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(57)【要約】
　　【課題】可動演出体が上昇位置から下降位置へと急
速に移動してインパクトのある可動演出を行えるように
する。
　　【解決手段】　上昇位置Ａと下降位置Ｂとの間で昇
降自在に設けられた可動演出体２９と、可動演出体２９
を下降位置Ｂから上昇位置Ａへと押し上げる駆動体３０
と、駆動体３０を昇降方向に駆動する駆動手段３２と、
可動演出体２９を上昇位置Ａから下降位置Ｂへと自由落
下させる自由落下手段３９とを備え、自由落下手段３９
は可動演出体２９を上昇位置Ａでロックするロック手段
３３と、駆動体３０が下降位置Ｂ以下の解除位置Ｃへと
下降したときにロック手段３３に可動演出体２９のロッ
クを解除させる解除手段３４とを有する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上昇位置（Ａ）と下降位置（Ｂ）との間で昇降自在に設けられた可動演出体（２９）と
、該可動演出体（２９）を前記下降位置（Ｂ）から前記上昇位置（Ａ）へと上昇させる駆
動手段（３２）と、前記可動演出体（２９）を前記上昇位置（Ａ）から前記下降位置（Ｂ
）へと自由落下させる自由落下手段（３９）とを備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記可動演出体（２９）を前記下降位置（Ｂ）から前記上昇位置（Ａ）へと押し上げる
駆動体（３０）と、該駆動体（３０）を昇降方向に駆動する前記駆動手段（３２）とを備
え、前記自由落下手段（３９）は前記可動演出体（２９）を前記上昇位置（Ａ）でロック
するロック手段（３３）と、前記駆動体（３０）が前記下降位置（Ｂ）以下の解除位置（
Ｃ）へと下降したときに前記ロック手段（３３）に前記可動演出体（２９）のロックを解
除させる解除手段（３４）とを有することを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記上昇位置（Ａ）と前記下降位置（Ｂ）とのうち、その一方は前記可動演出体（２９
）が演出画像（２２）を表示する画像表示部（１６）の前側に位置する演出位置であり、
他方は前記可動演出体（２９）が前記画像表示部（１６）の上下方向の一方側に退避する
退避位置であることを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記可動演出体（２９）及び前記駆動体（３０）を昇降自在に案内する案内手段（３１
）と、該案内手段（３１）に沿って自由落下する前記可動演出体（２９）を前記下降位置
（Ｂ）に規制する規制手段（３５）とを備えたことを特徴とする請求項２に記載の遊技機
。
【請求項５】
　前記駆動体（３０）が前記解除位置（Ｃ）の上側近傍の解除待ち位置（Ｄ）まで下降し
たことを検出して該駆動体（３０）を停止させる検出手段（３７）と、前記駆動体（３０
）が前記解除待ち位置（Ｄ）で停止した後に、落下指令に従って前記駆動体（３０）を前
記解除位置（Ｃ）へと下降させる制御手段（９４）とを備えたことを特徴とする請求項２
又は４に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記解除待ち位置（Ｄ）は前記下降位置（Ｂ）とその下方の前記解除位置（Ｃ）との間
であることを特徴とする請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記ロック手段（３３）は係脱方向に揺動自在に枢支され且つ前記可動演出体（２９）
が前記上昇位置（Ａ）まで上昇したときに係脱自在に係合するロック具（５８）を有し、
前記解除手段（３４）は前記ロック具（５８）と連動するトリガ体（７５）と、前記駆動
体（３０）が前記解除位置（Ｃ）へと下降したときに前記トリガ体（７５）を解除方向へ
と操作する操作部（７６）とを備えたことを特徴とする請求項２、４～６の何れかに記載
の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパチンコ機、アレンジボール機、スロットマシン等の遊技機に関し、演出時に
可動演出体が自由落下するようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えばパチンコ機等の弾球遊技機には、遊技盤の遊技領域の略中央部に配置された画像
表示手段に可動演出役物を組み込み、画像表示手段の画像表示部に表示される演出画像と
、その画像表示部の前面側で昇降する可動演出体との組み合わせにより、特定の遊技状態
を演出するようにしたものがある（特許文献１）。
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【０００３】
　この可動演出役物は、通常の遊技状態のときには画像表示部の上側の上昇位置に可動演
出体を退避させておき、特定の遊技状態になったときに、駆動手段の駆動により、上昇位
置と画像表示部の前側の下降位置との間で可動演出体を昇降させるようになっている。
【０００４】
　可動演出体は案内レールを介して支持枠に昇降自在に支持されている。駆動手段は案内
レールの上下両側に配置された駆動プーリ及び従動プーリと、これら駆動プーリ及び従動
プーリに跨がって巻き掛けられた駆動ベルトとを備え、その駆動ベルトに可動演出体が連
結され、また駆動プーリが駆動モータの回転軸に固定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１３６１０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の可動演出役物では、駆動手段の駆動モータの正逆転により駆動ベルトを介して可
動演出体を案内レールに沿って上下方向に駆動するため、可動演出体は駆動モータの回転
数に応じた速度で昇降することになる。
【０００７】
　しかし、特定の遊技状態になって可動演出体を上昇位置から下降位置へと下降させる場
合にも、可動演出体の下降速度は駆動モータの回転数によって決定され、駆動モータの回
転数以上の速度で下降させることができないため、可動演出体の急速な下降によるインパ
クトのある演出を行うことは困難である。
【０００８】
　また駆動ベルトを介して可動演出体を昇降させるため、可動演出体が高速で下降して停
止する動作を繰り返せば、駆動ベルトに無理な負担が掛かって駆動ベルトが伸びたり切断
したりする惧れがあり、精度、耐久性等の点で問題がある。
【０００９】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、可動演出体が上昇位置から下降位置へと急
速に移動してインパクトのある可動演出を行えるようにすると共に、構造を簡素化でき耐
久性の向上を図ることができ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】
【００１０】
　本発明は、上昇位置Ａと下降位置Ｂとの間で昇降自在に設けられた可動演出体２９と、
該可動演出体２９を前記下降位置Ｂから前記上昇位置Ａへと上昇させる駆動手段３２と、
前記可動演出体２９を前記上昇位置Ａから前記下降位置Ｂへと自由落下させる自由落下手
段３９とを備えたものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、可動演出体２９が上昇位置Ａから下降位置Ｂへと急速に移動してイン
パクトのある可動演出を行えるようにすると共に、構造を簡素化でき耐久性の向上を図る
ことができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施例を示すパチンコ機の正面図である。
【図２】同遊技盤の平面断面図である。
【図３】同画像表示の説明図である。
【図４】同可動演出役物の正面図である。
【図５】同可動演出役物の要部の拡大正面図である。
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【図６】同可動演出役物の要部の分解斜視図である。
【図７】同可動演出役物の要部の平面断面図である。
【図８】同可動演出役物の要部の平面断面図である。
【図９】同ロック手段の要部の正面図である。
【図１０】同規制手段の断面図である。
【図１１】同制御系のブロック図である。
【図１２】同タイムチャートである。
【図１３】同動作説明図である。
【図１４】本発明の第２の実施例を示す可動演出役物の正面図である。
【図１５】本発明の第３の実施例を示す可動演出役物の正面図である。
【図１６】本発明の第４の実施例を示す可動演出役物の正面図である。
【図１７】同制御系のブロック図である。
【図１８】本発明の第５の実施例を示す規制手段の断面図である。
【図１９】本発明の第６の実施例を示す可動演出役物の正面図である。
【図２０】本発明の第７の実施例を示す可動演出役物の正面図である。
【図２１】同平面断面図である。
【図２２】同制御系のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１３は本発明をパチンコ
機に採用した第１の実施例を例示している。このパチンコ機は、図１に示すように矩形状
の外枠１と、この外枠１の前側にヒンジにより縦軸廻りに開閉自在に枢着された前枠２と
を備えている。前枠２の前側にはガラス扉３と前面板４とが上下に配置され、前枠２に対
してヒンジと同じ側のヒンジにより縦軸廻りに開閉自在に枢支されている。
【００１４】
　前面板４の前側には発射用の遊技球を貯留する球貯留皿５が配置され、その側方に遊技
球を発射する発射手段（図示省略）の発射ハンドル６が設けられている。ガラス扉３の裏
側には、このガラス扉３に対応するように前枠２に遊技盤７（図２参照）が着脱自在に装
着されている。
【００１５】
　遊技盤７の前面には、発射手段から発射された遊技球を案内するガイドレール８が円弧
状に配置されると共に、そのガイドレール８の内側の遊技領域９に画像表示手段１０、普
通図柄始動手段１１、特別図柄始動手段１２、大入賞手段１３、普通入賞手段１４等の各
種の遊技部品が配置されている。
【００１６】
　画像表示手段１０は図１、図２に示すように遊技領域９の略中央に配置されており、遊
技盤７の裏面に装着された支持枠１５と、この支持枠１５の略中央に取り付けられた液晶
式、プラズマ式等の画像表示部１６を備えている。画像表示手段１０には画像表示部１６
の左右両側に配置された可動演出役物１７が支持枠１５に装着されている。また支持枠１
５の前面に普通図柄表示手段１８と特別図柄表示手段１９とが設けられている。
【００１７】
　普通図柄表示手段１８は普通図柄を変動表示するためのもので、複数種類の普通図柄（
例えば２種類の「○」「×」）に対応する複数個の発光素子により構成されており、普通
図柄始動手段１１が遊技球を検出することを条件に２つの発光素子が交互に点灯するよう
に所定時間点滅して、普通図柄始動手段１１の遊技球の検出時に抽選した乱数値が予め定
められた当たり判定値と一致した場合に当たり態様の「○」側の発光素子が点灯し、それ
以外の場合に外れ態様の「×」側の発光素子が点灯して停止するようになっている。
【００１８】
　特別図柄表示手段１９は、１個又は複数個、例えば１個の特別図柄を変動表示可能な７
セグメント式等の表示手段により構成されており、特別図柄始動手段１２が遊技球を検出
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することを条件に特別図柄を所定時間変動表示して、特別図柄始動手段１２の遊技球の検
出時に抽選された乱数値が予め定められた大当たり乱数値と一致した場合に所定の大当た
り態様で、それ以外の場合に外れ態様で停止するようになっている。
【００１９】
　画像表示部１６は矩形状、その他の形状であって、図３に示すように遊技中は演出図柄
２０ａ～２０ｃとその背景画像２１とが発光表示され、また特定の遊技状態になったとき
には、図１に示すように可動演出役物１７の演出動作と同期して予告演出画像２２が発光
表示される。
【００２０】
　演出図柄２０ａ～２０ｃは画像表示部１６の適当な位置に複数個、例えば３個表示され
、その各演出図柄２０ａ～２０ｃは特別図柄表示手段１９の特別図柄の変動に同期して変
動を開始し、所定の変動パターンを経て所定時間変動した後、特別図柄の変動終了に同期
して所定の順序で順次停止する。
【００２１】
　演出図柄２０ａ～２０ｃの変動後の停止図柄は、特別図柄表示手段１９の特別図柄が大
当たり態様で停止する場合には全てが揃う大当たり演出態様となり、特別図柄が外れ態様
で停止する場合には少なくとも一部が異なる外れ演出態様となる。例えば、特別図柄が大
当たり態様で停止する場合には、演出図柄２０ａ～２０ｃは図３に示すように「７・７・
７」等で停止し、特別図柄が外れ態様で停止する場合には演出図柄２０ａ～２０ｃは「３
・４・５」等で停止する。
【００２２】
　特別図柄始動手段１２は固定式入賞口１２ａと電動チューリップ等の可変式入賞口１２
ｂとを上下に備えている。可変式入賞口１２ｂは普通図柄表示手段１８の変動後の普通図
柄が当たり態様を停止表示したときに所定時間開放するようになっている。
【００２３】
　支持枠１５は図２に示すように遊技盤７の裏面に装着されており、この支持枠１５に対
応して遊技盤７の前面に前飾り板２５が装着されている。なお、前飾り板２５は画像表示
部１６の外周部分を前側から覆うようになっている。
【００２４】
　可動演出役物１７は図２、図４に示すように、画像表示部１６の前側で上昇位置Ａと下
降位置Ｂとの間で昇降自在に設けられた可動演出体２９と、画像表示部１６の左右方向の
側方近傍で可動演出体２９の下側に昇降自在に配置され且つ可動演出体２９を下降位置Ｂ
から上昇位置（退避位置）Ａへと押し上げて上昇させる駆動体３０と、可動演出体２９及
び駆動体３０を昇降自在に支持案内する案内手段３１と、駆動体３０を昇降方向に駆動す
る駆動手段３２と、可動演出体２９を上昇位置Ａでロックするロック手段３３と、駆動体
３０が下降位置（演出位置）Ｂよりも下の解除位置Ｃへと下降したときにロック手段３３
のロックを解除して可動演出体２９を自由落下させるための解除手段３４と、可動演出体
２９を下降位置Ｂに規制する規制手段３５と、可動演出体２９が上昇位置Ａへと上昇した
ことを検出して駆動手段３２の上昇方向への駆動を停止させる第１検出手段３６と、下降
位置Ｂとその下方の解除位置Ｃとの間の解除待ち位置Ｄへと駆動体３０が下降したことを
検出して駆動手段３２の下降方向への駆動を停止させる第２検出手段３７とを備え、取り
付け枠３８を介して支持枠１５に取り付けられている。
【００２５】
　なお、この実施形態では、画像表示部１６の左右両側に可動演出役物１７が略対称に配
置されているが、左右の何れか一方のみでもよい。また実施形態では、ロック手段３３と
解除手段３４とにより、可動演出体２９を上昇位置Ａから下降位置Ｂへと自由落下させる
ための自由落下手段３９が構成されている。可動演出役物１７は可動演出体２９の後述の
演出部４２を除く略全体が前飾り板２５により前面側から覆われている。
【００２６】
　可動演出体２９は画像表示部１６の側方近傍に配置された支持部４１と、この支持部４
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１から画像表示部１６側に突出する演出部４２とを備えている。そして、この可動演出体
２９は、通常時には画像表示部１６の上側の上昇位置Ａに退避しており、特定の遊技状態
のときに自由落下により画像表示部１６の前面の下降位置Ｂへと下降して、画像表示部１
６に表示される予告演出画像２２との組み合わせにより、特定の遊技状態を予告演出する
ようになっている。
【００２７】
　演出部４２には画像表示部１６に表示さる予告演出画像２２と調和する絵柄、形状、構
造等が付されている。例えば、「猿」を主題とした演出を行いながらゲームが進行するパ
チンコ機の場合には、図１、図４に示すように演出部４２には猿等の絵柄が付されており
、画像表示部１６に樹木の予告演出画像２２が表示されたときに、その表示に同期して演
出部４２を落下し上昇させることにより、樹木に沿って猿が滑り降りた後に登る情景を演
出するようになっている。なお、演出部４２は必要に応じて発光してもよいし、前後方向
の軸心廻りに回転又は揺動するようにしてもよい。
【００２８】
　取り付け枠３８は、図５～図８に示すように支持板４３と、この支持板４３の裏面に着
脱自在に装着された板金製の補強板４４とを備え、両者は支持枠１５から前面に突出する
取り付けボス２６にネジ等により結合されている。案内手段３１は取り付け枠３８の画像
表示部１６の左右方向の端縁近傍にその端縁に沿って上下方向に配置された案内レール４
５と、取り付け枠３８の一部とにより構成されている。案内レール４５は丸棒状であって
、上下両端部が補強板４４のブラケット部４４ａに固定されている。
【００２９】
　可動演出体２９の支持部４１は縦長状であって、図５～図７に示すように案内レール４
５に嵌合して上下摺動自在に案内される第１摺動部４６と、この第１摺動部４６から画像
表示部１６と反対側に離間して設けられ且つ支持板４３と補強板４４との案内部４７によ
り上下摺動自在に案内される第２摺動部４８とを有する。第１摺動部４６は案内レール４
５に対して可動演出体２９が傾斜しないように上下方向に所定の間隔をおいて又は上下方
向に長く設けられ、また第２摺動部４８は支持部４１の下部側から外側に突出して後方に
屈曲する平面視Ｌ字状の突出部４９の先端に設けられている。
【００３０】
　駆動体３０は図５～図８に示すように可動演出体２９の支持部４１の下側に配置されて
おり、案内レール４５に嵌合して上下摺動自在に案内される摺動部５０を有し、後述のラ
ック５２、ピニオン５３の噛み合いにより案内レール４５廻りに回動しないように規制さ
れている。摺動部５０は可動演出体２９の第１摺動部４６と同様に、案内レール４５に対
して駆動体３０が傾斜しないように上下方向に所定の間隔をおいて又は上下方向に長く設
けられている。
【００３１】
　駆動手段３２は、図５、図６、図８に示すように、駆動体３０に案内レール４５と略平
行に設けられた上下方向のラック５２と、このラック５２に噛み合うピニオン５３と、取
り付け枠３８に固定され且つピニオン５３を正逆駆動する駆動モータ５４とを有し、駆動
体３０に対して画像表示部１６と反対側に配置されている。駆動モータ５４は取り付け枠
３８の支持板４３の前面に固定されており、支持板４３から後方に突出する回転軸の後端
部に、ピニオン５３に噛み合う駆動ギヤー５５が固定されている。駆動ギヤー５５はピニ
オン５３よりも大径であり、この駆動ギヤー５５とピニオン５３とにより増速機構が構成
されている。ピニオン５３は支持板４３を前後に貫通して配置され、支持板４３側の固定
軸５６により回転自在に支持されている。なお、駆動ギヤー５５を省略してピニオン５３
を駆動モータ５４の回転軸に固定してもよい。
【００３２】
　ロック手段３３は、図５～図７、図９に示すように、可動演出体２９の支持部４１に設
けられた被係合部５７と、可動演出体２９が上昇位置Ａまで上昇したときに被係合部５７
に係脱自在に係合するロック具５８と、このロック具５８を係合方向に付勢するバネ５９
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と、可動演出体２９が上昇位置Ａへと上昇したときに被係合部５７に対して係合可能な位
置にロック具５８を位置決めするストッパー６０とを有し、可動演出体２９に対して画像
表示部１６と反対側に設けられている。
【００３３】
　ロック具５８は左右方向の中間部の支軸６１により取り付け枠３８に上下揺動自在に枢
支されており、先端に可動演出体２９の被係合部５７に係脱自在に係合する係合部６２が
設けられている。またロック具５８には、係合部６２とは反端側の端部と支持板４３のバ
ネ掛け部６３との間にバネ５９が掛けられている。ストッパー６０は支持板４３に設けら
れている。
【００３４】
　係合部６２は可動演出体２９側へと略円弧状に突出する被案内面６４と、この被案内面
６４の上側に設けられた当接部６５と、被案内面６４の下側に設けられた係合凹部６６と
を有する。被係合部５７は係合部６２の被案内面６４の上側でその当接部６５に当接する
当接部６７と、当接部６５，６７同士が当接したときに係合部６２の係合凹部６６に係合
する係合突部６８とを有する。当接部６７と係合突部６８は係合部６２の被案内面６４に
対応する空間の上下に設けられている。支持部４１には可動演出体２９が上昇するときに
、離脱状態でストッパー６０により位置決めされたロック具５８の被案内面６４が当接し
て、係合部６２を支持部４１の被係合部５７へと摺動自在に案内する案内面６９が傾斜状
に形成されている。
【００３５】
　規制手段３５は演出部４２が画像表示部１６の上下方向の略中央部に対応する下降位置
Ｂで可動演出体２９を規制するためのもので、図５、図６、図１０に示すように案内レー
ル４５に対して画像表示部１６と反対側の近傍で取り付け枠３８に設けられた保持部７１
と、この保持部７１に上向きに突出して装着された衝撃吸収用のゴム等の弾性体７２とを
備え、可動演出体２９が下降位置Ｂに落下したときに支持部４１の当接部７３が弾性体７
２上に当接するようになっている。なお、規制手段３５はその弾性体７２を可動演出体２
９の支持部４１に設け、当接部７３を取り付け枠３８に設けてもよい。
【００３６】
　解除手段３４は図５、図６に示すように、駆動モータ５４の上側近傍で支軸７４により
上下方向に揺動自在に枢支されたトリガ体７５と、トリガ体７５側に突出して駆動体３０
に設けられ且つ駆動体３０が下降位置Ｂに対応する位置よりも下の解除位置Ｃへ下降した
ときにトリガ体７５を下方の解除方向に操作する操作部７６と、上下両端がロック具５８
とトリガ体７５とに連結され且つ操作部７６がトリガ体７５を下方に操作したときにロッ
ク具５８をバネ５９に抗して解除方向に連動させる連動部材７７とを備え、案内レール４
５に対して画像表示部１６と反対側に配置されている。
【００３７】
　第１検出手段３６は可動演出体２９の上昇位置Ａに対応して取り付け枠３８に装着され
、可動演出体２９の上昇位置Ａへの上昇を接触又は無接触により検出する検出スイッチに
より構成されている。第２検出手段３７は駆動体３０の解除待ち位置Ｄに対応して取り付
け枠３８に装着され、駆動体３０の解除待ち位置Ｄへの下降を接触又は無接触により検出
する検出スイッチにより構成されている。
【００３８】
　なお、この実施形態では各検出手段３６，３７は、案内レール４５の近傍で可動演出体
２９、駆動体３０に設けられた被検出部３６ａ，３７ｂを検出するフォトセンサ等の近接
スイッチが使用されている。
【００３９】
　図５では上昇位置Ａ、下降位置Ｂを可動演出体２９の上下略中央位置で示し、解除待ち
位置Ｄ、解除位置Ｃを駆動体３０の上端位置で示す。解除位置Ｃは駆動体３０が下降位置
Ｂに対応するときの位置の下側近傍にあり、解除待ち位置Ｄはその下降位置Ｂに対応する
位置と解除位置Ｃとの間となっているが、解除位置Ｃは下降位置Ｂに対応する位置と同じ
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でもよく、下降位置Ｂ以下であればよい。また解除待ち位置Ｄは駆動体３０が一旦解除待
ち位置Ｄに停止した後、再度解除位置Ｃまで下降したときに上昇位置Ａでの可動演出体２
９のロックを解除する関係にあればよい。従って、解除待ち位置Ｄは解除位置Ｃの上側近
傍であれば、下降位置Ｂに対応する位置に対して上又は下の何れでもよい。
【００４０】
　図１１はパチンコ機の制御系を示す。パチンコ機の制御系は主制御基板８０と演出制御
基板８１とを備えている。主制御基板８０はパチンコ機全体の遊技動作の制御を司るもの
で、普通図柄始動手段１１が遊技球を検出したときに乱数値を抽選して当たりか否かを判
定し、当たりの場合に普通図柄表示手段１８の変動後の普通図柄が当たり態様で停止した
後に特別図柄始動手段１２の可変式入賞口１２ｂを所定時間開放させる普通図柄系制御手
段８２の他に、乱数抽選手段８３、判定手段８４、特別図柄制御手段８５、停止態様決定
手段８６、変動パターン決定手段８７、コマンド送信手段８８、特別遊技発生手段８９を
備えている。
【００４１】
　乱数抽選手段８３は特別図柄始動手段１２が遊技球を検出したときに乱数値を抽選し、
判定手段８４は乱数抽選手段８３で抽選された乱数値を大当たり乱数値と照合して大当た
りか否かを判定するようになっている。特別図柄制御手段８５は特別図柄始動手段１２の
遊技球の検出を契機に特別図柄表示手段１９の特別図柄を所定時間変動させて、判定手段
８４の判定結果が大当たりのときに大当たり態様で、外れのときに外れ態様で夫々停止す
べく特別図柄を制御するようになっている。
【００４２】
　停止態様決定手段８６は判定手段８４の判定結果が大当たりのときに演出図柄２０ａ～
２０ｃの停止態様を抽選し決定するためのものである。変動パターン決定手段８７は判定
手段８４の判定結果が大当たりのときの大当たり変動パターンを、外れのときの外れ変動
パターンを抽選し決定するためのもので、判定手段８４の判定結果に応じて予め定められ
た複数種類の大当たり変動パターン、外れ変動パターンの中から、そのときの演出図柄２
０ａ～２０ｃの変動に供する１つの変動パターンを選択し決定するようになっている。
【００４３】
　大当たり変動パターン、外れ変動パターンには変動時間の長短、演出図柄２０ａ～２０
ｃの変動中のリーチの有無等に応じて夫々複数の種類のものがある。例えば、大当たり変
動パターンには変動時間の違いによって大当たり変動パターン１、大当たり変動パターン
２、大当たり変動パターン３、・・・等のように多種類のパターンが準備されており、ま
た外れ変動パターンには変動時間の違い、リーチの有無によってリーチあり外れ変動パタ
ーン１、リーチあり外れ変動パターン２、リーチなし外れ変動パターン１、リーチなし外
れ変動パターン２、・・・等のように多種類のパターンが準備されている。
【００４４】
　なお、一般的にリーチあり外れ変動パターンはリーチなし外れ変動パターンに比較して
変動時間が長く、またリーチあり外れ変動パターンの一部である１種類又は複数種類は、
大当たり変動パターンの変動時間に近い変動時間を有するものがある。また変動時間の長
い変動パターンの場合には、変動時間の短いリーチあり変動パターン、リーチなし変動パ
ターンに比較して出現率は低いが、変動後に特別図柄が大当たり態様となる信頼度が大に
なっている。
【００４５】
　特別図柄制御手段８５は特別図柄始動手段１２の遊技球の検出を契機に特別図柄表示手
段１９の特別図柄を変動させて、変動パターン決定手段８７で決定された変動パターンの
変動時間に従って変動した後に、判定手段８４の大当たり、外れの判定結果に応じて特別
図柄を大当たり態様、外れ態様の何れかで停止させるようになっている。コマンド送信手
段８８は停止態様決定手段８６で決定された停止態様コマンド、変動パターン決定手段８
７で決定された変動パターンコマンド、各変動パターン毎の変動停止コマンドを演出制御
基板８１側へと一方向通信により送信するようになっている。
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【００４６】
　特別遊技発生手段８９は判定手段８４が大当たりと判定した場合に、特別図柄が大当た
り態様で停止した後に遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を発生させるためのもの
で、例えば大入賞手段１３を所定時間ずつ複数回開放させるようになっている。なお、特
別遊技での大入賞手段１３の開閉パターン等は適宜決定することが可能である。また特別
遊技では大入賞手段１３の開放に加えて、又は大入賞手段１３の開放とは別に、特別図柄
の大当たり態様の種類を条件に大当たりの抽選確率を変える確率変動、その他の遊技者に
有利な要素を付加してもよい。
【００４７】
　演出制御基板８１は主制御基板８０から送信される各コマンドを解析して画像表示手段
１０の画像表示部１６に表示される演出図柄２０ａ～２０ｃ、背景画像２１、予告演出画
像２２を制御し、また可動演出体２９の上昇、下降を制御するためのもので、コマンド受
信手段９０、演出図柄制御手段９１、予告演出決定手段９２、演出画像制御手段９３、可
動演出制御手段９４等を備えている。
【００４８】
　コマンド受信手段９０はコマンド送信手段８８から演出制御基板８１側に送信される各
コマンドを受信して解析するためのものである。演出図柄制御手段９１は主制御基板８０
からの変動パターンコマンドに従って特別図柄表示手段１９の特別図柄の変動に同期して
演出図柄２０ａ～２０ｃを所定の変動パターンで所定時間変動させて、停止コマンドがあ
ったときに演出図柄２０ａ～２０ｃを大当たり演出態様又は外れ演出態様で停止させるよ
うになっている。なお、３個の演出図柄２０ａ～２０ｃは、特別図柄が大当たり態様で停
止する場合には全てが揃うように停止態様コマンドで指定された停止態様で停止し、それ
以外の場合にはリーチの有無に応じて演出図柄制御手段９１側で選択された停止態様で停
止する。
【００４９】
　予告演出決定手段９２は大当たり変動パターンの一部又は全てと、大当たり変動パター
ンの変動時間に近い変動時間を有するリーチあり外れ変動パターンの一部である１種類若
しくは複数種類又は全ての変動パターンコマンドがあったときに、その変動パターンコマ
ンドを条件に乱数値を抽選して予告演出を行うか否かを決定するようになっている。なお
、大当たり変動パターンの場合は外れ変動パターンよりも予告演出の抽選率が高くなるよ
うにしてもよい。その場合、各変動パターン毎に抽選率を変えてもよい。
【００５０】
　演出画像制御手段９３は変動パターンコマンドに従って複数種類の背景画像２１の何れ
かを選択して、演出図柄２０ａ～２０ｃの背景画像２１を制御し、また予告演出決定手段
９２が予告演出を決定した場合には演出図柄２０ａ～２０ｃがリーチになった後の適宜タ
イミングで画像表示部１６に予告演出画像２２を表示するようになっている。
【００５１】
　可動演出制御手段９４は可動演出体２９の昇降による演出動作を制御するためのもので
、予告演出決定手段９２が予告演出を決定して演出図柄２０ａ～２０ｃがリーチになる場
合に、その前に下降指令を発して駆動手段３２を駆動体３０の下降方向に制御する機能と
、第２検出手段３７が駆動体３０の解除待ち位置Ｄまでの下降を検出したときに駆動手段
３２を停止させる機能と、駆動体３０が解除待ち位置Ｄで停止した後に、予告演出画像２
２がリーチになる等の遊技状態に応じた解除指令（落下指令）により駆動体３０を下降方
向に解除位置Ｃまで下降させる機能と、可動演出体２９の下降位置Ｂとの自由落下後に駆
動体３０を上昇させるべく駆動手段３２を逆転させて上昇方向へと制御する機能と、第１
検出手段３６が上昇位置Ａまで上昇した駆動体３０を検出したときに駆動手段３２を停止
させる機能とを有する。
【００５２】
　なお、大当たりの予告演出の場合には、予告演出決定手段９２による予告演出の決定に
従って所定の予告演出パターンで演出画像制御手段９３、可動演出制御手段９４の制御機
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能が働き、画像表示部１６に表示される予告演出画像２２と同期して可動演出体２９が落
下し上昇するようになっている。
【００５３】
　このパチンコ機では、遊技中に次のような制御並びに演出を行う。即ち、特別図柄始動
手段１２が遊技球を検出すると、乱数抽選手段８３が乱数値を抽選し、その乱数値が大当
たり乱数値と同じであるか否かにより判定手段８４が大当たりか否かの判定を行う。そし
て、判定結果が大当たりであれば、停止態様決定手段８６が演出図柄２０ａ～２０ｃの停
止態様を決定する。また判定結果が大当たりであれば、変動パターン決定手段８７が複数
種類の大当たり変動パターンの何れかを選択し、外れであれば、変動パターン決定手段８
７が複数種類の外れ変動パターンの何れかを選択する。
【００５４】
　続いて特別図柄表示手段１９の特別図柄が変動を開始し、変動パターン決定手段８７で
選択された変動パターンにより指定された変動時間だけ変動した後に、判定手段８４での
大当たり、外れの判定結果に応じて大当たり態様、外れ態様の何れかで停止する。そして
、判定手段８４が大当たりと判定した場合には、特別図柄が大当たり態様で停止した後に
、特別遊技発生手段８９による特別遊技が発生して大入賞手段１３が複数回開放する等、
遊技者は有利な状態で遊技を継続できる。
【００５５】
　一方、停止態様決定手段８６が演出図柄２０ａ～２０ｃの停止態様を決定し、変動パタ
ーン決定手段８７が演出図柄２０ａ～２０ｃの変動パターンを決定すると、コマンド送信
手段８８が演出制御基板８１側へと夫々のコマンドを送信する。演出制御基板８１側では
、変動パターンコマンドを受信すると、演出図柄制御手段９１の制御により特別図柄の変
動開始に同期して演出図柄２０ａ～２０ｃが変動を開始し、その変動パターンに従って所
定時間変動する。
【００５６】
　各演出図柄２０ａ～２０ｃは図１２（ａ）～（ｃ）に示すように左、右、中等の順序で
停止状態に近い揺れ変動に移行し、停止指令に従って大当たり演出態様、外れ演出態様の
何れかで最終的に停止する。また演出画像制御手段９３の制御により、図３に示すように
演出図柄２０ａ～２０ｃの背景画像２１が表示される。
【００５７】
　例えば、判定手段８４の大当たりの判定により変動パターン決定手段８７が大当たり変
動パターンの何れかを選択した場合、又は大当たり変動パターンの変動時間に近い特定の
リーチあり外れ変動パターンの何れかを選択した場合には、予告演出決定手段９２が予告
演出を行うか否かを決定する。そして、予告演出決定手段９２が予告演出を決定すれば、
例えば一つの演出図柄２０ｂを除く他の演出図柄２０ａ，２０ｃが同じとなるリーチにな
ったときに、図１２（ｄ）に示すように画像表示部１６に予告演出画像２２が表示される
と共に、この予告演出画像２２の表示に同期して図１２（ｆ）に示すように可動演出体２
９が上昇位置Ａから下降位置Ｂへと自由落下しその後上昇することにより、図１に示すよ
うに予告演出画像２２と可動演出体２９の演出部４２との組み合わせにより予告演出を行
う。
【００５８】
　即ち、可動演出体２９は通常、図１３（ａ）に示すように上昇位置Ａでロック手段３３
によりロックされた状態にある。このときロック手段３３は、そのロック具５８がバネ５
９により係合方向に付勢され、その係合部６２が可動演出体２９の被係合部５７に係合し
てロックされている。
【００５９】
　２個の演出図柄２０ａ，２０ｃが揃ってリーチとなる前の時点に、図１２（ｅ）に示す
ように下降指令により駆動手段３２の駆動モータ５４が下降方向に起動する。これによっ
て駆動モータ５４が下降方向に正転し、駆動ギヤー５５、ピニオン５３、ラック５２を介
して駆動体３０を下降させる。そして、駆動体３０が図１３（ｂ）に示すように下降位置
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Ｂを越えて解除待ち位置Ｄまで下降すると、第２検出手段３７が駆動体３０を検出し、可
動演出制御手段９４が駆動モータ５４を停止させるため、駆動体３０が解除待ち位置Ｄで
一旦停止する。
【００６０】
　その後、演出図柄２０ａ，２０ｃのリーチに同期して、図１２（ｄ）に示すように演出
画像制御手段９３の制御により画像表示部１６に予告演出画像２２が表示されると共に、
図１２（ｅ）に示すように解除指令により駆動手段３２の駆動モータ５４が下降方向に起
動する。そして、駆動体３０が解除待ち位置Ｄから解除位置Ｃへと下降すると、図１３（
ｃ）に示すように解除手段３４の操作部７６がトリガ体７５を下方へと押し下げる。この
ためトリガ体７５が支軸７４廻りに解除方向へと揺動し、連動部材７７を介してロック手
段３３のロック具５８がバネ５９に抗して支軸６１廻りに離脱方向へと回動し、ロック具
５８の係合部６２が可動演出体２９の被係合部５７から離脱してロックを解除する。
【００６１】
　ロック手段３３による上昇位置Ａでのロックが解除されると、十分な自重を有する可動
演出体２９は上昇位置Ａから下降位置Ｂへと案内レール４５に沿って急激に自由落下する
（図１２（ｆ）参照）。そして、可動演出体２９が図１３（ｃ）に示すように下降位置Ｂ
まで落下すると、可動演出体２９の当接部７３が規制手段３５の弾性体７２上に衝突し、
この弾性体７２により可動演出体２９が受け止められる。
【００６２】
　駆動体３０の解除位置Ｃへの下降は駆動モータ５４の回転回数、回転角等により適宜検
出し、駆動体３０が解除位置Ｃまで下降すれば、駆動モータ５４を停止させる。駆動モー
タ５４の停止直後又は停止から所定時間をおいた後に、図１２（ｅ）に示すように上昇指
令により駆動モータ５４が上昇方向に逆転して駆動体３０を上昇させる。
【００６３】
　そして、駆動体３０が下降位置Ｂまで上昇すると、その下降位置Ｂで停止する可動演出
体２９に当接して上方へと押し上げるので、下降位置Ｂから上側では図１２（ｆ）、図１
３（ｄ）に示すように駆動体３０の押し上げにより、可動演出体２９と駆動体３０とが一
体に上昇する。
【００６４】
　上昇位置Ａ側ではロック手段３３のロック具５８がストッパー６０により位置決めされ
ている。可動演出体２９が上昇すると、図１３（ｄ）に示すようにロック具５８の係合部
６２が可動演出体２９の案内面６９に当接して案内されるため、ロック具５８がバネ５９
に抗して支軸６１廻りに回動する。そして、可動演出体２９が上昇位置Ａに達すれば、ロ
ック具５８の係合部６２が案内面６９を通過してロック具５８の係合部６２と可動演出体
２９の被係合部５７とが対応するため、図１３（ａ）に示すように両者が係合して可動演
出体２９を上昇位置Ａにロックする。一方、駆動体３０が上昇位置Ａまで上昇すれば、第
１検出手段３６が駆動体３０を検出するので、駆動モータ５４が停止して可動演出体２９
を上昇位置Ａに止める。
【００６５】
　このように可動演出体２９がその自重によって自由落下するように構成すれば、駆動モ
ータ５４の駆動により駆動ベルト等を介して可動演出体２９を下降させる場合に比較して
可動演出体２９を急速に移動させることが可能となり、可動演出体２９によりインパクト
のある可動演出を行うことができる。また自由落下する可動演出体２９を下降位置Ｂで規
制手段３５、取り分けその弾性体７２により受け止めて停止させるため、可動演出体２９
が下降位置Ｂへと急速に落下し停止するにも関わらず、駆動モータ５４により駆動ベルト
を介して下降させる場合に比較して耐久性の低下、下降位置のバラツキ等を防止すること
ができる。
【００６６】
　更に駆動体３０により可動演出体２９を上昇させて上昇位置Ａでロック手段３３により
ロックする一方、駆動体３０を下降位置Ｂよりも下方の解除待ち位置Ｄまで下降させて待
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機状態にしておき、その後に駆動体３０を解除待ち位置Ｄから解除位置Ｃへと下降させて
解除手段３４によりロック手段３３のロックを解除することにより、解除指令のタイミン
グに即して可動演出体２９を自由落下させることができ、解除指令から可動演出体２９の
自由落下までのタイムラグを少なくすることができる。
【００６７】
　つまり、可動演出体２９をロック手段３３により上昇位置Ａでロックしておき、駆動手
段３２の駆動により駆動体３０を案内レール４５に沿って下降させながら、この駆動体３
０が解除位置Ｃに達したときに解除手段３４を介してロック手段３３によるロックを解除
してもよいが、その場合には駆動体３０が解除位置Ｃに達するまでの時間を考慮して、可
動演出体２９が落下するタイミングに同期して画像表示部１６に予告演出画像２２を表示
する必要があり、両者を同期させる制御が困難になる。
【００６８】
　しかし、駆動体３０を一旦解除待ち位置Ｄまで下降させておき、解除指令により、その
解除待ち位置Ｄから解除位置Ｃへと駆動体３０を下降させることにより、画像表示部１６
の予告演出画像２２の表示と可動演出体２９の自由落下とのタイミングを一致させる等、
両者の同期制御を容易に行うことができる。
【００６９】
　しかもロック手段３３は係合部６２が可動演出体２９の被係合部５７に対して係脱する
係脱方向に揺動自在に枢支されたロック具５８を有し、可動演出体２９が上昇位置Ａへと
上昇したときに係合部６２が被係合部５７に係脱自在に係合するようにしているので、可
動演出体２９の上昇により可動演出体２９を上昇位置Ａに容易にロックすることができる
。
【００７０】
　また解除手段３４は駆動体３０の操作部７６によりトリガ体７５を支軸７４廻りに操作
し、そのときトリガ体７５の揺動を連動部材７７を介してロック具５８へと伝達して、ロ
ック具５８を支軸６１廻りに離脱方向へと揺動させてロックを解除するようにしているた
め、ロック手段３３のロック具５８が揺動式であることと相俟って全体の構造を簡単にす
ることができる。更に案内手段３１の案内レール４５を可動演出体２９、駆動体３０の昇
降用に兼用しているので、構造的に簡素化することができる。
【００７１】
　図１４は本発明の第２の実施形態を例示し、駆動体３０に規制手段３５が設けられてお
り、可動演出体２９が下降位置Ｂまで下降したときに、解除位置Ｃで停止する駆動体３０
により規制手段３５を介して可動演出体２９を規制するように構成されている。規制手段
３５は案内レール４５の近傍で駆動体３０上に設けられた保持部７１と、この保持部７１
に嵌合された弾性体７２を備え、その弾性体７２に支持部４１の当接部７３が当接するよ
うになっている。他の構成は第１の実施形態と略同様である。
【００７２】
　この場合には、駆動体３０は解除待ち位置Ｄで第２検出手段３７の検出により一旦停止
した後、落下指令により解除位置Ｃへと下降する。駆動体３０が解除位置Ｃへと下降する
と、解除手段３４を介してロック手段３３が可動演出体２９のロックを解除するので、可
動演出体２９が案内レール４５に沿って自由落下する。そして、自由落下する可動演出体
２９は、解除位置Ｃで停止する駆動体３０により弾性体７２を介して規制される。従って
、下降位置Ｂは解除位置Ｃと同じになる。また駆動体３０が上昇すれば、弾性体７２を介
して可動演出体２９を押し上げる。
【００７３】
　このように解除位置Ｃにある駆動体３０により、規制手段３５を介して下降位置Ｂで可
動演出体２９を規制するようにしてもよい。この場合にも、解除待ち位置Ｄで一旦停止し
た駆動体３０を再度下降させて可動演出体２９のロックを解除することにより、画像表示
部１６の予告演出画像２２の表示と可動演出体２９の自由落下とのタイミングを一致させ
る等、両者の同期制御を容易に行うことができる。また駆動体３０が解除位置Ｃにあると
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きに、この駆動体３０により規制手段３５を介して可動演出体２９を規制するため、可動
演出体２９の下降位置Ｂは駆動体３０の解除位置Ｃと同じになる。なお、この場合には、
解除待ち位置Ｄは下降位置Ｂよりも上になる。
【００７４】
　図１５は本発明の第３の実施形態を例示し、解除手段３４に電気的手段を利用したもの
である。この解除手段３４は第２検出手段３７の下側に配置され且つ駆動体３０の解除位
置Ｃへの下降を検出する第３検出手段９９と、この第３検出手段９９が駆動体３０を検出
したときにロック手段３３のロックを解除するソレノイド（電気的駆動手段）１００とを
備えたものである。他の構成は第１の実施形態と同様である。
【００７５】
　このように第３検出手段９９で駆動体３０の解除位置Ｃへの下降を検出して、ソレノイ
ド１００によりロック手段３３のロックを解除する場合には、連動部材７７により機械的
に連動させる場合に比較して機構的な制約を少なくすることができる。
【００７６】
　なお、ソレノイド１００を使用する場合には、例えば前後方向に出退して可動演出体２
９に下側から係合するロック部材を有するロック手段３３を備え、そのロック部材をソレ
ノイド１００により駆動するようにしてもよい。また第３検出手段９９を上下方向に複数
個配置しておき、落下演出時にその何れか１個の第３検出手段９９を選択し、その第３検
出手段９９が駆動体３０を停止させるようにすれば、下降位置Ｂを適宜変えることができ
る。
【００７７】
　図１６、図１７は本発明の第４の実施形態を例示する。この実施形態では、下降位置Ｂ
を解除待ち位置Ｄの上下近傍の任意の位置に設定可能にし、解除待ち位置Ｄで停止中の駆
動体３０が落下指令により下降位置Ｂまで移動したときに、ロック手段３３を解除して可
動演出体２９を下降位置Ｂまで落下させるようにしたものである。
【００７８】
　この場合には、図１６に示すように、ロック手段３３を電気的に解除するソレノイド（
電気的駆動手段）１００を備えている他に、可変設定された下降位置Ｂで可動演出体２９
を受けるように駆動体３０上に規制手段３５が設けられている。規制手段３５は保持部７
１に保持された弾性体７２を有する。
【００７９】
　制御系には、図１７に示すように、解除待ち位置Ｄを基準に可動演出体２９及び駆動体
３０の下降位置Ｂを任意に設定可能な設定手段１０１と、解除待ち位置Ｄから下降位置Ｂ
への駆動体３０の移動を検出する検出手段１０２とを備えている。
【００８０】
　可動演出制御手段９４は第２検出手段３７が駆動体３０の解除待ち位置Ｄまでの下降を
検出したときにその位置で駆動モータ５４を停止させ、その後、落下指令があったときに
駆動体３０を設定手段１０１により設定された下降位置Ｂへと移動（下降又は上昇）させ
、その移動中に検出手段１０２が駆動体３０の下降位置Ｂへの到達を検出したときに駆動
モータ５４を停止させると共にソレノイド１００に解除指令を出すようになっている。
【００８１】
　なお、この場合にも下降位置Ｂは、第２の実施形態と同様に解除位置Ｃと同じである。
駆動モータ５４はブレーキ付きであることが望ましい。他の構成は第１の実施形態と略同
様である。下降位置Ｂは解除待ち位置Ｄを基準に設定せずに、上昇位置Ａからの落下高さ
で設定してもよい。
【００８２】
　この実施形態では、予め設定手段１０１により可動演出体２９、駆動体３０の下降位置
Ｂを解除待ち位置Ｄを基準に設定する。例えば、解除待ち位置Ｄに対して数ステップ上、
数ステップ下等と設定する。可動演出体２９の落下演出に際しては、下降指令があったと
きに可動演出制御手段９４の制御により駆動モータ５４が下降方向に起動し、駆動体３０
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が案内レール４５に沿って下降する。そして、駆動体３０が解除待ち位置Ｄまで下降すれ
ば、第２検出手段３７が駆動体３０の解除待ち位置Ｄまでの下降を検出するので、可動演
出制御手段９４の制御により駆動モータ５４が停止する。
【００８３】
　この解除待ち位置Ｄで駆動体３０が停止した後、可動演出制御手段９４に落下指令が入
ると、駆動モータ５４が設定手段１０１により設定された下降位置Ｂに応じて上昇又は下
降方向に起動して駆動体３０が上昇又は下降する。そして、駆動体３０が設定手段１０１
により設定された下降位置Ｂまで上昇又は下降して、検出手段１０２が駆動体３０の設定
位置までの移動を検出すると、駆動モータ５４が停止して駆動体３０が下降位置Ｂに止ま
ると同時に、ソレノイド１００が可動演出体２９のロックを解除する。これによって上昇
位置Ａにあった可動演出体２９は案内レール４５に沿って下方へと自由落下し、下降位置
Ｂで停止している駆動体３０上に弾性体７２を介して衝突して停止する。
【００８４】
　このようにすれば、上昇位置Ａから設定手段１０１により任意に設定された下降位置Ｂ
へと可動演出体２９を自由落下させることができる。従って、予告演出パターン等の制御
データ中に、自由落下演出のタイミングの他に、上下方向に異なる下降位置Ｂのデータを
入れておけば、各落下演出毎に応じてその下降位置Ｂを変えることも可能である。
【００８５】
　なお、この実施形態では、設定手段１０１により解除待ち位置Ｄを基準に可動演出体２
９及び駆動体３０の下降位置Ｂを任意に設定するようにしているが、その下降位置Ｂは解
除待ち位置Ｄの近傍で且つ解除待ち位置Ｄから上下に所定距離離れた上側、下側の所定範
囲とし、駆動体３０が解除待ち位置Ｄに停止した後に所定距離上昇又は下降したときに、
その駆動体３０が下降位置Ｂに達するように構成する必要がある。従って、下降位置Ｂは
解除待ち位置Ｄの近くではあるが、解除待ち位置Ｄと同一位置ではない。下降位置Ｂは解
除待ち位置Ｄの上側又は下側のみでもよい。
【００８６】
　解除待ち位置Ｄでの駆動体３０の一旦停止をなくして、可動演出体２９、駆動体３０の
下降位置Ｂを設定手段１０１により任意に設定可能にし、駆動体３０が下降位置Ｂが下降
位置まで達したときに、駆動体３０が下降位置Ｂに止まると同時に、又は駆動体３０の下
降位置Ｂでの停止後の落下指令により、ソレノイド１００が可動演出体２９のロックを解
除して可動演出体２９を下降位置Ｂまで自由落下させるようにしてもよい。駆動体３０が
下降位置Ｂで停止した後に、演出パターン等に従って入力する落下指令により、ロックを
解除して可動演出体２９を下降位置Ｂまで自由落下させる場合には、予告演出画像２２の
表示と容易に同期させることも可能である。
【００８７】
　またこの実施形態では、第２検出手段３７により駆動体３０の解除待ち位置Ｄへの下降
を検出するようにしているが、設定手段１０１により設定された下降位置Ｂの上側近傍を
比例的に演算するか別に設定する等により、解除待ち位置Ｄを変更可能にして、その解除
待ち位置Ｄに達したときに駆動体３０が自動的に停止し、その後の落下指令によって駆動
体３０が下降位置Ｂまで下降して停止するようにしてもよい。
【００８８】
　図１８（ａ）～（ｃ）は本発明の第５の実施形態を示し、規制手段３５は弾性体７２が
上下方向に位置調整可能に構成されている。図１８（ａ）では、取り付け枠３８の支持板
４３に保持部７１が上向きに設けられ、この保持部７１に調整手段１０５により上下調整
可能に弾性体７２が嵌合されている。調整手段１０５は保持部７１の底部７１ａ側に上下
調整可能に螺合するネジ１０６と、このネジ１０６を保持部７１にロックするロックナッ
ト１０７とを有し、ネジ１０６の上端に弾性体７２を受ける受け板１０８が配置されてい
る。この場合には、ネジ１０６の調整代の範囲内で弾性体７２の高さを連続的に調整する
ことが可能である。
【００８９】
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　図１８（ｂ）では、取り付け枠３８に上下方向に複数個の保持部７１が横向きに形成さ
れ、その何れかの保持部７１に弾性体７２を着脱自在に装着するようになっている。この
場合にも、弾性体７２を装着すべき保持部７１を適宜選択することによって、弾性体７２
の高さを段階的に調整することができる。
【００９０】
　図１８（ｃ）では、取り付け枠３８に上下方向に複数個の保持部７１が横向きに形成さ
れ、その各保持部７１に弾性体７２が圧入、その他の方法で出退自在に嵌合されており、
必要な高さの弾性体７２を保持部７１から突出させて、その弾性体７２よりも上側の弾性
体７２を保持部７１内に挿入するようにしている。この場合にも、可動演出体２９を受け
るべき弾性体７２の高さを必要に応じて変更することができる。
【００９１】
　なお、この場合にも、保持部７１の底部７１ａ側に弾性体７２を押し出すための開口７
１ｂを設けておくことが望ましい。必要な高さの弾性体７２よりも下側の弾性体７２は突
出したままでもよい。また最下部の弾性体７２は出退自在にする必要はない。
【００９２】
　図１８（ｃ）に示すように各保持部７１に弾性体７２を出退自在に設ける場合に、その
弾性体７２を出退自在に駆動するソレノイド等の出退駆動手段を設けておき、遊技状態に
が変化するときに、その遊技状態に応じて複数個の弾性体７２の何れかを突出させて可動
演出体２９の落下位置を変えるようにしてもよい。
【００９３】
　図１９は本発明の第６の実施形態を例示し、可動演出体２９、駆動体３０が枢軸１１０
廻りに回動して昇降するようにした回動式の可動演出役物１７を例示する。この可動演出
役物１７は、画像表示部１６の前側で上昇位置Ａと下降位置Ｂとの間で枢軸１１０廻りに
昇降方向に回動自在に設けられた可動演出体２９と、枢軸１１０廻りに回動自在に設けら
れ且つ可動演出体２９を下降位置Ｂから上昇位置Ａへと押し上げて上昇させる駆動体３０
と、駆動体３０を枢軸１１０廻りに昇降方向に正逆駆動する駆動手段３２と、可動演出体
２９を上昇位置Ａでロックするロック手段３３と、駆動体３０が下降位置Ｂよりも下の解
除位置Ｃへと下降したときにロック手段３３のロックを解除して可動演出体２９を枢軸１
１０廻りに自由落下させるための解除手段３４と、可動演出体２９を下降位置Ｂに規制す
る規制手段３５と、可動演出体２９が上昇位置Ａへと上昇したことを検出して駆動手段３
２の上昇方向への駆動を停止させる第１検出手段３６と、下降位置Ｂと解除位置Ｃとの間
の解除待ち位置Ｄへと駆動体３０が下降方向に回動したことを検出して駆動手段３２の下
降方向への駆動を停止させる第２検出手段３７とを備えている。
【００９４】
　枢軸１１０は例えば画像表示部１６の上隅近傍等、画像表示部１６の外部で取り付け枠
３８に前後方向に配置され、この枢軸１１０廻りに可動演出体２９と駆動体３０とが回動
自在に支持されている。可動演出体２９は枢軸１１０により枢支されたアーム状の支持部
４１と、この支持部４１の先端に設けられた演出部４２とを備え、通常はその演出部４２
が画像表示部１６の上側の上昇位置Ａでロック手段３３によりロックされ、演出時に画像
表示部１６の前側の落下位置へと自由落下して規制手段３５により規制されるようになっ
ている。
【００９５】
　ロック手段３３は支持部４１の枢軸１１０廻りに設けられた被係合部５７及び案内面６
９と、これに対応して取り付け枠３８に支軸６１により枢支されたロック具５８と、係合
部６２が被係合部５７に係合する方向にロック具５８を付勢するバネ５９とを有する。
【００９６】
　駆動体３０は枢軸１１０廻りに回動するギヤー１１２の側面に固定されており、支持部
４１に係合して可動演出体２９を上昇位置Ａへと上昇させるようになっている。駆動手段
３２はギヤー１１２と、このギヤー１１２に噛合するピニオン５３とを有し、そのピニオ
ン５３を駆動ギヤー５５を介して駆動モータ５４により駆動するようになっている。なお
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、ギヤー１１２に代えて回動体を設け、その回動体に駆動体３０を設けてもよい。
【００９７】
　解除手段３４は支軸７４により枢支されたトリガ体７５と、解除位置Ｃまで回動したと
きにトリガ体７５を解除方向に操作する駆動体３０とにより構成されている。なお、駆動
体３０に専用の操作部を設けてもよい。規制手段３５は下降位置Ｂで取り付け枠３８に固
定された弾性体７２を有し、可動演出体２９が下降位置Ｂまで落下したときにその支持部
４１が弾性体７２に当接するようになっている。他の構成は第１の実施形態と同様である
。
【００９８】
　このように可動演出役物１７は、可動演出体２９が枢軸１１０廻りに回動して上昇位置
Ａから下降位置Ｂへと自由落下し、また下降位置Ｂから上昇位置Ａへと駆動体３０により
可動演出体２９を押し上げるようにしてもよい。
【００９９】
　図２０～図２２は本発明の第７の実施形態を例示する。この実施形態では、可動演出役
物１７は図２０、図２１に示すように画像表示部１６の前側で上昇位置Ａと下降位置Ｂと
の間で昇降自在に設けられた可動演出体２９と、可動演出体２９を昇降自在に支持案内す
る案内手段３１と、駆動体３０を上昇方向に駆動する巻き掛け式の駆動手段３２と、上昇
時に可動演出体２９と駆動手段３２とを連結し且つ自由落下時に連結を解除する連結手段
１１３と、可動演出体２９を下降位置Ｂに規制する規制手段３５とを備えている。
【０１００】
　なお、この実施形態では、外部からの落下指令により連結手段１１３が可動演出体２９
と駆動手段３２との連結を解除したときに、可動演出体２９が上昇位置Ａから下降位置Ｂ
へと自由落下するようになっているので、連結手段１１３により自由落下手段３９が構成
されている。
【０１０１】
　案内手段３１は２本の案内レール４５を有し、この２本の案内レール４５に沿って可動
演出体２９の支持部４１が昇降自在に案内されている。駆動手段３２は上下一対の案内輪
１１４，１１５と、この案内輪１１４，１１５に巻き掛けられたワイヤ、ベルト等の可撓
を有する回動索１１６と、一方の案内輪を駆動する駆動モータ５４とを備えている。
【０１０２】
　連結手段１１３は可動演出体２９の支持部４１に設けられており、回動索１１６を囲ん
で支持部４１に設けられた連結枠１１７と、連結枠１１７の受け部１１８との間で回動索
１１６を押圧して連結する押え体１１９と、支持部４１に設けられ且つ押え体１１９を回
動索１１６から離間させる解除方向に駆動するソレノイド１２０とを備え、押え体１１９
はソレノイド１２０のバネ１２１により連結方向に付勢されている。なお、これ以外の連
結手段１１３を採用してもよい。
【０１０３】
　可動演出制御手段９４には、図２２に示すように第１検出手段３６、第４検出手段１２
２、駆動モータ５４、ソレノイド１２０等が接続されている。この可動演出制御手段９４
は落下指令があったときに、第４検出手段１２２が下降位置Ｂの可動演出体２９を検出す
るまでソレノイド１２０を励磁して、第４検出手段１２２が下降位置Ｂの可動演出体２９
を検出したときにソレノイド１２０を消磁する機能と、上昇指令があったときに駆動モー
タ５４を可動演出体２９の上昇方向に回転させる機能と、第１検出手段３６が上昇位置Ａ
の可動演出体２９を検出したときに駆動モータ５４を停止させる機能とを有する。
【０１０４】
　この実施形態では、通常、可動演出体２９は駆動手段３２、連結手段１１３により上昇
位置Ａに保持されている。このとき連結手段１１３はソレノイド１２０が消磁しており、
押え体１１９と受け部１１８がバネ１２１の付勢で回動索１１６を挟持するため、連結手
段１１３を介して可動演出体２９が回動索１１６に連結されている。
【０１０５】
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　可動演出制御手段９４に落下指令があると、連結手段１１３のソレノイド１２０が励磁
して可動演出体２９と回動索１１６との連結を解除する。このため可動演出体２９は案内
手段３１の２本の案内レール４５に沿って下降位置Ｂまで急速に自由落下し、その下降位
置Ｂで規制手段３５により受けられる。
【０１０６】
　可動演出体２９が下降位置Ｂに落下すると、第４検出手段１２２が可動演出体２９を検
出して、連結手段１１３のソレノイド１２０が励磁して可動演出体２９と回動索１１６と
を連結する。その後、上昇指令により駆動モータ５４が起動して回動索１１６を上昇方向
に回動させるため、連結手段１１３を介して回動索１１６に連結された可動演出体２９が
案内レール４５に沿って上昇する。そして、可動演出体２９が上昇位置Ａまで上昇すれば
、第１検出手段３６が可動演出体２９を検出して駆動モータ５４が停止し、可動演出体２
９が上昇位置Ａに保持される。
【０１０７】
　このようにワイヤ、ベルト等の回動索１１６を用いた巻き掛け式の駆動手段３２を採用
する場合でも、上昇位置Ａで可動演出体２９と回動索１１６との連結を解除することによ
って、可動演出体２９を自由落下により下降位置Ｂまで落下させることができる。従って
、駆動手段３２はラック・ピニオン式である必要もないし、可動演出体２９を上昇させる
ための駆動体３０を省略したものでもよい。
【０１０８】
　以上、本発明の各実施例について詳述したが、本発明はこの各実施例に限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施例で
は、可動演出体２９は可動演出に供し得るものであれば何でもよい。また実施形態では上
昇位置Ａを退避位置とし、画像表示部１６の前側の下降位置Ｂを演出位置として、可動演
出体２９が上昇位置Ａ（退避位置）から下降位置Ｂ（演出位置）へと落下するときに可動
演出体２９を自由落下させるようにしているが、画像表示部１６の前面の上昇位置Ａを演
出位置とし、画像表示部１６の下側の下降位置Ｂを退避位置として、上昇位置Ａ（演出位
置）から下降位置Ｂ（退避位置）へと可動演出体２９を自由落下で落下させるようにして
もよい。この場合には、可動演出体２９は画像表示部１６の下側の下降位置Ｂから画像表
示部１６の前面の上昇位置Ａへと上昇した後、その上昇位置Ａから下降位置Ｂへと自由落
下することになる。
【０１０９】
　可動演出体２９は上昇位置Ａから下降位置Ｂへと鉛直方向に直線的に落下させてもよい
し、枢軸１１０廻りに回転しながら落下させてもよい。また可動演出体２９が自由落下す
る範囲であれば、左右の傾斜方向に落下させてもよい。また各実施形態では、演出位置で
は可動演出体２９が画像表示部１６の前面に位置する場合を例示しているが、画像表示部
１６の前面以外の箇所に可動演出体２９を配置してもよい。
【０１１０】
　可動演出体２９と駆動体３０とを昇降自在に案内する案内手段３１は、その一部又は全
部を両者に共用することが望ましいが、別々に設けてもよい。可動演出役物１７は予告演
出以外の演出に利用してもよい。また本発明はアレンジボール機、雀球遊技機等の他の弾
球遊技機、更にはスロットマシン等の各種の遊技機においても同様に実施可能であること
は云うまでもない。
【符号の説明】
【０１１１】
１６　画像表示部
２２　演出画像
２９　可動演出体
３０　駆動体
３１　案内手段
３２　駆動手段
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３３　ロック手段
３４　解除手段
３５　規制手段
３７　第２検出手段
３９　自由落下手段
５８　ロック具
７５　トリガ体
７６　操作部
９４　可動演出制御手段
Ａ　上昇位置
Ｂ　下降位置
Ｃ　解除位置
Ｄ　解除待ち位置

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１１】 【図１２】
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