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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機枠に取付けられた遊技盤と、
前記遊技盤に配設された始動入賞口と、
前記遊技盤を前後に貫通するように形成された開口と、
前記開口の後方に設けられ、前記開口を介して目視可能な表示画面を有する演出表示装置
と、
前記表示画面の下部において前記遊技盤の後方、かつ、前記表示画面の前方に配置され、
前記表示画面の前方を中央側に上下方向に昇降動作可能な第１の可動体と、
前記遊技盤の後方、かつ、前記表示画面の前方に配置され、前記表示画面の端部方向から
前記表示画面の前方を中央側に移動可能な第２の可動体と、
前記始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて、所定の抽選を実行する抽選手段と、
前記所定の抽選結果に基づいて前記表示画面上に表示される演出パターンを決定する演出
表示制御手段と、
前記演出表示制御手段により決定された演出パターンに対応する態様により前記可動体を
動作させる可動体制御手段と、
を備えた遊技機であって、
前記第２の可動体は、当該第２の可動体の前記表示画面の中央側への移動に伴って互いに
離れる方向に回転する第１可動部及び第２可動部を備え、
前記可動体制御手段は、前記抽選手段による抽選の結果が遊技者に対して有利な特別遊技
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を実行させる当りである場合に、当該当りの決定演出パターンとして、前記第１可動体を
上昇動作させることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記可動体制御手段は、前記抽選手段による抽選の結果が遊技者に対して有利な特別遊
技を実行させる当りである場合に、当該当りの決定演出パターンとして、前記第２の可動
体の動作後に前記第１の可動体を単独で上昇動作させることを特徴とする請求項１記載の
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の可動体を備えた遊技機に関し、可動体の動作によって演出効果を高め
ることが可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一例としてのパチンコ機において、画像表示装置の前方で上下動可能に設けら
れた可動体（特許文献１参照）や、画像表示装置の前方で出没可能に設けられた可動体（
特許文献２参照）が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１８３０５１号公報
【特許文献２】特開２０１１－１１０２１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、いずれの可動体ともその動作時の変化に乏しく、その動作によって遊技
者の注意を惹きつけ、期待感を高めるような演出ができるとは言い難い。
　本発明は、演出表示装置の表示画面の前方においてより変化に富んだ演出を遊技者に提
供し、当該演出によって期待感を増大させることが可能な可動体を備えた遊技機を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を解決するための遊技機に係る構成として、遊技機枠に取付けられた遊技盤と
、遊技盤に配設された始動入賞口と、遊技盤を前後に貫通するように形成された開口と、
開口の後方に設けられ、前記開口を介して目視可能な表示画面を有する演出表示装置と、
表示画面の下部において前記遊技盤の後方、かつ、前記表示画面の前方に配置され、表示
画面の前方を中央側に上下方向に昇降動作可能な第１の可動体と、遊技盤の後方、かつ、
表示画面の前方に配置され、表示画面の端部方向から表示画面の前方を中央側に移動可能
な第２の可動体と、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて、所定の抽選を実行する抽選
手段と、所定の抽選結果に基づいて表示画面上に表示される演出パターンを決定する演出
表示制御手段と、演出表示制御手段により決定された演出パターンに対応する態様により
前記可動体を動作させる可動体制御手段とを備えた遊技機であって、第２の可動体は、当
該第２の可動体の表示画面の中央側への移動に伴って互いに離れる方向に回転する第１可
動部及び第２可動部を備え、可動体制御手段は、抽選手段による抽選の結果が遊技者に対
して有利な特別遊技を実行させる当りである場合に、当該当りの決定演出パターンとして
、第１可動体を上昇動作させる構成とした。
　また、可動体制御手段は、抽選手段による抽選の結果が遊技者に対して有利な特別遊技
を実行させる当りである場合に、当該当りの決定演出パターンとして、第２の可動体の動
作後に第１の可動体を単独で上昇動作させる構成とした。
　なお、上記発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、特徴群



(3) JP 6046391 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

を構成する個々の構成もまた発明となり得る。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、より変化に富んだ演出を遊技者に提供し、当該演出によって期待感を
増大させることが可能な遊技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】パチンコ機の斜視図である。
【図２】遊技盤ユニットの分解斜視図である。
【図３】各可動体の初期位置状態及び遊技盤の盤面を遊技盤の前側から見た図である。
【図４】パチンコ機の制御系統を示すブロック構成図である。
【図５】上可動体ユニットの分解斜視図である。
【図６】上可動体ユニットを前側から見た動作説明図である。
【図７】下可動体ユニットの分解斜視図である。
【図８】動力伝達機構の斜視図である。
【図９】下可動体ユニットを前側から見た動作説明図である。
【図１０】下可動体ユニットを後側から見た動作説明図である。
【図１１】右前側可動体ユニットの分解斜視図である。
【図１２】右前側可動体ユニットを前側から見た動作説明図である。
【図１３】右前側可動体ユニットを裏側から見た動作説明図である。
【図１４】可動体の演出動作及び表示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図１～図１４を参照し、発明の実施形態を通じて本発明を詳説するが、以下の実
施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明さ
れる特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
　なお、以下の説明において遊技機の一例としてのパチンコ機の各部の左右方向は、その
パチンコ機に正対する遊技者にとっての左右方向に一致させて説明する。
【０００９】
　図１に示すように、本実施形態に係る遊技機の一例としてのパチンコ機１は、遊技場の
島設備に設置される縦長方形状の機枠２と、この機枠２に軸着されて開閉自在に取付けら
れた本体枠３と、当該本体枠３の内側に装着された遊技盤ユニット２９と、本体枠３の前
面に軸着されて開閉自在に取付けられ、中央に大きく窓４Ａが設けられたパネル扉４と、
パネル扉４の下側において本体枠３の前面に開閉自在に取付けられ、遊技球を収容する受
皿６を有する前面ボード５と、本体枠３の下部に配設された図外の発射装置７Ｂ（図４参
照）と、前面ボード５に取付けられた発射操作ハンドル７と、パネル扉４の左下部、及び
左右の上部にそれぞれ設けられたスピーカ８と、パネル扉４の周囲に配設された図外の複
数のランプを備える。
【００１０】
　受皿６の前縁部には、遊技者が操作可能なように操作部９が設けられている。操作部９
は、後述の演出表示装置５０上に表示されるカーソル等を移動するためのダイアル部９Ａ
と、ダイアル部９Ａによって移動されたカーソルと対応する項目を選択する際や、演出表
示装置５０上において展開される演出の際に押下されるボタン９Ｂとから構成される。
【００１１】
　パチンコ機１の背面側には、図４に示す主制御装置１００と、副制御装置を構成する演
出制御装置２００と、払出制御装置３００とが搭載されている。主制御装置１００、演出
制御装置２００、払出制御装置３００は、何れもコンピュータプログラム及び遊技処理（
演出処理，払出処理等）に必要なデータを格納したＲＯＭと、ＣＰＵがＲＯＭに格納され
たコンピュータプログラムに従って処理を行うための一時記憶領域であるＲＡＭとを備え
るマイクロコンピュータである。また、主制御装置１００、演出制御装置２００及び払出
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制御装置３００の各制御装置は、図外の電源供給装置からの電力供給により駆動し、供給
された電力は出力側に接続された各機器に供給される。
【００１２】
　払出制御装置３００は、図４に示すように、賞球払出装置３０１を制御するとともに、
発射操作ハンドル７の操作に基づく発射ボリューム（可変抵抗器）７Ａからの信号を入力
して発射装置７Ｂの発射力を制御する。
【００１３】
　受皿６に収容された球は、発射装置７Ｂに１個ずつ供給される。そして、図４に示すよ
うに、払出制御装置３００は、発射操作ハンドル７の回転操作量に対応して増減する発射
ボリューム７Ａからの入力に基づいて所定の発射力で球が発射装置７Ｂから発射されるよ
うに図外の発射モーターを駆動制御する。また、払出制御装置３００は、発射操作ハンド
ル７の周面上に設けられた発射停止スイッチ７Ｃや発射操作ハンドル７の内部に配設され
たタッチセンサ７Ｄからの信号を入力して、発射停止及び発射開始を制御する。また、発
射制御装置３００は、払出計数スイッチ３０２からの信号に基づいて賞球払出装置３０１
を制御する。
【００１４】
　図２に示すように、本体枠３の内側に装着された遊技盤ユニット２９は、遊技盤２０と
、可動体ユニット設置空間形成用筐体３１と、複数の可動体ユニット４００；５００；６
００；６００Ａ；７００；７００Ａ、及び演出表示装置５０とを備える。
【００１５】
　図２；図３に示すように、遊技盤２０は、光透過性を有した矩形平板により形成された
遊技基板１８の前面となる盤面１９に、ガイドレール２１、遊技球規制レール２２、第１
特別図柄表示装置４０Ａ、第２特別図柄表示装置４０Ｂ、普通図柄表示装置４１、第１始
動入賞口（始動口）３０Ａ、第２始動入賞口（始動口）３０Ｂ、第１大入賞口３５Ａ、第
２大入賞口３５Ｂ、複数の一般入賞口３６、アウト口６８、複数の遊技釘７５及び風車７
６、センター飾り枠８０等の遊技部品を備えた構成である。
【００１６】
　第１始動入賞口３０Ａ、第２始動入賞口３０Ｂ、第１大入賞口３５Ａ、第２大入賞口３
５Ｂ、一般入賞口３６のそれぞれには、球の通過を検出する第１始動入賞口検出センサ９
１、第２始動入賞口検出センサ９２、第１大入賞口検出センサ９３、第２大入賞口検出セ
ンサ９４、一般入賞口検出センサ９５が内蔵されている。これらの検出センサ９１～９５
は、球の通過に伴い球検出信号（電気信号）を出力する磁気センサであり、その球検出信
号は主制御装置１００に入力される（図４参照）。
【００１７】
　遊技基板１８の盤面１９の周縁部には、ガイドレール２１と遊技球規制レール２２とが
設けられ、これらガイドレール２１と遊技球規制レール２２とによって盤面１９の領域が
盤面１９の中央部を中心とする略円形状に囲まれて区画された遊技領域２０Ａが形成され
ている。当該遊技領域２０Ａ内の盤面１９に、上述した遊技部品が設けられる。
【００１８】
　図２に示すように、センター飾り枠８０は、遊技盤２０の遊技基板１８を貫通するよう
に設けられた開口３４の周縁に位置する盤面１９より前方に突出する枠体である。開口３
４は、遊技盤２０の中央側において遊技盤２０を前後に貫通するように形成される。この
開口３４は、遊技盤２０の釘や役物の配置、遊技仕様、遊技盤面のデザイン等の影響によ
り各パチンコ機の機種ごとに上下左右にずれるものの、遊技盤の略中央部に形成される。
　センター飾り枠８０は、枠の外側に張り出すように設けられた取付フランジ８５を備え
、取付フランジ８５が盤面１９にねじ等で固定されることにより盤面１９に取付けられる
。センター飾り枠８０は、下部枠にステージ部８１を備えるとともに、左枠部にステージ
部８１への球の導入路８２を備える。
【００１９】
　遊技盤２０の後方に配置される可動体ユニット設置空間形成用筐体３１は、図２に示す
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ように、前側開口３１０を有する有底箱状に形成される。また、後側の底面３１１には、
演出表示装置５０の表示画面５１を遊技盤２０の開口３４を介して前方から見えるように
位置させるための表示孔３１２を備える。
【００２０】
　演出表示装置５０は、遊技盤２０の開口３４の後方に設けられ、遊技盤２０の前方から
遊技者が開口３４及び表示孔３１２を介して表示画面５１を前方から目視可能なように、
可動体ユニット設置空間形成用筐体３１の裏面に取付けられている。
【００２１】
　センター飾り枠８０の前面と窓４Ａとの間の隙間寸法、及び、ステージ部８１の庇部８
１ｃの前端面と窓４Ａとの間の隙間寸法は、一個の遊技球の直径よりも小さい寸法に形成
されている。従って、センター飾り枠８０の周囲の遊技領域２０Ａを流下する球は、導入
路８２以外からはセンター飾り枠８０の内側に導かれることはない。
　また、ステージ部８１に入り込んだ球は庇部８１ｃよりも上方に移動することはなく、
ステージ部８１の下方の遊技領域２０Ａに落下する。即ち、遊技領域２０Ａを流下する球
が遊技盤２０の開口３４の内側に入り込むことはない。
　なお、センター飾り枠８０は、遊技盤２０の開口３４の上縁、左縁、右縁より前方に突
出するように設けられた構成、或いは、遊技盤２０の開口３４の上縁、左縁より前方に突
出するように設けられた構成である。センター飾り枠８０が、遊技盤２０の開口３４の上
縁、左縁より前方に突出するように設けられた構成の場合、遊技盤２０の開口３４の右縁
より前方に突出する右側飾り枠は、後述する右前側可動体ユニット６００の後側ベース板
６１３より前方に延長するように設けられた飾り枠６９０（図２参照）により構成される
。
【００２２】
　次に、遊技盤２０に配設された入賞部品について説明する。
　第１始動入賞口３０Ａ，第２始動入賞口３０Ｂは、遊技領域２０Ａの中央部において上
下方向に分かれて配設される。第１始動入賞口３０Ａ又は第２始動入賞口３０Ｂに球が入
賞すると、主制御装置１００によって特別図柄抽選（以下、特図抽選という）等の各種の
抽選処理が実行され、当該各種の抽選処理の結果が特別図柄表示装置４０Ａ；４０Ｂや演
出表示装置５０の表示画面５１上に反映されて表示される。
　また、第１始動入賞口３０Ａ又は第２始動入賞口３０Ｂに遊技球が入賞すると予め設定
された所定の個数（例えば３個）の賞球が、払出制御装置３００の制御によって動作する
賞球払出装置３０１によって遊技者に対して払い出される。
【００２３】
　また、第２始動入賞口３０Ｂには、電動チューリップと称される開閉体が設けられてい
る。図４に示すように、当該電動チューリップは、ソレノイド等により構成される電動チ
ューリップ駆動装置６５Ａにより開閉される。電動チューリップ駆動装置６５Ａは、主制
御装置１００が備える図外の電動チューリップ制御手段により制御され、開閉体を所定の
回数及び所定の間隔で開放動作させる。
【００２４】
　第１大入賞口３５Ａは、遊技領域２０Ａにおける第２始動入賞口３０Ｂの下方に配設さ
れる。第１大入賞口３５Ａは、所謂大当り遊技の場合に開放する開閉体を有している。当
該開閉体は、ソレノイド等により構成されるアタッカ駆動装置６５Ｂにより開閉される（
図４参照）。また、アタッカ駆動装置６５Ｂは、大当り遊技時において主制御装置１００
が備える図外の特別遊技制御手段よって制御され、第１大入賞口３５Ａを閉塞する開閉体
を所定の回数及び所定の間隔で開放動作させる。また、第１大入賞口３５Ａに球が入賞す
ると予め設定された所定の個数（例えば１５個）の賞球が賞球払出装置３０１によって遊
技者に対して払い出される。
【００２５】
　第２大入賞口３５Ｂは、遊技領域２０Ａにおける右側下部に配設される。第２大入賞口
３５Ｂは、前記同様に所謂大当り遊技の場合に開放する開閉体を有しており、大当り遊技
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において前述のアタッカ駆動装置６５Ｂにより所定の回数及び所定の間隔で開放される。
また、第２大入賞口３５Ｂに球が入賞すると予め設定された所定の個数（例えば１５個）
の賞球が賞球払出装置３０１によって遊技者に対して払い出される。
【００２６】
　複数の一般入賞口３６は、遊技領域２０Ａの左側下部に所定の間隔を空けて配設される
。当該一般入賞口３６に球が入賞すると、予め設定された所定の個数（例えば３個）の賞
球が遊技者に対して払い出される。
【００２７】
　次に、遊技盤２０に配設される各種の表示装置について説明する。遊技盤２０には、第
１特別図柄表示装置４０Ａ、第２特別図柄表示装置４０Ｂ及び演出表示装置５０が配設さ
れている。
【００２８】
　第１特別図柄表示装置４０Ａは、遊技盤２０の右側下部に配設されるデジタル表示器で
あって、第１始動入賞口３０Ａへの遊技球の入賞を契機に、主制御装置１００により行わ
れる特図抽選の結果を表示する。当該第１特別図柄表示装置４０Ａは、例えば「－」と「
○」を点灯表示可能な表示器であって、上述の第１特図抽選の結果を示す態様でいずれか
の記号を点灯表示する。
　ここで、例えば第１特図抽選の結果が「外れ」である場合には「－」が停止表示され、
「当り」である場合には「○」が停止表示される。
【００２９】
　第２特別図柄表示装置４０Ｂは、第１特別図柄表示装置４０Ａの下方に配設されるデジ
タル表示器であって、第２始動入賞口３０Ｂへの遊技球の入賞を契機に、主制御装置１０
０により行われる特図抽選の結果を表示する。当該第２特別図柄表示装置４０Ｂは、前述
の第１特別図柄表示装置４０Ａと同様に「－」と「○」を点灯表示可能な表示器であって
、第２特図抽選の結果を示す態様でいずれかの記号を点灯表示する。ここで、第２特図抽
選の結果が「外れ」である場合には「－」が停止表示され、「当り」である場合には「○
」が停止表示される。
　なお、第１特別図柄表示装置４０Ａ及び第２特別図柄表示装置４０Ｂの構成としては、
７セグメント表示器や、複数のランプにより構成された表示器であってもよく、特定の数
字の組み合わせや、ランプの点灯態様により抽選の結果を示すものであってもよい。
【００３０】
　図３に示すように、第１特別図柄表示装置４０Ａ、第２特別図柄表示装置４０Ｂは、主
制御装置１００の図柄変動表示制御手段１４０により制御される。図柄変動表示制御手段
１４０は、特別図柄を所定の変動時間だけ第１特別図柄表示装置４０Ａ、第２特別図柄表
示装置４０Ｂを変動させた後に、特図抽選の結果を示す態様で停止表示させる。ここで、
第１特別図柄及び第２特別図柄の変動時間は、第１特別図柄表示装置４０Ａ又は第２特別
図柄表示装置４０Ｂの「－」と「○」が交互に高速で点滅する期間であり、変動停止時間
は、変動時間後にいずれかの記号が点灯表示される期間である。
【００３１】
　演出表示装置５０は、遊技盤２０の略中央部に配設される表示装置であって、本実施形
態においては液晶表示装置が採用されている。演出表示装置５０は、上述の第１特別図柄
又は第２特別図柄の変動時間に対応して特定の数字及びキャラクター等からなる複数の演
出図柄Ｓを上下方向にスクロール表示し、第１特別図柄又は第２特別図柄の変動停止時期
と略同期して演出図柄Ｓを停止表示する。
　ここで、第１特図抽選又は第２特図抽選の結果が「当り」である場合の演出図柄Ｓの停
止態様は、３つの演出図柄Ｓが予め設定されたライン上において同一の数字又はキャラク
ターで停止した態様である（図３参照）。一方、「外れ」である場合の停止態様は、上記
以外の態様で停止した態様である。
【００３２】
　図４に示すように、演出表示装置５０は、主制御装置１００から送信される制御コマン
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ドを受信した演出制御装置２００の演出表示制御手段２００Ａから送信されるコマンドに
基づいて制御される。　
　詳細は後述するが主制御装置１００から演出表示制御手段２００Ａに送信される演出用
のコマンドには、演出図柄Ｓの変動時間に係る情報等が含まれる。
　演出表示制御手段２００Ａ側では、上記演出用のコマンドに含まれる情報を解析した上
で必要な画像データや動画データ等を読み出し、当該データを演出表示装置５０の表示画
面５１上に出力することにより、演出図柄Ｓの変動表示中に遊技者に対して多様な演出表
示を提供する。
　また、演出制御装置２００の可動体制御手段２００Ｂは、演出表示制御手段２００Ａか
ら送信される内部コマンドに応じて、後述する複数の可動体ユニット４００；５００；６
００；６００Ａ；７００；７００Ａを所定の態様により動作させ、その動作態様によって
遊技を盛り上げる。また、演出制御装置２００の音声制御手段２００Ｃは、演出表示制御
手段２００Ａから送信される内部コマンドに応じて演出図柄Ｓの変動時間や演出に対応し
た音声データを読み出してスピーカ８を制御することにより遊技進行中において遊技を盛
り上げる音声を提供する。以下、本実施形態に係るパチンコ機１に搭載された複数の可動
体ユニットについて詳説する。
【００３３】
　図２に示すように、可動体ユニット設置空間形成用筐体３１の前側開口３１０の開口縁
には当該可動体ユニット設置空間形成用筐体３１を遊技盤２０の裏面に取付けるための例
えば取付フランジ３１３が設けられる。当該取付フランジ３１３が遊技盤２０の裏面の周
縁部にねじ等で取付けられることで可動体ユニット設置空間形成用筐体３１が遊技盤２０
の裏面に取付けられ、遊技盤２０と可動体ユニット設置空間形成用筐体３１とで形成され
た遊技盤２０の後方で、かつ、可動体ユニット設置空間形成用筐体３１の内側の収容空間
３１４に複数の可動体ユニットが配置され、複数の可動体ユニットが遊技盤２０の裏面又
は可動体ユニット設置空間形成用筐体３１に固定状態に取付けられる。
【００３４】
　図３に示すように、上可動体ユニット４００は、遊技盤２０の開口３４の上縁の上方側
に位置する遊技盤２０の裏側の収容空間３１４に配置され、遊技盤２０又は可動体ユニッ
ト設置空間形成用筐体３１に取付けられる。
　上可動体ユニット４００は、初期位置（非作動状態）において後述する上可動体４０１
の下顎部材４０３の下端側が遊技盤２０の開口３４の上縁前方を装飾するセンター飾り枠
８０の上部飾り部８３の下端より下方に位置し、遊技者から僅かに目視可能である。
　一方、上可動体ユニット４００の作動状態においては、上可動体４０１が下方に移動し
て、下顎部材４０３及び後述する回転リール４１０が、上部飾り部８３の下端より下方で
かつ演出表示装置５０の表示画面５１の前方に位置し、下顎部材４０３及び回転リール４
１０の全域を遊技者が目視可能となる。即ち、上可動体４０１の回転リール４１０は、上
可動体ユニット４００の作動時のみに遊技者から目視可能である。
　また、図３に示すように、センター飾り枠８０の上部飾り部８３は、後述する上可動体
４０１の下顎部材４０３の下顎以外の顔部分を形成する飾り顔部８３Ａを有し、上可動体
４０１が下方に移動した際に、飾り顔部８３Ａと下顎部材４０３とで人間の顔の形を呈す
る。
【００３５】
　以下、図５，図６を参照して、上可動体ユニット４００について詳説する。図５に示す
ように、上可動体ユニット４００は、上可動体４０１と、当該上可動体４０１を上下方向
に移動させる上可動体駆動装置４０２とを備える。
　上可動体４０１は、人の下顎の形をした下顎部材４０３と、当該下顎部材４０３の上方
において回転する回転リール装置４０４と、下顎部材４０３と回転リール装置４０４とを
所定の位置関係に連結する連結板４０５とを備える。
【００３６】
　下顎部材４０３は、例えば、下顎の前面を形成する前板部４０６と、前板部４０６の左
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右下方から後方に延長する左右下板部４０７とを備え、前板部４０６の裏面及び左右下板
部４０７の裏面で囲まれた凹部空間を備えた後部開放のお面のような立体形状に形成され
る。
　光非透過性材料により形成された前板部４０６には、左右に炎の形をした左右対称な貫
通孔が形成され、この貫通孔に光透過性材料により形成された炎形状の光透過部材４０８
が嵌め込まれている。そして、前板部４０６の裏側の凹部空間に図外の光源が設置され、
当該光源からの光が光透過部材４０８を透過して前板部４０６の前方に透過するように構
成されている。なお、当該光源は、可動体制御手段２００Ｂによって制御される。下顎部
材４０３の前板部４０６の上部は、下唇形状に形成され、この下唇形状の上部には光透過
性材料により形成された歯部４０９が設けられる。
【００３７】
　回転リール装置４０４は、回転リール４１０と、回転支持部４１１と、回転リール駆動
装置４１２とを備える。回転リール４１０は、左右方向に延在する回転中心軸を中心とし
て回転可能な中空又は中実の円柱により形成される。回転リール４１０の円周面には、例
えば、当該円周面を周方向に沿って複数領域に区分けして形成された複数の演出表示領域
４１７Ａ～４１７Ｃが設けられる。例えば、演出表示領域４１７Ａには、「ＦＩＧＨＴ」
というメッセージが表示され、演出表示領域４１７Ｂには「燃える！」というメッセージ
が表示され、演出表示領域４１７Ｃには「非常識」というメッセージが表示されている。
　また、これらのメッセージが表示された演出表示領域４１７Ａ～４１７Ｃは、回転リー
ル４１０の円周上において例えば、１２０°の間隔を持って設けられており、演出表示領
域４１７Ａ～４１７Ｃいずれかの面が遊技者に対して正対して停止することにより、遊技
者は演出表示領域４１７Ａ～４１７Ｃに表示されたメッセージを読み取ることができる。
【００３８】
　回転支持部４１１は、回転リール４１０の円柱の両端面より突出する図外の回転中心軸
を回転可能に支持する図外の軸受部を備えた筐体により形成される。回転リール駆動装置
４１２は、一方の回転支持部４１１の筐体の上部に設けられた取付板４１３に固定された
駆動源としてのステップモーター等のモーター４１４と、モーター４１４の回転力を回転
リール４１０の回転中心軸に伝達する歯車群等により構成された伝達機構４１５とを備え
る。
　そして、モーター４１４が後述の可動体制御手段２００Ｂによって駆動制御され、モー
ター４１４の回転力が伝達機構４１５を介して回転リール４１０に伝達されることにより
、回転リール４１０が一方向に回転可能とされる。
【００３９】
　上可動体駆動装置４０２は、前側ベース板４２０と、後側ベース板４２１と、前側ベー
ス板４２０の裏面に演出表示装置５０の表示画面５１と平行に取付けられて上下方向に延
長するレール４２２と、レール４２２上を移動するように設けられたスライダー４２３と
、上可動体４０１を上下に移動させるための駆動力を発生する可動体駆動源としてのステ
ップモーター等のモーター４２４と、モーターの回転力を伝達するために、例えば後側ベ
ース板４２１の前面に回転可能に設けられた伝達歯車群により構成された伝達機構４２５
と、最終歯車４２９に伝達された回転力を、上可動体４０１を上下動させる直動力に変換
して上可動体４０１に伝達するリンク機構４２６とを備える。
【００４０】
　スライダー４２３は、断面コの字状に延在するレール４２２の延長方向に沿って上下方
向に移動可能であり、レール４２２から脱落不能に設けられる。伝達機構４２５は、例え
ば、モーター４２４の出力軸に回転可能に取付けられた出力歯車４２７と、後側ベース板
４２１上で回転自在に軸支された中間歯車４２８及び最終歯車４２９により構成される。
【００４１】
　リンク機構４２６は、左右方向に長尺な板状のリンク４３０と、最終歯車４２９の前面
から前方に突出する歯車側伝達軸４３１と、回転支持部４１１の裏側に位置する連結板４
０５の裏面より後方に突出する上可動体側伝達軸４３２と、後側ベース板４２１の前面よ
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り前方に突出するリンク回転中心軸４３３とから構成される。
　リンク４３０の長手方向の一端にはリンク回転中心軸４３３が貫通する回転中心孔４３
５が形成される。一方、リンク４３０の長手方向の他端側には、上可動体側伝達軸４３２
が貫通する他端側長孔４３６が形成される。また、リンク４３０の長手方向の中央側には
歯車側伝達軸４３１が貫通する中央側長孔４３７が形成される。
【００４２】
　連結板４０５は、下顎部材４０３の裏面と対向して下顎部材４０３の裏面と連結される
図外の下顎部材連結板部と、当該下顎部材連結板部の上端より後方に延長して回転リール
４１０の下側に位置される図外の下側水平面板部と、当該下側水平面板部の後端より上方
に延長して回転リール４１０の後側に位置されて回転支持部４１１の裏面と連結される図
外の回転支持部連結板部と、当該回転支持部連結板部より前方に延長して回転リール４１
０の上側に位置される上板部４４０と、上板部４４０の前端より垂直に立ち上がってスラ
イダー４２３と連結されるスライダー連結板４４１とを備える。
【００４３】
　回転リール装置４０４の回転リール４１０が下顎部材４０３の歯部４０９の上に横たわ
るように配置された状態において、連結板４０５の下顎部材連結板部と下顎部材４０３の
裏面とが連結され、連結板４０５の回転支持部連結板部と回転リール装置４０４の回転支
持部４１１の裏面とが連結され、かつ、スライダー連結板４４１とスライダー４２３とが
連結され、レール４２２上を移動可能なスライダー４２３と上可動体４０１とが連結され
ているので、上可動体４０１がレール４２２に沿って上下方向に移動可能に構成される。
【００４４】
　そして、モーター４２４及び伝達機構４２５が取付けられた後側ベース板４２１が上可
動体４０１の後方に位置され、リンク４３０のリンク回転中心軸４３３がリンク４３０の
回転中心孔４３５を貫通し、上可動体側伝達軸４３２がリンク４３０の他端側長孔４３６
を貫通し、歯車側伝達軸４３１がリンク４３０の中央側長孔４３７を貫通した状態で、後
側ベース板４２１と前側ベース板４２０とが連結部４５０を介して所定の位置関係に連結
されたベース板４５１が構成され、当該ベース板４５１が例えば遊技盤２０の裏面に固定
された状態で可動体制御手段２００Ｂによって駆動制御されるモーター４２４が駆動する
と、モーター４２４の回転力が歯車側伝達軸４３１、リンク４３０、上可動体側伝達軸４
３２に伝達されて上可動体４０１がレール４２２に沿って演出表示装置５０の表示画面５
１と平行に上下方向に移動可能な上可動体ユニット４００が構成されることになる。
【００４５】
　図６（ａ）に示すように上可動体４０１が上方に引き上げられている非作動状態から、
可動体制御手段２００Ｂの駆動制御によって、モーター４２４が一方向に回転した場合、
最終歯車４２９が右回転して歯車側伝達軸４３１が中央側長孔４３７の内壁を押し下げな
がら中央側長孔４３７内を移動し、リンク４３０がリンク回転中心軸４３３を回転中心と
して回転するとともに、上可動体側伝達軸４３２がリンク４３０の他端側長孔４３６の内
壁を押し下げながら他端側長孔４３６内を移動するので、上可動体４０１が下方に移動す
る。（図６（ｂ）参照）。また、上可動体４０１が下方に移動した状態からモーター４２
４が他方方向に回転した場合、図６（ｂ）に示す状態から図６（ａ）に示す非作動状態に
復帰する。
【００４６】
　次に、図７～図１０に基づいて下可動体ユニット５００について説明する。図３に示す
ように、下可動体ユニット５００は、非作動時において表示画面５１の略中央部の下方に
おいて、その一部（後述のチャンピオンベルト飾り５０３の上端部）が僅かに視認可能で
あり、その上昇動作時において下可動体５０１を構成するチャンピオンベルト飾り５０３
、及び炎の形をした左右の炎回転飾り５０４；５０４の全貌が視認可能となる構成である
。
　図７に示すように、下可動体ユニット５００は、下可動体５０１と下可動体駆動装置５
０２とを備える。下可動体５０１は、例えば、チャンピオンベルトの形をしたチャンピオ
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ンベルト飾り５０３と、炎の形をした左右一対の炎回転飾り５０４；５０４と、チャンピ
オンベルト飾り５０３（図９参照）と炎回転飾り５０４とが取付けられる飾り取付板５０
５とを備える。
　なお、チャンピオンベルト飾り５０３は、上述した下顎部材４０３と同じように、光非
透過性材料により形成された光非透過部５０３ａと光透過性材料により形成された光透過
部５０３ｂとを備え、光透過部５０３ｂの裏側の凹部空間に可動体制御手段２００Ｂによ
り制御される図外の光源が設置され、当該光源からの光が光透過部５０３ｂを透過してチ
ャンピオンベルト飾り５０３の前方に透過するように構成されている（図９（ａ）参照）
。
【００４７】
　下可動体駆動装置５０２は、チャンピオンベルト飾り５０３と炎回転飾り５０４とが取
付けられた飾り取付板５０５を上下動させる飾り取付板駆動装置５０６と、炎回転飾り５
０４を回転駆動させる炎回転飾り駆動装置５０７とを備える。
【００４８】
　飾り取付板駆動装置５０６は、ベース板５０８、駆動源としてのステップモーター等の
モーター５０９と、伝達機構５１０と、リンク装置５１１と、演出表示装置５０の表示画
面５１と平行に設けられたレール５１２と、レール５１２上を移動するスライダー５１３
とを備える。スライダー５１３はレール５１２の延長方向に移動可能でレール５１２から
脱落不能に設けられる。
【００４９】
　ベース板５０８は、前側ベース板５１５と後側ベース板５１６とを備える。伝達機構５
１０は、後側ベース板５１６に対して取付けられて、モーター５０９の回転力をリンク装
置５１１に伝達する伝達歯車群等により構成される。具体的には、モーター５０９の出力
軸５３１に対して回転可能に取付けられた出力歯車５２０と、当該出力歯車５２０噛み合
う最終歯車５２１により構成される。
【００５０】
　リンク装置５１１は、長尺な板状のリンク５２２と、最終歯車５２１を形成する円板の
前面における周縁部より前方に突出して延長するように設けられた歯車側伝達軸５２３と
、飾り取付板５０５の下端左側前面より前方に突出するように設けられた下可動体側伝達
軸５２４と、後側ベース板５１６の前面より前方に突出して延長するように設けられたリ
ンク回転中心軸５２５とを備える。リンク５２２の長手方向の一端寄り中央側にはリンク
回転中心軸５２５が貫通する回転中心孔５２６が形成され、リンク５２２の長手方向の他
端側には下可動体側伝達軸５２４が貫通する長孔５２７が形成され、リンク５２２の長手
方向の一端側には歯車側伝達軸５２３が貫通する長孔５２８が形成される。
【００５１】
　後側ベース板５１６の前面の中央部には、上下方向に延長するようにレール５１２が取
付けられる。後側ベース板５１６の前面の左側下部には、最終歯車５２１の回転中心軸５
３０と、リンク回転中心軸５２５とが後側ベース板５１６の前面から前方に突出するよう
に設けられる。前側ベース板５１５が後側ベース板５１６の前側に配置され、前側ベース
板５１５と後側ベース板５１６とが前後に所定間隔隔てて互いに平行に対向するように止
めネジ等で互いに連結されている。
　前側ベース板５１５の前面にはモーター５０９が固定状態に付けられ、モーター５０９
の出力軸５３１が前側ベース板５１５に形成された孔を貫通して当該出力軸５３１の先端
側に出力歯車５２０が取付けられる。この出力歯車５２０の回転力をリンク５２２に伝達
する最終歯車５２１が回転中心軸５３０を回転中心として回転可能なように後側ベース板
５１６の前面に設けられる。そして、リンク５２２の回転中心軸５２５がリンク５２２の
回転中心孔５２６を貫通し、下可動体側伝達軸５２４がリンク５２２の他端側の長孔５２
７を貫通し、歯車側伝達軸５２３がリンク５２２の一端側の長孔５２８を貫通した状態で
、後側ベース板５１６と前側ベース板５１５とが所定の位置関係に連結される。これによ
り、リンク５２２が回転中心軸５２５を回転中心として回転可能に設けられ、下可動体側
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伝達軸５２４がリンク５２２の長孔５２７内を移動可能に設けられ、歯車側伝達軸５２３
がリンク４３０の長孔５２８内を移動可能に設けられたリンク装置５１１が構成される。
【００５２】
　後側ベース板５１６の前面には、上下方向に延長するようにレール５１２が設けられ、
レール５１２上を上下方向に移動するスライダー５１３が飾り取付板５０５の裏面に連結
されている。これにより、モーター５０９の回転力が歯車側伝達軸５２３、リンク５２２
、下可動体側伝達軸５２４に伝達されて下可動体５０１がレール５１２に沿って上下方向
に移動可能な下可動体ユニット５００が構成される。
【００５３】
　従って、図９（ａ）に示すように、飾り取付板５０５が最下位置にある状態でリンク５
２２の左端が当該左端の最上位置に位置されてかつリンク５２２の右端が当該右端の最下
位置に位置された初期位置状態から、モーター５０９が一方方向に回転すると、最終歯車
５２１が右回転し、歯車側伝達軸５２３が長孔５２８の内壁を押圧するとリンク５２２が
リンク回転中心軸５２５を回転中心として回転してリンク５２２の左端を下方に移動させ
ることでリンク５２２の右端が上方に移動することにより、長孔５２７の内壁が下可動体
側伝達軸５２４を押し上げるので、飾り取付板５０５に当該飾り取付板５０５を上方に移
動させる力が伝達され、飾り取付板５０５の裏面に取付けられたスライダー５１３がレー
ル５１２上を上方に移動するので、下可動体５０１が演出表示装置５０の表示画面５１に
沿って平行に上方に移動する（図９（ｂ）参照）。また、下可動体５０１が上昇移動した
状態からモーター５０９が他方方向に回転した場合、図９（ｂ）の状態から図９（ａ）の
初期位置に復帰する。即ち、下可動体５０１は、表示画面５１の前方において、上下方向
に昇降動作可能に設けられた可動体である。
【００５４】
　次に、炎回転飾り駆動装置５０７について説明する。炎回転飾り駆動装置５０７は、飾
り取付板５０５の裏面における左右の中心位置を中心として左右対称に設けられた左右の
炎回転飾り５０４；５０４を回転可能に駆動する装置であり、炎回転飾り５０４の回転支
持機構５３５と、下可動体５０１を上下動させる力を炎回転飾り５０４を回転させる力に
変換して炎回転飾り５０４に伝達する動力伝達機構５３６（図８参照）とを備える。
【００５５】
　左右の炎回転飾り５０４；５０４の回転中心軸５４０；５４０が、飾り取付板５０５の
裏面における左右の中心位置を中心として左右対称の位置より後方に突出して延長するよ
うに設けられ、左右の炎回転飾り５０４；５０４は、当該回転中心軸５４０が貫通する回
転中心孔５４１；５４１を備える。そして、回転中心孔５４１の前側から当該回転中心孔
５４１を貫通した回転中心軸５４０の後端面に当該回転中心軸５４０が回転中心孔５４１
より抜けることを防止する図外の抜け止めが設けられていることにより、左右の炎回転飾
り５０４；５０４が飾り取付板５０５の裏面に回転中心軸５４０を回転中心として回転可
能に取付けられている。なお、炎回転飾り５０４の回転中心孔５４１の前面と飾り取付板
５０５の裏面との間に位置される回転中心軸５４０の周囲を取り巻くように付勢手段とし
てのコイルバネ５４５が設けられ、このコイルバネ５４５の一端が炎回転飾り５０４に固
定され、このコイルバネ５４５の他端が回転中心軸５４０に固定されていることにより、
各炎回転飾り５０４；５０４には各炎回転飾り５０４；５０４を互いに近づく方向に回転
させる付勢力が付与されている。
　即ち、回転支持機構５３５は、炎回転飾り５０４に設けられた回転中心孔５４１と、飾
り取付板５０５の裏面より突出するよう設けられて回転中心孔５４１を貫通して回転中心
孔５４１に回転可能に支持された回転中心軸５４０と、各炎回転飾り５０４；５０４に各
炎回転飾り５０４；５０４を互いに近づく方向に回転させる付勢力を付与するコイルバネ
５４５とを備えた構成である。
【００５６】
　図７；図８に示すように、動力伝達機構５３６は、レール５１２の裏面に取付けられて
当該レール５１２を後側ベース板５１６の前面より離した状態で当該前面に取付けるため
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のレール取付部材５５０と、レール取付部材５５０の裏面と後側ベース板５１６の前面と
の間に配置された動力変換スライダー５５１と、裏側スライダー５５２；５５２と、炎回
転飾り５０４の裏面の下端側より後方に突出して延長するように設けられた力受軸５５３
；５５３とを備える。
　レール取付部材５５０は、上部には後方に延長する上突出部５５５を備えるとともに、
下部にも後方に延長する下突出部５５６を備える。上突出部５５５及び下突出部５５６が
後側ベース板５１６の前面と接触した状態でレール取付部材５５０と後側ベース板５１６
とが連結され、レール取付部材５５０における上突出部５５５及び下突出部５５６以外の
裏面と後側ベース板５１６の前面と間に、動力変換スライダー５５１を配置するための配
置空間が形成される。
　動力変換スライダー５５１は、スライダー５１３の延長方向である上下方向に延長する
縦長穴５５７を備えるとともに縦長穴５５７の上に左右方向に延長する横長穴５５８を備
えた孔付き板により形成される。上突出部５５５が動力変換スライダー５５１の縦長穴５
５７の前側から縦長穴５５７内を貫通して後側ベース板５１６と連結され、力受軸５５３
が動力変換スライダー５５１の横長穴５５８の前側から横長穴５５８内に挿入される。
　裏側スライダー５５２；５５２は、飾り取付板５０５の裏面下部における左右の中心位
置を中心として左右対称の位置より後方に突出して延長するように設けられた左右の裏側
スライダー取付壁５６０；５６０の後端面にそれぞれ取付けられ、動力変換スライダー５
５１の左右端側の裏面と後側ベース板５１６の前面との間にスライダー５１３の延長方向
に沿って上下方向に移動可能に配置される。
【００５７】
　炎回転飾り駆動装置５０７の組み立て方の一例を説明する。レール５１２の裏面に取付
けられたレール取付部材５５０の裏面に、上突出部５５５が動力変換スライダー５５１の
縦長穴５５７内に前側から挿入された状態となるように、動力変換スライダー５５１を配
置し、かつ、飾り取付板５０５の裏面に取付けられた炎回転飾り５０４の力受軸５５３を
動力変換スライダー５５１の横長穴５５８に前側から挿入する。さらに、飾り取付板５０
５の左右の裏側スライダー取付壁５６０；５６０を動力変換スライダー５５１の左右の側
縁の横に位置させ、左右の裏側スライダー５５２；５５２が動力変換スライダー５５１の
左右縁部５５９；５５９（図７参照）の裏面に位置されるように左右の裏側スライダー５
５２；５５２を左右の裏側スライダー取付壁の５６０；５６０の後端面に取付ける。その
後、レール取付部材５５０の上突出部５５５と下突出部５５６とを後側ベース板５１６の
前面に接触させた状態で当該上突出部５５５及び下突出部５５６と後側ベース板５１６と
をねじ等で連結する。以上により、炎回転飾り駆動装置５０７が構成される。
【００５８】
　炎回転飾り駆動装置５０７の動作を図１０に基づいて説明する。図１０（ａ）に示すよ
うに、動力変換スライダー５５１の下端５６１と下突出部５５６とが接触し、縦長穴５５
７の上端縁５６２と上突出部５５５とが接触した状態からさらに飾り取付板５０５が下方
に移動した場合、各炎回転飾り５０４；５０４の各力受軸５５３；５５３がそれぞれ動力
変換スライダー５５１の横長穴５５８の左右端縁に位置されて炎回転飾り５０４及び飾り
取付板５０５が最下方に位置された状態となる。
　炎回転飾り５０４及び飾り取付板５０５が最下方に位置された状態からモーター５０９
を一方向に駆動すると、図１０（ｂ）に示すように、飾り取付板５０５が上昇するのに伴
って動力変換スライダー５５１及び裏側スライダー５５２；５５２も上方に移動し、動力
変換スライダー５５１の縦長穴５５７の下端縁５６３と上突出部５５５とが接触するまで
の過程において、炎回転飾り５０４；５０４にコイルバネ５４５；５４５から加わる付勢
力によって各炎回転飾り５０４；５０４が互いに近づく方向に回転し、炎回転飾り５０４
；５０４の各力受軸５５３；５５３がそれぞれ動力変換スライダー５５１の横長穴５５８
の左右端縁に位置されるまで回転する。
【００５９】
　即ち、下可動体ユニット５００によれば、可動体制御手段２００Ｂにより制御される飾
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り取付板駆動装置５０６により、チャンピオンベルト飾り５０３が上方に移動して演出表
示装置５０の表示画面５１の前方に位置されて遊技者から目視可能な状態となる過程にお
いて、さらに各炎回転飾り５０４；５０４が左右下側から互いに近づく方向に回転し、演
出表示装置５０の表示画面５１の前方に位置されて遊技者から目視可能な状態となるので
、チャンピオンベルト飾り５０３が上方に移動して表示画面５１の前方に現れるチャンピ
オンベルト出現動作と、チャンピオンベルト飾り５０３の上方移動に連動して左右の各炎
回転飾り５０４；５０４が左右下側から互いに近づく方向に回動し、かつ、回動後にチャ
ンピオンベルト飾り５０３の上方で各炎回転飾り５０４；５０４の炎が燃え上がるような
状態を形成する炎回転飾り出現動作とが協働した複合的な演出を行うことが可能となる。
　また、本実施形態においては、上述のチャンピオンベルト出現動作及び炎回転飾り出現
動作とが組み合わされた複合的な演出の頻度は、他の可動ユニットの動作による演出頻度
に比べて低く設定されており、上述の演出は、例えば、特に大当り遊技が確定したことを
示す大当り確定演出として用いられる。なお、当該大当り確定演出の流れについては後述
する。
【００６０】
　次に、図１１乃至図１３を参照して、右前側可動体ユニット６００について説明する。
右前側可動体ユニット６００は、右前側可動体６０１と右前側可動体駆動装置６０２とを
備える。右前側可動体６０１は、例えば、人の横顔の下顎、下唇、下歯を有した下側可動
体としての下側顔部分６０４と、人の横顔の下顎部分より上方に位置する上顎、上唇、上
歯、頬、鼻、目、額部を有した上側可動体としての上側顔部分６０３とを備える。
【００６１】
　図１２に示すように、上側顔部分６０３は、例えば、頬部分に設けられた炎模様部分６
０３ａと目部分６０３ｂと上歯部分６０３ｃとが光透過性材料により形成された光透過部
に構成され、その他の部分は光非透過性材料により形成された光非透過部に構成されてい
る。そして、上側顔部分６０３の裏側の凹部空間に図外の光源が設置され、当該光源から
の光が炎模様部分６０３ａ等の光透過部を透過して上側顔部分６０３の前方に透過するよ
うに構成されている。
　また、下側顔部分６０４も同様に、例えば、頬部分に設けられた炎模様部分６０４ａと
下歯部分６０４ｂとが光透過性材料により形成された光透過部に構成され、その他の部分
は光非透過性材料により形成された光非透過部に構成されている。そして、下側顔部分６
０４の裏側の凹部空間に図外の光源が設置され、当該光源からの光が炎模様部分６０４ａ
等の光透過部を透過して下側顔部分６０４の前方に透過するように構成されている。なお
、上述の各光源は、可動体制御手段２００Ｂによって制御される。
【００６２】
　右前側可動体駆動装置６０２は、ベース板６０５と、レール６０６と、レール６０６上
を移動するスライダー６０７と、駆動源としてのステップモーター等のモーター６０８と
、モーター６０８の出力軸に回転可能に取付けられた出力歯車により構成されたピニオン
６０９と、ピニオン６０９と噛合うラック６１０と、リンク装置６１１とを備える。
【００６３】
　ベース板６０５は、前側ベース板６１２と後側ベース板６１３とを備える。後側ベース
板６１３は、垂直方向と直交する左右方向に延長する左右延長部６１９を有した上後側ベ
ース板部６１４と、垂直方向と直交する左右方向に延長する下後側ベース板部６１５と、
上下方向に延長して上後側ベース板部６１４と下後側ベース板部６１５とを繋ぐ中央後側
ベース板部６１６とを備える。
　前側ベース板６１２が上後側ベース板部６１４の前側に位置され、前側ベース板６１２
と上後側ベース板部６１４とが前後に所定間隔隔てて止めネジ等で互いに連結されている
。
　前側ベース板６１２の前面にはモーター６０８が固定状態に取付けられ、モーター６０
８の出力軸が前側ベース板６１２に形成された孔を貫通して当該出力軸の先端側にピニオ
ン６０９が取付けられる。
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　上後側ベース板部６１４における左右延長部６１９の前面に垂直方向と直交する左右方
向に延長するレール６０６が取付けられる。スライダー６０７はレール６０６の延長方向
に移動可能でレール６０６から脱落不能に設けられる。
【００６４】
　リンク装置６１１は、右前側可動体６０１の裏面側から後方に突出するように設けられ
た複数の支軸と、右前側可動体６０１が可動可能なように各支軸が移動可能に取付けられ
た取付板６２０とを備える。取付板６２０は、前側取付板６２１と、前側取付板６２１の
裏面に取付けられる後側取付板６２２とを備える。
【００６５】
　前側取付板６２１の上端部６２３及びラック６１０がスライダー６０７に固定状態に取
付けられてラック６１０がピニオン６０９と噛合うように設けられる。従って、モーター
６０８が駆動してピニオン６０９が回転すると回転力がラック６１０に伝達されて、ラッ
ク６１０に連結されたスライダー６０７がレール６０６上を移動し、スライダー６０７に
連結された取付板６２０もスライダー６０７の移動方向に移動する。取付板６２０は、右
前側可動体６０１の初期位置状態において、後側ベース板６１３の中央後側ベース板部６
１６の前側に位置され、ラック６１０の移動に伴って左方向に移動する。
【００６６】
　前側取付板６２１には複数の弧状長孔が形成されている。複数の弧状長孔は、前側取付
板６２１の上部左側において上下方向に延長して中央部が左側に膨出するように湾曲形成
された第１の弧状長孔６２５と、前側取付板６２１の上部左側における第１の弧状長孔６
２５よりも右側位置に位置して、第１の弧状長孔６２５に沿って形成された第２の弧状長
孔６２６と、前側取付板６２１の下部左側において左右方向に延長して上側に膨出するよ
うに湾曲形成された第３の弧状長孔６２７とを備える。
　後側取付板６２２には複数の長孔が形成されている。複数の長孔は、後側取付板６２２
の右側上部において上下方向に延長するよう形成された第１の長孔６３０と、後側取付板
６２２の右側下部において上下方向に延長するよう形成された第２の長孔６３１と、後側
取付板の左側における上下方向中央部において上下方向に延長するよう形成された第３の
長孔６３２と、後側取付板６２２の右側上部における第１の長孔６３０よりも上側におい
て左右方向に延長するように設けられた第４の長孔６３３と、後側取付板６２２の左側下
部において下端部が上下方向に延長する長孔により形成され当該下端部よりも右側上部に
おいて上端部が上下方向に延長する長孔により形成されるとともに上端部の長孔の下端開
口と下端部の長孔の上端開口とが左上側に膨出するように湾曲形成された弧状長孔により
連通した構成の第５の長孔６３４とを備える。
【００６７】
　前側取付板６２１の裏面における右上部側より後方に突出する第１の連結軸６４０が後
側取付板６２２の前面側から第１の長孔６３０を貫通して当該第１の連結軸６４０が第１
の長孔６３０内を移動可能なように構成され、また、第１の長孔６３０を通過させた第１
の連結軸の後端面には抜け止め６４１が取付けられ、抜け止め６４１が後側取付板６２２
の後面における第１の長孔６３０の周囲の面に係止することで第１の連結軸６４０が第１
の長孔６３０から外れないように構成されている。
　前側取付板６２１の裏面における右下部側より後方に突出する第２の連結軸６４２が後
側取付板６２２の前面側から第２の長孔６３１を貫通して当該第２の連結軸６４２が第２
の長孔６３１内を移動可能なように構成され、また、第２の長孔６３１を通過させた第２
の連結軸６４２の後端面には抜け止め６４３が取付けられ、抜け止め６４３が後側取付板
６２２の後面における第２の長孔６３１の周囲の面に係止することで第２の連結軸６４２
が第２の長孔６３１から外れないように構成されている。
　前側取付板６２１の裏面における左側上下方向の中央部より後方に突出する第３の連結
軸６４４が後側取付板６２２の前面側から第３の長孔６３２を貫通して当該第３の連結軸
６４４が第３の長孔６３２内を移動可能なように構成され、また、第３の長孔６３２を通
過させた第３の連結軸６４４の後端面には抜け止め６４５が取付けられ、抜け止め６４５
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が後側取付板６２２の後面における第３の長孔６３２の周囲の面に係止することで第３の
連結軸６４４が第３の長孔６３２から外れないように構成されている。
【００６８】
　上側顔部分６０３における額部分の裏側より後方に突出する上下２つの左側支軸６５０
；６５１が前側取付板６２１の前面側から第１の弧状長孔６２５を貫通して当該支軸が第
１の弧状長孔６２５内を移動可能なように構成され、また、第１の弧状長孔６２５を通過
させた各左側支軸６５０；６５１の後端面には上記と同様に図外の抜け止めが取付けられ
、当該抜け止めが前側取付板６２１の後面における第１の弧状長孔６２５の周囲の面に係
止することで左側支軸６５０；６５１が第１の弧状長孔６２５から外れないように構成さ
れている。
　上側顔部分６０３におけるこめかみ部分の裏側より後方に突出する中央側支軸６５２が
前側取付板６２１の前面側から第２の弧状長孔６２６を貫通して当該中央側支軸６５２が
第２の弧状長孔６２６内を移動可能なように構成され、上述と同様の抜け止め構成によっ
て中央側支軸６５２が第２の弧状長孔６２６から外れないように構成されている。
　上側顔部分６０３の後頭部の裏側より後方に突出する右上側支軸６５３の後端部が後側
取付板６２２の前面側から第４の長孔６３３内に挿入されて右上側支軸６５３の後端部が
第４の長孔６３３内を移動可能なように構成されている。
　さらに上側顔部分６０３の後頭部の裏側から後頭部よりも右上側に延長する延長板６５
５の上端部の裏面から後方に突出するガイド支軸６５６を備え、ガイド支軸６５６の後端
側の周面がガイド壁６５７に沿って上下斜め方向に移動可能なように構成される。ガイド
壁６５７は、後側ベース板６１３における中央後側ベース板部６１６の上部に形成された
下側から左上方向に傾斜する傾斜面により形成される。
【００６９】
　下側顔部分６０４は、顎下よりも下方に延長する延長板６６０の下端部の裏面から後方
に突出する回転中心支軸６６１を備え、回転中心支軸６６１の後端側が前側取付板６２１
の下端側に設けられた固定部６６２に回転可能に連結されており、下側顔部分６０４は当
該回転中心支軸６６１を回転中心として回転可能に構成される。
　また、下側顔部分６０４の中央部の裏側より後方に突出する中央側支軸６６３の後端側
が前側取付板６２１の前面側から第３の弧状長孔６２７を貫通するとともに後側取付板６
２２の第５の長孔６３４を貫通して当該中央側支軸６６３が第３の弧状長孔６２７内及び
第５の長孔６３４内を移動可能なように構成され、また、第５の長孔６３４を通過させた
中央側支軸６６３の後端面には上記と同様の抜け止めが取付けられ、中央側支軸６６３が
第３の弧状長孔６２７及び第５の長孔６３４から外れないように構成されている。
【００７０】
　図１２；１３を参照し、右前側可動体ユニット６００の動作について説明する。
　図１２（ａ）；図１３（ａ）に示すように、ラック６１０が最も右側に位置して右前側
可動体６０１により形成された顔が歯を食いしばった表情に形成される初期位置（非作動
）状態においては、上側顔部分６０３から設けられたガイド支軸６５６がガイド壁６５７
から右側に離れた所に位置し、下左側支軸６５１が第１の弧状長孔６２５の下端縁に位置
し、中央側支軸６５２が第２の弧状長孔６２６の下端縁に位置し、右上側支軸６５３が第
４の長孔６３３の左端縁に位置し、下側顔部分６０４から設けられた中央側支軸６６３が
第３の弧状長孔６２７及び第５の長孔６３４の上端縁に位置する。
【００７１】
　そして、可動体制御手段２００Ｂの駆動制御によってモーター６０８が一方向に回転駆
動し、ラック６１０が左側に移動すると、ラック６１０と連結された前側取付板６２１に
付けられている右前側可動体６０１及び後側取付板６２２がラック６１０の移動に伴って
左側に移動し、ガイド支軸６５６がガイド壁６５７に接触した後（図１２（ｂ）；図１３
（ｂ）以降）は、ラック６１０が左側に移動するが、ガイド支軸６５６がガイド壁６５７
に接触しているので、上側顔部分６０３の左方向への移動が制限され、ガイド支軸６５６
がガイド壁６５７に沿って左上に移動するのに伴って、２つの左側支軸６５０；６５１が
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第１の弧状長孔６２５内を上方に移動し、中央側支軸６５２が第２の弧状長孔６２６内を
上方に移動する。これに伴って、右上側支軸６５３が第４の長孔６３３内を右側に移動す
るとともに後側取付板６２２を上方に引き上げるので、各長孔６３０；６３１；６３２が
連結軸６４０；６４２；６４４をガイドとして上方に移動し、また、第５の長孔６３４が
中央側支軸６６３をガイドとして上方に移動するとともに、下側顔部分６０４が回転中心
支軸６６１を介して回転可能なため、中央側支軸６６３が第３の弧状長孔６２７及び第５
の長孔６３４の上端縁から下端縁まで移動する。以上により、上側顔部分６０３がガイド
支軸６５６を回転中心として右回転するように移動し、下側顔部分６０４が回転中心支軸
６６１を回転中心として左回転するように移動することによって、右前側可動体６０１に
より形成された顔が口を大きく開けた表情の演出作動状態となる（図１２（ｃ）；図１３
（ｃ）参照）。
　当該右前側可動体６０１は、非作動（初期位置）状態においては、演出表示装置５０の
表示画面５１の前方の右側に位置されて遊技者から目視可能な状態となり、作動状態にお
いては、演出表示装置５０の表示画面５１の前方の右寄り中央側に位置されて遊技者から
目視可能な状態となる。
【００７２】
　図１２（ｃ）に示すように、中央後側ベース板部６１６には、光透過性材料により形成
された光透過飾部６１６ａと光非透過性材料により形成された光非透過飾部６１６ｂとで
構成される。また、前側取付板６２１は、光透過性材料により形成された光透過飾部６２
１ａと光非透過性材料により形成された光非透過飾部６２１ｂとで構成される。
　そして、右前側可動体６０１が、図１２（ａ）に示す非作動状態から図１２（ｃ）に示
す作動状態に移行する過程において、前側取付板６２１の光透過飾部６２１ａと中央後側
ベース板部６１６の光透過飾部６１６ａとが互いに関連性を持った飾部に形成されており
、かつ、前側取付板６２１の光非透過飾部６２１ｂと中央後側ベース板部６１６の光非透
過飾部６１６ｂとが互いに関連性を持った飾部に形成されている。これら関連性を持った
飾部としては、例えば、図１２（ｃ）に示す作動状態における右前側可動体６０１の開い
た口の中央位置を中心として右方向に放射状に延長する炎形状飾りである。
　中央後側ベース板部６１６の光透過飾部６１６ａ、及び、前側取付板６２１の光透過飾
部６２１ａの裏側の凹部空間には、可動体制御手段２００Ｂによって制御される図外の光
源が設置され、当該光源からの光が、光透過飾部６１６ａを透過して中央後側ベース板部
６１６の前方に透過するように構成され、また、光透過飾部６２１ａを透過して前側取付
板６２１の前方に透過するように構成される。
【００７３】
　従って、右前側可動体ユニット６００によれば、可動体制御手段２００Ｂにより制御さ
れる飾り右前側可動体駆動装置６０２によって、当該右前側可動体６０１が初期位置から
左方に移動する横移動演出と、右前側可動体６０１が左方に移動した後に上側顔部分６０
３と下側顔部分６０４とが互いに離れるように回動して右前側可動体６０１により形成さ
れた顔が口を大きく開ける口開け演出と、前側取付板６２１が左方に移動するに従って中
央後側ベース板部６１６が遊技者から目視可能となって炎形状飾りが拡大していくような
炎拡大演出とが協働した複合演出を行うことが可能となるとともに、可動体制御手段２０
０Ｂが、炎拡大演出と同時に、前側取付板６２１及び中央後側ベース板部６１６の裏側の
光源を点灯させたり点滅させたりするランプ制御を行うことによって光を光透過飾部６１
６ａ及び光透過飾部６２１ａを介して遊技者に見せる光演出を行うことが可能となり、当
該複合演出と光演出とによって、遊技者の期待感を高める演出が可能となる。なお、左前
側可動体ユニット６００Ａの説明は、それぞれの可動体（右前側可動体６０１；左前側可
動体６０１Ａ）の移動方向が異なるのみで右前側可動体ユニット６００と同様の構成であ
るため省略する。
【００７４】
　また、図示しないが、下後側ベース板部６１５の前面には、取付板６２０の下端部６２
０ｅのガイド路を形成するカバーが取付けられており、下端部６２０ｅがガイド路内に挿
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入されて左右方向に移動可能でかつ前後方向に移動不能にガイドされる。そして、飾り枠
６９０（図２参照）が設けられる場合には、当該ガイド路を形成するカバー及び前側ベー
ス板６１２から延長するように設けられた図外の飾りベース板の前面に当該飾り枠６９０
が設けられる。
【００７５】
　また、図示しないが上述した各駆動装置のリンク或いはラックには、各可動体の初期状
態（非作動状態）位置検出用の被検出体が設けられ、各ベース板には、各被検出体を検出
して可動体制御手段２００Ｂに対して検出信号を出力するセンサが設けられているので、
可動体制御手段２００Ｂは、各可動体の初期状態を正確に把握でき、各可動体の正確な位
置制御を行えるようになっている。
【００７６】
　以下、上記複数の可動体を備えたパチンコ機１における遊技の流れを概説する。
　図４に示すように、主制御装置１００は、特図（特別図柄）当否抽選手段１１０、特別
図柄種類決定手段１２０、変動時間決定手段１３０、図柄変動表示制御手段１４０、及び
遊技状態制御手段１５０を主たる構成として備える。
【００７７】
　特図当否抽選手段１１０は、第１始動入賞口３０Ａ又は第２始動入賞口３０Ｂへの遊技
球の入賞を契機として出力される球検出信号の入力に基づいて、ハードウェアカウンタか
ら取得される例えば０～６５５３５までの範囲の特図抽選用乱数と、当該乱数ごとに抽選
結果（「当り」又は「外れ」）が規定された特図抽選用テーブルを参照し、「当り」又は
「外れ」いずれかの抽選結果を抽出する。
【００７８】
　特別図柄種類決定手段１２０は、前述の抽選結果が「当り」であることを条件として、
特別図柄の種類を決定する。具体的には、特別図柄種類決定手段１２０は、第１始動入賞
口３０Ａ又は第２始動入賞口３０Ｂへの遊技球の入賞を契機として出力される球検出信号
の入力に基づいて、ハードウェアカウンタから取得される例えば０～９９までの範囲の特
図種類決定用乱数と、当該乱数ごとに特別図柄の種類が規定された特図種類決定用テーブ
ルを参照しいずれかの特別図柄種類を抽出する。
　ここで、特別図柄種類には、例えば特別図柄Ａ～特別図柄Ｄまでの４種類が存在し、こ
れら特別図柄種類の相違は、後述する遊技状態制御手段１５０によって参照される。なお
、前述の抽選結果が「外れ」である場合には、本抽選処理は実行されない。
【００７９】
　変動時間決定手段１３０は、前述の特図抽選が実行されたことに応じて、特別図柄及び
演出図柄Ｓが変動を開始してから停止するまでの変動時間（演出時間）を決定する。
　具体的には、変動時間決定手段１３０は、第１始動入賞口３０Ａ又は第２始動入賞口３
０Ｂへの遊技球の入賞を契機として出力される球検出信号の入力に基づいて、ソフトウェ
アカウンタから取得される例えば０～９９までの範囲の変動時間決定用乱数と、当該乱数
ごとに変動時間が規定された変動時間決定用テーブルを参照し、いずれかの変動時間を抽
出する。
　ここで、変動時間決定用テーブルは、現在の遊技状態、及び、前述の特図抽選の結果に
応じて細分化されており、各テーブルには、例えば、２秒，５秒，１３秒，３５秒，６０
秒，９０秒のいずれかの変動時間が互いに異なる選択率により規定されている。
【００８０】
　図柄変動表示制御手段１４０は、特図抽選の結果、特別図柄抽選の結果が「当り」であ
る場合の特別図柄種類、及び変動時間に基づいて第１特別図柄表示装置４０Ａ又は第２特
別図柄表示装置４０Ｂを変動表示させるとともに、演出制御装置２００側に図柄変動コマ
ンドを送信し、演出表示装置５０の表示画面５１上に表示される演出図柄Ｓの変動を開始
させる。
【００８１】
　具体的には、図柄変動表示制御手段１４０は、第１特別図柄表示装置４０Ａ又は第２特
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別図柄表示装置４０Ｂに対して変動開始信号を出力することにより特別図柄の変動を開始
させ、変動時間が経過したことに基づいて変動停止信号を出力する。また、特別図柄の停
止態様は、前述の特図抽選の結果に基づいて「○」又は「×」のいずれかに決定される。
　なお、特図抽選用乱数取得の契機が第１始動入賞口３０Ａである場合には、第１特別図
柄表示装置４０Ａを制御対象とし、特図抽選用乱数取得の契機が第２始動入賞口３０Ｂで
ある場合には、第２特別図柄表示装置４０Ｂを制御対象とする。
【００８２】
　さらに、図柄変動表示制御手段１４０は、演出制御装置２００に対して図柄変動コマン
ドを送信する。当該図柄変動コマンドには、特図抽選の結果、特別図柄種類、及び変動時
間に係る情報が含まれており、演出制御装置２００側では、これらの情報に基づいて演出
図柄Ｓの変動時間や、変動表示中の演出パターン、或いは、複数の可動ユニット４００；
５００；６００；６００Ａ；７００；７００Ａの動作パターンを決定する。
【００８３】
　遊技状態制御手段１５０は、特図抽選の結果が「当り」である場合の特別図柄種類に応
じて、当該特図抽選の結果が「当り」であることを契機として実行される特別遊技後の遊
技状態を変更する。前述のとおり、特図抽選の結果が「当り」であり、特別図柄及び演出
図柄Ｓが「当り」であることを示す態様で停止した後には、図外の特別遊技制御手段によ
って第１大入賞口３５Ａ又は第２大入賞口３５Ｂが開放状態とされる特別遊技（所謂大当
り遊技）が実行される。そして特別遊技終了後の遊技状態は、特別図柄種類に応じて変更
され、遊技者にとって有利な遊技状態又は不利な遊技状態が醸成される。
【００８４】
　ここで、遊技状態には、「特図低確率」と、当該特図低確率の状態よりも特図抽選の結
果が「当り」となる確率が例えば１０倍高く設定された「特図高確率」と、「普図低確率
」と、当該普図高確率の場合よりも電動チューリップが開放状態となる頻度及び間隔、さ
らには特別図柄及び演出図柄Ｓの変動時間が大幅に短縮される「普図高確率」の４つの状
態が存在し、これらの状態が組み合わされることにより１つの遊技状態が醸成される。
　例えば、特別図柄種類が特別図柄Ａである場合の特別遊技後の遊技状態は、「特図高確
率」かつ「普図高確率」とされる。また、特別図柄種類が特別図柄Ｂである場合の遊技状
態は、「特図高確率」かつ「普図低確率」の状態とされる。また、特別図柄種類が特別図
柄Ｃである場合の遊技状態は、「特図低確率」かつ「普図高確率」の状態とされる。また
、特別図柄種類が特別図柄Ｄである場合の遊技状態は、「特図低確率」かつ「普図低確率
」の状態とされる。
【００８５】
　次に、主制御装置１００からの図柄変動コマンドに基づいて態様な演出を実行する演出
制御装置２００について説明する。図４に示すように、演出制御装置２００は、主として
演出表示装置５０を制御する演出表示制御手段２００Ａと、主として複数の可動ユニット
を制御する可動体制御手段２００Ｂと、主としてスピーカ８から発せられる遊技中の楽曲
や効果音等を制御する音声制御手段２００Ｃを備える。
　可動体制御手段２００Ｂ及び音声制御手段２００Ｃは、演出表示制御手段２００Ａによ
って決定される演出図柄Ｓの多様な演出パターンに応じて可動体ユニットの動作や発光態
様、遊技中の音声を制御することにより、演出図柄Ｓが変動を開始してから停止表示され
るまでの間、その演出効果を高める。以下、各制御手段についてその機能を説明する。
【００８６】
　演出表示制御手段２００Ａは、主制御装置１００から送信される図柄変動コマンドに含
まれる情報を解析し、各情報に応じた演出図柄Ｓの変動パターン（演出パターン）を決定
する。
　具体的には、演出表示制御手段２００Ａは、図柄変動コマンドの受信と同時に、ソフト
ウェアカウンタから、０～９９までの変動パターン決定用乱数を取得し、変動パターン決
定用テーブルを参照して、取得した変動パターン決定用乱数に対応する１つの変動パター
ンを抽出する。変動パターン決定用テーブルは、主制御装置１００側で決定された６種類
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の変動時間ごとに細分化されており、この細分化された変動パターン決定用テーブルは、
さらに「当り用」又は「外れ用」に細分化されている。
　そして、演出表示制御手段２００Ａは、図柄変動コマンドに含まれる特図抽選の結果、
特別図柄種類、及び変動時間に係る情報に基づいて、いずれかの変動パターン決定用テー
ブルを参照し、１つの変動パターンを決定する。
【００８７】
　ここで、変動パターン決定用テーブルに規定される変動パターンには、大別して「非リ
ーチ」，「リーチ」，「スーパーリーチ」等の演出図柄Ｓの変動態様に関連する情報が規
定されている。「リーチ」とは、３つの演出図柄Ｓの内、２つの演出図柄Ｓが同一の数字
又はキャラクターで先行停止した状態であり、変動表示中の演出図柄Ｓが先行停止した２
つの演出図柄Ｓと同一の数字又はキャラクターで停止すれば所謂「大当り」となり得る状
態である。一方、「非リーチ」とは上記以外の状態をいう。
　また、「スーパーリーチ」とは、上記「リーチ」状態の後、演出図柄Ｓの変動が停止す
るまでの間に展開される「大当り」への期待感を高める演出である。
　当該「スーパーリーチ」は、例えば１０種類に細分化されており、スーパーリーチの種
別ごとに、演出表示装置５０上で展開される画像や動画の種類や表示態様、或いは、可動
体ユニットの動作態様等の詳細が規定されている。
【００８８】
　演出表示制御手段２００Ａは、上記抽出した変動パターンに基づいて、変動開始コマン
ドを生成するとともに、生成した変動開始コマンドを演出表示装置５０側に送信する。当
該変動開始コマンドを受信した演出表示装置５０側では、演出図柄Ｓの変動表示を開始す
るとともに、変動パターンに対応する態様によって各種の演出を実行し、変動時間経過後
に特図抽選の結果を示す態様により停止表示させる。
【００８９】
　また、演出表示制御手段２００Ａは、上記抽出した変動パターンに含まれる可動体ユニ
ットの動作態様に関する情報を含む内部コマンドを可動体制御手段２００Ｂ側に送信する
。当該内部コマンドを受信した可動体制御手段２００Ｂは、内部コマンドに含まれる情報
に基づいて複数の可動体ユニットのいずれか又は複数の可動体ユニットを同時に制御し、
演出表示装置５０の表示画面５１上で展開される演出と協調した各可動体による演出を実
行する。
【００９０】
　また、演出表示制御手段２００Ａは、上記抽出した変動パターンの種別に係る情報を含
む内部コマンドを音声制御手段２００Ｃ側に送信する。当該内部コマンドを受信した音声
制御手段２００Ｃは、変動パターンの種別に係る情報に基づいて、演出ごとに異なる楽曲
データ，効果音データ等の音声データをＲＯＭから抽出し、当該抽出した音声データに基
づいてスピーカ８を制御して、演出表示装置５０上で展開される演出と協調した音声によ
る演出を実行する。
【００９１】
　次に、図１４を参照して、特定の変動パターン、具体的には「当り用」の変動パターン
テーブルが参照された場合の演出表示装置５０、下可動体５０１、右前側可動体６０１及
び左前側可動体６０１Ａが関連する演出動作の一例について説明する。
【００９２】
　特定の変動パターンが抽出された場合には、演出図柄Ｓの変動開始から例えば１３秒後
に２つの演出図柄Ｓが同一の数字又はキャラクターで仮停止する「リーチ」が醸成される
。そして、リーチ後、残る１つの演出図柄Ｓが変動を継続し、「リーチ」から例えば３０
秒後に図１４（ａ）に示すように、表示画面５１が暗転（ブラックアウト）し、前述した
右前側可動体ユニット６００及び左前側可動体ユニット６００Ａの動作が開始され、右前
可動体６０１及び左前可動体６０１Ａがその口を大きく開けながら表示画面５１の中央側
に向かって移動する。
【００９３】
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　そして、所定時間経過後に、図１４（ｂ）に示すように、口を大きく開けた状態で表示
画面５１の中央側で停止していた右前可動体６０１及び左前可動体６０１Ａがその口を閉
じながら初期位置まで復帰する。さらに、右前可動体６０１及び左前可動体６０１Ａの復
帰動作中、又は復帰動作後には、表示画面５１の中央部に前述した操作部９の形状を模し
た画像（アイコン）ＳＴ１と、人の指先を模した形状の画像が上下方向に揺動するように
表示され、遊技者に対して操作部９のボタン９Ｂを押下すべきことが促される。
【００９４】
　次に、図１４（ｃ）に示すように、遊技者によって操作部９のボタン９Ｂが押下される
と、前述した下可動体ユニット５００が上昇動作を開始し、下可動体５０１の上昇動作に
伴ってチャンピオンベルト飾り５０３の全貌が遊技者から視認可能となるとともに、左右
の炎回転飾り５０４；５０４が下可動体５０１の上昇動作に連動して左右下側から互いに
近づく方向に回動し、チャンピオンベルト飾り５０３の上方において炎が燃え上がるよう
な形態とされる。また、このとき、表示画面５１上には、上昇動作後のチャンピオンベル
ト飾り５０３、及び炎回転飾り５０４；５０４を中心として、放射状に延びる炎や稲妻が
発生する様子が画像として表示されることにより、下可動体５０１が上昇動作によって完
成形に至ったことが表現され、遊技者はあたかもチャンピオンベルトを獲得できたことに
よる達成感を得ることができる。
　そして、その後表示画面５１には、変動を継続していた演出図柄Ｓが、リーチを形成し
ていた他の演出図柄Ｓと同一の数字又はキャラクターで停止した様子が示され、当該停止
表示された３つの演出図柄Ｓを視認することにより、遊技者は特図抽選の結果が当りとな
り、大当り遊技を獲得したことを認識することができる。
【００９５】
　つまり、本実施形態に係る下可動体５０１は、特定の変動パターンが選択された場合に
動作する複数の可動体（本例の場合、右前側可動体６０１及び左前側可動体６０１Ａ）の
内、最も後に動作する可動体であって、その上昇動作によって、特図抽選の結果が「当り
」であること、換言すれば、大当り遊技を獲得したことを報知する可動体である。
　また、下可動体５０１の動作時期を他の可動体の動作完了後（初期位置への復帰後）に
設定し、下可動体５０１を単独で動作させる態様とすれば、下可動体５０１の動作による
演出をよりインパクトのある演出として見せることが可能となる。
　なお、図示の例においては、右前側可動体６０１及び左前側可動体６０１Ａを動作させ
た後に、下可動体５００を単独で動作させる態様を示したが、動作対象となる可動体や、
動作順序はこれに限られるものではなく、例えば、上可動体４０１と右前側可動体６０１
及び左前側可動体６０１Ａを動作させた後に、下可動体５０１を動作させることにより、
遊技者に対して大当り遊技を獲得したことを報知するような態様としてもよい。
【符号の説明】
【００９６】
１　パチンコ機，２０　遊技盤，２９　遊技盤ユニット，３４　開口，
５０　演出表示装置，５１　表示画面，１００　主制御装置，２００　演出制御装置，
２００Ｂ　可動体制御手段，４００　上可動体ユニット，４０１　上可動体，
４０２　上可動体駆動装置，４１０　回転リール，
４１７Ａ～４１７Ｃ　演出表示領域，５００　下可動体ユニット，５０１　下可動体,
５０３　チャンピオンベルト飾り，５０４　炎回転飾り，
６００　右前側可動体ユニット，６００Ａ　左前側可動体ユニット，
６０１　右前側可動体，６０１Ａ　左前側可動体， ６０２　右前側可動体駆動装置。
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