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(57)【要約】
【課題】　１つの駆動部により複数の可動部のそれぞれ
を動作させる演出を行うことができる演出装置を提供す
ること。
【解決手段】　維持部１００により第２可動物７２を下
限位置に維持しつつ、第１モーター８０により第１可動
物７０を下限位置と上限位置との間で動作させる。また
第１モーター８０により第１可動物７０を上限位置まで
動作させつつ、維持部１００により第２可動物７２を上
限位置に維持せずに、アーム９４により第２可動物７２
を上限位置まで動作させる。また第１モーター８０によ
り第１可動物７０を下限位置に動作させることに伴って
制限部１０４により第２可動物７２を下限位置に動作さ
せ、維持部１００により第２可動物７２を下限位置に維
持する。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体を用いて遊技を行い、所定条件下で遊技媒体を払い出す遊技機用の演出装置で
あって、
　第１位置と第２位置との間で動作可能に設けられた第１可動部と、
　前記第１可動部を第１位置と第２位置との間で動作させる駆動部と、
　第１位置と第２位置との間で動作可能に設けられた第２可動部と、
　前記第２可動部を第２位置に向けて付勢する付勢部と、
　前記第２可動部を第１位置に維持可能な第１状態と前記第２可動部を第１位置に維持不
可能な第２状態との間で動作する維持部を備え、
　前記第１可動部は、
　前記第２可動部が前記維持部により第１位置に維持されない状態で前記第２可動部と接
触することにより前記第２可動部が第２位置に向かって動作することを制限する制限部を
備え、
　前記制限部は、
　前記第１可動部が第２位置にある状態で前記第２可動部が第２位置まで動作することを
許容し、前記第１可動部が第１位置に動作することに伴って前記第２可動部を第１位置に
動作させることを特徴とする演出装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１可動部は、
　演出光を出力する光源部と、
　前記光源部からの演出光を透過させる第１透過部を備え、
　前記第２可動部は、
　前記第２可動部が前記制限部により第２位置に向かって動作することが制限されている
状態で前記第１透過部を透過した演出光を透過させる第２透過部を備えることを特徴とす
る演出装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第１透過部は、
　演出光を第１態様で透過させ、
　前記第２透過部は、
　演出光を第２態様で透過させることを特徴とする演出装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかにおいて、
　表示領域に演出画像を表示させる演出表示部を更に備え、
　前記第１可動部および前記第２可動部は、
　前記第１可動部が第２位置にあり前記第２可動部が第２位置にある状態で前記表示領域
のうち特定領域を覆うことを特徴とする演出装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記駆動部と前記維持部と前記演出表示部を制御する演出制御部を更に備え、
　前記演出制御部は、
　複数の遊技状態のうち現在滞在中の遊技状態が特定遊技状態である場合に、前記第１可
動部が第２位置にあるとともに前記第２可動部が第２位置にある状態となり、前記表示領
域のうち前記特定領域以外の領域に特定演出画像を表示させるように、前記駆動部と前記
維持部と前記演出表示部を制御することを特徴とする演出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、遊技機用の演出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、遊技球（遊技媒体）が移動する遊技領域を備え、遊技者の操作に応じて遊技
領域に遊技球を発射する遊技機（ぱちんこ遊技機）が知られている。この種の遊技機では
、遊技領域に設けられている始動入賞口に遊技球が入賞すると、抽選が行われるとともに
、表示手段において図柄の変動表示が開始され、抽選結果に応じた態様で図柄が停止表示
される。そして、図柄が特定の態様で停止表示された場合に大当たり状態となり、遊技領
域に設けられている大入賞口が開いた状態に制御され、大入賞口への遊技球の入賞数に応
じた遊技球が払い出される。
【０００３】
　そしてこの種の遊技機では、複数の可動部を備え、複数の可動部のそれぞれを動作させ
る演出を行う演出装置が設けられているものがある（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－９０６５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで従来の演出装置では、複数の可動部のそれぞれを動作させるために、複数の可動
部のそれぞれに対してモーターなどの駆動部を設けていた。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、１つの駆動部により複
数の可動部のそれぞれを動作させる演出を行うことができる演出装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）本発明は、遊技媒体を用いて遊技を行い、所定条件下で遊技媒体を払い出す遊技
機用の演出装置であって、第１位置と第２位置との間で動作可能に設けられた第１可動部
と、前記第１可動部を第１位置と第２位置との間で動作させる駆動部と、第１位置と第２
位置との間で動作可能に設けられた第２可動部と、前記第２可動部を第２位置に向けて付
勢する付勢部と、前記第２可動部を第１位置に維持可能な第１状態と前記第２可動部を第
１位置に維持不可能な第２状態との間で動作する維持部を備え、前記第１可動部は、前記
第２可動部が前記維持部により第１位置に維持されない状態で前記第２可動部と接触する
ことにより前記第２可動部が第２位置に向かって動作することを制限する制限部を備え、
前記制限部は、前記第１可動部が第２位置にある状態で前記第２可動部が第２位置まで動
作することを許容し、前記第１可動部が第１位置に動作することに伴って前記第２可動部
を第１位置に動作させることを特徴とする演出装置に関するものである。
【０００８】
　本発明では、維持部により第２可動部を第１位置に維持しつつ、駆動部により第１可動
部を第１位置と第２位置との間で動作させたり、駆動部により第１可動部を第２位置まで
動作させつつ、維持部により第２可動部を第１位置に維持せずに、付勢部により第２可動
部を第２位置まで動作させたりすることができる。そして、付勢部により第２可動部を第
１位置から動作させた場合には、駆動部により第１可動部を第１位置に動作させることに
伴って制限部により第２可動部を第１位置に動作させ、維持部により第２可動部を第１位
置に維持することができる。
【０００９】
　これにより本発明では、第１可動部を動作させる駆動部とは別に第２可動部を動作させ
る駆動部を備えなくても、第１可動部を第１位置と第２位置との間で動作させる演出と、
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第２可動部を第１位置と第２位置との間で動作させる演出を行うことができる。
【００１０】
　（２）本発明の遊技機では、前記第１可動部は、演出光を出力する光源部と、前記光源
部からの演出光を透過させる第１透過部を備え、前記第２可動部は、前記第２可動部が前
記制限部により第２位置に向かって動作することが制限されている状態で前記第１透過部
を透過した演出光を透過させる第２透過部を備えるようにしてもよい。
【００１１】
　このようにすれば、第１可動部の光源部とは別に第２可動部の光源部を備えなくても、
第１可動部の第１透過部から演出光を出力させる演出と、第２可動部の第２透過部から演
出光を出力させる演出を行うことができる。
【００１２】
　（３）本発明の遊技機では、前記第１透過部は、演出光を第１態様で透過させ、前記第
２透過部は、演出光を第２態様で透過させるようにしてもよい。
【００１３】
　このようにすれば、第１可動部の第１透過部からは第１態様の演出光を出力させ、第２
可動部の第２透過部からは第２態様の演出光を出力させることができる。
【００１４】
　（４）本発明の遊技機では、表示領域に演出画像を表示させる演出表示部を更に備え、
前記第１可動部および前記第２可動部は、前記第１可動部が第２位置にあるとともに前記
第２可動部が第２位置にある状態で前記表示領域のうち特定領域を覆うようにしてもよい
。
【００１５】
　このようにすれば、第２可動部を第２位置に動作させる演出を効果的に行うことができ
る。
【００１６】
　（５）本発明の遊技機では、前記駆動部と前記維持部と前記演出表示部を制御する演出
制御部を更に備え、前記演出制御部は、複数の遊技状態のうち現在滞在中の遊技状態が特
定遊技状態である場合に、前記第１可動部が第２位置にあるとともに前記第２可動部が第
２位置にある状態となり、前記表示領域のうち前記特定領域以外の領域に特定演出画像を
表示させるように、前記駆動部と前記維持部と前記演出表示部を制御するようにしてもよ
い。
【００１７】
　このようにすれば、第２可動部を第２位置に動作させる演出を行うとともに、特定領域
以外の領域において特定演出画像による演出を行うことにより、現在滞在中の遊技状態が
特定状態であることを遊技者に報知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態の遊技機の外観を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態の遊技機の遊技盤の外観を示す正面図である。
【図３】本発明の実施形態の遊技機の第１可動物の動作を示す正面図である。
【図４】本発明の実施形態の遊技機の第２可動物の動作を示す正面図である。
【図５】本発明の実施形態の遊技機の可動物ユニットの外観を示す斜視図である。
【図６】本発明の実施形態の遊技機の可動物ユニットの動作を示す斜視図である。
【図７】本発明の実施形態の遊技機の可動物ユニットの動作を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施形態の遊技機の可動物ユニットの動作を示す斜視図である。
【図９】本発明の実施形態の遊技機の可動物ユニットの動作を示す側断面図である。
【図１０】本発明の実施形態の遊技機の可動物ユニットの動作を示す正面図である。
【図１１】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の外観を示す斜視図である。
【図１２】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の分解斜視図である。
【図１３】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の動作を示す正面図である。
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【図１４】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の動作を示す正面図である。
【図１５】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の動作を示す正面図である。
【図１６】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の動作を示す正面図である。
【図１７】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の動作を示す正面図である。
【図１８】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の動作を示す正面図である。
【図１９】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の動作を示す正面図である。
【図２０】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の外観を示す斜視図と側断面図である
。
【図２１】本発明の実施形態の遊技機の機能ブロック図である。
【図２２】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の動作を示す正面図である。
【図２３】本発明の実施形態の遊技機の第３可動物の動作を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下では、本発明の実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、
特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形
態で説明される構成の全てが、本発明の必須の構成要件であるとは限らない。
【００２０】
　１．遊技機の構成
　図１は、本実施形態に係る遊技機の外観構成を示す斜視図である。本実施形態の遊技機
は、遊技場から貸し出された遊技球（遊技媒体）を用いて遊技を行うものであり、遊技機
の外側面を形成する外枠２と、遊技機の内部に設けられ、遊技球が移動する遊技領域４を
形成する遊技盤６と、遊技盤６を遊技者が視認可能かつ接触不可能にするガラスユニット
８と、ガラスユニット８が取り付けられている前枠１０を備えている。
【００２１】
　そして前枠１０のうちガラスユニット８を取り囲む部分は、光を透過する半透明の素材
により構成されており、半透明の素材により構成されている部分の内部には、遊技を盛り
上げるための演出光などを出力する複数の前枠ランプ１２が設けられている。また、前枠
１０の上部の左右および下部の左右には、遊技を盛り上げるための演出音などを出力する
スピーカー１４が設けられている。
【００２２】
　また前枠１０の下部中央には、遊技球を貯留するための上皿１６が設けられており、上
皿１６の内側側面の左部には、遊技機から遊技者に遊技球を払い出すための払出口１８が
設けられている。また前枠１０の下部右側には、グリップユニット２０が設けられており
、遊技者がグリップユニット２０を遊技機に向かって右回りに回転させる操作を行うと、
遊技機内部に設けられた図示しない発射装置が作動して、遊技領域４内に遊技球が発射さ
れるようになっている。そして上皿１６の内側側面の右部には、上皿１６から遊技球を発
射装置に供給するための供給口２２が設けられている。また上皿１６の下方には、上皿１
６に遊技球を貯留しきれなくなった場合に余剰の遊技球を貯留しておく下皿２４が設けら
れている。
【００２３】
　また上皿１６の上部手前側には、演出ボタン２６が設けられており、遊技者が演出ボタ
ン２６を操作すると、遊技機で行われる演出が変化する。
【００２４】
　図２は、図１で示した遊技盤６の外観構成を示す正面図である。図２に示すように遊技
盤６には、円形状に外レール２８が設けられており、外レール２８に囲まれた領域が、遊
技球が移動する遊技領域４となっている。また遊技領域４の左端部には、外レール２８に
沿うように円弧状に内レール３０が設けられており、外レール２８と内レール３０は、遊
技盤６の下方に設けられた図示しない発射装置から発射された遊技球を遊技領域４に誘導
する。
【００２５】



(6) JP 2014-8187 A 2014.1.20

10

20

30

40

50

　また遊技盤６の中央部には、遊技を盛り上げるための演出画像などを表示する液晶ディ
スプレイ３２（演出表示部）と、液晶ディスプレイ３２を取り囲むように形成されたディ
スプレイ枠３４を備える演出ユニット３６が設けられている。このディスプレイ枠３４は
、光を透過する半透明の素材により構成された部分を有しており、半透明の素材により構
成されている部分の内部には、遊技を盛り上げるための演出光などを出力する複数のディ
スプレイ枠ランプ３８が設けられている。
【００２６】
　そして本実施形態では、液晶ディスプレイ３２の手前側を遊技球が通過できないように
なっており、発射装置から発射された遊技球は、液晶ディスプレイ３２の左側か右側の遊
技領域４を落下するようになっている。
【００２７】
　また遊技領域４には、遊技盤６の表面に交差するように図示しない多数の遊技釘が打ち
付けられており、遊技領域４を移動する遊技球の移動方向がランダムに変化するようにな
っている。
【００２８】
　また遊技領域４には、演出ユニット３６の右下方に、遊技球が遊技機内部に回収されず
に通過する通過ゲート４０が設けられている。この通過ゲート４０は、遊技球が通過した
ことを検出するセンサを内蔵し、通過ゲート４０を遊技球が通過するたびに、普通当たり
の当否を決定する普通抽選が行われる。
【００２９】
　また遊技領域４には、演出ユニット３６の下方に、遊技球が入賞すると遊技球が遊技機
内部に回収される始動入賞口４２が設けられている。この始動入賞口４２は、遊技球が入
賞したことを検出するセンサを内蔵するとともに、左右対称の形状を有する一対の部材を
備える普通役物４４が設けられており、普通役物４４は、始動入賞口４２に遊技球が入賞
しにくい縮小状態と入賞しやすい拡大状態との間で動作可能に構成されている。そして普
通役物４４は、一対の部材を動作させるソレノイドなどの駆動装置を内蔵しており、普通
抽選で普通当たりが当選すると所定条件下で拡大状態となるように制御される。そして始
動入賞口４２に遊技球が入賞するごとに、遊技者に対して所定個数（例えば１０個）の遊
技球が払い出されるとともに、大当たりの当否を決定する特別抽選が行われる。
【００３０】
　また遊技領域４には、始動入賞口４２の下方に、遊技球が入賞すると遊技球が遊技機内
部に回収される大入賞口４６が設けられている。この大入賞口４６は、遊技球が入賞した
ことを検出するセンサを内蔵するとともに、大入賞口４６を塞ぐ板状部材を備える特別役
物４８が設けられており、特別役物４８は、大入賞口４６に遊技球が入賞不可能な閉状態
と入賞可能な開状態との間で動作可能に構成されている。そして特別役物４８は、板状部
材を動作させるソレノイドなどの駆動装置を内蔵しており、特別抽選で大当たりが当選す
ると所定条件下で開状態となるように制御される。そして大入賞口４６に遊技球が入賞す
るたびに、遊技者に対して所定個数（例えば１５個）の遊技球が払い出される。
【００３１】
　また遊技領域４の最下部には、いずれの入賞口にも入賞せずに遊技領域４を落下した遊
技球を遊技機内部に回収するアウト口５０が設けられている。
【００３２】
　そして遊技球の発射装置は、図１で示したグリップユニット２０の回転量を調整するこ
とにより遊技球の射出力が変化するように構成されており、グリップユニット２０の回転
量が少ない場合には遊技領域４の左部分を遊技球が落下するように遊技球が発射され、グ
リップユニット２０の回転量を多くするほど遊技領域４の右部分を遊技球が落下するよう
に遊技球が発射される。従って遊技者は、遊技状況に応じてグリップユニット２０の回転
量を調整し、通過ゲート４０を遊技球が通過するように遊技球を発射させたり、始動入賞
口４２に遊技球が入賞するように遊技機を発射させたり、大入賞口４６に遊技球が入賞す
るように遊技球を発射させる。
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【００３３】
　２．第１可動物および第２可動物の詳細
　また本実施形態の演出ユニット３６は、図３に示すように、「出陣」との文字が描かれ
た第１可動物７０を備えており、第１可動物７０（第１可動部）は、図３に示すように液
晶ディスプレイ３２の表示領域の一部（特定領域）を覆う上限位置（第１位置）と、図２
に示すように液晶ディスプレイ３２の下方に収納される下限位置（第２位置）との間で往
復移動するように設けられている。
【００３４】
　また本実施形態の演出ユニット３６は、図４に示すように、「萌」との文字が描かれた
第２可動物７２（第２可動部）を備えており、第２可動物７２は、図４に示すように上限
位置の第１可動物７０の手前側に重なるようにして第１可動物７０の一部を覆う上限位置
（第１位置）と、図２に示すように液晶ディスプレイ３２の下方に収納される下限位置（
第２位置）との間で往復移動するように設けられている。
【００３５】
　図５は、第１可動物７０と第２可動物７２が設けられている可動物ユニット７４の外観
を示す斜視図である。この可動物ユニット７４は、図２で示した演出ユニット３６の内側
であって液晶ディスプレイ３２の下方に設けられ、図５に示す状態では、第１可動物７０
が上限位置となっているとともに第２可動物７２が上限位置となっている。
【００３６】
　図５に示すように、本実施形態の可動物ユニット７４では、左端に左シャフト７６が、
右端に右シャフト７８が互いに平行に設けられており、第１可動物７０は、左シャフト７
６と右シャフト７８に対して上下にスライド（移動）可能に取り付けられている。また、
左シャフト７６の下方には、第１モーター８０（第１駆動部）が設けられており、第１モ
ーター８０に取り付けられている第１モーターギア８２が、第１可動物７０に上下方向に
設けられている上下ラックギア８４と噛み合っている。従って、第１モーター８０を正転
あるいは逆転させると、第１可動物７０が左シャフト７６および右シャフト７８に沿って
上昇あるいは下降する動作を行う。
【００３７】
　また、左シャフト７６の上方には、左定荷重バネ８６が設けられており、左定荷重バネ
８６の先端８７が第１可動物７０の左上端に取り付けられている。また、右シャフト７８
の上方には、右定荷重バネ８８が設けられており、右定荷重バネ８８の先端８９が第１可
動物７０の右上端に取り付けられている。これにより可動物ユニット７４では、左定荷重
バネ８６と右定荷重バネ８８が第１可動物７０のスライド位置に関わらず一定の荷重で第
１可動物７０を上方に付勢しており、第１可動物７０を上昇させる際の第１モーター８０
の動力がアシストされる。
【００３８】
　また、本実施形態の可動物ユニット７４では、可動物ユニット７４の中央部よりもやや
右寄りに、左シャフト７６と右シャフト７８に対して平行にスライドレール９０が設けら
れており、第２可動物７２がスライドレール９０に対して上下にスライド可能に取り付け
られている。また、左シャフト７６の手前側には、アーム軸９２を中心に回転可能にアー
ム９４が設けられており、このアーム９４の先端は、第２可動物７２の中央部よりもやや
左寄りに前方に突出するように設けられた押上部９６の下面に接触している。そしてアー
ム９４は、アーム軸９２に設けられたねじりバネ９８（付勢部）により反時計回りに付勢
されており、第２可動物７２を上方に付勢している。
【００３９】
　また、可動物ユニット７４の中央部よりもやや左寄りに、前方に突出する突出状態（第
１状態）と前方に突出しない非突出状態（第２状態）との間でソレノイドにより動作する
維持部１００が設けられている。この維持部１００は、ソレノイドが非励磁状態になると
内部に設けられているバネの付勢力により突出状態となり、ソレノイドが励磁状態になる
と電磁力により非突出状態となる。そして第２可動物７２には、維持部１００に対応する
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位置に円形の開口部１０２が設けられている。
【００４０】
　そして図６に示すように、第２可動物７２が下限位置であって維持部１００が突出状態
である場合には、維持部１００が開口部１０２を貫通することにより、第２可動物７２は
、アーム９４により上方に（第２位置に向けて）付勢されつつも上昇が規制されて下限位
置に維持される。
【００４１】
　そして、第２可動物７２が維持部１００により下限位置に維持されている状態で第１モ
ーター８０が正転されると、図７に示すように、第２可動物７２が下限位置に維持された
まま、第１可動物７０が上限位置となるまで上昇する。そして第１モーター８０が逆転さ
れると、第１可動物７０が下降する。
【００４２】
　そして、第２可動物７２が維持部１００により下限位置に維持されている状態で、ソレ
ノイドが励磁状態になって維持部１００が非突出状態となると、維持部１００が開口部１
０２を貫通しなくなる。すると第２可動物７２は、第２可動物７２の上昇が解放されて下
限位置に維持されなくなり、図８に示すように、第１可動物７０が上限位置である場合に
は、アーム９４が押上部９６を押し上げることにより、第２可動物７２は上限位置となる
まで上昇する。
【００４３】
　図９（Ａ）は、第１可動物７０と第２可動物７２が上限位置にある可動物ユニット７４
の側断面図であり、図９（Ｂ）は、第１可動物７０と第２可動物７２が下限位置にある可
動物ユニット７４の側断面図である。図９（Ａ）に示すように、第１可動物７０の前面に
は、第２可動物７２の上昇を制限する制限部１０４が前方に突出するように設けられてい
る。そして、第２可動物７２が維持部１００により下限位置に維持されない状態では、ア
ーム９４により上方に付勢されつつ、第２可動物７２の中央部に設けられた接触部１０６
の上面が、第１可動物７０の制限部１０４の下面に接触することにより第２可動物７２の
上昇が制限される。
【００４４】
　従って、第２可動物７２が維持部１００により下限位置に維持されない状態では、第１
可動物７０が上限位置である場合に第２可動物７２も上限位置となるまで上昇する。なお
接触部１０６の上面には緩衝材が設けられており、接触部１０６が制限部１０４に勢いよ
く衝突しても部品が破損しないようになっている。
【００４５】
　そして、第１可動物７０の制限部１０４により第２可動物７２の上昇が制限されている
状態で、第１モーター８０が逆転されると、第１可動物７０が下降することに伴って、第
１可動物７０の制限部１０４が第２可動物７２の接触部１０６を押し下げることにより、
第２可動物７２も下降する。
【００４６】
　ここで図８に示すように、維持部１００は第２可動物７２が下限位置から上昇すると、
ソレノイドが非励磁状態に制御されて再び突出状態となっており、第２可動物７２が下降
すると、開口部１０２の外縁部１０８の下端が維持部１００と接触する。そこで本実施形
態では、図９（Ａ）に示すように、維持部１００の先端の上部は角が削られている一方で
、外縁部１０８は下端になるにつれ肉厚が次第に薄くなるように形成されている。従って
、外縁部１０８の下端が維持部１００と接触すると、外縁部１０８の裏面が維持部１００
を押し込みながら維持部１００が外縁部１０８を乗り越えるようにして第２可動物７２が
下降する。そして図９（Ｂ）に示すように、第１可動物７０が下限位置まで下降すること
に伴って第２可動物７２も下限位置まで下降すると、開口部１０２が維持部１００の位置
まで到達し、ソレノイドの内部のバネの付勢力により維持部１００が突出状態となって開
口部１０２を貫通することにより、第２可動物７２を下限位置に維持する。
【００４７】
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　このように本実施形態の可動物ユニット７４では、図６に示すように、第１可動物７０
と第２可動物７２が下限位置にある状態から、まずは第１モーター８０が正転されると、
図７に示すように、第２可動物７２が維持部１００により下限位置に維持されたまま第１
可動物７０が上昇する。そして第１モーター８０が正転あるいは逆転されると、第１可動
物７０が上昇あるいは下降する。
【００４８】
　そして第１可動物７０が下限位置から上昇した状態で維持部１００が非突出状態になる
と、図８に示すように、アーム９４の付勢力により第２可動物７２が第１可動物７０の制
限部１０４に上昇が制限されるまで上昇する。そして第２可動物７２が第１可動物７０の
制限部１０４に上昇が制限されている状態で、第１モーター８０が正転あるいは逆転され
ると、第１可動物７０が上昇あるいは下降することに伴って、第２可動物７２も上昇ある
いは下降する。そして図６に示すように、第１可動物７０が下限位置まで下降すると、第
２可動物７２も下限位置に到達し、第２可動物７２は維持部１００により下限位置に維持
される。
【００４９】
　こうして本実施形態の可動物ユニット７４では、第１可動物７０を駆動する第１モータ
ー８０とは別に第２可動物７２を駆動するモーターを設けなくても、上述したように第１
可動物７０が上限位置と下限位置との間で動作する演出と、第２可動物７２が上限位置と
下限位置との間で動作する演出を行うことができる。
【００５０】
　また図７に示すように、第１可動物７０の中央部には、光を透過する第１レンズ１１０
（第１透過部）が設けられており、第１レンズ１１０の内側には、第１レンズ１１０に向
けて光を照射する第１ＬＥＤ１１２（光源部）が設けられている。また第２可動物７２の
中央部には、光を透過する第２レンズ１１４（第２透過部）と、第２レンズ１１４の手前
側に重なるように「萌」という文字が描かれた半透明の表示プレート１１６が設けられて
いる。そして図８に示すように、第２可動物７２が下限位置に維持されていない状態では
、第１レンズ１１０と第２レンズ１１４が重なるようになっている。
【００５１】
　そして第１レンズ１１０は、光が照射されると第１レンズ１１０内を光が放射状に進行
するように光を透過する第１態様のカットが施されており、第２レンズ１１４は、光が照
射されると第２レンズ１１４内を光が散乱して淡く光るように光を透過する第２態様のカ
ットが施されている。
【００５２】
　従って図７に示すように、第２可動物７２が下限位置にあり第１可動物７０が下限位置
から上昇した状態で第１ＬＥＤ１１２が点灯されると、第１レンズ１１０内を光が放射状
に進行するように見える第１態様の演出光が遊技者に対して出力される。また図８に示す
ように、第２可動物７２が下限位置に維持されていない状態で第１ＬＥＤ１１２が点灯さ
れると、第１レンズ１１０を透過した光が第２レンズ１１４内を散乱して表示プレート１
１６が淡く光るように見える第２態様の演出光が遊技者に対して出力される。
【００５３】
　こうして本実施形態の可動物ユニット７４では、第１可動物７０に設けられた第１ＬＥ
Ｄ１１２とは別に第２可動物７２にＬＥＤを設けなくても、第１可動物７０の第１レンズ
１１０から第１態様で演出光を出力させる演出と、第２可動物７２の第２レンズ１１４か
ら第２態様で演出光を出力させる演出を行うことができる。
【００５４】
　以上のように本実施形態の可動物ユニット７４では、第２可動物７２を駆動するモータ
ーを設けなくて済むとともに、第２可動物７２にＬＥＤを設けなくても済むため、可動物
ユニット７４の部品点数を減少させ、小型化、軽量化を図りつつ、第１可動物７０と第２
可動物７２により多様な演出を行うことができる。
【００５５】
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　３．第３可動物の詳細
　また図１０に示すように、本実施形態の第１可動物７０には、幟（のぼり）の形状を模
した演出物左小１２０（第１演出部）、演出物右小１２２（第２演出部）、演出物左中１
２４（第３演出部）、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０を備える
第３可動物１３２（第３可動部）が設けられており、第３可動物１３２が備える６個の演
出物（演出部）のそれぞれは、図１０に示すように液晶ディスプレイ３２の一部を覆うよ
うに出現する出現状態（第２状態）と、図２に示すように第１可動物７０に収納される収
納状態（第１状態）との間で動作するように第１可動物７０に取り付けられている。
【００５６】
　図１１は、第３可動物１３２が取り付けられている第１可動物７０を構成するベース部
１３４の外観構成を示す斜視図である。図１１に示すようにベース部１３４には、６個の
演出部が前後方向および左右方向に位置をずらして取り付けられており、図１０に示す出
現状態から９０度回転すると図１１に示すようにベース部１３４に収納されるようになっ
ている。
【００５７】
　詳細には、演出物左小１２０は、ベース部１３４の上部左手前外側においてベース部１
３４に対して回転可能に取り付けられ、演出物右小１２２は、ベース部１３４の上部右手
前外側においてベース部１３４に対して回転可能に取り付けられ、演出物左中１２４は、
ベース部１３４の上部左中央においてベース部１３４に対して回転可能に取り付けられ、
演出物右中１２６は、ベース部１３４の上部右中央においてベース部１３４に対して回転
可能に取り付けられ、演出物左大１２８は、ベース部１３４の上部左奥内側においてベー
ス部１３４に対して回転可能に取り付けられ、演出物右大１３０は、ベース部１３４の上
部右奥内側においてベース部１３４に対して回転可能に取り付けられている。
【００５８】
　図１２は、第３可動物１３２の分解斜視図である。図１２に示すように、ベース部１３
４の第１パーツ１３６と第２パーツ１３８の上部左外側には、演出物左小１２０の左小軸
１４０を受ける左小軸受け１４２が設けられているとともに、第１パーツ１３６と第２パ
ーツ１３８の上部右外側には、演出物右小１２２の右小軸１４４を受ける右小軸受け１４
６が設けられている。そして第１パーツ１３６と第２パーツ１３８が組み立てられると、
演出物左小１２０は、第１パーツ１３６と第２パーツ１３８に対して左小軸１４０を中心
に回転可能に取り付けられ、演出物右小１２２は、第１パーツ１３６と第２パーツ１３８
に対して右小軸１４４を中心に回転可能に取り付けられる。
【００５９】
　また第１パーツ１３６と第２パーツ１３８には、演出物左小１２０を回転させるための
左長スライダ１４８（第１移動部）と、演出物右小１２２を回転させるための右長スライ
ダ１５０（第２移動部）が取り付けられる。詳細には、第２パーツ１３８の左中央部には
、左右方向に長い第１左スライド穴１５２が設けられているとともに、第２パーツ１３８
の右中央部には、左右方向に長い第１右スライド穴１５４が設けられている。そして、左
長スライダ１４８の背面には、第１左連結棒１５６（連結部）が後方に突出するように設
けられており、右長スライダ１５０の背面には、第１右連結棒１５８が後方に突出するよ
うに設けられている。
【００６０】
　そして第１パーツ１３６と第２パーツ１３８が組み立てられると、第１左連結棒１５６
が第１左スライド穴１５２を貫通することにより、左長スライダ１４８は、第１パーツ１
３６と第２パーツ１３８に対して第１左スライド穴１５２に沿って左右方向にスライド（
移動）可能に取り付けられ、第１右連結棒１５８が第１右スライド穴１５４を貫通するこ
とにより、右長スライダ１５０は、第１パーツ１３６と第２パーツ１３８に対して第１右
スライド穴１５４に沿って左右方向にスライド可能に取り付けられる。
【００６１】
　また第２パーツ１３８の下部には、第２モーター１６０（第２駆動部）と、第２モータ
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ー１６０に取り付けられる第２モーターギア１６２と、第２モーターギア１６２と左側で
噛み合う左アイドルギア１６４と、左アイドルギア１６４と噛み合う左駆動ギア１６６と
、第２モーターギア１６２と右側で噛み合う第１右アイドルギア１６８と、第１右アイド
ルギア１６８と噛み合う第２右アイドルギア１７０と、第２右アイドルギア１７０と噛み
合う右駆動ギア１７２が設けられている。
【００６２】
　そして左駆動ギア１６６は、左長スライダ１４８の下端において左右方向に形成された
左長ラックギア１７４と噛み合い、第２モーター１６０が正転あるいは逆転されることに
伴って左アイドルギア１６４を介して左駆動ギア１６６が正転あるいは逆転されると、左
長スライダ１４８が第１左スライド穴１５２に沿って左方向あるいは右方向にスライドさ
れる。
【００６３】
　また右駆動ギア１７２は、右長スライダ１５０の下端において左右方向に形成された右
長ラックギア１７６と噛み合い、第２モーター１６０が正転あるいは逆転されることに伴
って第１右アイドルギア１６８および第２右アイドルギア１７０を介して右駆動ギア１７
２が逆転あるいは正転されると、右長スライダ１５０が第１右スライド穴１５４に沿って
右方向あるいは左方向にスライドされる。
【００６４】
　図１３（Ａ）は、第１パーツ１３６および第２パーツ１３８に取り付けられた状態の位
置関係にある演出物右小１２２と右長スライダ１５０を示す平面図であり、図１３（Ｂ）
はその正面図である。図１３（Ａ）に示すように、右長スライダ１５０の背面には、１つ
の第１右連結棒１５８が後方に突出するように設けられている。また図１３（Ｂ）に示す
ように、右長スライダ１５０の前面には、４つの突起部１７８が前方に突出するように設
けられており、図１２の第１パーツ１３６の背面において第１右スライド穴１５４と平行
に左右方向に設けられている図示しないガイドレールに４つの突起部１７８が誘導される
ようになっている。これにより右長スライダ１５０は、第１パーツ１３６および第２パー
ツ１３８に対して左右方向にスライド可能に取り付けられる。
【００６５】
　そして右長スライダ１５０は、図１３（Ｂ）に示す位置が最も左寄りに位置する基準位
置（第１位置）となるように、左右方向の移動範囲が定められている。また右長スライダ
１５０の下端には、左右方向に右長ラックギア１７６が形成されている。
【００６６】
　そして基準位置にある右長スライダ１５０の右方に、自重により収納状態となっている
演出物右小１２２が取り付けられることにより、右長スライダ１５０が基準位置から右方
向にスライドすると（第１位置から第２位置に向かって移動すると）、右長スライダ１５
０の右端が演出物右小１２２の右小接触端１８０に接触するようになっている。ここで演
出物右小１２２は、右小接触端１８０に右小軸１４４が設けられており、右小軸１４４が
右長スライダ１５０の移動領域よりも上方（移動範囲外）となるように、そして右小軸１
４４を中心として収納状態から反時計回りに回転可能に設けられている。
【００６７】
　これにより、右長スライダ１５０の右端が演出物右小１２２の右小接触端１８０に接触
して、更に右長スライダ１５０が右方向にスライドすると、図１４（Ａ）に示すように、
右長スライダ１５０の右端が演出物右小１２２の右小接触端１８０を右方向に押すように
して、演出物右小１２２を反時計回りに回転させる。そして、更に右長スライダ１５０が
右方向にスライドすると（第２位置に向かって特定位置まで移動すると）、図１４（Ｂ）
に示すように、右長スライダ１５０の上面に演出物右小１２２の右小接触端１８０が乗り
上がり、演出物右小１２２が起立するようにして出現状態となる。ここで演出物右小１２
２は、出現状態となるとそれ以上は反時計回りに回転しないように規制されており、右長
スライダ１５０の上面に演出物右小１２２の右小接触端１８０が乗り上がった状態では、
出現状態で維持されるようになっている。
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【００６８】
　ここで本実施形態では、演出物右小１２２が出現状態となっても右長スライダ１５０が
左右方向にスライドしやすいように、右小接触端１８０には直角三角形状の接触片１８２
が形成されており、接触片１８２の頂点が右長スライダ１５０の上面と接触するようにな
っている。また本実施形態では、図１４（Ａ）に示すように、右長スライダ１５０の右端
の右上角が、右小軸１４４と接触片１８２の頂点の間において演出物右小１２２の右小接
触端１８０に接触するため、右小軸１４４と接触片１８２の頂点の間には接触片１８２の
斜辺を配置することにより、右長スライダ１５０の右上角が引っ掛かる箇所がないように
して、右長スライダ１５０の右上角が接触したまま滑らかに右方向にスライドできるよう
にしている。
【００６９】
　そして右長スライダ１５０が、図１４（Ｂ）に示す位置から左方向にスライドすると（
特定位置から第１位置に向かって移動すると）、図１４（Ａ）に示すように、右小接触端
１８０の頂点が右長スライダ１５０の上面から脱落する。そして、更に右長スライダ１５
０が左方向にスライドすると、出現状態の演出物右小１２２は、右小軸１４４よりも右側
に重心が存在するため自重により時計回りに回転して、図１３（Ｂ）に示すように収納状
態となる。ここで演出物右小１２２は、収納状態となるとそれ以上は時計回りに回転しな
いように規制されており、収納状態で維持されるようになっている。
【００７０】
　また、図１２に示す演出物左小１２０と左長スライダ１４８は、上述した演出物右小１
２２と右長スライダ１５０の左右を反転させた状態で第１パーツ１３６および第２パーツ
１３８に取り付けられる。
【００７１】
　従って、左長スライダ１４８が最も右寄りに位置する基準位置から左方向にスライドす
ると（第１位置から第２位置に向かって移動すると）、左長スライダ１４８の左端が収納
状態の演出物左小１２０の左小接触端１８４に接触する。そして、更に左長スライダ１４
８が左方向にスライドすると、左長スライダ１４８の左端が演出物左小１２０の左小接触
端１８４を左方向に押すようにして、演出物左小１２０を収納状態から時計回りに回転さ
せる。そして、更に左長スライダ１４８が左方向にスライドすると（第２位置に向かって
特定位置まで移動すると）、左長スライダ１４８の上面に演出物左小１２０の左小接触端
１８４が乗り上がり、演出物左小１２０が出現状態となる。ここで演出物左小１２０は、
出現状態となるとそれ以上は時計回りに回転しないように規制されており、左長スライダ
１４８の上面に演出物左小１２０の左小接触端１８４が乗り上がった状態では、出現状態
で維持されるようになっている。
【００７２】
　そして、演出物左小１２０が出現状態である位置から左長スライダ１４８が右方向にス
ライドすると（特定位置から第１位置に向かって移動すると）、演出物左小１２０の左小
接触端１８４の頂点が左長スライダ１４８の上面から脱落する。そして、更に左長スライ
ダ１４８が右方向にスライドすると、出現状態の演出物左小１２０は、左小軸１４０より
も左側に重心が存在するため自重により反時計回りに回転して収納状態となる。ここで演
出物左小１２０は、収納状態となるとそれ以上は反時計回りに回転しないように規制され
ており、収納状態で維持されるようになっている。
【００７３】
　また、図１２に示すように、ベース部１３４の第２パーツ１３８と第３パーツ１８６の
上部左中央には、演出物左中１２４の左中軸１８８を受ける左中軸受け１９０が設けられ
ているとともに、第２パーツ１３８と第３パーツ１８６の上部右中央には、演出物右中１
２６の右中軸１９２を受ける右中軸受け１９４が設けられている。そして第２パーツ１３
８と第３パーツ１８６が組み立てられると、演出物左中１２４は、第２パーツ１３８と第
３パーツ１８６に対して左中軸１８８を中心に回転可能に取り付けられ、演出物右中１２
６は、第２パーツ１３８と第３パーツ１８６に対して右中軸１９２を中心に回転可能に取
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り付けられる。
【００７４】
　また第２パーツ１３８と第３パーツ１８６には、演出物左中１２４を回転させるための
左中スライダ１９６（第３移動部）と、演出物右中１２６を回転させるための右中スライ
ダ１９８が取り付けられる。詳細には、第３パーツ１８６の中央部左側には、左右方向に
長い第２左スライド穴２００が設けられているとともに、第２パーツ１３８の中央部右側
には、左右方向に長い第２右スライド穴２０２が設けられている。そして、左中スライダ
１９６の背面には、第２左連結棒２０４が後方に突出するように設けられており、右中ス
ライダ１９８の背面には、第２右連結棒２０６が後方に突出するように設けられている。
【００７５】
　そして第２パーツ１３８と第３パーツ１８６が組み立てられると、第２左連結棒２０４
が第２左スライド穴２００を貫通することにより、左中スライダ１９６は、第２パーツ１
３８と第３パーツ１８６に対して第２左スライド穴２００に沿って左右方向にスライド可
能に取り付けられ、第２右連結棒２０６が第２右スライド穴２０２を貫通することにより
、右中スライダ１９８は、第２パーツ１３８と第３パーツ１８６に対して第２右スライド
穴２０２に沿って左右方向にスライド可能に取り付けられる。
【００７６】
　ここで左中スライダ１９６には、第１左スライド穴１５２と平行に左右方向に左中スラ
イド穴２０８が設けられており、第１左スライド穴１５２を貫通している第１左連結棒１
５６が左中スライド穴２０８も貫通する。また右中スライダ１９８には、第１右スライド
穴１５４と平行に左右方向に右中スライド穴２１０が設けられており、第１右スライド穴
１５４を貫通している第１右連結棒１５８が右中スライド穴２１０も貫通する。
【００７７】
　そして、左長スライダ１４８が左方向にスライドすると第１左連結棒１５６が第１左ス
ライド穴１５２および左中スライド穴２０８を左方向に移動し、第１左連結棒１５６が左
中スライド穴２０８の左端に達すると、第１左連結棒１５６が左中スライダ１９６を左方
向に押すようにして左中スライダ１９６も連動して左方向にスライドする。また、左長ス
ライダ１４８が右方向にスライドすると第１左連結棒１５６が第１左スライド穴１５２お
よび左中スライド穴２０８を右方向に移動し、第１左連結棒１５６が左中スライド穴２０
８の右端に達すると、第１左連結棒１５６が左中スライダ１９６を右方向に押すようにし
て左中スライダ１９６も連動して右方向にスライドする。
【００７８】
　また、右長スライダ１５０が右方向にスライドすると第１右連結棒１５８が第１右スラ
イド穴１５４および右中スライド穴２１０を右方向に移動し、第１右連結棒１５８が右中
スライド穴２１０の右端に達すると、第１右連結棒１５８が右中スライダ１９８を右方向
に押すようにして右中スライダ１９８も連動して右方向にスライドする。また、右長スラ
イダ１５０が左方向にスライドすると第１右連結棒１５８が第１右スライド穴１５４およ
び右中スライド穴２１０を左方向に移動し、第１右連結棒１５８が右中スライド穴２１０
の左端に達すると、第１右連結棒１５８が右中スライダ１９８を左方向に押すようにして
右中スライダ１９８も連動して左方向にスライドする。
【００７９】
　すなわち、左中スライダ１９６は左中スライド穴２０８の長さ（所定距離）に応じた時
間差で左長スライダ１４８に追従して左右方向にスライドし、右中スライダ１９８は右中
スライド穴２１０の長さ（所定距離）に応じた時間差で右長スライダ１５０に追従して左
右方向にスライドする。
【００８０】
　そして、演出物左中１２４と左中スライダ１９６および演出物右中１２６と右中スライ
ダ１９８は、上述した演出物左小１２０と左長スライダ１４８および演出物右小１２２と
右長スライダ１５０と同様の位置関係で第２パーツ１３８および第３パーツ１８６に取り
付けられる。
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【００８１】
　従って、左中スライダ１９６が最も右寄りに位置する基準位置から左方向にスライドす
ると（第１位置から第２位置に向かって移動すると）、左中スライダ１９６の左端が収納
状態の演出物左中１２４の左中接触端２１２に接触する。そして、更に左中スライダ１９
６が左方向にスライドすると、左中スライダ１９６の左端が演出物左中１２４の左中接触
端２１２を左方向に押すようにして、演出物左中１２４を時計回りに回転させる。そして
、更に左中スライダ１９６が左方向にスライドすると（第２位置に向かって特定位置まで
移動すると）、左中スライダ１９６の上面に演出物左中１２４の左中接触端２１２が乗り
上がり、演出物左中１２４が出現状態となる。ここで演出物左中１２４は、出現状態とな
るとそれ以上は時計回りに回転しないように規制されており、左中スライダ１９６の上面
に演出物左中１２４の左中接触端２１２が乗り上がった状態では、出現状態で維持される
ようになっている。
【００８２】
　そして、演出物左中１２４が出現状態である位置から左中スライダ１９６が右方向にス
ライドすると（特定位置から第１位置に向かって移動すると）、演出物左中１２４の左中
接触端２１２の頂点が左中スライダ１９６の上面から脱落する。そして、更に左中スライ
ダ１９６が右方向にスライドすると、出現状態の演出物左中１２４は、左中軸１８８より
も左側に重心が存在するため自重により反時計回りに回転して収納状態となる。ここで演
出物左中１２４は、収納状態となるとそれ以上は反時計回りに回転しないように規制され
ており、収納状態で維持されるようになっている。
【００８３】
　また、右中スライダ１９８が最も左寄りに位置する基準位置から右方向にスライドする
と、右中スライダ１９８の右端が収納状態の演出物右中１２６の右中接触端２１４に接触
する。そして、更に右中スライダ１９８が右方向にスライドすると、右中スライダ１９８
の右端が演出物右中１２６の右中接触端２１４を右方向に押すようにして、演出物右中１
２６を反時計回りに回転させる。そして、更に右中スライダ１９８が右方向にスライドす
ると、右中スライダ１９８の上面に演出物右中１２６の右中接触端２１４が乗り上がり、
演出物右中１２６が出現状態となる。ここで演出物右中１２６は、出現状態となるとそれ
以上は反時計回りに回転しないように規制されており、右中スライダ１９８の上面に演出
物右中１２６の右中接触端２１４が乗り上がった状態では、出現状態で維持されるように
なっている。
【００８４】
　そして、演出物右中１２６が出現状態である位置から右中スライダ１９８が左方向にス
ライドすると、演出物右中１２６の右中接触端２１４の頂点が右中スライダ１９８の上面
から脱落する。そして、更に右中スライダ１９８が左方向にスライドすると、出現状態の
演出物右中１２６は、右中軸１９２よりも右側に重心が存在するため自重により時計回り
に回転して収納状態となる。ここで演出物右中１２６は、収納状態となるとそれ以上は時
計回りに回転しないように規制されており、収納状態で維持されるようになっている。
【００８５】
　また、図１２に示すように、ベース部１３４の第３パーツ１８６と第４パーツ２１６の
上部左内側には、演出物左大１２８の左大軸２１８を受ける左大軸受け２２０が設けられ
ているとともに、第３パーツ１８６と第４パーツ２１６の上部右内側には、演出物右大１
３０の右大軸２２２を受ける右大軸受け２２４が設けられている。そして第３パーツ１８
６と第４パーツ２１６が組み立てられると、演出物左大１２８は、第３パーツ１８６と第
４パーツ２１６に対して左大軸２１８を中心に回転可能に取り付けられ、演出物右大１３
０は、第３パーツ１８６と第４パーツ２１６に対して右大軸２２２を中心に回転可能に取
り付けられる。
【００８６】
　また第３パーツ１８６と第４パーツ２１６には、演出物左大１２８を回転させるための
左短スライダ２２６と、演出物右大１３０を回転させるための右短スライダ２２８が取り
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付けられる。そして第３パーツ１８６と第４パーツ２１６が組み立てられると、左短スラ
イダ２２６は、第３パーツ１８６と第４パーツ２１６に対して第２左スライド穴２００に
沿って左右方向にスライド可能に取り付けられ、右短スライダ２２８は、第３パーツ１８
６と第４パーツ２１６に対して第２右スライド穴２０２に沿って左右方向にスライド可能
に取り付けられる。
【００８７】
　ここで左短スライダ２２６には、第２左スライド穴２００と平行に左右方向に左短スラ
イド穴２３０が設けられており、第２左スライド穴２００を貫通している第２左連結棒２
０４が左短スライド穴２３０も貫通する。また右短スライダ２２８には、第２右スライド
穴２０２と平行に左右方向に右短スライド穴２３２が設けられており、第２右スライド穴
２０２を貫通している第２右連結棒２０６が右短スライド穴２３２も貫通する。
【００８８】
　そして、左中スライダ１９６が左方向にスライドすると第２左連結棒２０４が第２左ス
ライド穴２００および左短スライド穴２３０を左方向に移動し、第２左連結棒２０４が左
短スライド穴２３０の左端に達すると、第２左連結棒２０４が左短スライダ２２６を左方
向に押すようにして左短スライダ２２６も連動して左方向にスライドする。また、左短ス
ライダ２２６が右方向にスライドすると第２左連結棒２０４が第２左スライド穴２００お
よび左短スライド穴２３０を右方向に移動し、第２左連結棒２０４が左短スライド穴２３
０の右端に達すると、第２左連結棒２０４が左短スライダ２２６を右方向に押すようにし
て左短スライダ２２６も連動して右方向にスライドする。
【００８９】
　また、右中スライダ１９８が右方向にスライドすると第２右連結棒２０６が第２右スラ
イド穴２０２および右短スライド穴２３２を右方向に移動し、第２右連結棒２０６が右短
スライド穴２３２の右端に達すると、第２右連結棒２０６が右短スライダ２２８を右方向
に押すようにして右短スライダ２２８も連動して右方向にスライドする。また、右中スラ
イダ１９８が左方向にスライドすると第２右連結棒２０６が第２右スライド穴２０２およ
び右短スライド穴２３２を左方向に移動し、第２右連結棒２０６が右短スライド穴２３２
の左端に達すると、第２右連結棒２０６が右短スライダ２２８を左方向に押すようにして
右短スライダ２２８も連動して左方向にスライドする。
【００９０】
　すなわち、左短スライダ２２６は左短スライド穴２３０の長さに応じた時間差で左中ス
ライダ１９６に追従して左右方向にスライドし、右短スライダ２２８は右短スライド穴２
３２の長さに応じた時間差で右中スライダ１９８に追従して左右方向にスライドする。
【００９１】
　そして、演出物左大１２８と左短スライダ２２６および演出物右大１３０と右短スライ
ダ２２８は、上述した演出物左小１２０と左長スライダ１４８および演出物右小１２２と
右長スライダ１５０とは若干異なる位置関係で第３パーツ１８６および第４パーツ２１６
に取り付けられる。
【００９２】
　詳細には、左短スライダ２２６の右端には、後方に突出するように左短突出部２３４が
設けられている。そして、左短スライダ２２６が最も右寄りに位置する基準位置にある状
態で左短スライダ２２６の奥側に重なるように、かつ左短突出部２３４の左方に、収納状
態の演出物左大１２８が取り付けられることにより、左短スライダ２２６が基準位置から
左方向にスライドすると、左短突出部２３４の左端が演出物左大１２８の左大接触端２３
６に接触するようになっている。ここで演出物左大１２８は演出物左小１２０や演出物左
中１２４と同様に、左大接触端２３６に左大軸２１８が設けられており、左大軸２１８が
左短突出部２３４の移動領域よりも上方となるように、そして左大軸２１８を中心として
収納状態から時計回りに回転可能に設けられている。
【００９３】
　これにより、左短突出部２３４の左端が演出物左大１２８の左大接触端２３６に接触し
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て、更に左短スライダ２２６が左方向にスライドすると、左短突出部２３４の左端が演出
物左大１２８の左大接触端２３６を左方向に押すようにして、演出物左大１２８を時計回
りに回転させる。そして、更に左短突出部２３４が左方向にスライドすると、左短突出部
２３４の上面に演出物左大１２８の左大接触端２３６が乗り上がり、演出物左大１２８が
出現状態となる。ここで演出物左大１２８は、出現状態となるとそれ以上は時計回りに回
転しないように規制されており、左短突出部２３４の上面に演出物左大１２８の左大接触
端２３６が乗り上がった状態では、出現状態で維持されるようになっている。
【００９４】
　そして、演出物左大１２８が出現状態である位置から左短スライダ２２６が右方向にス
ライドすると、演出物左大１２８の左大接触端２３６の頂点が左短突出部２３４の上面か
ら脱落する。そして、更に左短スライダ２２６が右方向にスライドすると、出現状態の演
出物左大１２８は、左大軸２１８よりも左側に重心が存在するため自重により反時計回り
に回転して収納状態となる。ここで演出物左大１２８は、収納状態となるとそれ以上は反
時計回りに回転しないように規制されており、収納状態で維持されるようになっている。
【００９５】
　また、右短スライダ２２８の左端には、後方に突出するように右短突出部２３８が設け
られている。そして、右短スライダ２２８が最も左寄りに位置する基準位置にある状態で
右短スライダ２２８の奥側に重なるように、かつ右短突出部２３８の右方に、収納状態の
演出物右大１３０が取り付けられることにより、右短スライダ２２８が基準位置から右方
向にスライドすると、右短突出部２３８の右端が演出物右大１３０の右大接触端２４０に
接触するようになっている。ここで演出物右大１３０は演出物右小１２２や演出物右中１
２６と同様に、右大接触端２４０に右大軸２２２が設けられており、右大軸２２２が右短
突出部２３８の移動領域よりも上方となるように、そして右大軸２２２を中心として収納
状態から反時計回りに回転可能に設けられている。
【００９６】
　これにより、右短突出部２３８の右端が演出物右大１３０の右大接触端２４０に接触し
て、更に右短スライダ２２８が右方向にスライドすると、右短突出部２３８の右端が演出
物右大１３０の右大接触端２４０を右方向に押すようにして、演出物右大１３０を反時計
回りに回転させる。そして、更に右短突出部２３８が右方向にスライドすると、右短突出
部２３８の上面に演出物右大１３０の右大接触端２４０が乗り上がり、演出物右大１３０
が出現状態となる。ここで演出物右大１３０は、出現状態となるとそれ以上は反時計回り
に回転しないように規制されており、右短突出部２３８の上面に演出物右大１３０の右大
接触端２４０が乗り上がった状態では、出現状態で維持されるようになっている。
【００９７】
　そして、演出物右大１３０が出現状態である位置から右短スライダ２２８が左方向にス
ライドすると、演出物右大１３０の右大接触端２４０の頂点が右短突出部２３８の上面か
ら脱落する。そして、更に右短スライダ２２８が左方向にスライドすると、出現状態の演
出物右大１３０は、右大軸２２２よりも右側に重心が存在するため自重により時計回りに
回転して収納状態となる。ここで演出物右大１３０は、収納状態となるとそれ以上は時計
回りに回転しないように規制されており、収納状態で維持されるようになっている。
【００９８】
　図１５（Ａ）は、６個の演出物と６個のスライダがベース部１３４に取り付けられてい
る状態における位置関係を示す平面図であり、図１５（Ｂ）は、その正面図である。図１
５（Ａ）および図１５（Ｂ）に示すように、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出
物左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が収納状態であ
る場合には、左長スライダ１４８、左中スライダ１９６、左短スライダ２２６のそれぞれ
が最も右寄り（中央寄り）に位置し、右長スライダ１５０、右中スライダ１９８、右短ス
ライダ２２８のそれぞれが最も左寄り（中央寄り）に位置することにより、それぞれが基
準位置にある。
【００９９】
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　そしてこの状態では、図１２で示した左長スライダ１４８の第１左連結棒１５６が左中
スライダ１９６の左中スライド穴２０８の右端に位置するとともに、左中スライダ１９６
の第２左連結棒２０４が左短スライダ２２６の左短スライド穴２３０の右端に位置し、右
長スライダ１５０の第１右連結棒１５８が右中スライダ１９８の右中スライド穴２１０の
左端に位置するとともに、右中スライダ１９８の第２右連結棒２０６が右短スライダ２２
８の右短スライド穴２３２の左端に位置している。
【０１００】
　また本実施形態では、左長スライダ１４８、左中スライダ１９６、左短スライダ２２６
のそれぞれが基準位置から左方向にスライドを開始してから収納状態の演出物左小１２０
、演出物左中１２４、演出物左大１２８のそれぞれに接触するまでの移動距離と、右長ス
ライダ１５０、右中スライダ１９８、右短スライダ２２８のそれぞれが基準位置から右方
向にスライドを開始してから収納状態の演出物右小１２２、演出物右中１２６、演出物右
大１３０のそれぞれに接触するまでの移動距離が等しくなるように、それぞれが設けられ
ている。
【０１０１】
　そして図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）に示す状態で第２モーター１６０が正転される
と、まずは左長スライダ１４８が左方向にスライドを開始するのと同時に、右長スライダ
１５０が右方向にスライドを開始する。すると、左長スライダ１４８が左小接触端１８４
に接触するのと同時に、右長スライダ１５０が右小接触端１８０に接触し、図１６（Ａ）
および図１６（Ｂ）に示すように、演出物左小１２０と演出物右小１２２が同時に出現状
態となる。
【０１０２】
　するとこの状態では、左長スライダ１４８が左中スライド穴２０８の長さの分だけ左方
向にスライドし、右長スライダ１５０が右中スライド穴２１０の長さの分だけ右方向にス
ライドしており、第１左連結棒１５６が左中スライド穴２０８の左端に到達して左中スラ
イダ１９６が左方向にスライドを開始するのと同時に、第１右連結棒１５８が右中スライ
ド穴２１０の右端に到達して右中スライダ１９８が右方向にスライドを開始する。すると
、左中スライダ１９６が左中接触端２１２に接触するのと同時に、右中スライダ１９８が
右中接触端２１４に接触し、図１７（Ａ）および図１７（Ｂ）に示すように、演出物左中
１２４と演出物右中１２６が同時に出現状態となる。
【０１０３】
　ここで左長スライダ１４８は左方向へのスライドを継続しているが、左長スライダ１４
８の上面に左小接触端１８４の頂点を接触させながら演出物左小１２０を出現状態に維持
している。また、右長スライダ１５０は右方向へのスライドを継続しているが、右長スラ
イダ１５０の上面に右小接触端１８０の頂点を接触させながら演出物右小１２２を出現状
態に維持している。
【０１０４】
　するとこの状態では、左中スライダ１９６が左短スライド穴２３０の長さの分だけ左方
向にスライドし、右中スライダ１９８が右短スライド穴２３２の長さの分だけ右方向にス
ライドしており、第２左連結棒２０４が左短スライド穴２３０の左端に到達して左短スラ
イダ２２６が左方向にスライドを開始するのと同時に、第２右連結棒２０６が右短スライ
ド穴２３２の右端に到達して右短スライダ２２８が右方向にスライドを開始する。すると
、左短スライダ２２６の左短突出部２３４が左大接触端２３６に接触するのと同時に、右
短スライダ２２８の右短突出部２３８が右大接触端２４０に接触し、図１８（Ａ）および
図１８（Ｂ）に示すように、演出物左大１２８と演出物右大１３０が同時に出現状態とな
る。
【０１０５】
　ここで左中スライダ１９６は左方向へのスライドを継続しているが、左中スライダ１９
６の上面に左中接触端２１２の頂点を接触させながら演出物左中１２４を出現状態に維持
している。また、右中スライダ１９８は右方向へのスライドを継続しているが、右中スラ



(18) JP 2014-8187 A 2014.1.20

10

20

30

40

50

イダ１９８の上面に右中接触端２１４の頂点を接触させながら演出物右中１２６を出現状
態に維持している。
【０１０６】
　そして図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）に示すように、演出物左小１２０、演出物右小
１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が
出現状態である場合に、左長スライダ１４８、左中スライダ１９６、左短スライダ２２６
のそれぞれが最も左寄り（外側寄り）に位置し、右長スライダ１５０、右中スライダ１９
８、右短スライダ２２８のそれぞれが最も右寄り（外側寄り）に位置することにより、そ
れぞれが限界位置（第２位置）にある。
【０１０７】
　そして図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）に示す状態で第２モーター１６０が逆転される
と、まずは左長スライダ１４８が右方向にスライドを開始するのと同時に、右長スライダ
１５０が左方向にスライドを開始する。そして、左長スライダ１４８が左中スライド穴２
０８の長さの分だけ右方向にスライドし、右長スライダ１５０が右中スライド穴２１０の
長さの分だけ左方向にスライドすると、第１左連結棒１５６が左中スライド穴２０８の右
端に到達して左中スライダ１９６が右方向にスライドを開始するのと同時に、第１右連結
棒１５８が右中スライド穴２１０の左端に到達し、右中スライダ１９８が左方向にスライ
ドを開始する。
【０１０８】
　そして、左中スライダ１９６が左短スライド穴２３０の長さの分だけ右方向にスライド
し、右中スライダ１９８が右短スライド穴２３２の長さの分だけ左方向にスライドすると
、第２左連結棒２０４が左短スライド穴２３０の右端に到達して左短スライダ２２６が右
方向にスライドを開始するのと同時に、第２右連結棒２０６が右短スライド穴２３２の左
端に到達し、右短スライダ２２８が左方向にスライドを開始する。
【０１０９】
　するとこの時点では、図１９（Ａ）および図１９（Ｂ）に示すように、演出物左小１２
０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出
物右大１３０が出現状態のまま、左小接触端１８４の頂点が左長スライダ１４８の上面の
左端付近に到達し、左中接触端２１２の頂点が左中スライダ１９６の上面の左端付近に到
達し、左大接触端２３６の頂点が左短突出部２３４の上面の左端付近に到達すると同時に
、右小接触端１８０の頂点が右長スライダ１５０の上面の右端付近に到達し、右中接触端
２１４の頂点が右中スライダ１９８の上面の右端付近に到達し、右大接触端２４０の頂点
が右短突出部２３８の上面の右端付近に到達している。
【０１１０】
　そして、左長スライダ１４８、左中スライダ１９６、左短スライダ２２６が連動して右
方向にスライドするとともに、右長スライダ１５０、右中スライダ１９８、右短スライダ
２２８が連動して左方向にスライドすると、図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）に示すよう
に、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６、演出
物左大１２８、演出物右大１３０が同時に収納状態となる。
【０１１１】
　このように本実施形態では、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４
、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が収納状態となっている状態
で第２モーター１６０を正転させると、まずは演出物左小１２０および演出物右小１２２
を同時に出現状態にさせ、その後に演出物左中１２４および演出物右中１２６を同時に出
現状態にさせ、更にその後に演出物左大１２８および演出物右大１３０を同時に出現状態
にさせる。そして演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物右中
１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が出現状態となっている状態で第２モータ
ー１６０を逆転させると、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演
出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０を同時に収納状態にさせることが
できる。
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【０１１２】
　また、図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）に示すように、演出物左小１２０、演出物右小
１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が
収納状態となっている状態で第２モーター１６０を正転させ、図１６（Ａ）および図１６
（Ｂ）に示すように、演出物左小１２０、演出物右小１２２が出現状態となっているが演
出物左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が収納状態と
なっている状態で第２モーター１６０を逆転させると、演出物左小１２０、演出物右小１
２２を出現状態にさせるが演出物左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演
出物右大１３０を出現状態とさせずに演出物左小１２０、演出物右小１２２を再び収納状
態にさせることができる。
【０１１３】
　また、図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）に示すように、演出物左小１２０、演出物右小
１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が
収納状態となっている状態で第２モーター１６０を正転させ、図１７（Ａ）および図１７
（Ｂ）に示すように、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物
右中１２６が出現状態となっているが、演出物左大１２８、演出物右大１３０が収納状態
となっている状態で第２モーター１６０を逆転させると、演出物左小１２０、演出物右小
１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６を出現状態にさせるが演出物左大１２８、
演出物右大１３０を出現状態とさせずに演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左
中１２４、演出物右中１２６を再び収納状態にさせることができる。
【０１１４】
　こうして本実施形態では、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、
演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０を上述のように動作させつつ、
そのために必要な部品点数を減少させ、小型化、軽量化、組み立て容易化を図ることがで
きる。
【０１１５】
　特に本実施形態では、演出物左小１２０と演出物右小１２２、演出物左中１２４と演出
物右中１２６、演出物左大１２８と演出物右大１３０を、時間差をおいて順次出現状態に
するために、左長スライダ１４８、左中スライダ１９６、左短スライダ２２６のそれぞれ
が時間差をおいて連動して左右方向にスライドするとともに、右長スライダ１５０、右中
スライダ１９８、右短スライダ２２８のそれぞれが時間差をおいて連動して左右方向にス
ライドするようにしているため、図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）に示す収納状態では、
演出物左小１２０と左長スライダ１４８の間隔、演出物右小１２２と右長スライダ１５０
の間隔、演出物左中１２４と左中スライダ１９６の間隔、演出物右中１２６と右中スライ
ダ１９８の間隔、演出物左大１２８と左短突出部２３４の間隔、演出物右大１３０と右短
突出部２３８の間隔のそれぞれを同一にするとともにそれぞれを狭めることができる。
【０１１６】
　また、図１５（Ａ）に示すように、左短スライダ２２６の奥側に重なるようにして演出
物左大１２８を設け、左短スライダ２２６が左方向にスライドすると左短突出部２３４が
左大接触端２３６に接触するようにし、右短スライダ２２８の奥側に重なるようにして演
出物右大１３０を設け、右短スライダ２２８が右方向にスライドすると右短突出部２３８
が右大接触端２４０に接触するようにしているため、左短スライダ２２６および右短スラ
イダ２２８の左右方向の長さを左短スライド穴２３０および右短スライド穴２３２の長さ
を確保できるサイズにしつつ、演出物左大１２８と演出物右大１３０の間隔を狭めること
ができる。
【０１１７】
　図２０（Ａ）は、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物右
中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が出現状態となっている第３可動物１３
２の外観構成を示す斜視図である。図２０（Ａ）に示すようにベース部１３４の上面には
、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６、演出物
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左大１２８、演出物右大１３０のそれぞれの手前側に、下方から上方に向けて光を照射す
る第２ＬＥＤ２４２が設けられており、出現状態の演出物左小１２０、演出物右小１２２
、演出物左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０のそれぞ
れをライトアップする。
【０１１８】
　ここで複数の第２ＬＥＤ２４２のそれぞれは、遊技者が上方からベース部１３４の上面
を覗き込んでも光が遊技者の目に照射されないように、光の照射角度を水平方向から上方
に６０°程度に設定している。すると第２ＬＥＤ２４２は、あまり上方を照らすことがで
きないため、出現状態における高さが比較的低い演出物左小１２０、演出物右小１２２、
演出物左中１２４、演出物右中１２６に対しては効果的にライトアップ演出を行うことが
できるが、出現状態における高さが比較的高い演出物左大１２８、演出物右大１３０に対
しては上部に光が届かず、効果的にライトアップ演出を行うことができない。そこで本実
施形態では、演出物左大１２８、演出物右大１３０に対しても上部に光が届くように、ベ
ース部１３４に演出物左大１２８および演出物右大１３０を取り付けている。
【０１１９】
　図２０（Ｂ）は、図２０（Ａ）の側面図である。図２０（Ｂ）に示すように、本実施形
態では、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６は
、出現状態でほぼ鉛直方向となるようにベース部１３４に取り付けられているが、演出物
左大１２８、演出物右大１３０は、出現状態で上部がわずかに遊技者側に傾くようにベー
ス部１３４に取り付けられている。これにより、演出物左大１２８、演出物右大１３０の
上部にも第２ＬＥＤ２４２からの光が届くようになっている。
【０１２０】
　こうして本実施形態では、遊技者が上方からベース部１３４の上面を覗き込んでも光が
遊技者の目に照射されないように複数の第２ＬＥＤ２４２のそれぞれの照射角度を設定し
ても、出現状態における高さが比較的高い演出物左大１２８、演出物右大１３０に対して
も、効果的にライトアップ演出を行うことができる。
【０１２１】
　４．機能ブロック
　図２１は、本実施形態の遊技機の機能ブロック図である。本実施形態の遊技機は、メイ
ン基板５００およびサブ基板６００を含む制御基板によって制御される。メイン基板５０
０は、通過ゲートセンサ５０２、始動入賞口センサ５０４、大入賞口センサ５０６、払出
センサ５０８等の入力手段からの入力信号を受けて、遊技を実行するための各種の演算を
行い、演算結果に基づいて、普通役物駆動装置５２０、特別役物駆動装置５２２、払出装
置５２４等の出力手段の動作制御を行う。
【０１２２】
　またサブ基板６００は、メイン基板５００から送られてくる信号や、演出ボタンスイッ
チ６０２からの入力信号を受けて、遊技の進行状況に合わせた演出を実行するための各種
の演算を行い、演算結果に基づいて、演出表示装置６２０、音響装置６２２、可動物駆動
装置６２４等の演出装置６２６の動作制御を行う。またメイン基板５００やサブ基板６０
０等の各基板の機能は各種のプロセッサ（ＣＰＵ、ＤＳＰなど）、ＡＳＩＣ（ゲートアレ
イなど）、ＲＯＭ（情報記憶媒体の一例）、あるいはＲＡＭなどのハードウェアや、ＲＯ
Ｍなどに予め記憶されている所与のプログラムからなるソフトウェアにより実現される。
【０１２３】
　そしてメイン基板５００は、乱数発生手段５４０、普通抽選手段５４２、普通駆動制御
手段５４４、特別抽選手段５４６、遊技状態移行制御手段５４８、特別駆動制御手段５５
０、払出制御手段５５２、通信制御手段５５４、メインメモリ５７０を含んで構成されて
いる。
【０１２４】
　乱数発生手段５４０は、抽選用の乱数値を発生させる手段であり、ハードウェア乱数を
発生させる乱数発生器や、ソフトウェア乱数を発生させるプログラムにより実現される。
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ソフトウェア乱数は、例えば、インクリメントカウンタ（所定のカウント範囲を循環する
ように数値をカウントするカウンタ）のカウント値に基づいて発生させることができる。
なお本実施形態において「乱数値」には、数学的な意味でランダムに発生する値のみなら
ず、その発生自体は規則的であっても、その取得タイミング等が不規則であるために実質
的に乱数として機能しうる値も含まれる。
【０１２５】
　普通抽選手段５４２は、１個の遊技球が通過ゲート４０を通過するごとに作動する通過
ゲートセンサ５０２からの通過信号に基づいて、乱数発生手段５４０から乱数値（抽選用
乱数値）を取得して、取得した乱数値について普通当たりの当否を決定する普通抽選を行
う。
【０１２６】
　普通駆動制御手段５４４は、普通抽選で普通当たりが当選すると、普通役物４４が所定
条件下で拡大状態となるように普通役物駆動装置５２０を制御する。
【０１２７】
　特別抽選手段５４６は、１個の遊技球が始動入賞口４２に入賞するごとに作動する始動
入賞口センサ５０４からの入賞信号に基づいて、乱数発生手段５４０から乱数値（抽選用
乱数値）を取得して、取得した乱数値について大当たりの当否を決定するとともに、大当
たりが当選した場合には、確変図柄または通常図柄のいずれが当選したかを判定する特別
抽選を行う。
【０１２８】
　遊技状態移行制御手段５４８は、所定の移行条件の成立に基づいて、通常状態、確変大
当たり状態、通常大当たり状態、確変状態、時短状態の間で遊技状態を移行させる遊技状
態移行制御処理を行う。遊技状態の移行条件は、１の条件が定められていてもよいし、複
数の条件が定められていてもよい。複数の条件が定められている場合には、複数の予め定
められた条件のうち１の条件が成立したこと、あるいは複数の予め定められた条件の全て
が成立したことに基づいて、遊技状態を別の遊技状態へ移行させることができる。
【０１２９】
　通常状態は、複数種類の遊技状態の中で初期状態に相当する遊技状態で、通常状態から
は確変大当たり状態または通常大当たり状態への移行が可能となっている。
【０１３０】
　確変大当たり状態は、通常状態あるいは確変状態における特別抽選において、確変図柄
が当選したことに基づいて開始され、確変大当たり状態において特別役物４８が所定条件
下で開状態となってから閉状態となることが１５回繰り返されたことを条件に終了する。
そして遊技状態移行制御手段５４８は、確変大当たり状態が終了すると、遊技状態を確変
状態に移行させる。
【０１３１】
　通常大当たり状態は、通常状態あるいは確変状態における特別抽選において、通常図柄
が当選したことに基づいて開始され、通常大当たり状態において特別役物４８が所定条件
下で開状態となってから閉状態となることが１５回繰り返されたことを条件に終了する。
そして遊技状態移行制御手段５４８は、通常大当たり状態が終了すると、遊技状態を通常
状態に移行させる。
【０１３２】
　確変状態は、確変大当たり状態が終了したことを条件に移行され、確変状態からは確変
大当たり状態または通常大当たり状態への移行が可能となっているが、確変状態において
特別抽選が行われた回数が７０回に達したことを条件に終了する。そして遊技状態移行制
御手段５４８は、確変状態が終了すると遊技状態を通常状態に移行させる。そして確変状
態では、通常状態よりも大当たりが当選する確率が高くなるように、あるいは大当たりが
当選した場合に確変図柄が当選する確率が高くなるように、特別抽選が行われる。また確
変状態では、１回の特別抽選にかかる時間が短縮されて特別抽選の実行契機を頻繁に到来
させることができるように制御される。
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【０１３３】
　時短状態は、通常大当たり状態が終了したことを条件に、あるいは確変状態が終了した
ことを条件に、遊技状態が通常状態に移行されるとともに開始され、時短状態において特
別抽選が行われた回数が１００回に達したことを条件に終了する。そして時短状態では、
１回の特別抽選にかかる時間が短縮されて特別抽選の実行契機を頻繁に到来させることが
できるように制御される。
【０１３４】
　特別駆動制御手段５５０は、確変大当たり状態あるいは通常大当たり状態が開始された
ことを契機として、特別役物４８が所定条件下で開状態となってから閉状態となることを
１５回繰り返すように特別役物駆動装置５２２の駆動制御を行う。
【０１３５】
　払出制御手段５５２は、始動入賞口センサ５０４からの入賞信号あるいは大入賞口セン
サ５０６からの入賞信号に基づいて、入賞信号ごとに予め定められている賞球数に相当す
る払出数の遊技球を払出装置５２４に払い出させる制御を行う。
【０１３６】
　通信制御手段５５４は、サブ基板６００に信号を送信する制御を行っている。なお本実
施形態の遊技機では、メイン基板５００とサブ基板６００との間では、メイン基板５００
からサブ基板６００への単方向通信のみが可能となっており、サブ基板６００からはメイ
ン基板５００へ信号を送信することができないように通信接続されている。
【０１３７】
　続いて、サブ基板６００について説明する。サブ基板６００は、演出制御手段６４０と
、サブメモリ６７０とを含んで構成されている。
【０１３８】
　演出制御手段６４０は、メイン基板５００から送信された通知信号や、演出ボタンスイ
ッチ６０２からの入力信号や、サブメモリ６７０に記憶されている演出データに基づいて
、演出表示装置６２０を制御して前枠ランプ１２やディスプレイ枠ランプ３８を点灯ある
いは点滅させたり、液晶ディスプレイ３２に演出画像を表示させたり、音響装置６２２を
制御してスピーカー１４から演出音を出力させたり、可動物駆動装置６２４を駆動して第
１可動物７０、第２可動物７２、第３可動物１３２を動作させたりするなど、演出装置６
２６を制御することにより、遊技を盛り上げたり、遊技を補助するための演出を実行させ
る。
【０１３９】
　例えば、始動入賞口４２への遊技球の入賞、演出ボタン２６に対する操作、遊技状態の
変動などの遊技イベントの発生に応じて、特別抽選演出処理、状態演出処理などを行う。
【０１４０】
　特別抽選演出処理では、演出制御手段６４０は、メイン基板５００から送信された通知
信号に基づいて、特別抽選を演出する特別変動演出を演出装置６２６に実行させる。本実
施形態では演出制御手段６４０は、液晶ディスプレイ３２の中央部において「１」から「
７」までの７種類のアラビア数字画像を３カ所で循環的に変動させることにより特別図柄
画像を変動表示させた後に、特別抽選の結果に応じた態様で特別図柄画像を停止表示させ
るとともに、液晶ディスプレイ３２においてキャラクタ画像を動作させたり、背景画像を
変化させたりする変動演出画像を表示させることにより、特別変動演出を液晶ディスプレ
イ３２において実行する。
【０１４１】
　更に演出制御手段６４０は、特別変動演出として、特別図柄画像や変動演出画像に合わ
せて第１可動物７０、第２可動物７２、第３可動物１３２を動作させる。具体的には演出
制御手段６４０は、第１モーター８０を正転あるいは逆転させることにより第１可動物７
０を上昇あるいは下降させたり、維持部１００を突出状態あるいは非突出状態にさせるこ
とにより第２可動物７２を第１位置に維持あるいは解放したり、第１ＬＥＤ１１２を点灯
あるいは消灯させたり、第２ＬＥＤ２４２を点灯あるいは消灯させたり、第２モーター１
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６０を正転あるいは逆転させることにより演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物
左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０を出現状態あるい
は収納状態にさせたりする。
【０１４２】
　ここで本実施形態では、特別変動演出の実行種別としてプレミアムリーチ、スーパーリ
ーチ１、スーパーリーチ２、ノーマルリーチ、リーチ無しが用意されており、演出制御手
段６４０は、特別抽選の結果に基づいて、特別変動演出の実行種別を複数の実行種別のい
ずれにするかを決定する。そして各実行種別の特別変動演出は、特別図柄画像や変動演出
画像の表示パターンや、第１可動物７０、第２可動物７２、第３可動物１３２の動作パタ
ーンが異なるとともに、特別抽選の結果に応じて選択される確率や、開始から終了までに
かかる実行時間が異なっている。これにより各実行種別の特別変動演出は、各実行種別の
特別変動演出が実行された場合における確変図柄あるいは通常図柄の当選に対する期待度
が異なるようになっている。
【０１４３】
　特に本実施形態では、特別変動演出の実行種別としてプレミアムリーチが選択された場
合には、演出制御手段６４０は、図１０に示すように、第１可動物７０および第２可動物
７２が下限位置に維持された状態で、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中
１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が出現状態となってか
ら、図２に示すように再び収納状態となった後に、図３に示すように、第２可動物７２が
下限位置に維持されたまま、第１可動物７０が上限位置となるまで上昇するプレミアムリ
ーチパターンで第１可動物７０および第３可動物１３２を動作させる。
【０１４４】
　すると演出制御手段６４０は、図３に示すように、第２可動物７２が下限位置に維持さ
れたまま第１可動物７０が上限位置となった状態で、第１ＬＥＤ１１２を点灯させること
により、第１レンズ１１０内を光が放射状に進行するように見える第１態様の演出光を遊
技者に対して出力する。
【０１４５】
　また、特別変動演出の実行種別としてスーパーリーチ１が選択された場合には、演出制
御手段６４０は、図２２に示すように、第１可動物７０および第２可動物７２が下限位置
に維持された状態で、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物
右中１２６が出現状態となるが演出物左大１２８、演出物右大１３０は出現状態とならず
に演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６が再び収
納状態となるスーパーリーチ１パターンで第３可動物１３２を動作させる。
【０１４６】
　また、特別変動演出の実行種別としてスーパーリーチ２が選択された場合には、演出制
御手段６４０は、図２３に示すように、第１可動物７０および第２可動物７２が下限位置
に維持された状態で、演出物左小１２０、演出物右小１２２が出現状態となるが演出物左
中１２４、演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０は出現状態とならず
に演出物左小１２０、演出物右小１２２が再び収納状態となるスーパーリーチ１パターン
で第３可動物１３２を動作させる。
【０１４７】
　そして演出制御手段６４０は、第１可動物７０および第３可動物１３２の動作に応じて
、特別図柄画像や変動演出画像を液晶ディスプレイ３２に表示させる。具体的には、図２
に示すように、第１可動物７０および第２可動物７２が下限位置である場合には、液晶デ
ィスプレイ３２の表示領域の全体において特別図柄画像や変動演出画像を表示させるが、
図３に示すように、第１可動物７０が上限位置である場合には、液晶ディスプレイ３２の
表示領域のうち第１可動物７０に覆われていない表示領域Ａ１（特定領域以外の領域）に
おいて特別図柄画像や変動演出画像を表示させる。また、第１可動物７０が上昇したり下
降したりする動作を行う場合には、第１可動物７０の上昇あるいは下降に応じて変化する
第１可動物７０に覆われていない表示領域において特別図柄画像や変動演出画像を表示さ
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せる。
【０１４８】
　また図１０に示すように、演出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、
演出物右中１２６、演出物左大１２８、演出物右大１３０が出現状態となる場合には、演
出物左小１２０、演出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６、演出物左大
１２８、演出物右大１３０に覆われていない表示領域Ａ２において特別図柄画像や変動演
出画像を表示させる。また図２２に示すように、演出物左小１２０、演出物右小１２２、
演出物左中１２４、演出物右中１２６が出現状態となる場合には、演出物左小１２０、演
出物右小１２２、演出物左中１２４、演出物右中１２６に覆われていない表示領域Ａ３に
おいて特別図柄画像や変動演出画像を表示させる。また図２３に示すように、演出物左小
１２０、演出物右小１２２が出現状態となる場合には、演出物左小１２０、演出物右小１
２２に覆われていない表示領域Ａ４において特別図柄画像や変動演出画像を表示させる。
【０１４９】
　そして演出制御手段６４０は、特別抽選において確変図柄が当選した場合には、「１１
１」または「３３３」または「５５５」または「７７７」などのように３つのアラビア数
字画像が奇数で揃うように特別図柄画像を停止表示させ、特別抽選において通常図柄が当
選した場合には、「２２２」または「４４４」または「６６６」などのように３つのアラ
ビア数字画像が偶数で揃うように特別図柄画像を停止表示させ、いずれの大当たりも当選
しなかった場合であって特別変動演出の実行種別がいずれかのリーチである場合には、「
３８３」などのように２つのアラビア数字画像は同一であるが１つのアラビア数字画像は
異なるリーチハズレ状態で特別図柄画像を停止表示させ、いずれの大当たりも当選しなか
った場合であって特別変動演出の実行種別がリーチ無しである場合には、「２８３」など
のように３つのアラビア数字画像が異なるように特別図柄画像を停止表示させることによ
り、液晶ディスプレイ３２に特別抽選の結果を表示させる。
【０１５０】
　状態演出処理では、演出制御手段６４０は、メイン基板５００から送信された通知信号
に基づいて、現在の遊技状態に応じて液晶ディスプレイ３２においてキャラクタ画像を動
作させたり、背景画像を変化させたり、第１可動物７０あるいは第２可動物７２を動作さ
せたりすることにより、現在の遊技状態を遊技者に示唆する状態演出を実行する。
【０１５１】
　例えば、現在の遊技状態が通常状態である場合には、演出制御手段６４０は、特別抽選
が行われるごとに演出状態移行抽選を行い、演出状態を複数種類の演出状態のうちいずれ
の演出状態に設定するかを決定する。そして演出制御手段６４０は、設定されている演出
状態に応じた通常状態画像を液晶ディスプレイ３２に表示させる。また演出制御手段６４
０は、現在の遊技状態が確変状態である場合には、液晶ディスプレイ３２に現在の遊技状
態が確変状態であることを示唆する確変状態画像を表示させ、現在の遊技状態が時短状態
である場合には、液晶ディスプレイ３２に現在の遊技状態が時短状態であることを示唆す
るとともに、特別抽選が行われた回数が１００回に達するまでの残り回数を示す時短状態
画像を表示させ、現在の遊技状態が確変大当たり状態あるいは通常大当たり状態である場
合には、液晶ディスプレイ３２に現在の遊技状態が確変大当たり状態あるいは通常大当た
り状態であることを示すとともに、残りラウンド数を示す大当たり状態画像（特定演出画
像）を表示させる。
【０１５２】
　特に本実施形態では、演出制御手段６４０は、現在の遊技状態が確変大当たり状態ある
いは通常大当たり状態（特定遊技状態）である場合には、図４に示すように、第１可動物
７０および第２可動物７２が上限位置となるまで上昇する大当たり状態パターンで第１可
動物７０および第２可動物７２を動作させる。詳細には演出制御手段６４０は、遊技状態
が確変大当たり状態あるいは通常大当たり状態に移行することを契機として、維持部１０
０のソレノイドを励磁して維持部１００を非突出状態に制御し、維持部１００による第２
可動物７２の上昇を解放する。
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【０１５３】
　すると、第１可動物７０が既に上限位置となっている場合には、アーム９４の付勢力に
より第２可動物７２も上限位置となるまで上昇する。一方、第１可動物７０が下限位置と
なっている場合には、第１可動物７０の制限部１０４により第２可動物７２の上昇が制限
されるため第２可動物７２も下限位置に留まるが、第１モーター８０が正転されることに
より第１可動物７０が上限位置となるまで上昇することに伴って第２可動物７２も上限位
置となるまで上昇する。
【０１５４】
　すると演出制御手段６４０は、第１可動物７０が上限位置となり、かつ第２可動物７２
が上限位置となった状態で第１ＬＥＤ１１２を点灯させることにより、第１レンズ１１０
を透過した光が第２レンズ１１４内を散乱して表示プレート１１６が淡く光るように見え
る第２態様の演出光を遊技者に対して出力する。
【０１５５】
　そして、確変大当たり状態あるいは通常大当たり状態が終了することを契機として、第
１モーター８０が逆転されることにより第１可動物７０が下限位置となるまで下降するこ
とに伴って第２可動物７２も下限位置となるまで下降する。
【０１５６】
　そして演出制御手段６４０は、第１可動物７０および第２可動物７２の動作に応じて、
大当たり状態画像を液晶ディスプレイ３２に表示させる。具体的には、図４に示すように
、第１可動物７０および第２可動物７２が上限位置である場合には、液晶ディスプレイ３
２の表示領域のうち第１可動物７０および第２可動物７２に覆われていない表示領域Ａ５
において大当たり状態画像を表示させる。また、第１可動物７０および第２可動物７２が
上昇したり下降したりする動作を行う場合には、第１可動物７０および第２可動物７２の
上昇あるいは下降に応じて変化する第１可動物７０および第２可動物７２に覆われていな
い表示領域において大当たり状態画像を表示させる。
【０１５７】
　こうして本実施形態では、遊技状態が確変大当たり状態あるいは通常大当たり状態であ
る場合には、第１可動物７０および第２可動物７２を上限位置に維持しつつ、第２態様の
演出光を遊技者に対して出力するとともに、第１可動物７０および第２可動物７２に覆わ
れていない表示領域において大当たり状態画像を表示させることにより、遊技状態が確変
大当たり状態あるいは通常大当たり状態であることを遊技者に分かり易く報知することが
できる。
【０１５８】
　５．変形例
　本発明は、上記の実施形態で説明したものに限らず、種々の変形実施が可能であり、以
下に変形例を紹介する。なお、上記実施形態や、以下において変形例として説明する各種
の手法は、本発明を実現する制御手法として適宜組み合わせて採用することができる。
【０１５９】
　上記実施形態では、第２可動物７２が下限位置に維持されていない状態では、第１可動
物７０の手前側に第２可動物７２が重なる状態で、第１可動物７０の制限部１０４により
第２可動物７２の上昇が制限される例を挙げて説明したが、第２可動物７２が下限位置に
維持されていない状態でも、第１可動物７０と第２可動物７２が重ならない状態で、制限
部１０４により第２可動物７２の上昇が制限されるようにしてもよい。この場合には、第
１可動物７０の下方に第２可動物７２が位置する状態で制限部１０４により第２可動物７
２の上昇が制限されるようにしてもよいし、第１可動物７０の上方に第２可動物７２が位
置する状態で制限部１０４により第２可動物７２の上昇が制限されるようにしてもよい。
また、第２可動物７２の手前側で第１可動物７０が動作するようにしてもよい。
【０１６０】
　また上記実施形態では、第１可動物７０が下限位置にある状態では第１可動物７０が収
納され、第２可動物７２が下限位置にある状態では第２可動物７２が収納される例を挙げ
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て説明したが、第１可動物７０が下限位置にある状態であっても第１可動物７０が収納さ
れず、第２可動物７２が下限位置にある状態であっても第２可動物７２が収納されないよ
うにしてもよい。
【０１６１】
　また上記実施形態では、第１可動物７０が上限位置と下限位置との間で上昇および下降
し、第２可動物７２が上限位置と下限位置との間で上昇および下降する例を挙げて説明し
たが、第１可動物７０の移動方向および第２可動物７２の移動方向は、左右方向や、前後
方向や、それらの中間的な斜め方向であってもよい。
【０１６２】
　また上記実施形態では、第１可動物７０が上限位置と下限位置との間で往復可能に直線
移動し、第２可動物７２が上限位置と下限位置との間で往復可能に直線移動する例を挙げ
て説明したが、第１可動物７０が第１位置と第２位置との間で往復可能に回転移動し、第
２可動物７２が第１位置と第２位置との間で往復可能に回転移動するようにしてもよい。
【０１６３】
　また上記実施形態では、第３可動物１３２の６個の演出物が、第１可動物７０に収納さ
れる収納状態と、液晶ディスプレイ３２の一部を覆うように出現する出現状態との間で動
作する例を挙げて説明したが、６個の演出物が、ベース部１３４に収納されない２つの状
態の間で動作するようにしてもよい。例えば６個の演出物が、液晶ディスプレイ３２の表
示領域を覆わないが遊技者が視認可能な第１出現状態と、液晶ディスプレイ３２の表示領
域の一部を覆う第２出現状態との間で動作するようにしてもよい。また、６個の演出物が
、液晶ディスプレイ３２の表示領域とは無関係に２つの状態の間で動作するようにしても
よい。
【０１６４】
　また上記実施形態では、第３可動物１３２の６個のスライダのそれぞれが、基準位置と
限界位置との間で往復可能に直線移動する例を挙げて説明したが、第３可動物１３２の６
個のスライダのそれぞれが、基準位置と限界位置との間で往復可能に回転移動するように
してもよい。
【０１６５】
　また上記実施形態では、第３可動物１３２の６個の演出物が、それぞれの先端が横方向
を指す状態と上方向を指す状態との間で動作する例を挙げて説明したが、６個の演出物が
、それぞれの先端が下方向を指す下向き状態（第１状態）と横方向を指す横向き状態（第
２状態）との間で動作するようにしてもよい。このようにしても、６個の演出物は自重に
より横向き状態から下向き状態に復帰することができる。
【０１６６】
　また上記実施形態では、左長スライダ１４８の上面を平面に形成することにより、左長
スライダ１４８の上面に左小接触端１８４の頂点を接触させながら左長スライダ１４８が
左方向へスライドして、演出物左小１２０を出現状態に維持させる例を挙げて説明したが
、左長スライダ１４８の上面を上下方向に起伏のある曲面に形成することにより、左長ス
ライダ１４８の上面に左小接触端１８４の頂点を接触させながら左長スライダ１４８が左
方向へスライドすると、演出物左小１２０が起伏に沿って回転しつつ出現状態に維持され
るようにしてもよい。
【０１６７】
　また上記実施形態では、現在の遊技状態が確変大当たり状態あるいは通常大当たり状態
である場合に、第１可動物７０および第２可動物７２を上限位置となるまで上昇させる例
を挙げて説明したが、現在の遊技状態が確変状態や時短状態あるいは通常状態における特
定の演出状態である場合に、第１可動物７０および第２可動物７２を上限位置となるまで
上昇させるようにしてもよい。また現在の遊技状態が特定遊技状態である場合に、第３可
動物１３２を動作させるようにしてもよい。
【０１６８】
　また上記実施形態では、特定のリーチパターンが選択された場合に第３可動物１３２を
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７０および第２可動物７２を動作させるようにしてもよい。
【０１６９】
　また上記実施形態では、第１可動物７０および第２可動物７２が下限位置に維持された
状態で第３可動物１３２が動作する例を挙げて説明したが、第１可動物７０あるいは第２
可動物７２が下限位置から上昇した状態で第３可動物１３２が動作するようにしてもよい
し、第１可動物７０あるいは第２可動物７２が上昇あるいは下降しながら第３可動物１３
２が動作するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１７０】
２　外枠、４　遊技領域、６　遊技盤、８　ガラスユニット、１０　前枠、
１２　前枠ランプ、１４　スピーカー、１６　上皿、１８　払出口、
２０　グリップユニット、２２　供給口、２４　下皿、２６　演出ボタン、
２８　外レール、３０　内レール、３２　液晶ディスプレイ、３４　ディスプレイ枠、
３６　演出ユニット、３８　ディスプレイ枠ランプ、４０　通過ゲート、
４２　始動入賞口、４４　普通役物、４６　大入賞口、４８　特別役物、
５０　アウト口、７０　第１可動物、７２　第２可動物、７４　可動物ユニット、
７６　左シャフト、７８　右シャフト、８０　第１モーター、８２　第１モーターギア、
８４　上下ラックギア、８６　左定荷重バネ、８８　右定荷重バネ、
９０　スライドレール、９２　アーム軸、９４　アーム、９６　押上部、
９８　ねじりバネ、１００　維持部、１０２　開口部、１０４　制限部、
１０６　接触部、１０８　外縁部、１１０　第１レンズ、１１２　第１ＬＥＤ、
１１４　第２レンズ、１１６　表示プレート、１２０　演出物左小、
１２２　演出物右小、１２４　演出物左中、１２６　演出物右中、１２８　演出物左大、
１３０　演出物右大、１３２　第３可動物、１３４　ベース部、１３６　第１パーツ、
１３８　第２パーツ、１４０　左小軸、１４２　左小軸受け、１４４　右小軸、
１４６　右小軸受け、１４８　左長スライダ、１５０　右長スライダ、
１５２　第１左スライド穴、１５４　第１右スライド穴、１５６　第１左連結棒、
１５８　第１右連結棒、１６０　第２モーター、１６２　第２モーターギア、
１６４　左アイドルギア、１６６　左駆動ギア、１６８　第１右アイドルギア、
１７０　第２右アイドルギア、１７２　右駆動ギア、１７４　左長ラックギア、
１７６　右長ラックギア、１７８　突起部、１８０　右小接触端、１８２　接触片、
１８４　左小接触端、１８６　第３パーツ、１８８　左中軸、１９０　左中軸受け、
１９２　右中軸、１９４　右中軸受け、１９６　左中スライダ、１９８　右中スライダ、
２００　第２左スライド穴、２０２　第２右スライド穴、２０４　第２左連結棒、
２０６　第２右連結棒、２０８　左中スライド穴、２１０　右中スライド穴、
２１２　左中接触端、２１４　右中接触端、２１６　第４パーツ、２１８　左大軸、
２２０　左大軸受け、２２２　右大軸、２２４　右大軸受け、２２６　左短スライダ、
２２８　右短スライダ、２３０　左短スライド穴、２３２　右短スライド穴、
２３４　左短突出部、２３６　左大接触端、２３８　右短突出部、２４０　右大接触端、
２４２　第２ＬＥＤ、５００　メイン基板、６００　サブ基板、
５０２　通過ゲートセンサ、５０４　始動入賞口センサ、５０６　大入賞口センサ、
５０８　払出センサ、５２０　普通役物駆動装置、５２２　特別役物駆動装置、
５２４　払出装置、６０２　演出ボタンスイッチ、６２０　演出表示装置、
６２２　音響装置、６２４　可動物駆動装置、６２６　演出装置、
５４０　乱数発生手段、５４２　普通抽選手段、５４４　普通駆動制御手段、
５４６　特別抽選手段、５４８　遊技状態移行制御手段、５５０　特別駆動制御手段、
５５２　払出制御手段、５５４　通信制御手段、５７０　メインメモリ、
６４０　演出制御手段、６７０　サブメモリ、
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