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(57)【要約】
【課題】演出表示装置の表示画面の前方左右端部におい
てそれぞれ前後に配置された可動体による変化に富んだ
演出を遊技者に提供できる遊技機を得る。
【解決手段】遊技盤２０の後方でかつ表示画面５１の前
方の左右端部にそれぞれ配置された一対の可動体は、前
側可動体（６０１）と後側可動体（７０１）とを備え、
前側可動体は、上側可動体及び下側可動体を備え、前側
可動体の可動体駆動装置は、上側可動体と下側可動体と
を互いに近付ける方向又は上側可動体と下側可動体とを
互いに遠ざける方向に移動可能に連結した取付板を備え
、後側可動体は、上側可動体と下側可動体とが互いに遠
ざかった状態においては遊技者から目視可能な状態とさ
れ、取付板の前面には後側可動体に関連した飾部が設け
られ、上側可動体と下側可動体とが互いに遠ざかった状
態においては、可動体演出と飾部による飾部演出とによ
る合体演出が遊技者から目視可能なように構成されてい
る。
【選択図】図２
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【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、前記遊技盤の略中央部において当該遊技盤を前後に
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た演出表示装置と、前記遊
技盤の前方から遊技者が当該遊技盤の開口を介して目視可能なように配置された前記演出
表示装置の表示画面と、前記遊技盤の後方でかつ前記表示画面の前方の左右端部にそれぞ
れ配置された一対の可動体と、前記可動体毎に設けられた複数の可動体駆動装置と、前記
可動体駆動装置の駆動を制御する制御装置とを備え、
　前記一対の可動体は、それぞれ、前記遊技盤の裏面に近い位置に設けられた前側可動体
と前記表示画面に近い位置に設けられた後側可動体とを備え、
　前記前側可動体は、連動して動くように構成された一対の上側可動体及び下側可動体を
備え、
　前記前側可動体の可動体駆動装置は、前記上側可動体と前記下側可動体とを互いに近付
ける方向又は前記上側可動体と前記下側可動体とを互いに遠ざける方向に移動可能に連結
した取付板を備え、
　前記後側可動体は、前記上側可動体と前記下側可動体とが互いに近付いた状態において
は当該前側可動体の後方に位置して遊技者から目視できない状態とされ、前記上側可動体
と前記下側可動体とが互いに遠ざかった状態においては当該前側可動体よりも前記表示画
面の中央側の前方に位置して遊技者から目視可能な状態とされ、
　前記取付板の前面には前記後側可動体に関連した飾部が設けられ、前記上側可動体と前
記下側可動体とが互いに遠ざかった状態においては、前記表示画面の中央側の前方に位置
された前記前側可動体及び前記後側可動体による可動体演出と前記取付板の前面に設けら
れた飾部による飾部演出とによる合体演出が遊技者から目視可能なように構成されたこと
を特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記前側可動体の可動体駆動装置は、前記取付板が左右方向に移動可能に取付けられた
ベース板を備え、前記ベース板の前面には前記後側可動体に関連した飾部が設けられ、
　前記ベース板の前面の飾部は、前記取付板が前記遊技盤の後方でかつ前記表示画面の前
方の左側又は右側に位置されて前記上側可動体と前記下側可動体とが互いに近付いた初期
位置状態においては前記取付板の後方に位置して遊技者から目視できない状態とされ、前
記取付板が前記遊技盤の後方でかつ前記表示画面の前方の中央側に位置されて前記上側可
動体と前記下側可動体とが互いに遠ざかった演出作動状態においては遊技者から目視可能
な状態とされ、
　前記上側可動体と前記下側可動体とが互いに遠ざかった演出作動状態において、前記ベ
ース板の前面の飾部と前記取付板の前面に設けられた飾部とが連帯した飾部演出が遊技者
から目視可能なように構成されたことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記上側可動体及び下側可動体は、前記初期位置状態から互いに近付いた状態のまま前
記表示画面の前方の中央側に移動した後、さらに、前記表示画面の前方の中央側に移動す
る過程で互いに遠ざかって前記演出作動状態となるように構成されたことを特徴とする請
求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記前側可動体は、前記上側可動体としての上側顔部分と前記下側可動体としての下側
顔部分とで構成された横顔可動体を備え、
　前記取付板は、前記上側可動体と前記下側可動体とが互いに近付いた初期位置状態にお
いては、口を閉じた横顔可動体、前記上側可動体と前記下側可動体とが互いに遠ざかった
演出作動状態においては、口を開けた横顔可動体を形成可能なように前記上側顔部分と前
記下側顔部分とを移動可能に連結したことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか
一項に記載の遊技機。
【請求項５】
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　前記横顔可動体が口を開けた演出作動状態において、前記後側可動体の可動体駆動装置
は、遊技者から前記横顔可動体が口から前記後側可動体を吐き出しているように見えるよ
うに前記後側可動体を移動させることを特徴とする請求項４に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記後側可動体は炎の形状に構成され、前記飾部は炎模様を備えたことを特徴とする請
求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の遊技機。
 
【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、鉛直方向に対して傾斜した斜め方向に移動
する可動体（特許文献１参照）や、扉のような可動体（特許文献２参照）を備えたパチン
コ機が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－４５３９１号公報
【特許文献２】特開２０１１－６７４０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の可動体は演出表示装置の表示画面の前方において斜め方向に移動して一様
な動きをするだけであり、また、特許文献２の可動体は演出表示装置の表示画面の左右の
端側の前方から表示画面の中央側の前方に移動するだけであり、変化に富んだ演出を提供
し難いといった課題があった。
　本発明は、演出表示装置の表示画面の前方左右端部においてそれぞれ前後に配置された
可動体による変化に富んだ演出を遊技者に提供できる遊技機を得ることを目的とする。
【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
、遊技盤の略中央部において当該遊技盤を前後に貫通するように形成された開口と、開口
の後方に設けられた演出表示装置と、遊技盤の前方から遊技者が当該遊技盤の開口を介し
て目視可能なように配置された演出表示装置の表示画面と、遊技盤の後方でかつ表示画面
の前方の左右端部にそれぞれ配置された一対の可動体と、可動体毎に設けられた複数の可
動体駆動装置と、可動体駆動装置の駆動を制御する制御装置とを備え、一対の可動体は、
それぞれ、遊技盤の裏面に近い位置に設けられた前側可動体と表示画面に近い位置に設け
られた後側可動体とを備え、前側可動体は、連動して動くように構成された一対の上側可
動体及び下側可動体を備え、前側可動体の可動体駆動装置は、上側可動体と下側可動体と
を互いに近付ける方向又は上側可動体と下側可動体とを互いに遠ざける方向に移動可能に
連結した取付板を備え、後側可動体は、上側可動体と下側可動体とが互いに近付いた状態
においては当該前側可動体の後方に位置して遊技者から目視できない状態とされ、上側可
動体と下側可動体とが互いに遠ざかった状態においては当該前側可動体よりも表示画面の
中央側の前方に位置して遊技者から目視可能な状態とされ、取付板の前面には後側可動体
に関連した飾部が設けられ、上側可動体と下側可動体とが互いに遠ざかった状態において
は、表示画面の中央側の前方に位置された前側可動体及び後側可動体による可動体演出と
取付板の前面に設けられた飾部による飾部演出とによる合体演出が遊技者から目視可能な
ように構成されたので、可動体と飾部とによる特徴的な協働演出が可能となり、また、後
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側可動体が遊技者から見え隠れする特徴的な演出が可能となる。
　また、前側可動体の可動体駆動装置は、取付板が左右方向に移動可能に取付けられたベ
ース板を備え、ベース板の前面には後側可動体に関連した飾部が設けられ、ベース板の前
面の飾部は、取付板が遊技盤の後方でかつ表示画面の前方の左側又は右側に位置されて上
側可動体と下側可動体とが互いに近付いた初期位置状態においては取付板の後方に位置し
て遊技者から目視できない状態とされ、取付板が遊技盤の後方でかつ表示画面の前方の中
央側に位置されて上側可動体と下側可動体とが互いに遠ざかった演出作動状態においては
遊技者から目視可能な状態とされ、上側可動体と下側可動体とが互いに遠ざかった演出作
動状態において、ベース板の前面の飾部と取付板の前面に設けられた飾部とが連帯した飾
部演出が遊技者から目視可能なように構成されたので、可動体と飾部とによる特徴的な協
働演出が可能となる。
　また、上側可動体及び下側可動体は、初期位置状態から互いに近付いた状態のまま表示
画面の前方の中央側に移動した後、さらに、表示画面の前方の中央側に移動する過程で互
いに遠ざかって演出作動状態となるように構成されたので、上側可動体及び下側可動体が
表示画面の前方の中央側に移動する途中で状態変化する特徴的な可動体演出が可能となる
。
　また、前側可動体は、上側可動体としての上側顔部分と下側可動体としての下側顔部分
とで構成された横顔可動体を備え、取付板は、上側可動体と前記下側可動体とが互いに近
付いた初期位置状態においては、口を閉じた横顔可動体、上側可動体と下側可動体とが互
いに遠ざかった演出作動状態においては、口を開けた横顔可動体を形成可能なように上側
顔部分と下側顔部分とを移動可能に連結したので、横顔が口を閉じた状態から口を開けた
状態となる特徴的な演出が可能となる。
　また、横顔可動体が口を開けた演出作動状態において、後側可動体の可動体駆動装置は
、遊技者から横顔可動体が口から後側可動体を吐き出しているように見えるように後側可
動体を移動させるので、口から物を吐き出す演出を行える。
　また、後側可動体は炎の形状に構成され、飾部は炎模様を備えたので、炎で装飾された
演出を行うことができる。
　尚、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、変化に富んだ演出を遊技者に提供できる遊技機を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】パチンコ機の斜視図。
【図２】遊技盤ユニットの分解斜視図。
【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。
【図４】右前側可動体ユニットの分解斜視図。
【図５】右前側可動体ユニットを前側から見た動作説明図。
【図６】右前側可動体ユニットを裏側から見た動作説明図。
【図７】右後側可動体ユニットの分解斜視図。
【図８】右後側可動体ユニットを前側から見た動作説明図。
【図９】パチンコ機の制御系統を示すブロック構成図。
【図１０】可動体ユニットの演出作動状態の一例を遊技盤の前側から見た図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図１～図１０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。
　尚、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
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チンコ機に対面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に開き戸状に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
面に開き戸状に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の前面に開き戸状に開閉自在に取付けられ、遊技球（
所謂「パチンコ球」、以下単に「球」という）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発射装置７Ｂ（図９参照）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。機枠２と本体枠３とパネル
扉４と前面ボード５とで遊技機枠が構成される。
【００１０】
　遊技機枠の一部である受皿６の例えば前縁には、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多様なボタン演出の際に押下
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、制御装置９９が設けられている。制御装置９９としては、
図９に示すように、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とを備える。主制御装置１００、演出制御装置２００、払出制御装置
３００は何れもＣＰＵと、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。尚、主制御装置１００、演出制御装置２００及び払出制御装置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】
　主制御装置１００は、パチンコ機１の全体を統括して制御する。演出制御装置２００は
、スピーカ８、後述する複数の可動体、演出表示装置５０、遊技盤２０に設けられたラン
プ８８（図３参照）や遊技機枠や可動体に設けられた図外のランプ等の演出部品を制御し
て、音演出、各可動体を動かす可動体演出、演出表示装置５０の表示画面５１に画像を表
示する画像演出、光演出を制御する。払出制御装置３００は、図９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９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とともに、払出計数スイッチ３０２からの信号を
入力して賞球払出装置３０１を制御する。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。
【００１４】
　図２に示すように、遊技機枠に取付けら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６００；６００Ａ；７０
０；７００Ａと、演出表示装置５０とを備える。
【００１５】
　図２；図３に示すように、遊技機枠に取付けられた遊技盤２０は、光透過性を有した矩
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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７６、センター飾り枠８０等の遊技部品を備えた構成である。
　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、一般入賞口検出セン
サ９５、第２大入賞口検出センサ９６が内蔵されている。これらの検出センサ９１；９２
；９３；９５；９６は、例えば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９参照）。
【００１６】
　遊技基板１８の盤面１９の周縁部にガイドレール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。
【００１７】
　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毎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。
【００１８】
　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
ように、前側開口３１０の有底箱状に形成され、後側の底面３１１には、演出表示装置５
０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。
　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
技者が遊技盤２０の開口３４及び表示孔３１２を介して表示画面５１を目視可能なように
演出表示装置５０が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。
【００１９】
　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８
２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。
　尚、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、あるいは、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
。
【００２０】
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　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。
【００２１】
　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３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（図９参照）により開閉される。電動チューリップ駆動装置６
５Ａ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１７０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。
【００２２】
　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。
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によって制御され、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。
【００２３】
　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
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。
【００２４】
　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。
【００２５】
　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、普通図柄表示装置４１及び演
出表示装置５０が配設されている。
【００２６】
　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（第１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「○」の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
。
【００２７】
　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（第２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「○」の点灯表示可能
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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。
　尚、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。
【００２８】
　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の変
動表示制御手段１３０（図９参照）により制御される。変動表示制御手段１３０は、第１
特図抽選又は第２特図抽選の結果に応じて所定の変動時間を決定し、当該所定の変動時間
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状態で
あり、変動停止は、変動時間後にいずれかの記号が点灯表示される状態である。
【００２９】
　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。
【００３０】
　図９に示すように、演出表示装置５０は、主制御装置１００から送信される演出コマン
ドを受信した演出制御装置２００の演出図柄制御部２１０から送信される各種のコマンド
に基づいて制御される。例えば、演出図柄制御部２１０から送信される演出用のコマンド
には、演出図柄Ｓの変動時間情報や停止図柄情報あるいは変動時間中において表示される
多様なリーチパターン情報等の演出表示に必要な各種の情報が含まれる。演出表示装置５
０側では、当該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、当該データを表示画面上に出力することにより遊技者に対して多様な演出表
示を提供する。また演出図柄制御部２１０から送信されるコマンドとしては、大当り遊技
開始時において送信される大当り遊技実行用のコマンドや、遊技中の異常を知らせるエラ
ー表示用のコマンド等も存在する。
　また、演出制御装置２００の音声制御部２２０は、演出図柄制御部２１０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。
　また、演出制御装置２００の可動体制御部２３０は、演出図柄制御部２１０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。
【００３１】
　また、演出制御装置２００は、後述する複数の可動体駆動装置の駆動源となる各モータ
ーを駆動制御し、演出図柄Ｓが変動表示されてから停止表示されるまでの間に可動体の動
作パターンによって遊技を盛り上げる。以下、本実施形態に係るパチンコ機１に搭載され
た多様な可動体ユニットについて詳説する。
【００３２】
　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、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
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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３
１４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。
【００３３】
　当該複数の可動体ユニットとしては、左前側可動体ユニット６００Ａ、右前側可動体ユ
ニット６００、左後側可動体ユニット７００Ａ、右後側可動体ユニット７００を備える。
　複数の各可動体ユニットは、それぞれ、可動体、可動体駆動装置を備える。
　即ち、複数の各可動体ユニット毎に設けられて、遊技盤２０の後方でかつ演出表示装置
５０の表示画面５１の前方に配置された複数の可動体と、複数の可動体毎に設けられた複
数の可動体駆動装置と、複数の可動体駆動装置を制御する制御装置としての演出制御装置
２００を備え、複数の可動体として、遊技盤２０の開口３４の左縁側より表示画面５１の
中央側の前方に移動可能に構成された左可動体と、遊技盤２０の開口３４の右縁側より表
示画面５１の中央側の前方に移動可能に構成された右可動体とを備える。図２に示すよう
に、左可動体は、遊技盤２０の裏面に近い位置に設けられた前側可動体を構成する左前側
可動体６０１Ａと表示画面５１に近い位置に設けられた後側可動体を構成する左後側可動
体７０１Ａとを備えている。右可動体は、遊技盤２０の裏面に近い位置に設けられた前側
可動体を構成する右前側可動体６０１と表示画面５１に近い位置に設けられた後側可動体
を構成する右後側可動体７０１とを備えている。
【００３４】
　図３に示すように、左前側可動体ユニット６００Ａは、遊技盤２０の開口３４の左縁側
における遊技盤２０の裏側の収容空間３１４に配置されて遊技盤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、初期位置状態においては、後述する右前側可動体
６０１と左右対称な左前側可動体６０１Ａが遊技盤２０の開口３４の左縁前方を装飾する
センター飾り枠８０の左飾り部８４の右端より遊技盤２０の中央側に位置されて遊技者か
ら目視可能となり、かつ、演出作動状態においては、左前側可動体６０１Ａが右方に移動
して左前側可動体６０１Ａが演出表示装置５０の表示画面５１の前方に位置されて遊技者
から目視可能となるように構成される。
　左後側可動体ユニット７００Ａは、左前側可動体ユニット６００Ａの後方の収容空間３
１４に配置されて左前側可動体ユニット６００Ａ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、初期位置状態においては、後述する右後側可動体７０１と左右対称な
左後側可動体７０１Ａが左前側可動体ユニット６００Ａの後方に位置されて遊技者から目
視できないようになっており、かつ、演出作動状態においては、左後側可動体７０１Ａが
演出作動状態の左前側可動体６０１Ａよりもさらに右方に移動して左後側可動体７０１Ａ
が演出表示装置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となるように
構成される。
　右前側可動体ユニット６００は、遊技盤２０の開口３４の右縁側における遊技盤２０の
裏側の収容空間３１４に配置されて遊技盤２０又は可動体ユニット設置空間形成用筐体３
１に取付けられ、初期位置状態においては、後述する右前側可動体６０１が遊技盤２０の
開口３４の右縁より遊技盤２０の中央側に位置されて遊技者から目視可能となり、かつ、
演出作動状態においては、右前側可動体６０１が左方に移動して右前側可動体６０１が演
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となるように構成
される。
　右後側可動体ユニット７００は、右前側可動体ユニット６００の後方の収容空間３１４
に配置されて右前側可動体ユニット６００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、初期位置状態においては、後述する右後側可動体７０１が右前側可動体ユニ
ット６００Ａの後方に位置されて遊技者から目視できないようになっており、かつ、演出
作動状態においては、右後側可動体７０１が演出作動状態の右前側可動体６０１よりもさ
らに左方に移動して右後側可動体７０１が演出表示装置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となるように構成される。
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【００３５】
　右前側可動体ユニット６００について説明する。図４に示すように、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。
【００３６】
　図５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６０
３ａ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。
【００３７】
　右前側可動体駆動装置６０２は、ベース板６０５と、このベース板６０５に演出表示装
置５０の表示画面５１に平行に取付けられて水平方向に延在するレール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。
【００３８】
　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。
　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。
【００３９】
　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。
【００４０】
　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
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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６１６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。
【００４１】
　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するよう形成された第１の長孔６３０と、後側取付板６２
２の右側下部において上下方向に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。
【００４２】
　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
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。
【００４３】
　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を貫通して当該左側支軸
６５０；６５１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６
２５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
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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。
【００４４】
　下側顔部分６０４における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６
２１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。
【００４５】
　図５；図６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５（ａ）；図６（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。
　そして、モーター６０８を一方方向に駆動させてラック６１０を左側に移動させると、
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５（ｂ）；図６（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６
５３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５（ｃ）；図６（ｃ）参照）。
　当該右前側可動体６０１は、初期位置状態においては、演出表示装置５０の表示画面５
１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、演出作動状態においては
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、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。
【００４６】
　図５（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６２１
ａ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５（ａ）に示す初期位置状態から図５（ｃ）に示す
演出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５（ｃ）に示す演出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。
【００４７】
　従って、右前側可動体ユニット６００によれば、演出制御装置２００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が初期位置状態から
左方に移動して演出作動状態となる過程において、右前側可動体６０１が左方に移動する
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６０３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、演出制御装置２００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６１６ａ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。
【００４８】
　尚、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６２０
ｅ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６
９０（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。
【００４９】
　右後側可動体ユニット７００について説明する。図７に示すように、右後側可動体ユニ
ット７００は、右後側可動体７０１と右後側可動体駆動装置７０２とを備える。
　右後側可動体７０１は、例えば炎の外形を模した可動板である。右後側可動体７０１は
光透過性を有した材料により形成され、前面に「魂」という文字を象った光透過部７０３
が形成される。右後側可動体７０１の裏面には、図外の光源及び光源制御基板が設けられ
ており、光源からの光が光透過部７０３を通過することで「魂」という文字が光って表示
される。
【００５０】
　右後側可動体駆動装置７０２は、駆動源としてのステップモーター等のモーター７０４
と、伝達機構７０５と、ベース板７０６と、リンク装置７０７とを備える。
　ベース板７０６は、前側ベース板７１０と後側ベース板７１１とを備える。後側ベース
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板７１１が前側ベース板７１０の後側に配置され、後側ベース板７１１と前側ベース板７
１０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７１０の前面にはモーター７０４が固定状態により付けられ、モー
ター７０４の出力軸が前側ベース板７１０に形成された孔を貫通して当該出力軸の先端側
に出力歯車７１５が取付けられる。伝達機構７０５は、例えば、モーターの出力軸に回転
可能に取付けられた出力歯車７１５、出力歯車７１５と噛合う最終歯車７１６により構成
される。最終歯車７１６の回転中心軸７１７の一端部が前側ベース板７１０に固定され、
回転中心軸７１７の他端部が最終歯車７１６の回転中心孔７１８に挿着されて最終歯車７
１６が回転中心軸７１７を回転中心として回転可能に設けられている。
【００５１】
　リンク装置７０７は、左リンク７２０と、右リンク７２１と、最終歯車７１６の円板の
裏面の外周側より後方に突出するように設けられた伝達軸７２２とを備える。
　左リンク７２０は、左リンク７２０の一端が、当該一端に形成された回転中心孔７６１
に貫通されてベース板７０６の固定孔７５０；７５１に固定された回転中心軸７２４を介
して回転可能に取付けられており、また、左リンク７２０の他端が、右後側可動体７０１
の裏面に固定された回転中心軸７２６に回転可能に取付けられている。
　右リンク７２１は、右リンク７２１の一端側が、当該一端側に形成された回転中心孔７
６２に貫通されてベース板７０６の固定孔７８０；７８１に固定された回転中心軸７２５
を介して回転可能に取付けられており、また、右リンク７２１の他端が、右後側可動体７
０１の裏面に固定された回転中心軸７２７に回転可能に取付けられている。
　左リンク７２０は、ベース板７０６に固定された回転中心軸７２４より延長する一端部
７３１と、右後側可動体７０１の裏面に固定された回転中心軸７２６より延長する他端部
７３２と、一端部７３１と他端部７３２とを繋ぐ中間部７３３とを備えた構成である。
　右リンク７２１は、左リンク７２０の一端部７３１と平行に配置された一端部７３５と
、左リンク７２０の他端部７３２と平行に配置された他端部７３６と、一端部７３５と他
端部７３６とを繋ぎ、左リンク７２０の中間部７３３と平行に配置された中間部７３７と
を備えた構成である。
　右リンク７２１の一端部７３５の内側には一端部７３６の延長方向に延長する長孔７４
０が形成され、最終歯車７１６に設けられた伝達軸７２２が長孔７４０内に挿入されてい
る。右リンク７２１の一端部７３５と中間部７３７との境界部分に回転中心孔７６２が形
成されている。
【００５２】
　従って、図８（ａ）のように、左リンク７２０の他端部７３２、右リンク７２１の他端
部７３６が上下垂直方向に延長する初期位置状態から、モーター７０４を一方方向に駆動
すると、最終歯車７１６が左回転し、伝達軸７２２が円弧上を移動して上方に移動するの
に伴って伝達軸７２２が右リンク７２１の長孔７４０の内壁を押圧することにより、右リ
ンク７２１の一端部７３５が回転中心軸７２５を回転中心として上方に移動するので、右
リンク７２１が回転中心軸７２５を回転中心として右回りに回転するとともに、右リンク
７２１の他端が回転中心軸７２７を中心として回転し、また、左リンク７２０の他端も回
転中心軸７２６を中心として回転するのに伴って、左リンク７２０が回転中心軸７２４を
回転中心として右回りに回転する。よって、左リンク７２０の他端及び右リンク７２１の
他端が回転中心軸７２５；７２７を回転中心として右回りに回転するとともに、右後側可
動体７０１は回転しないそのままの状態で左方向に移動して演出作動状態となる（図８（
ｂ）参照）。
【００５３】
　尚、左リンク７２０及び右リンク７２１が右回りに最大限回転した状態においては、各
リンクの中間部７３３；７３７が垂直に延長する演出作動状態となり、この演出作動状態
において、右後側可動体７０１は表示画面５１の前方に位置される。
　ベース板７０６は、初期位置において右リンク７２１の中間部７３７と接触して右リン
ク７２１が初期位置を越えて左回りに回転することを規制する図外の規制部を備えるとと
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もに、演出作動状態において右リンク７２１の一端部７３５と接触して右リンク７２１が
演出作動状態の位置を越えて右回りに回転することを規制する図外の規制部を備える。
【００５４】
　右後側可動体ユニット７００は、ベース板７０６が右前側可動体ユニット６００のベー
ス板６０５に固定されたり、ベース板７０６が可動体ユニット設置空間形成用筐体３１に
固定されることによって、右前側可動体ユニット６００の後方に位置するように配置され
る。
【００５５】
　右後側可動体ユニット７００によれば、演出制御装置２００により制御される右後側可
動体駆動装置７０２によって、右後側可動体７０１は、例えば上述した右前側可動体６０
１が口を大きく開けた表情の演出作動状態となった際に、左方向に移動して演出作動状態
となるように制御されることによって、右前側可動体６０１で演出された開いた口から「
魂」という文字が光る右後側可動体７０１が吐き出されるような演出を遊技者に見せるこ
とができ、遊技者の期待感を高める演出が可能となる。
【００５６】
　尚、左前側可動体ユニット６００Ａと右前側可動体ユニット６００とは遊技盤２０の遊
技領域２０Ａの中心を通過して上下方向に延長する中心線を境として左右対称の構成であ
り、左後側可動体ユニット７００Ａ及び右後側可動体ユニット７００も前記中心線を境と
して左右対称の構成である。そして、左後側可動体ユニット７００Ａは、前面に「闘」と
いう文字を象った光透過部７０３が形成された左後側可動体７０１Ａ（図２参照）を備え
る。従って、右後側可動体７０１と左後側可動体７０１Ａが演出表示装置５０の表示画面
５１の前方に互に近付くように出現する演出、即ち、右前側可動体６０１で演出された開
いた口から「魂」という文字が光る右後側可動体７０１が吐き出される演出作動状態とな
り、かつ、左前側可動体６０１Ａ（図２参照）で演出された開いた口から「闘」という文
字が光る左後側可動体７０１Ａが吐き出される演出作動状態となることによって、左右の
左後側可動体７０１Ａ及び右後側可動体７０１の開いた口から炎が吐き出され、吐き出さ
れた各炎の中の光る文字である「闘」と「魂」とが並んだ炎中の「闘魂」という文字が表
示画面５１の前方に出現して遊技者に表示される特徴的な複合演出を行うことが可能とな
る。
【００５７】
　右前側可動体ユニット６００の右前側可動体６０１は演出作動状態において、右後側可
動体ユニット７００の演出作動状態における右後側可動体ユニット７００の左リンク７２
０と右リンク７２１とが遊技者に目視されないように左リンク７２０と右リンク７２１と
の前方に位置するように構成される。左前側可動体ユニット６００Ａと左後側可動体ユニ
ット７００Ａとの関係も同様に、左前側可動体６０１Ａは演出作動状態において、左後側
可動体ユニット７００Ａの演出作動状態における左後側可動体ユニット７００Ａの左リン
クと右リンクとが遊技者に目視されないように左リンクと右リンクとの前方に位置するよ
うに構成される。
　よって、上述した例えば「闘魂」という文字が表示画面５１の前方に出現して遊技者に
表示される特徴的な複合演出において、右前側可動体６０１の顔と右後側可動体７０１の
文字付炎とが一体感を有した演出を提供でき、かつ、左前側可動体６０１Ａの顔と左後側
可動体７０１Ａの文字付炎とが一体感を有した演出を提供できるようになる。
【００５８】
　言い換えれば、炎の外形を模した可動板の前面に「闘」という文字が光って表示される
ように構成された左後側可動体７０１Ａ、及び、炎の外形を模した可動板の前面に「魂」
という文字が光って表示されるように構成された右後側可動体７０１が、遊技者から目視
できないように左前側可動体６０１Ａ、及び、右前側可動体６０１の後側に位置された初
期位置状態から、図１０に示すように演出動作状態の左前側可動体６０１Ａ、及び、右前
側可動体６０１よりも表示画面５１前方の中央側に位置されて遊技者から目視可能な演出
動作状態となった場合に、左後側可動体ユニット７００Ａの左後側可動体７０１Ａ以外の
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部分、及び、右後側可動体ユニット７００の右後側可動体７０１以外の部分は、演出動作
状態の左前側可動体６０１Ａ、及び、右前側可動体６０１の後方に位置されて遊技者から
目視できないように構成されているので、左前側可動体６０１Ａ、及び、右前側可動体６
０１の横顔の人物が炎で覆われた「闘魂」という光る文字を口から吐き出すような連続し
た一体感のある「闘魂」吐き出し演出を違和感なく遊技者に見せることができる。
【００５９】
　さらに、左前側可動体ユニット６００Ａ、及び、右前側可動体ユニット６００は、前面
に光透過飾部及び光非透過飾部を有した、前側可動体（左前側可動体６０１Ａ；右前側可
動体６０１）、前側取付板６２１、中央後側ベース板部６１６を備えた構成であるので、
上側顔部分６０３及び下側顔部分６０４で構成された横顔可動体を備えた左前側可動体６
０１Ａ；右前側可動体６０１が図５（ａ）；図５（ｂ）に示すように表示画面５１の中央
側前方に移動する過程で前側取付板６２１の後側に中央後側ベース板部６１６の前面の光
透過飾部６１６ａ及び光非透過飾部６１６ｂが遊技者から目視可能なように出現し始め、
上側顔部分６０３及び下側顔部分６０４が互いに離れて口を開くようになる演出動作状態
において、前側取付板６２１の前面及び中央後側ベース板部６１６の前面の遊技者から目
視可能な領域が最大となって、上側顔部分６０３の炎模様部分６０３ａ；下側顔部分６０
４の炎模様部分６０４ａ；前側取付板６２１の光透過飾部６２１ａ；中央後側ベース板部
６１６の光透過飾部６１６ａが、前側可動体の横顔の開いた口の中央側から横顔の後方側
に放射状に広がって延長する炎拡大演出を遊技者に見せることができるようになる。そし
て、図１０に示すように、この炎拡大演出の炎から炎で覆われた「闘魂」という光る文字
が口から吐き出されているような連続した一体感のある「闘魂」吐き出し演出が可能とな
る。
【００６０】
　また、図示しないが、各駆動装置のリンクあるいはラックには、各可動体の初期状態位
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演出制御装置２
００に可動体が初期状態位置に位置していることを示す信号を出力するセンサが設けられ
ているので、演出制御装置２００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。
【００６１】
　可動体は演出制御装置２００による制御によって、図３に示す各可動体の初期位置状態
から例えば図１０に示す演出作動状態に制御される。
　即ち、図１０に示すように、左前側可動体６０１Ａ及び左後側可動体７０１Ａが右方に
移動し、右前側可動体６０１及び右後側可動体７０１が左方向に移動し、これら可動体が
演出表示装置５０の表示画面５１の中央側前方に位置されることで、左前側可動体６０１
Ａ及び右前側可動体６０１の横顔可動体の顔が口を開いて吼えている状態を演出し、左後
側可動体７０１Ａ及び右後側可動体７０１が左前側可動体６０１Ａ及び右前側可動体６０
１の口から飛び出して炎で装飾された「闘魂」という文字を形成する状態を演出する。
【００６２】
　即ち、左右対称な左前側可動体６０１Ａ及び右前側可動体６０１によりそれぞれ横顔可
動体が構成され、これら横顔可動体が初期位置状態においては当該横顔が口を閉じた状態
となり、これら横顔可動体が演出作動状態においては当該横顔が口を開けた状態となる演
出を行える。さらに、横顔可動体を備えた左前側可動体６０１Ａ及び右前側可動体６０１
が口を開けた状態において口から「闘魂」という炎修飾文字を形成する左後側可動体７０
１Ａ及び右後側可動体７０１を吐き出している演出を行える。
【００６３】
　このように、左前側可動体６０１Ａ及び右前側可動体６０１は、初期位置状態において
は、演出表示装置５０の表示画面５１の前方に設けられた収容空間３１４において遊技盤
２０の開口３４の左右の開口縁付近に位置されて当該開口縁付近を飾る飾り部品として機
能し、かつ、演出作動状態においては、表示画面５１の中央側の前方に近付くように移動
する際に特徴的な動きをして特徴的な演出を遊技盤２０の開口３４を介して前方の遊技者
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に見せるように制御される。そして、左前側可動体６０１Ａ及び右前側可動体６０１の演
出作動状態において、左後側可動体７０１Ａ及び右後側可動体７０１が演出表示装置５０
の表示画面５１の中央側前方に互いに近付くように出現する演出作動状態となり、左前側
可動体６０１Ａ及び右前側可動体６０１の横顔可動体の口から炎で装飾された「闘魂」と
いう文字を吐き出しているような特徴的な演出を遊技盤２０の開口３４を介して前方の遊
技者に見せることができる。
【００６４】
　実施形態によれば、複数の可動体として、左可動体と右可動体とを備え、左可動体及び
右可動体は、それぞれ、遊技盤２０の裏面に近い位置に設けられた前側可動体６０１Ａ；
６０１と表示画面５１に近い位置に設けられた後側可動体７０１Ａ；７０１とを備えたの
で、前側可動体と後側可動体とによる特徴的な協働演出が可能となる。
　さらに、左右の前側可動体６０１Ａ；６０１は、上側可動体としての上側顔部分６０３
と下側可動体としての下側顔部分６０４とを備え、前側可動体が遊技盤２０の開口３４の
左縁側又は右縁側より表示画面５１の中央側の前方に移動するのに伴って上側可動体と下
側可動体とが互いに離れる方向に移動するように構成されたので、上側可動体と下側可動
体とによる特徴的な協働演出が可能となる。
　また、左右の後側可動体７０１Ａ；７０１は、遊技盤２０の開口３４の左縁側又は右縁
側に位置している場合には、遊技盤２０の前方から遊技者が遊技盤２０の開口３４を介し
て目視できないように前側可動体６０１Ａ；６０１の後方に位置されており、遊技盤２０
の開口３４の左縁側又は右縁側側より表示画面５１の中央側の前方に移動した場合には、
前側可動体６０１Ａ；６０１よりも表示画面５１の中央側の前方に位置されて遊技盤２０
の前方から遊技者が遊技盤２０の開口３４を介して目視可能となるように構成されたので
、遊技盤２０の前方から見え隠れするように制御される後側可動体７０１Ａ；７０１によ
る特徴的な演出が可能となる。
【００６５】
　また、前側可動体の可動体駆動装置は、上側可動体と下側可動体とを互いに近付ける方
向又は上側可動体と下側可動体とを互いに遠ざける方向に移動可能に連結した前側取付板
６２１と後側取付板６２２とを備えた取付板６２０を備え、後側可動体は、上側可動体と
下側可動体とが互いに近付いた状態においては前側可動体の後方に位置して遊技者から目
視できない状態とされ、上側可動体と下側可動体とが互いに遠ざかった状態においては前
側可動体よりも表示画面５１の中央側の前方に位置して遊技者から目視可能な状態とされ
、前側取付板６２１の前面には後側可動体に関連した飾部としての光透過飾部６２１ａ及
び光非透過飾部６２１ｂが設けられ、上側可動体と下側可動体とが互いに遠ざかった状態
においては、表示画面５１の中央側の前方に位置された前側可動体及び後側可動体による
可動体演出と前側取付板６２１の前面に設けられた飾部による飾部演出とによる合体演出
が遊技者から目視可能なように構成されたので、可動体と飾部とによる特徴的な協働演出
が可能となる。
　また、前側可動体の可動体駆動装置は、取付板６２０が左右方向に移動可能に取付けら
れたベース板６０５を備え、ベース板６０５における中央後側ベース板部６１６の前面に
は後側可動体に関連した飾部としての光透過飾部６１６ａと光非透過飾部６１６ｂとが設
けられ、中央後側ベース板部６１６の前面の光透過飾部６１６ａ及び光非透過飾部６１６
ｂは、取付板６２０が遊技盤２０の後方でかつ表示画面５１の前方の左側又は右側に位置
されて上側可動体と下側可動体とが互いに近付いた初期位置状態においては取付板６２０
の後方に位置して遊技者から目視できない状態とされ、取付板６２０が遊技盤２０の後方
でかつ表示画面５１の前方の中央側に位置されて上側可動体と下側可動体とが互いに遠ざ
かった演出作動状態においては遊技者から目視可能な状態とされ、上側可動体と下側可動
体とが互いに遠ざかった演出作動状態において、中央後側ベース板部６１６の前面の光透
過飾部６１６ａと光非透過飾部６１６ｂと前側取付板６２１の前面の光透過飾部６２１ａ
及び光非透過飾部６２１ｂとが連帯した飾部演出が遊技者から目視可能なように構成され
たので、可動体と飾部とによる特徴的な協働演出が可能となる。
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　また、上側可動体及び下側可動体は、初期位置状態から互いに近付いた状態のまま表示
画面５１の前方の中央側に移動した後、さらに、表示画面５１の前方の中央側に移動する
過程で互いに遠ざかって演出作動状態となるように構成されたので、上側可動体及び下側
可動体が表示画面５１の前方の中央側に移動する途中で状態変化する特徴的な可動体演出
が可能となる。
【００６６】
　前側可動体を構成する上側可動体及び下側可動体は人の横顔可動体以外を構成するもの
であってもよいし、後側可動体は炎の形状以外を構成するものであってもよい。
　例えば、上側可動体及び下側可動体で魚や動物の横顔を構成するとともに前記後側可動
体でえさを構成するようにし、この魚や動物がえさに食いつくような演出を行うような可
動体を構成したり、上側可動体及び下側可動体で宝箱の蓋及び箱を構成するとともに前記
後側可動体で宝物を構成するようにし、この宝箱の蓋が開いて宝物が飛び出す演出を行う
ような可動体を構成してもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１　パチンコ機、２０　遊技盤、２９　遊技盤ユニット、３４　遊技盤の開口、
５０　演出表示装置、５１　表示画面、２００　演出制御装置（制御装置）、
６００Ａ　左前側可動体ユニット、６０１Ａ　左前側可動体（前側可動体）、
６００　右前側可動体ユニット、６０１　右前側可動体（前側可動体）、
６０２　右前側可動体駆動装置、６０３　上側顔部分（上側可動体）、
６０４　下側顔部分（下側可動体）、６１６　中央後側ベース板部（ベース板）、
６１６ａ　光透過飾部（飾部）、６１６ｂ　光非透過飾部（飾部）、
６２０　取付板、６２１ａ　光透過飾部（飾部）、６２１ｂ　光非透過飾部（飾部）、
７００Ａ　左後側可動体ユニット、７０１Ａ　左後側可動体（後側可動体）、
７００　右後側可動体ユニット、７０１　右後側可動体（後側可動体）、
７０２　右後側可動体駆動装置。
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