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(57)【要約】
【課題】制御負荷を大きくすることなくバリエーション
豊かな動作演出を行い得る遊技機を提供する。
【解決手段】装置本体に回転自在に支持されたリール９
１に一端が連結する索条体の他端が、装置本体に移動自
在に支持される主可動体に連結される。リール９１の繰
出方向への回転を規制する規制位置およびリール９１の
繰出方向への回転を許容する許容位置に変位する規制手
段９８を備える。リール９１と同軸上に回転自在に配設
された作動ギヤ８７に、第２方向への回転により規制手
段９８を許容位置に変位させる規制解除片８７ｄが設け
られる。作動ギヤ８７を回転駆動する第１駆動モータは
、作動ギヤ８７が第２方向に回転を開始してから規制解
除片８７ｄにより規制手段９８を許容位置に変位させる
までの回転量が異なる複数の待機位置に作動ギヤ８７を
保持可能に構成される。
【選択図】図２６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下に高低差がある第１位置および第２位置の間で可動体を往復移動可能な可動演出装
置と、複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動演出を表示する表示手段と、遊技開始条
件の成立に伴って遊技情報を取得する遊技情報取得手段と、前記遊技情報取得手段が取得
した遊技情報に基づいて特定条件が成立したか否かの判定を行う特定条件判定手段とを備
え、前記特定条件判定手段が肯定判定の場合に、遊技者に有利な有利状態が生起されるよ
う構成された遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　固定部に回転自在に支持されたリールと、
　前記リールに一端が連結されると共に前記可動体に他端が連結され、該リールに繰出し
自在に巻取られる索条体と、
　前記リールと同軸上に回転自在に支持され、該リールに対して相対的に回転可能な回転
体と、
　前記リールによる索条体の巻取方向および繰出方向となる第１方向および第２方向へ前
記回転体を回転させる回転駆動手段と、
　前記回転駆動手段により第１方向に回転する前記回転体と前記リールとを係合し、該回
転体の回転によってリールを巻取方向に回転させる連繋手段と、
　前記リールの繰出方向への回転を規制する規制位置および該リールの繰出方向への回転
を許容する許容位置に変位する規制手段と、
　前記回転体に設けられ、該回転体の第２方向への回転により前記規制手段を許容位置に
変位させる規制解除手段とを備え、
　前記規制位置に変位した規制手段によりリールの繰出方向への回転を規制して前記可動
体を第１位置に保持すると共に、該規制手段を前記規制解除手段で許容位置に変位するこ
とで、前記リールが繰出方向に回転するのを許容して可動体を第２位置に移動させ得るよ
う構成され、
　前記回転駆動手段は、前記回転体が第２方向に回転を開始してから前記規制解除手段に
より規制手段を許容位置に変位させるまでの回転量が異なる複数の待機位置に回転体を保
持可能に構成され、
　前記遊技情報取得手段が取得した遊技情報に基づいて、前記回転体の待機位置を複数の
中から決定する待機位置決定手段と、
　前記可動体が動作するか否かに関わる示唆演出を実行する示唆演出実行手段とを備え、
　前記回転駆動手段は、前記待機位置決定手段が決定した待機位置に保持した回転体の第
２方向への回転を、前記示唆演出実行手段で示唆演出が実行されたことに基づいて開始可
能に構成した
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記回転体の待機位置によって、有利状態が生起される期待度が異なるよう設定された
請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　遊技球が入賞可能な入賞口を開閉手段で開閉する入賞手段を備え、前記特定条件判定手
段での判定結果が肯定の場合は、前記図柄変動演出の終了後に前記開閉手段で入賞口を開
閉することで有利状態が生起されるよう構成され、
　前記有利状態中において前記回転体は、前記規制解除手段により前記規制手段を許容位
置に変位するまでの回転量が最も小さい待機位置に保持される請求項１または２記載の遊
技機。
【請求項４】
　前記リールに、規制位置に変位した前記規制手段が係合して該リールの繰出方向への回
転が規制される被係合部が周方向に離間して複数形成され、
　前記規制手段および被係合部は、リールの巻取方向への回転は許容するよう構成される
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請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、動作により演出を行う可動体を備える可動演出装置を配設した遊技機に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、前面に遊技領域が画成された遊技盤の略中央位置
に枠状の装飾部材(所謂センター役物)が配設されると共に、複数の図柄を変動表示して図
柄変動演出を行う液晶式やドラム式等の図柄表示装置が遊技盤の裏側に配設されて、該図
柄表示装置の表示部を枠状装飾部材の開口部に後方から臨ませて、該開口部を介して表示
部で実行される演出を前側から視認可能に構成されている。また、遊技盤における枠状装
飾部材の下方位置に、パチンコ球(遊技球)の入賞により図柄表示装置での変動を開始させ
る始動入賞装置や大当り時等に開放する特別入賞装置を配設するよう構成されたものが多
数提案されている。この種のパチンコ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が
遊技領域内に植設された遊技釘等との接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し
、該遊技領域を流下する過程で前記始動入賞装置に入賞することにより、所定数の賞球が
払い出されると共に、前記図柄表示装置での図柄変動演出に伴うリーチ演出等の各種の遊
技演出がなされ、該図柄表示装置に図柄が所定の組合わせで停止することにより所謂大当
りが発生し、前記特別入賞装置が開放して多数の賞球を獲得し得るよう構成される。
【０００３】
　また、前記枠状装飾部材に、所要の動作を行う可動体を備えた可動演出装置を配設し、
該可動体を前記図柄表示装置で行われる図柄変動演出に合わせて動作させることにより、
視覚的な演出効果を向上させ、遊技の興趣を一層増大するようにしたパチンコ機が知られ
ている(例えば、特許文献１参照)。
【０００４】
　特許文献１に開示の可動演出装置は、枠状装飾部材に可動体が上下動可能に配設される
と共に、モータにより回転される作動部材に設けた第１係合部が、作動部材の回転に伴っ
て周回移動することで可動体の第２係合部に係脱自在に係合するよう構成されている。そ
して、第１係合部が第２係合部に係合した状態で、モータにより作動部材を所定方向に回
転して第１係合部と第２係合部との係合状態が解除されたときに、可動体が自重によって
落下するよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２０７５３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示の可動演出装置では、前記第２係合部に係合している第１係合部が、
作動部材の回転開始から第２係合部との係合状態が解除されるまでの時間は同じであった
。すなわち、作動部材の回転開始から可動体が自重によって落下するまでのタイミングが
画一的であることから、演出が単調になりかねず、更なる演出効果の向上が可能な可動演
出装置が期待されている。なお、作動部材の回転速度や回転開始タイミングを変えるよう
にモータを制御することで、可動体の落下タイミングを変えることはできるが、この場合
にはモータ制御に係る負荷が大きくなる問題を招く。
【０００７】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、制御負荷を大きくすることなくバリエーション豊
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かな動作演出を行い得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　上下に高低差がある第１位置および第２位置の間で可動体(67)を往復移動可能な可動演
出装置(66)と、複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動演出を表示する表示手段(18)と
、遊技開始条件の成立に伴って遊技情報を取得する遊技情報取得手段(19)と、前記遊技情
報取得手段(19)が取得した遊技情報に基づいて特定条件が成立したか否かの判定を行う特
定条件判定手段(19)とを備え、前記特定条件判定手段(19)が肯定判定の場合に、遊技者に
有利な有利状態が生起されるよう構成された遊技機において、
　前記可動演出装置(66)は、
　固定部(72)に回転自在に支持されたリール(91)と、
　前記リール(91)に一端が連結されると共に前記可動体(67)に他端が連結され、該リール
(91)に繰出し自在に巻取られる索条体(96)と、
　前記リール(91)と同軸上に回転自在に支持され、該リール(91)に対して相対的に回転可
能な回転体(87)と、
　前記リール(91)による索条体(96)の巻取方向および繰出方向となる第１方向および第２
方向へ前記回転体(87)を回転させる回転駆動手段(88)と、
　前記回転駆動手段(88)により第１方向に回転する前記回転体(87)と前記リール(91)とを
係合し、該回転体(87)の回転によってリール(91)を巻取方向に回転させる連繋手段(97)と
、
　前記リール(91)の繰出方向への回転を規制する規制位置および該リール(91)の繰出方向
への回転を許容する許容位置に変位する規制手段(98)と、
　前記回転体(87)に設けられ、該回転体(87)の第２方向への回転により前記規制手段(98)
を許容位置に変位させる規制解除手段(87d)とを備え、
　前記規制位置に変位した規制手段(98)によりリール(91)の繰出方向への回転を規制して
前記可動体(67)を第１位置に保持すると共に、該規制手段(98)を前記規制解除手段(87d)
で許容位置に変位することで、前記リール(91)が繰出方向に回転するのを許容して可動体
(67)を第２位置に移動させ得るよう構成され、
　前記回転駆動手段(88)は、前記回転体(87)が第２方向に回転を開始してから前記規制解
除手段(87d)により規制手段(98)を許容位置に変位させるまでの回転量が異なる複数の待
機位置(R1,R2)に回転体(87)を保持可能に構成され、
　前記遊技情報取得手段(19)が取得した遊技情報に基づいて、前記回転体(87)の待機位置
(R1,R2)を複数の中から決定する待機位置決定手段(19)と、
　前記可動体(67)が動作するか否かに関わる示唆演出を実行する示唆演出実行手段(18)と
を備え、
　前記回転駆動手段(88)は、前記待機位置決定手段(19)が決定した待機位置に保持した回
転体(87)の第２方向への回転を、前記示唆演出実行手段(18)で示唆演出が実行されたこと
に基づいて開始可能に構成したことを要旨とする。
【０００９】
　請求項１の発明によれば、可動体が動作するか否かに関わる示唆演出の実行が決定され
てから可動体が動作するまでのタイミングを変えることができるので、バリエーション豊
かな動作演出を行い得る。また、可動体の動作タイミングを変える場合には、回転体の回
転速度や回転開始タイミングを変える必要はなく、回転体の待機位置を変えるだけで対応
し得るので、回転駆動手段の制御に係る負荷を軽減し得る。
【００１０】
　請求項２に係る発明では、前記回転体(87)の待機位置(R1,R2)によって、有利状態が生
起される期待度が異なるよう設定されたことを要旨とする。
　請求項２の発明によれば、可動体が動作するか否かに関わる示唆演出の実行が決定され
てから可動体が動作するまでの時間の違いによって有利状態が生起される期待度が異なる
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から、可動体が動作するタイミングに対する関心を高めることができ、遊技の興趣の向上
を図ることができる。
【００１１】
　請求項３に係る発明では、遊技球が入賞可能な入賞口(58a)を開閉手段(58b)で開閉する
入賞手段(58)を備え、前記特定条件判定手段(19)での判定結果が肯定の場合は、前記図柄
変動演出の終了後に前記開閉手段(58b)で入賞口(58a)を開閉することで有利状態が生起さ
れるよう構成され、
　前記有利状態中において前記回転体(87)は、前記規制解除手段(87d)により前記規制手
段(98)を許容位置に変位するまでの回転量が最も小さい待機位置(R1)に保持されることを
要旨とする。
　請求項３の発明によれば、有利状態中において回転体は、規制手段が許容位置に変位さ
れるまでの回転量が最も小さい待機位置に保持されているので、必要時に可動体を適切に
動作させることができる。
【００１２】
　請求項４に係る発明では、前記リール(91)に、規制位置に変位した前記規制手段(98)が
係合して該リール(91)の繰出方向への回転が規制される被係合部(126a,126b,126c)が周方
向に離間して複数形成され、
　前記規制手段(98)および被係合部(126a,126b,126c)は、リール(91)の巻取方向への回転
は許容するよう構成されることを要旨とする。
　請求項４の発明によれば、可動体を複数段階で移動させることができ、動作演出の興趣
を向上し得る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、可動体によるバリエーション豊かな動作演出を行い得る
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す概略正面図であって、可動演出装置の可動体群を待機
形態の状態で示している。なお、枠状装飾部材に配設される各構成部材の表面に施されて
いる模様については一部省略してある。
【図３】実施例に係る遊技盤を示す概略正面図であって、可動演出装置の可動体群を作動
形態の状態で示している。なお、枠状装飾部材に配設される各構成部材の表面に施されて
いる模様については一部省略してある。
【図４】実施例に係る枠状装飾部材、板状部材および設置部材を分解して前側から視た概
略斜視図である。
【図５】実施例に係る枠状装飾部材、板状部材および設置部材を分解して後側から視た概
略斜視図である。
【図６】実施例に係る板状部材を枠状装飾部材を取外した状態で示す正面図である。
【図７】実施例に係る枠状装飾部材から各構成部材および発光装置を分解して前側から視
た概略斜視図である。
【図８】実施例に係る枠状装飾部材から各構成部材および発光装置を分解して後側から視
た概略斜視図である。
【図９】実施例に係る可動演出装置を示す正面図であって、(ａ)は可動体群を待機形態と
した状態を示し、(ｂ)は可動体群を作動形態とした状態を示している。
【図１０】実施例に係る可動演出装置を可動体群を待機形態とした状態で示す平面図であ
る。
【図１１】実施例に係る遊技盤を示す要部縦断側面図であって、可動演出装置の可動体群
を待機形態の状態で示している。
【図１２】実施例に係る遊技盤を示す要部縦断側面図であって、可動演出装置の可動体群



(6) JP 2015-47467 A 2015.3.16

10

20

30

40

50

を作動形態の状態で示している。
【図１３】実施例に係る可動演出装置の主可動体を上下方向に案内する構成部品を分解し
て前側から視た概略斜視図である。
【図１４】実施例に係る可動演出装置の主可動体を上下方向に案内する構成部品を分解し
て後側から視た概略斜視図である。
【図１５】実施例に係る可動演出装置を構成する複数の可動体を分解して前側から視た概
略斜視図である。
【図１６】実施例に係る可動演出装置を構成する複数の可動体を分解して後側から視た概
略斜視図である。
【図１７】実施例に係る可動演出装置の主可動体を上下方向に移動するための構成部品を
分解して前側から視た概略斜視図である。
【図１８】実施例に係る可動演出装置の主可動体を上下方向に移動するための構成部品を
分解して後側から視た概略斜視図である。
【図１９】実施例に係る可動演出装置の装置本体から分離した作動ギヤ、リールの後円盤
および規制手段を分解して示す概略斜視図であって、作動ギヤは前側から視た状態で示し
ているのに対し、後円盤および規制手段は後側から視た状態で示している。
【図２０】(ａ)は、実施例に係る可動演出装置を主可動体を第１位置に保持した状態で示
す要部縦断正面図であり、(ｂ)は(ａ)におけるリールの配設部位を拡大した拡大図である
。
【図２１】(ａ)は、実施例に係る可動演出装置を主可動体を第２位置に移動した状態で示
す要部縦断正面図であり、(ｂ)は(ａ)におけるリールの配設部位を拡大した拡大図である
。
【図２２】実施例に係る可動演出装置を示す要部縦断正面図であって、(ａ)は主可動体を
第１位置に保持した状態で示し、(ｂ)は主可動体を第２位置に移動した状態で示している
。
【図２３】実施例に係る可動演出装置を主可動体を第２位置に移動した状態で前側から視
た概略斜視図であって、第１および第２従動可動体を省略している。
【図２４】実施例に係る可動演出装置を主可動体を第２位置に移動した状態で後側から視
た概略斜視図である。
【図２５】実施例に係る可動演出装置を主可動体を第２位置に移動した状態で示す要部縦
断側面図である。
【図２６】実施例に係る作動ギヤの待機位置を示す説明図であって、(ａ)は作動ギヤの第
１待機位置を示し、(ｂ)は作動ギヤの第２待機位置を示している。
【図２７】実施例に係る滑車と規制部材との関係を示す説明図である。
【図２８】実施例に係るパチンコ機の制御構成を示すブロック図である。
【図２９】第１変動パターンが選択された場合に用いられる予告演出の実行判定テーブル
を示す説明図であって、(ａ)は当り用を示し、(ｂ)ははずれ用を示している。
【図３０】第２変動パターンが選択された場合に用いられる予告演出の実行判定テーブル
を示す説明図であって、(ａ)は当り用を示し、(ｂ)ははずれ用を示している。
【図３１】別実施例に係るリールと作動ギヤとの関係を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチ
ンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「
右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見た
状態で指称する。
【実施例】
【００１６】
(パチンコ機１０について)
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　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤Ｍを着脱可能に保持する本体枠としての中枠(図示せず)が開閉および
着脱可能に組み付けられて、該遊技盤Ｍの裏側に、複数種類の図柄を変動表示可能な図柄
表示装置(表示手段,示唆演出実行手段)１８が着脱可能に配設されている。また、前記中
枠の前面側には、前記遊技盤Ｍを透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成さ
れた透視保護板１３ｂで前後に開口する窓部１３ａを覆うよう構成された前枠１３が開閉
可能に組み付けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５
が開閉可能に組み付けられる。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ
球を貯留する上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて
上球受け皿１４も一体的に開閉するよう構成される。なお、実施例では、前記図柄表示装
置１８としては、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置
が採用されるが、これに限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリ
ックス式の図柄表示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の図柄
表示装置を採用し得る。また、前記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成しても
よい。なお、球受け皿については、上下２枚の球受け皿１４,１５を備えるものに限らず
、１枚の球受け皿のみを設ける構成であってもよい。
【００１７】
　前記前枠１３の右下方位置には、前記中枠に配設された打球発射装置(図示せず)を作動
する操作ハンドル１７が設けられている。前記操作ハンドル１７は、左回転方向に付勢さ
れた操作レバー１７ａを備えており、該操作レバー１７ａを右回転するよう遊技者が回動
操作することで打球発射装置が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留されたパチンコ球
が前記遊技盤Ｍに向けて発射されるようになっている。ここで、前記操作レバー１７ａの
回動量に応じて前記打球発射装置によるパチンコ球の打球力が強弱変化するよう構成され
ており、遊技者が操作レバー１７ａの回動量を操作することで、前記遊技盤Ｍに形成され
た第１球流下経路２３ａ(後述)をパチンコ球が流下する所謂「左打ち」と、該遊技盤Ｍに
形成された第２球流下経路２３ｂ(後述)をパチンコ球が流下する所謂「右打ち(ゴム打ち)
」とを打ち分け得るようになっている。
【００１８】
(操作ボタン１６について)
　図１に示す如く、前記上球受け皿１４の上面には、遊技者が操作可能な操作手段として
の操作ボタン１６が設けられている。実施例では、操作ボタン１６として押しボタン式が
用いられており、該操作ボタン１６を押下したときに操作信号を制御装置１９(図２８参
照)に出力するよう構成されており、該制御装置１９は、後述する操作有効期間において
操作信号を受け付け得るよう構成されている。また、操作ボタン１６の内部には、図示し
ないがＬＥＤ等の発光体を配設したランプ装置が配設され、該ランプ装置を発光すること
で、操作ボタン１６の操作時期等を知らせ得るよう構成されている。具体的には、操作が
有効である場合には、ランプ装置が点灯し、操作が無効である場合にはランプ装置が消灯
するようになっている。
【００１９】
　前記パチンコ機１０の裏側には、図示しないが、球払出装置を駆動制御する払出制御基
板(払出制御手段)、前記打球発射装置を駆動制御する発射制御基板等が配設されている。
前記払出制御基板は、パチンコ機１０の後側に配設される前記制御装置１９に配線接続さ
れており、該制御装置１９から出力された制御信号が払出制御基板に入力され、該制御信
号に基づいて払出制御基板が球払出装置を制御することで、所要数のパチンコ球を賞球と
して払い出すよう構成される。
【００２０】
(遊技盤Ｍについて)
　本実施例では、所定板厚の略矩形状に形成された木材板の表面に各種絵柄等が描かれた
合成樹脂シート(図示せず)等を貼付けて装飾した板状部材２０と、該板状部材２０の裏側
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に着脱自在に取り付けられる設置部材２１とから遊技盤Ｍが構成されている。板状部材２
０の表面には、図２～図４,図６に示す如く、略円形状に湾曲形成された案内レール２２
が配設され、該案内レール２２によってパチンコ球が流下可能な遊技領域２３が画成され
ている。なお、前記図柄表示装置１８は、設置部材２１の裏側に取り付けられて、後述す
るように該設置部材２１に設けた開口部２１ａおよび後述する枠状装飾部材３１に設けた
開口部３１ａを介して板状部材２０の前側に臨むよう構成される。
【００２１】
　前記案内レール２２は、図２～図４,図６に示す如く、板状部材２０の左下部から右上
部に至るよう左方向に膨出する円弧状に形成された外レール２４と、板状部材２０の右上
部、右下部および左上部に至るよう右方向に膨出する円弧状に形成された内レール２５,
２６とから構成されている。前記内レール２５,２６は、外レール２４の右上端部に連接
して板状部材２０の右上部から下部に亘って配設され、左端縁が右方に凹む円弧状に形成
された盤面飾り部材２５と、板状部材２０の下部から左上部に亘って配設されて盤面飾り
部材２５の下端部に連接し、前記外レール２４の右方(内側)に離間して位置するレール部
材２６とから構成され、該外レール２４およびレール部材２６により１個のパチンコ球が
通過可能な発射通路２２ａが画成されている。ここで、前記内レールを構成するレール部
材２６は、前記板状部材２０の左上部に開放端を臨ませて外レール２４との間に遊技領域
２３に開口する打出し口２２ｂを画成するよう構成されて、前記打球発射装置から発射さ
れたパチンコ球が発射通路２２ａの下方開口から飛翔して、レール部材２６の開放端側の
打出し口２２ｂから遊技領域２３内に打ち出されるようになっている。
【００２２】
　図２,図３,図６に示す如く、前記外レール２４と盤面飾り部材２５との接続位置は、外
レール２４および盤面飾り部材２５の曲率の相違から段差が形成されており、該段差部分
に緩衝ゴム(減勢部)１２が配設されている。すなわち、前記外レール２４の終端位置に臨
むよう緩衝ゴム１２が配設されて、前記打球発射装置から発射されて外レール２４に沿っ
て終端位置まで移動して緩衝ゴム１２に当接したパチンコ球を減勢し得るようになってい
る。なお、前記緩衝ゴム１２は、前記第２球流下経路２３ｂに位置している。
【００２３】
(板状部材２０の装着口２７)
　前記板状部材２０には、図４～図６に示す如く、前後に貫通する装着口２７が前記遊技
領域２３内に複数開設されて、各装着口２７に対して各種遊技部品が前側から取り付けら
れると共に、遊技領域２３の最下部位置には、該遊技領域２３に開口するアウト口２８が
開設されており、遊技領域２３に打ち出されてアウト口２８に入球したパチンコ球が機外
に排出されるよう構成される。また、前記板状部材２０には、前記遊技領域２３内に多数
の遊技釘２９が設けられると共に、後述する枠状装飾部材３１の左側方に、遊技領域２３
(第１球流下経路２３ａ)を流下するパチンコ球の接触に伴って回転する回転案内部材３０
が回転自在に支持されており、遊技釘２９や回転案内部材３０との接触によりパチンコ球
の流下方向が不規則に変化するよう構成されている。前記回転案内部材３０は、所謂「風
車」とも称される部材であって、該回転案内部材３０の回転に伴ってパチンコ球を弾くよ
うに左右方向へ放出する部材である。なお、前記装着口２７の形成数は、板状部材２０に
対して取り付けられる各種遊技部品の個数や配設位置等により必要に応じて適宜決定され
る。
【００２４】
　実施例の前記板状部材２０には、図４,図６に示す如く、前記案内レール２２で囲まれ
た遊技領域２３の略中央の大部分が開口する装着口２７に、前後に開口する開口部３１ａ
が形成された枠状装飾部材３１が取り付けられ、該枠状装飾部材３１の開口部３１ａを介
して図柄表示装置１８の表示部１８ａが板状部材２０(遊技盤Ｍ)の前面側に臨むよう構成
されている。装着口２７は、図６に示す如く、案内レール２２で囲まれた遊技領域２３の
略中央部で開口する中央開口部２７ａと、板状部材２０の略中央より上側において中央開
口部２７ａより外方に広く開口する上部開口部２７ｂ,２７ｃとで構成され、該上部開口
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部２７ｂ,２７ｃの開口縁は、外レール２４および内レール２５,２６に略沿って延在する
よう形成されている。実施例では、上部開口部２７ｂ,２７ｃについて、板状部材２０の
左右方向の中央を挟んで左側と右側とで区別する場合は、左上部開口部２７ｂおよび右上
部開口部２７ｃと指称する場合もある。そして、上部開口部２７ｂ,２７ｃの後側に、後
述する可動演出装置６６の可動体群が位置するよう構成される(図１１参照)。
【００２５】
　前記左上部開口部２７ｂの開口縁は、図６に示す如く、外レール２４における板状部材
２０の左右方向の中央位置から該外レール２４の内側に近接する位置を前記打出し口２２
ｂに向けて延在すると共に、該打出し口２２ｂより下側の内レール(レール部材)２６の内
側に近接する位置を下側に向けて延在した後に板状部材２０の左右方向の中央側に向けて
折曲するように延在して中央開口部２７ａの左端縁に接続されている。また、右上部開口
部２７ｃの開口縁は、外レール２４における板状部材２０の左右方向の中央位置から該外
レール２４の内側に近接する位置を前記緩衝ゴム１２の配設位置に向けて延在すると共に
、該緩衝ゴム１２の配設位置より下側の内レール(盤面飾り部材)２５の内側に近接する位
置を下側に向けて延在した後に板状部材２０の左右方向の中央側に向けて折曲するように
延在して中央開口部２７ａの右端縁に接続されている。
【００２６】
(枠状装飾部材３１について)
　前記板状部材２０に配設される前記枠状装飾部材３１は、図４,図５に示す如く、前記
板状部材２０に開設された前記装着口２７の内側に沿って延在する環状に形成された枠状
基部３２と、該枠状基部３２に設けられて前記板状部材２０の前面より前方に突出し、前
記遊技領域２３と図柄表示装置１８の表示部１８ａを区切る庇状部３３と、該庇状部３３
の後縁から外方に延出する薄板状の台板部３４とを備える。そして、前記枠状基部３２を
装着口２７に挿入すると共に台板部３４を板状部材２０の前面に当接した状態で、該台板
部３４をネジ等の固定手段で板状部材２０に固定することで、枠状装飾部材３１が板状部
材２０に取り付けられる。ここで、前記庇状部３３は、図２,図３,図４に示す如く、前記
枠状装飾部材３１(枠状基部３２)の左側縁の中間位置から上縁および右下縁に亘って連続
して延在するように設けられており、開口部３１ａ側、すなわち図柄表示装置１８におけ
る表示部１８ａの前面側を横切ってパチンコ球が流下(落下)するのを規制している。
【００２７】
　前記枠状装飾部材３１には、図２,図３に示す如く、開口部３１ａの下側に、ステージ
３５が配設されると共に、開口部３１ａの左側に、遊技領域２３に開口して該遊技領域２
３を流下するパチンコ球を取り込んでステージ３５に案内する球導入部３６が設けられ、
該球導入部３６からステージ３５に通出されたパチンコ球は、ステージ３５上を左右に転
動した後に、後述する第１始動入賞装置５６が配設されている遊技領域２３に排出される
。またステージ３５の後端縁には、左右方向の全長に亘って上側に向けて所定高さで立上
がる透明壁３７が設けられ、ステージ３５上を転動するパチンコ球が図柄表示装置１８の
表示部１８ａ側に移動するのを該透明壁３７で防止している。実施例では、枠状装飾部材
３１の枠状基部３２や庇状部３３の前側に、各種の意匠が施された光透過性の装飾部品３
８や後述する複数の構成部材４２,４３,４４,４５,４６,４７が配設され、該装飾部品３
８,構成部材４２,４３,４４,４５,４６,４７および透明壁３７によって前記図柄表示装置
１８の表示部１８ａを前側に臨ませる開口部３１ａが画成されている。なお、枠状装飾部
材３１の上部に配設されて左右方向の中央部から右上隅部までの間に配設される装飾部品
３８について、他の装飾部品３８と区別する場合には上部装飾部品３８と指称する場合が
ある。また、枠状装飾部材３１の裏側には、前記上部装飾部品３８を裏側から照明する複
数のＬＥＤを実装した枠用発光基板３９(図５,図８参照)が配設されている。
【００２８】
　前記庇状部３３は、図２,図３に示す如く、最上部位置から左右方向に下方傾斜するよ
う形成されて、遊技領域２３に打ち出されたパチンコ球が庇状部３３上で滞ることなく前
記枠状装飾部材３１の左側方または右側方へ誘導されるよう形成されている。前記開口部
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３１ａの上方に臨む庇状部３３は、左右方向の所定領域が上側に凸となる略弧状に形成さ
れた転動面３３ａを有しており、該転動面３３ａの頂部は板状部材２０の左右方向の中央
より左側(打出し口２２ｂ側)に偏倚している。また、庇状部３３には、転動面３３ａにお
ける左端部(第１球流下経路２３ａ側の端部)に接続して、該転動面３３ａから所定高さで
下がる段部３３ｂが設けられている。そして、実施例では、庇状部３３と案内レール２２
とで画成される遊技領域２３において、前記転動面３３ａの左端部を境界として、該左端
部より左側が第１球流下経路２３ａとされ、該左端部より右側が第２球流下経路２３ｂと
され、前記案内レール２２の打出し口２２ｂは、第１球流下経路２３ａの上方で開口して
いる。また、転動面３３ａは、前記外レール２４から下方(内側)に離間して対向するよう
に位置し、第２球流下経路２３ｂを画成する転動面３３ａと外レール２４との間は、パチ
ンコ球１個分の幅寸法より大きく、かつ遊技球２個分の幅寸法より小さな幅寸設に設定さ
れている。
【００２９】
　すなわち、前記板状部材２０に画成された遊技領域２３には、前記枠状装飾部材３１に
おける庇状部３３の左側方をパチンコ球が流下する第１球流下経路２３ａ、および該枠状
装飾部材３１における庇状部３３の上方から右側方をパチンコ球が流下する第２球流下経
路２３ｂが設けられており、前記庇状部３３の段部３３ｂに当ったパチンコ球は第１球流
下経路２３ａを流下し、該庇状部３３の転動面３３ａに到来したパチンコ球は第２球流下
経路２３ｂを流下するようになっている。換言すると、前記打球発射装置により遊技領域
２３内に発射されたパチンコ球は、到達位置に応じて前記枠状装飾部材３１の庇状部３３
およびレール部材２６(内レール２６)の間に形成される第１球流下経路２３ａか、或いは
枠状装飾部材３１の庇状部３３、外レール２４および盤面飾り部材２５(内レール２５)の
間に形成される第２球流下経路２３ｂの何れかを流下する。そして、実施例に係るパチン
コ機１０では、前記第１球流下経路２３ａをパチンコ球が流下する場合(左打ちした場合)
に、パチンコ球が第２球流下経路２３ｂを流下する場合に較べて後述する第１始動入賞装
置５６の第１始動入賞口５６ａにパチンコ球が入賞する可能性が高くなるよう構成される
と共に、該第２球流下経路２３ｂをパチンコ球が流下する場合(右打ちの場合)に、パチン
コ球が第１球流下経路２３ａを流下する場合に較べて後述する特別入賞装置５８の特別入
賞口５８ａや第２始動入賞装置５７の第２始動入賞口５７ａへパチンコ球が入賞する可能
性が高くなるよう構成されている。
【００３０】
　前記庇状部３３に設けた段部３３ｂは、図２,図３に示す如く、前記案内レール２２に
設けた打出し口２２ｂの右上方に位置して、該打出し口２２ｂから遊技領域２３に打ち出
されたパチンコ球が当り得るよう構成される。そして、一般的に「左打ち」を行う遊技者
は、打球発射装置から打ち出されたパチンコ球が段部３３ｂに当るように、前記操作ハン
ドル１７の操作レバー１７ａの回動量を調節している。
【００３１】
　前記枠状装飾部材３１に配設された前記上部装飾部品３８には、図７に示す如く、庇状
部３３における前記転動面３３ａの略中央から右側の所定領域までの部分を構成する庇状
部分３８ａが形成されると共に、該庇状部分３８ａの後縁には台板部３４を構成する台板
部分３８ｂが外方に延出するよう形成されている。すなわち、上部装飾部品３８を枠状基
部３２に配設することで、庇状部分３８ａが板状部材２０の前面より前方に突出すると共
に、該庇状部分３８ａの後縁から外方に延出する台板部分３８ｂの枠状基部３２の外縁か
ら外方に延出する部分が板状部材２０における装着口２７の開口縁前面(右上部開口部２
７ｃの開口縁前面)に当接するよう構成される。そして、台板部分３８ｂの前側に、遊技
領域２３(第２球流下経路２３ｂ)が形成されるようになっている。なお、上部装飾部品３
８には、庇状部分３８ａの前縁から内方に延出する装飾部３８ｃが設けられている。
【００３２】
　前記枠状装飾部材３１には、図２,図３に示す如く、前記段部３３ｂの形成位置から前
記球導入部３６までの領域において、前記第１球流下経路２３ａを流下するパチンコ球が
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前面を転動可動な遊技領域形成部４０が設けられている。この遊技領域形成部４０の外縁
は、前記外レール２４およびレール部材２５の内周面に近接するように位置している。具
体的には、遊技領域形成部４０の外縁と外レール２４およびレール部材２５の内周面との
間は、パチンコ球１個分の幅寸法より小さく設定されており、第１球流下経路２３ａを流
下するパチンコ球は、前記打出し口２２ｂから球導入部３６までの間においては、枠状装
飾部材３１に設けられた遊技領域形成部４０の前面を転動(流下)し、球導入部３６より下
側においては板状部材２０の前面を転動(流下)するよう構成される。遊技領域形成部４０
の前側に画成される領域は、前記遊技領域２３の一部を構成するものであって、実施例で
は、該遊技領域形成部４０の前側に画成されるパチンコ球が転動(流下)する領域を、枠側
遊技領域４１と指称するものとする。
【００３３】
(第１構成部材４２について)
　実施例の枠状装飾部材３１では、該枠状装飾部材３１における開口部３１ａの上部中央
から左側で前記球導入部３６までの領域において、複数の構成部材４２,４３,４４,４５,
４６,４７が前記枠状基部３２に対して着脱自在に配設されており、これら複数の構成部
材４２,４３,４４,４５,４６,４７によって、当該領域において庇状部３３や台板部３４
を形成すると共に、前記枠側遊技領域４１を画成するようになっている。枠状基部３２に
は、図７に示す如く、該枠状基部３２の前端縁から内側(装着口２７の前側)に延出する光
透過性(透明)の取着盤部４８が設けられ、該取着盤部４８に、第１～第６構成部材４２,
４３,４４,４５,４６,４７が着脱自在に配設されている。具体的に、取着盤部４８に配設
される第１構成部材４２には、図７,図８に示す如く、庇状部３３における前記転動面３
３ａの略中央から左側の所定領域までの部分を構成する第１庇状部分４２ａが形成される
と共に、該第１構成部材４２には前記段部３３ｂが形成されている。また第１構成部材４
２には、第１庇状部分４２ａにおける右端部から段部３３ｂまでの間の領域において台板
部３４を構成する第１台板部分４２ｂが第１庇状部分４２ａの後縁から外方に延出するよ
う形成されている。すなわち、第１構成部材４２を取着盤部４８に配設することで、第１
庇状部分４２ａが板状部材２０の前面より前方に突出すると共に、該第１庇状部分４２ａ
の後縁から外方に延出する第１台板部分４２ｂの取着盤部４８の外縁から外方に延出する
部分が板状部材２０における装着口２７の開口縁前面(左上部開口部２７ｂの開口縁前面)
に当接するよう構成される。そして、第１台板部分４２ｂの前側に、遊技領域２３(第２
球流下経路２３ｂ)が形成されるようになっている。なお、第１構成部材４２には、第１
庇状部分４２ａの前縁から内方に延出する第１装飾部４２ｃが設けられており、該第１装
飾部４２ｃと前記上部装飾部品３８とによって画成される開口部３１ａの上部領域には、
図２,図３,図４に示す如く、左右方向の中央部から左側および右側に向かうにつれて下側
に変位する略山形の凹部が画成されるようになっている。また、第１構成部材４２は、全
体が光透過性に構成されて、後述するＬＥＤ５１ａ,１２２ａからの光によって明輝して
光演出可能に構成されている。
【００３４】
(第２構成部材４３について)
　前記取着盤部４８に配設される第２構成部材４３は、該取着盤部４８に配設された第１
構成部材４２の第１庇状部分４２ａにおける段部３３ｂから下端までの間の領域において
該第１庇状部分４２ａの後縁に接続して外方に延出する第１遊技領域形成部分４３ａを備
えている。この第２構成部材４３は、第１遊技領域形成部分４３ａが前記装着口２７(左
上部開口部２７ｂ)の前側に位置して、該第１遊技領域形成部分４３ａの前側に枠側遊技
領域４１が形成される。そして、第１遊技領域形成部分４３ａにおける取着盤部４８の外
縁から外方に延出して板状部材２０における装着口２７の開口縁前面(左上部開口部２７
ｂの開口縁前面)に当接する部分が、前記台板部３４を構成するようになっている。また
、第１遊技領域形成部分４３ａの前面に、複数(実施例では２つ)の第１変更部(変更部)４
３ｂが突設されており、該第１遊技領域形成部分４３ａの前面(枠側遊技領域４１)を流下
するパチンコ球が該第１変更部４３ｂに接触することで、該パチンコ球の流下方向(移動
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方向)が変更されるよう構成される。実施例では、２つの第１変更部４３ｂ,４３ｂは、前
記第１構成部材４２の第１庇状部分４２ａとの間、および両第１変更部４３ｂ,４３ｂの
間の夫々に、パチンコ球の通過を許容する隙間をあけた状態で第１遊技領域形成部分４３
ａに突設されている。第２構成部材４３は、全体が光透過性に構成されて、後述するＬＥ
Ｄ５１ａ,１２２ａからの光によって明輝して光演出可能に構成されている。
【００３５】
(第３構成部材４４について)
　前記取着盤部４８に配設される第３構成部材４４は、該取着盤部４８に配設された第１
構成部材４２における第１庇状部分４２ａの下端縁に接続して庇状部３３の一部を構成す
る第２庇状部分４４ａが形成されている。また第３構成部材４４は、第２庇状部分４４ａ
の後縁から外方に延出する第２遊技領域形成部分４４ｂが形成されており、該第２遊技領
域形成部分４４ｂが前記第２構成部材４３の第１遊技領域形成部分４３ａの下端縁に接続
されている。この第３構成部材４４は、第２遊技領域形成部分４４ｂが前記装着口２７(
左上部開口部２７ｂ)の前側に位置して、該第２遊技領域形成部分４４ｂの前側に枠側遊
技領域４１が形成される。そして、第２遊技領域形成部分４４ｂにおける取着盤部４８の
外縁から外方に延出して板状部材２０における装着口２７の開口縁前面(左上部開口部２
７ｂの開口縁前面)に当接する部分が、前記台板部３４を構成するようになっている。第
３構成部材４４には、第２庇状部分４４ａの前縁から内方に延出する第２装飾部４４ｃが
設けられている。なお、第３構成部材４４は、全体が非光透過性に構成されている。
【００３６】
(第４構成部材４５について)
　前記取着盤部４８に配設される第４構成部材４５は、該取着盤部４８に配設された第３
構成部材４４における第２庇状部分４４ａの下端縁に接続して庇状部３３の一部を構成す
る第３庇状部分４５ａが形成されている。また第４構成部材４５は、取着盤部４８に配設
された第３構成部材４４における第２遊技領域形成部分４４ｂの下端縁に接続する第３遊
技領域形成部分４５ｂが、第３庇状部分４５ａの後縁から外方に延出するように設けられ
ている。この第４構成部材４５は、第３遊技領域形成部分４５ｂが前記装着口２７(左上
部開口部２７ｂ)の前側に位置して、該第３遊技領域形成部分４５ｂの前側に枠側遊技領
域４１が形成される。そして、第３遊技領域形成部分４５ｂにおける取着盤部４８の外縁
から外方に延出して板状部材２０における装着口２７の開口縁前面(左上部開口部２７ｂ
の開口縁前面)に当接する部分が、前記台板部３４を構成するようになっている。また、
第３遊技領域形成部分４５ｂの前面に、第２変更部(変更部)４５ｃが突設されており、該
第３遊技領域形成部分４５ｂの前側(枠側遊技領域４１)を流下するパチンコ球が該第２変
更部４５ｃに接触することで、該パチンコ球の流下方向が変更されるよう構成される。実
施例では、第２変更部４５ｃは、前記第３庇状部分４５ａとの間に、パチンコ球の通過を
許容する隙間をあけた状態で第３遊技領域形成部分４５ｂに突設されている。なお、第４
構成部材４５は、全体が光透過性に構成されて、後述するＬＥＤ５１ａからの光によって
明輝して光演出可能に構成されている。また、第４構成部材４５には、第３庇状部分４５
ａの前縁から内方に延出する第３装飾部４５ｄが設けられている。
【００３７】
(第５構成部材４６について)
　前記取着盤部４８に配設される第５構成部材４６は、該取着盤部４８に配設された第４
構成部材４５における第３庇状部分４５ａの下端縁に接続して庇状部３３の一部を構成す
る第４庇状部分４６ａが形成されている。また第５構成部材４６は、取着盤部４８に配設
された第４構成部材４５における第３遊技領域形成部分４５ｂの下端縁に接続する第４遊
技領域形成部分４６ｂが、第４庇状部分４６ａの後縁から外方に延出するように設けられ
ている。この第５構成部材４６は、第４遊技領域形成部分４６ｂが前記装着口２７(左上
部開口部２７ｂ)の前側に位置して、該第４遊技領域形成部分４６ｂの前側に枠側遊技領
域４１が形成される。そして、第４遊技領域形成部分４６ｂにおける取着盤部４８の外縁
から外方に延出して板状部材２０における装着口２７の開口縁前面(左上部開口部２７ｂ
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の開口縁前面)に当接する部分が、前記台板部３４を構成するようになっている。また、
第４遊技領域形成部分４６ｂの前面に、第３変更部(変更部)４６ｃが突設されており、該
第４遊技領域形成部分４６ｂの前側(枠側遊技領域４１)を流下するパチンコ球が該第３変
更部４６ｃに接触することで、該パチンコ球の流下方向が変更されるよう構成される。実
施例では、第３変更部４６ｃは、前記第４庇状部分４６ａとの間に、パチンコ球の通過を
許容する隙間をあけた状態で第４遊技領域形成部分４６ｂに突設されている。また、第５
構成部材４６は、第４庇状部分４６ａの前縁から内方に延出する第４装飾部４６ｄが設け
られると共に、該第５構成部材４６の全体が非光透過性に構成されている。
【００３８】
　前記第５構成部材４６の第３変更部４６ｃと、前記第４構成部材４５の第２変更部４５
ｃとは、図２,図３に示すように隙間なく接続するよう構成されており、第４構成部材４
５の第３庇状部分４５ａと第２変更部４５ｃおよび第５構成部材４６の第４庇状部分４６
ａと第３変更部４６ｃとによって、パチンコ球が通過可能な通路が左右にジグザグに変位
するように画成されている。
【００３９】
(第６構成部材４７について)
　前記取着盤部４８に配設される第６構成部材４７は、該取着盤部４８に配設された第５
構成部材４６における第４庇状部分４６ａの下端縁に接続して庇状部３３の一部を構成す
る第５庇状部分４７ａが形成されている。また第６構成部材４７は、取着盤部４８に配設
された第５構成部材４６における第４遊技領域形成部分４６ｂの下端縁に接続する第５遊
技領域形成部分４７ｂが、第５庇状部分４７ａの後縁から外方に延出するように設けられ
ている。この第６構成部材４７は、第５遊技領域形成部分４７ｂが前記装着口２７(左上
部開口部２７ｂ)の前側に位置して、該第５遊技領域形成部分４７ｂの前側に枠側遊技領
域４１が形成される。そして、第５遊技領域形成部分４７ｂにおける取着盤部４８の外縁
から外方に延出して板状部材２０における装着口２７の開口縁前面(左上部開口部２７ｂ
の開口縁前面)に当接する部分が、前記台板部３４を構成するようになっている。また、
第５遊技領域形成部分４７ｂの前面に、第４変更部(変更部)４７ｃが突設されており、該
第５遊技領域形成部分４７ｂの前側(枠状遊技領域４１)を流下するパチンコ球が該第４変
更部４７ｃに接触することで、該パチンコ球の流下方向が変更されるよう構成される。実
施例では、第４変更部４７ｃは、前記第５庇状部分４７ａとの間および前記第５構成部材
４６の第３変更部４６ｃとの間の夫々に、パチンコ球の通過を許容する隙間をあけた状態
で第５遊技領域形成部分４７ｂに突設されている。また、第６構成部材４７は、第５庇状
部分４７ａの前縁から内方に延出する第５装飾部４７ｄが設けられると共に、該第６構成
部材４７の全体が光透過性に構成されて、後述するＬＥＤ５１ａからの光によって明輝し
て光演出可能に構成されている。
【００４０】
　ここで、前記枠状装飾部材３１に設けられる庇状部３３において、前記第１構成部材４
２における第１庇状部分４２ａの段部３３ｂから左側の部分および第３～第６構成部材４
４～４７の庇状部分４４ａ,４５ａ,４６ａ,４７ａで構成される領域では、該庇状部３３(
４２ａ,４４ａ,４５ａ,４６ａ,４７ａ)は、前記板状部材２０の装着口２７(左上部開口部
２７ｂ)の開口縁から内側(装着口２７の中央部側)に、前記転動面３３ａと外レール２４
との離間間隔より大きく離間して位置している。すなわち、前記枠側遊技領域４１が形成
される領域において、庇状部３３(４２ａ,４４ａ,４５ａ,４６ａ,４７ａ)と外レール２４
およびレール部材２６の間は、パチンコ球３個分の幅寸法より大きな幅寸設に設定されて
、前記変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,４７ｃに接触したパチンコ球の流下方向を広い範囲
で変えることができるようになっている。
【００４１】
　ここで、実施例では、前記取着盤部４８と、該取着盤部４８に着脱自在に配設される第
２～第６構成部材４３,４４,４５,４６,４７とから、前記枠側遊技領域４１を装着口２７
の前側に形成する遊技領域形成部４０が構成されている。そして、変更部４３ｂ,４５ｃ,
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４６ｃ,４７ｃが設けられて取着盤部４８に対して着脱自在に配設される第２構成部材４
３、第４構成部材４５、第５構成部材４６および第６構成部材４７が分割部として構成さ
れて、該構成部材４３,４５,４６,４７に設けた変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,４７ｃが破
損等した際には、破損した変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,４７ｃが設けられた構成部材４
３,４５,４６,４７のみの交換によって対応し得るよう構成してある。
【００４２】
　また、実施例では、前記第２構成部材４３、第４構成部材４５および第６構成部材４７
を光透過性に構成する一方で、第３構成部材４４および第５構成部材４６を非光透過性に
構成することで、枠側遊技領域４１を流下するパチンコ球が後述するＬＥＤ５１ａからの
光によって明輝する部分と明輝しない部分の前側を交互に通過することで、演出効果を向
上し得るよう構成してある。なお、第２構成部材４３、第４構成部材４５および第６構成
部材４７における各遊技領域形成部分４３ａ,４５ｂ,４７ｂには、光拡散処理が施されて
いる。
【００４３】
(発光装置４９について)
　前記取着盤部４８の裏側に、前記第２構成部材４３、第４構成部材４５および第６構成
部材４７を裏側から照明可能な発光装置４９が配設されている。この発光装置４９は、図
７,図８に示す如く、基板ケース５０と、該基板ケース５０に収容され、前面に光を照射
するＬＥＤ５１ａ(発光手段)が複数実装された発光基板５１とを備え、基板ケース５０が
取着盤部４８の裏側に着脱自在に配設されている。前記第２構成部材４３の裏側に、乱反
射処理が施された第１光拡散部材５２が配設されると共に、該第１光拡散部材５２と第２
構成部材４３との間に第１光拡散シート５３が前後に重なった状態で配設されている。そ
して、前記発光基板５１に実装されて第２構成部材４３の後側に位置する複数のＬＥＤ５
１ａの光が、第１光拡散部材５２に向けて照射されるよう構成してある。また、前記取着
盤部４８における第４構成部材４５～第６構成部材４７の配設領域に対応する裏側に、乱
反射処理が施された第２光拡散部材５４が配設されると共に、該第２光拡散部材５４と取
着盤部４８との間に第２光拡散シート５５が前後に重なった状態で配設されている。そし
て、前記発光基板５１に実装されて第４構成部材４５および第６構成部材４７の後側に位
置する複数のＬＥＤ５１ａの光が、第２光拡散部材５４に向けて照射されるよう構成して
ある。
【００４４】
(始動入賞装置５６,５７について)
　前記板状部材２０には、図２に示す如く、前記枠状装飾部材３１の下方位置に、遊技領
域２３に臨んで該遊技領域２３を流下するパチンコ球が入賞可能な第１始動入賞装置５６
が配設されると共に、該第１始動入賞装置５６の右側方に第２始動入賞装置５７および特
別入賞装置５８が配設されている。なお、第２始動入賞装置５７は、特別入賞装置５８の
下方位置に配設されている。また、枠状装飾部材３１の右側方に、遊技領域２３(第２球
流下経路２３ｂ)に臨んで該遊技領域２３(第２球流下経路２３ｂ)を流下するパチンコ球
が通過可能な球通過ゲート５９が配設されている。第１および第２始動入賞装置５６,５
７は、遊技領域２３を流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞口５６ａ,５７ａが設け
られる。ここで、第１始動入賞装置５６は、第１始動入賞口５６ａが遊技領域２３に常時
開放する常時開放型の入賞装置とされ、第２始動入賞装置５７は、所定の開放条件および
閉鎖条件に従って第２始動入賞口５７ａが開閉部材５７ｂにより開閉される開閉型の入賞
装置とされている。なお、第２始動入賞装置５７は、開閉部材５７ｂを開閉作動する始動
入賞ソレノイド５７ｃ(図２８参照)を備え、該始動入賞ソレノイド５７ｃが前記制御装置
１９によって駆動制御されるよう構成される。
【００４５】
　前記第１および第２始動入賞口５６ａ,５７ａは、該第１および第２始動入賞口５６ａ,
５７ａに入賞したパチンコ球を検出する入賞検出手段としての始動入賞検出センサ６０,
６１(図２８参照)が設けられている。前記始動入賞検出センサ６０,６１は、前記制御装
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置１９に配線接続されている。そして、始動入賞検出センサ６０,６１からの検出信号が
制御装置１９に入力されることを賞球の払出条件として、該制御装置１９が賞球の払い出
しを決定するようになっている。すなわち、制御装置１９は、所定の払出条件の成立に伴
い、払い出し賞球数を決定する賞球数決定手段としての機能を有している。具体的に、第
１および第２始動入賞口５６ａ,５７ａに対応した第１および第２始動入賞検出センサ６
０,６１によるパチンコ球の検出(すなわち始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入
賞)を契機として賞球の払出条件が成立した場合には、制御装置１９が所定数の賞球の払
い出しを決定するよう設定されている。
【００４６】
　また、第１および第２始動入賞検出センサ６０,６１によるパチンコ球の検出(すなわち
第１および第２始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入賞)を遊技の開始条件(遊技
開始条件)として、前記制御装置１９が各種入賞情報(大当り判定用乱数等の遊技情報)を
取得して、この取得した入賞情報に基づいて特図当り抽選(当り判定)が行われるよう構成
されている。そして、特図当り抽選の結果に基づいて前記図柄表示装置１８において図柄
変動演出を実行するように、該図柄表示装置１８を制御装置１９が制御するよう構成され
る。また、前記図柄表示装置１８での図柄変動演出の結果、該図柄表示装置１８に所定の
当り表示(予め定められた特定表示)となる組み合わせ(例えば同一飾図の３つ揃い等)で図
柄(飾図)が確定停止表示されることで、遊技者に有利な当り遊技(以後、大当り遊技とい
う)が付与され、大当り遊技の発生に伴って後述する特別入賞口５８ａを所定の開放条件
で開放する大当り遊技が行われて、遊技者が賞球を獲得し得る機会が与えられるよう構成
されている。すなわち、実施例では、遊技者が賞球を獲得し得る機会が与えられる大当り
遊技が、遊技者に有利な有利状態となっている。
【００４７】
(特別入賞装置５８について)
　前記特別入賞装置５８(入賞手段)は、遊技領域２３(第２球流下経路２３ｂ)に開口する
特別入賞手段としての特別入賞口(入賞口)５８ａを開閉自在に閉成する開閉体(開閉手段)
５８ｂを備えており、駆動手段としての特別入賞ソレノイド５８ｃ(図２８参照)の駆動に
伴って開閉体５８ｂが閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されてい
る。また、前記特別入賞装置５８には、前記特別入賞口５８ａに入賞したパチンコ球を検
出する特別入賞検出手段としての特別入賞検出センサ６２(図２８参照)が設けられている
。特別入賞検出センサ６２は、前記制御装置１９に配線接続されており、特別入賞検出セ
ンサ６２がパチンコ球を検出すると、検出信号を制御装置１９に出力し、該制御装置１９
は、特別入賞検出センサ６２からの検出信号の入力を賞球の払出条件として前記払出制御
基板に制御信号を出力して前記球払出装置に予め設定された数の賞球を払い出させるよう
になっている。ここで、前記特別入賞ソレノイド５８ｃは、前記第１および第２始動入賞
口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入賞を契機として特別入賞口５８ａを開閉する大当り
遊技が付与される場合(特定条件判定手段での判定結果が肯定の場合)に、前記図柄表示装
置１８による図柄変動演出の終了後に制御装置１９によって駆動制御される。実施例のパ
チンコ機１０では、開閉体５８ｂの開閉態様が異なる複数種類の大当り遊技が設定されて
おり、制御装置１９は、大当り遊技の種類に応じた開閉条件に従って特別入賞ソレノイド
５８ｃを駆動制御するよう構成される。
【００４８】
(球通過ゲート５９について)
　前記球通過ゲート５９には、該ゲート５９をパチンコ球が通過したことを検出するゲー
トセンサ６３(図２８参照)が配設される。ゲートセンサ６３は、前記制御装置１９に配線
接続されており、該ゲートセンサ６３から制御装置１９への球検出信号の入力、すなわち
ゲートセンサ６３のパチンコ球の検出(球通過ゲート５９のパチンコ球の通過)に伴って各
種通過検出情報(乱数等の遊技情報)が取得され、この取得した遊技情報に基づいて普図当
り判定(普図当り抽選)が行われるよう構成されている。そして、この普図当り抽選の結果
に応じて前記始動入賞ソレノイド５７ｃが駆動制御されて開閉部材５７ｂが開閉動作する
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ようになっている。
【００４９】
(設置部材２１について)
　前記設置部材２１は、図４,図５に示す如く、前記板状部材２０の外郭形状より僅かに
小さな形状に形成された略矩形状の背面板６４と、該背面板６４の外周縁部から前方に突
出する画壁部６５とから前方に開口した箱状に形成されて、該画壁部６５の開口前端部を
板状部材２０の裏面に当接させた状態で、当該板状部材２０と設置部材２１とがネジによ
り固定される。そして、設置部材２１において板状部材２０との間に画成される空間に、
各種の可動演出装置６６(図１１,図１２参照)や各種の発光装置等が設置されて、設置部
材２１を基材とする１つのユニットとして扱い得るようになっている。また、前記設置部
材２１の背面板６４には、前記枠状装飾部材３１の開口部３１ａと前後に整列する位置に
、略矩形状の開口部２１ａが前後に開口するよう開設されると共に、該背面板６４の裏側
に前記図柄表示装置１８が着脱自在に取り付けられて、該開口部２１ａを介して図柄表示
装置１８の表示部１８ａが板状部材２０(遊技盤Ｍ)の前側に臨むようになっている。
【００５０】
(可動演出装置６６について)
　前記設置部材２１の背面板６４における開口部２１ａの上側に臨む上面部６４ａに、所
定の演出動作を行う複数の可動体６７,６８,６９,７０を備えた可動演出装置６６が配設
されている。実施例の可動演出装置６６は、後述する索条体９６によって上下方向に高低
差がある上方の第１位置と下方の第２位置との間を上下に往復移動する主可動体６７と、
該主可動体６７に対して従動的に移動する複数(実施例では２つ)の従動可動体６８,６９
と、主可動体６７に配設されて該主可動体６７に対して独立して動作可能な副可動体７０
とを備え、主可動体６７と従動可動体６８,６９および主可動体６７を動作させる第１駆
動モータ８８が配設された固定部としての装置本体７２が、前記上面部６４ａに着脱自在
に配設されている。
【００５１】
(可動体６７,６８,６９,７０の全体構成について)
　前記主可動体６７および２つの従動可動体６８,６９は、主可動体６７が第１位置に位
置する状態で、これら複数の可動体６７,６８,６９が前後方向に相互に重なって前側に露
出する面積が最小となる待機形態(図９(ａ),図１１参照)と、主可動体６７が第２位置に
位置する状態で、これら複数の可動体６７,６８,６９が上下方向に変位して前側に露出す
る面積が最大となる作動形態(図９(ｂ),図１２参照)とに変化し得るよう構成される。ま
た、副可動体７０は、後述するが、主可動体６７から外側方に延出する待機姿勢と、主可
動体６７の後述する意匠部７３を側方から下方にかけて囲むように位置する作動姿勢とに
変位するよう構成されている。そして、主可動体６７が第１位置に位置すると共に副可動
体７０が待機姿勢となっている状態で、これら可動体群が前記枠状装飾部材３１の後側に
一部重なり、該枠状装飾部材３１の開口部３１ａ(具体的には中央上部の凹部分)に、可動
体群の一部が臨んで板状部材２０の前側から一部が視認可能に構成されている(図２参照)
。これに対し、主可動体６７が第２位置に位置すると共に副可動体７０が作動姿勢となっ
ている状態で、複数の可動体６７,６８,６９,７０が上下方向に略連なって全ての可動体
６７,６８,６９,７０が開口部３１ａに臨んで、可動体群の略全体が前側から視認可能な
状態となるようにしてある(図３参照)。なお、実施例では、主可動体６７が第１位置に位
置する状態で副可動体７０が待機姿勢となり、主可動体６７が第２位置に位置する状態で
副可動体７０が作動姿勢となるように該副可動体７０が動作するよう構成されており、以
後の説明において可動体群の待機形態とは副可動体７０が待機姿勢となっている状態を含
み、可動体群の作動形態とは副可動体７０が作動姿勢となっている状態を含む意味で用い
る場合がある。
【００５２】
　また、前記主可動体６７が第１位置に位置する可動体群の待機形態で最前部に位置する
第１従動可動体６８は、図１１に示す如く、前記枠状装飾部材３１の装着口２７に収容さ
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れている。具体的には、第１従動可動体６８は、装着口２７における上部開口部２７ｂ,
２７ｃに収容されて、後述するように枠状装飾部材３１に配設された前記上部装飾部品３
８、第１構成部材４２、第２構成部材４３および第３構成部材４４の後側に重なるように
位置するよう構成される。より具体的には、第１構成部材４２の第１装飾部４２ｃ、第２
構成部材４３の第１遊技領域形成部分４３ａ、第３構成部材４４の第２装飾部４４ｃの後
側に第１従動可動体６８が重なるようになっている(図２参照)。また、主可動体６７が第
２位置に位置する作動姿勢では、実施例では主可動体６７、第２従動可動体６９は全体が
開口部３１ａに臨んで前側から視認可能になるのに対し、第１従動可動体６８は、一部が
前記第１構成部材４２の第１装飾部４２ｃおよび第３構成部材４４の第２装飾部４２ｃの
後側に重なって、後述ＬＥＤ１２２ａの光によって各装飾部４２ｃ,４４ｃを裏側から照
明し得るよう構成されている(図３参照)。なお、可動体群の待機形態における副可動体７
０は、上部装飾部品３８の後側に重なって隠れるようになっている。
【００５３】
　実施例では、２つの従動可動体６８,６９と副可動体７０とによって、作動形態におい
てドクロを模した意匠を表わすよう構成されており、待機形態において最前部に位置する
第１従動可動体６８が頭部を表わし、待機形態において第１従動可動体６８の後側に位置
する第２従動可動体６９が顔面を表わし、副可動体７０が下顎を表わすように構成されて
いる。また、主可動体６７は、作動形態において第２従動可動体６９と副可動体７０との
間に位置する正面視において略円形の意匠部７３を備え、該意匠部７３が第２従動可動体
６９と副可動体７０とで噛まれた意匠を表わすよう構成されている(図３,図９(ｂ)参照)
。
【００５４】
(ガイド７４について)
　前記装置本体７２は、図９に示す如く、横長板状の部材であって、該装置本体７２の中
央より左側に偏った位置に、上下方向に延在するガイド７４が配設されている。このガイ
ド７４は、図１３,図１４に示す如く、装置本体７２にネジ止め固定される板状の固定板
７４ａと、該固定板７４ａの左右の両端縁から前方に延出する側壁板７４ｂ,７４ｃとを
備えると共に、左側に位置する左側壁板７４ｂの内面に、上下方向に延在する第１ラック
部(ラック部)７４ｄが形成されている。また、ガイド７４の左側壁板７４ｂの外側に、前
縁から外側方(左側方)に延出した後に後側に向けて折曲された左ガイド部７４ｅが形成さ
れると共に、右側壁板７４ｃの外側に、前後方向の略中間位置から外側方(右側方)に延出
する右ガイド部７４ｆが形成されている。そして、後述するスライダ７５が、左右のガイ
ド部７４ｅ,７４ｆに沿って上下方向にスライド自在に支持されるよう構成される。また
、右ガイド部７４ｆの下端部に、外側方(右側方)に突出する第１下動規制用ストッパ７４
ｇが設けられ、該第１下動規制用ストッパ７４ｇの上端に、スライダ７５に設けた後述す
る第１下動規制用突部７５ｃが当接することで、ガイド７４に対するスライダ７５の下方
移動が規制されるようになっている。
【００５５】
(スライダ７５について)
　前記ガイド７４に対して上下方向にスライド自在に支持されるスライダ７５は、図１３
,図１４に示す如く、ガイド７４の固定板７４ａと対向する板状本体７５ａの裏面に、左
右に離間して第１支持体７５ｂ,７５ｂが上下方向に延在するように配設されている。そ
して、板状本体７５ａを固定板７４ａに対向した状態で、図１０に示す如く、各第１支持
体７５ｂ,７５ｂがガイド７４における対応する左右のガイド部７４ｅ,７４ｆに外側から
係合して、該ガイド部７４ｅ,７４ｆに対してスライダ７５が上下方向にスライド可能に
支持される。すなわち、スライダ７５は、一対の第１支持体７５ｂ,７５ｂでガイド７４
の両ガイド部７４ｅ,７４ｆを外側から抱持する状態で支持されており、該ガイド７４と
スライダ７５との支持部は一対の第１支持体７５ｂ,７５ｂの内側に位置するよう構成さ
れている。また、板状本体７５ａの裏面における上部には、右側の第１支持体７５ｂに近
接する位置に後方に向けて突出する第１下動規制用突部７５ｃが設けられ、該第１下動規
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制用突部７５ｃが、前記ガイド７４における右ガイド部７４ｆに設けた第１下動規制用ス
トッパ７４ｇの上端に上側から当接することで、ガイド７４に対するスライダ７５の下方
移動が規制されるようになっている。
【００５６】
　前記板状本体７５ａの裏面における下部には、図１４に示す如く、後方に向けて突出す
る第１上動規制用突部７５ｄが設けられ、該第１上動規制用突部７５ｄが、前記ガイド７
４の右側壁板７４ｃの下端に下側から当接することで、ガイド７４に対するスライダ７５
の上方移動が規制されるようになっている。すなわち、実施例では、ガイド７４における
右側壁板７４ｃの下端が、ガイド７４に対するスライダ７５の上方移動を規制する第１上
動規制用ストッパ７４ｈとして機能するよう構成される。
【００５７】
　前記板状本体７５ａの裏面には、両第１支持体７５ｂ,７５ｂの間に、第１案内ギヤ(案
内ギヤ)７６、該第１案内ギヤ７６と噛合する従動ギヤ７７および該従動ギヤ７７と噛合
する第１伝達ギヤ７８の夫々が自由回転し得るように支持されており、第１案内ギヤ７６
が前記ガイド７４の第１ラック部７４ｄと噛合するよう構成される。すなわち、ガイド７
４に対してスライダ７５は、第１ラック部７４ｄと第１案内ギヤ７６とが噛合した状態で
上下方向にスライドするよう構成されており、該スライダ７５の安定した移動が図られる
ようになっている。
【００５８】
　前記板状本体７５ａの前面には、図１０に示す如く、左右に離間して第２支持体７５ｅ
,７５ｅが上下方向に延在するように配設されており、両第２支持体７５ｅ,７５ｅの内側
に、前記主可動体６７に設けたスライド部８２が上下方向にスライド自在に支持されてい
る。すなわち、スライダ７５に対してスライド部８２は、一対の第２支持体７５ｅ,７５
ｅで外側から抱持する状態で支持されており、該スライダ７５とスライド部８２との支持
部は一対の第２支持体７５ｅ,７５ｅの内側に位置するよう構成されている。また、板状
本体７５ａの左側部において前後の関係で配設された第１支持体７５ｂと第２支持体７５
ｅの対向面間に、スライド部８２に設けられた後述する連結片８２ｃが挿通可能なスリッ
ト７５ｆが下方および左側方に開放するように形成されており(図２４参照)、該スリット
７５ｆに連結片８２ｃが入り込むことで、スライダ７５とスライド部８２との相対的な移
動範囲を稼ぎ得るよう構成してある。
【００５９】
　前記板状本体７５ａの前面における下部には、右側の第２支持体７５ｅに近接する位置
に前側に突出する第２下動規制用ストッパ７５ｇが設けられると共に、前記スライド部８
２の裏面上部に、該第２下動規制用ストッパ７５ｇに上側から当接可能な第２下動規制用
突部８２ａが設けられている。そして、第２下動規制用突部８２ａが、前記スライダ７５
の第２下動規制用ストッパ７５ｇに上側から当接することで、スライダ７５に対するスラ
イド部８２(主可動体６７)の下方移動が規制されるようになっている。実施例では、スラ
イダ７５の第２下動規制用ストッパ７５ｇが、第１位置から第２位置に落下(移動)する前
記主可動体６７を受止めて該主可動体６７を第２位置に保持するストッパとして機能する
。また、板状本体７５ａの前面における上部には、前方に向けて突出する第２上動規制用
ストッパ７５ｈが設けられている。この第２上動規制用ストッパ７５ｈは、前記スライド
部８２に設けた前記第２下動規制用突部８２ａの上端に当接可能な位置に設けられており
、スライダ７５に対してスライド部８２が上方に移動する場合に、第２下動規制用突部８
２ａの上端が、スライダ７５の第２上動規制用ストッパ７５ｈに下方から当接することで
、スライダ７５に対するスライド部８２の相対的な上方移動が規制されるよう構成される
。すなわち、第２下動規制用突部８２ａの上端が第２上動規制用ストッパ７５ｈに下方か
ら当接した状態では、スライダ７５とスライド部８２とが一体的に上方移動するよう構成
される。実施例では、スライド部８２における第２下動規制用突部８２ａが、スライダ７
５に対するスライド部８２の上方移動を規制する第２上動規制用突部を兼用するよう構成
してある。
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【００６０】
　前記板状本体７５ａの前面には、図２２に示す如く、第２支持体７５ｅ,７５ｅの間に
、第２案内ギヤ(案内ギヤ)７９と、該第２案内ギヤ７９と噛合する第２伝達ギヤ８０との
夫々が自由回転し得るように支持されており、第２伝達ギヤ８０は、前記第１伝達ギヤ７
８と一体的に回転するよう構成されている。また、第２案内ギヤ７９が、スライド部８２
の後述する第２ラック部８２ｂに噛合している。すなわち、スライダ７５に対してスライ
ド部８２は、第２ラック部８２ｂと第２案内ギヤ７９とが噛合した状態で上下方向にスラ
イドするよう構成されており、該スライド部８２の安定した移動が図られるようになって
いる。
【００６１】
　ここで、実施例では、前記第１伝達ギヤ７８と第２伝達ギヤ８０とを一体的に回転する
よう構成してあるので、前記ガイド７４に対してスライダ７５が下方移動する際には、第
１ラック部７４ｄとの噛合作用下に回転する第１案内ギヤ７６に従動ギヤ７７を介して噛
合する第１伝達ギヤ７８が回転することで第２伝達ギヤ８０も回転する。これにより、該
第２伝達ギヤ８０に噛合する第２案内ギヤ７９が回転し、該第２案内ギヤ７９と第２ラッ
ク部８２ｂとの噛合作用下にスライダ７５に対してスライド部８２も追従して下方移動す
るようになっている。また、スライダ７５に対してスライド部８２が上方移動する際には
、第２ラック部８２ｂとの噛合作用下に回転する第２案内ギヤ７９に噛合する第２伝達ギ
ヤ８０が回転することで第１伝達ギヤ７８も回転する。これにより、該第１伝達ギヤ７８
に従動ギヤ７７を介して噛合する第１案内ギヤ７６が回転し、該第１案内ギヤ７６と第１
ラック部７４ｄとの噛合作用下にガイド７４に対してスライダ７５も追従して上方移動す
るようになっている。すなわち、主可動体６７の第１位置から第２位置への移動に際し、
ガイド７４に対するスライダ７５の下方移動とスライダ７５に対するスライド部８２(主
可動体６７)の下方移動とが同時に行われると共に、主可動体６７の第２位置から第１位
置への移動に際し、ガイド７４に対するスライダ７５の上方移動とスライダ７５に対する
スライド部８２(主可動体６７)の上方移動とが同時に行われるよう構成してある。
【００６２】
(主可動体６７について)
　前記主可動体(可動体)６７は、可動体本体をなす基体８１に、前記スライド部８２およ
び意匠部７３が設けられている。具体的には、基体８１は、図１５,図１６に示す如く、
平面視においてクランク状に形成されており、前記スライダ７５の前側に位置する第１基
部８１ａの裏面に、前記スライド部８２が配設されて、該スライド部８２がスライダ７５
に対して上下方向にスライド自在に支持されている。また、スライド部８２には、スライ
ダ７５に配設した第２案内ギヤ７９に噛合する第２ラック部(ラック部)８２ｂが上下方向
に延在するよう設けられており、主可動体６７は、第２ラック部８２ｂが第２案内ギヤ７
９に噛合した状態でスライダ７５に対して上下方向にスライドするよう構成される。更に
、スライド部８２には、左側面の下端部に、外側方に延出する連結片８２ｃが設けられ、
該連結片８２ｃに後述する索条体９６の取着体９６ｂが連結されるようになっている。な
お、連結片８２ｃに対する索条体９６における取着体９６ｂの連結部は、該連結片８２ｃ
における前記スライダ７５のスリット７５ｆから外方に延出する端部に設定されており、
該連結片８２ｃに連結されている索条体９６は、主可動体６７の上下動に際してスライダ
７５の左外側方を上下方向に移動するよう構成される。
【００６３】
　前記基体８１におけるスライダ７５の右側に位置する第２基部８１ｂの前面には、前記
意匠部７３が設けられている。この意匠部７３は、光透過性の部材を前側に膨出するよう
に形成したものであって、中央部を除く周囲に非透過性のメッキ等を施すことで、中央部
に光透過部(透明部)７３ａを形成すると共に該光透過部７３ａの周囲に非光透過部７３ｂ
が形成されている。また第２基部８１ｂの裏側には、図１５に示す如く、前面に複数のＬ
ＥＤ８３ａを実装した主可動体用発光基板８３を配設した基板ケース８４がネジ止め固定
されており、該ＬＥＤ８３ａが前記意匠部７３における光透過部７３ａの裏側に対向する
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ように位置している。すなわち、ＬＥＤ８３ａを発光することで、意匠部７３の光透過部
７３ａが明輝して光装飾されるようになっている。なお、光透過部７３ａには光拡散処理
が施されている。
【００６４】
　前記第１基部８１ａの前面に、前記第２従動可動体６９の後述する案内突部１２３ｂを
案内する長孔８５ａが形成された案内板(案内部)８５が設けられている。この長孔８５ａ
は、図１５に示す如く、実施例では左側から右側に向かうにつれて下方に変位する弧状の
孔であって、前記主可動体６７の上下移動に際して長孔８５ａに沿って案内突部１２３ｂ
が移動することで、第２従動可動体６９が後述するように軸ピン１２０を中心として傾動
するよう構成されている。
【００６５】
(主可動体６７の移動手段について)
　前記装置本体７２におけるガイド７４の配設位置より左側に、前方に延出する軸部８６
が突設されており、該軸部８６に回転体としての作動ギヤ８７が回転自在に枢支されてい
る。また、装置本体７２には、作動ギヤ８７の配設位置を挟んでガイド７４の配設位置と
は反対側に、回転駆動手段としての第１駆動モータ８８が配設されている。この第１駆動
モータ８８により回転駆動される駆動ギヤ８８ａが、装置本体７２に回転自在に枢支され
た従動ギヤ８９を介して前記作動ギヤ８７に噛合しており、第１駆動モータ８８を正転方
向または逆転方向に回転駆動することで、作動ギヤ８７を第１方向および第２方向に回転
するよう構成される。なお、実施例では、作動ギヤ８７の正面視において反時計方向が、
後述するリール９１による索条体９６の巻取方向に対応する第１方向であり、時計方向が
、後述するリール９１による索条体９６の繰出方向に対応する第２方向となっている。
【００６６】
　前記作動ギヤ８７の前面には、図１７,図１９～図２１に示す如く、前記軸部８６が挿
通される中心通孔８７ａの外側に、該中心通孔８７ａと同心で前側に突出する円筒状の筒
部８７ｂが設けられ、該筒部８７ｂの内側に係合部８７ｃが設けられると共に、該筒部８
７ｂの外側に規制解除手段としての規制解除片８７ｄが設けられている。なお、作動ギヤ
８７の裏面には、図１８に示す如く、前面に設けられた筒部８７ｂの内側に対応する部分
が前側に凹むように形成された円筒状凹部８７ｅが設けられると共に、該円筒状凹部８７
ｅ内に回転規制部８７ｆが設けられている。また、装置本体７２における軸部８６の配設
位置に近接する位置に、作動ギヤ８７における回転規制部８７ｆの回転軌道上に臨む回転
ストッパ９０が設けられている。すなわち、回転規制部８７ｆが回転ストッパ９０に当接
することで作動ギヤ８７の回転が規制されるよう構成されており、実施例では作動ギヤ８
７は１回転以上は回転しないようになっている。
【００６７】
(リール９１について)
　前記軸部８６には、作動ギヤ８７の前側に重ねてリール９１が回転自在に枢支されてい
る。なお、リール９１は、作動ギヤ８７に対して相対的な回転が許容された状態で、軸部
８６に作動ギヤ８７と同軸で枢支してある。このリール９１は、円盤状の前円盤９２およ
び後円盤９３を前後に重ねてネジ止めすることで、両円盤９２,９３間に索条体９６の巻
取部９１ａが形成されるようになっている(図２２,図２５参照)。リール９１には、索条
体９６の後述する係止体９６ａが連結されており、リール９１の回転によって巻取部９１
ａに索条体９６が繰出し自在に巻取られるよう構成される。実施例では、リール９１は、
正面視において反時計方向に回転することで索条体９６を巻取部９１ａに巻取ると共に、
時計方向に回転することで索条体９６を巻取部９１ａから繰出し得るよう構成されている
。以後の説明において、リール９１の回転方向について、索条体９６を巻取る方向を巻取
方向と指称し、索条体９６を繰出す方向を繰出方向と指称する。
【００６８】
　前記後円盤９３の中心部に、前側に突出するギヤ部９３ａが設けられると共に、前記前
円盤９２の中心部に、ギヤ部９３ａの挿通を許容する中心通孔９２ａが形成されており、
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両円盤９２,９３をネジ止め固定した状態で、ギヤ部９３ａが中心通孔９２ａを介して前
円盤９２の前側に突出するよう構成される。なお、ギヤ部９３ａには、前記軸部８６が挿
通される中心通孔が形成してある。前記軸部８６に回転自在に枢支された作動ギヤ８７お
よびリール９１は、装置本体７２に着脱自在に配設される保持部材９４によって軸部８６
から抜け止めされている。また保持部材９４には、前記リール９１のギヤ部９３ａに噛合
する抵抗用ギヤ９５が回転自在に枢支されており、リール９１は、ギヤ部９３ａと抵抗用
ギヤ９５とが噛合した状態で巻取方向および繰出方向に回転するよう構成される。抵抗用
ギヤ９５は、保持部材９４に対して所要の回転抵抗力が付与された状態で枢支されており
、該抵抗用ギヤ９５にギヤ部９３ａが噛合しているリール９１の回転に対して所要の回転
抵抗力を付与し得るよう構成される。なお、抵抗用ギヤ９５によってリール９１に付与さ
れる回転抵抗力は、前記主可動体６７が第１位置から第２位置への落下時(移動時)におい
て、前記第１下動規制用ストッパ７４ｇと第２下動規制用突部８２ａとによって主可動体
６７の落下が規制された後のリール９１の慣性による回転を抑制し得る程度に設定されて
いる。
【００６９】
(索条体９６について)
　前記索条体９６は、図１７,図１８,図２２に示す如く、長手方向の一端に、前記リール
９１に連結される係止体９６ａが設けられると共に、長手方向の他端に、前記主可動体６
７の連結片８２ｃに連結される取着体９６ｂが設けられている。この索条体９６の長さは
、前記主可動体６７の第１位置と第２位置との間の移動距離より長く設定されており、第
２下動規制用ストッパ７５ｇに第２下動規制用突部８２ａが当接して主可動体６７が第２
位置に保持された際に、リール９１と主可動体６７との間の索条体９６に主可動体６７の
荷重が加わらないよう構成してある。すなわち、主可動体６７の第２位置では、索条体９
６には主可動体６７を含む全ての可動体６７,６８,６９,７０の荷重が掛からないように
なっている。
【００７０】
　ここで、前記ガイド７４にスライダ７５を介して支持される主可動体６７の重心は、前
記副可動体７０および該副可動体７０を駆動する第２駆動モータ１１２(後述)を後述する
ように主可動体６７におけるガイド７４に対する支持位置より右側に配置する関係で(図
２３参照)、該ガイド７４に対する支持位置より右側に位置している。これに対し、前記
索条体９６は、ガイド７４に対する主可動体６７の支持位置より左側で連結されている。
すなわち、実施例では、主可動体６７に対して索条体９６は、ガイド７４にスライダ７５
を介して支持されるスライド部８２の支持位置を挟んで主可動体６７の重心位置とは反対
側に連結してある。
【００７１】
(連繋手段９７について)
　前記後円盤９３の裏面に、図１８,図１９に示す如く、前記作動ギヤ８７に設けた係合
部８７ｃに係脱可能な被係合部９３ｂが設けられている。そして、係合部８７ｃと被係合
部９３ｂとの係合状態では、作動ギヤ８７とリール９１とが一体的に回転すると共に、係
合部８７ｃと被係合部９３ｂとの非係合状態では、作動ギヤ８７とリール９１との相対的
な回転が許容されるよう構成される。実施例では、図２０(ｂ)に示す如く、正面視におい
て被係合部９３ｂにおける時計方向前側の面に係合部８７ｃが係合した状態で、作動ギヤ
８７が第１方向に回転することで、リール９１が巻取方向に一体的に回転し、正面視にお
いて被係合部９３ｂにおける時計方向後側の面に係合部８７ｃが係合した状態で、作動ギ
ヤ８７が第２方向に回転することで、リール９１が繰出方向に一体的に回転するよう構成
される。実施例では、作動ギヤ８７の係合部８７ｃと、リール９１の被係合部９３ｂとか
ら作動ギヤ８７の回転によってリール９１を巻取方向に回転する連繋手段９７が構成され
る。
【００７２】
(規制手段９８について)
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　前記リール９１の後円盤９３における裏面に、前記作動ギヤ８７の筒部８７ｂより大径
で該筒部８７ｂを相対的な回転が許容された状態で収容可能な円筒状部９３ｃが後方に向
けて突設されている。この円筒状部９３ｃの外周には、図１９～図２１に示す如く、周方
向の所要位置に凹部９３ｄが設けられている。また、前記装置本体７２には、規制手段９
８が回転自在に枢支されている。この規制手段９８は、装置本体７２における前記軸部８
６の下方に突設された枢支軸９９が挿通される通孔１００ａが形成された筒状本体１００
に、該筒状本体１００から径方向外方に延出する規制片１０１を備え、該規制片１０１の
延出端１０１ａが前記リール９１(円筒状部９３ｃ)の凹部９３ｄに対して係脱可能に構成
される。すなわち、規制手段９８は、規制片１０１の延出端１０１ａが凹部９３ｄに係合
してリール９１の回転を規制する規制位置(図２０参照)と、該規制片１０１の延出端１０
１ａが凹部９３ｄから離脱してリール９１の回転を許容する許容位置(図２１参照)との間
を回動変位し得るようになっている。
【００７３】
　また、前記規制手段９８の筒状本体１００には、図１９～図２１に示す如く、規制片１
０１の延出方向とは反対方向に延出する係止片９８ａが設けられ、該係止片９８ａと装置
本体７２に設けた係止部７２ａとの間に、付勢手段としてのコイルバネ１０２が張架され
ている。そして、規制手段９８は、コイルバネ１０２の付勢力によって常には規制位置に
向けて回転付勢されている。なお、リール９１の凹部９３ｄが規制片１０１の延出端１０
１ａとの係合位置に位置していない状態では、規制手段９８は、延出端１０１ａが円筒状
部９３ｃの外周面に当接する方向にコイルバネ１０２によって回動付勢されている。すな
わち、リール９１の回転中において凹部９３ｄが規制片１０１の延出端１０１ａとの係合
位置に到来した際に、円筒状部９３ｃの外周面に当接していた規制片１０１の延出端１０
１ａがコイルバネ１０２の付勢力によって凹部９３ｄに入り込むことで、該規制片１０１
の延出端１０１ａが凹部９３ｄに係合してリール９１の回転を規制するよう構成される。
実施例では、規制片１０１の延出端１０１ａが凹部９３ｄに係合してリール９１の回転が
規制された位置が、前記主可動体６７の第１位置となっている。また、規制片１０１の裏
面には、図１９に示す如く、前記筒状本体１００における回転中心の真上位置に、後方に
向けて突出する当接部１０１ｂが設けられており、該当接部１０１ｂに、前記リール９１
に設けた前記規制解除片８７ｄが当接可能に構成されている。
【００７４】
　なお、前記リール９１の凹部９３ｄにおける周方向の長さは、規制片１０１における延
出端１０１ａより長く設定されており、図２０(ｂ)に示す如く、該延出端１０１ａが凹部
９３ｄにおける巻取方向前側の面に係合した状態から、リール９１の巻取方向への回転を
若干許容し得るよう構成されている。また、規制手段９８およびコイルバネ１０２は、装
置本体７２に配設したカバー体(図示せず)で覆われて、前記索条体９６が規制手段９８や
コイルバネ１０２の可動部分に入り込んで引掛かるのを防止するよう構成してある。
【００７５】
　前記規制手段９８の筒状本体１００には、径方向の外方に延出する検出片１００ｂが設
けられている。また、前記装置本体７２に、規制手段９８の検出片１００ｂを検出可能な
規制解除検出センサ１０３が設けられており、該規制解除検出センサ１０３は、規制手段
９８が規制位置から許容位置に回転変位した際に検出片１００ｂを検出し得るよう構成さ
れる。この規制解除検出センサ１０３は、前記制御装置１９に配線接続されており、該制
御装置１９は、規制解除検出センサ１０３からの検出信号の入力によって、規制手段９８
によるリール９１の回転規制が解除されたことを認識し得るよう構成されている。
【００７６】
(規制解除片８７ｄと当接部１０１ｂとの関係について)
　前記作動ギヤ８７における前記規制解除片８７ｄの回転軌道は、前記規制位置に位置す
る規制手段９８の当接部１０１ｂに当接可能な位置に設定されている。そして、作動ギヤ
８７の第２方向への回転によって規制解除片８７ｄが当接部１０１ｂに当接して更に第２
方向へ回転することで、規制手段９８がコイルバネ１０２の付勢力に抗して規制位置から
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許容位置に回転変位するよう構成される(図２１参照)。規制手段９８による回転規制が解
除されたリール９１は、前記索条体９６を介して加わる可動体群の荷重によって繰出方向
へ回転し得るよう構成される。実施例では、前記主可動体６７を第１位置および第２位置
の間で往復移動させる移動手段は、規制手段９８によるリール９１の回転規制を規制解除
片８７ｄにより解除して該リール９１の繰出方向への回転を許容して前記主可動体６７を
第１位置から第２位置に落下(移動)させると共に、前記連繋手段９７の係合作用下にリー
ル９１を巻取方向に回転して主可動体６７を第２位置から第１位置に移動させる作動ギヤ
８７および該作動ギヤ８７を回転駆動する第１駆動モータ８８から構成されている。また
、リール９１の被係合部９３ｂに係合可能な係合部８７ｃおよび規制手段９８によるリー
ル９１の回転規制を解除する規制解徐片８７ｄを備える作動ギヤ８７は、第２方向への回
転によって被係合部９３ｂから係合部８７ｃを離間して該作動ギヤ８７(第１駆動モータ
８８)とリール９１との連繋状態を解除すると共に、規制解除片８７ｄによって規制手段
９８を規制位置から許容位置に回転変位させてリール９１の繰出方向への自由回転を許容
するよう構成されており、該作動ギヤ８７が連繋解除手段として機能している。
【００７７】
(係合部８７ｃ、被係合部９３ｂ、規制解除片８７ｄ、回転規制部８７ｆおよび回転スト
ッパ９０の位置関係について)
　図２０(ｂ)は、前記規制手段９８における規制片１０１の延出端１０１ａがリール９１
の凹部９３ｄに係合して、主可動体６７が第１位置に保持されると共に、作動ギヤ８７の
係合部８７ｃがリール９１の被係合部９３ｂにおける繰出方向側の面に係合した第１状態
を示している。この第１状態で、作動ギヤ８７の規制解除片８７ｄは、規制手段９８の当
接部１０１ｂに対して第２方向に離間する位置に位置すると共に、作動ギヤ８７の回転規
制部８７ｆは、装置本体７２の回転ストッパ９０に対して第２方向に離間する位置に位置
しており、作動ギヤ８７の第２方向への回転が許容される状態となっている。また、図２
１(ｂ)は、作動ギヤ８７の規制解除片８７ｄが規制手段９８の当接部１０１ｂに当接して
該規制手段９８が許容位置に回転変位すると共に、前記スライダ７５の第２下動規制用ス
トッパ７５ｇにスライド部８２の第２下動規制用突部８２ａが当接して主可動体６７が第
２位置に保持された第２状態を示している。この第２状態で、リール９１の被係合部９３
ｂにおける繰出方向側の面が、作動ギヤ８７の係合部８７ｃに対向して近接すると共に、
作動ギヤ８７の回転規制部８７ｆが装置本体７２の回転ストッパ９０に当接して、該作動
ギヤ８７の第２方向への回転が規制される状態となっている。すなわち、規制手段９８を
許容位置に回転変位した位置で停止している作動ギヤ８７の第２方向への回転を回転スト
ッパ９０で規制することで、主可動体６７が第１位置から第２位置に落下する際に繰出方
向に回転するリール９１の被係合部９３ｂが係合部８７ｃに当接した際に、作動ギヤ８７
が第２方向へ必要以上に回転するのを規制するよう構成される。逆に言えば、第２方向へ
の回転が回転ストッパ９０で規制されている作動ギヤ８７の係合部８７ｃに、主可動体６
７が第１位置から第２位置に落下する際に繰出方向に回転するリール９１の被係合部９３
ｂが当接することで、該リール９１の慣性による繰出方向への回転を規制し得るようにな
っている。
【００７８】
　また、図２１(ｂ)に示す第２状態において、前記規制手段９８における規制片１０１の
延出端１０１ａは、リール９１の円筒状部９３ｃにおける凹部９３ｄより繰出方向側に離
間した位置に当接している。すなわち、主可動体６７が第１位置から第２位置に落下する
際に繰出方向に回転したリール９１の凹部９３ｄが、再び規制手段９８における規制片１
０１の延出端１０１ａに係合することがないよう構成してある。
【００７９】
(作動ギヤ８７の待機位置について)
　実施例では、前記第１駆動モータ８８は、前記作動ギヤ８７が第２方向に回転を開始し
てから前記規制解除片８７ｄにより規制手段９８を許容位置に変位してリール９１の回転
規制を解除するまでの回転量が異なる複数の待機位置Ｒ１,Ｒ２に作動ギヤ８７を保持可
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能に構成されている。具体的に実施例では、第１待機位置Ｒ１(図２６(ａ)参照)と、該第
１待機位置Ｒ１よりリール９１の回転規制を解除するまでの回転量が大きい第２待機位置
Ｒ２(図２６(ｂ)参照)との２種類が設定されており、前記制御装置１９は、後述するよう
に、前記始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入賞時に取得した入賞情報(遊技情報
)に基づいて選択された変動パターンＰ１,Ｐ２に応じて待機位置Ｒ１,Ｒ２を決定するよ
う構成されている。
【００８０】
(滑車１０４について)
　図２２に示す如く、前記装置本体７２におけるリール９１とガイド７４との間に、該リ
ール９１から繰出されたりリール９１に巻取られる索条体９６を案内する滑車１０４が回
転自在に配設されている。この滑車１０４は、第１位置に位置する主可動体６７と索条体
９６との連結部よりリール９１の配設位置側の索条体９６の移動経路に位置しており、主
可動体６７が第１位置と第２位置との間を移動する間は該滑車１０４によって索条体９６
を案内し得るよう構成される。
【００８１】
　前記滑車１０４は、図１７,図１８または図２７に示す如く、円筒状胴部１０５ｂと、
該円筒状胴部１０５ｂの軸方向一端(実施例では後端)から径方向に延出する第１鍔部１０
５ａとを備えた第１構成体１０５と、前記円筒状胴部１０５ｂの軸方向他端(実施例では
前端)に取付けられて該円筒状胴部１０５ｂから径方向に延出する第２鍔部１０６ａを備
えた第２構成体１０６とからなり、両構成体１０５,１０６を前後の関係で組み付けた状
態の滑車１０４が、前記装置本体７２に設けた枢支部１０７に回転自在に枢支されている
。そして、リール９１と主可動体６７との間に位置する索条体９６が、滑車１０４の両鍔
部１０５ａ,１０６ａの間に位置する円筒状胴部１０５ｂに掛けられている。なお、前記
装置本体７２の軸部８６に枢支されているリール９１の巻取部９１ａと、枢支部１０７に
枢支されている滑車１０４の円筒状胴部１０５ｂとは、図２５に示す如く、前後方向の位
置が整合しており、リール９１の巻取部９１ａに対して繰出されたり巻取られる索条体９
６を滑車１０４の円筒状胴部１０５ｂで円滑に案内し得るよう構成される。
【００８２】
　前記装置本体７２に設けられた前記枢支部１０７は、図１７に示す如く、装置本体７２
から前方に突出する台部１０７ａの前端から、軸支部１０７ｂが前方に向けて突出するよ
う構成されたものであって、該軸支部１０７ｂに、前記第１構成体１０５および第２構成
体１０６に形成した中心通孔を挿通することで、滑車１０４が枢支部１０７に自由回転自
在に枢支される。なお、図示しないが、枢支部１０７における軸支部１０７ｂの前端に、
フランジ付きネジが螺挿されることで、滑車１０４は軸支部１０７ｂから抜け止めされて
いる。また、第２構成体１０６の第２鍔部１０６ａの直径は、第１構成体１０５の第１鍔
部１０５ａの直径より小さく設定してある(図２７参照)。
【００８３】
　前記枢支部１０７には、滑車１０４の円筒状胴部１０５ｂに掛けられている索条体９６
が挿通される挿通部１０８を両鍔部１０５ａ,１０６ｂの間に画成する規制部材１０９が
配設されている。この規制部材１０９は、図２７に示す如く、前記軸支部１０７ｂにおけ
る第２構成体１０６から前方に突出する軸端に外嵌される取付部１０９ａと、該取付部１
０９ａの外周縁から後方に向けて軸方向に延出するように設けられた規制片部１０９ｂと
を備え、該規制片部１０９ｂは、小径の第２鍔部１０６ａの径方向外側を、大径の第１鍔
部１０５ａにおける第２鍔部１０６ａとの対向面に向けて延在するよう構成される。そし
て、両鍔部１０５ａ,１０６ａと、両鍔部１０５ａ,１０６ａの間に位置する規制片部１０
９ｂとによって、円筒状胴部１０５ｂに掛けられている索条体９６の挿通部１０８を画成
している。規制片部１０９ｂと第２鍔部１０６ａの外周面との間の隙間、および該規制片
部１０９ｂの延出端と第１鍔部１０５ａの対向面との間の隙間は、何れも索条体９６の直
径より小さくなるように設定されており、挿通部１０８に挿通されている索条体９６が隙
間を介して挿通部１０８から外側に抜け出ることがないよう構成してある。
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【００８４】
　なお、前記規制部材１０９は、前記軸支部１０７ｂの前端に配設されたフランジ付きネ
ジによって、前記取付部１０９ａが軸支部１０７ｂから抜け止めされている。また規制部
材１０９は、挿通部１０８を画成する規制片部１０９ｂが、円筒状胴部１０５ｂに掛けら
れている索条体９６に接触しないように軸支部１０７ｂに対する回転は規制してある。
【００８５】
(規制壁１１０,１１１について)
　前記スライダ７５における板状部材７５ａおよび該板状部材７５ａを挟んで前後に配設
される第１支持体７５ｂおよび第２支持体７５ｅで構成されるリール９１の配設側を向く
側面(左側面)は、該側面の外方を上下方向に延在している前記索条体９６を、スライダ７
５とスライド部８２との支持部側への移動を規制する第１規制壁(規制壁)１１０として機
能するよう構成される(図２４参照)。また、第１規制壁１１０を構成する第２支持体７５
ｅに、左方に向けて延出する第２規制壁(規制壁)１１１が設けられている。この第２規制
壁１１１は、主可動体６７の索条体９６との連結部と前記滑車１０４との間において、該
索条体９６の移動経路の前側に位置しており、該第２規制壁１１１によっても索条体９６
がスライダ７５とスライド部８２との支持部側へ変位するのを規制するよう構成される。
また、第２規制壁１１１は、図２３に示す如く、索条体９６の移動経路と前記案内板８５
との間に位置して、該索条体９６が案内板８５側へ変位するのを規制するべく機能する。
すなわち、案内板８５に形成された長孔８５ａに摺動自在に案内される第２従動可動体６
９の案内突部１２３ｂ(後述)と長孔８５ａとの間に索条体９６が入り込んで引掛かるのを
第２規制壁１１１によって防止し得るようになっている。
【００８６】
(副可動体７０について)
　前記主可動体６７の第２基部８１ｂにおける前面には、図２３に示す如く、前記意匠部
７３の右上部位置を支点として回転可能に副可動体(第２の可動体)７０が配設されている
。この副可動体７０は、前述したようにドクロの下顎を模したものであって、前記意匠部
７３に対して自由端側が離間する待機姿勢(図９(ａ)参照)と、該意匠部７３に対して自由
端側が近接する作動姿勢(図９(ｂ)参照)との間を移動するよう構成される。また、第２基
板８１ｂには、出力軸を後向きとした姿勢で駆動手段としての第２駆動モータ１１２が配
設されると共に、該第２駆動モータ１１２に配設した駆動ギヤ１１２ａの回転を伝達する
複数の従動ギヤ１１３が前記基板ケース８４に回転自在に枢支されている。そして、前記
副可動体７０に配設した副作動ギヤ１１４が、最終段の従動ギヤ１１３に噛合しており、
第２駆動モータ１１２を正転方向または逆転方向に回転することで、副可動体７０が主可
動体６７の動作とは独立して待機姿勢と作動姿勢とに姿勢を変化する動作を行い得るよう
構成される。
【００８７】
　前記副可動体７０には、第２基部８１ｂに対する枢支部に近接して外方に延出する検出
片７０ａが設けられている。また、第２基部８１ｂに、副可動体７０の検出片７０ａを検
出可能な位置検出センサ１１５が配設されており、該位置検出センサ１１５は、副可動体
７０が待機姿勢となっている状態で検出片７０ａを検出し得るよう構成される。この位置
検出センサ１１５は、前記制御装置１９に配線接続されており、該制御装置１９は、位置
検出センサ１１５からの検出信号の入力によって、副可動体７０が待機姿勢になっている
ことを認識し得るよう構成されている。
【００８８】
(第１従動可動体６８について)
　図２３に示す如く、前記装置本体７２におけるガイド７４の配設位置を挟んで第１駆動
モータ８８の配設位置とは反対側に、可動体支持部材１１６が配設されており、該可動体
支持部材１１６に、第１従動可動体(可動体)６８が回転自在に枢支されている。この第１
従動可動体６８は、図１５,図１６に示す如く、前述したようにドクロの頭部を模した第
１意匠本体１１７と、該第１意匠本体１１７の長手方向の一端から外方に延出する第１支
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持片１１８と、第１意匠本体１１７の長手方向の他端から外方に延出する第２支持片１１
９とを備え、第１支持片１１８の延出端が軸ピン１２０を介して可動体支持部材１１６に
回転自在に枢支されている。なお、第１意匠本体１１７は光透過性の部材であって、非光
透過性のメッキを施すことで、該メッキが施されていない光透過部１１７ａを所要のデザ
インで形成してある。
【００８９】
　前記装置本体７２には、前記第１駆動モータ８８の配設位置に近接して可動体案内部材
１２１が配設されており、該可動体案内部材１２１には、前記第１従動可動体６８の回動
支点を中心とする弧状の案内孔１２１ａが形成されている。また、前記可動体支持部材１
１６に、図１５,図２３に示す如く、第１従動可動体６８の回動支点を中心とする第１弧
状孔１１６ａが形成されている。第１従動可動体６８の第１支持片１１８に、第１弧状孔
１１６ａに前側から挿通される案内突部１１８ａが後方に向けて突設されると共に、第２
支持片１１９に、前記可動体案内部材１２１の案内孔１２１ａに前側から挿通される案内
突部１１９ａが後方に向けて突設されている(図１６参照)。すなわち、第１従動可動体６
８は、両支持片１１８,１１９を対応する可動体支持部材１１６および可動体案内部材１
２１の前側に位置させた状態で、２つの案内突部１１８ａ,１１９ａが対応する孔１１６
ａ,１２１ａに案内されて軸ピン１２０を中心として上下方向に揺動し得るよう構成され
る。また、第１支持片１１８には、後方に延出する連動部１１８ｂが設けられている。こ
の連動部１１８ｂは、前記第２従動可動体６９における後述する延出支持片１２４の揺動
軌道上に位置しており、該連動部１１８ｂが第２従動可動体６９の延出支持片１２４に係
合した状態では、該第１従動可動体６８は第２従動可動体６９と一体的に上下方向に揺動
するよう構成される。
【００９０】
　前記第１従動可動体６８は、第２支持片１１９に設けた案内突部１１９ａが前記案内孔
１２１ａの下端縁に当接する位置で下方への移動が規制されるよう構成されている。また
、前記可動体支持部材１１６の前面には、第１従動可動体６８が上方位置から下方位置に
移動する際に前記第１支持片１１８が当接可能な第１ストッパ部１１６ｂが設けられてい
る(図１５参照)。この第１ストッパ部１１６ｂは、第２支持片１１９の案内突部１１９ａ
が案内孔１２１ａの下端縁に当接した際に、第１支持片１１８の下面が当接する位置に設
けられている。すなわち、第１従動可動体６８は、前記連動部１１８ｂが延出支持片１２
４に係合した第２従動可動体６９が主可動体６７と共に上方移動した第１位置に対応する
待機位置と、案内突部１１９ａおよび第１支持片１１８が案内孔１２１ａの下端縁および
第１ストッパ部１１６ｂに当接して下方移動が規制された作動位置との間を、主可動体６
７の上下動に追従して移動するよう構成されている。そして、第１従動可動体６８は、図
２または図３に示す如く、待機位置では前記枠状装飾部材３１における遊技領域形成部４
０(第２構成部材４３)および上部装飾部品３８の後側に一部が重なると共に、作動位置で
は枠状装飾部材３１の開口部３１ａの中央側に変位して露出部分が広くなるようになって
いる。
【００９１】
　前記第１従動可動体６８の第１意匠本体１１７における裏側には、前面に複数のＬＥＤ
(発光手段,可動体側発光手段)１２２ａを実装した第１従動用発光基板１２２が配設され
ており、該ＬＥＤ１２２ａを発光することによって第１意匠本体１１７を裏側から照明し
て前記光透過部１１７ａを明輝させ得るよう構成されている。前記主可動体６７が第１位
置に位置する待機形態において、可動体群の最前部に位置する第１従動可動体６８の第１
意匠本体１１７における光透過部１１７ａの一部は、前記上部装飾部品３８、第１構成部
材４２、第２構成部材４３および第３構成部材４４の後側に重なるように位置しており(
図２参照)、該光透過部１１７ａをＬＥＤ１２２ａの光によって明輝することで、該上部
装飾部品３８、第１構成部材４２、第２構成部材４３および第３構成部材４４を裏側から
間接的に照明し得るよう構成されている。なお、待機形態(待機位置)における第１従動可
動体６８の光透過部１１７ａと第２構成部材４３とのより具体的な関係は、第１従動可動
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体６８の光透過部１１７ａが、第２構成部材４３において前記遊技領域形成部４０の一部
を構成する第１遊技領域形成部分４３ａの後側に重なるように位置しており、第１従動可
動体６８に設けたＬＥＤ１２２ａによって、第１遊技領域形成部分４３ａの前側(枠側遊
技領域４１)を流下するパチンコ球を照明し得るようになっている。
【００９２】
(第２従動可動体６９について)
　前記可動体支持部材１１６に、前記第２従動可動体(別の可動体)６９が回転自在に枢支
されている。この第２従動可動体６９は、図１５に示す如く、前述したようにドクロの顔
部を模した第２意匠本体１２３と、該第２意匠本体１２３の長手方向の一端から外方に延
出する延出支持片１２４とを備え、該延出支持片１２４の延出端が前記軸ピン１２０を介
して可動体支持部材１１６に回転自在に枢支されている。すなわち、可動体支持部材１１
６に対して第１従動可動体６８と第２従動可動体６９とは同軸上に回転自在に支持されて
いる。なお、第２意匠本体１２３は光透過性の部材であって、非光透過性のメッキを施す
ことで、該メッキが施されていない光透過部１２３ａを所要のデザインで形成してある。
【００９３】
　前記可動体支持部材１１６に、前記第２従動可動体６９の回動支点を中心とする第２弧
状孔１１６ｃが形成されている。また、前記延出支持片１２４に、第２弧状孔１１６ｃに
後側から挿通される案内突部１２４ａ(図１５参照)が前方に向けて突設されると共に、第
２意匠本体１２３に、前記主可動体６７の案内板８５に形成した長孔８５ａに摺動自在に
挿通される案内突部１２３ｂ(図１６参照)が後方に向けて突設されている。すなわち、第
２従動可動体６９は、第２意匠本体１２３が案内板８５の前側に位置すると共に延出支持
片１２４が可動体支持部材１１６の裏側に位置する状態で、２つの案内突部１２４ａ,１
２３ｂが対応する孔１１６ｃ,８５ａに案内されて軸ピン１２０を中心として上下方向に
揺動するよう構成される。
【００９４】
　前記第２従動可動体６９は、第２意匠本体１２３に設けた案内突部１２３ｂが前記長孔
８５ａの下端縁に当接する位置で下方への移動が規制されるよう構成されている。また、
前記可動体支持部材１１６の裏面には、第２従動可動体６９が上方位置から下方位置に移
動する際に前記延出支持片１２４が当接可能な第２ストッパ部１１６ｄが設けられている
(図１６参照)。この第２ストッパ部１１６ｄは、第２意匠本体１２３の案内突部１２３ｂ
が長孔８５ａの下端縁に当接した際に、延出支持片１２４の下面が当接する位置に設けら
れている。
【００９５】
　前記第２従動可動体６９の第２意匠本体１２３における裏側には、前面に複数のＬＥＤ
(発光手段)１２５ａを実装した第２従動用発光基板１２５が配設されており、該ＬＥＤ１
２５ａを発光することによって第２意匠本体１２３を裏側から照明して前記光透過部１２
３ａを明輝させ得るよう構成されている。
【００９６】
(制御装置１９について)
　図２７に示す如く、前記制御装置１９には、各種検出センサ６０,６１,６２,６３,１０
３,１１５、操作ボタン１６、ソレノイド５７ｃ,５８ｃ、駆動モータ８８,１１２、図柄
表示装置１８が配線接続されている。そして、制御装置１９では、各種検出センサ６０,
６１,６２,６３,１０３,１１５からの検出信号に基づいて各種処理が実行され、その処理
結果に応じてソレノイド５７ｃ,５８ｃ、図柄表示装置１８および駆動モータ８８,１１２
を制御装置１９が制御するよう構成されている。
【００９７】
　前記制御装置１９は、前記始動入賞口５６ａ,５７ａへパチンコ球が入賞したこと(より
具体的には始動入賞検出センサ６０,６１がパチンコ球を検出したこと)を契機として入賞
情報(遊技情報)としての各種乱数を取得するよう設定されている。すなわち、制御装置１
９は、各種乱数値を所定の周期(例えば、４ｍｓ)で更新し、更新後の乱数値を一時的に記
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憶して更新前の値を書き換えることにより、始動入賞検出センサ６０,６１の検出信号が
制御装置１９に入力されたタイミングに応じて乱数が取得されるようになっている。また
、前記始動入賞口５６ａ,５７ａにパチンコ球が入賞した際に取得される入賞情報(各種乱
数値)は、始動保留情報として制御装置１９に一時的に記憶保持されるよう構成されてい
る。始動保留情報は、制御装置１９に記憶する順序で記憶する記憶領域が定まっており、
各始動保留情報に基づいて前記図柄表示装置１８で図柄変動演出を実行する場合に、制御
装置１９に記憶した順序で始動保留情報が制御装置１９により読み出されるようになって
いる。
【００９８】
　前記制御装置１９は、始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入賞を契機として取
得された入賞情報に基づいて、図柄変動演出の結果として大当り遊技を発生するか否かの
当り判定(大当り判定)を行うよう構成される。具体的には、始動入賞口５６ａ,５７ａに
パチンコ球が入賞したときに取得された大当り判定用乱数の値が大当り判定値と一致する
か否かを判定し、大当り判定用乱数の値が大当り判定値と一致する場合に、制御装置１９
が大当り遊技を行うように前記特別入賞装置５８(具体的には特別入賞ソレノイド５８ｃ)
や図柄表示装置１８を制御するよう構成されている。すなわち、始動入賞口５６ａ,５７
ａへのパチンコ球の入賞を契機として当りか否かを判定する当り判定手段としての機能を
制御装置１９が備えている。また、始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入賞が、
制御装置１９が遊技情報を取得する遊技開始条件の成立として設定されると共に、遊技情
報を取得する遊技情報取得手段としての機能を制御装置１９が備えている。更に、実施例
では、遊技者に有利な有利状態として大当り遊技(当り遊技)が設定されており、該大当り
遊技を発生するか否かの当り判定(大当り判定)が特定条件が成立したか否かの判定であっ
て、該特定条件が成立したか否かの判定を行う特定条件判定手段としての機能を制御装置
１９が備えている。
【００９９】
　本実施例のパチンコ機１０では、前記図柄表示装置１８で実行される図柄変動演出の変
動時間や演出内容を特定する複数種類の変動パターンが設定されており、前記制御装置１
９は、前記始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入賞時に取得した入賞情報(遊技情
報)に基づいて複数種類の中から変動パターンを選択するよう構成される。実施例では、
図柄変動演出の変動時間が異なる第１変動パターンＰ１と第２変動パターンＰ２とを挙げ
て説明するが、変動時間が異なる変動パターンの種類は３種類以上であってもよいことは
勿論である。前記第１変動パターンＰ１は、第２変動パターンＰ２に対して変動時間が長
く設定されている。例えば、実施例では第１変動パターンＰ１の変動時間が６０秒に設定
されるのに対し、第２変動パターンＰ２の変動時間が３０秒に設定されるが、該変動時間
はこれに限られるものではない。
【０１００】
　実施例のパチンコ機１０では、前記第１および第２始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチ
ンコ球の入賞を契機とする大当り判定が肯定判定された可能性があることを予告する予告
演出として、前記図柄表示装置１８での図柄変動演出中に前記可動演出装置６６の可動体
６７,６８,６９,７０を落下する演出を実行可能に構成されている。また、実施例のパチ
ンコ機１０では、前記入賞情報に基づいて選択された変動パターンの種類によって、予告
演出の実行確率や前記可動演出装置６６による可動体６７,６８,６９,７０の落下タイミ
ングを可変し得るよう構成されている。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、変動パ
ターンとして変動時間が長い第１変動パターンＰ１が選択された場合には、前記可動演出
装置６６による予告演出の可否を抽選により決定し得ると共に、可動体６７,６８,６９,
７０の落下タイミングを複数種類から抽選により決定し得るよう構成される。一方、変動
パターンとして変動時間が短い第２変動パターンＰ２が選択された場合には、可動演出装
置６６による予告演出の可否を抽選により決定するが、可動体６７,６８,６９,７０の落
下タイミングについては予め決められている種類が決定されるようになっている。
【０１０１】
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　ここで、前記可動体６７,６８,６９,７０の落下タイミングとは、予告演出の実行が決
定された場合に、前記可動演出装置６６による予告演出に先立って前記図柄表示装置１８
で後述する示唆演出が実行されたことに基づいて第２方向への回転を開始した前記作動ギ
ヤ８７の規制解除片８７ｄにより規制手段９８が規制位置から許容位置に変位した時点で
ある。そして、実施例では、前記作動ギヤ８７の待機位置Ｒ１,Ｒ２によって落下タイミ
ングが異なるようになっている。
【０１０２】
(第１変動パターンＰ１が決定された場合の予告演出の実行判定および待機位置の振分け
抽選について)
　実施例では、前記制御装置１９は、第１および第２始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチ
ンコ球の入賞を契機として取得した入賞情報に基づいて第１変動パターンＰ１が決定され
た場合は、前記可動演出装置６６による予告演出の実行判定に際して、前記可動体６７,
６８,６９,７０の落下タイミングを特定する作動ギヤ８７の待機位置の種類も併せて決定
する。すなわち、制御装置１９は、入賞情報に基づいて第１変動パターンＰ１が決定され
た場合は、該制御装置１９に記憶されている実行判定乱数および実行判定値を用いて、予
告演出の実行可否を判定すると共に、併せて作動ギヤ８７の待機位置を決定するよう構成
される。実施例では、遊技情報取得手段としての制御装置１９が取得した遊技情報に基づ
いて、作動ギヤ８７の待機位置を複数の中から決定する待機位置決定手段としての機能を
制御装置１９が備えている。
【０１０３】
　本実施例では、実行判定乱数として、「０」～「９９」の全１００通りの整数値が設定
されており、制御装置１９は、実行判定乱数を所定の周期(４ｍｓ)で１ずつ更新し、更新
後の値を一時的に記憶して更新前の値を書き換えるように構成されている。また、制御装
置１９には、第１変動パターンＰ１が決定された場合において、大当り判定で肯定判定の
場合に用いる第１当り用実行判定テーブルＴ１および大当り判定で否定判定の場合に用い
る第１はずれ用実行判定テーブルＴ２の夫々において実行判定値は、実行判定乱数の取り
得る「０」～「９９」の全１００通りの整数が、前記第１待機位置Ｒ１、第２待機位置Ｒ
２および「実行なし」に振分けられている(図２９参照)。そして、制御装置１９は、大当
り判定で肯定判定の場合には、取得した実行判定乱数の値を、第１当り用実行判定テーブ
ルＴ１に設定されている実行判定値と比較して、予告演出を実行するか否かの判定と合わ
せて作動ギヤ８７の待機位置の種類を決定すると共に、大当り判定で否定判定の場合には
、取得した実行判定乱数の値を、第１はずれ用実行判定テーブルＴ２に設定されている実
行判定値と比較して、予告演出を実行するか否かの判定と合わせて作動ギヤ８７の待機位
置の種類を決定するよう構成される。すなわち、第１当り用実行判定テーブルＴ１および
第１はずれ用実行判定テーブルＴ２には、複数種類の待機位置Ｒ１,Ｒ２の項目と、予告
演出を実行しない「実行なし」の項目とが設定されており、待機位置Ｒ１,Ｒ２の何れか
が選ばれれば、予告演出を実行することが決定されると共に、「実行なし」の項目が選ば
れれば、予告演出を実行しないことが決定されるようになっている。
【０１０４】
　前記第１当り用実行判定テーブルＴ１および第１はずれ用実行判定テーブルＴ２におけ
る各項目に振分けられる実行判定値を具体的に説明すると、第１当り用実行判定テーブル
Ｔ１では、図２９(ａ)に示す如く、第１待機位置Ｒ１に「０」～「１４」の１５通りの実
行判定値が振分けられ、第２待機位置Ｔ２に「１５」～「９４」の８０通りの実行判定値
が振分けられ、「実行なし」に「９５」～「９９」の５通りの実行判定値が振分けられて
いる。これに対し、第１はずれ用実行判定テーブルＴ２では、図２９(ｂ)に示す如く、第
１待機位置Ｒ１に「０」～「４４」の４５通りの実行判定値が振分けられ、第２待機位置
Ｒ２に「４５」～「４９」の５通りの実行判定値が振分けられ、「実行なし」に「５０」
～「９９」の５０通りの実行判定値が振分けられている。そして、制御装置１９は、入賞
情報に基づいて第１変動パターンＰ１が選択された場合は、取得した実行判定乱数の値を
、実行判定テーブルＴ１,Ｔ２に設定されている実行判定値と比較して、２つの待機位置
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Ｒ１,Ｒ２の中の１つあるいは「実行なし」を決定する。
【０１０５】
　前記第１当り用実行判定テーブルＴ１と第１はずれ用実行判定テーブルＴ２との実行判
定値の振分け割合を比較すると、大当り判定が肯定の場合に「実行なし」が選択される割
合が、大当り判定が否定の場合に「実行なし」が選択される割合より低く設定されている
。また、大当り判定が肯定の場合に第２待機位置Ｒ２が選択される割合が、大当り判定が
否定の場合に第２待機位置Ｒ２が選択される割合より高く設定されるのに対し、大当り判
定が肯定の場合に第１待機位置Ｒ１が選択される割合が、大当り判定が否定の場合に第１
待機位置Ｒ１が選択される割合より低く設定されている。すなわち、大当り判定が肯定の
場合に、大当り判定が否定の場合より予告演出が実行され易くなっていると共に、遊技者
にとって有利な大当りに当選している場合の方が、後述する示唆演出が実行されてから可
動体６７,６８,６９,７０が落下するまでの時間が長い第２待機位置Ｒ２が選ばれ易くな
っている。言い替えれば、作動ギヤ８７の待機位置の種類によって、大当りに当選してい
る期待度が異なるよう設定されている。そして、実施例では、示唆演出が実行されてから
可動体６７,６８,６９,７０が落下するまでの時間が長くなることで、大当りに当選して
いる期待感が高まるようになっている。
【０１０６】
(第２変動パターンＰ２が決定された場合の予告演出の実行判定および待機位置の決定に
ついて)
　前記制御装置１９には、第２変動パターンＰ２が決定された場合において、大当り判定
で肯定判定の場合に用いる第２当り用実行判定テーブルＴ３および大当り判定で否定判定
の場合に用いる第２はずれ用実行判定テーブルＴ４が設定されている。第２当り用実行判
定テーブルＴ３および第２はずれ用実行判定テーブルＴ４では、第１待機位置Ｒ１の項目
と、予告演出を実行しない「実行なし」の項目とが設定されており、第１待機位置Ｒ１が
選ばれれば、予告演出を実行することが決定されると共に、「実行なし」の項目が選ばれ
れば、予告演出を実行しないことが決定されるようになっている。すなわち、第２変動パ
ターンＰ２が決定されると共に予告演出が実行される場合は、該予告演出における待機位
置としては、示唆演出が実行されてから可動体６７,６８,６９,７０が落下するまでの時
間が短い第１待機位置Ｒ１が決定される。
【０１０７】
　前記第２当り用実行判定テーブルＴ３および第２はずれ用実行判定テーブルＴ４では、
前記実行判定値は、実行判定乱数の取り得る「０」～「９９」の全１００通りの整数が、
前記第１待機位置Ｒ１および「実行なし」に振分けられている。第２当り用実行判定テー
ブルＴ３および第２はずれ用実行判定テーブルＴ４における各項目に振分けられる実行判
定値を具体的に説明すると、第２当り用実行判定テーブルＴ３では、図３０(ａ)に示す如
く、第１待機位置Ｒ１に「０」～「６９」の７０通りの実行判定値が振分けられ、「実行
なし」に「７０」～「９９」の３０通りの実行判定値が振分けられている。これに対し、
第２はずれ用実行判定テーブルＴ４では、図３０(ｂ)に示す如く、第１待機位置Ｒ１に「
０」～「１９」の２０通りの実行判定値が振分けられ、「実行なし」に「２０」～「９９
」の８０通りの実行判定値が振分けられている。そして、制御装置１９は、入賞情報に基
づいて第２変動パターンＰ２が選択された場合は、取得した実行判定乱数の値を、実行判
定テーブルＴ３,Ｔ４に設定されている実行判定値と比較して、第１待機位置Ｒ１あるい
は「実行なし」を決定する。
【０１０８】
　前記第２当り用実行判定テーブルＴ３と第２はずれ用実行判定テーブルＴ４との実行判
定値の振分け割合を比較すると、大当り判定が肯定の場合に「実行なし」が選択される割
合が、大当り判定が否定の場合に「実行なし」が選択される割合より低く設定されている
。すなわち、大当り判定が肯定の場合に、大当り判定が否定の場合より予告演出が実行さ
れ易くなっている。なお、前記実行判定テーブルＴ１～Ｔ４において各項目に振分けられ
ている実行判定値の振分け割合は一例であって、適宜に変更可能である。
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【０１０９】
(示唆演出について)
　前記予告演出の実行判定に基づいて予告演出の実行が決定された場合(第１待機位置Ｒ
１または第２待機位置Ｒ２が選択された場合)は、前記制御装置１９は、選択された待機
位置に作動ギヤ８７を回転して停止保持するように前記第１駆動モータ８８を回転駆動制
御する。また、制御装置１９は、図柄変動演出が実行されている所定タイミング(予告実
行タイミング)において、前記図柄表示装置１８に操作ボタン１６の操作を促す画像を表
示させると共に、操作ボタン１６の操作(押下)を有効とする操作有効期間(時間)を設定す
るよう構成される。そして、遊技者が操作ボタン１６を操作した場合は、該操作ボタン１
６の操作信号が制御装置１９に入力されたことを契機として、前記第１駆動モータ８８を
駆動して待機位置の作動ギヤ８７の第２方向への回転を開始するよう設定される。なお、
操作有効期間が経過するまでに操作信号が制御装置１９に入力されない場合は、該操作有
効期間の経過を契機として、作動ギヤ８７の待機位置からの第２方向への回転を開始する
ように第１駆動モータ８８を制御装置１９が回転駆動制御するよう設定されている。実施
例では、図柄表示装置１８に操作ボタン１６の操作を促す画像を表示する演出が、可動体
６７,６８,６９,７０が動作するか否かに関わる示唆演出であって、示唆演出を実行する
図柄表示装置１８が示唆演出実行手段としての機能を有している。
【０１１０】
(昇格演出について)
　実施例のパチンコ機１０では、前記大当り判定において肯定判定の場合に、大当り遊技
後に遊技者に有利な遊技状態として、大当り確率が向上する確変状態を付与する機能を備
えている。この確変状態を付与するか否かは、大当り判定に当選した際に決定される大当
り図柄の種類に基づいて決定されるようになっており、確変付与図柄が決定された場合に
大当り遊技後に確変状態を付与する一方で、非確変付与図柄が決定された場合には大当り
遊技後に確変状態を付与しないよう構成される。そして、実施例では、大当り遊技後に確
変状態が付与される確変付与図柄が決定された場合に、前記可動演出装置６６による可動
体６７,６８,６９,７０の落下演出を、確変状態が付与されることを報知する昇格演出と
して大当り遊技中に実行可能に構成されている。なお、前記制御装置１９は、確変付与図
柄が決定された場合に、始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入賞時に取得した入
賞情報(乱数)に基づいて、昇降演出の実行可否の抽選を行うよう設定されている。
【０１１１】
　前記大当り遊技は、大当り遊技の開始を示すオープニング演出と、オープニング演出終
了後に行われる規定ラウンド数(例えば１５ラウンド)だけラウンド間インターバルを挟ん
で繰り返されるラウンド遊技と、大当り遊技の終了を示すエンディング演出とにより構成
されている。ラウンド遊技では、発生した大当りの種類に応じた開放動作で特別入賞装置
５８の開閉体５８ｂが開閉動作して、１回のラウンド遊技において特別入賞口５８ａに規
定個数(例えば９個)のパチンコ球が入賞するか、或いは各ラウンド遊技の開始から規定時
間(ラウンド遊技時間)が経過することで１回のラウンド遊技が終了する。そして、実施例
のパチンコ機１０では、昇格演出を実行することが抽選により決定された場合は、予め設
定された所定回数目のラウンド遊技、あるいは抽選により決定された所定回数目のラウン
ド遊技において、前記可動演出装置６６による可動体６７,６８,６９,７０の落下演出を
昇格演出として実行するよう構成されている。
【０１１２】
　ここで、大当り遊技における１回のラウンド遊技は、前述したように特別入賞口５８ａ
に規定個数のパチンコ球が入賞するか、或いは各ラウンド遊技の開始からラウンド遊技時
間が経過するかの何れかの条件が成立することで終了するものであるため、特別入賞口５
８ａへのパチンコ球の入賞状況によって実際の１回のラウンド遊技の時間は変動する。こ
のため、実施例のパチンコ機１０では、前記可動演出装置６６による可動体６７,６８,６
９,７０の落下演出を昇格演出として実行することを決定した場合は、前記作動ギヤ８７
の待機位置として第１待機位置Ｒ１を決定するよう構成される。すなわち、当該パチンコ
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機１０において決定可能な複数種類の待機位置の中で、示唆演出が実行されたことに基づ
いて第２方向への回転を開始した作動ギヤ８７により前記リール９１の回転規制が解除さ
れるまでの時間が最も短かい(作動ギヤ８７の回転量が最も小さい)第１待機位置Ｒ１が決
定されるようになっている。なお、示唆演出が実行されてから第１待機位置Ｒ１の作動ギ
ヤ８７の回転によってリール９１の回転規制が解除されるまでの時間は、前記打球発射装
置の発射速度との関係で、前記特別入賞口５８ａが開放してから該特別入賞口５８ａに規
定個数のパチンコ球が入賞するまでに要する時間より短かく設定される。従って、昇格演
出を実行することを決定した場合に、作動ギヤ８７を、示唆演出が実行されてからリール
９１の回転規制が解除されるまでの時間が最も短かい第１待機位置Ｒ１に保持しておくこ
とで、昇格演出を実行するラウンド遊技中に確実に可動体６７,６８,６９,７０の落下演
出を行い得るようになっている。
【０１１３】
(実施例の作用)
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【０１１４】
　前記前枠１３の前面側に設けられた前記操作ハンドル１７の操作レバー１７ａを遊技者
が回転操作すると、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が前記板状部材２０に設
けた案内レール２２により画成された発射通路２２ａを通って打出し口２２ｂから遊技領
域２３内に打ち出される。このとき、前記操作レバー１７ａの回動量に応じてパチンコ球
の打ち出し位置が変化し、打ち出し位置に応じて遊技領域２３の第１球流下経路２３ａま
たは第２球流下経路２３ｂをパチンコ球が流下する。前記枠状装飾部材３１に設けた段部
３３ｂにめがけてパチンコ球を打ち出す「左打ち」が行われた場合は、打出し口２２ｂか
ら打ち出されて段部３３ｂに当接したパチンコ球は、前記枠状装飾部材３１に設けられた
前記遊技領域形成部４０の前側に画成された枠側遊技領域４１を流下する。このとき、遊
技領域形成部４０に設けられた複数の変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,４７ｃにパチンコ球
が接触することで、該パチンコ球の流下方向が変更される。
【０１１５】
　すなわち、図６に示す如く、前記板状部材２０に形成する装着口２７を大きくして大型
の枠状装飾部材３１を採用した場合であっても、装着口２７の前側に、パチンコ球が移動
可能な枠側遊技領域４１を形成する遊技領域形成部４０を設けたので、パチンコ球が移動
可能な広い遊技領域２３を確保することができる。また、遊技領域形成部４０にパチンコ
球の移動方向を変更可能な複数の変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,４７ｃを設けているので
、パチンコ球に興趣のある動きを与えることができ、パチンコ球の挙動が単調となるのを
防止して遊技の興趣を向上することができる。
【０１１６】
　前記枠状装飾部材３１に設けられた遊技領域形成部４０は光透過性に構成されており、
裏側に配設された発光装置４９のＬＥＤ５１ａの光によって該遊技領域形成部４０を裏側
から照明することで、枠側遊技領域４１を流下するパチンコ球の動きと発光演出とによっ
て遊技の興趣を向上し得る。すなわち、前記装着口２７の前側に形成された枠側遊技領域
４１を流下するパチンコ球を裏側から照明し得るので、木製の板状部材２０を採用しなが
ら、アクリル等の透明な板状部材を採用した場合と同じように広い範囲においてパチンコ
球が流下する枠側遊技領域４１を裏側から照明して遊技の興趣を向上することができる。
特に、「左打ち」を行う場合に、遊技者が注目する打出し口２２ｂと段部３３ｂとの間の
遊技領域２３を構成する枠側遊技領域４１を裏側から照明することで、演出効果を高める
ことができる。
【０１１７】
　前記遊技領域形成部４０の後側に前記可動演出装置６６における可動体３７,３８,３９
,７０を位置させ得るようにしたので(図１１参照)、パチンコ球に興趣のある動きを与え
得る領域を確保したもとで、大型の可動体３７,３８,３９,７０を採用してインパクトの
ある動作演出によって遊技の興趣を向上することができる。特に、実施例では待機形態(
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主可動体６７の第１位置)では前後方向に重なる３つの可動体３７,３８,３９を枠状装飾
部材３１の開口部中央に移動する際に、３つの可動体３７,３８,３９が相互に上下方向に
ずれるように移動することで、作動形態(主可動体６７の第２位置)となった際には３つの
可動体３７,３８,３９が上下方向に略連なった姿勢となることで(図３,図１２参照)、可
動体３７,３８,３９の露出面積が増えることにより、よりインパクトのある演出ができて
遊技の興趣を向上し得る。また、実施例では、前記副可動体７０を待機姿勢から作動姿勢
に変位することで、図３に示すように、４つの可動体３７,３８,３９,７０によって枠状
装飾部材３１の開口部中央で１つの意匠を構成するので、極めてインパクトのある演出が
できる。また、可動体群の作動姿勢では、第１従動可動体６８の一部(光透過部１１７ａ)
が前記第１構成部材４２の第１装飾部４２ｃおよび第３構成部材４４の第２装飾部４２ｃ
の後側に重なっており、前記ＬＥＤ１２２ａの光によって各装飾部４２ｃ,４４ｃを裏側
から照明することができる。
【０１１８】
　前記遊技領域２３を流下するパチンコ球が前記球導入部３６に通入すると、該パチンコ
球は前記ステージ３５に通出され、該ステージ３５を左右に転動した後に遊技領域２３に
排出され、このパチンコ球は前記第１始動入賞装置５６に入賞可能となる。そして、第１
始動入賞装置５６にパチンコ球が入賞すると、前記制御装置１９の制御に基づいて前記図
柄表示装置１８での図柄変動演出が開始され、図柄変動演出の結果、図柄表示装置１８に
所定の図柄組み合わせが表示されると大当りが発生する。大当りが発生すると、図柄表示
装置１８に表示された図柄組み合わせに応じて、前記板状部材２０に設けられた特別入賞
装置５８の特別入賞口５８ａが所定条件で開放制御される大当り遊技が実行されると共に
、制御装置１９の制御に基づいて図柄表示装置１８において大当り演出が行われる。
【０１１９】
　前記パチンコ機１０では、前記図柄表示装置１８で行われる図柄変動演出や大当り演出
に応じて、前記枠状装飾部材３１に設けられた発光基板３９,５１のＬＥＤ５１ａや前記
可動演出装置６６に設けられたＬＥＤ１２２ａが発光されたり点滅されて、枠状装飾部材
３１や可動演出装置６６で実行される発光演出により遊技の興趣が向上される。特に、図
１１に示す如く、可動体群を待機形態(主可動体６７の第１位置)に保持している可動演出
装置６６では、最前部に位置する前記第１従動可動体６８に配設した第１従動用発光基板
１２２のＬＥＤ１２２ａを発光することで、第１従動可動体６８の光透過部１１７ａを通
して光が枠状装飾部材３１に照射されるので、発光演出効果を向上することができる。ま
た、可動演出装置６６の可動体群が動作することで、図柄表示装置１８の表示部１８ａで
実行されている図柄変動演出や大当り演出との関係でより遊技の興趣が向上される。
【０１２０】
　前記枠状装飾部材３１に設けた遊技領域形成部４０は、変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,
４７ｃを備えた構成部材４３,４５,４６,４７を着脱自在に構成してあるので、パチンコ
球との接触によって変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,４７ｃが破損等した場合は、枠状装飾
部材３１の全体を交換することなく構成部材４３,４５,４６,４７のみの交換によって簡
単に対応することができる。すなわち、変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,４７ｃが破損等し
た場合における修理に要するコストを削減することができ、メンテナンス性に優れている
。また、変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,４７ｃを備える構成部材４３,４５,４６,４７が複
数に分割されているので、破損等した変更部４３ｂ,４５ｃ,４６ｃ,４７ｃを備える構成
部材４３,４５,４６,４７のみを交換すればよく、よりメンテナンス性が向上する。
【０１２１】
　ここで、複数の可動体３７,３８,３９,７０を待機形態において前後に重ねるよう構成
された前記可動演出装置６６では、該待機形態における可動体群の前後方向の厚みが大き
くなる。実施例では、図１１に示す如く、待機形態において可動体群の一部、具体的には
最前部に位置する前記第１従動可動体６８を、前記板状部材２０に形成した装着口２７に
収容するよう構成したので、板状部材２０の裏面と設置部材２１の上面部６４ａとの間の
限られた空間に収容し得る可動体の数を増やすことができる。すなわち、待機形態におい
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て前後方向に重なる可動体の数を増やすことができ、待機形態においてはコンパクトで、
待機形態から複数の可動体を相互にずらして作動形態とした際にはより大きな意匠を表現
することが可能となり、可動体３７,３８,３９,７０によるインパクトの高い演出を行い
得る。
【０１２２】
(可動演出装置６６の動作演出について)
　前記可動演出装置６６の主可動体６７が第１位置に位置する待機形態において、前記リ
ール９１の凹部９３ｄに規制手段９８における規制片１０１の延出端１０１ａが係合し、
該リール９１の繰出方向への回転が規制されて、前記主可動体６７は第１位置に保持され
る(図２０参照)。また、前記作動ギヤ８７は、該作動ギヤ８７の係合部８７ｃをリール９
１の被係合部９３ｂから繰出方向に離間した待機位置(Ｒ１またはＲ２)に保持されている
(図２６参照)。前記制御装置１９からの制御信号によって前記第１駆動モータ８８が作動
ギヤ８７を第２方向に回転する方向に回転すると、該作動ギヤ８７が第２方向に回転を開
始し、前記規制解除片８７ｄが前記規制手段９８の当接部１０１ｂに当接し、該規制手段
９８を規制位置から許容位置に変位させる。すなわち、前記リール９１の凹部９３ｄから
規制片１０１の延出端１０１ａが離脱することで該リール９１の繰出方向への回転が許容
される状態となり、該リール９１は、前記索条体９６に連結されている可動体群の荷重に
より繰出方向に回転する。これにより、可動体群は第１位置から第２位置へ自重により落
下する。
【０１２３】
　前記可動体群が落下する様態を具体的に説明する。前記索条体９６が連結された前記主
可動体６７のスライド部８２における第２下動規制用突部８２ａの上端に前記スライダ７
５の第２上動規制用ストッパ７５ｈが当接して該スライダ７５とスライド部８２とが前後
に重なった状態で、該スライダ７５が主可動体６７と共に前記ガイド７４に沿って下方移
動する。このとき、前記第１従動可動体６８および第２従動可動体６９は、主可動体６７
に対して相対的に移動することなく前側に重なった状態で下方移動する。そして、第１従
動可動体６８の第２支持片１１９に設けた案内突部１１９ａが可動体案内部材１２１の案
内孔１２１ａの下端縁に当接して下方移動が規制されると、該第１従動可動体６８に対し
て第２従動可動体６９および主可動体６７が前後に重なった状態で更に下方移動する。こ
れにより、主可動体６７に重なっている第２従動可動体６９が第１従動可動体６８に対し
て相対的に下方移動することで、第１従動可動体６８における第１意匠本体１１７の後側
から第２従動可動体６９における第２意匠本体１２３が徐々に露出することで、ドクロの
頭部から顔部が現れて興趣のある演出が行われる。
【０１２４】
　前記スライダ７５の第１下動規制用突部７５ｃがガイド７４の第１下動規制用ストッパ
７４ｇに当接してスライダ７５の下方移動が規制された後は、該スライダ７５に対して主
可動体６７のスライド部８２が更に下方移動することで、第１従動可動体６８に対して第
２従動可動体６９が更に下方移動して露出面積が増えていく。そして、前記スライド部８
２の第２下動規制用突部８２ａがスライダ７５の第２下動規制用ストッパ７５ｇに当接す
ることで、第２従動可動体６９および主可動体６７の下方移動が規制されて、第１従動可
動体６８の第１意匠本体１１７および第２従動可動体６９の第２意匠本体１２３によって
、ドクロの頭部と顔部とが上下に連なった意匠が前記図柄表示装置１８の表示部１８ａの
前側に露出する。この場合に、主可動体６７が略直線的に下方移動するのに対し、第２従
動可動体６９は前記軸ピン１２０を支点として傾動することで、主可動体６７の意匠部７
３に対する第２従動可動体６９における第２意匠本体１２３の相対的な位置が左右方向に
変化することで、興趣のある演出が行われる。
【０１２５】
　また、前記規制手段９８が規制位置から許容位置に変位したことを、前記位置検出セン
サ１１５が検出すると、前記制御装置１９により前記第２駆動モータ１１２が回転駆動さ
れる。これにより、待機姿勢の副可動体７０が作動姿勢に変位することで、図３,図２３
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に示す如く、前記第１従動可動体６８と副可動体７０とで主可動体６７を噛む意匠が表わ
される。なお、第１位置から落下する可動体群は、自重によって勢いよく落下するので、
規制手段９８が許容位置に変位すると略同時に副可動体７０を動作することで、主可動体
６７が第２位置に至るまでの間に副可動体７０が作動姿勢まで変位し、該主可動体６７が
第２位置に至ったときには複数の可動体６７,６８,６９,７０により最終的な意匠が完成
する。
【０１２６】
　前記制御装置１９からの制御信号によって前記第１駆動モータ８８が作動ギヤ８７を第
１方向に回転する方向に回転すると、該作動ギヤ８７が第１方向に回転を開始し、前記係
合部８７ｃがリール９１の被係合部９３ｂに係合し、作動ギヤ８７の回転に伴ってリール
９１が巻取方向に回転する。これにより、前記索条体９６がリール９１の巻取部９１ａに
巻取られ、前記主可動体６７が上方移動する。
【０１２７】
　前記可動体群が上方移動する様態を具体的に説明する。前記索条体９６に連結する主可
動体６７のスライド部８２がスライダ７５に対して上方移動することで、前記案内板８５
の長孔８５ａに沿って案内突部１２３ｂが移動することで、該主可動体６７の上方移動に
伴って前記第２従動可動体６９が上方に向けて傾動する。また、前記可動体案内部材１２
１の案内孔１２１ａの下端縁に案内突部１１９ａが当接して下方移動が規制されている前
記第１従動可動体６８に対して前記第２従動可動体６９が上方移動することで、前記第１
意匠本体１１７の裏側に第２意匠本体１２３が徐々に重なるようにして隠れる。更に、第
２従動可動体６９の第２意匠本体１２３に対する主可動体６７の意匠部７３の位置が左右
方向に変化する。そして、前記スライド部８２の第２上動規制用突部(第２下動規制用突
部)８２ａがスライダ７５の第２上動規制用ストッパ７５ｈに当接した後は、スライド部
８２とスライダ７５とが前後に重なった状態でスライダ７５と共に主可動体６７が一体的
に上方移動する。更に、前記第２従動可動体６９の延出支持片１２４が、第１従動可動体
６８に設けた連動部１１８ｂに下方から当接することで、該第１従動可動体６８は第２従
動可動体６９および主可動体６７と一体的に上方移動する。
【０１２８】
　前記リール９１の凹部９３ｄが前記規制手段９８における規制片１０１の延出端１０１
ａとの係合位置に至ると、該規制手段９８がコイルバネ１０２の付勢力によって許容位置
から規制位置に変位し、規制片１０１の延出端１０１ａが凹部９３ｄに入り込む(図２０
の状態)。また、規制手段９８が許容位置から規制位置に変位して前記規制解除検出セン
サ１０３が検出片１００ｂを検出しなくなると、前記制御装置１９は第１駆動モータ８８
の回転を停止するよう制御する。次いで、制御装置１９は、前記作動ギヤ８７を第２方向
に回転するように第１駆動モータ８８を回転駆動制御する。これにより、作動ギヤ８７の
係合部８７ｃがリール９１の被係合部９３ｂから巻取方向に離間することで、該リール９
１は索条体９６を介して連結している可動体群の荷重によって繰出方向に若干回転し、前
記規制片１０１の延出端１０１ａが凹部９３ｄに係合することでリール９１の繰出方向へ
の回転は規制され、作動ギヤ８７のみが第２方向に回転する。そして、作動ギヤ８７が予
め設定された待機位置(Ｒ１またはＲ２)に至ったときに、制御装置１９は第１駆動モータ
８８の回転を停止することで、作動ギヤ８７が待機位置(Ｒ１またはＲ２)に保持される(
図２６参照)。
【０１２９】
　実施例では、前記主可動体６７を、リール９１に繰出し可能に巻取られる索条体９６に
よって第１位置と第２位置との間を往復移動するよう構成したので、主可動体６７の移動
範囲を簡単な構成で大きくしてインパクトのある動作演出を行うことができ、遊技の興趣
を向上し得る。また、索条体９６に連結される主可動体６７に副可動体７０および該副可
動体７０を駆動する第２駆動モータ１１２を配設しているので、主可動体６７に連結して
いる索条体９６に加わる荷重を増加することができ、主可動体６７を勢いよく落下(移動)
させてインパクトのある演出を行って遊技の興趣を向上させ得る。更に、実施例の可動演
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出装置６６では、前記主可動体６７に対して更に第１従動可動体６８および第２従動可動
体６９の荷重も加わるよう構成してあるので、主可動体６７をより勢いよく落下(移動)す
ることができる。
【０１３０】
　前記第１位置から第２位置に落下する主可動体６７は、前記ガイド７４に対してスライ
ド自在に支持されるスライダ７５に対してスライド部８２を介してスライド自在に支持す
るよう構成したので、主可動体６７を長い範囲で安定して移動させることができる。すな
わち、主可動体６７が落下する際に、該主可動体６７が左右方向にブレるのを防止するこ
とができるので、該主可動体６７の動作に追従して移動する第１従動可動体６８および第
２従動可動体６９の動作不良が発生するのを防止し得る。特に、第２従動可動体６９は、
主可動体６７における案内板８５に形成した長孔８５ａに沿って案内突部１２３ｂが摺動
することで傾動するよう構成してあるので、主可動体６７が落下(移動)時に左右方向にブ
レて長孔８５ａと案内突部１２３ｂとの適正な関係が変化することで円滑な動作が阻害さ
れるのを防ぐことができる。
【０１３１】
　また、前記ガイド７４に設けた第１ラック７４ｄおよびスライド部８２に設けた第２ラ
ック８２ｂに、スライダ７５に配設した案内ギヤ７６,７９を夫々噛合した状態で、ガイ
ド７４に対してスライダ７５が移動すると共に、該スライダ７５に対してスライド部８２
が移動するよう構成した。これにより、ガイド７４に対してスライダ７５が傾いたり、該
スライダ７５に対してスライド部８２が傾くのを防ぐことができ、主可動体６７の移動を
安定して行うことができる。すなわち、実施例のように索条状９６が、主可動体６７(可
動体群)の重心位置から偏倚した位置に連結される構成であっても、主可動体６７(可動体
群)を安定して移動させることができる。言い替えれば、主可動体６７(可動体群)の安定
した移動を図ったもとで、リール９１の配設位置や主可動体６７(可動体群)の形状や大き
さ等の設計の自由度が高くなる。
【０１３２】
　ここで、実施例では、前記スライダ７５に配設した第１伝達ギヤ７８および第２伝達ギ
ヤ８０を一体的に回転するよう構成して、スライド部８２(主可動体６７)が下方移動およ
び上方移動する際には、該スライド部８２に対するスライダ７５の移動および前記ガイド
７４に対するスライダ７５の移動も同時に行われるようになっている。すなわち、主可動
体６７を、第１位置と第２位置との間でより早く移動することができる。
【０１３３】
　前記主可動体６７における第２下動規制用突部８２ａがスライダ７５の第２下動規制用
ストッパ７５ｇに当接して下方移動が規制された第２位置と、前記第１位置との間を移動
する主可動体６７の移動距離は、前記リール９１から繰出し可能な索条体９６の最大繰出
し長さより短かく設定されている。すなわち、第１位置から落下した主可動体６７の第２
下動規制用突部８２ａがスライダ７５の第２下動規制用ストッパ７５ｇに受止められて下
方移動が規制されたときに、リール９１および主可動体６７に対する索条体９６の夫々の
連結部に主可動体６７の落下時の衝撃が加わることはなく、該連結部が破損等して主可動
体６７の作動不良が発生するのを防止することができる。
【０１３４】
　また、前記リール９１から繰出される索条体９６を、図２２に示す如く、前記主可動体
６７における左側方から延出する連結片８２ｃに連結し、該索条体９６がスライダ７５の
第１規制壁１１０の外側を移動するよう構成すると共に、スライダ７５に設けた第２規制
壁１１１を該索条体９６の前側に位置するよう構成したので、スライダ７５の第１規制壁
１１０および第２規制壁１１１によって索条体９６がスライダ７５とスライド部８２との
支持部側に移動するのを防ぐことができる。すなわち、主可動体６７が第２位置に落下し
た際に索条体９６に弛みが生じた場合であっても、該索条体９６がスライダ７５とスライ
ド部８２との支持部に引掛って動作が阻害されるのを防ぐことができる。また、第２規制
壁１１１は、主可動体６７に設けた案内板８５と索条体９６の移動経路との間に位置する
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よう構成してあるので(図２４参照)、該案内板８５に形成した長孔８５ａに沿って移動す
る第２従動可動体６９の案内突部１２３ｂ側(主可動体６７に対する第２従動可動体６９
の支持部側)に索条体９６が移動するの規制することができ、主可動体６７や第２従動可
動体６９の動作が索条体９６によって阻害されるのを防ぐことができる。このように、実
施例では、前記リール９１が自由回転して繰出される索条体９６が、主可動体６７の第２
位置での移動停止に伴って弛みが生じたとしても、該索条体９６がスライダ７５とスライ
ド部８２の支持部や、主可動体６７に対する第２従動可動体６９の支持部等に変位するの
を規制し得るので、自重によって複数の可動体６７,６８,６９,７０が勢いよく落下する
インパクトのある演出を円滑に行うことができる。
【０１３５】
　前記リール９１から繰出される索条体９６を滑車１０４に掛けて案内するよう構成した
ので、索条体９６が繰出される際に該索条体９６が左右方向に大きくズレることはなく、
主可動体６７のスムーズな移動を図ることができる。また、図２７に示す如く、滑車１０
４における両鍔部１０５ａ,１０６ａと規制部材１０９とによって、索条体９６が挿通さ
れる挿通部１０８を画成しているので、主可動体６７が第２位置に落下した際に索条体９
６が弛んだとしても、該索条体９６が滑車１０４から外れるのを防止することができる。
すなわち、滑車１０４から外れた索条体９６が、滑車１０４と枢支部１０７との枢支部位
に入り込んで円滑な巻取りや繰出しができなくなるのを防ぐことができる。更に、滑車１
０４における第２鍔部１０６ａの直径を第１鍔部１０５ａの直径より小さく設定すると共
に、第２鍔部１０６ａの外側を径方向に延在する規制部材１０９の取付部１０９ａの外周
縁から軸方向に延出する規制片部１０９ｂの延出端を第１鍔部１０５ａの内側面に近接す
るよう構成したので、規制片部１０９ｂ(規制部材１０９)が滑車１０４の第１鍔部１０５
ａから径方向外方に突出する寸法を小さく抑えることができる。
【０１３６】
　ここで、前記主可動体６７が第２位置に落下した際に索条体９６に弛みが発生した場合
は、索条体９６における滑車１０４の円筒状部１０５ｂに掛けられている部分が鍔部１０
５ａ,１０６ａの内側面に沿って径方向外方に移動することが考えられる。この場合にお
いて、第２鍔部１０６ａの内側面に沿って円筒状部１０５ｂから離れるように移動する索
条体９６が該第２鍔部１０６ａの外周端を越えて外側に移動するのは、第２鍔部１０６ａ
の径方向外方に位置する規制片部１０９ｂによって防ぐことができる。また、第２鍔部１
０６ａの外周端を索条体９６が外側に越えようとしても、規制部材１０９における取付部
１０９ａが第２鍔部１０６ａの外側を径方向に延在するように位置しているので、該取付
部１０９ａによって索条体９６の移動を確実に防ぐことができる。
【０１３７】
　一方、前記第１鍔部１０５ａの内側面に沿って円筒状部１０５ｂから離れるように移動
する索条体９６が該第１鍔部１０５ａの外周端を越えて外側に移動するのは、該第１鍔部
１０５ａの内側面に延出端が近接位置する規制片部１０９ｂによって確実に防ぐことがで
きる。すなわち、索条体９６が挿通部１０８から抜けるのを防止することができ、滑車１
０４による索条体９６の安定した案内を図り得る。
【０１３８】
　ここで、前記リール９１に設けたギヤ部９３ａに、前記保持部材９４に配設した抵抗用
ギヤ９５を噛合させてリール９１の回転に抵抗を付与し得るよう構成してあるので、前記
主可動体６７が第２位置で下方移動が規制された際にリール９１が慣性によって必要以上
に回転するのを抑制することができる。これにより、主可動体６７が第２位置に至った以
後におけるリール９１の回転を規制して索条体９６が必要以上に繰出されるのを防ぐこと
ができると共に、リール９１と滑車１０４との間に索条体９６が屈曲した状態で入り込む
のを防止し得る。
【０１３９】
(可動演出装置６６の落下演出を予告演出として用いる場合について)
　前記第１および第２始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入賞を契機として取得
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した入賞情報に基づいて第１変動パターンＰ１が決定された場合は、前記制御装置１９は
、大当り判定の結果に応じて、前記第１当り用実行判定テーブルＴ１または第１はずれ用
実行判定テーブルＴ２を用いて、予告演出の実行判定を行う。すなわち、制御装置１９は
、大当り判定で肯定判定の場合は、取得した実行判定乱数の値を、第１当り用実行判定テ
ーブルＴ１に設定されている実行判定値と比較して、予告演出を実行するか否かの判定と
合わせて前記作動ギヤ８７の待機位置の種類を決定する。また、大当り判定で否定判定の
場合には、取得した実行判定乱数の値を、第１はずれ用実行判定テーブルＴ２に設定され
ている実行判定値と比較して、予告演出を実行するか否かの判定と合わせて前記作動ギヤ
８７の待機位置の種類を決定する。
【０１４０】
　前記予告演出の実行判定によって第１待機位置Ｒ１または第２待機位置Ｒ２が決定され
た場合は、前記制御装置１９は、前記第１駆動モータ８８を回転駆動制御して作動ギヤ８
７を第１待機位置Ｒ１または第２待機位置Ｒ２まで回転した後に第１駆動モータ８８を停
止して作動ギヤ８７を該第１待機位置Ｒ１または第２待機位置Ｒ２に保持する(図２６参
照)。前記図柄表示装置１８で図柄変動演出が実行されている状態で、予め設定された予
告実行タイミングにおいて、制御装置１９は前記操作ボタン１６の操作を促す画像(示唆
演出)を表示させると共に、操作ボタン１６の操作を有効とする操作有効期間を設定する
。操作有効期間内に操作ボタン１６の操作信号が制御装置１９に入力されると、該制御装
置１９は前記第１駆動モータ８８を作動ギヤ８７を第２方向に回転するように回転駆動制
御する。これにより、前述したように作動ギヤ８７に設けられた規制解除片８７ｄが規制
手段９８の当接部１０１ｂに当接して、該規制手段９８を規制位置から許容位置に変位さ
せる。規制手段９８における規制片１０１の延出端１０１ａがリール９１の凹部９３ｄか
ら離脱すると、該リール９１は索条体９６を介して加わる可動体群の荷重によって繰出方
向に回転することで、可動体群が第１位置から第２位置へ落下して前記図柄表示装置１８
における表示部１８ａの前側に露出する。すなわち、遊技者は、操作ボタン１６を操作し
たことによって可動体群が落下する演出が行われたことで、大当りに当選していることを
期待して遊技を継続することができる。
【０１４１】
　前記第１変動パターンＰ１が決定された場合は、前記作動ギヤ８７の待機位置として、
前記操作ボタン１６を操作してから可動体群が落下するまでの時間が異なる第１待機位置
Ｒ１および第２待機位置Ｒ２が選択可能となっている。そして、実施例では、操作ボタン
１６を操作してから可動体群が落下するまでの時間の違いによって、大当りに当選してい
る期待度が異なるように構成してあるので、操作ボタン１６を操作してから可動体群が何
時落下するのかに対する遊技者の関心を惹き付けることができ、遊技の興趣を向上し得る
。
【０１４２】
　実施例のパチンコ機１０では、操作ボタン１６を操作してから可動体群が落下するタイ
ミングを変えることができるので、バリエーション豊かな動作演出を行い得る。また、可
動体群の落下タイミングは、作動ギヤ８７の待機位置を変えるだけでよいので、作動ギヤ
８７の回転速度や回転開始タイミングを変える必要はなく、該作動ギヤ８７を回転駆動す
る第１駆動モータ８８の制御に係る負荷を軽減し得る。
【０１４３】
(可動演出装置６６の落下演出を昇格演出として用いる場合について)
　次に、前記可動演出装置６６による可動体群の落下演出を、昇格演出として用いる場合
について説明する。
【０１４４】
　前記始動入賞口５６ａ,５７ａへのパチンコ球の入賞を契機として取得された入賞情報
に基づいて行われた大当り判定が肯定判定の場合で、該大当り判定に当選した際に決定さ
れた大当り図柄が確変付与図柄であった場合、前記制御装置１９は、昇格演出を実行する
か否かを抽選により決定する。そして、昇格演出の実行が決定された場合は、制御装置１
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９は、前記第１駆動モータ８８を回転駆動制御して、前記作動ギヤ８７を第１待機位置Ｒ
１まで回転して停止保持する。
【０１４５】
　大当り遊技が開始され、昇格演出を実行することが予め設定された所定回数目のラウン
ド遊技が開始されると、前記制御装置１９は、前記操作ボタン１６の操作を促す画像(示
唆演出)を図柄表示装置１８に表示させると共に、操作ボタン１６の操作を有効とする操
作有効期間を設定する。操作有効期間内に操作ボタン１６の操作信号が制御装置１９に入
力されると、該制御装置１９は前記第１駆動モータ８８を作動ギヤ８７を第２方向に回転
するように回転駆動制御する。これにより、前述したように作動ギヤ８７に設けられた規
制解除片８７ｄが規制手段９８の当接部１０１ｂに当接して、該規制手段９８を規制位置
から許容位置に変位させることで前記リール９１の回転規制が解除される。これにより、
前記第１位置の可動体群が第２位置に落下し、該可動体群が図柄表示装置１８における表
示部１８ａの前側に露出することで(図３参照)、遊技者は大当り遊技後に確変状態が付与
されることを認識することができる。
【０１４６】
　大当り遊技における１回のラウンド遊技の時間は、前述したように、前記特別入賞口５
８ａへのパチンコ球の入賞状況によって変動するので、例えば作動ギヤ８７の待機位置を
第２待機位置Ｒ２とした場合に、前記操作ボタン１６の操作により回転を開始した作動ギ
ヤ８７によりリール９１の回転規制が解除される前に、昇格演出を実行することが決定さ
れている回数目のラウンド遊技が終了してしまうおそれがある。しかるに、実施例では、
昇格演出を実行する場合における作動ギヤ８７の待機位置を、回転を開始してから規制手
段９８を許容位置に変位するまでの時間(回転量)が最も短かい第１待機位置Ｒ１に設定し
ているので、操作ボタン１６を操作すると直ぐに可動体群が落下するので、予め設定され
ているラウンド遊技中に確実に昇格演出を実行し得る。すなわち、必要時に可動体群を適
正に動作させることができる。
【０１４７】
(別実施例について)
　図３１は、別実施例のパチンコ機１０の可動演出装置６６の要部を示す説明図であって
、前述した実施例と異なる部分についてのみ説明し、同一部分には同じ符号を付して詳細
説明は省略する。
【０１４８】
　別実施例に係る可動演出装置６６のリール９１には、前記後円盤９３の円筒状部９３ｃ
に、周方向に離間して複数(図示例では３つ)の凹部(被係合部)１２６ａ,１２６ｂ,１２６
ｃが形成されている。図３１は、前記作動ギヤ８７を第１待機位置Ｒ１に保持した状態を
示すものであって、凹部１２６ａ,１２６ｂ,１２６ｃについて、図３１において規制手段
９８における規制片(係合部)１０１の延出端１０１ａが係合している凹部を第１凹部１２
６ａと指称すると共に、残りの２つの凹部について第１凹部１２６ａから反時計方向(巻
取方向)に順に第２凹部１２６ｂおよび第３凹部１２６ｃと指称するものとする。また、
各凹部１２６ａ,１２６ｂ,１２６ｃは、円筒状部９３ｃの外周面から回転中心に向けて径
方向に延在する係合面１２７と、該係合面１２７の回転中心側の縁部から繰出方向に向け
て円筒状部９３ｃの外周面まで斜めに延在する非係合面１２８とで形成されている。すな
わち、前記規制手段９８における規制片１０１の延出端１０１ａが係合面１２７に係合し
ている状態では、リール９１の繰出方向への回転が規制されるのに対し、該リール９１の
巻取方向への回転は許容されるよう構成される。
【０１４９】
　また、別実施例のパチンコ機１０では、前記制御装置１９は、作動ギヤ８７が一旦第２
方向に回転して規制手段９８を許容位置に変位させた後に、該作動ギヤ８７が第１方向に
回転して第１待機位置Ｒ１に戻る動作を繰り返すように、前記第１駆動モータ８８を回転
駆動制御するよう構成される。
【０１５０】
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　すなわち、図３１に示す状態において、前記作動ギヤ８７の第２方向への回転によって
規制手段９８が許容位置に変位することで、前記リール９１は繰出方向への回転が許容さ
れて、前記可動体群は自重によって第１位置から落下する。このとき、作動ギヤ８７が第
１方向に回転して第１待機位置Ｒ１に戻ることで、規制手段９８はコイルバネ１０２の付
勢力によって規制位置に向けて付勢されるので、リール９１の繰出方向への回転に伴って
第２凹部１２６ｂが規制手段９８(規制片１０１)との係合位置に到来すると、該第２凹部
１２６ｂに規制手段９８(規制片１０１)が係合してリール９１の回転が規制される。これ
により、可動体群の落下が停止される。そして、再び作動ギヤ８７を第２方向に回転した
後に第１待機位置Ｒ１に戻すように動作させると、第２凹部１２６ｂとの係合が解除され
た規制手段９８(規制片１０１)に第３凹部１２６ｂが係合する位置までリール９１が繰出
方向に回転した後に回転規制されることで、再び可動体群の落下が停止される。再び作動
ギヤ８７を同様に動作させ、リール９１の規制手段９８による回転規制が解除されると、
可動体群は第２位置まで落下する。
【０１５１】
　前記各凹部１２６ａ,１２６ｂ,１２６ｃは、規制手段９８(規制片１０１)と係合する係
合面１２７に対して円筒状部９３ｃの外周面まで斜めに延在している非係合面１２８を備
えているので、リール９１が巻取方向に回転する際には、規制手段９８における規制片１
０１の延出端１０１ａは非係合面１２８に沿って円筒状部９３ｃの外周面まで案内される
。すなわち、可動体群を第２位置から第１位置まで上方移動させる際に、規制手段９８(
規制片１０１)が第３凹部１２６ｃや第２凹部１２６ｂに係合してリール９１の巻取方向
の回転が規制されることはなく、可動体群を第１位置まで移動させることができる。
【０１５２】
　別実施例のパチンコ機１０では、前記リール９１を所定回転角度毎に回転規制すること
で、可動体群を第１位置と第２位置との間において複数段階で停止させることができ、可
動体群による動作演出の変化態様の幅を広げて興趣のある演出を行うことができる。また
、別実施例のパチンコ機１０によれば、前記規制手段９８(規制片１０１)が第２凹部１２
６ｂまたは第３凹部１２６ｃに係合して可動体群の落下が停止された位置から、作動ギヤ
８７を第１方向に回転するように第１駆動モータ８８を回転駆動制御して可動体群を第２
位置まで落下させることなく第１位置に戻す動作演出を行うことができる。すなわち、可
動演出装置６６の落下演出を予告演出として用いる場合に、前述したように落下タイミン
グを変えるだけでなく、可動体群の落下位置を変化させることで、大当りに当選している
期待度が異なる予告演出を実行し得る。例えば、予告演出の実行判定テーブルに、作動ギ
ヤ８７の待機位置の項目とは別に、可動体群の複数種類の落下位置の項目を設定し、可動
演出装置６６による予告演出の実行判定に際して、作動ギヤ８７の待機位置の種類や可動
体群の落下位置の種類を抽選により決定するように構成すればよい。
【０１５３】
(変更例)
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1) 実施例では、索条体が連結される主可動体に対して２つの従動可動体を支持するよう
構成したが、従動可動体の数は１つであっても３つ以上であってもよい。また、従動可動
体は必要に応じて設ければよく、主可動体と副可動体とを備えるものであればよい。
(2) 実施例では、主可動体を略鉛直方向に往復移動するよう構成したが、上下に高低差が
ある第１位置と第２位置との間で往復移動するものであれば、斜め方向に往復移動する構
成を採用し得る。
(3) 実施例では、装置本体に配設したガイドと索条体が連結される主可動体のスライド部
との間に１つのスライダをスライド自在に支持するよう構成したが、スライダの数を複数
としてもよい。すなわち、複数のスライダを相互にスライド自在に支持するよう構成し、
主可動体が移動する際に各スライダが相互にスライドして複数のスライダからなるスライ
ダ群が伸縮する構成を採用し得る。
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(4) 実施例では、装置本体に配設したガイドに対してスライド自在に支持したスライダに
、索条体が連結される主可動体のスライド部をスライド自在に支持するよう構成したが、
スライダを省略してガイドに対して主可動体のスライド部をスライド自在に支持する構成
を採用し得る。
(5) 実施例では、ガイドおよびスライド部にラック部を設けると共に、各ラック部に噛合
する案内ギヤをスライダに配設するよう構成したが、ガイドおよびスライド部の夫々に案
内ギヤを配設すると共に、各案内ギヤに噛合するラック部をガイドおよびスライド部の夫
々に設ける構成を採用し得る。
【０１５４】
(6) 実施例では、上下方向に直線的に往復移動する主可動体に対して従動可動体を傾動す
るよう構成したが、従動可動体を装置本体に対して主可動体の往復移動方向に移動自在に
支持する構成を採用して、該主可動体の往復移動に伴って従動可動体が主可動体と同一方
向に直線的に往復移動する構成を採用し得る。
(7) 実施例では、主可動体を第１位置から自重によって第２位置に落下させ、第２位置の
主可動体をリールに索条体を巻取ることで第１位置に移動するよう構成したが、第１位置
の主可動体をバネ等の付勢手段により第２位置に向けて付勢しておき、リールの繰出方向
への回転を規制する規制手段の規制状態を規制解除手段により解除した際に、主可動体を
付勢手段の付勢力によって第２位置に移動させ、第２位置に移動した主可動体をリールに
索条体を巻取ることで付勢手段の付勢力に抗して第１位置に移動する構成を採用し得る。
この構成によれば、下方の第１位置から主可動体を付勢手段の付勢力によって勢いよく上
方の第２位置まで移動することができ、インパクトのある演出ができる。
(8) 実施例では、主可動体に、第２従動可動体の案内部(長孔が設けられた案内板)のみを
設けたが、該主可動体の移動に伴って移動する全ての従動可動体の案内部を主可動体に配
設する構成を採用し得る。
(9) 実施例では、示唆演出として操作ボタンの画像を図柄表示装置に表示するようにした
が、示唆演出としてはボタン操作と関連なく、予告演出が行われる可能性があることを遊
技者に示唆させる演出であれば、図柄表示装置にコメントを表示したり、特殊な画像を表
示したり、あるいは特殊な効果音をスピーカから発生させるものであってもよい。
(10) 実施例では、作動ギヤ(回転体)が第２方向に回転を開始してから規制解除手段によ
り規制手段を許容位置に変位させるまでの第１駆動モータ(回転駆動手段)の回転量が異な
る待機位置を２種類設定したが、該待機位置は３種類以上であってもよい。
【０１５５】
(11) 実施例では、操作ボタンを操作してから(示唆演出が実行されてから)可動体群が落
下するまでの時間が長い方が大当りに当選している期待度が高くなるよう設定したが、操
作ボタンを操作してから(示唆演出が実行されてから)可動体群が落下するまでの時間が短
い方が大当りに当選している期待度が高くなるよう設定してもよい。
(12) 別実施例では、リールに３つの凹部(被係合部)を形成したが、凹部(被係合部)の数
は２つまたは４つ以上であってもよい。
(13) 実施例では、枠状装飾部材に設けられた遊技領域形成部を、変更部を備える複数の
構成部材で構成したが、構成部材は１つであってもよく、該構成部材の適宜の位置に変更
部が設けられる構成を採用し得る。
(14) 実施例では、遊技領域形成部を構成する第２構成部材以外の複数の構成部材に、庇
状部を部分的に構成する庇状部分を夫々設けたが、該庇状部分を省略することができる。
例えば、枠状装飾部材における構成部材の配設位置に対応する部分に庇状部を該状装飾部
材に一体的に設け、該庇状部の後縁に接続する遊技領域形成部分を取着盤部に配設する構
成を採用し得る。
(15) 実施例では、枠状装飾部材に設けられた遊技領域形成部および上部装飾部品の後側
に重なるように可動体群を位置させるように構成したが、遊技領域形成部の後側にのみ重
なるように可動体群を位置させる構成を採用し得る。
【０１５６】
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(16) 実施例では、パチンコ機を構成する全ての装置を１つの制御装置によって制御する
よう構成したが、機能の異なる装置を別々の制御装置によって制御する構成を採用し得る
。また、パチンコ機の全体を制御するメイン制御手段と、該メイン制御手段からの制御信
号に基づいて各制御対象を制御するサブ制御手段とを設け、該サブ制御手段が可動演出装
置や図柄表示装置を制御する構成を採用し得る。すなわち、メイン制御手段に各種検出セ
ンサを接続して、該メイン制御手段に特定条件判定手段としての機能を備えさせると共に
、サブ制御手段を可動演出装置や図柄表示装置に接続して、メイン制御手段からの制御信
号に基づいて作動ギヤ(回転体)の待機位置を複数の中から決定する待機位置決定手段とし
ての機能をサブ制御手段に備えさせることができる。
(17) 実施例では、遊技者に有利な有利状態として大当り遊技を挙げたが、これに限られ
るものではなく、通常の遊技状態での大当り確率より大当り確率が高くなる確変状態を有
利状態としてもよい。
(18) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチン
コ球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。なお、スロットマ
シンに実施例の可動演出装置を採用した場合は、遊技を開始させるスタートレバーのＯＮ
検出が遊技開始条件の成立となる。
【符号の説明】
【０１５７】
　１８ 図柄表示装置(表示手段,示唆演出実行手段)
　１９ 制御手段(遊技情報取得手段,特定条件判定手段,待機位置決定手段)
　５８ 特別入賞装置(入賞手段)
　５８ａ 特別入賞口(入賞口)
　５８ｂ 開閉体(開閉手段)
　６６ 可動演出装置
　６７ 主可動体(可動体)
　７２ 装置本体(固定部)
　８７ 作動ギヤ(回転体)
　８８ 第１駆動モータ(回転駆動手段)
　８７ｄ 規制解除片(規制解除手段)
　９１ リール
　９６ 索条体
　９７ 連繋手段
　９８ 規制手段
　１２６ａ 第１凹部(被係合部)
　１２６ｂ 第２凹部(被係合部)
　１２６ｃ 第３凹部(被係合部)
　Ｒ１ 第１待機位置(待機位置)
　Ｒ２ 第２待機位置(待機位置)
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