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(57)【要約】
【課題】動くことにより遊技演出を行う可動体を具備し
た演出用可動装置を備える遊技機であって、この可動体
をより遊技者にとって視認し易いものにして、さらに遊
技の興趣を向上させる。
【解決手段】遊技関係領域Ｓは、発射された遊技球が転
がりつつ落下する遊技領域Ｔ１と、発射された遊技球の
進入が規制される遊技球進入規制領域Ｔ２とを有し、表
示装置３０は、遊技球進入規制領域Ｔ２内に設けられて
いる。可動体５５の可動範囲は、遊技球進入規制領域Ｔ
２内に設けられた表示装置３０の前面に設けられた透過
性前枠４０の前面のうち、表示装置３０にて表示される
大当り図柄のうち最も接近している大当り図柄を、可動
体５５の一部である手部５７によって隠すまでの範囲で
設定されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動くことにより遊技演出を行う可動体を具備した演出用可動装置を備える遊技機であっ
て、
　前記演出用可動装置は、外部に露出する枠体に設置され、
　前記可動体の可動範囲は、遊技領域を含めた遊技関係領域の前面範囲に亘って設けられ
る透過性前枠の前面に及ぶように設定されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技機において、
　前記演出用可動装置は、前記遊技関係領域にて行われる遊技演出に関連付けられて前記
可動体を動かすように構成されていることを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の遊技機において、
　前記遊技関係領域には、表示装置が設けられており、
　前記可動体の可動範囲は、前記表示装置の前面に設けられた前記透過性前枠の前面の少
なくとも一部に及ぶように設定されていることを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　請求項３に記載の遊技機であり、
　前記遊技機は、前記遊技領域に向けて遊技球を発射する弾球遊技機にて構成され、
　前記遊技関係領域は、発射された遊技球が転がりつつ落下する前記遊技領域と、発射さ
れた遊技球の進入が規制される遊技球進入規制領域とを有し、
　前記表示装置は、前記遊技球進入規制領域内に設けられており、
　前記可動体の可動範囲は、前記遊技球進入規制領域内に設けられた前記表示装置の前面
に設けられた前記透過性前枠の前面の少なくとも一部に及ぶように設定されていることを
特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関し、詳しくは、動くことにより遊技演出を行う可動体を具備した
演出用可動装置を備える遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ遊技機に代表される遊技機にあっては、遊技盤を備える。この遊技盤に
は、発射装置にて遊技球が発射される遊技領域が設けられている。遊技領域に発射された
遊技球は、この遊技領域内で転がりつつ落下するようになっている。このため、この遊技
領域には、この遊技球の落下に変化を加えるための釘および風車が設けられ、さらに遊技
球が入賞する入賞口や、入賞口の入賞等に起因して作動する役物や大当り入賞口等が設け
られる。
　ところで、この種の遊技機にあっては、適宜の駆動手段により動く可動体が設けられて
構成されるものが知られている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１にて開示される
遊技機にあっては、遊技機の上方に可動装置にて動く可動体が設けられている。このよう
に適宜の駆動手段により動く可動体が設けられていると、遊技者は、この動きを目で見て
楽しむことができ、遊技の興趣は高められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２４７２１２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、上記特許文献１にて開示される可動装置が設置される遊技機にあっては
、可動装置による動きは、遊技機にてなされる遊技演出（ゲーム性の演出）とは関係のな
いものとなっている。このため、この遊技機にあっては、遊技機自体のゲーム性とは関連
せず、単に上方で可動体が動いているに過ぎず、遊技者にとって飽き易い演出となってい
た。
　他方、たとえ遊技機自体のゲーム性に、この可動装置による演出を関連付けたとしても
、遊技上の判定表示位置と可動体との視認位置とは、互いにかけ離れている位置に存する
こととなる。このため、遊技者は、判定表示に関して集中的に見てしまうばかりで、可動
体の動きは遊技の興趣に寄与し難いものとなっていた。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたものであって、本発明が解決しようとする課
題は、動くことにより遊技演出を行う可動体を具備した演出用可動装置を備える遊技機で
あって、この可動体の動きを、より遊技者にとって視認し易いものにして、さらに遊技の
興趣を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した課題を解決するにあたって本発明に係る遊技機は、次の手段を採用する。
　すなわち、本発明の第１の発明に係る遊技機は、動くことにより遊技演出を行う可動体
を具備した演出用可動装置を備える遊技機であって、前記演出用可動装置は、外部に露出
する枠体に設置され、前記可動体の可動範囲は、遊技領域を含めた遊技関係領域の前面範
囲に亘って設けられる透過性前枠の前面に及ぶように設定されていることを特徴とする。
【０００７】
　この遊技機によれば、演出用可動装置は、外部に露出する枠体に設置され、可動体の可
動範囲は、遊技領域を含めた遊技関係領域の前面範囲に亘って設けられる透過性前枠の前
面に及ぶように設定されているので、演出用可動装置の可動体を動かすことによって、遊
技領域を含めた遊技関係領域の前面に可動体を位置させることができる。
　これによって、遊技者が遊技するにあたって、遊技における大当り判定等が表示される
遊技関係領域に可動体を位置させることができ、遊技者にとって可動体をより視認し易い
ものにして、遊技の面白みを向上させることができる。
　なお、「遊技領域」とは、遊技に関しての盤面等において領域設定されるものであり、
例えば遊技者の操作にて発射された遊技球が転がりつつ落下する領域、遊技者の操作にて
リールが回転停止する領域等が挙げられ、遊技機にて行う遊技に関する主たる領域である
ことを意味する。また、「遊技関係領域」とは、この遊技領域を含み、遊技における大当
り判定等の遊技に関しての判定表示や演出表示がなされるような、遊技機にて行う遊技に
関して副次的遊技領域をも含む領域であることを意味する。
【０００８】
　第２の発明に係る遊技機は、前記第１の発明に係る遊技機において、前記演出用可動装
置は、前記遊技関係領域にて行われる遊技演出に関連付けられて前記可動体を動かすよう
に構成されていることを特徴とする。
　この遊技機によれば、演出用可動装置は、遊技関係領域にて行われる遊技演出に関連付
けられて可動体を動かすように構成されているので、上記した可動体の動きが他の遊技演
出と連動したものとなって、可動体の動きが、あたかも他の遊技演出に作用しているよう
に遊技者は感じられることとなり、遊技の面白みをより一層向上させることができる。
【０００９】
　第３の発明に係る遊技機は、前記第１の発明または前記第２の発明に係る遊技機におい
て、前記遊技関係領域には、表示装置が設けられており、前記可動体の可動範囲は、前記
表示装置の前面に設けられた前記透過性前枠の前面の少なくとも一部に及ぶように設定さ
れていることを特徴とする。
　この遊技機によれば、遊技関係領域には、表示装置が設けられており、可動体の可動範
囲は、表示装置の前面に設けられた透過性前枠の前面の少なくとも一部に及ぶように設定
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されているので、可動体の動きが、あたかも表示装置にて行われる遊技演出（表示演出）
に作用しているように遊技者は感じられることとなり、遊技の面白みをより一層向上させ
ることができる。
【００１０】
　第４の発明に係る遊技機は、前記第３の発明に係る遊技機であり、前記遊技機は、前記
遊技領域に向けて遊技球を発射する弾球遊技機にて構成され、前記遊技関係領域は、発射
された遊技球が転がりつつ落下する前記遊技領域と、発射された遊技球の進入が規制され
る遊技球進入規制領域とを有し、前記表示装置は、前記遊技球進入規制領域内に設けられ
ており、前記可動体の可動範囲は、前記遊技球進入規制領域内に設けられた前記表示装置
の前面に設けられた前記透過性前枠の前面の少なくとも一部に及ぶように設定されている
ことを特徴とする。
　この遊技機によれば、遊技関係領域は、発射された遊技球が転がりつつ落下する遊技領
域と、発射された遊技球の進入が規制される遊技球進入規制領域とを有し、表示装置は、
遊技球進入規制領域内に設けられており、可動体の可動範囲は、遊技球進入規制領域内に
設けられた表示装置の前面に設けられた透過性前枠の前面の少なくとも一部に及ぶように
設定されているので、可動体は遊技球進入規制領域内でしか可動しないこととなって、発
射された遊技球が可動体と重なってしまって見え難くなってしまうことがなくなる。これ
によって、遊技者は、発射された遊技球を確実に見ることができ、遊技の興趣を向上させ
ることができる。加えて言えば、可動体の可動範囲に設定される遊技球進入規制領域は、
発射された遊技球が転がりつつ落下する遊技球転動領域とは別で設けられているので、た
とえ可動体を大きく構成した場合であっても、遊技者は発射された遊技球を確実に見るこ
とができる。つまり、可動体自体の大きさを大きく構成することができるばかりか、可動
体の仕掛け等の応用も多彩なものとすることができ、遊技の興趣をより向上させることが
できる。
【発明の効果】
【００１１】
　第１の発明に係る遊技機によれば、遊技者が遊技するにあたって、遊技における大当り
判定等が表示される遊技関係領域に可動体を位置させることができ、遊技者にとって可動
体をより視認し易いものにして、遊技の面白みを向上させることができる。
　第２の発明に係る遊技機によれば、可動体の動きが、あたかも他の遊技演出に作用して
いるように遊技者は感じられることとなり、遊技の面白みをより一層向上させることがで
きる。
　第３の発明に係る遊技機によれば、可動体の動きが、あたかも表示装置にて行われる遊
技演出（表示演出）に作用しているように遊技者は感じられることとなり、遊技の面白み
をより一層向上させることができる。
　第４の発明に係る遊技機によれば、遊技者は発射された遊技球を確実に見ることができ
つつ、可動体自体の大きさを大きくできるばかりか、可動体の仕掛け等の応用も多彩なも
のとすることができ、遊技の興趣をより向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明を実施する形態となる遊技機の一例としてのパチンコ遊技機を概略的に示
す正面概略図である。
【図２】図１に示すパチンコ遊技機の遊技関係領域について概略的に拡大して示す拡大正
面概略図である。
【図３】図１に示すパチンコ遊技機のうち遊技関係領域が設定される部分についての側面
を概略的に示す側面概略図である。
【図４】表示装置の表示と可動体の動きとの例を順次示す表示動き図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
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　図１は、本発明を実施する形態となる遊技機の一例としての弾球遊技機について概略的
に示すものであり、より詳しくは本発明に係る弾球遊技機であるパチンコ遊技機（以下、
単に、パチンコ機と称する）１０を概略的に示す正面概略図である。
　パチンコ機１０は、図１に示すように、外縁に面する外枠１１と、この外枠１１にて支
持される前枠１２を備える。前枠１２は、ヒンジ構造を有した連結部材１３により外枠１
１に連結され、外枠１１に対して扉状に片側開閉するようになっている。なお、前枠１２
は、外枠１１に対し前面側（遊技者側）に設置され、後面側（奥側）にて遊技盤２０を支
持する。また、前枠１２には、発射装置１４、上皿１５、下皿１６が設置されている。ま
た、上皿１５には、遊技者の任意により各種の操作を入力するための操作入力スイッチ１
７が設けられている。
【００１４】
　次に、前枠１２にて支持される遊技盤２０について説明する。
　図２は、図１に示すパチンコ機１０の遊技盤２０について概略的に拡大して示す拡大正
面概略図である。図３は、図１に示すパチンコ機１０のうち遊技関係領域Ｓが設定される
部分についての側面を概略模式的に示す概略側面模式図である。
　図２にて拡大して示すように、遊技盤２０の前面（遊技盤面）には、遊技者が遊技を楽
しむ上の領域となる遊技関係領域Ｓが設けられている。すなわち、図２にて示す符号Ｓは
、遊技者が遊技を楽しむ上の領域となる遊技関係領域であり、後に説明する遊技領域Ｔ１
を含み、遊技における大当り判定等の遊技に関しての判定表示や演出表示がなされるよう
な、パチンコ機１０にて行う遊技に関して副次的遊技領域をも含む領域である。この遊技
関係領域Ｓには、水平方向に延びる隔離リブ１９が設けられている。この隔離リブ１９は
、遊技球の進入を規制する仕切り壁として機能するものであり、遊技盤２０から前面側（
遊技者側）に向かって突出するように且つ水平方向に延びるように形成されている。具体
的には、隔離リブ１９は、遊技盤２０に対して、通常広く用いられる遊技領域を上下半分
に分割するかのように設けられるものであり、樹脂製の適宜の部材にて形成される。つま
り、通常広く用いられる遊技領域を隔離リブ１９にて上下半分に分割することにより、遊
技関係領域Ｓは、分割した下半分の領域に設定される遊技領域Ｔ１と、分割した上半分の
領域に設定される遊技球進入規制領域Ｔ２とを備える。このように遊技盤２０に設けられ
た隔離リブ１９によって、発射装置１４から発射された遊技球は、遊技領域Ｔ１には進入
可能なものとなり、遊技球進入規制領域Ｔ２には進入が規制されることとなる。
【００１５】
　遊技領域Ｔ１は、上記したように遊技に関しての盤面等となる遊技盤２０において領域
設定されるものであり、パチンコ機１０にて行う遊技に関する主たる領域である。この遊
技領域Ｔ１は、このパチンコ機１０においては、遊技者の操作にて発射装置１４から発射
される遊技球が進入する領域に設定されている。すなわち、遊技領域Ｔ１は、上記したよ
うに、通常広く用いられる遊技領域を隔離リブ１９にて上下半分に分割した下半分の領域
に設定されており、領域の面積としても通常の遊技領域に比して半分の面積となっている
。つまり、遊技領域Ｔ１は、発射装置１４にて遊技球が発射され、発射された遊技球が転
がりつつ落下する領域として設定されている。
【００１６】
　この遊技領域Ｔ１には、発射装置１４にて発射された遊技球を案内するための案内レー
ル２１が設けられている。この遊技領域Ｔ１には、発射装置１４にて発射され案内レール
２１にて案内された遊技球が転がりつつ落下するにあたって、この遊技球の落下に変化を
加えるための釘（不図示）および風車２２が設けられる。また、この遊技領域Ｔ１には、
遊技球が入賞した際に大当り判定処理を行う始動入賞口２３と、この大当り判定処理によ
り大当りと判定された際に開閉される大当り入賞口２４とが設けられている。なお、始動
入賞口２３に遊技球が入賞した際には、図示していないが、外枠１１の内部に設置される
制御装置（不図示）にて大当り判定処理がなされ、この判定処理に基づき後述する表示装
置３０の表示演出を制御処理するようになっている。また、この遊技領域Ｔ１には、普通
入賞口２５、スルーチャッカー２６等も設けられている。
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【００１７】
　遊技球進入規制領域Ｔ２は、遊技における大当り判定等の遊技に関しての判定表示や演
出表示がなされるのみの領域であり、演出用可動装置５０の可動体５５が動く可動範囲が
及ぶ領域として設定されている。
　遊技球進入規制領域Ｔ２は、このパチンコ機１０においては、遊技者の操作にて発射装
置１４から発射される遊技球の進入が規制される領域に設定されている。この遊技球進入
規制領域Ｔ２は、上記したように、通常広く用いられる遊技領域を隔離リブ１９にて上下
半分に分割した上半分の領域に設定されており、領域の面積としても通常の遊技領域に比
して半分の面積となっている。つまり、遊技領域Ｔ１は、発射装置１４にて発射された遊
技球は、上記したように遊技盤２０に設けられた隔離リブ１９により進入が規制されてい
る。
【００１８】
　図３に示すように、遊技盤２０のうち遊技球進入規制領域Ｔ２の裏側には、表示装置３
０が設置されている。この表示装置３０は、一般的に広く用いられる液晶表示装置により
構成されており、判定表示や演出表示等の表示を行う装置である。この表示装置３０は、
上記したように始動入賞口２３に遊技球が入賞した際に制御装置によりなされる大当り判
定処理に基づき、表示演出するように制御処理される。具体的には、横に３つ並ぶ大当り
図柄が、スクロールするように順次入れ替わって表示演出するようになっている。なお、
上記した制御装置による大当り判定処理にて大当りと判定された場合には、この横に３つ
並ぶ大当り図柄は揃うように表示されるものとなっている。また、この表示装置３０は、
遊技盤２０において、後に説明する２つの可動体５５に挟まれるような、略中央位置に設
置されている。
【００１９】
　次に、上記した遊技関係領域Ｓの前面範囲に亘って設けられる透過性前枠４０について
説明する。この透過性前枠４０は、図３にも示すように、上記した外枠１１にて支持され
るとともに遊技盤２０を支持する前枠１２に設置されるものであり、このパチンコ機１０
においては一般にガラス枠と称されるものである。この透過性前枠４０は、前枠１２のう
ち、図２に示しつつ上記した遊技関係領域Ｓの前面範囲に亘って配設されるものである。
つまり、この透過性前枠４０は、上記した前枠１２の一部を構成するものであって、パチ
ンコ機１０内部の遊技盤２０に設けられた遊技関係領域Ｓ（遊技領域Ｔ１，遊技球進入規
制領域Ｔ２）を、無色透明のガラスを介して視認可能とするものである。具体的には、遊
技領域Ｔ１の前面には透過性前枠４０が配設されたものとなっており、遊技者は、遊技領
域Ｔ１において転がりつつ落ちる遊技球等を見ることができる。また、遊技球進入規制領
域Ｔ２の前面にも透過性前枠４０が配設されたものとなっており、遊技者は、遊技球進入
規制領域Ｔ２内に設けられる表示装置３０による判定表示や演出表示を見ることができる
。
【００２０】
　次に、動くことにより遊技演出を行う可動体５５を具備した演出用可動装置５０につい
て説明する。この演出用可動装置５０は、外部に露出する枠体としての前枠１２に設置さ
れるものである。すなわち、演出用可動装置５０は、図１および図３に示すように、上記
した遊技球進入規制領域Ｔ２の前面に配設されている前枠１２に設置されており、前枠１
２の上方角隅ごとに１つずつの合計２つが設けられている。具体的には、演出用可動装置
５０は、概略、上記した前枠１２の上方角隅に設置される可動装置本体５１と、この可動
装置本体５１にて可動される可動体５５とを備える。可動装置本体５１は、適宜の駆動モ
ータ（不図示）を内蔵して構成されるものであり、この駆動モータの駆動力を用いて可動
体５５を動かすように構成されている。なお、駆動モータにて可動体５５を動かすにあた
っては、適宜に構成されるギア等の駆動力伝達機構を介している。可動体５５は、図１に
示すように、あたかも人の手のような形状を有して構成される。具体的には、可動体５５
は、伸び縮みするように移動する腕部５６と、この腕部５６の先端に設けられる手部５７
とを備えて構成される。なお、この可動体５５を備える演出用可動装置５０の前面には、
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透明樹脂からなる保護カバー体５９が設けられている。
【００２１】
　この腕部５６の伸び縮みするような移動は、上記した駆動モータの駆動力を用いてなさ
れており、この駆動力にて可動する可動体５５（腕部５６，手部５７）の可動範囲は、遊
技関係領域Ｓの前面範囲に亘って設けられる透過性前枠４０の前面に及ぶように設定され
ている。特に、この例においては、遊技球進入規制領域Ｔ２内に設けられた表示装置３０
の前面に設けられた透過性前枠４０の前面の少なくとも一部に及ぶように設定されている
。具体的には、腕部５６が伸びた場合には、表示装置３０にて表示される大当り図柄のう
ち最も接近している大当り図柄を手部５７によって隠すまで、可動装置本体５１は可動体
５５を可動させる。なお、後にも説明するが、腕部５６が縮んでいる場合には、この腕部
５６が伸びた場合に手部５７にて隠される大当り図柄は、何ら問題なく見えるようになっ
ている。
　ところで、この演出用可動装置５０は、遊技関係領域Ｓにて行われる遊技演出に関連付
けられて可動体５５を動かすように構成されている。具体的には、上記した演出用可動装
置５０の一部を構成する駆動モータは、上記した大当り判定処理を行う制御装置に接続さ
れており、この制御装置にて適宜処理された制御信号を受信して駆動するようになってい
る。このようにして、大当り判定処理を行う制御装置は、表示装置３０による表示演出と
、演出用可動装置５０による可動体５５の可動とを関連付けることができるようになって
いる。
【００２２】
　表示装置３０による表示演出と、演出用可動装置５０の可動体５５の可動との関連付け
は、具体的には次のようになされる。すなわち、始動入賞口２３に遊技球が入賞した際に
は、制御装置にて大当り判定処理がなされ、次いで、この大当り判定処理に基づいて、表
示装置３０は表示制御なされると同時に演出用可動装置５０における可動も制御される。
　図４は、表示装置３０の表示と可動体５５の動きとの例を順次示す表示動き図である。
例えば、上記した制御装置による大当り判定処理にて大当りと判定された場合には、まず
、図４（ａ）に示すように、表示装置３０にて３つの大当り図柄がスクロールする。次い
で、図４（ｂ）に示すように、左側の可動体５５の腕部５６が伸びることによって、左側
の手部５７が左側の大当り図柄を隠す。この際、表示装置３０の左側の大当り図柄は停止
する。次いで、図４（ｃ）に示すように、左側の可動体５５の腕部５６が縮むことによっ
て、隠れていた左側の大当り図柄は見えることとなる。この際、表示装置３０の左側の大
当り図柄は停止しているので、遊技者は、あたかも左側の手部５７が表示装置３０の左側
の大当り図柄を停止させたかのように感じられる。
【００２３】
　次いで、図４（ｄ）に示すように、右側の可動体５５の腕部５６が伸びることによって
、右側の手部５７が右側の大当り図柄を隠す。この際、表示装置３０の右側の大当り図柄
は停止する。次いで、図４（ｅ）に示すように、右側の可動体５５の腕部５６が縮むこと
によって、隠れていた右側の大当り図柄は見えることとなる。この際、表示装置３０の右
側の大当り図柄は停止しているので、遊技者は、あたかも右側の手部５７が表示装置３０
の右側の大当り図柄を停止させたかのように感じられる。
　次いで、図４（ｆ）に示すように、左右両側の可動体５５の腕部５６が伸びることによ
って、左右両側の手部５７が左右両側の大当り図柄を隠す。この際、表示装置３０の中央
の大当り図柄は停止する。次いで、図４（ｇ）に示すように、左右両側の可動体５５の腕
部５６が縮むことによって、中央の大当り図柄はスローでスクロールし始める。この際、
表示装置３０の中央の大当り図柄はスローでスクロールしているので、遊技者は、あたか
も左右両側の手部５７が表示装置３０の中央の大当り図柄をスローにさせたかのように感
じられる。
　次いで、図４（ｈ）に示すように、左右両側の可動体５５の腕部５６が伸びることによ
って、左右両側の手部５７が左右両側の大当り図柄を隠す。この際、表示装置３０の中央
の大当り図柄は停止する。次いで、図４（ｉ）に示すように、左右両側の可動体５５の腕
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部５６が縮むことによって、中央の大当り図柄の停止が確定した演出がなされる。この際
、表示装置３０の中央の大当り図柄の停止が確定しているので、遊技者は、あたかも左右
両側の手部５７が表示装置３０の中央の大当り図柄の停止を確定させたかのように感じら
れる。
【００２４】
　以上のように構成されたパチンコ機１０によれば、次のような作用効果を奏することが
できる。
　すなわち、このパチンコ機１０によれば、演出用可動装置５０は、外部に露出する前枠
１２に設置され、可動体５５の可動範囲は、遊技領域Ｔ１を含めた遊技関係領域Ｓの前面
範囲に亘って設けられる透過性前枠４０の前面に及ぶように設定されているので、演出用
可動装置５０の可動体５５を動かすことによって、遊技領域Ｔ１を含めた遊技関係領域Ｓ
の前面に可動体５５を位置させることができる。これによって、遊技者が遊技するにあた
って、遊技における大当り判定が表示される遊技関係領域Ｓに可動体５５を位置させるこ
とができ、遊技者にとって可動体５５をより視認し易いものにして、遊技の面白みを向上
させることができる。
　また、このパチンコ機１０によれば、演出用可動装置５０は、遊技関係領域Ｓにて行わ
れる遊技演出に関連付けられて可動体５５を動かすように構成されているので、上記した
ように、可動体５５の動きが、あたかも表示装置３０の表示に作用しているように遊技者
は感じられることとなり、遊技の面白みをより一層向上させることができる。
【００２５】
　また、このパチンコ機１０によれば、遊技関係領域Ｓは、発射された遊技球が転がりつ
つ落下する遊技領域Ｔ１と、発射された遊技球の進入が規制される遊技球進入規制領域Ｔ
２とを有し、表示装置３０は、遊技球進入規制領域Ｔ２内に設けられている。加えて、可
動体５５の可動範囲は、遊技球進入規制領域Ｔ２内に設けられた表示装置３０の前面に設
けられた透過性前枠４０の前面のうち、表示装置３０にて表示される大当り図柄のうち最
も接近している大当り図柄を、可動体５５の一部である手部５７によって隠すまでの範囲
で設定されている。これによって、可動体５５は、表示装置３０にて表示される大当り図
柄のうち最も接近している大当り図柄を隠すように可動できて上記したような興趣を向上
させた演出ができつつ、遊技球進入規制領域Ｔ２内でしか可動しないこととなって、発射
された遊技球が可動体５５と重なってしまって見え難くなってしまうこともなくなる。こ
れによって、遊技者は、発射された遊技球を確実に見ることができ、遊技の興趣を向上さ
せることができる。また、可動体５５を大きく構成した場合であっても、遊技者は発射さ
れた遊技球を確実に見ることができ、さらに可動体５５の仕掛け等の応用にも多彩なもの
とすることができ、遊技の興趣をより向上させることができる。
【００２６】
　なお、本発明に係る遊技機にあっては、上記した実施の形態に限定されるものではなく
、本発明の要旨を変更しない範囲で適宜に変更することができる。
　例えば、上記した実施の形態においては、本発明に係る遊技機の例として、弾球遊技機
の一の例でもあるパチンコ機１０を挙げて説明するものであった。しかしながら、本発明
に係る遊技機としては、上記したパチンコ遊技機の例に限定されることなく、例えば、弾
球遊技機の他の例ともなるアレンジボールで構成されるものであってもよい。
　また、本発明に係る遊技機は、これらパチンコ機やアレンジボールのような弾球遊技機
に限定されることなく、コインを投入してレバーやボタンを押下するスロットマシンも含
まれる。このように本発明に係る遊技機をスロットマシンで構成した場合には、本発明に
係る透過性前枠としてはフロントパネルに設けられている透過性プラスチック樹脂が相当
し、本発明に係る遊技領域としては遊技者の操作にてリールが回転停止する領域が相当す
る。また、上記したように、このようなスロットマシンにおける遊技関係領域としても、
遊技領域に加えて遊技における大当り判定等の遊技に関しての判定表示や演出表示がなさ
れるのみの領域をも含む領域で設定される。具体的には、遊技関係領域には、上記したリ
ールが回転停止する領域のほか、この領域の上方に位置し、判定表示や演出表示がなされ
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る表示装置等が設置される領域も含まれる。
　なお、本発明に係る透過性前枠は、透過性を有することにより内部を視認できつつ前面
に配設されるような前枠（前枠のように機能するものも含む）であれば、この透過性前枠
の条件を満たし、材質、形状、大きさについては種々のものを適宜選択することができる
。
【００２７】
　また、上記した実施の形態における表示装置３０としては、一般的に広く用いられてい
る液晶表示装置を例に挙げて説明するものであった。しかしながら、本発明に係る表示装
置としては、このような液晶表示装置に限定されることなく、適宜の表示可能な装置にて
構成されるものであってもよい。具体的には、本発明に係る表示装置は、ＬＥＤ（light 
emitting diode）にて形成される、７セグメント形表示装置、１４セグメント形表示装置
、マトリックス形表示装置等によって構成されるものであってよい。
　また、上記した実施の形態における演出用可動装置５０の可動体５５は、腕部５６と手
部５７とにより構成され、腕部５６が伸縮し、あたかも手部５７が表示に関与しているか
のように見えるものであった。しかしながら、本発明に係る演出用可動装置の可動体は、
これに限定されることなく、例えばキャラクターを動かすようにしたりするものを選択す
ることができる等、適宜の態様のものを選択することができる。
　また、上記した実施の形態における可動体５５は、表示装置３０にて表示される大当り
図柄のうち最も接近している大当り図柄を手部５７によって隠すまでの範囲で可動するも
のであったが、本発明に係る可動体は、大当り図柄を隠さなくてもよく、透過性前枠の前
面の少なくとも一部に及ぶように可動範囲が設定されるものであればよいものである。
　さらに言えば、上記した実施の形態における可動体５５の動きは、表示装置３０による
表示演出と関連付けられたものとなっていたが、本発明に係る可動体の動きが関連付けら
れる遊技演出としては、これに限定されることなく、例えばランプ点灯演出や音声演出等
、適宜の遊技演出に関連付けられるものであってもよい。
　また、上記した実施の形態における遊技球進入規制領域Ｔ２を形成するにあっては、遊
技領域Ｔ１と隔離するにあたって仕切り壁として機能する隔離リブ１９が遊技盤２０に設
けられることによってなされるものとなっていた。しかしながら、本発明に係る遊技球進
入規制領域を形成するにあたっては、これに限定されることなく、例えば上記した表示装
置３０の縁を仕切り壁として機能させる等、適宜の態様のものを選択することができる。
【符号の説明】
【００２８】
　１０　パチンコ遊技機（弾球遊技機、遊技機）
　１１　外枠
　１２　前枠
　１３　連結部材
　１４　発射装置
　１５　上皿
　１６　下皿
　１７　操作入力スイッチ
　１９　隔離リブ
　２０　遊技盤
　２１　案内レール
　２２　風車
　２３　始動入賞口
　２４　大当り入賞口
　２５　普通入賞口
　２６　スルーチャッカー
　３０　表示装置
　４０　透過性前枠
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　５０　演出用可動装置
　５１　可動装置本体
　５５　可動体
　５６　腕部
　５７　手部
　５９　保護カバー体
　Ｓ　遊技関係領域
　Ｔ１　遊技領域
　Ｔ２　遊技球進入規制領域

【図１】 【図２】
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