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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の演出図柄を表示する演出表示装置と、前記演出表示装置を収容する枠部材と、前
記演出表示装置の前方を移動する演出部材と、前記演出部材の移動を制御する演出制御部
と、を有する遊技機であって、
　前記演出部材は、前記演出表示装置の前方一方側に出没する第１演出部材と、前記演出
表示装置の前方他方側に出没する第２演出部材と、を有し、
　前記第１演出部材及び前記第２演出部材を移動させ、前記第１演出部材と前記第２演出
部材とを交差させて位置が入れ替わった前記第１演出部材及び前記第２演出部材が一体と
なって所定の形状が完成するものであり、
　前記第１演出部材は、第１装飾本体部と、前記第１装飾本体部の位置に基づいて前記第
１装飾本体部から露出し、あるいは前記第１装飾本体部に収納される第１装飾可動部と、
を有し、
　前記第２演出部材は、第２装飾本体部と、前記第２装飾本体部の位置に基づいて前記第
２装飾本体部から露出し、あるいは前記第２装飾本体部に収納される第２装飾可動部と、
を有し、
　前記枠部材は、前記第１演出部材が前記演出表示装置の前方一方側に退避した位置で、
前記第１装飾可動部を前記第１装飾本体部に収納させる第１ガイド部と、前記第２演出部
材が前記演出表示装置の前方他方側に退避した位置で、前記第２装飾可動部を前記第２装
飾本体部に収納させる第２ガイド部と、を有することを特徴とする遊技機。
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【請求項２】
　前記第１装飾可動部は、前記第１装飾本体部に設けられた軸部の軸回りに回動可能に設
けられ、
　前記第２装飾可動部は、前記第２装飾本体部に設けられた軸部の軸回りに回動可能に設
けられ、
　前記第１装飾可動部は、前記第１ガイド部から圧力が作用していない状態で、第１弾性
部材の所定の弾性力を受けて前記第１装飾本体部から露出する状態で維持され、
　前記第２装飾可動部は、前記第２ガイド部から圧力が作用していない状態で、第２弾性
部材の所定の弾性力を受けて前記第２装飾本体部から露出する状態で維持され、
　前記第１演出部材が前記演出表示装置の前方一方側に退避した位置で、前記第１ガイド
部から前記第１装飾可動部に対して作用する圧力により前記第１弾性部材の前記弾性力に
対抗して前記第１装飾可動部が回動し前記第１装飾本体部に収納され、
　前記第２演出部材が前記演出表示装置の前方他方側に退避した位置で、前記第２ガイド
部から前記第２装飾可動部に対して作用する圧力により前記第２弾性部材の前記弾性力に
対抗して前記第２装飾可動部が回動し前記第２装飾本体部に収納されることを特徴とする
請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１ガイド部は、前記第１演出部材が前記演出表示装置の前方一方側に退避すると
きに、前記第１装飾本体部の移動に伴い前記第１装飾可動部が通過する第１リブであり、
　前記第２ガイド部は、前記第２演出部材が前記演出表示装置の前方他方側に退避すると
きに、前記第２装飾本体部の移動に伴い前記第２装飾可動部が通過する第２リブであるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球や遊技メダルなどの遊技媒体を用いて遊技を行うパチンコ機及びスロ
ットマシンなどの遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機の中には、演出表示装置の液晶画面（表示面）を遮蔽可能な演出部材（可
動役物）を備えた遊技機が知られている（下記特許文献１参照）。演出部材は、液晶画面
の前方を移動することにより、液晶画面を遮蔽するもの（下記特許文献１の図３等参照）
であるが、遊技性を向上させるために液晶画面の大型化すると、液晶画面を遮蔽するため
の演出部材も大型化する必要がある。
【０００３】
　しかしながら、このような演出部材は、液晶画面を露出させる際に、液晶画面の前方か
ら退避させなければならないが、演出部材を大型化すると、演出部材を退避させるための
スペースが大型化して、遊技領域が狭くなる問題が生じる。このため、液晶画面の大型化
が抑制されて、遊技性が低下するおそれがある。
【０００４】
　ここで、下記特許文献１の図１４等には、演出部材が折り畳まれて、液晶画面を露出さ
せる構成の演出部材が開示されている。詳細には、演出部材が同一平面上に開いた状態で
液晶画面を遮蔽することができ、また、演出部材が折り畳まれて液晶画面が露出する構成
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－４０４１３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、演出部材が折り畳まれて液晶画面が露出する構成では、演出部材が折り畳ま
れると、液晶画面の前方に前後方向に広いスペースが必要となる。このため、液晶画面の
前方には、演出部材の折り畳み動作を確保するために、前後方向にわたって広がる大きな
スペースを確保する必要がある。特に、遊技性を高めるために、液晶画面を大型化すると
、液晶画面を遮蔽する演出部材も大型化させる必要があるが、折り畳み動作の演出部材が
大型化すると、液晶画面の前方には、一層広いスペースを確保しなければならない。これ
により、遊技者と液晶画面との距離が増大して、液晶画面で変動表示させる図柄が遊技者
から遠くなり、迫力に欠けて遊技性を訴えることが困難になる。
【０００７】
　その一方、液晶画面の前方に設けるスペースを小さくするために、演出部材を小型化す
ると、液晶画面も小型化しなければならず、上述した通り、遊技性が低下する問題が生じ
る。
【０００８】
　そこで、本発明は、液晶画面（演出表示装置の表示面）及び演出部材を小型化すること
なく、小さなスペースで演出部材の動作を実現す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】
【０００９】
　第１発明は、所定の演出図柄を表示する演出表示装置と、前記演出表示装置を収容する
枠部材と、前記演出表示装置の前方を移動する演出部材と、前記演出部材の移動を制御す
る演出制御部と、を有する遊技機であって、前記演出部材は、前記演出表示装置の前方一
方側に出没する第１演出部材と、前記演出表示装置の前方他方側に出没する第２演出部材
と、を有し、前記第１演出部材及び前記第２演出部材を移動させ、前記第１演出部材と前
記第２演出部材とを交差させて位置が入れ替わった前記第１演出部材及び前記第２演出部
材が一体となって所定の形状が完成するものであり、前記第１演出部材は、第１装飾本体
部と、前記第１装飾本体部の位置に基づいて前記第１装飾本体部から露出し、あるいは前
記第１装飾本体部に収納される第１装飾可動部と、を有し、前記第２演出部材は、第２装
飾本体部と、前記第２装飾本体部の位置に基づいて前記第２装飾本体部から露出し、ある
いは前記第２装飾本体部に収納される第２装飾可動部と、を有し、前記枠部材は、前記第
１演出部材が前記演出表示装置の前方一方側に退避した位置で、前記第１装飾可動部を前
記第１装飾本体部に収納させる第１ガイド部と、前記第２演出部材が前記演出表示装置の
前方他方側に退避した位置で、前記第２装飾可動部を前記第２装飾本体部に収納させる第
２ガイド部と、を有することを特徴とする遊技機。
【００１０】
　第１発明によれば、第１演出部材及び第２演出部材を移動させ、交差させ、位置が入れ
替わった第１演出部材及び第２演出部材が一体となって所定の形状を完成するものであり
、演出表示装置の全体に及ぶような大きな演出部材である。このような第１演出部材が演
出表示装置の前方一方側に退避した位置で、第１装飾可動部が第１ガイド部により第１装
飾本体部に収納される。また、第２演出部材が演出表示装置の前方他方側に退避した位置
で、第２装飾可動部が第２ガイド部により第２装飾本体部に収納される。これにより、演
出表示装置の前方から各演出部材が退避したときには、各装飾可動部が各装飾本体部に収
納されるため、各演出部材を小型化することきができる。この結果、遊技性を向上させる
ために演出表示装置を大型化して、各演出部材も大型化する必要が生じた場合でも、各演
出部材を演出表示装置の前方から退避させるときに、演出部材を一時的に小型化すること
ができるため、各演出部材の退避スペースを小さくすることができる。
【００１１】
　第２発明は、第１発明において、前記第１装飾可動部は、前記第１装飾本体部に設けら
れた軸部の軸回りに回動可能に設けられ、前記第２装飾可動部は、前記第２装飾本体部に
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設けられた軸部の軸回りに回動可能に設けられ、前記第１装飾可動部は、前記第１ガイド
部から圧力が作用していない状態で、第１弾性部材の所定の弾性力を受けて前記第１装飾
本体部から露出する状態で維持され、前記第２装飾可動部は、前記第２ガイド部から圧力
が作用していない状態で、第２弾性部材の所定の弾性力を受けて前記第２装飾本体部から
露出する状態で維持され、前記第１演出部材が前記演出表示装置の前方一方側に退避した
位置で、前記第１ガイド部から前記第１装飾可動部に対して作用する圧力により前記第１
弾性部材の前記弾性力に対抗して前記第１装飾可動部が回動し前記第１装飾本体部に収納
され、前記第２演出部材が前記演出表示装置の前方他方側に退避した位置で、前記第２ガ
イド部から前記第２装飾可動部に対して作用する圧力により前記第２弾性部材の前記弾性
力に対抗して前記第２装飾可動部が回動し前記第２装飾本体部に収納されることを特徴と
する。
【００１２】
　第２発明によれば、第１演出部材が演出表示装置の前方一方側に退避した位置で、第１
ガイド部から第１装飾可動部に対して作用する圧力により第１弾性部材の弾性力に対抗し
て第１装飾可動部が回動し第１装飾本体部に収納される。また、第２演出部材が演出表示
装置の前方他方側に退避した位置で、第２ガイド部から第２装飾可動部に対して作用する
圧力により第２弾性部材の弾性力に対抗して第２装飾可動部が回動し第２装飾本体部に収
納される。これにより、各装飾可動部を各装飾本体部に対して軸部回りに回動させるだけ
で、各演出部材を容易に小型化することができる。また、各装飾可動部が各装飾本体部に
収納されることにより、各演出部材の体積が増大することがない。
【００１３】
　第３発明は、第１発明又は第２発明において、前記第１ガイド部は、前記第１演出部材
が前記演出表示装置の前方一方側に退避するときに、前記第１装飾本体部の移動に伴い前
記第１装飾可動部が通過する第１リブであり、前記第２ガイド部は、前記第２演出部材が
前記演出表示装置の前方他方側に退避するときに、前記第２装飾本体部の移動に伴い前記
第２装飾可動部が通過する第２リブであることを特徴とする。
【００１４】
　第３発明によれば、第１ガイド部は、第１演出部材が演出表示装置の前方一方側に退避
するときに、第１装飾本体部の移動に伴い第１装飾可動部が通過する第１リブであるため
、第１装飾可動部が通過するだけで第１装飾可動部を回動させて第１装飾本体部に収納す
ることができる。第２ガイド部は、第２演出部材が演出表示装置の前方他方側に退避する
ときに、第２装飾本体部の移動に伴い第２装飾可動部が通過する第２リブであるため、第
２装飾可動部が通過するだけで第２装飾可動部を回動させて第２装飾本体部に収納するこ
とができる。これらにより、各装飾可動部が各リブ上を移動するだけで、各装飾可動部を
各装飾本体部に容易に収納させることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、液晶画面（演出表示装置の表示面）及び演出部材を小型化することな
く、小さなスペースで演出部材の動作を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る遊技機の遊技盤の正面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る遊技機の電子制御装置の一部の構成を示すブロック
図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る遊技機の電子制御装置を構成するサブ制御基板を説
明するための説明図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に演出部材が取り付けられた状態の
斜視図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材が第２停
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止位置で停止している状態の正面図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材が交差し
ている状態の正面図である。
【図８】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材が退避し
ている状態の正面図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の要部を
拡大した説明図である。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の一方
の駆動機構の一部を示した斜視図である。
【図１１】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の一方
の駆動機構の一部を図１０とは別の角度から示した斜視図である。
【図１２】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の他方
の駆動機構の一部を示した斜視図である。
【図１３】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の他方
の駆動機構の一部を図１２とは別の角度から示した斜視図である。
【図１４】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた下側ガイド軸を
示した斜視図である
【図１５】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の一方
の装飾可動部が装飾本体部から完全に露出した状態の説明図である。
【図１６】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の一方
の装飾可動部の一部が装飾本体部に収納される状態の説明図である。
【図１７】本発明の第１実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の一方
の装飾可動部が装飾本体部に完全に収納された状態の説明図である。
【図１８】本発明の第１実施形態に係る遊技機の演出部材が初期位置にある状態において
演出図柄が表示された演出表示装置を示した概念図である。
【図１９】本発明の第１実施形態に係る遊技機の演出部材が初期位置から第１停止位置に
移動する過程において演出図柄が表示された演出表示装置を示した正面図である。
【図２０】本発明の第１実施形態に係る遊技機の演出部材が第１停止位置にある状態にお
いて演出図柄が表示された演出表示装置を示した正面図である。
【図２１】本発明の第１実施形態に係る遊技機の演出部材が第１停止位置から第２停止位
置に移動する過程において演出図柄が表示された演出表示装置を示した正面図である。
【図２２】本発明の第１実施形態に係る遊技機の演出部材が第２停止位置にある状態にお
いて演出図柄が表示された演出表示装置を示した正面図である。
【図２３】本発明の第２実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の一方
の装飾可動部が装飾本体部から完全に露出した状態の説明図である。
【図２４】本発明の第２実施形態に係る遊技機の電子制御装置を構成するサブ制御基板を
説明するための説明図である。
【図２５】本発明の第３実施形態に係る遊技機の枠部材に取り付けられた演出部材の一方
の装飾可動部が装飾本体部から完全に露出した状態の説明図である。
【図２６】本発明の第３実施形態に係る遊技機の電子制御装置を構成するサブ制御基板を
説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、本発明の第１実施形態に係る遊技機について、図面を参照して説明する。なお、
本実施形態では本発明を弾球遊技機の一例であるパチンコ機に適用した構成を説明する。
また、本明細書において、「左（側）」とは、遊技機と対面する遊技者を基準として左側
を意味し、「右（側）」とは、遊技機と対面する遊技者を基準として右側を意味する。さ
らに、「上（側）」とは、遊技機と対面する遊技者を基準として上側を意味し、「下（側
）」とは、遊技機と対面する遊技者を基準として下側を意味する。また、「前後方向」と
は、遊技機と対面する遊技者を基準として遊技機の奥行き方向を意味する。また、「前方
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」とは、遊技盤の表面を基準として遊技者側を意味する。さらに、また、「後方」とは、
遊技盤の表面を基準として遊技者側と反対側を意味する。
【００１８】
　図１に示すように、第１実施形態に係るパチンコ機（遊技機）１０の前面部には、主と
して、外枠１２と、内枠１４と、前面枠１６と、上皿部１８と、下皿部２０と、施錠装置
２２と、発射ハンドル２４などが設けられている。
【００１９】
　外枠１２は、木製の板状体を略長方形の額縁状に組立て固着したものである。内枠１４
は、全体がプラスチック製で、外枠１２に対して開閉可能に軸支されている。また、内枠
１４の右端中央からやや下方には、施錠装置２２が設けられている。
【００２０】
　前面枠１６は、本発明の前面扉の一具体例を示すもので、パチンコ機１０の前面部全体
の約２／３のサイズを占め、内枠１４の左端に開閉可能となるように軸支されている。ま
た、前面枠１６は、全体がプラスチック製であり、遊技盤２６（図２参照）を前方から視
認するべく、遊技盤２６に形成された遊技領域２８（図２参照）の形状に対応して略円形
に形成された開口部３０を有している。また、前面枠１６の裏面には、ガラス板３２がガ
ラス枠（図示省略）によって取り付けられている。そして、遊技者を基準とすれば、遊技
盤２６に形成された遊技領域２８はガラス板３２の後方に位置するようになっている。
【００２１】
　また、前面枠１６の下方側には、上皿部１８が設けられている。この上皿部１８には、
演出ボタン４０と、球貸操作部１５５と、がそれぞれ設けられている。
【００２２】
　また、上皿部１８の下方側には、下皿部２０が設けられている。また、下皿部２０の右
下方側には、遊技球を発射させるための発射ハンドル２４が設けられている。この発射ハ
ンドル２４には、発射レバー４４と、発射停止ボタン４６がそれぞれ設けられている。
【００２３】
　また、下皿部２０の左右下方側には、所定の効果音を出力するための各サブスピーカ４
８がそれぞれ設けられている。
【００２４】
　また、内枠１４には、遊技領域２８の形状に合致した開口部（図示省略）が形成されて
いる。この内枠１４の内側面には、遊技盤２６が取り付けられる。これにより、遊技者は
、遊技盤２６の遊技領域２８を内枠１４の開口部及び前面枠１６の開口部３０を通して視
認することができる。
【００２５】
　さらに、パチンコ機１０の正面左側には、球貸装置１５４が設けられている。本実施形
態では、球貸装置１５４として、ＣＲユニットが適用されている。この球貸装置１５４に
は、プリペイドカードを挿入するカード挿入口１５７が形成されている。なお、球貸装置
１５４として、現金ユニットを設けた構成でもよい。この現金ユニットには、カード挿入
口１５７に替えて、現金を入れるための現金投入口（図示省略）が形成されている。
【００２６】
　また、球貸操作部１５５には、球貸しを要求するための球貸スイッチ１５６、カード挿
入口１５７に挿入されたプリペイドカードの返却を要求するための返却スイッチ１５８と
、がそれぞれ設けられている。
【００２７】
　例えば、球貸装置１５４のカード挿入口１５７にプリペイドカードを挿入すると、プリ
ペイドカードの記憶情報が球貸装置１５４内部のカードリードライタにより読み取られる
。プリペイドカードの残り度数が「０」である場合には、カード挿入口１５７から自動的
にプリペイドカードが返却される。一方、プリペイドカードの残り度数が「０」でない場
合には、球貸スイッチ１５６を押圧操作すると、カードリードライタによりプリペイドカ
ードの残り度数が減算されてプリペイドカードの記憶情報が書き換えられると共に、その
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減算された度数（貸出金額）に対応する個数が引かれて、遊技球（貸球）が払出装置１６
１から上皿部１８に案内される。このとき、例えば、プリペイドカードの残り度数が減算
されて「０」となった場合には、カード挿入口１５７から自動的にプリペイドカードが返
却される。
【００２８】
　なお、球貸装置１５４として現金ユニットを用いる構成では、球貸装置の現金投入口に
現金を投入すると、現金が球貸装置内部のキャッシュカウンタによりカウントされる。投
入金額が所定の額に到達した後、球貸スイッチを押圧操作すると、キャッシュカウンタに
より投入金額が減額されていくとともに、その減額された金額（貸出金額）に対応する個
数が引かれて、遊技球（貸球）が払出装置１６１から上皿部１８に案内される。
【００２９】
　次に、遊技盤２６の表面構造について説明する。
【００３０】
　図２に示すように、遊技盤２６は、内枠１４に保持されるとともに、裏機構盤によりそ
の背面側が覆われている。遊技盤２６には、遊技盤２６の表面に設けられた外レール５０
と内レール５２とにより略円形状の遊技領域２８が形成されている。遊技領域２８の内部
には、主として、始動口５６Ｂと、センター役物６４と、ワープ入球口５８と、多数の障
害釘６０等と、がそれぞれ配設されている。
【００３１】
　センター役物６４は、遊技領域２８の略中央部に配置されており、主として、演出図柄
表示装置（演出表示装置）６２と、ランプ類６６と、演出図柄表示装置６２の表示面６２
Ａの前方に移動可能に設けられた演出部材３００と、を備えている。
【００３２】
　演出図柄表示装置６２は、主制御基板１０２（図３参照）やサブ制御基板１０６（図３
参照）からの制御信号に基づいて表示制御されており、略長方形状の表示面（表示領域）
６２Ａを有している。この表示面６２Ａ上には、特別図柄の演出図柄が表示される。具体
的には、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａ上には、１又は複数の演出図柄を所定の方
向に次々と変動させながら表示した後、停止表示する演出図柄表示領域が形成されている
。すなわち、左演出図柄を表示する左演出図柄表示領域、中央演出図柄を表示する中央演
出図柄表示領域、及び右演出図柄を表示する右演出図柄表示領域が、略横一列となる配置
方向に沿って並んで形成されている（それぞれ図示省略）。各演出図柄表示領域は、これ
らの表示領域の配置方向と略直交する方向（上下方向）に図柄変動方向が設定されており
、その方向に複数の演出図柄が順次表示されていく。
【００３３】
　演出図柄表示装置６２は、遊技球が始動口５６Ｂに入球することにより、その表示面の
表示領域に表示される各演出図柄をそれぞれ変動させて停止表示させるものである。そし
て、例えば、演出図柄が「７、７、７」の３桁同一図柄で揃って停止表示（確定表示）す
ると、変動入賞装置８０に配設された大入賞装置８４の大入賞口８６が開放される。本実
施形態のパチンコ機１０では始動口５６Ｂに遊技球が入球すると、各演出図柄がそれぞれ
変動され、演出図柄が３桁同一図柄で揃うことにより、「大当り」という特定価値を付与
するものである。
【００３４】
　ここで、本実施形態のパチンコ機１０では、例えば、大当りとして２種類のものが予め
設定されている。具体的には、「７、７、７」などの同一の奇数数字の演出図柄が３桁揃
うことにより成立する確変大当りがある。また、「８、８、８」などの同一の偶数数字の
演出図柄が３桁揃うことにより成立する通常大当りがある。
【００３５】
　確変大当り及び通常大当りは、比較的多くのラウンド数（例えば、１５ラウンド）を有
し、大入賞口８６の開放時間が約２６秒間である大当りである。このため、賞球数が比較
的多くなる。なお、各大当りでは、大入賞口８６に所定数（例えば、１０個）の遊技球が
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入球するか、あるいは所定数（例えば、１０個）の遊技球が入球しなくても所定時間（例
えば、２６秒間）が経過したときに大入賞口８６が閉じられて１ラウンドが終了する。
【００３６】
　また、確率変動状態は、大当り（確変大当り及び通常大当りの２種類の大当りを意味す
る）に移行する確率が予め定められた高確率となる状態である。また、開放時間延長状態
は、始動口５６Ｂの開放時間が通常よりも延長される状態である。例えば、通常の開放時
間は、約０．１秒間であるのに対して、開放時間延長状態では、約４秒間に延長される。
なお、始動口５６Ｂは、普通図柄の抽選に当選することにより開放するもので、普通電動
役物として機能する。
【００３７】
　また、確変大当りの後は、大当りに移行する確率が、通常遊技状態と比べ予め定められ
た高確率となる、特別図柄の確率変動状態になる。そして、次回大当りが発生するまでの
間か、あるいは規定回数（例えば、１００００回）の特別図柄の変動表示が行われるまで
の間、特別図柄及び普通図柄の変動時間が短縮され、かつ始動口５６Ｂの開放延長機能が
作動する。また、通常大当りの後は、大当りに移行する確率が通常遊技状態と同一の予め
定められた低確率状態となるとともに、規定回数（例えば、１００回）だけ特別図柄及び
普通図柄の変動時間が短縮され、かつ始動口５６Ｂの開放延長機能が作動する時短遊技状
態となる。
【００３８】
　センター役物６４は、演出図柄表示装置６２の前面周辺部に突設して装着されている。
センター役物６４は、可動する一対の翼片部６４Ａを有している。この翼片部６４Ａの可
動によりワープ入球口５８の開口面積が変化する。
【００３９】
　演出図柄表示装置６２の近傍には、演出部材３００が設けられている。
　ここで、本発明の要部である演出部材３００の構成について詳細に説明する。
【００４０】
　図５乃至図９に示すように、演出部材３００は、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａ
の前方右側に出没可能な第１半円リング部材（第１演出部材）３０２を備えている。第１
半円リング部材３０２は、演出図柄表示装置６２の表示面（液晶画面）６２Ａの前方左側
に突出した第１装飾本体部３０４と、第１装飾本体部３０４の湾曲上端部に取り付けられ
た第１上側装飾可動部（第１装飾可動部）３０６と、第１装飾本体部３０４の湾曲下端部
に取り付けられた第１下側装飾可動部（第１装飾可動部）３０８と、を備えている。第１
装飾本体部３０４は、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方左側に突出するように
全体として湾曲状に形成されている。第１装飾本体部３０４の表面には、ＬＥＤなどの第
１発光素子３１０（図１８から図２２参照）が設けられている。第１上側装飾可動部３０
６及び第１下側装飾可動部３０８には、所定のキャラクタなどのデザインが描かれ、ある
いは発光素子３１０（図２１参照）が取り付けられている。このため、第１装飾本体部３
０４、第１上側装飾可動部３０６及び第１下側装飾可動部３０８は、それぞれ装飾機能を
有している。なお、第１発光素子３１０は、装飾駆動基板（演出制御部、図４参照）１１
４を介して発光制御される。
【００４１】
　第１装飾本体部３０４の湾曲上端部には、第１上側装飾可動部３０６が収納される収納
溝３１２（図９参照）が形成されている。また、第１装飾本体部３０４の湾曲上端部であ
って収納溝３１２の近傍には、軸部３１４が形成されている。この軸部３１４の軸回りに
、第１上側装飾可動部３０６が回動する。また、軸部３１４の軸回りには、ねじりばね（
第１弾性部材）３１６が取り付けられている。ねじりばね３１６の一方の端部は、第１上
側装飾可動部３０６を押圧可能に接触し、他方の端部は、第１装飾本体部３０４の内部の
突起部３１８で移動不可能に支持されている。そして、ねじりばね３１６は、第１上側装
飾可動部３０６が第１装飾本体部３０４から露出している状態を維持するように第１上側
装飾可動部３０６に対して所定の圧力（弾性力）を常に作用させている。このため、第１
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上側装飾可動部３０６に対してねじりばね３１６の弾性力に対抗する外力が作用していな
い状態では、第１上側装飾可動部３０６が第１装飾本体部３０４から常に露出しており、
その状態が維持される（図５乃至図７参照）。
【００４２】
　また、図９に示すように、第１上側装飾可動部３０６は、第１装飾本体部３０４から露
出する可動部本体３０６Ａと、第１装飾本体部３０４の内部に常に隠れている回動片３０
６Ｂと、可動部本体３０６Ａに取り付けられ第１上側リブ（第１ガイド部、第１リブ）３
２０の表面上を滑るリンク部３０６Ｃと、で構成されている。この可動部本体３０６Ａの
表面には、所定のデザインなどが描かれ、あるいは第１発光素子３１０が取り付けられて
装飾機能を発揮する。
【００４３】
　回動片３０６Ｂには貫通孔が形成され、この貫通孔に軸部３１４が貫通している。この
ため、第１上側装飾可動部３０６は、上述した通り、第１装飾本体部３０４の湾曲上端部
に設けられた軸部３１４の軸回りに回動可能になる。ここで、第１上側装飾可動部３０６
の回動方向は、ねじりばね３１６の弾性力の大きさと、後述する枠部材３５０の第１上側
リブ３２０からの圧力の大きさとの大小関係により、決定される。第１上側装飾可動部３
０６が軸部３１４の軸回りを外側に回動することにより、第１上側装飾可動部３０６の可
動部本体３０６Ａが第１装飾本体部３０４から露出し、第１上側装飾可動部３０６が軸部
３１４の軸回りを内側に回動することにより、第１上側装飾可動部３０６の可動部本体３
０６Ａが第１装飾本体部３０４の内部に収納する。
【００４４】
　リンク部３０６Ｃは、第１装飾本体部３０４の左右方向に移動に伴い、後述の第１上側
リブ３２０の湾曲傾斜した表面上を通過する。具体的には、第１装飾本体部３０４が表示
面６２Ａの前方を右側方向に移動して表示面６２Ａの前方から退避する場合には、リンク
部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面上に導かれて通過し、このとき、第１上側リブ３
２０からリンク部３０６Ｃを介して第１上側装飾可動部３０６に作用する圧力が次第に大
きくなっていく。やがて、ねじりばね３１６の弾性力よりも第１上側リブ３２０からリン
ク部３０６Ｃを介して第１上側装飾可動部３０６に作用する圧力が大きくなることから、
可動部本体３０６Ａは、第１上側装飾可動部３０６がねじりばね３１６の弾性力に対抗す
る形で軸部３１４の軸回りに回動して第１装飾本体部３０４の内部に収納される。一方、
第１装飾本体部３０４が表示面６２Ａの前方を左側方向に移動して表示面６２Ａの前方に
位置する場合には、リンク部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面上を通過し、やがて第
１上側リブ３２０の表面上から離脱する。このとき、第１上側リブ３２０からリンク部３
０６Ｃを介して第１上側装飾可動部３０６に作用する圧力が次第に小さくなっていく。や
がて、第１上側リブ３２０からリンク部３０６Ｃを介して第１上側装飾可動部３０６に作
用する圧力よりもねじりばね３１６の弾性力が大きくなることから、可動部本体３０６Ａ
は、第１上側装飾可動部３０６が軸部３１４の軸回りに反対方向に回動して、第１装飾本
体部３０４から露出する。
【００４５】
　図５乃至図８に示すように、第１装飾本体部３０４の湾曲下端部に、第１下側装飾可動
部３０８が設けられている。なお、第１下側装飾可動部３０８の構成は、上述した第１上
側装飾可動部３０６の構成と同じ構成であるため、図示化は省略する。すなわち、第１装
飾本体部３０４の湾曲下端部には、第１下側装飾可動部３０８が収納される収納溝（図示
省略）が形成されている。また、第１装飾本体部３０４の湾曲下端部であって収納溝の近
傍には、軸部（図示省略）が形成されている。この軸部の軸回りに、第１下側装飾可動部
３０８が回動する。また、軸部の軸回りには、ねじりばね（図示省略）が取り付けられて
いる。ねじりばねの一方の端部は、第１下側装飾可動部３０８を押圧可能に接触し、他方
の端部は、第１装飾本体部３０４の内部の突起部で移動不可能に支持されている。そして
、ねじりばねは、第１下側装飾可動部３０８が第１装飾本体部３０４から露出している状
態を維持するように第１下側装飾可動部３０８に対して所定の圧力（弾性力）を常に作用
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させている。このため、第１下側装飾可動部３０８に対してねじりばねの弾性力に対抗す
る外力が作用していない状態では、第１下側装飾可動部３０８が第１装飾本体部３０４か
ら常に露出しており、その状態が維持される（図５乃至図７参照）。
【００４６】
　第１下側装飾可動部３０８は、第１装飾本体部３０４から露出する可動部本体３０８Ａ
と、第１装飾本体部３０４の内部に常に隠れている回動片（図示省略）と、可動部本体３
０８Ａに取り付けられ第１下側リブ（第１ガイド部、第１リブ）３２２の表面上を滑るリ
ンク部（図示省略）と、で構成されている。この可動部本体３０８Ａの表面には、所定の
デザインなどが描かれて装飾機能を発揮する。
【００４７】
　回動片には貫通孔が形成され、この貫通孔に軸部（図省略）が貫通している。このため
、第１下側装飾可動部３０８は、上述した通り、第１装飾本体部３０４の湾曲下端部に設
けられた軸部の軸回りに回動可能になる。ここで、第１下側装飾可動部３０８の回動方向
は、ねじりばねの弾性力の大きさと、後述する枠部材３５０の第１下側リブ３２２からの
圧力の大きさとの大小関係により、決定される。第１下側装飾可動部３０８が軸部の軸回
りを外側に回動することにより、第１下側装飾可動部３０８の可動部本体３０８Ａが第１
装飾本体部３０４から露出し、第１下側装飾可動部３０８が軸部の軸回りを内側に回動す
ることにより、第１下側装飾可動部３０８の可動部本体３０８Ａが第１装飾本体部３０４
の内部に収納する。
【００４８】
　リンク部は、第１装飾本体部３０４の左右方向に移動に伴い、後述の第１下側リブ３２
２の表面上を通過する。具体的には、第１装飾本体部３０４が表示面６２Ａの前方を右側
方向に移動して表示面６２Ａの前方から退避する場合には、リンク部が第１下側リブ３２
２の表面上に導かれて通過し、このとき、第１下側リブ３２２からリンク部を介して第１
下側装飾可動部３０８に作用する圧力が次第に大きくなっていく。やがて、ねじりばねの
弾性力よりも第１下側リブ３２２からリンク部を介して第１下側装飾可動部３０８に作用
する圧力が大きくなることから、可動部本体３０８Ａは、第１下側装飾可動部３０８がね
じりばねの弾性力に対抗する形で軸部の軸回りに回動して、第１装飾本体部３０４の内部
に収納される。一方、第１装飾本体部３０４が表示面６２Ａの前方を左側方向に移動して
表示面６２Ａの前方に位置する場合には、リンク部が第１下側リブ３２２の表面上を通過
し、やがて第１下側リブ３２２の表面上から離脱する。このとき、第１下側リブ３２２か
らリンク部を介して第１下側装飾可動部３０８に作用する圧力が次第に小さくなっていく
。やがて、第１下側リブ３２２からリンク部を介して第１下側装飾可動部３０８に作用す
る圧力よりもねじりばねの弾性力が大きくなることから、可動部本体３０８Ａは、第１下
側装飾可動部３０８が軸部の軸回りに反対方向に回動して第１装飾本体部３０４から露出
する。
【００４９】
　また、図１３及び図１４に示すように、第１半円リング部材３０２の第１装飾本体部３
０４の湾曲上端部近傍には、上側取付片３２４が形成されている。また、第１半円リング
部材３０２の第１装飾本体部３０４の湾曲下端部近傍には、下側取付片３２６が形成され
ている。上側取付片３２４は、後述する枠部材３５０に取り付けられ左右方向に沿って延
びる上側ガイド軸４０８上を軸方向に沿って移動する。下側取付片３２６は、後述する枠
部材３５０に取り付けられ左右方向に沿って延びる下側ガイド軸４１０上を軸方向に沿っ
て移動する。また、第１装飾本体部３０４の湾曲上端部近傍に形成された上側取付片３２
４の先端部は、後述するベルト３８２に固定されている。このため、ベルト３８２が移動
すると、第１半円リング部材３０２は、各ガイド軸４０８、４１０の軸方向に沿って各ガ
イド軸４０８、４１０上を移動する。
【００５０】
　図５乃至図８に示すように、演出部材３００は、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａ
の前方右側に出没可能な第２半円リング部材（第２演出部材）３３０を備えている。第２
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半円リング部材３３０は、演出図柄表示装置６２の表示面（液晶画面）６２Ａの前方右側
に突出した第２装飾本体部３３２と、第２装飾本体部３３２の湾曲上端部に取り付けられ
た第２上側装飾可動部（第２装飾可動部）３３４と、第２装飾本体部３３２の湾曲下端部
に取り付けられた第２下側装飾可動部（第２装飾可動部）３３６と、を備えている。第２
装飾本体部３３２は、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方右側に突出するように
全体として湾曲状に形成されている。第２装飾本体部３３２の表面には、ＬＥＤなどの第
２発光素子３３８が設けられている。第２上側装飾可動部３３４及び第２下側装飾可動部
３３６には、所定のキャラクタなどのデザインが描かれ、あるいは発光素子（図省略）が
取り付けられている。このため、第２装飾本体部３３２、第２上側装飾可動部３３４及び
第２下側装飾可動部３３６は、それぞれ装飾機能を有している。なお、第２発光素子３３
８は、装飾駆動基板（演出制御部、図４参照）１１４を介して発光制御される。
【００５１】
　なお、以下の説明では、第２装飾本体部３３２、第２上側装飾可動部３３４及び第２下
側装飾可動部３３６の構成は、第１装飾本体部３０４、第１上側装飾可動部３０６及び第
１下側装飾可動部３０８の構成と同様の構成であるため、細部の図示化は省略する。
【００５２】
　第２装飾本体部３３２の湾曲上端部には、第２上側装飾可動部３３４が収納される収納
溝（図示省略）が形成されている。また、第２装飾本体部３３２の湾曲上端部であって収
納溝の近傍には、軸部（図示省略）が形成されている。この軸部の軸回りに、第２上側装
飾可動部３３４が回動する。また、軸部の軸回りには、ねじりばね（図示省略）が取り付
けられている。ねじりばねの一方の端部は、第２上側装飾可動部３３４を押圧可能に接触
し、他方の端部は、第２装飾本体部２１８の内部の突起部（図示省略）で移動不可能に支
持されている。そして、ねじりばねは、第２上側装飾可動部３３４が第２装飾本体部３３
２から露出している状態を維持するように第２上側装飾可動部３３４に対して所定の圧力
（弾性力）を常に作用させている。このため、第２上側装飾可動部３３４に対してねじり
ばねの弾性力に対抗する外力が作用していない状態では、第２上側装飾可動部３３４が第
２装飾本体部３３２から常に露出しており、その状態が維持される（図５乃至図７参照）
。
【００５３】
　第２上側装飾可動部３３４は、第２装飾本体部３３２から露出する可動部本体３３４Ａ
と、第２装飾本体部３３２の内部に常に隠れている回動片（図示省略）と、可動部本体３
３４Ａに取り付けられ第２上側リブ（第２ガイド部、第２リブ）３４０の表面上を滑るリ
ンク部（図示省略）と、で構成されている。この可動部本体３３４Ａの表面には、所定の
デザインなどが描かれたり、第２発光素子３３８（図１８参照）が取り付けられて装飾機
能を発揮する。
【００５４】
　回動片には貫通孔が形成され、この貫通孔に軸部が貫通している。このため、第２上側
装飾可動部３３４は、上述した通り、第２装飾本体部３３２の湾曲上端部に設けられた軸
部の軸回りに回動可能になる。ここで、第２上側装飾可動部３３４の回動方向は、ねじり
ばねの弾性力の大きさと、後述する枠部材３５０の第２上側リブ３４０からの圧力の大き
さとの大小関係により、決定される。第２上側装飾可動部３３４が軸部の軸回りを外側に
回動することにより、第２上側装飾可動部３３４の可動部本体３３４Ａが第２装飾本体部
３３２から露出し、第２上側装飾可動部３３４が軸部の軸回りを内側に回動することによ
り、第２上側装飾可動部３３４の可動部本体３３４Ａが第２装飾本体部３３２の内部に収
納する。
【００５５】
　リンク部は、第２装飾本体部３３２の左右方向に移動に伴い、第２上側リブ３４０の表
面上を通過する。具体的には、第２装飾本体部３３２が表示面６２Ａの前方を左側方向に
移動して表示面６２Ａの前方から退避する場合には、リンク部が第２上側リブ３４０の表
面上に導かれて通過し、このとき、第２上側リブ３４０からリンク部を介して第２上側装
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飾可動部３３４に作用する圧力が次第に大きくなっていく。やがて、ねじりばねの弾性力
よりも第２上側リブ３４０からリンク部を介して第２上側装飾可動部３３４に作用する圧
力が大きくなることから、可動部本体３３４Ａは、第２上側装飾可動部３３４がねじりば
ねの弾性力に対抗する形で軸部の軸回りに回動して、第２装飾本体部３３２の内部に収納
される。一方、第２装飾本体部３３２が表示面６２Ａの前方を右側方向に移動して表示面
６２Ａの前方に位置する場合には、リンク部が第２上側リブ３４０の表面上を通過し、や
がて第２上側リブ３４０の表面上から離脱する。このとき、第２上側リブ３４０からリン
ク部を介して第２上側装飾可動部３３４に作用する圧力が次第に小さくなっていく。やが
て、第２上側リブ３４０からリンク部を介して第２上側装飾可動部３３４に作用する圧力
よりもねじりばねの弾性力が大きくなることから、可動部本体３３４Ａは、第２上側装飾
可動部３３４が軸部の軸回りに反対方向に回動して、第２装飾本体部３３２から露出する
。
【００５６】
　第２装飾本体部３３２の湾曲下端部は、湾曲上端部と同様の構成を有している。すなわ
ち、第２装飾本体部３３２の湾曲下端部には、第２下側装飾可動部３３６が収納される収
納溝（図示省略）が形成されている。また、第２装飾本体部３３２の湾曲下端部であって
収納溝の近傍には、軸部（図示省略）が形成されている。この軸部の軸回りに、第２下側
装飾可動部３３６が回動する。また、軸部の軸回りには、ねじりばね（図示省略）が取り
付けられている。ねじりばねの一方の端部は、第２下側装飾可動部３３６を押圧可能に接
触し、他方の端部は、第２装飾本体部３３２の内部の突起部（図示省略）で移動不可能に
支持されている。そして、ねじりばねは、第２下側装飾可動部３３６が第２装飾本体部３
３２から露出している状態を維持するように第２下側装飾可動部３３６に対して所定の圧
力（弾性力）を常に作用させている。このため、第２下側装飾可動部３３６に対してねじ
りばねの弾性力に対抗する外力が作用していない状態では、第２下側装飾可動部３３６が
第２装飾本体部３３２から常に露出しており、その状態が維持される（図５乃至図７参照
）。
【００５７】
　第２下側装飾可動部３３６は、第２上側装飾可動部３３４の構成と同じ構成を有してお
り、第２装飾本体部３３２から露出する可動部本体３３６Ａと、第２装飾本体部３３２の
内部に隠れている回動片（図示省略）と、可動部本体３３６Ａに取り付けられ第２下側リ
ブ（第２ガイド部、第２リブ）３４２の表面上を滑るリンク部（図示省略）と、で構成さ
れている。この可動部本体３３６Ａの表面には、所定のデザインなどが描かれて装飾機能
を発揮する。
【００５８】
　回動片には貫通孔が形成され、この貫通孔に軸部（図省略）が貫通している。このため
、第２下側装飾可動部３３６は、上述した通り、第２装飾本体部３３２の湾曲下端部に設
けられた軸部の軸回りに回動可能になる。ここで、第２下側装飾可動部３３６の回動方向
は、ねじりばねの弾性力の大きさと、後述する枠部材３５０の第２下側リブ３４２からの
圧力の大きさとの大小関係により、決定される。第２下側装飾可動部３３６が軸部の軸回
りを外側に回動することにより、第２下側装飾可動部３３６の可動部本体３３６Ａが第２
装飾本体部３３２から露出し、第２下側装飾可動部３３６が軸部の軸回りを内側に回動す
ることにより、第２下側装飾可動部３３６の可動部本体３３６Ａが第２装飾本体部３３２
の内部に収納する。
【００５９】
　リンク部は、第２装飾本体部３３２の左右方向に移動に伴い、後述の第２下側リブ３４
２の表面上を通過する。具体的には、第２装飾本体部３３２が表示面６２Ａの前方を左側
方向に移動して表示面６２Ａの前方から退避する場合には、リンク部が第２下側リブ３４
２の表面上に導かれて通過し、このとき、第２下側リブ３４２からリンク部を介して第２
下側装飾可動部３３６に作用する圧力が次第に大きくなっていく。やがて、ねじりばねの
弾性力よりも第２下側リブ３４２からリンク部を介して第２下側装飾可動部３３６に作用
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する圧力が大きくなることから、可動部本体３３６Ａは、第２下側装飾可動部３３６がね
じりばねの弾性力に対抗する形で軸部の軸回りに回動して、第２装飾本体部３３２の内部
に収納していく。一方、第２装飾本体部３３２が表示面６２Ａの前方を右側方向に移動し
て表示面６２Ａの前方に位置する場合には、リンク部が第２下側リブ３４２の表面上を通
過し、やがて第２下側リブ３４２の表面上から離脱する。このとき、第２下側リブ３４２
からリンク部を介して第２下側装飾可動部３３６に作用する圧力が次第に小さくなってい
く。やがて、第２下側リブ３４２からリンク部を介して第２下側装飾可動部３３６に作用
する圧力よりもねじりばねの弾性力が大きくなることから、可動部本体３３６Ａは、第２
下側装飾可動部３３６が軸部の軸回りに反対方向に回動して、第２装飾本体部３３２から
露出する。
【００６０】
　図１０、図１１及び図１４に示すように、第２半円リング部材３３０の第２装飾本体部
３３２の湾曲上端部近傍には、上側取付片３４４が形成されている。また、第２半円リン
グ部材３３０の第２装飾本体部３３２の湾曲下端部近傍には、下側取付片３４６が形成さ
れている。上側取付片３４４は、後述する枠部材３５０に取り付けられ左右方向に沿って
延びる上側ガイド軸４１２上を軸方向に沿って移動する。下側取付片３４６は、後述する
枠部材３５０に取り付けられ左右方向に沿って延びる下側ガイド軸４１４上を軸方向に沿
って移動する。また、第２装飾本体部３３２の湾曲上端部近傍に形成された上側取付片３
４４の先端部は、後述するベルト４０６に固定されている。このため、ベルト４０６が移
動すると、第２半円リング部材３３０は、各ガイド軸４１２、４１４の軸方向に沿って各
ガイド軸４１２、４１４上を移動する。
【００６１】
　次に、演出図柄表示装置６２を収容し、かつ演出部材３００を移動可能に設けた枠部材
３５０について説明する。
【００６２】
　図５乃至図８に示すように、枠部材３５０の開口部３５２の上縁側には、第１駆動モー
タ３５４及び第２駆動モータ３５６を取り付けるためのモータ台３５８が設けられている
。このモータ台３５８の上面には、第１半円リング部材３０２を移動可能に駆動するため
の第１駆動モータ３５４と、第２半円リング部材３３０を移動可能に駆動するための第２
駆動モータ３５６と、が取り付けられている。なお、第１駆動モータ３５４及び第２駆動
モータ３５６は、装飾駆動基板１１４（図４参照）により駆動制御される。
【００６３】
　図５乃至図８、図１０に示すように、第１駆動モータ３５４は、第２半円リング部材３
３０の退避位置の近傍に配置されている。第１駆動モータ３５４には、第１駆動ギア（図
示省略）が機械的に接続されている。第１駆動ギアは、モータ台３５８の下面に軸回りに
回転可能に取り付けられている。第１駆動モータ３５４が駆動すると、第１駆動ギアが軸
回りに回転する。また、第１駆動ギアには、第１プーリ機構３６２が機械的に接続されて
いる。第１プーリ機構３６２は、モータ台３５８の下面に軸回りに回転可能に取り付けら
れている。図１０に示すように、第１プーリ機構３６２は、第１駆動ギアと噛み合うギア
部３６４と、ギア部３６４と共に回転するプーリ部３６６と、で構成されている。このた
め、第１駆動モータ３５４が駆動して、第１駆動ギアが回転すると、第１プーリ機構３６
２自体も軸回りに回転する。
【００６４】
　図１２及び図１３に示すように、モータ台３５８の下面であって第１半円リング部材３
０２の退避位置の近傍部位には、第１補助プーリ機構３６８が軸回りに回転可能に取り付
けられている。第１補助プーリ機構３６８は、プーリ部３７０と、テンション調整部３７
２と、で構成されている。テンション調整部３７２は、プーリ部３７０を回転可能にかつ
第１プーリ機構３６２のプーリ部３６６に対して相対移動可能に支持する支持部３７４と
、支持部３７４に対して第１プーリ機構３６２のプーリ部３６６側と反対方向（プーリ部
３６６から離れる方向）に向って弾性力を常に作用させる弾性機構３７６と、支持部３７
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４の左右方向の移動を可能にして支持部３７４を支持するロック部３７８と、を有してい
る。詳細には、モータ台３５８には長孔が貫通して形成されており、この長孔に支持部（
図示省略）のアーム３８０が貫通している。ロック部３７８は、このアーム３８０が左右
方向（プーリ部３６６とプーリ部３７０との近接・離間方向）に移動可能になるように、
アーム３８０と係合している。
【００６５】
　図１０乃至図１３に示すように、第１プーリ機構３６２のプーリ部３６６と第１補助プ
ーリ機構３６８のプーリ部３７０との間には、ベルト３８２が掛け渡されている。このた
め、第１プーリ機構３６２のプーリ部３６６が軸回りに回転すると、ベルト３８２に回転
駆動力が伝達され、その回転駆動力は、ベルト３８２を介して第１補助プーリ機構３６８
のプーリ部３７０に伝達される。このため、第１駆動モータ３５４を駆動させると、第１
プーリ機構３６２のプーリ部３６６と第１補助プーリ機構３６８のプーリ部３７０とが回
転する。
【００６６】
　ここで、第１補助プーリ機構３６８のプーリ部３７０には、弾性機構３７６から所定の
弾性力が常時作用しているため、第１プーリ機構３６２のプーリ部３６６と第１補助プー
リ機構３６８のプーリ部３７０とが離れる方向に移動しようとする。このため、第１プー
リ機構３６２のプーリ部３６６と第１補助プーリ機構３６８のプーリ部３７０とに掛け渡
されたベルト３８２には、常に引張力が作用している状態となっている。この結果、ベル
ト３８２の経年変化によりベルト３８２が多少伸びた場合には、第１プーリ機構３６２の
プーリ部３６６と第１補助プーリ機構３６８のプーリ部３７０との離間距離が広くなるた
め、ベルト３８２に作用する引張力の大きさが略一定になる。このため、ベルト３８２が
緩むことを防止でき、第１半円リング部材３０２の安全で円滑な移動動作を維持すること
ができる。
【００６７】
　図５乃至図８、図１２に示すように、第２駆動モータ３５６は、第１半円リング部材３
０２の退避位置の近傍に配置されている。第２駆動モータ３５６には、第２駆動ギア３８
４が機械的に接続されている。第２駆動ギア３８４は、モータ台３５８の下面に軸回りに
回転可能に取り付けられている。第２駆動モータ３５６が駆動すると、第２駆動ギア３８
４が軸回りに回転する。また、第２駆動ギア３８４には、第２プーリ機構３８６が機械的
に接続されている。第２プーリ機構３８６は、モータ台３５８の下面に軸回りに回転可能
に取り付けられている。第２プーリ機構３８６は、第２駆動ギア３８４と噛み合うギア部
３８８と、ギア部３８８と共に回転するプーリ部３９０と、で構成されている。このため
、第２駆動モータ３５６が駆動して、第２駆動ギア３８４が回転すると、第２プーリ機構
３８６も軸回りに回転する。
【００６８】
　図１０及び図１１に示すように、モータ台３５８の下面であって第２半円リング部材３
３０の退避位置の近傍部位には、第２補助プーリ機構３９２が軸回りに回転可能に取り付
けられている。第２補助プーリ機構３９２は、プーリ部３９４と、テンション調整部３９
６と、で構成されている。テンション調整部３９６は、プーリ部３９４を回転可能にかつ
第２プーリ機構３８６のプーリ部２９４に対して相対移動可能に支持する支持部３９８と
、支持部３９８に対して第２プーリ機構３８６のプーリ部３９０側と反対方向（プーリ部
３９０から離れる方向）に向って弾性力を常に作用させる弾性機構４００と、支持部３９
８の左右方向の移動を可能にして支持部３９８を支持するロック部４０２と、を有してい
る。詳細には、モータ台３５８には長孔が貫通して形成されており、この長孔に支持部３
９８のアーム４０４が貫通している。ロック部４０２は、このアーム４０４が左右方向（
プーリ部３９０とプーリ部３９４との近接・離間方向）に移動可能になるように、アーム
４０４と係合している。
【００６９】
　第２プーリ機構３８６のプーリ部３９０と第２補助プーリ機構３９２のプーリ部３９４
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との間には、ベルト４０６が掛け渡されている。このため、第２プーリ機構３８６のプー
リ部３９０が軸回りに回転すると、ベルト４０６に回転駆動力が伝達され、その回転駆動
力は、ベルト４０６を介して第２補助プーリ機構３９２のプーリ部３９４に伝達される。
このため、第１駆動モータ３５４を駆動させると、第２プーリ機構３８６のプーリ部３９
０と第２補助プーリ機構３９２のプーリ部３９４とが回転する。
【００７０】
　ここで、第２補助プーリ機構３９２のプーリ部３９４には、弾性機構４００から所定の
弾性力が常時作用しているため、第２プーリ機構３８６のプーリ部３９０と第２補助プー
リ機構３９２のプーリ部３９４とが離れる方向に移動しようとする。このため、第２プー
リ機構３８６のプーリ部３９０と第２補助プーリ機構３９２のプーリ部３９４とに掛け渡
されたベルト４０６には、常に引張力が作用している状態となっている。この結果、ベル
ト４０６の経年変化によりベルト４０６が多少伸びた場合には、第２プーリ機構３８６の
プーリ部３９０と第２補助プーリ機構３９２のプーリ部３９４との離間距離が広くなるた
め、ベルト４０６に作用する引張力の大きさが略一定になる。このため、ベルト４０６が
緩むことを防止でき、第２半円リング部材３３０の安全で円滑な移動動作を維持すること
ができる。
【００７１】
　また、第１駆動モータ３５４と第２駆動モータ３５６の位置関係は、第１駆動モータ３
５４側が第２駆動モータ３５６側よりも前後方向の奥側に位置するように構成されている
。また、第１プーリ機構３６２は、第２プーリ機構３８６よりも前後方向の奥側に位置す
るように取り付けられている。さらに、第１補助プーリ機構３６８は、第２補助プーリ機
構３９２よりも前後方向の奥側に位置するように取り付けられている。また、第１半円リ
ング部材３０２は、第２半円リング部材３３０よりも前後方向の奥側に位置するように取
り付けられている。
【００７２】
　なお、２つの上側ガイド軸４０８、４１２は、枠部材３５０の開口部３５２の上縁にか
つ前後方向に重なるようにして取り付けられている。また、２つの下側ガイド軸４１０、
４１４は、枠部材３５０の開口部３５２の下縁にかつ前後方向に重なるようにして取り付
けられている。
【００７３】
　また、図５乃至図９に示すように、枠部材３５０の開口部３５２の右側上縁には、第１
上側リブ３２０が形成されている。第１上側リブ３２０は、滑らかな湾曲面で構成されて
いる。第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に退避していくときに、第１上側
装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面上に乗り上げ、リンク
部３０６Ｃがそのまま第１上側リブ３２０の表面上を滑っていく。このように、第１半円
リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に退避していくときに、第１上側装飾可動部３０
６のリンク部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面上を通過し、リンク部３０６Ｃが案内
される。ここで、第１上側リブ３２０の曲率は、第１半円リング部材３０２が表示面６２
Ａの右側に退避していくときに、第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃが第１上
側リブ３２０の表面上を滑っていく過程において、次第に大きくなるように設定されてい
る。このため、第１上側リブ３２０の曲率は、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａ
の右側に退避していくときに、第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃが第１上側
リブ３２０の表面上を滑っていく過程において、第１上側装飾可動部３０６のリンク部３
０６Ｃに対して作用する第１上側リブ３２０の表面上からの圧力が次第に大きくなる。や
がて、第１上側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａに作用しているねじりばね３１６
の弾性力よりも、第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃに対して作用する第１上
側リブ３２０の表面上からの圧力が大きくなる。このとき、第１上側装飾可動部３０６の
回動片３０６Ｂが軸部３１４回りを内側に回動し、第１上側装飾可動部３０６の可動部本
体３０６Ａが第１装飾本体部３０４の内部に収納されていく。そして、最終的には、第１
半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に完全に退避したときに、第１上側装飾可動
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部３０６の可動部本体３０６Ａが約９０度回動した状態になる。このようにして、第１上
側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａが第１装飾本体部３０４の内部に収納される。
【００７４】
　また、図５乃至図８に示すように、枠部材３５０の開口部３５２の右側下縁には、第１
下側リブ３２２が形成されている。第１下側リブ３２２は、滑らかな湾曲面で構成されて
いる。第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に退避していくときに、第１下側
装飾可動部３０８のリンク部が第１下側リブ３２２の表面上に乗り上げ、リンク部がその
まま第１下側リブ３２２の表面上を滑っていく。このように、第１半円リング部材３０２
が表示面６２Ａの右側に退避していくときに、第１下側装飾可動部３０８のリンク部が第
１下側リブ３２２の表面上を通過し、リンク部が案内される。ここで、第１下側リブ３２
２の曲率は、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に退避していくときに、第
１下側装飾可動部３０８のリンク部が第１下側リブ３２２の表面上を滑っていく過程にお
いて、次第に大きくなるように設定されている。このため、第１下側リブ３２２の曲率は
、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に退避していくときに、第１下側装飾
可動部３０８のリンク部が第１下側リブ３２２の表面上を滑っていく過程において、第１
下側装飾可動部３０８のリンク部に対して作用する第１下側リブ３２２の表面上からの圧
力が次第に大きくなる。やがて、第１下側装飾可動部３０８の可動部本体３０８Ａに作用
しているねじりばねの弾性力よりも、第１下側装飾可動部３０８のリンク部に対して作用
する第１下側リブ３２２の表面上からの圧力が大きくなる。このとき、第１下側装飾可動
部３０８の回動片が軸部回りを内側に回動し、第１下側装飾可動部３０８の可動部本体３
０８Ａが第１装飾本体部３０４の内部に収納されていく。そして、最終的には、第１半円
リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に完全に退避したときに、第１下側装飾可動部３
０８の可動部本体３０８Ａが約９０度回動した状態になる。このようにして、第１下側装
飾可動部３０８の可動部本体３０８が第１装飾本体部３０４の内部に収納される。
【００７５】
　また、枠部材３５０の開口部３５２の左側上縁には、第２上側リブ３４０が形成されて
いる。第２上側リブ３４０は、滑らかな湾曲面で構成されている。第２半円リング部材３
３０が表示面６２Ａの左側に退避していくときに、第２上側装飾可動部３３４のリンク部
が第２上側リブ３４０の表面上に乗り上げ、リンク部がそのまま第２上側リブ３４０の表
面上を滑っていく。このように、第２半円リング部材３３０が表示面６２Ａの左側に退避
していくときに、第２上側装飾可動部３３４のリンク部が第２上側リブ３４０の表面上を
通過し、リンク部が案内される。ここで、第２上側リブ３４０の曲率は、第２半円リング
部材３３０が表示面６２Ａの左側に退避していくときに、第２上側装飾可動部３３４のリ
ンク部が第２上側リブ３４０の表面上を滑っていく過程において、次第に大きくなるよう
に設定されている。このため、第２上側リブ３４０の曲率は、第２半円リング部材３３０
が表示面６２Ａの左側に退避していくときに、第２上側装飾可動部３３４のリンク部が第
２上側リブ３４０の表面上を滑っていく過程において、第２上側装飾可動部３３４のリン
ク部に対して作用する第２上側リブ３４０の表面上からの圧力が次第に大きくなる。やが
て、第２上側装飾可動部３３４の可動部本体３３４Ａに作用しているねじりばねの弾性力
よりも、第２上側装飾可動部３３４のリンク部に対して作用する第２上側リブ３４０の表
面上からの圧力が大きくなる。このとき、第２上側装飾可動部３３４の回動片が軸部回り
を内側に回動し、第２上側装飾可動部３３４の可動部本体３３４Ａが第２装飾本体部３３
２の内部に収納されていく。そして、最終的には、第２半円リング部材３３０が表示面６
２Ａの左側に完全に退避したときに、第２上側装飾可動部３３４の可動部本体３３４Ａが
約９０度回動した状態になる。このようにして、第２上側装飾可動部３３４の可動部本体
３３４Ａが第２装飾本体部３３２の内部に収納される。
【００７６】
　また、枠部材３５０の開口部３５２の左側下縁には、第２下側リブ３４２が形成されて
いる。第２下側リブ３４２は、滑らかな湾曲面で構成されている。第２半円リング部材３
３０が表示面６２Ａの左側に退避していくときに、第２下側装飾可動部３３６のリンク部
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が第２下側リブ３４２の表面上に乗り上げ、リンク部がそのまま第２下側リブ３４２の表
面上を滑っていく。このように、第２半円リング部材３３０が表示面６２Ａの左側に退避
していくときに、第２下側装飾可動部３３６のリンク部が第２下側リブ３４２の表面上を
通過し、リンク部が案内される。ここで、第２下側リブ３４２の曲率は、第２半円リング
部材３３０が表示面６２Ａの左側に退避していくときに、第２下側装飾可動部３３６のリ
ンク部が第２下側リブ３４２の表面上を滑っていく過程において、次第に大きくなるよう
に設定されている。このため、第２下側リブ３４２の曲率は、第２半円リング部材３３０
が表示面６２Ａの左側に退避していくときに、第２下側装飾可動部３３６のリンク部が第
２下側リブ３４２の表面上を滑っていく過程において、第２下側装飾可動部３３６のリン
ク部に対して作用する第２下側リブ３４２の表面上からの圧力が次第に大きくなる。やが
て、第２下側装飾可動部３３６の可動部本体３３６Ａに作用しているねじりばねの弾性力
よりも、第２下側装飾可動部３３６のリンク部に対して作用する第２下側リブ３４２の表
面上からの圧力が大きくなる。このとき、第２下側装飾可動部３３６の回動片が軸部回り
を内側に回動し、第２下側装飾可動部３３６の可動部本体３３６Ａが第２装飾本体部３３
２の内部に収納されていく。そして、最終的には、第２半円リング部材３３０が表示面６
２Ａの左側に完全に退避したときに、第２下側装飾可動部３３６の可動部本体３３６Ａが
約９０度回動した状態になる。このようにして、第２下側装飾可動部３３６の可動部本体
３３６Ａが第２装飾本体部３３２の内部に収納される。
【００７７】
　なお、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の形状は、上記のよう
な半円リング状の形状に限られるものではなく、例えば、動物のキャラクタや演出図柄表
示装置６２の表示面６２Ａに表示される演出図柄と関連したモチーフにしてもよい。
【００７８】
　また、図２に示すように、遊技領域２８の左下方側には、主制御基板１０２からの制御
信号に基づいて識別図柄（特別図柄の識別図柄及び普通図柄の識別図柄を意味する）を表
示制御する７セグ表示基板（図柄表示装置）６８が配置されている。この７セグ表示基板
６８は、特別図柄の識別図柄を表示する７セグメント表示器７０と、４個の普通図柄保留
表示ＬＥＤ７２と、４個の特別図柄保留表示ＬＥＤ７４と、普通図柄の識別図柄を表示す
る２個の普通図柄表示ＬＥＤ７６と、を有している。
【００７９】
　ここで、確変大当りした場合では、７セグメント表示器７０には、予め定められた識別
図柄（例えば、奇数の数字からなる確変大当り図柄）が停止表示される。また、通常大当
りした場合では、７セグメント表示器７０には、予め定められた別の識別図柄（例えば、
偶数の数字からなる通常大当り図柄）が停止表示される。
【００８０】
　また、演出図柄表示装置６２の左側には、普通図柄作動ゲート７８が配置されている。
この普通図柄作動ゲート７８の内部には、ゲートスイッチ１２４（図３参照）が配設され
ている。これにより、遊技球が普通図柄作動ゲート７８を通過すると、ゲートスイッチ１
２４が作動して、７セグ表示基板６８の普通図柄表示ＬＥＤ７６が変動表示される。
【００８１】
　各普通図柄保留表示ＬＥＤ７２及び各特別図柄保留表示ＬＥＤ７４は、４個の丸形の赤
色ＬＥＤで構成されており、７セグメント表示器７０の左右両側に近接して配置されてい
る。これは、普通図柄作動ゲート７８を通過した遊技球の数を４個まで普通図柄の保留と
し、通過ごとに順次点灯しシフト表示するものである。また、始動口５６Ｂに入球した遊
技球の数も４個まで特別図柄の保留とし、入球ごとに順次点灯しシフト表示するものであ
る。７セグメント表示器７０の変動表示が開始する度に、未始動回数が消化され、１個の
特別図柄保留表示ＬＥＤ７４は消灯される。また、普通図柄も普通図柄表示ＬＥＤ７６の
変動表示が開始するたびに、未始動回数が消化され、１個の普通図柄保留表示ＬＥＤ７２
が消灯される。そして、７セグメント表示器７０に予め定められた大当り図柄が停止表示
されると大当りが発生し、大入賞口８６が開放状態となる。また、２個の普通図柄表示Ｌ
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ＥＤ７６が予め定められた表示態様（当り図柄）で停止表示されると、普通図柄当りが発
生し、始動口５６Ｂが開放状態となる。なお、７セグメント表示器７０にて表示される特
別図柄の識別図柄と、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａにて表示される特別図柄の演
出図柄とは、同一の遊技結果（抽選結果）を示すものである。
【００８２】
　始動口５６Ｂは、演出図柄表示装置６２の下方に離れて配置されているものであり、い
わゆるチューリップ式で一対の翼片部材５６Ａが開閉するように形成されている。その内
部には、遊技球の通過を検知する始動口スイッチ１２０（図３参照）と、翼片部材５６Ａ
を作動させるための始動口ソレノイド１３０（図３参照）と、がそれぞれ備えられている
。この一対の翼片部材５６Ａが左右に開くと始動口５６Ｂの開放面積が大きくなって遊技
球の入球可能性が大きくなる開放状態となり、一対の翼片部材５６Ａが閉じその離間距離
が小さくなると始動口５６Ｂの開放面積が小さくなって遊技球の入球の可能性が小さくな
る通常状態となる。
【００８３】
　変動入賞装置８０は、始動口５６Ｂの下方に配置されており、基板８２と、大入賞装置
８４と、を備えている。ここで、大入賞装置８４は、略中央に配置されており、帯状に開
口された大入賞口８６と、この大入賞口８６を開放又は閉鎖する開閉板８８と、この開閉
板８８を開閉するための大入賞口ソレノイド１３２（図３参照）と、入賞球を検知するカ
ウントスイッチ１２６（図３参照）と、を備えている。
【００８４】
　また、センター役物６４の左側下方部には、風車６３が配置されている。さらに、遊技
領域の左側下方部及び右側下方部には、一対のサイドランプ９０がそれぞれ配置されてい
る。
【００８５】
　また、遊技盤２６の下方にはアウト口９２が設けられており、このアウト口９２の下部
にはバック球防止部材９４が設けられている。このバック球防止部材９４は、遊技領域２
８に到達せず戻ってきた遊技球が再び発射位置に戻ることを防止している。また、内レー
ル５２の先端部には、ファール球防止部材９６が取り付けられている。
【００８６】
　次に、パチンコ機１０を構成する電子制御装置について説明する。
【００８７】
　図３及び図４に示すように、電子制御装置は、主制御基板１０２と、払出制御基板１０
４と、サブ制御基板１０６と、発射制御基板１０８と、を備えている。
【００８８】
　主制御基板１０２は、ＣＰＵ１０２Ａと、ＲＯＭ１０２Ｂと、を備えている。主制御基
板１０２のＣＰＵ１０２Ａは、ＲＯＭ１０２Ｂに記憶されたデータに基づいて、始動口ソ
レノイド１３０、大入賞口ソレノイド１３２、図柄表示装置１３４及びサブ制御基板１０
６をそれぞれ制御する。また、主制御基板１０２のＣＰＵ１０２Ａは、遊技全体を司り主
として当否判定などの遊技状態を判断するものである。
【００８９】
　特に、ＣＰＵ１０２Ａは、始動口５６Ｂへの遊技球の入球を契機として、大当り抽選処
理（特別遊技抽選処理）を実行し、任意の乱数（特別図柄当否判定乱数）を用いて当否を
判定する機能を備えている。また、特別図柄の当否判定の実行に伴って、ＣＰＵ１０２Ａ
は、特別図柄（識別図柄）の変動パターン（変動時間）を決定する機能も備えている。
【００９０】
　この識別図柄の変動パターンは、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａに表示される各
演出図柄の演出パターン（遊技演出）に対応するもので、ＣＰＵ１０２Ａが行う「識別図
柄の変動パターンの決定」は、「演出図柄の演出パターン（遊技演出）の決定」に相当す
る。そして、特別図柄（識別図柄）の変動パターン（演出図柄の演出パターン）が決定さ
れると、７セグメント表示器７０で特別図柄（識別図柄）の変動表示が開始されるととも
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に、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａで演出図柄の変動表示が開始され、決定された
変動パターンにより特定される変動時間が経過すると、特別図柄および演出図柄が停止表
示され、その停止表示された演出図柄の図柄組み合わせ態様により、特別図柄の当否判定
結果（大当り抽選結果）が遊技者に報知される。なお、演出図柄表示装置６２は、遊技盤
２６の表面（盤面）略中央に、遊技者の視野に入り易い状態で配置される。一方、７セグ
メント表示器７０は、遊技盤２６の表面（盤面）の端部（本実施形態では盤面左側端部）
に、遊技者の視野に入り難い状態で配置される。このことから、遊技者は演出図柄表示装
置６２の表示面６２Ａの表示内容に注目して遊技を行うのが一般的である。
【００９１】
　そして、ＣＰＵ１０２Ａは、上述した演出図柄の変動表示及び停止表示の制御を行うサ
ブ制御基板１０６、及び遊技盤面に設けられた各種入賞口に遊技球が入球することで発生
する賞球の払い出し制御を行う払出制御基板１０４を直接的に制御する。また、主制御基
板１０２のＣＰＵ１０２Ａは、演出表示基板１１０、アンプ基板１１２、装飾駆動基板１
１４及び演出ボタン基板１１６を、サブ制御基板１０６を介して間接的に制御する。
【００９２】
　主制御基板１０２のＲＯＭ１０２Ｂには、ＣＰＵ１０２Ａにより実行される遊技全体の
制御を実現するためのプログラムが記憶されている。
【００９３】
　また、主制御基板１０２は、中継端子板１１８を介して、始動口スイッチ１２０と、大
入賞口スイッチ１２２と、ゲートスイッチ１２４と、カウントスイッチ１２６と、にそれ
ぞれ電気的に接続されている。
【００９４】
　また、主制御基板１０２は、中継端子板１２８を介して、始動口ソレノイド１３０と、
大入賞口ソレノイド１３２と、図柄表示装置１３４と、にそれぞれ電気的に接続されてい
る。なお、７セグ表示基板６８は、図柄表示装置１３４の一実施形態である。
【００９５】
　払出制御基板１０４は、中継端子板１３６を介して、ガラス枠スイッチ１３８と、外部
タンクスイッチ１４０と、タンクスイッチ１４２と、にそれぞれ電気的に接続されている
。また、払出制御基板１０４は、中継端子板１４４を介して、エラーＬＥＤ１４６に電気
的に接続されている。また、払出制御基板１０４は、下皿満タンスイッチ１４８に電気的
に接続されている。また、払出制御基板１０４は、中継端子板１５０を介して、球貸表示
基板１５２と、球貸装置（ＣＲユニット）１５４と、にそれぞれ電気的に接続されている
。
【００９６】
　なお、球貸表示基板１５２には、球貸スイッチ１５６と、返却スイッチ１５８と、がそ
れぞれ電気的に接続されている。また、払出制御基板１０４は、中継端子板１６０を介し
て、払出モータ１６２を備えた払出装置１６１と払出スイッチ１６４とにそれぞれ電気的
に接続されている。さらに、払出制御基板１０４は、主制御基板１０２と発射制御基板１
０８とにそれぞれ電気的に接続されている。
【００９７】
　サブ制御基板１０６は、演出表示基板１１０と、アンプ基板１１２と、装飾駆動基板１
１４と、演出ボタン基板１１６と、にそれぞれ電気的に接続されている。
【００９８】
　また、サブ制御基板１０６は、主制御基板１０２からの制御信号に基づいて遊技の演出
の制御を司るものである。また、サブ制御基板１０６は、ＣＰＵ１０６Ａと、ＲＯＭ１０
６Ｂと、を備えている。
【００９９】
　サブ制御基板１０６のＣＰＵ１０６Ａは、主制御基板１０２からの制御信号を受けて演
出表示基板１１０、アンプ基板１１２、装飾駆動基板１１４及び演出ボタン基板１１６な
どの各基板を制御する。
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【０１００】
　ＲＯＭ１０６Ｂには、各基板の制御に必要なデータ（特に遊技の装飾に関する情報）が
記憶されている。
【０１０１】
　図４に示すように、演出表示基板１１０には、演出表示装置１６６（６２）と、演出表
示ＲＯＭ１６８と、がそれぞれ電気的に接続されている。この演出表示ＲＯＭ１６８には
、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａに変動表示及び停止表示される演出図柄のデータ
（画像データ）が記憶されており、特に、後述の特殊演出を構成する演出図柄に関するデ
ータが記憶されている。例えば、所定の遊技（大当り遊技など）が成立した場合には、第
１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の移動と対応（関連）するような
演出図柄のデータが記憶されている。演出表示基板１１０は、演出表示ＲＯＭ１６８に記
憶された演出図柄のデータに基づいて、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａに変動表示
される演出図柄を表示制御する。なお、演出図柄表示装置６２は、演出表示装置１６６の
一実施形態である。
【０１０２】
　また、アンプ基板１１２には、所定の効果音を出力する各種スピーカ１７０（４８）が
電気的に接続されている。なお、サブスピーカ４８は、各種スピーカ１７０の一実施形態
である。
【０１０３】
　また、装飾駆動基板１１４には、各種ＬＥＤ・ランプ１７２（６６）と、第１駆動モー
タ３５４及び第２駆動モータ３５６からなる駆動モータ群１７３と、第１発光素子３１０
及び第２発光素子３３８からなる発光素子群１７１と、が電気的に接続されている。また
、装飾駆動基板１１４は、サブ制御基板１０６からの制御信号を受け、ＲＯＭ１１５に記
憶された動作プログラムに基づいて、駆動モータ群１７３及び発光素子群１７１を用いた
遊技の装飾に関する制御を実行する。装飾駆動基板１１４のＲＯＭ１１５には、特に、駆
動モータ群１７３の移動に関する制御と、発光素子群１７１の発光に関する制御と、を実
行するための動作プログラムが記憶されている。また、演出ボタン基板１１６には、操作
スイッチ１７４（４０）が電気的に接続されている。なお、ランプ類６６は、各種ＬＥＤ
・ランプ１７２の一実施形態である。また、演出ボタン４０は、操作スイッチ１７４の一
実施形態である。
【０１０４】
　次に、第１実施形態に係るパチンコ機の演出部材３００による演出効果の一例について
説明する。なお、図８及び図１８に示すように、通常の状態では、第１半円リング部材３
０２及び第２半円リング部材３３０は、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの左右両側
にそれぞれ退避しており、センター役物６４の装飾部材に隠れて、遊技者が視認できない
ようになっている。この状態を通常状態（初期状態）として、以下の作用を説明する。
【０１０５】
（初期位置から第１停止位置に移動するまでの動作）
　図１８乃至図２０に示すように、所定の遊技条件（大当り遊技など）が成立した場合に
は、装飾駆動基板１１４により第１駆動モータ３５４及び第２駆動モータ３５６が正方向
に駆動される。第１駆動モータ３５４が正方向に駆動されると、第１プーリ機構３６２及
び第１補助プーリ機構３６８の各プーリ部３６６、３７０が回転して、ベルト３８２が駆
動する。このため、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの右側に退避していた第１半円
リング部材３０２が演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方を左側に向かって移動す
る。また、同時に、第２駆動モータ３５６が正方向に駆動されると、第２プーリ機構３８
６及び第２補助プーリ機構３９２の各プーリ部３９０、３９４が回転して、ベルト４０６
が駆動する。このため、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの左側に退避していた第２
半円リング部材３３０が演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方を右側に向かって移
動する。なお、このとき、第１駆動モータ３５４及び第２駆動モータ３５６の回転数は、
同じ回転数となるように制御されているため、第１半円リング部材３０２と第２半円リン
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グ部材３３０との移動距離は、同じになる。
【０１０６】
　ここで、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａ上では、演出表示基板１１４により特殊
演出が開始されている。具体的には、図１８に示すように、所定の遊技条件（大当り遊技
など）が成立した場合で、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０が演
出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの左右両側にそれぞれ退避している状態では、演出図
柄表示装置６２の表示面６２Ａ上に巨大な卵を示す演出図柄が表示される。そして、図１
９に示すように、第１半円リング部材３０２が演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前
方を右側から左側に移動し、かつ第２半円リング部材３３０が演出図柄表示装置６２の表
示面６２Ａの前方を左側から右側に移動していく過程において、巨大な卵に亀裂が入る演
出図柄が表示面６２Ａで表示される。
【０１０７】
　第１半円リング部材３０２が左側に移動し、かつ第２半円リング部材３３０が右側に移
動していくと、やがて両者は接近する。そして、図２０に示すように、第１半円リング部
材３０２及び第２半円リング部材３３０は、第１半円リング部材３０２の第１装飾本体部
３０４の凸部と第２半円リング部材３３０の第２装飾本体部３３２の凸部とが遊技者から
見て疑似的に接触する位置となる第１停止位置で、一旦停止する。なお、第１半円リング
部材３０２と第２半円リング部材３３０の移動の停止は、装飾駆動基板１１４により第１
駆動モータ３５４及び第２駆動モータ３５６の駆動が停止されることにより実現する。
【０１０８】
　ここで、第１停止位置では、上側ガイド軸４０８、４１２同士、あるいは下側ガイド軸
４１０、４１４同士が演出図柄表示装置６２の前後方向で位置ずれしているため、第１半
円リング部材３０２の第１装飾本体部３０４と第２半円リング部材３３０の第２装飾本体
部３３２とが実際に接触することはないが、両者が近接して対峙することにより、前方側
に位置する遊技者には、第１半円リング部材３０２の第１装飾本体部３０４の凸部と第２
半円リング部材３３０の第２装飾本体部３３２の凸部とが接触しているかのような錯覚を
与えることになる。
【０１０９】
　なお、第１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３０が移動中は、第１発光素
子３１０と第２発光素子３３８とが、駆動制御基板１１４によって所定の発光パターンに
基づいて発光される。これにより、第１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３
０が発光しながら、移動することになり、視覚的な効果も演出することができる。
【０１１０】
　図２０に示すように、第１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３０とが第１
停止位置で停止している状態では、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａに表示されてい
た巨大な卵が割れて雛が現れるという演出図柄が表示される。
【０１１１】
　なお、第１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３０とは、第１停止位置で所
定の時間だけ停止する。
【０１１２】
（第１停止位置から第２停止位置に移動するまでの動作）
　図２０乃至図２２に示すように、第１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３
０とが第１停止位置で所定の時間だけ停止した後、再度、装飾駆動基板１１４により第１
駆動モータ３５４及び第２駆動モータ３５６が駆動される。これにより、第１半円リング
部材３０２は、再度、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方を左側に移動し始め、
また、第２半円リング部材３３０は、再度、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方
を右側に移動し始める。ここで、上側ガイド軸４０８、４１２同士、下側ガイド軸４１０
、４１４同士は、演出図柄表示装置６２の前後方向にわたって位置ずれしているため、第
１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３０とは、相互に衝突することなく、交
差する。
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【０１１３】
　なお、第１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３０が移動中は、第１発光素
子３１０と第２発光素子３３８とが、駆動制御基板１１４によって所定の発光パターンに
基づいて発光される。これにより、第１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３
０が発光しながら、移動することになり、視覚的な効果も演出することができる。
【０１１４】
　このとき、図２１に示すように、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａ上には、複数の
雛が卵からかえった様子を示す演出図柄が表示されている。
【０１１５】
　そして、図２２に示すように、第１半円リング部材３０２が左側に移動し、第２半円リ
ング部材３３０が右側に移動していくと、やがて両者は、すれ違う。そして、遊技者から
見て、第１半円リング部材３０２の位置と第２半円リング部材３３０の位置とが入れ替わ
り、第１半円リング部材３０２が第２半円リング部材３３０の左側に位置し、第２半円リ
ング部材３３０が第１半円リング部材３０２の右側に位置することになる。このとき、図
２２に示すように、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０は、第１半
円リング部材３０２の第１上側装飾可動部３０６と第２半円リング部材３３０の第２上側
装飾可動部３３４同士、第１半円リング部材３０２の第１下側装飾可動部３０８と第２半
円リング部材３３０の第２下側装飾可動部３３６同士とが前方側に位置する遊技者から見
て疑似的に接触し、第１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３０とが一体とな
って真円を完成する位置となる第２停止位置で、一旦停止する。第１半円リング部材３０
２及び第２半円リング部材３３０が、第２停止位置で停止した場合には、第１半円リング
部材３０２と第２半円リング部材３３０が真円状の部材に変化するため、遊技者は、想定
外の変化に驚くことになり、遊技性を高める結果になる。
【０１１６】
　このとき、図２２に示すように、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａ上には、雛が成
長した鶏を示す演出図柄が表示されている。
【０１１７】
（第２停止位置から初期位置に戻る動作）
　次に、所定の遊技状態（例えば、大当り遊技など）が終了すると、上述した演出部材３
００による演出効果も終了する。ここでは、駆動制御基板１１４により各駆動モータ３５
４、３５６が逆方向に駆動され、ベルト３８２、４０６が逆方向に回転する。これにより
、第１半円リング部材３０２が演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方を左側から右
側に移動し、第２半円リング部材３３０が演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方を
右側から左側に移動して、図１８に示す初期位置に戻る。このとき、各半円リング部材３
０２、３３０は、途中の第１停止位置で一旦停止するように制御してもよい。
【０１１８】
　以上のように、所定の遊技条件が成立した場合には、演出部材３００による特別演出と
して、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０は、初期位置から第１停
止位置での一時停止を経て第２停止位置まで移動して停止する。
【０１１９】
　また、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０が移動していると同時
に、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａ上には、一連の物語性のある演出図柄が変動表
示されていく。このため、演出部材３００である第１半円リング部材３０２及び第２半円
リング部材３３０による特別演出と、これに関連する演出図柄表示装置６２の表示面６２
Ａ上での図柄演出と、が同時に実行されるため、遊技演出の斬新性を高めることができる
。
【０１２０】
　さらに、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の移動と同時に、各
発光素子３１０、３３８が発光するため、特別演出を視覚的にも華やかなものにすること
ができ、遊技演出の斬新性を一層高めることができる。
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【０１２１】
　特に、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０が、第１停止位置で一
旦停止して、両者が対峙するため、何か特別な遊技（大当り遊技）が発生したことを遊技
者に対して間接的に示すことになる。これにより、遊技者は、遊技に対する期待や興奮が
急激に高まるため、遊技性を向上させることができる。
【０１２２】
　また、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０が第１停止位置から再
度移動し始めて第２停止位置で停止したときに、第１半円リング部材３０２と第２半円リ
ング部材３３０とが一体となって真円が完成する。これにより、第１半円リング部材３０
２と第２半円リング部材３３０で形成される真円は、第１半円リング部材３０２と第２半
円リング部材３３０の単体の形状とは全く異なる形状になるため、遊技者にとって想定外
の形状変化になる。この結果、演出部材３００による特別演出の斬新性を一層高めること
ができ、遊技性を一層高めることができる。
【０１２３】
　次に、本発明の第１実施形態のパチンコ機の作用及び効果について説明する。
　また、以下の作用効果では、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に退避す
るときの第１上側装飾可動部３０６の作用効果を出発点として説明する。なお、第１半円
リング部材３０２の第１下側装飾可動部３０８、第２半円リング部材３３０の第２上側装
飾可動部３３４及び第２下側装飾可動部３３６については、第１半円リング部材３０２の
第１上側装飾可動部３０６の作用効果と同じになるため、説明を省略する。
【０１２４】
　図１５に示すように、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの前方に位置するとき
には、第１半円リング部材３０２の第１上側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａは、
第１装飾本体部３０４から露出した状態になっている。この原理としては、第１上側装飾
可動部３０６の可動部本体３０６Ａには、ねじりばね３１６から常に弾性力が作用してい
る状態になっており、可動部本体３０６Ａに対して所定の外力が作用しない状態では、第
１上側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａは、第１装飾本体部３０４から完全に露出
した状態になっている。
【０１２５】
　第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に退避する際に、第１半円リング部材
３０２が表示面６２Ａの前方を右側に移動していくが、やがて、図１６に示すように、第
１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面上に案内される
。第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面上に案内さ
れると、第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面に接
触することになるが、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に完全に退避して
いない状態では、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの曲率が小さくなっているた
め、第１上側リブ３２０の表面から第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃに作用
する圧力は、小さくなる。この状態では、第１上側装飾可動部３０６の可動部本体３０６
Ａに作用するねじりばね３１６の弾性力が第１上側リブ３２０の表面から第１上側装飾可
動部３０６のリンク部３０６Ｃに作用する圧力よりも大きいため、第１上側装飾可動部３
０６の可動部本体３０６Ａは回動しない（露出したままの状態となる）。
【０１２６】
　そして、図１６及び図１７に示すように、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの
前方をさらに右側に移動していくに伴い、第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃ
が接触する第１上側リブ３２０の表面部位の曲率が次第に大きくなる。このため、第１上
側リブ３２０の表面から第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃに作用する圧力は
、次第に大きくなる。第１上側リブ３２０の表面から第１上側装飾可動部３０６のリンク
部３０６Ｃに作用する圧力が大きくなっていき、第１上側装飾可動部３０６の可動部本体
３０６Ａに作用するねじりばね３１６の弾性力の大きさに次第に近づいていく。第１上側
リブ３２０の表面部位の曲率が所定値以上に大きくなると、やがて、第１上側リブ３２０
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の表面から第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃに作用する圧力の大きさが、第
１上側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａに作用するねじりばね３１６の弾性力の大
きさと同じになり、そして、ねじりばね３１６の弾性力の大きさよりも大きくなる。
【０１２７】
　第１上側リブ３２０の表面から第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃに作用す
る圧力の大きさが、第１上側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａに作用するねじりば
ね３１６の弾性力の大きさよりも大きくなると、可動部本体３０６Ａがねじりばね３１６
の弾性力に対抗する形で、軸部３１４の軸回りを内側に回動していく。第１半円リング部
材３０２が表示面６２Ａの前方をさらに右側に移動していくに伴い、第１上側リブ３２０
の表面から第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃに作用する圧力の大きさが、第
１上側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａに作用するねじりばね３１６の弾性力の大
きさよりも格段に大きくなるため、可動部本体３０６Ａが軸部３１４の軸回りを内側に回
動し続ける。
【０１２８】
　図１７に示すように、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に完全に退避し
た状態では、可動部本体３０６Ａが軸部３１４の軸回りを内側に略９０度回動し、第１上
側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａの第１装飾本体部３０４に対する収納動作が完
了する。このとき、第１上側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａの大部分は第１装飾
本体部３０４に収納された状態になる。
【０１２９】
　なお、第１半円リング部材３０２の第１下側装飾可動部３０８、第２半円リング部材３
３０の第２上側装飾可動部３３４及び第２下側装飾可動部３３６の収納動作についても、
同様に行われる。なお、それらの収納動作については、第１半円リング部材３０２の第１
上側装飾可動部３０６の収納動作と同じ原理になり、重複した説明になるため、説明を省
略する。
【０１３０】
　以上のようにして、図１５乃至図１７に示すように、第１半円リング部材３０２が表示
面６２Ａの右側に完全に退避し、かつ第２半円リング部材３３０が表示面６２Ａの左側に
完全に退避した状態では、第１半円リング部材３０２の第１上側装飾可動部３０６及び第
１下側装飾可動部３０８の収納動作、第２半円リング部材３３０の第２上側装飾可動部３
３４及び第２下側装飾可動部３３６の収納動作が完了し、各可動部本体３０６Ａ、３０８
Ａ、３３４Ａ、３３６Ａは、略９０度回動する。
【０１３１】
　次に、表示面６２Ａの右側に完全に退避していた第１半円リング部材３０２が左側に移
動して表示面６２Ａの前方に出るときの第１上側装飾可動部３０６の作用効果を説明する
。なお、第１半円リング部材３０２の第１下側装飾可動部３０８、第２半円リング部材３
３０の第２上側装飾可動部３３４及び第２下側装飾可動部３３６については、第１半円リ
ング部材３０２の第１上側装飾可動部３０６の作用効果と同じになるため、説明を省略す
る。
【０１３２】
　図１７に示すように、第１半円リング部材３０２が表示面６２Ａの右側に完全に退避し
ていた状態では、第１上側装飾可動部３０６の可動本体部３０６Ａが第１装飾本体部３０
４の内部に完全に収納されている。この状態では、第１上側リブ３２０の表面からリンク
部３０６Ｃに作用する圧力の大きさが、ねじりばね３１６の弾性力の大きさよりも大きい
ため、ねじりばね３１６の弾性力に対抗して、第１上側装飾可動部３０６が略９０度だけ
回動した状態である。
【０１３３】
　この状態から、第１半円リング部材３０２が左側に移動していくと、第１上側装飾可動
部３０６も左側に移動するが、リンク部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面上を退避時
と反対方向に滑っていく。リンク部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面上を退避時と反
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対方向に滑っていくと、第１上側リブ３２０の表面から第１上側装飾可動部３０６のリン
ク部３０６Ｃに作用する圧力の大きさが次第に小さくなる。第１上側装飾可動部３０６が
左側に移動して所定の位置に到達すると、第１上側リブ３２０の表面から第１上側装飾可
動部３０６のリンク部３０６Ｃに作用する圧力の大きさが、第１上側装飾可動部３０６の
可動部本体３０６Ａに作用するねじりばね３１６の弾性力の大きさよりも小さくなる。こ
れにより、第１上側装飾可動部３０６の可動部本体３０６Ａは、第１上側リブ３２０の表
面から第１上側装飾可動部３０６のリンク部３０６Ｃに作用する圧力に対抗する形で、軸
部３１４の軸回りを外側（露出する方向）に回動し始める。
【０１３４】
　第１上側装飾可動部３０６がさらに左側に移動していくと、第１上側装飾可動部３０６
の可動部本体３０６Ａが軸部３１４の軸回りを外側（露出する方向）に回動し続け、最終
的には、リンク部３０６Ｃが第１上側リブ３２０の表面上から圧力をほとんど受けない位
置で、第１装飾本体部３０４から可動部本体３０６Ａが完全に露出する。その後、第１上
側装飾可動部３０６がさらに左側に移動していき、表示面６２Ａの前方に到達して、上述
した演出効果を実現する。
【０１３５】
　以上のように、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０が表示面６２
Ａの前方から左右両側に退避したときに、第１半円リング部材３０２の第１上側装飾可動
部３０６及び第１下側装飾可動部３０８が第１装飾本体部３０４の内部に収容され、かつ
第２半円リング部材３３０の第２上側装飾可動部３３４及び第２下側装飾可動部３３６が
第２装飾本体部３３２の内部に収容されるため、第１半円リング部材３０２及び第２半円
リング部材３３０がそれぞれ小型化される。特に、第１半円リング部材３０２の第１上側
装飾可動部３０６及び第１下側装飾可動部３０８の収納動作（回動動作）が第１半円リン
グ部材３０２の移動平面上で完結し、また、第２半円リング部材３３０の第２上側装飾可
動部３３４及び第２下側装飾可動部３３６の収納動作（回動動作）が第２半円リング部材
３３０の移動平面上で完結する。これにより、表示面６２Ａの前後方向にスペースをとる
必要がなく、上記収納動作を実現することができる。
【０１３６】
　また、遊技性を向上するために表示面６２Ａを大型化した場合には、第１半円リング部
材３０２及び第２半円リング部材３３０も大型化させる必要が生じるが、第１半円リング
部材３０２及び第２半円リング部材３３０を退避させた状態では、第１半円リング部材３
０２の第１上側装飾可動部３０６及び第１下側装飾可動部３０８の収納動作と、第２半円
リング部材３３０の第２上側装飾可動部３３４及び第２下側装飾可動部３３６の収納動作
とによって、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０がそれぞれ小型に
なる（体積が小さくなる）。この結果、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部
材３３０を一時的に小型化することにより退避スペースの確保の問題が解消できるため、
遊技性を向上するために表示面６２Ａを大型化した場合でも、表示面６２Ａの大きさに対
応させて第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０も大型化することが可
能になる。そして、表示面６２Ａを大型化し、演出部材３００を大型化することにより、
一層遊技性の高い遊技を実現することができる。
【０１３７】
　さらに、本実施形態では、第１半円リング部材３０２の左右方向の移動と第２半円リン
グ部材３３０の左右方向の移動をベルト３８２、４０６の駆動で実現しているため、第１
半円リング部材３０２の左右方向の移動距離と第２半円リング部材３３０の左右方向の移
動距離を正確に制御することができる。すなわち、第１半円リング部材３０２の左右方向
の移動と第２半円リング部材３３０の左右方向の移動をスクリュー軸で実現すると、スク
リュー軸の駆動原理が、スクリュー軸の軸回りの回転により第１半円リング部材３０２及
び第２半円リング部材３３０をスクリュー軸の軸方向に導くものであるため（換言すると
、スクリュー軸との相対位置が順次変更していくものであるため）、スクリュー軸の軸回
転を停止した直後でも、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０がスク
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リュー軸の軸方向に移動（スクリュー軸に対して相対移動）してしまう。これにより、第
１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０が枠部材３５０に衝突したりして
、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０や、枠部材３５０が破損して
しまうおそれもある。これに対して、本実施形態では、第１半円リング部材３０２及び第
２半円リング部材３３０がベルト３８２、４０６にそれぞれ固定されているため、第１半
円リング部材３０２のベルト３８２に対する相対移動と、第２半円リング部材３３０のベ
ルト４０６に対する相対移動と、が発生しない。このため、ベルト３８２、４０６の駆動
を停止すれば、直ちに、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の左右
方向の移動も停止するため、上述したスクリュー軸を用いた構成で生じる問題点は解消さ
れる。
【０１３８】
　なお、第１半円リング部材３０２の第１上側装飾可動部３０６及び第１下側装飾可動部
３０８と、第２半円リング部材３３０の第２上側装飾可動部３３４及び第２下側装飾可動
部３３６と、の表面には、それぞれ装飾用のデザインが施されているため、第１上側装飾
可動部３０６及び第１下側装飾可動部３０８と、第２上側装飾可動部３３４及び第２下側
装飾可動部３３６と、についても装飾効果を発揮させることができる。そして、これらが
表示面６２Ａの前方を移動すれば、遊技者は、第１上側装飾可動部３０６及び第１下側装
飾可動部３０８と、第２上側装飾可動部３３４及び第２下側装飾可動部３３６と、を視認
することになるため、遊技性を高めることができる。
【０１３９】
　また、図２２に示すように、第１半円リング部材３０２が左側に移動し、第２半円リン
グ部材３３０が右側に移動して、両者がすれ違い、第１半円リング部材３０２の位置と第
２半円リング部材３３０の位置とが入れ替わると、第１半円リング部材３０２が第２半円
リング部材３３０の左側に位置し、第２半円リング部材３３０が第１半円リング部材３０
２の右側に位置することになる。このとき、図２２に示すように、第１半円リング部材３
０２及び第２半円リング部材３３０は、第１半円リング部材３０２の第１上側装飾可動部
３０６と第２半円リング部材３３０の第２上側装飾可動部３３４同士、第１半円リング部
材３０２の第１下側装飾可動部３０８と第２半円リング部材３３０の第２下側装飾可動部
３３６同士とが前方側に位置する遊技者から見て疑似的に接触し、第１半円リング部材３
０２と第２半円リング部材３３０とが一体となって真円を完成する位置となる第２停止位
置で、一旦停止する。このように、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３
３０を移動させ、第１半円リング部材３０２と第２半円リング部材３３０とを交差させて
相互の位置が入れ替わった第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０が一
体となって所定の形状（真円）が完成する演出部材３００を採用すると、演出図柄表示装
置６２の表示面６２Ａの前方に大きなスペースが必要となり、いかに退避スペースを小さ
くできるかが問題になる。そこで、第１半円リング部材３０２が退避したときに、第１装
飾本体部３０４に第１上側装飾可動部３０６と第１下側装飾可動部３０８をそれぞれ収納
させ、かつ、第２半円リング部材３３０が退避したときに、第２装飾本体部３３２に第２
上側装飾可動部３３４と第２下側装飾可動部３３６をそれぞれ収納させる構成とすること
により、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の退避スペースを小さ
く設計することができる。
【０１４０】
　次に、本発明の第２実施形態のパチンコ機の作用及び効果について説明する。
　なお、本発明の第１実施形態のパチンコ機の構成と重複する構成には同符号を付し、適
宜、説明を省略する。
【０１４１】
　図２３に示すように、第１上側リブ３２０、第１下側リブ３２２、第２上側リブ３４０
及び第２下側リブ３４２の各表面の所定の部位には、接触センサ４２０がそれぞれ設けら
れている。接触センサ４２０の設置部位は、第１半円リング部材３０２及び第２半円リン
グ部材３３０が表示面６２Ａの左右側に完全に退避した位置で、各リンク部３０６Ｃが接
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触する部位である。
【０１４２】
　図２４に示すように、接触センサ４２０は、サブ制御基板１０６に電気的に接続されて
いる。接触センサ４２０で各リンク部３０６Ｃを検知した場合、接触センサ４２０から検
知信号がサブ制御基板１０６に対して出力される。サブ制御基板１０６は、接触センサ４
２０から検知信号を受信すると、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３
０が表示面６２Ａの左右側に完全に退避したと判断する。そして、サブ制御基板１０６は
、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の演出が終了した後に、演出
図柄表示装置６２の表示面６２Ａで変動表示する演出図柄の変動表示開始を指示するため
の制御信号を演出表示基板１１０に対して出力する。
【０１４３】
　第２実施形態によれば、サブ制御基板１０６は、第１半円リング部材３０２及び第２半
円リング部材３３０の演出が終了した後に、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａで変動
表示する演出図柄の変動表示開始を指示するための制御信号を演出表示基板１１０に対し
て出力する。これにより、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の移
動完了（演出動終了）のタイミングと、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａで変動表示
する演出図柄の変動表示開始のタイミングと、を合致させることができる。この結果、第
１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の移動が完了していない状態で、
次の遊技状態の内容を示す演出図柄が演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａで変動表示さ
れることを防止でき、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の演出と
、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａにおける演出図柄の演出との不一致を素子するこ
とができる。
【０１４４】
　なお、接触センサ４２０は、演出表示基板１１０に対して電気的に接続されており、演
出表示基板１１０が接触センサ４２０から検知信号を受信して、第１半円リング部材３０
２及び第２半円リング部材３３０の移動完了（演出動終了）のタイミングと、演出図柄表
示装置６２の表示面６２Ａで変動表示する演出図柄の変動表示開始のタイミングと、を合
致させるようにしてもよい。
【０１４５】
　次に、本発明の第３実施形態のパチンコ機の作用及び効果について説明する。
　なお、本発明の第１実施形態のパチンコ機の構成と重複する構成には同符号を付し、適
宜、説明を省略する。
【０１４６】
　図２５に示すように、第１上側リブ３２０、第１下側リブ３２２、第２上側リブ３４０
及び第２下側リブ３４２の各表面の所定の部位には、金属製のスイッチ端子４３０がそれ
ぞれ設けられている。スイッチ端子４３０の設置部位は、第１半円リング部材３０２及び
第２半円リング部材３３０が表示面６２Ａの左右側に完全に退避した位置で、各リンク部
３０６Ｃが接触する部位である。また、各リンク部３０６Ｃは、金属で構成されている。
【０１４７】
　図２６に示すように、各スイッチ端子４３０は、装飾駆動基板１１４に電気的に接続さ
れている。各リンク部３０６Ｃが各スイッチ端子４３０に接触することにより、各スイッ
チ端子４３０から検知信号が装飾駆動基板１１４に対して出力される。なお、各スイッチ
端子４３０は、サブ制御基板１０６に対して電気的に接続されていてもよい。
【０１４８】
　第３実施形態によれば、装飾駆動基板１１４が各スイッチ端子４３０からの検知信号を
受信すると、各駆動モータ３５４、３５６の駆動を停止させる信号を各駆動モータ（駆動
モータ群）３５４、３５６に対して出力する。そして、各駆動モータ３５４、３５６の駆
動が停止する。これにより、第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０が
表示面６２Ａの左右側に完全に退避した位置で、確実に、第１半円リング部材３０２及び
第２半円リング部材３３０の移動（動作）を停止させることができる。この結果、第１半
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円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の初期位置を確実に位置決めすること
ができるため、次回に第１半円リング部材３０２及び第２半円リング部材３３０の動作が
開始するときの基準位置（初期位置）が一定位置となる。これにより、次回の演出部材３
００の演出動作において、各駆動モータ３５４、３５６などによる第１半円リング部材３
０２及び第２半円リング部材３３０の移動制御を正確に実行することができる。
【０１４９】
　上記各実施形態では、半円リング部材を例にあげたが、半円リングに限られるものでは
ない。例えば、半分の菱形形状をふたつ組み合わせて、一つの菱形（正方形も含む）にな
るものでもよい。
【０１５０】
　この場合、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方右側に出没可能な第１凸部材を
備えている。第１凸部材は、左側方向に対して、不等号の「小なり」（＜）の形状をして
いる。一方、演出図柄表示装置６２の表示面６２Ａの前方左側に出没可能な第２凸部材を
備えている。第２凸部材は、右側方向に対して、不等号の「大なり」（＞）の形状をして
いる。
【０１５１】
　第１凸部材は、演出表示装置６２の表示面（液晶画面）６２Ａの前方左側に突出した第
１装飾本体部と第１装飾本体部の上端部に取り付けられた第１上側装飾可動部と、第１装
飾本体部の下端部に取り付けられた第１下側装飾可動部と、を備えている。第１装飾本体
部の上端部と下端部には、それぞれ第１上側装飾可動部と第１下側装飾可動部が収納され
る。
【０１５２】
　同様に、第２凸部材は、演出表示装置６２の表示面（液晶画面）６２Ａの前方右側に突
出した第２装飾本体部と第２装飾本体部の上端部に取り付けられた第２上側装飾可動部と
、第２装飾本体部の下端部に取り付けられた第２下側装飾可動部と、を備えている。第２
装飾本体部の上端部と下端部には、それぞれ第２上側装飾可動部と第２下側装飾可動部が
収納される。
【０１５３】
　このような場合でも、第１凸部材及び第２凸部材を移動させ、第１凸部材と第２凸部材
とを交差させ、位置が入れ替わった第１凸部材及び第２凸部材が一体となって所定の形状
（菱形）が完成する。そして、交差させて互いの位置を入替えて所定の形状を完成させる
可動役物では、表示装置の前面に大きなスペースが必要になるので、いかに退避スペース
を小さくできるかが問題になる。各装飾可動部がそれぞれの装飾本体部に収納できること
で、退避スペースを小さくすることを実現している。
【符号の説明】
【０１５４】
１０　　　パチンコ機
６２　　　演出表示装置
１１４　　装飾駆動基板（演出制御部）
３００　　演出部材
３０２　　第１半円リング部材（第１演出部材）
３０４　　第１装飾本体部
３０６　　第１上側装飾可動部（第１装飾可動部）
３０８　　第１下側装飾可動部（第１装飾可動部）
３１６　　ねじりばね（第１弾性部材）
３２０　　第１上側リブ（第１ガイド部、第１リブ）
３２２　　第１下側リブ（第１ガイド部、第１リブ）
３３０　　第２半円リング部材（第２演出部材）
３３２　　第２装飾本体部
３３４　　第２上側装飾可動部（第２装飾可動部）
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３３６　　第２下側装飾可動部（第２装飾可動部）
３４０　　第２上側リブ（第２ガイド部、第２リブ）
３４２　　第２下側リブ（第２ガイド部、第２リブ）
３５０　　枠部材
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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