは別に設けられた第
三の固定手段であり、
　前記複数の固定手段のうちの一の固定手段は、前記演出可動手段に設けられた第四の固
定手段であり、
　前記第三の固定手段および前記第四の固定手段が磁力により固定されることにより、前
記第一の位置にある前記演出可動手段が固定可能となるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシン（パチスロ機）、封入式遊技機に代表される遊
技台に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、パチンコ機などの遊技台では、遊技盤の遊技領域に、遊技球が入賞可能な始動口
と、複数個の図柄を変動表示可能な図柄表示部を備え、始動口に遊技球が入賞すると、図
柄表示部の図柄を所定時間変動して、変動後の図柄が予め定めた特定図柄の組み合わせで
ある特定態様になった場合に、可変入賞手段を所定時間開放させる等、遊技者に有利な遊
技状態を発生させるようにしている（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２００８－２００３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に記載のような遊技台においては、演出を行う可動物を設けた構
成が開示されている。
【０００５】
　しかし、最近では、よりスムーズに動作可能な可動物が求められている。
【０００６】
　本発明の目的は、スムーズに動作可能な可動物を設けた遊技台を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上記の目的を達成するために、遊技を演出する演出動作を実行可能な演出可動
手段と、前記演出可動手段を固定可能な複数の固定手段と、を備えた遊技台であって、前
記演出可動手段による前記演出動作は、第一の位置から第一の方向に移動する移動動作を
含み、前記移動動作は、前記演出可動手段が複数のガイド手段によりガイドされた状態で
行われるように構成されており、前記複数の固定手段のうちの一の固定手段は、前記演出
可動手段とは別に設けられた第一の固定手段であり、前記複数の固定手段のうちの一の固
定手段は、前記演出可動手段に設けられた第二の固定手段であり、前記第一の固定手段お
よび前記第二の固定手段が磁力により固定されることにより、前記第一の位置にある前記
演出可動手段が固定可能となるように構成されており、前記複数のガイド手段のうちの一
のガイド手段は、第一のガイド手段であり、前記複数のガイド手段のうちの一のガイド手
段は、第二のガイド手段であり、前記第一のガイド手段は、第一の被ガイド手段と係合す
るように構成されており、前記第二のガイド手段は、第二の被ガイド手段と係合するよう
に構成されており、前記第一の被ガイド手段および前記第二の被ガイド手段の両方は、前
記演出可動手段に設けられたものであり、前記第二の被ガイド手段と前記第二の固定手段
の第二の方向の距離は、前記第一の被ガイド手段と前記第二の固定手段の前記第二の方向
の距離よりも長く、前記第二の方向とは、前記第一の方向と直交する方向のことであり、
前記第一の被ガイド手段および前記第二の被ガイド手段の両方が歯車であることから、前
記演出可動手段による前記演出動作が開始されると、前記第二の固定手段における第二の
部位が該第二の固定手段の第一の部位よりも先に前記第一の固定手段から離れるように構
成されており、前記第二の部位とは、前記第一の部位よりも前記第二の被ガイド手段に近
い位置にある部位のことである、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、スムーズに稼働可能な可動物を設けた遊技台を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】パチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図２】図１のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。
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【図３】遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【図４】本発明に係る演出可動物の構成の第１の実施例を示す図であって、遊技台１００
から取り外し、正面すなわち遊技者側から見た斜視図である。
【図５】図４に示した演出可動物の分解斜視図である。
【図６】（ａ）は、図４に示した演出可動物の正面図であり、（ｂ）は図４に示した演出
可動物の平面図であって（ａ）とは左右を反転させて示す図である。
【図７】固定手段７０６による装飾部７００の固定を解除する動作を説明する図であって
、（ａ）は固定された状態を示す正面図であり、（ｂ）は固定を解除する途中の状態を示
す正面図であり、（ｃ）は（ｂ）の固定手段７０６近傍を拡大して示す図である。
【図８】固定手段７０６による装飾部７００の固定を解除する動作を説明する図であって
、固定が解除された状態を示す正面図である。
【図９】内枠部材７１４の貫通孔７１５の代わりに重り部材７１５ａを設けた場合におけ
る、固定手段７０６による装飾部７００の固定を解除する動作を説明する図であり、（ａ
）は固定された状態を示す正面図であり、（ｂ）は固定を解除する途中の状態を示す正面
図であり、（ｃ）は固定が解除された状態を示す正面図である。
【図１０】（ａ）は演出可動物２２４を上から見た平面図であり、（ｂ）は（ａ）の丸で
囲った範囲Ｃを拡大して示す図である。
【図１１】本発明に係る演出可動物の構成の第２の実施例を示す図であって、（ａ）は上
から見た平面図であり、（ｂ）は固定手段により演出可動物が固定された状態を示す正面
図であり、（ｃ）は固定を解除する途中の状態を示す正面図であり、（ｄ）は固定が解除
された状態を示す正面図である。
【図１２】本発明に係る演出可動物の構成の第３の実施例を示す図であって、（ａ）は固
定手段により内枠部材および装飾部が固定された状態を示す正面図であり、（ｂ）は固定
を解除する途中の状態を示す正面図であり、（ｃ）は固定が解除された状態を示す正面図
である。
【図１３】本発明に係る演出可動物の構成の第４の実施例を示す図であって、（ａ）は固
定手段により内枠部材および装飾部が固定された状態を示す正面図であり、（ｂ）は固定
を解除する途中の状態を示す正面図であり、（ｃ）は固定が解除された状態を示す正面図
である。
【図１４】図１３に示した第４の実施例において、装飾部３７００に重り部材３７１５ａ
を設けた例を示す図であって、（ａ）は固定手段により内枠部材および装飾部が固定され
た状態を示す正面図であり、（ｂ）は固定を解除する途中の状態を示す正面図であり、（
ｃ）は固定が解除された状態を示す正面図である。
【図１５】本発明に係る演出可動物の構成の第５の実施例を示す図であって、（ａ）は固
定手段により演出可動物が固定された状態を示す正面図であり、（ｂ）は固定を解除する
途中の状態を示す正面図であり、（ｃ）は固定が解除された状態を示す正面図である。
【図１６】演出可動物２２４の左右方向への移動機構について説明する図であって、（ａ
）はベルト部材７２０が見えるように分解した斜視図であり、（ｂ）は（ａ）の楕円で囲
んだ範囲Ｆを拡大して示す図である。
【図１７】演出可動物２２４の左右方向への移動機構について説明する図であって、（ａ
）は正面図であり、（ｂ）は（ａ）の円で囲んだ範囲Ｈを拡大するとともに内部が見える
ようにした断面図である。
【図１８】図１６に示したテンションアーム７２１について説明する正断面図であり、（
ａ）はテンションアーム７２１をギア部材７０４ａに近づけた状態を示す図であり、（ｂ
）はベルト部材７２０の張りが正常な状態を示す図であり、（ｃ）はベルト部材７２０が
たるんでいるのでテンションアーム７２１をギア部材７０４ａから遠ざけた状態を示す図
である。
【図１９】（ａ）は、演出可動物２２４の背面斜視図であって、（ｂ）は（ａ）を演出可
動物２２４内のハーネス７０９が見えるように破断して示す図である。
【図２０】（ａ）は、図１９（ｂ）のハーネス押さえ箇所を拡大して、ハーネスを外した
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状態で示す図であり、（ｂ）は、（ａ）の状態から押さえ部材７１９を外した状態を示す
図である。
【図２１】本発明に係る構成において固定手段にかかる力について説明する図であり、固
定手段により枠部材に演出可動物が固定された状態を示す概略正面図である。
【図２２】本発明に係る構成において固定手段にかかる力について説明する図であり、（
ａ）は左側の固定が一部解除された状態を示す概略正面図であり、（ｂ）は右側の固定が
一部解除された状態を示す概略正面図である。
【図２３】本発明に係る構成において固定手段にかかる力について説明する図であり、（
ａ）は左側の固定が一部解除された状態を示す概略正面図であり、（ｂ）は右側の固定が
一部解除された状態を示す概略正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を用いて、本発明の実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００等の
弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機）について詳細に説明する。
【００１１】
　＜全体構成＞
　まず、図１を用いて、本発明の実施形態１に係るパチンコ機１００の全体構成について
説明する。なお、同図はパチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図であ
る。
【００１２】
　パチンコ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置１１０と、遊技盤２００と、をその前面に備える
。
【００１３】
　外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状から成る木製の枠部材である。
【００１４】
　本体１０４は、外枠１０２の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回
動自在に装着された縦長方形状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、
枠状に形成され、内側に空間部１１４を有している。
【００１５】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部１１６とした扉部材である。なお、この前面枠扉１０６には、開
口部１１６にガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ
１２０や枠ランプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の
前面とで遊技領域１２４を区画形成する。
【００１６】
　球貯留皿付扉１０８は、パチンコ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置
１１０へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留し
きれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された
遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２
８に貯留された遊技球を不図示の遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出
レバー１３２と、遊技者の操作によって発射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２
００の遊技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種
演出装置２０６（図３参照）の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャン
スボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８と、遊技店に設置された不図示
のカードユニット（ＣＲユニット）に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン１４０と、
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カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を行う返却操作ボタン１４２と、遊技者
の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示部１４４と、を備える。
【００１７】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。
【００１８】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部１１６から観察することができ
る。
【００１９】
　図２は、図１のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。
【００２０】
　図２に示すように、パチンコ機１００の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、
遊技球を一時的に貯留するための球タンク１５０と、球タンク１５０の下方に位置し、球
タンク１５０の底部に形成した連通孔を通過して落下する球を、背面右側に位置する払出
装置１５２に導くためのタンクレール１５４とを配設している。
【００２１】
　タンクレール１５４はツインレールとも称され、例えば第１副基板１６０と少なくとも
一部が前後方向に重畳するように配置されている。本実施の形態によるパチンコ機１００
では、部材の配置領域を節約するため、制御基板にノイズを与える恐れのあるタンクレー
ル１５４が第１副基板１６０に重畳して配置されている。しかしながら、パチンコ機１０
０は、タンクレール１５４にノイズ対策が施されている場合、タンクレール１５４と第１
副基板１６０とが重畳して配置されていても、第１副基板１６０のノイズによる影響を軽
減することができる場合がある。また、タンクレール１５４にはノイズ対策が施されてい
るので、タンクレール１５４の側面を絶縁性の透明部材で形成することができる。これに
より、タンクレール１５４がパチンコ機１００に設置された場合に、パチンコ機１００背
面側に位置するタンクレール１５４の側面を透して、タンクレール１５４での遊技球の流
下状況を目視により確認することができる場合がある。
【００２２】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時的
に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【００２３】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部６００へ出力する。なお、
この払出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過してパチンコ機１００の表
側に配設した払出通路１２１（図１参照）から上皿１２６に到達するように構成しており
、パチンコ機１００は、この構成により遊技者に対して球の払い出しを行う。
【００２４】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部３００が生成した処理情報に基づ
いて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成する第１副基板１６０を収納
する第１副基板ケース１６２、第１副制御部４００が生成した処理情報に基づいて演出に
関する制御処理を行う第２副制御部５００を構成する第２副基板１６４を収納する第２副
基板ケース１６６、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部６００を構成すると
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ともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出
基板１７０を収納する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射
制御部６３０を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、各種電気的遊
技機器に電源を供給する電源制御部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電
源をオンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリ
ア信号を主制御部３００に出力するＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８
２を収納する電源基板ケース１８４、および払出制御部６００とカードユニットとの信号
の送受信を行うＣＲインタフェース部１８６を配設している。ＣＲインタフェース部１８
６は、例えばＤ－ｓｕｂ（Ｄ－ｓｕｂｍｉｎｉａｔｕｒｅ）コネクタで構成されたＣＲユ
ニット接続部１８６ａを有している。ＣＲインタフェース部１８６は、ＣＲユニット接続
部１８６ａを介して払出制御部６００とカードユニットとの信号の送受信を行うようにな
っている。
【００２５】
　第１副基板１６０を収納する第１副基板ケース１６２の図中左上には、例えばスピーカ
１２０の音量を調整する音量調整スイッチ１９２を設けている。音量調整スイッチ１９２
は、例えばロータリースイッチで構成される。
【００２６】
　パチンコ機１００は、その背面側から見て、球タンク１５０の右側であってタンクレー
ル１５４の上方に中継基板１９６を有している。中継基板１９６はパチンコ機１００とホ
ールコンピュータとの電気的接続に用いられる。遊技盤２００の交換を行う場合にパチン
コ機１００とホールコンピュータとの配線を変更する必要がないため、遊技盤２００は、
中継基板１９６を介して本体１０４とホールコンピュータとを接続したままで交換される
。但し、機種によってはパチンコ機１００からホールコンピュータに送信する信号の種類
を変更する必要があるため、パチンコ機１００は、遊技盤２００の取り外し時に、パチン
コ機１００の正面（手前）側から中継基板１９６の接続状況が把握できるように構成され
ていてもよい。
【００２７】
　同様に、外部と接続の必要がある他の構成（例えば不図示の電源コード）についても、
本体１０４に備えておくことが好ましい。
【００２８】
　パチンコ機１００は、その背面側から見て、中継基板１９６の右側に電源コネクタ１９
１を有している。電源コネクタ１９１には、不図示の電源コードが接続されるようになっ
ている。
【００２９】
　パチンコ機１００の機種を変更する際には、遊技盤２００を交換するが、このとき主基
板１５６、第１副基板１６０および第２副制御部５００も交換することになる場合がある
ので、主基板１５６、第１副基板１６０および第２副制御部５００は遊技盤２００に設け
る場合がある。
【００３０】
　また、パチンコ機１００の機種を変更する場合であっても、本体１０４は交換せずその
まま使用することができる場合があり、このとき払出基板１７０、発射基板１７４および
電源基板１８２も交換の必要がない場合があるので、払出基板１７０、発射基板１７４お
よび電源基板１８２は本体１０４に設ける場合がある。
【００３１】
　図３は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【００３２】
　遊技盤２００には、外レール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な
遊技領域１２４を区画形成している。
【００３３】
　遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
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は、略中央に装飾図柄表示装置２０８（液晶表示装置２０８）を配設し、装飾図柄表示装
置２０８の上方に演出可動物２２４（演出可動手段）を配設している。演出可動物２２４
は、例えば、上下動可能であり、上部に位置するときには遊技盤２００の後方にあって、
遊技者が視認不可能であり、下部に位置するときには、装飾図柄表示装置２０８の前方に
あって、遊技者が視認可能となる。この遊技者が演出可動物２２４を視認可能な状態にお
いては、装飾図柄表示装置２０８の視認可能な領域を演出可動物２２４が制限することに
なる。
【００３４】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施例では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）によって構成するが、本発明はこれに限られるものではなく、ＥＬ等を用いた表示
装置を用いてもよい。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄
表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表示領
域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領域２
０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる画像
を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や大き
さは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている。な
お、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置でなく
とも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ドット
マトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓ
ｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマディ
スプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【００３５】
　遊技盤２００の右下部には、普通図柄表示装置２１０と、第１特別図柄表示装置２１２
と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ２１６と、第１特別図柄保留ラ
ンプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中ランプ２２２と、を配設してい
る。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と称する場合がある。
【００３６】
　また、本実施形態では、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、および右
図柄表示領域２０８ｃのそれぞれに表示する装飾図柄に次ぐ４つ目の装飾図柄として第４
図柄を設けている。この第４図柄は、特図１用としての特図１用第４図柄２１９、および
特図２用としての特図２用第４図柄２２１の２つを設けており、演出表示領域２０８ｄ（
例えば下部）に表示する。第４図柄は、変動／停止を表示するものであり、例えば黒色は
停止表示を示し、グレー色は変動表示を示す。
【００３７】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグ
メントＬＥＤによって構成する。第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグメントＬＥＤによって
構成する。
【００３８】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施例では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）まで保留すること
を可能としている。第１特図保留ランプ２１８および第２特図保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施例では、特
図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ランプ
２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態にな
ることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率
状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【００３９】
　また、この演出装置２０６の周囲には、一般入賞口２２６と、普図始動口２２８と、第
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１特図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、可変入賞口２３４と、を配設している
。
【００４０】
　一般入賞口２２６は、本実施例では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。
【００４１】
　なお、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施例では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技
者に貸し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「
球（遊技球）」と呼ぶ。
【００４２】
　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施例では遊技盤２
００の右側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２６に入
球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過したこ
とを所定の玉検出センサが検出した場合、パチンコ機１００は、普図表示装置２１０によ
る普図変動遊技を開始する。
【００４３】
　第１特図始動口２３０は、本実施例では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している。
この第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５
２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出するととも
に、第１特図表示装置２１２による特図変動遊技を開始する。なお、第１特図始動口２３
０に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【００４４】
　第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施例では遊技
盤２００の右側に１つだけ配設している。この第２特図始動口２３２は、左右に開閉自在
な羽根２３２ａを備え、羽根２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊技
に当選し、普図表示装置２１０が当たり図柄を停止表示した場合に羽根２３２ａが所定の
時間間隔、所定の回数で開閉する。第２特図始動口２３２への入球を所定の球検出センサ
が検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４個）の球を賞球とし
て上皿１２６に排出するとともに、第２特図表示装置２１４による特図変動遊技を開始す
る。なお、第２特図始動口２３２に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出する。
【００４５】
　可変入賞口２３４は、大入賞口またはアタッカーと呼ばれ、本実施例では遊技盤２００
の中央部下方に１つ、右部下方に１つの計２つ配設している。この可変入賞口２３４は、
開閉自在な扉部材２３４ａを備え、扉部材２３４ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、
特図変動遊技に当選して特図表示装置２１２、２１４が大当たり図柄を停止表示した場合
に扉部材２３４ａが所定の時間間隔（例えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）、所
定の回数（例えば１５回）で開閉する。
【００４６】
　可変入賞口２３４への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆
動し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、可
変入賞口２３４に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出
する。
【００４７】
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　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【００４８】
　このパチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位
置に供給し、遊技者の球発射ハンドル１３４の操作量に応じた強度で発射モータを駆動し
、発射杆１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させ
て遊技領域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向
変換部材２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（
一般入賞口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（第１特図始動口２３０、第２特図始動
口２３２）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始
動口２２８を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
【００４９】
　上述の打球方向変換部材２３６や遊技釘２３８などの遊技球が接触可能な部品が、遊技
領域に配置されると共に発射された遊技球が接触可能な遊技部品である。
【００５０】
　＜演出装置２０６＞
　次に、パチンコ機１００の演出装置２０６について説明する。演出装置２０６は、第１
副制御部４００や第２副制御部５００により駆動制御される。
【００５１】
　この演出装置２０６の前面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２および
ステージ２４４を配設し、遊技球の転動不可能な領域に演出可動物２２４を配設している
。また、演出装置２０６の背面側には、装飾図柄表示装置２０８を配設している。すなわ
ち、演出装置２０６において、装飾図柄表示装置２０８は、ワープ装置２４２、ステージ
２４４、および演出可動物２２４の後方に位置することとなる。
【００５２】
　ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊
技球を演出装置２０６の前面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。
【００５３】
　ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や、遊技盤２００の遊技釘２
３８などによって乗り上げた球などが転動可能である。転動領域であるステージ２４４上
で、受入孔２４４ｂに進入した遊技球は放出部である放出孔２４４ａから放出され、放出
した球が第１特図始動口２３０へ入球し易くなる場合を設けている。
【００５４】
　＜演出可動物の構成＞
　ここで、本発明に係る演出可動物の構成の一例について説明する。
【００５５】
　＜＜第１の実施例＞＞
　図４は、本発明に係る演出可動物の構成の第１の実施例を示す図であって、遊技台１０
０から取り外し、正面すなわち遊技者側から見た斜視図である。
【００５６】
　演出可動物２２４は、軸棒７０５に沿い、図中に矢印Ｘで示す左右方向に移動可能であ
るとともに、演出可動物２２４のほぼ中央に設けた装飾部７００は図中に矢印Ｙで示す上
下方向に移動可能である。
【００５７】
　駆動手段７０１は、モータ７０３および７０４を有し、モータ７０３は装飾部７００の
上下動を稼働させ、モータ７０４は演出可動物２２４の左右動を稼働させる。
【００５８】
　モータ７０３は、軸棒７０５を軸回転させ、この回転運動が、詳しくは後述する機構に
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より装飾部７００を上下動させる。軸棒７０５は、例えば断面が六角形の角柱形状であり
、この形状により、軸回転した際の回転力を確実に伝達可能であるとともに、モータ７０
４により軸棒７０５に沿って左右動する演出可動物２２４が回転してしまうことを防ぐこ
とができる場合がある。
【００５９】
　演出可動物２２４は、図４では図示省略し詳しくは後述するベルト部材７２０（例えば
図１６に示す）の所定箇所に固定され、このベルト部材７２０の動きによって左右動させ
られる。ベルト部材７２０は、駆動手段７０１と、終端手段７０２との間に輪にして張ら
れ、ベルト部材７２０の所定箇所は、モータ７０４の回転により左右に移動する。
【００６０】
　演出可動物２２４は、図における左上部に固定手段７０６を有する。装飾部７００は、
上部位置にあるときにこの固定手段７０６によって固定される。
【００６１】
　図５は、図４に示した演出可動物の分解斜視図である。
【００６２】
　また、図６（ａ）は、図４に示した演出可動物の正面図であり、図６（ｂ）は図４に示
した演出可動物の平面図であって（ａ）とは左右を反転させて示す図である。
【００６３】
　演出可動物２２４は、軸棒７０５が貫通する外枠部材７０８と、外枠部材７０８と相対
的に上下動可能に配置される内枠部材７１４と、内枠部材７１４と相対的に上下動可能に
配置される装飾部７００と、内枠部材７１４と装飾部７００との相対的移動範囲を規制す
る規制部材７１２と、を有して構成される。
【００６４】
　内枠部材７１４の、図における右上部には貫通孔７１５を設け、固定手段７０６により
固定される側と反対の側の軽量化を図っている。
【００６５】
　固定手段７０６は、外枠部材７０８に設けた第一の固定部７０６ａと、内枠部材７１４
に設けた第二の固定部７０６ｂとが接続することによって、装飾部７００を固定する。第
一の固定部７０６ａおよび第二の固定部７０６ｂは、例えば、互いに磁力で吸着する磁性
部材とする場合がある。また、第一の固定部７０６ａおよび第二の固定部７０６ｂとして
は、着脱可能な粘着力を有する粘着部材とすることができる場合がある。
【００６６】
　駆動手段７０１のモータ７０３の回転駆動は、ギア部材７０３ａを介して軸棒７０５に
伝達されて軸棒７０５を軸回転させる。
【００６７】
　軸棒７０５には、外枠部材７０８の左右両側に設けた２つのピニオンギア７１０が例え
ば嵌挿され、軸棒７０５の軸回転に伴いピニオンギア７１０が回転する。
【００６８】
　ピニオンギア７１０は、内枠部材７１４の左右両側に設けた２つのラックギア７１６の
それぞれと噛み合い、ピニオンギア７１０の回転運動はラックギア７１６の直線運動に変
換され、ピニオンギア７１０が回転すると内枠部材７１４が上下動する。
【００６９】
　また、外枠部材７０８の左右両側には２つのラックギア７１１を設け、内枠部材７１４
の左右両側には２つのピニオンギア７１３を設け、装飾部７００の上部の左右両側にはラ
ックギア７１８を設けている。左右両側のそれぞれにおいて、ピニオンギア７１３はラッ
クギア７１１およびラックギア７１８と噛み合い、ピニオンギア７１３は回転軸７１７を
中心に回転可能に配置されている。
【００７０】
　ピニオンギア７１０が回転して内枠部材７１４が上下動すると、外枠部材７０８のラッ
クギア７１１と内枠部材７１４のピニオンギア７１３とが相対的に直線運動し、ピニオン
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ギア７１３を回転させる。このピニオンギア７１３の回転運動はラックギア７１８の直線
運動に変換され、ピニオンギア７１３が回転すると装飾部７００が上下動する。
【００７１】
　外枠部材７０８の左右両側にはレール部材７０８ａを設けており、内枠部材７１４が上
下動する際には、内枠部材７１４の左右両端が、このレール部材７０８ａに案内される。
【００７２】
　装飾部７００には、例えば発光手段（不図示）を備え、フレキシブルケーブルであるハ
ーネス７０９を介して、例えば第１副制御部４００や第２副制御部５００により駆動制御
（例えば発光制御）される。ハーネス７０９は、詳しくは後述するように、押さえ部材７
１９によって所定箇所を押さえ、演出可動物２２４が移動する際、ハーネス７０９を巻き
込まないようにしている。
【００７３】
　駆動手段７０１のモータ７０４の回転駆動は、ギア部材７０４ａを介して後述のベルト
部材７２０を駆動させる。
【００７４】
　モータ７０３や７０４は、例えば第１副制御部４００や第２副制御部５００により駆動
制御される。
【００７５】
　図７は、固定手段７０６による装飾部７００の固定を解除する動作を説明する図であっ
て、（ａ）は固定された状態（第一の固定状態）を示す正面図であり、（ｂ）は固定を解
除する途中の状態（第二の固定状態）を示す正面図であり、（ｃ）は（ｂ）の固定手段７
０６近傍を拡大して示す図である。
【００７６】
　また、図８は、固定手段７０６による装飾部７００の固定を解除する動作を説明する図
であって、固定が解除された状態を示す正面図である。
【００７７】
　前述のように、ラックギア７１８とピニオンギア７１３とが噛み合い、ピニオンギア７
１３が回転しなければ装飾部７００は内枠部材７１４に固定された状態であり、この状態
で、内枠部材７１４の第二の固定部７０６ｂが外枠部材７０８の第一の固定部７０６ａに
接続されることによって、装飾部７００が固定される。
【００７８】
　第二の固定部７０６ｂと第一の固定部７０６ａとの接続を解除することによって、装飾
部７００の固定が解除されるが、この解除は、モータ７０３を駆動することによって行わ
れる。
【００７９】
　本実施例においては、内枠部材７１４の中央よりも左側にのみ第二の固定部７０６ｂ（
すなわち固定手段７０６）を設けており、これにより、内枠部材７１４を上下動させよう
としたときに、内枠部材７１４が一旦傾いた状態になるようにしている。
【００８０】
　また、本実施例においては、内枠部材７１４の左右位置のうち第二の固定部７０６ｂが
ない側（すなわち右側）に貫通孔７１５を設け、固定手段７０６により固定される側と反
対の側の軽量化を図っている。これにより、固定の解除時に内枠部材７１４および装飾部
７００が傾きやすくなる。
【００８１】
　図７および図８に示す位置Ａは、第二の固定部７０６ｂのうち、内枠部材７１４の中央
から遠い位置を示しており、位置Ｂは、第二の固定部７０６ｂのうち、内枠部材７１４の
中央に近い位置を示している。
【００８２】
　モータ７０３を所定方向に回転させると、内枠部材７１４が下方向に移動しようとする
が、このとき、固定手段７０６の左右位置の偏りや、各ギア間の遊びなどにより、固定手
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段７０６への力のかかり方が、位置Ａと位置Ｂとで異なり、先に位置Ｂにおいて第二の固
定部７０６ｂと第一の固定部７０６ａとの接続が一部解除されて傾いた後に、後から位置
Ａにおいて第二の固定部７０６ｂと第一の固定部７０６ａとの接続が解除されてすべてが
解除されることになる。
【００８３】
　また、図８に示すように、固定手段７０６による固定が完全に解除された後には、内枠
部材７１４および装飾部７００の傾きは直り、元の状態（例えば水平状態、あるいは外枠
部材７０８の所定面（例えば面Ｘ）に対して平行な状態、あるいは第一の固定部７０６ａ
の所定面（例えば面Ｙ）に対して平行な状態）へと戻る。
【００８４】
　図９は、内枠部材７１４の貫通孔７１５の代わりに重り部材７１５ａを設けた場合にお
ける、固定手段７０６による装飾部７００の固定を解除する動作を説明する図であり、（
ａ）は固定された状態（第一の固定状態）を示す正面図であり、（ｂ）は固定を解除する
途中の状態（第二の固定状態）を示す正面図であり、（ｃ）は固定が解除された状態を示
す正面図である。
【００８５】
　この例でも、モータ７０３を所定方向に回転させると、内枠部材７１４が下方向に移動
しようとするが、このとき、固定手段７０６の左右位置の偏りや、各ギア間の遊びなどに
より、固定手段７０６への力のかかり方が、位置Ａと位置Ｂとで異なり、先に位置Ｂにお
いて第二の固定部７０６ｂと第一の固定部７０６ａとの接続が一部解除されて傾いた後に
、後から位置Ａにおいて第二の固定部７０６ｂと第一の固定部７０６ａとの接続が解除さ
れてすべてが解除されることになる。
【００８６】
　また、図９（ｃ）に示すように、固定手段７０６による固定が完全に解除された後には
、内枠部材７１４および装飾部７００の傾きは直り、元の状態（例えば水平状態）へと戻
る。
【００８７】
　また、この例では、内枠部材７１４の左右位置のうち第二の固定部７０６ｂがない側（
すなわち右側）に重り部材７１５ａを設け、固定手段７０６により固定される側と反対の
側の重量の調節を図っている。
【００８８】
　この重り部材７１５ａを配置することで、内枠部材７１４および装飾部７００を傾きや
すくすることができる場合がある。
【００８９】
　なお、重り部材７１５ａの重さは、
（１）固定手段（例えば第二の固定部７０６ｂ）の重さと同じにする場合もあり、これに
より、固定手段が外れたあとに、装飾部材を安定させやすくすることができる場合があり
、
（２）固定手段（例えば第二の固定部７０６ｂ）よりも軽くする場合もあり、これにより
、固定手段が外れた時の衝撃（がたつき）をゆるやかにし、スムーズに稼働させることが
できる場合があり、
（３）固定手段（例えば第二の固定部７０６ｂ）よりも重くする場合もあり、これにより
、演出可動物を傾きやすくし、固定手段の取り外しを少ない力で行うことができる場合が
ある。
【００９０】
　図１０（ａ）は演出可動物２２４を上から見た平面図であり、図１０（ｂ）は（ａ）の
丸で囲った範囲Ｃを拡大して示す図である。
【００９１】
　外枠部材７０８の左右両側のレール部材７０８ａと、内枠部材７１４の左右両端とは接
触させずに、図１０（ｂ）に示すように隙間Ｇを空ける場合がある。この隙間Ｇとして例
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えば1mm～2mmぐらい空けることにより、内枠部材７１４および装飾部７００が傾いた場合
であっても引っかからずにスムーズに稼働させることができる。
【００９２】
　＜＜第２の実施例＞＞
　図１１は、本発明に係る演出可動物の構成の第２の実施例を示す図であって、（ａ）は
上から見た平面図であり、（ｂ）は固定手段により演出可動物が固定された状態（第一の
固定状態）を示す正面図であり、（ｃ）は固定を解除する途中の状態（第二の固定状態）
を示す正面図であり、（ｄ）は固定が解除された状態を示す正面図である。
【００９３】
　演出可動物１２２４は、装飾部１７００を有し、駆動手段１７１３によって上下動可能
に設けられ、上部位置にあるときには固定手段１７０６によって枠部材１７０８に固定さ
れる。
【００９４】
　固定手段１７０６は、枠部材１７０８に設けた爪部材１７０６ａと、演出可動物１２２
４に設けた爪部材１７０６ｂとが引っかかることによって固定を行う。
【００９５】
　駆動手段１７１３によって演出可動物１２２４を下方向に移動させると、演出可動物１
２２４が傾いて爪部材同士の引っかかりが外れ、固定が解除される。
【００９６】
　また、図１１（ｄ）に示すように、固定手段１７０６による固定が完全に解除された後
には、演出可動物１２２４の傾きは直り、元の状態（例えば水平状態）へと戻る。
【００９７】
　＜＜第３の実施例＞＞
　図１２は、本発明に係る演出可動物の構成の第３の実施例を示す図であって、（ａ）は
固定手段により内枠部材および装飾部が固定された状態（第一の固定状態）を示す正面図
であり、（ｂ）は固定を解除する途中の状態（第二の固定状態）を示す正面図であり、（
ｃ）は固定が解除された状態を示す正面図である。
【００９８】
　本実施例では、演出可動物２２２４を装飾図柄表示装置２０８の下方に配置し、装飾部
２７００が上部位置にあるときに遊技者から視認可能となり、この上部位置にあるときに
固定手段２７０６によって内枠部材２７１４および装飾部２７００を外枠部材２７０８に
固定する例を開示している。装飾部２７００を上下動する機構は、第１の実施例と同様で
あるので詳しい説明は省略する。
【００９９】
　固定手段２７０６は、内枠部材２７１４の中央よりも右側に配置され、外枠部材２７０
８に設けた第一の固定部２７０６ａと内枠部材２７１４に設けた第二の固定部２７０６ｂ
とが接続することによって固定する。
【０１００】
　図１２に示す位置Ａは、第二の固定部２７０６ｂのうち、内枠部材２７１４の中央から
遠い位置を示しており、位置Ｂは、第二の固定部２７０６ｂのうち、内枠部材２７１４の
中央に近い位置を示している。
【０１０１】
　内枠部材２７１４が下方向に移動しようとするが、このとき、固定手段２７０６の左右
位置の偏りや、各ギア間の遊びなどにより、固定手段２７０６への力のかかり方が、位置
Ａと位置Ｂとで異なり、先に位置Ｂにおいて第二の固定部２７０６ｂと第一の固定部２７
０６ａとの接続が一部解除されて傾いた後に、後から位置Ａにおいて第二の固定部２７０
６ｂと第一の固定部２７０６ａとの接続が解除されてすべてが解除されることになる。
【０１０２】
　また、図１２（ｃ）に示すように、固定手段２７０６による固定が完全に解除された後
には、内枠部材２７１４および装飾部２７００の傾きは直り、元の状態（例えば水平状態
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、あるいは外枠部材２７０８の所定面（例えば面Ｘ）に対して平行な状態、あるいは第一
の固定部２７０６ａの所定面（例えば面Ｙ）に対して平行な状態）へと戻る。
【０１０３】
　＜＜第４の実施例＞＞
　図１３は、本発明に係る演出可動物の構成の第４の実施例を示す図であって、（ａ）は
固定手段により内枠部材および装飾部が固定された状態（第一の固定状態）を示す正面図
であり、（ｂ）は固定を解除する途中の状態（第二の固定状態）を示す正面図であり、（
ｃ）は固定が解除された状態を示す正面図である。
【０１０４】
　本実施例では、演出可動物３２２４を装飾図柄表示装置２０８の下方に配置し、装飾部
３７００が上部位置にあるときに遊技者から視認可能となり、この上部位置にあるときに
固定手段３７０６によって内枠部材３７１４および装飾部３７００を外枠部材３７０８に
固定する例を開示している。装飾部３７００を上下動する機構は、第１の実施例と同様で
あるので詳しい説明は省略する。
【０１０５】
　本実施例では、装飾部３７００を上下動するためのギア部材が片側だけにしかなく、ギ
ア部材が両側にある場合と比べて、装飾部３７００が不安定である。
【０１０６】
　固定手段３７０６は、内枠部材３７１４の左端の側面に配置され、外枠部材３７０８に
設けた第一の固定部３７０６ａと内枠部材３７１４に設けた第二の固定部３７０６ｂとが
接続することによって固定する。
【０１０７】
　図１３に示す位置Ａは、第二の固定部３７０６ｂのうち、上側の位置を示しており、位
置Ｂは、第二の固定部３７０６ｂのうち、下側の位置を示している。
【０１０８】
　内枠部材３７１４が下方向に移動しようとするが、このとき、固定手段３７０６の左右
位置の偏りや、各ギア間の遊びなどにより、固定手段３７０６への力のかかり方が、位置
Ａと位置Ｂとで異なり、先に位置Ｂにおいて第二の固定部３７０６ｂと第一の固定部３７
０６ａとの接続が一部解除されて傾いた後に、後から位置Ａにおいて第二の固定部３７０
６ｂと第一の固定部３７０６ａとの接続が解除されてすべてが解除されることになる。
【０１０９】
　また、図１３（ｃ）に示すように、固定手段３７０６による固定が完全に解除された後
には、内枠部材３７１４および装飾部３７００の傾きは直り、元の状態（例えば水平状態
、あるいは外枠部材３７０８の所定面（例えば面Ｘ）に対して平行な状態、あるいは第一
の固定部３７０６ａの所定面（例えば面Ｙ）に対して平行な状態）へと戻る。
【０１１０】
　図１４は、図１３に示した第４の実施例において、装飾部３７００に重り部材３７１５
ａを設けた例を示す図であって、（ａ）は固定手段により内枠部材および装飾部が固定さ
れた状態（第一の固定状態）を示す正面図であり、（ｂ）は固定を解除する途中の状態（
第二の固定状態）を示す正面図であり、（ｃ）は固定が解除された状態を示す正面図であ
る。
【０１１１】
　本例では、装飾部３７００のうち、固定手段３７０６から遠い側に重り部材３７１５ａ
を設けた場合を示している。
【０１１２】
　固定手段３７０６は、内枠部材３７１４の左端の側面に配置され、外枠部材３７０８に
設けた第一の固定部３７０６ａと内枠部材３７１４に設けた第二の固定部３７０６ｂとが
接続することによって固定する。
【０１１３】
　図１４に示す位置Ａは、第二の固定部３７０６ｂのうち、上側の位置を示しており、位
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置Ｂは、第二の固定部３７０６ｂのうち、下側の位置を示している。
【０１１４】
　内枠部材３７１４が下方向に移動しようとするが、このとき、固定手段３７０６の左右
位置の偏りや、各ギア間の遊びなどにより、固定手段３７０６への力のかかり方が、位置
Ａと位置Ｂとで異なり、先に位置Ｂにおいて第二の固定部３７０６ｂと第一の固定部３７
０６ａとの接続が一部解除されて傾いた後に、後から位置Ａにおいて第二の固定部３７０
６ｂと第一の固定部３７０６ａとの接続が解除されてすべてが解除されることになる。
【０１１５】
　また、図１４（ｃ）に示すように、固定手段３７０６による固定が完全に解除された後
には、内枠部材３７１４および装飾部３７００の傾きは直り、元の状態（例えば水平状態
）へと戻る。
【０１１６】
　＜＜第５の実施例＞＞
　図１５は、本発明に係る演出可動物の構成の第５の実施例を示す図であって、（ａ）は
固定手段により演出可動物が固定された状態（第一の固定状態）を示す正面図であり、（
ｂ）は固定を解除する途中の状態（第二の固定状態）を示す正面図であり、（ｃ）は固定
が解除された状態を示す正面図である。
【０１１７】
　本実施例では、演出可動物４２２４が上部位置にあるときに固定手段４７０６によって
演出可動物４２２４を枠部材４７０８に固定する例を開示している。
【０１１８】
　本実施例では、演出可動物４２２４を上下動させる駆動手段を、演出可動物４２２４の
左右両側に設け、先に一方の駆動手段のみを駆動させることにより、演出可動物４２２４
を傾かせるようにしている。
【０１１９】
　演出可動物４２２４の右側には駆動手段４７０１ｂを設け、演出可動物４２２４の左側
には駆動手段４７０１ａを設け、演出可動物４２２４の左右のそれぞれを独立して上下動
可能にしている
　固定手段４７０６は、枠部材４７０８に設けた第一の固定部４７０６ａと演出可動物４
２２４に設けた第二の固定部４７０６ｂとが接続することによって固定する。
【０１２０】
　図１５に示す位置Ａは、第二の固定部４７０６ｂのうち、先に駆動する駆動手段に近い
側の位置を示しており、位置Ｂは、第二の固定部３７０６ｂのうち、先に駆動する駆動手
段から遠い位置を示している。
【０１２１】
　演出可動物４２２４を下方向に移動するときには、まず駆動手段４７０１ｂを駆動して
演出可動物４２２４の右側を下げて、位置Ｂにおいて第二の固定部４７０６ｂと第一の固
定部４７０６ａとの接続が一部解除されて傾いた後に、後から駆動手段４７０１ａを駆動
して演出可動物４２２４の左側も下げて、位置Ａにおいて第二の固定部４７０６ｂと第一
の固定部４７０６ａとの接続が解除されてすべてが解除されることになる。
【０１２２】
　また、図１５（ｃ）に示すように、固定手段４７０６による固定が完全に解除された後
には、演出可動物４２２４の傾きは直り、元の状態（例えば水平状態）へと戻る。
【０１２３】
　＜演出可動物の左右方向への移動機構＞
　ここで、上述の第１の実施例に示した演出可動物２２４の左右方向への移動機構につい
て説明する。
【０１２４】
　図１６は、演出可動物２２４の左右方向への移動機構について説明する図であって、（
ａ）はベルト部材７２０が見えるように分解した斜視図であり、（ｂ）は（ａ）の楕円で
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囲んだ範囲Ｆを拡大して示す図である。
【０１２５】
　図１７は、演出可動物２２４の左右方向への移動機構について説明する図であって、（
ａ）は正面図であり、（ｂ）は（ａ）の円で囲んだ範囲Ｈを拡大するとともに内部が見え
るようにした断面図である。
【０１２６】
　終端手段７０２は、テンションアーム７２１に支持されたプーリー７２２を有する。ベ
ルト部材７２０は、駆動手段７０１のモータ７０４のギア部材７０４ａと、プーリー７２
２との間に輪にして張られ、ベルト部材７２０の所定箇所はモータ７０４の回転により左
右に移動する。演出可動物２２４は、ベルト部材７２０の所定箇所に固定され、このベル
ト部材７２０の動きによって左右動させられる。
【０１２７】
　図１８は、図１６に示したテンションアーム７２１について説明する正断面図であり、
（ａ）はテンションアーム７２１をギア部材７０４ａに近づけた状態を示す図であり、（
ｂ）はベルト部材７２０の張りが正常な状態を示す図であり、（ｃ）はベルト部材７２０
がたるんでいるのでテンションアーム７２１をギア部材７０４ａから遠ざけた状態を示す
図である。
【０１２８】
　ベルト部材７２０の張り具合は、テンションアーム７２１の位置で調節することができ
る。
【０１２９】
　図１８（ａ）では、ベルト部材７２０が短いためにテンションアーム７２１をギア部材
７０４ａに最も近づけた状態を示している。
【０１３０】
　図１８（ｂ）では、ベルト部材７２０の張り具合が正常な状態を示している。
【０１３１】
　図１８（ｃ）に示すように、ベルト部材７２０が長く、たるみすぎの場合には、テンシ
ョンアーム７２１をギア部材７０４ａから遠ざけることによってベルト部材７２０の張り
具合調節することができる。
【０１３２】
　＜ハーネスの押さえ機構＞
　ここで、上述の第１の実施例に示した装飾部７００に接続するハーネス７０９の押さえ
機構について説明する。
【０１３３】
　図１９（ａ）は、演出可動物２２４の背面斜視図であって、図１９（ｂ）は（ａ）を演
出可動物２２４内のハーネス７０９が見えるように破断して示す図である。
【０１３４】
　図２０（ａ）は、図１９（ｂ）のハーネス押さえ箇所を拡大して、ハーネスを外した状
態で示す図であり、図２０（ｂ）は、（ａ）の状態から押さえ部材７１９を外した状態を
示す図である。
【０１３５】
　ハーネス７０９は、演出可動物２２４の背面に這わせてあり、押さえがないと演出可動
物２２４の移動に伴って他部材に巻き込まれてしまう虞がある。
【０１３６】
　そこで、本例では、演出可動物２２４の背面のハーネス７０９を、ハーネス押さえ部材
７２５で押さえている。またこのハーネス押さえ部材７２５は図２０（ｂ）の矢印方向に
ずらすことによってハーネス７０９の押さえを解除することが可能であり、ハーネス押さ
え部材７２５が図２０（ｂ）の矢印方向にずれるのを防ぐために、押さえ部材７１９を取
り付け、押さえ部材７１９の規制部７１９ａでハーネス押さえ部材７２５のずれを防止し
ている。
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【０１３７】
　＜固定手段にかかる力についての説明＞
　図２１は、本発明に係る構成において固定手段にかかる力について説明する図であり、
固定手段により枠部材に演出可動物が固定された状態（第一の固定状態）を示す概略正面
図である。
【０１３８】
　枠部材５７０８は、第一の固定部５７０６ａａおよび第二の固定部５７０６ａｂを有し
、演出可動物５２２４は、第三の固定部５７０６ｂａおよび第四の固定部５７０６ｂｂを
有し、第一の固定部５７０６ａａと第三の固定部５７０６ｂａとが接続し、第二の固定部
５７０６ａｂと第四の固定部５７０６ｂｂとが接続して、枠部材５７０８に演出可動物５
２２４が固定される。
【０１３９】
　ここで、
　（１）演出可動物５２２４の左端から、第一の固定部５７０６ａａおよび第三の固定部
５７０６ｂａ（の例えば中央、別の所定位置でもよい）までの距離をＬ１、
　（２）演出可動物５２２４の右端から、第二の固定部５７０６ａｂおよび第四の固定部
５７０６ｂｂ（の例えば中央、別の所定位置でもよい）までの距離をＬ３、
　（３）第一の固定部５７０６ａａおよび第三の固定部５７０６ｂａ（の例えば中央、別
の所定位置でもよい）から、第二の固定部５７０６ａｂおよび第四の固定部５７０６ｂｂ
（の例えば中央、別の所定位置でもよい）までの距離をＬ２、
とし、
　（４）演出可動物５２２４の左端に加わる力をＦ１、
　（５）演出可動物５２２４の右端に加わる力をＦ２、
　（６）第一の固定部５７０６ａａと第三の固定部５７０６ｂａとにより演出可動物５２
２４を静止させる力をＦ３、
　（７）第二の固定部５７０６ａｂと第四の固定部５７０６ｂｂとにより演出可動物５２
２４を静止させる力をＦ４、
としたとき、
演出可動物５２２４の静止状態では、Ｆ１＝Ｆ２＝Ｆ３＝Ｆ４となる。
【０１４０】
　図２２は、本発明に係る構成において固定手段にかかる力について説明する図であり、
（ａ）は左側の固定が一部解除された状態（第二の固定状態）を示す概略正面図であり、
（ｂ）は右側の固定が一部解除された状態（第二の固定状態）を示す概略正面図である。
【０１４１】
　枠部材５７０８は、第一の固定部５７０６ａａおよび第二の固定部５７０６ａｂを有し
、演出可動物５２２４は、第三の固定部５７０６ｂａおよび第四の固定部５７０６ｂｂを
有し、第一の固定部５７０６ａａと第三の固定部５７０６ｂａとが接続し、第二の固定部
５７０６ａｂと第四の固定部５７０６ｂｂとが接続して、枠部材５７０８に演出可動物５
２２４が固定される。
【０１４２】
　ここで、
　（１）演出可動物５２２４の左端から、第一の固定部５７０６ａａおよび第三の固定部
５７０６ｂａ（の例えば中央、別の所定位置でもよい）までの距離をＬ１、
　（２）演出可動物５２２４の右端から、第二の固定部５７０６ａｂおよび第四の固定部
５７０６ｂｂ（の例えば中央、別の所定位置でもよい）までの距離をＬ３、
　（３）第一の固定部５７０６ａａおよび第三の固定部５７０６ｂａ（の例えば中央、別
の所定位置でもよい）から、第二の固定部５７０６ａｂおよび第四の固定部５７０６ｂｂ
（の例えば中央、別の所定位置でもよい）までの距離をＬ２、
とし、
　（４）演出可動物５２２４の左端に加わる力をＦ１、
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　（５）演出可動物５２２４の右端に加わる力をＦ２、
　（６）第一の固定部５７０６ａａと第三の固定部５７０６ｂａとにより演出可動物５２
２４を静止させる力をＦ３、
　（７）第二の固定部５７０６ａｂと第四の固定部５７０６ｂｂとにより演出可動物５２
２４を静止させる力をＦ４、
としたとき、
　Ｆ１＝Ｆ２＝Ｆ３＝Ｆ４、Ｌ１＞Ｌ３であると、この場合は、左側に傾いてから固定手
段が解除される（図２２（ａ）参照）。
【０１４３】
　また、Ｆ１＝Ｆ２＝Ｆ３＝Ｆ４、Ｌ１＜Ｌ３であると、この場合は、右側に傾いてから
固定部材が解除される（図２２（ｂ）参照）。
【０１４４】
　図２３は、本発明に係る構成において固定手段にかかる力について説明する図であり、
（ａ）は左側の固定が一部解除された状態（第二の固定状態）を示す概略正面図であり、
（ｂ）は右側の固定が一部解除された状態（第二の固定状態）を示す概略正面図である。
【０１４５】
　枠部材５７０８は、第一の固定部５７０６ａａおよび第二の固定部５７０６ａｂを有し
、演出可動物５２２４は、第三の固定部５７０６ｂａおよび第四の固定部５７０６ｂｂを
有し、第一の固定部５７０６ａａと第三の固定部５７０６ｂａとが接続し、第二の固定部
５７０６ａｂと第四の固定部５７０６ｂｂとが接続して、枠部材５７０８に演出可動物５
２２４が固定される。
【０１４６】
　ここで、
　（１）演出可動物５２２４の左端から、第一の固定部５７０６ａａおよび第三の固定部
５７０６ｂａ（の例えば中央、別の所定位置でもよい）までの距離をＬ１、
　（２）演出可動物５２２４の右端から、第二の固定部５７０６ａｂおよび第四の固定部
５７０６ｂｂ（の例えば中央、別の所定位置でもよい）までの距離をＬ３、
　（３）第一の固定部５７０６ａａおよび第三の固定部５７０６ｂａ（の例えば中央、別
の所定位置でもよい）から、第二の固定部５７０６ａｂおよび第四の固定部５７０６ｂｂ
（の例えば中央、別の所定位置でもよい）までの距離をＬ２、
とし、
　（４）演出可動物５２２４の左端に加わる力をＦ１、
　（５）演出可動物５２２４の右端に加わる力をＦ２、
　（６）第一の固定部５７０６ａａと第三の固定部５７０６ｂａとにより演出可動物５２
２４を静止させる力をＦ３、
　（７）第二の固定部５７０６ａｂと第四の固定部５７０６ｂｂとにより演出可動物５２
２４を静止させる力をＦ４、
としたとき、
　Ｆ１＞Ｆ２、Ｆ１＞Ｆ３、Ｌ１＝Ｌ３であると、この場合は、左側に傾いてから固定手
段が解除される（図２３（ａ）参照）。
【０１４７】
　また、Ｆ１＜Ｆ２、Ｆ２＞Ｆ４、Ｌ１＝Ｌ３であると、この場合は、右側に傾いてから
固定部材が解除される（図２３（ｂ）参照）。
【０１４８】
　＜スロットマシンへの適用＞
　本発明に係る遊技台は、「複数種類の図柄が施され、回転駆動される複数のリールと、
リールの回転を指示するためのスタートレバーと、各々のリールに対応して設けられ、リ
ールの回転を個別に停止させるための停止ボタンと、複数種類の役の内部当選の当否を抽
選により判定する抽選手段（入賞役内部抽選）と、抽選手段の抽選結果に基づいてリール
の回転の停止に関する停止制御を行うリール停止制御手段（リール停止制御処理）と、抽
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選手段の抽選結果に基づいて停止されたリールによって表示される図柄組合せが、内部当
選した役に対応して予め定めた図柄組合せであるか否かの判定をする判定手段（入賞判定
処理）と、図柄の停止態様が所定の入賞態様である場合、所定の入賞態様に対応する遊技
媒体を払出す遊技媒体払出処理を行う払出制御手段（メダル払出処理）と、に加え、抽選
手段の抽選結果に基づいて演出を実行する演出手段を備え、この演出手段が、所定の遊技
領域に球を発射する発射装置と、発射装置から発射された球を入球可能に構成された入賞
口と、入賞口に入球した球を検知する検知手段と、検知手段が球を検知した場合に球を払
出す払出手段と、所定の図柄(識別情報)を変動表示する可変表示装置と、可変表示装置を
遮蔽する位置に移動可能なシャッタと、所定動作態様で動作する可動物と、を備え、入賞
口に遊技球が入って入賞することを契機として、可変表示装置が図柄を変動させた後に停
止表示させて、遊技を演出するような演出装置、であるスロットマシン」にも好適である
。
【０１４９】
　＜封入式遊技機への適用＞
　本発明に係る遊技台は、遊技機内に封入された遊技球を循環使用する封入式遊技機にも
適用可能である。
【０１５０】
　＜付記１＞
　なお、以上説明した本発明は、
１．
　遊技の演出を少なくとも実行可能な演出可動手段（例えば２２４）と、
　前記演出可動手段を少なくとも固定可能な固定手段（例えば７０６）と、
を備えた遊技台であって、
　前記固定手段は、前記演出可動手段を第一の固定状態で少なくとも固定可能なものであ
り、
　前記固定手段は、前記演出可動手段を前記第一の固定状態とは別の第二の固定状態で少
なくとも固定可能なものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　スムーズに稼働可能な可動物を設けた遊技台を提供することができる。
【０１５１】
　すなわち、本発明によれば、演出可動手段をスムーズに駆動させることができる場合が
ある。
【０１５２】
　また、演出可動手段を固定することで、静止状態にさせるときに安定しやすくすること
ができる場合がある。
【０１５３】
　また、演出可動手段を静止させる状態を補助し、演出可動手段を稼働する駆動手段によ
って演出可動手段を静止させる力を軽減させることができる場合がある。
【０１５４】
　また、静止状態から稼働させるまでに固定手段に加える力を少なくすることができる場
合がある。
【０１５５】
　また、演出可動手段を、第一の固定状態と、第一の固定状態とは別の第二の固定状態で
少なくとも固定可能とすることで、スムーズに動作させ、装飾効果の減少を防ぐことがで
きる場合がある。
【０１５６】
　また、本発明は、
２．
　１．に記載の遊技台において、
　前記第一の固定状態にある前記演出可動手段は、前記固定手段による固定を一部解除さ
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せる解除動作を行うことによって、前記第二の固定状態になるものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　固定手段を取り外しやすくすることができる場合がある。
【０１５７】
　また、正常に動作しているかを確認しやすい場合がある。
【０１５８】
　また、本発明は、
３．
　１．または２．に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段は、前記固定手段による固定を一部解除させた場合に、特定の方向へ
少なくとも傾斜する、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　固定手段を取り外しやすくすることができる場合がある。
【０１５９】
　また、正常に動作しているかを確認しやすい場合がある。
【０１６０】
　また、本発明は、
４．
　１．ないし３．のうちのいずれか１項に記載の遊技台において、
　前記固定手段は、前記演出可動手段の一端側に少なくとも設けられている、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　固定手段を取り外しやすくし、スムーズに動作させることができる場合がある。
【０１６１】
　また、本発明は、
５．
　１．ないし４．のうちのいずれか１項に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段は、前記固定手段の解除動作が行われた後（例えば、演出可動物２２
４が固定手段７０６によって第二の固定状態で固定された後にさらに行われた解除動作）
に少なくとも静止状態となる
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　正常に動作できたかを確認しやすい場合がある。
【０１６２】
　また、本発明は、
６．
　１．ないし５．のうちのいずれか１項に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段によって演出を実行されていない場合に、前記固定手段により該演出
可動手段が固定されている、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　また、演出可動手段によって演出を実行されていない場合に、演出可動手段を静止させ
る状態を補助し、演出可動手段を稼働する駆動手段によって演出可動手段を静止させる力
を軽減させることができる場合がある。
【０１６３】
　＜付記２＞
　なお、以上説明した本発明は、
１．
　遊技の演出を少なくとも実行可能な演出可動手段（例えば演出可動物）（例えば２２４
）と、
　前記演出可動手段（例えば演出可動物）を少なくとも固定可能な固定手段（例えば７０
６）と、
を備えた遊技台であって、
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　前記演出可動手段（例えば演出可動物）は、前記固定手段による固定を一部解除させた
後に、すべてを解除させる動作を少なくとも実行可能なものである、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　スムーズに稼働可能な可動物を設けた遊技台を提供することができる。
【０１６４】
　すなわち、本発明によれば、可動物をスムーズに駆動させることができる場合がある。
【０１６５】
　また、演出可動手段（例えば演出可動物）を固定することで、静止状態にさせるときに
安定しやすくすることができる場合がある。
【０１６６】
　また、演出可動手段（例えば演出可動物）を静止させる状態を補助し、演出可動手段を
稼働する駆動手段によって演出可動手段（例えば演出可動物）を静止させる力を軽減させ
ることができる場合がある。
【０１６７】
　また、静止状態から稼働させるまでに固定手段に加える力を少なくすることができる場
合がある。
【０１６８】
　また、固定を一部解除させる動作を入れることで、スムーズに動作させ、装飾効果の減
少を防ぐことができる場合がある。
【０１６９】
　また、本発明は、
２．
　１．に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段（例えば演出可動物）は、前記固定手段による固定を一部解除させた
場合に、特定の方向へ少なくとも傾斜する、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　固定手段を取り外しやすくすることができる場合がある。
【０１７０】
　また、正常に動作しているかを確認しやすい場合がある。
【０１７１】
　また、本発明は、
３．
　１．または２．に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段（例えば演出可動物）は、前記固定手段による固定を解除させる際に
、該固定手段による固定位置のうち該演出物の端部からの距離が遠い側を、他の側よりも
先に解除させる、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　固定手段を取り外しやすくすることができる場合がある。
【０１７２】
　また、正常に動作しているかを確認しやすい場合がある。
【０１７３】
　また、本発明は、
４．
　１．ないし３．のうちのいずれか１項に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段（例えば演出可動物）は、前記固定手段による固定をすべて解除させ
る動作が少なくとも実行された後に、少なくとも静止可能であり、
　該静止した場合には、該演出可動手段（例えば演出可動物）は少なくとも傾斜しない、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　演出可動手段を稼働する駆動手段や部品にかかる傾斜状態による負担を少なくし、破損
を防ぐことができる場合がある。
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【０１７４】
　また、正常に動作できたかを確認しやすい場合がある。
【０１７５】
　また、本発明は、
５．
　１．ないし４．のうちのいずれか１項に記載の遊技台において、
　前記固定手段は、前記演出可動手段（例えば演出可動物）の一端側に少なくとも設けら
れている
ことを特徴とする遊技台、としたので、
　固定手段を取り外しやすくし、スムーズに動作させることができる場合がある。
【０１７６】
　＜その他の構成＞
　また、本発明は、
　１－１．
　演出可動手段（例えば演出可動物）を稼働する駆動手段（例えば７０１）を１つ設ける
、場合があり、
　前記駆動手段からの動力を伝達する伝達手段（例えばギア）を複数設ける、場合があり
、
　この場合、演出可動手段（例えば演出可動物）を傾きやすくし、より少ない力で駆動さ
せることができる場合があり、
　また、装飾部（例えば７００）に安定した動作をさせることができる場合がある。
【０１７７】
　また、本発明は、
　１－２．
　演出可動手段（例えば演出可動物）を稼働させる駆動手段を複数設ける、場合があり、
　前記複数の駆動手段のうちの一方の駆動手段の稼働開始タイミングを、他方の駆動手段
の稼働開始タイミングとずらすことで、演出可動手段（例えば演出可動物）を傾かせる、
場合があり、
　この場合、演出可動手段（例えば演出可動物）を傾きやすくし、固定手段の解除をしや
すくすることができる場合がある。
【０１７８】
　また、本発明は、
　１－３．
　演出可動手段（例えば演出可動物）を稼働させる駆動手段を複数設ける、場合があり、
　前記複数の駆動手段のうちの一方の駆動手段が演出可動手段（例えば演出可動物）に与
える力を、他方の駆動手段が演出可動手段（例えば演出可動物）に与える力と異ならせる
（例えば、一方の駆動手段が与える力＞他方の駆動手段が与える力とする）ことで、演出
可動手段（例えば演出可動物）を傾かせる、場合があり、
　この場合、演出可動手段（例えば演出可動物）を傾きやすくし、固定手段の解除をしや
すくすることができる場合がある。
【０１７９】
　また、本発明は、
　２－１．
　固定手段が演出可動手段（例えば演出可動物）の動作可能方向に設けられている場合が
あり、
　この場合、演出可動手段（例えば演出可動物）を支え、安定させることができる場合が
ある。
【０１８０】
　また、本発明は、
　３－１．
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　固定手段が演出可動手段（例えば演出可動物）の側面に設けられている場合があり、
　この場合、演出可動手段（例えば演出可動物）を支え、より安定させることができる場
合がある。
【０１８１】
　また、本発明は、
　４－１．
　演出可動手段（例えば演出可動物）の、固定手段が設けられていない側が、固定手段が
設けられている側よりも重い場合があり、
　この場合、演出可動手段（例えば演出可動物）の稼働時に傾きやすくし、少ない力で駆
動させることができる場合がある。
【０１８２】
　また、本発明は、
　５－１．
　演出可動手段（例えば演出可動物）の、固定手段が設けられていない側が、固定手段が
設けられている側よりも軽い場合があり、
　この場合、固定手段による固定が解除された場合に、演出可動手段（例えば演出可動物
）を安定させて動作させることができる場合がある。すなわち、演出可動手段（例えば演
出可動物）の、固定手段が設けられている側の重量により、演出可動手段（例えば演出可
動物）が安定し、固定が解除されたときの急激な脱落を防ぐことができ、また演出可動手
段（例えば演出可動物）のぐらつきを抑えることができる場合がある。
【０１８３】
　また、本発明は、
　６－１．
　演出可動手段（例えば演出可動物）は、遊技者が視認可能な位置に少なくとも移動可能
な装飾部（例えば７００）を有する、場合があり、
　前記演出可動手段（例えば演出可動物）は、前記装飾部を収納可能な収納部を有する、
場合があり、
　前記装飾部に第一の固定部（例えば７０６ａ）を有し、前記収納部に第一の固定手段と
少なくとも接続可能な第二の固定部（例えば７０６ｂ）を有し、固定手段は、前記第一の
固定部と前記第二の固定部とを接続することによって、前記演出可動手段（例えば演出可
動物）を少なくとも固定する、場合があり、
　この場合、演出可動手段（例えば演出可動物）が正常に動作しているか否かを確認しや
すくし、メンテナンス性を向上させることができる場合がある。
【０１８４】
　また、本発明は、
　６－２．
　６－１．に記載の発明において、
　前記第一の固定部と前記第二の固定部との接続は、吸着（例えば磁力や粘着）により行
われる、場合があり、
　この場合、演出可動手段（例えば演出可動物）が正常に動作しているか否かを確認しや
すくし、メンテナンス性を向上させることができる場合がある。
【０１８５】
　また、本発明は、
　７－１．
　固定手段は磁性体である、場合があり、
　この場合、演出可動手段（例えば演出可動物）を静止させる状態をよりしっかり固定し
、安定させやすくすることができる場合がある。
【０１８６】
　なお、装飾部は、ギア部材よりも厚みのない形状となるようにしてもよい。
【０１８７】
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　なお、装飾部は、ギア部材と同じ厚みを持つようにしてもよい。
【０１８８】
　なお、装飾部は、ギア部材よりも厚みがある形状にしてもよい。
【０１８９】
　なお、重り部材を遊技者の視認可能な位置に設けてもよい。
【０１９０】
　なお、重り部材を遊技者が視認不可能な位置に設けてもよい。
【０１９１】
　なお、重り部材は、装飾形状（例えば図１４の流れ星の形）をしていてもよい。
【０１９２】
　なお、固定手段がどの程度演出可動手段を固定しているかについては、
１）固定手段だけで固定しているものでもよいし、
２）駆動手段が静止することで演出可動手段を固定し、固定手段はその補助的に固定する
ものであってもよい。
【０１９３】
　なお、演出可動手段は、固定手段に固定されている状態でも遊技者から視認可能にとな
るようにしてもよい。
【０１９４】
　なお、演出可動手段は、固定手段に固定されている状態では遊技者から視認不可能とな
るようにしてもよい。
【０１９５】
　なお、演出可動手段は、固定手段による固定を一部解除させた状態で遊技者から視認可
能となるようにしてもよい。
【０１９６】
　なお、演出可動手段は、固定手段による固定を全部解除させた状態でのみ遊技者から視
認可能となるようにしてもよい。
【０１９７】
　なお、演出可動手段は、固定手段による固定を解除していない状態で遊技者から視認可
能となるようにしてもよい。
【０１９８】
　なお、演出可動手段は、解除動作を少なくとも実行可能なものであり、第二の固定状態
にある演出可動手段は、一回または複数回の解除動作を経て、解除状態になるものであっ
てもよい。
【０１９９】
　なお、第二の固定状態は、固定手段によって演出可動手段の一部が固定された状態であ
ってもよい。
【０２００】
　なお、第一の固定状態は、第二の固定状態よりも固定手段によって演出可動手段が固定
された状態であってもよい。
【０２０１】
　なお、第一の固定状態は、固定手段によって演出可動手段が最も固定された状態であっ
てもよい。
【０２０２】
　なお、第一の固定状態は、全ての固定手段によって演出可動手段が固定された状態であ
ってもよい。
【０２０３】
　なお、演出可動手段は、複数の固定手段が設けられていてもよい。例えば、
１）　２つの固定手段が設けられている演出可動手段の場合、第一の固定状態は、第一の
固定手段および第二の固定手段に固定されている状態であってもよく、第二の固定状態は
、第一の固定手段および第二の固定手段のうちのいずれか一方が固定されている状態であ
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っても良い。
２）　また、３つの固定手段が設けられている演出可動手段の場合、第一の固定状態は、
第一の固定手段、第二の固定手段および第三の固定手段によって固定されている状態であ
ってもよく、第一の固定手段、第二の固定手段および第三の固定手段のうちのいずれか２
つ以上が固定されている状態であってもよい。さらにこの場合の第二の固定状態は、第一
の固定手段、第二の固定手段および第三の固定手段のうちのいずれか1つまたは２つが固
定されている状態であってもよい。
３）　また、第四の固定手段、第五の固定手段、・・・のように３個以上の固定手段が設
けられてもよい。
【０２０４】
　なお、段階的に固定状態が解除される演出可動手段とは別に解除までの固定状態の数が
異なる第二の演出可動手段が設けられても良い。
【０２０５】
　なお、第二の演出可動手段をさらに備え、当該第二の演出可動手段は、最も固定された
状態から、解除状態となるまでに経由する固定状態が演出可動手段よりも少ないようにし
てもよい。
【０２０６】
　なお、演出可動手段は第一の固定状態から第二の固定状態を経由して解除状態になるが
、第二の演出可動手段は第一の固定状態から第二の固定状態を経由せず解除状態になるよ
うにしてもよい。
【０２０７】
　なお、第一の固定状態にある第二の演出可動手段は、固定手段による固定を解除させる
解除動作を行うことによって、解除状態になるものとしてもよい。
【０２０８】
　なお、複数の演出可動手段における「最も固定された状態から解除状態となるまでに経
由する固定状態の数」をそれぞれ異ならすようにしてもよい。
【０２０９】
　なお、「最も固定された状態から解除状態となるまでに経由する固定状態の数」が同じ
演出可動手段を複数設けてもよい。
【０２１０】
　なお、第三の演出可動手段をさらに備え、当該第三の演出可動手段は、最も固定された
状態から、解除状態となるまでに経由する固定状態が演出可動手段と同じようにしてもよ
い。このように複数の演出可動手段における「最も固定された状態から解除状態となるま
でに経由する固定状態の数」が同数となるようにしてもよい。
【０２１１】
　なお、固定状態は、演出可動手段の解除動作によって解除されることを記載したが、こ
れに限定されず、固定手段のみが解除動作を行ってもよいし、固定手段および演出可動手
段の両方が解除動作を行ってもよい。また、演出可動手段のみが解除動作を行ってもよい
。ここで固定状態は、第一の固定状態および第二の固定状態のうちの一方、または両方を
示すものでもよいし、別の固定状態を含んで示すものとしてもよいし、第一の固定状態か
ら解除状態の間の任意の一つまたは複数の状態に適用してもよい。
【０２１２】
　なお、第一の固定状態から第二の固定状態に固定状態が解除されるためには、演出可動
手段の解除動作が必要であり、第二の固定状態から解除状態に固定状態が解除されるため
には、固定手段の解除動作が必要としてもよい。
【０２１３】
　また、本発明は、上記した本発明の各構成要素のそれぞれをどのように組み合わせたも
のをも含むものである。
【０２１４】
　＜付記３＞
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　また本発明は、
１．
　遊技を演出する演出動作を実行可能な演出可動手段（例えば、演出可動物２２４）と、
　前記演出可動手段を固定可能な複数の固定手段（例えば、固定手段７０６）と、
を備えた遊技台であって、
　前記演出可動手段による前記演出動作は、第一の位置から第一の方向（例えば、上下方
向）に移動する移動動作を含み、
　前記移動動作は、前記演出可動手段が複数のガイド手段（例えば、ピニオンギア７１３
）によりガイドされた状態で行われるように構成されており、
　前記複数の固定手段のうちの一の固定手段は、前記演出可動手段とは別に設けられた第
一の固定手段（例えば、第一の固定部７０６ａ）であり、
　前記複数の固定手段のうちの一の固定手段は、前記演出可動手段に設けられた第二の固
定手段（例えば、第二の固定部７０６ｂ）であり、
　前記第一の固定手段および前記第二の固定手段が磁力により固定されることにより、前
記第一の位置にある前記演出可動手段が固定可能となるように構成されており、
　前記複数のガイド手段のうちの一のガイド手段は、第一のガイド手段（例えば、ピニオ
ンギア７１３）であり、
　前記複数のガイド手段のうちの一のガイド手段は、第二のガイド手段（例えば、ピニオ
ンギア７１３）であり、
　前記第一のガイド手段は、第一の被ガイド手段（例えば、図５において左側のラックギ
ア７１８）と係合するように構成されており、
　前記第二のガイド手段は、第二の被ガイド手段（例えば、図５において右側のラックギ
ア７１８）と係合するように構成されており、
　前記第一の被ガイド手段および前記第二の被ガイド手段の両方は、前記演出可動手段に
設けられたものであり、
　前記第二の被ガイド手段と前記第二の固定手段の第二の方向（例えば、左右方向）の距
離は、前記第一の被ガイド手段と前記第二の固定手段の前記第二の方向の距離よりも長く
、
　前記第二の方向とは、前記第一の方向と直交する方向のことであり、
　前記第一の被ガイド手段および前記第二の被ガイド手段の両方が歯車であることから、
前記演出可動手段による前記演出動作が開始されると、前記第二の固定手段における第二
の部位（例えば、第二の固定部７０６ｂの右端）が該第二の固定手段の第一の部位（例え
ば、第二の固定部７０６ｂの左端）よりも先に前記第一の固定手段から離れるように構成
されており、
　前記第二の部位とは、前記第一の部位よりも前記第二の被ガイド手段に近い位置にある
部位のことである、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
２．
　１．に記載の遊技台であって、
　前記第一の被ガイド手段および前記第二の被ガイド手段の両方は、ラック歯車であり、
　前記第一のガイド手段および前記第二のガイド手段の両方は、歯車である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
３．
　１．または２．に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段による前記演出動作が開始されると、前記第二の部位が前記第一の固
定手段から離れた後で、前記第一の部位が前記第一の固定手段から離れるように構成され
ている、
ことを特徴とする遊技台、とした。
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　また本発明は、
４．
　１．乃至３．のいずれか一項に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段に前記演出動作を実行させる駆動手段を備え、
　前記駆動手段の駆動によって、前記第一の位置にある前記演出可動手段が前記第一の方
向に移動する、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
５．
　１．乃至４．のいずれか一項に記載の遊技台において、
　前記演出可動手段による前記演出動作は、前記第一の位置から前記第一の方向に移動し
、第二の位置で停止するように構成されており、
　前記第一の方向は上下方向であり、
　前記第二の位置は、前記第一の位置よりも低い位置である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また本発明は、
６．
　１．乃至５．のいずれか一項に記載の遊技台において、
　前記複数の固定手段のうちの一の固定手段は、前記演出可動手段とは別に設けられた第
三の固定手段であり、
　前記複数の固定手段のうちの一の固定手段は、前記演出可動手段に設けられた第四の固
定手段であり、
　前記第三の固定手段および前記第四の固定手段が磁力により固定されることにより、前
記第一の位置にある前記演出可動手段が固定可能となるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　本発明の態様は、上述した個々の実施例に限定されるものではなく、個々の実施例の各
要素のいかなる組合せも本発明に含み、また、当業者が想到しうる種々の変形も含むもの
であり、本発明の効果も上述した内容に限定されない。すなわち、特許請求の範囲に規定
された内容およびその均等物から導き出される本発明の概念的な思想と趣旨を逸脱しない
範囲で種々の追加、変更および部分的削除が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０２１５】
　本発明に係る遊技台は、パチンコ機などに代表される遊技台に適用することができる。
【符号の説明】
【０２１６】
　１００　パチンコ機
　１０２　外枠
　１０４　本体
　２００　遊技盤
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