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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】遊技球を第１，第２始動領域に振り分け可能な
振分装置を提供する。
【解決手段】遊技機の遊技領域の遊技球を第１，第２始
動領域に振り分け可能な振分装置は、遊技球を導入する
導入口を含む導入通路と、導入通路から分岐して遊技球
を第１，第２始動領域へ誘導する第１，第２誘導通路、
第１，第２誘導通路から遊技球を外部へ夫々排出可能な
第１，第２排出口２５d,25cと、導入通路に導入される
複数の遊技球を第１誘導通路と第２誘導通路とに振り分
ける振分手段とを備え、第１，第２誘導通路の下端部の
後部に第１，第２始動領域を夫々配置し、第１，第２誘
導通路の下部に、第１，第２誘導通路を落下してきた遊
技球を後方へ方向変換して第１，第２始動領域に夫々案
内する第１，第２湾曲案内部２７を設けた。
【選択図】図１１



(2) JP 2015-93017 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域と、遊技球が通過可能な第１，第２始動領域とを有する遊
技機において、
　前記遊技領域の遊技球を前記第１，第２始動領域に振り分け可能な振分装置を備え、
　前記振分装置は、
　遊技球を導入する導入口を含む導入通路と、
　前記導入通路から分岐して遊技球を前記第１，第２始動領域へ誘導する第１，第２誘導
通路と、
　前記第１，第２誘導通路から遊技球を外部へ夫々排出可能な第１，第２排出口と、
　前記導入通路に導入される複数の遊技球を前記第１誘導通路と前記第２誘導通路とに振
り分ける振分手段とを備え、
　前記第１，第２誘導通路の下端部の後部に前記第１，第２始動領域を夫々配置し、
　前記第１，第２誘導通路の下部に、前記第１，第２誘導通路を落下してきた遊技球を後
方へ方向変換して前記第１，第２始動領域に夫々案内する第１，第２湾曲案内部を設けた
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１，第２排出口を前記第１，第２誘導通路の下部の側壁部に夫々形成し、
　前記第１，第２湾曲案内部の前端が前記第１，第２排出口の前端よりも前方に夫々位置
し、前記第１，第２湾曲案内部の下端が前記第１，第２排出口の下端よりも下方に夫々位
置することを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記導入通路及び前記第１，第２誘導通路を形成する通路形成部材に、遊技球に抵抗を
与えて遊技球を減速させる減速手段を設けたことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊
技機。
【請求項４】
　前記導入通路の第１の通路内壁に、遊技球を前記導入通路の第２の通路内壁に衝突させ
る方向へ案内する傾斜案内部を、前記減速手段の一部として設けたことを特徴とする請求
項３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記第１，第２誘導通路は夫々前記導入通路から斜め下方へ延びる傾斜通路部を有し、
　この傾斜通路部の傾斜上壁部に、１又は複数の凸部を前記減速手段の一部として設けた
ことを特徴とする請求項４に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関し、特に遊技球を第１，第２始動領域に振り分け可能な振分装置
に特徴を有するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の遊技領域の中央部の下部には第１，第２始動口を含む始動口装置が配設されて
いる。一般的な始動口装置では、第１始動口の直下に、可変入賞口からなる第２始動口が
配置される。別の始動口装置として、特許文献１に記載されたような振分装置を組み込ん
だ始動口装置も実用に供されている。
【０００３】
　この始動口装置は、電動役物（１対の羽根）の間に遊技球が導入される導入口（入賞口
）と導入通路を形成し、この導入通路の下端部に遊技球を第１，第２始動口に交互に振り
分ける振分装置を配置し、振分装置で振り分けた遊技球を第１，第２始動口に夫々誘導す
る第１，第２誘導通路を振分装置下側の左側部と右側部とに夫々設け、第１，第２誘導通
路の下端部に第１，第２始動口を夫々配置している。



(3) JP 2015-93017 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

【０００４】
　前記振分装置は、開角約９０°をなす３枚羽根の回動式振分部材の左部と右部に夫々収
容部を形成し、遊技球が左側収容部に入った場合には、振分部材が左側へ回動してその遊
技球が第１誘導通路へ流れ、この第１誘導通路を通って第１始動口に誘導される。遊技球
が右側収容部に入った場合には、振分部材が右側へ回動してその遊技球が第２誘導通路へ
流れ、この第２誘導通路を通って第２始動口に誘導される。ベース体に設けた棒磁石と振
分部材に設けた棒磁石の磁力を反発させることで、遊技球と協働して振分部材の回動位置
を切換え、遊技球が左側収容部と右側収容部とに交互に入り、第１，第２始動口へ交互に
誘導するようになっている。尚、第１，第２誘導通路の側部には、遊技球を排出可能な排
出口を夫々設けることが義務付けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－２１２２２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記特許文献１に記載されたような始動口装置において、遊技球を減速させて排出口か
ら排出される遊技球の数を限りなく少なくする為には、振分装置の第１，第２誘導通路の
上下長をある程度長くする必要がある。しかし、振分装置の上下長が長い場合には、振分
装置が大型化し、その配置に制約を受け、例えば、センタ役物の下側の遊技領域が小さな
遊技機では、その下側遊技領域に振分装置を配置することが困難になる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明（遊技機(1) ）は、遊技球が流下可能な遊技領域(4a)と、遊技球が通過可能
な第１，第２始動領域(10a,10b) とを有する遊技機において、前記遊技領域(4a)の遊技球
を前記第１，第２始動領域(10a,10b) に振り分け可能な振分装置(20)を備え、前記振分装
置(20)は、遊技球を導入する導入口(23a) を含む導入通路(23)と、前記導入通路(23)から
分岐して遊技球を前記第１，第２始動領域(10a,10b) へ誘導する第１，第２誘導通路(24,
25) と、前記第１，第２誘導通路(24,25) から遊技球を外部へ夫々排出可能な第１，第２
排出口(24c,24d,25c,25d) と、前記導入通路(23)に導入される複数の遊技球を前記第１誘
導通路(24)と前記第２誘導通路(25)とに振り分ける振分手段(30)とを備え、前記第１，第
２誘導通路(24,25) の下端部の後部に前記第１，第２始動領域(10a,10b) を夫々配置し、
前記第１，第２誘導通路(24,25) の下部に、前記第１，第２誘導通路(24,25) を落下して
きた遊技球を後方へ方向変換して前記第１，第２始動領域(10a,10b) に夫々案内する第１
，第２湾曲案内部(26,27) を設けたことを特徴としている。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明において、前記第１，第２排出口(24c,24d,25c,25d) を前記
第１，第２誘導通路(24,25) の下部の側壁部に夫々形成し、前記第１，第２湾曲案内部(2
6,27) の前端が前記第１，第２排出口(24c,24d,25c,25d) の前端よりも前方に夫々位置し
、前記第１，第２湾曲案内部(26,27) の下端が前記第１，第２排出口(24c,24d,25c,25d) 
の下端よりも下方に夫々位置することを特徴としている。
【０００９】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、前記導入通路(23)及び前記第１，第２誘
導通路(24,25) を形成する通路形成部材(21,22) に、遊技球に抵抗を与えて遊技球を減速
させる減速手段(29)を設けたことを特徴としている。
【００１０】
　第４の発明は、第３の発明において、前記導入通路(23)の第１の通路内壁に、遊技球を
前記導入通路(23)の第２の通路内壁に衝突させる方向へ案内する傾斜案内部(23b) を、前
記減速手段(29)の一部として設けたことを特徴としている。
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【００１１】
　第５の発明は、第４の発明において、前記第１，第２誘導通路(24,25) は夫々前記導入
通路(23)から斜め下方へ延びる傾斜通路部(24a,25a) を有し、この傾斜通路部(24a,25a) 
の傾斜上壁部(22c,22d) に、１又は複数の凸部(29a) を前記減速手段(29)の一部として設
けたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、第１，第２誘導通路の下部に、第１，第２誘導通路を落下したきた遊
技球を後方へ方向変換して第１，第２始動領域に夫々案内する第１，第２湾曲案内部を設
けたため、第１，第２誘導通路から第１，第２始動口への遊技球の流れが円滑になるから
、第１，第２排出口へ排出される遊技球の数をできる限り少なく維持しながら、第１，第
２誘導通路の長さを短縮して振分装置の上下長を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ遊技機の前方上側からの斜視図である。
【図２】遊技機の遊技盤（第１，第２の可動役物装置が初期状態）の正面図である。
【図３】遊技盤の（第１の可動役物装置が作動状態）の正面図である。
【図４】遊技盤の（第２の可動役物装置が作動状態）の正面図である。
【図５】始動口装置に設けた振分装置の正面図である。
【図６】振分装置の左側面図である。
【図７】振分装置の平面図である。
【図８】振分装置の分解斜視図である。
【図９】振分装置のベース部材の正面図である。
【図１０】振分装置のケース部材の背面図である。
【図１１】図５のＸＩ－ＸＩ線断面図である。
【図１２】第１の可動役物装置（役物本体が初期位置、第２可動役物が第１位置）の正面
図である。
【図１３】第１の可動役物装置（役物本体が第１進出位置、第２可動役物が第２位置）の
正面図である。
【図１４】第１の可動役物装置（第１可動役物が第２進出位置、第２可動役物が間隔を拡
大した状態）の正面図である。
【図１５】第１の可動役物装置（第１可動役物が第３進出位置、第２可動役物が傾動した
状態）の正面図である。
【図１６】図１２の第１の可動役物装置の前方上側からの斜視図である。
【図１７】図１２の第１の可動役物装置の前方下側からの斜視図である。
【図１８】第１ベース部材の正面図である。
【図１９】第１，第２可動役物の前方上側からの斜視図である。
【図２０】第１，第２可動役物の正面図である。
【図２１】第１，第２可動役物の背面図である。
【図２２】第１可動役物の前方上側からの斜視図である。
【図２３】第１可動役物の正面図である。
【図２４】第１可動役物の後方上側からの斜視図である。
【図２５】第２可動役物の前方上側からの斜視図である。
【図２６】第２可動役物の背面図である。
【図２７】第２可動役物の後方上側からの斜視図である。
【図２８】第２の可動役物装置（回動役物が第１回動位置、反転役物が第１反転位置、可
動役物が収納位置）の正面図である。
【図２９】第２の可動役物装置（回動役物が第２回動位置、反転役物が第１反転位置、可
動役物が収納位置）の正面図である。
【図３０】第２の可動役物装置（回動役物が第２回動位置、反転役物が第２反転位置、可
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動役物が収納位置）の正面図である。
【図３１】第２の可動役物装置（回動役物が第２回動位置、反転役物が第２反転位置、可
動役物が展開位置）の正面図である。
【図３２】図３０の第２の可動役物装置の後方上側からの斜視図である。
【図３３】第２の可動役物装置の回動駆動手段を視認可能に切り欠いた前方上側からの斜
視図である。
【図３４】第２の可動役物装置の反転駆動手段を視認可能に切り欠いた要部の前方上側か
らの斜視図である。
【図３５】反転役物本体と可動役物と役物作動手段の後方上側からの斜視図である。
【図３６】可動役物と役物作動手段の後方上側からの斜視図である。
【図３７】可動役物と役物作動手段の背面図である。
【図３８】可動役物と役物作動手段の一部を省略した後方上側からの斜視図である。
【図３９】主動可動役物と第１従動可動役物の後方上側からの斜視図である。
【図４０】反転役物本体の前方上側からの斜視図である。
【図４１】パチンコ遊技機の制御系のブロック図である。
【図４２】パチンコ遊技機の制御系の要部のブロック図である。
【図４３】パチンコ遊技機の機能ブロック図である。
【図４４】大当り判定テーブルに関する図表である。
【図４５】図柄判定テーブルを示す図表である。
【図４６】図柄別の特別遊技中の大入賞口の開閉パターンと特別遊技終了後の遊技状態を
示す図表である。
【図４７】第２始動口作動モードに関する図表である。
【図４８】複数の遊技状態とそれらの設定内容を示す図表である。
【図４９】（１）が複数の図柄変動演出、（２）が複数の特別遊技演出、（３）が複数の
エンディングを夫々示す図表である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、発明を実施するための形態について実施例に基づいて説明する。
【実施例】
【００１５】
　図１～図４に示すように、パチンコ遊技機１には、遊技ホールの島構造に取付けられる
外枠（図示略）に開閉枠２（内枠２）が開閉自在に装着され、開閉枠２に開閉扉３が開閉
自在に装着されている。開閉扉３に窓３ａが形成され、その窓３ａに透明板３ｂが装着さ
れている。
【００１６】
　開閉枠２の左端部に開閉扉３の左端部が鉛直軸心回りに回動自在に支持され、開閉扉３
の右端部には、開閉扉３を開閉枠２に施錠するキーシリンダ３ｃが装着されている。開閉
枠２に遊技盤４が装着され、遊技盤４とその前側の透明板３ｂとの間に遊技球が流下可能
な遊技領域４ａが形成され、この遊技領域４ａが開閉扉３により開閉される。
【００１７】
　開閉扉３には、窓３ａの下側に遊技球を貯留する貯留皿５が設けられ、その貯留皿５に
遊技者が操作可能な演出ボタンＳＷ６（「ＳＷ」はスイッチを意味する）が装着され、貯
留皿５の右下側に発射ハンドル７が装着されている。
【００１８】
　発射ハンドル７が回動操作されると、貯留皿５から発射位置に導入された遊技球が発射
され、貯留皿５に複数の遊技球が貯留されている場合、複数の遊技球が約0.6 秒間隔で連
続発射される。発射された遊技球はガイドレール８で案内され遊技領域４ａの上部に導入
される。
【００１９】
　図２～図４、図４１に示すように、遊技領域４ａには、多数の障害釘（図示略）の他、
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第１始動口１０ａと第２始動口１０ｂとを有する始動口装置１０と、開閉式の第２始動口
１１ａを有する第２始動口装置１１と、ゲート１２と、開閉式の大入賞口１３ａを有する
大入賞口装置１３と、複数の一般入賞口１４とが、夫々遊技球が入賞（通過・入球）可能
に図示の配置で設けられている。
【００２０】
　ゲート１２と複数の一般入賞口１４とには、入賞した遊技球を検出するゲートＳＷ１２
ａと複数の一般入賞口ＳＷ１４ａとが夫々付設されている。
【００２１】
　始動口装置１０は、第１始動口１０ａ（第１始動領域１０ａ）と、第２始動口１０ｂ（
第２始動領域１０ｂ）と、第１始動口１０ａに入賞した遊技球を検出する第１始動口ＳＷ
１０ｃと、第２始動口１０ｂに入賞した遊技球を検出する第２始動口ＳＷ１０ｄと、遊技
球を第１，第２始動口１０ａ，１０ｂに振り分け可能な振分装置２０とを備えている。
【００２２】
　第２始動口装置１１は、第２始動口１１ａと、第２始動口１１ａを開閉する開閉部材１
１ｂと、第２始動口１１ａに入賞した遊技球を検出する第２始動口ＳＷ１１ｃと、開閉部
材１１ｂを開閉駆動する第２始動口ＳＯＬ１１ｄとを有する。第２始動口１１ａは、開閉
部材１１ｂと第２始動口ＳＯＬ１１ｄとにより、通常は遊技球が入賞し難い（入賞不可能
な）閉状態となり、この閉状態と遊技球が入賞し易い開状態とに作動し得る。
【００２３】
　大入賞口装置１３は、大入賞口１３ａと、大入賞口１３ａを開閉する開閉部材１３ｂと
、大入賞口１３ａに入賞した遊技球を検出する大入賞口ＳＷ１３ｃと、開閉部材１３ｂを
開閉駆動する大入賞口ＳＯＬ１３ｄとを有する。大入賞口１３ａは、開閉部材１３ｂと大
入賞口ＳＯＬ１３ｄとにより、通常は遊技球が入賞し難い（入賞不可能な）閉状態となり
、この閉状態と遊技球が入賞し易い開状態とに作動し得る。
【００２４】
　遊技領域４ａに発射された遊技球が入賞口１０ａ，１０ｂ，１１ａ，１３ａ，１４の何
れかに入賞すると、遊技球１個の入賞につき入賞口１０ａ，１０ｂ，１１ａ，１３ａ，１
４毎に設定された数（数個～10数個）の遊技球が賞球として貯留皿５に払出される。
【００２５】
　遊技領域４ａに発射された遊技球が入賞口１０ａ，１０ｂ，１１ａ，１３ａ，１４の何
れにも入賞しないと、最終的に下部排出口９から遊技領域４ａの外部へ排出される。
【００２６】
　遊技球が始動口１０ａ，１０ｂ，１１ａの何れかに入賞すると大当り抽選が行われ、そ
の大当り抽選で当選すると、大入賞口１３ａが開放する大当り遊技が発生する。遊技球が
ゲート１２を通過すると当り抽選が行われ、その当り抽選で当選すると、第２始動口１１
ａが開放する補助遊技が発生する。
【００２７】
　遊技盤４にはセンタ役物１５が取付けられ、このセンタ役物１５に遊技演出用の画像表
示装置１６と第１，第２の可動役物装置１７，１８とが装備されている。センタ役物１５
は、そのセンタ枠体１５ａが遊技盤４に形成されたセンタ開口部（図示略）に嵌合装着さ
れ、そのセンタ枠体１５ａの下部には遊技球が転動するステージ１５ｂが形成されている
。画像表示装置１６は、その画面をパチンコ遊技機１の前側からセンタ枠体１５ａの内側
を通して視認可能に配置され、この画像表示装置１６に主に遊技演出が表示される。
【００２８】
　遊技盤４の右下部に遊技表示盤１９が設けられ、この遊技表示盤１９は、第１特図表示
器１９ａ、第２特図表示器１９ｂ、普図表示器１９ｃ、第１特図保留ランプ１９ｄ、第２
特図保留ランプ１９ｅ、普図保留ランプ１９ｆを備えている。
【００２９】
　第１特図表示器１９ａに第１特別図柄が変動可能に表示され、第１特図保留ランプ１９
ｄに第１特図保留数が表示され、第１特図保留数は４未満の場合に第１始動口１０ａに遊
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技球が入賞する毎に１加算される。第２特図表示器１９ｂに第２特別図柄が変動可能に表
示され、第２特図保留ランプ１９ｅに第２特図保留数が表示され、第２特図保留数は４未
満の場合に第２始動口１０ｂ，１１ａの何れかに遊技球が入賞する毎に１加算される。
【００３０】
　第１，第２特別図柄が変動停止状態で、第１特図保留数が１以上の場合、第２特図保留
数が０の場合には、第１特図保留数が１減算されて第１特別図柄が変動開始され、その後
の停止図柄で大当り抽選の結果が表示される。第１，第２特別図柄が変動停止状態で、第
２特図保留数が１以上の場合、第１特図保留数に関わらず、第２特図保留数が１減算され
て第２特別図柄が変動開始され、その後の停止図柄で大当り抽選の結果が表示される。
【００３１】
　普図表示器１９ｃに普通図柄が変動可能に表示され、普図保留ランプ１９ｆに普図保留
数が表示され、普図保留数は４未満の場合にゲート１２に遊技球が入賞する毎に１加算さ
れる。普通図柄が変動停止状態で、普図保留数が１以上の場合、普図保留数が１減算され
て普通図柄が変動開始され、その後の停止図柄で当り抽選の結果が表示される。
【００３２】
　次に、始動口装置１０とその振分装置２０について、図５～図１１に基づいて説明する
。尚、パチンコ遊技機１を正面から視た場合の前後左右方向を前後左右方向として説明す
る。図５～図１１に示すように、振分装置２０のケーシングは、合成樹脂製の板状のベー
ス部材２１と、このベース部材２１の前面に複数のビスで固定されたケース部材２２とで
構成され、ベース部材２１の後面には位置決め用の４つのピン部２１ａが一体形成され、
これらピン部２１ａを遊技盤４のピン穴に嵌合させた状態でベース部材２１とケース部材
２２が遊技盤４の前面に固定される。振分装置２０は、遊技球を導入する導入口２３ａを
含む導入通路２３と、第１，第２誘導通路２４，２５と、第１，第２排出口２４ｃ，２４
ｄ，２５ｃ，２５ｄと、振分手段３０とを備えている。
【００３３】
　導入口２３ａは、振分装置２０の上端部の中央部に、ベース部材２１とケース部材２２
とで上方に開口する矩形穴に形成されている。導入通路２３は導入口２３ａから下方へ連
なる短い鉛直通路であり、導入通路２３の下端に臨むように振分手段３０が配置されてい
る。第１，第２誘導通路２４，２５は、導入通路２３の下端から左右に分岐して遊技球を
第１，第２始動口１０ａ，１０ｂへ夫々誘導するように、ベース部材２１とケース部材２
２で形成されている。第１，第２誘導通路２４，２５は、図５の中心線Ｃに対して左右対
称に形成されている。第１，第２誘導通路２４，２５の下端部の後部に第１，第２始動口
１０ａ，１０ｂが夫々設けられ、第１，第２始動口１０ａ，１０ｂには、第１，第２始動
口ＳＷ１０ｃ，１０ｄが夫々設けられている。
【００３４】
　図５、図６、図１０、図１１に示すように、第１誘導通路２４は、導入通路２３から左
側へ斜め下方へ延びる第１傾斜通路部２４ａと、この第１傾斜通路部２４ａの下端から下
方へ直線的に延びてから後方へベース部材２１の後側まで水平に延びるＬ字形の第１屈曲
通路部２４ｂと、ベース部材２１に形成された縦長長円形の第１通路穴２４ｅとを備えて
いる。第１屈曲通路部２４ｂの下端部は前後方向に延びる断面半円形の半円通路２４ｆに
形成されている。この半円通路２４ｆはベース部材２１の後側へ所定長さ延びるようにベ
ース部材２１に一体形成された延長通路部を備えており、この延長通路部に第１始動口Ｓ
Ｗ１０ｃが配置されている。
【００３５】
　第１誘導通路２４の下部（つまり、第１屈曲通路部２４ｂ）に、落下して来た遊技球を
後方へ滑らかに方向変換する第１湾曲案内部２６が形成されている。この第１湾曲案内部
２６は、第１屈曲通路部２４ｂの内壁から突出させた平行な左右１対の第１縦リブ２６ａ
，２６ｂで形成されている。１対の第１縦リブ２６ａ，２６ｂは小さな隙間を空けて配置
されている。第１縦リブ２６ａ，２６ｂは鉛直部と水平部とでほぼＬ形に形成されている
。第１縦リブ２６ａ，２６ｂの内端には双曲線状の湾曲案内面が形成されている。
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【００３６】
　左側の第１縦リブ２６ａの鉛直部は右側の第１縦リブ２６ｂの鉛直部よりも上方まで延
びている。第１縦リブ２６ａの鉛直部がケース部材２２の前板２２ａから後方へ突出する
突出幅は、第１縦リブ２６ｂの鉛直部がケース部材２２から後方へ突出する突出幅よりも
僅かに大きい。第１縦リブ２６ａの鉛直部の上半部の内端は、その中心線Ｃ側縁線がケー
ス部材２２の前面板２２ａの後面に一致するように傾斜している。そのため、第１排出口
２４ｃから遊技球が排出しにくくなる。尚、１対の第１縦リブ２６ａ，２６ｂの水平部の
後端はベース部材２１に対応する位置にあり、１対の第１縦リブ２６ａ，２６ｂの後方に
は１つの縦リブ２６ｃが設けられている。
【００３７】
　第１誘導通路２４の下部の左右の側壁部、つまり第１屈曲通路部２４ｂの鉛直部の左右
の側壁部には、遊技球を第１誘導通路２４の外側へ排出可能な１対の第１排出口２４ｃ，
２４ｄが形成されている。第１排出口２４ｃ，２４ｄは、アーチの頂部を前方へ向けた横
向きアーチ形の開口である。
【００３８】
　第１排出口２４ｃ，２４ｄの上端は第１傾斜通路部２４ａの下端近傍に位置し、第１排
出口２４ｃ，２４ｄの下端は第１誘導通路２４の下端壁面から遊技球のほぼ直径程度高い
位置にある。第１排出口２４ｃ，２４ｄの前端は、ケース部材２２の前面板２２ａの後面
から僅かに後方に位置し、後端はベース部材２１で仕切られている。尚、左側の第１排出
口２４ｃの上半部に外側から遊技球通過隙間２４ｈをあけて対向する傾斜庇２４ｇがケー
ス部材２２に一体形成されている。遊技球通過隙間２４ｈの前面は前面板２２ａで塞がれ
ている（図１０参照）。
【００３９】
　図５、図６、図１０、図１１に示すように、第２誘導通路２５は、導入通路２３から右
側へ斜め下方へ延びる第２傾斜通路部２５ａと、この第２傾斜通路部２５ａの下端から下
方へ直線的に延びてから後方へベース部材２１の後側まで水平に延びるＬ字形の第２屈曲
通路部２５ｂと、ベース部材２１に形成された縦長長円形の第２通路穴２５ｅとを備えて
いる。第２屈曲通路部２５ｂの下端部は前後方向に延びる断面半円形の半円通路２５ｆに
形成されている。この半円通路２５ｆはベース部材２１の後側へ所定長さ延びるようにベ
ース部材２１に一体形成された延長通路部を備えており、この延長通路部に第２始動口Ｓ
Ｗ１０ｄが配置されている。
【００４０】
　第２誘導通路２５の下部（つまり、第２屈曲通路部２５ｂ）に、落下して来た遊技球を
後方へ滑らかに方向変換する第２湾曲案内部２７が形成されている。この第２湾曲案内部
２７は、第２屈曲通路部２５ｂの内壁から突出させた平行な左右１対の第２縦リブ２７ａ
，２７ｂで形成されている。１対の第２縦リブ２７ａ，２７ｂは小さな隙間を空けて配置
されている。第２縦リブ２７ａ，２７ｂは鉛直部と水平部とでほぼＬ形に形成されている
。第２縦リブ２７ａ，２７ｂの内端には双曲線状の湾曲案内面が形成されている。
【００４１】
　右側の第２縦リブ２７ａの鉛直部は左側の第２縦リブ２７ｂの鉛直部よりも上方まで延
びている。第２縦リブ２７ａの鉛直部がケース部材２２の前板２２ａから後方へ突出する
突出幅は、第２縦リブ２７ｂの鉛直部がケース部材２２から後方へ突出する突出幅よりも
僅かに大きい。第２縦リブ２７ａの鉛直部の上半部の内端は、その中心線Ｃ側縁線がケー
ス部材２２の前板２２ａの後面に一致するように傾斜している。そのため、第２排出口２
５ｃから遊技球が排出しにくくなる。尚、１対の第２縦リブ２７ａ，２７ｂの水平部の後
端はベース部材２１に対応する位置にあり、１対の第２縦リブ２７ａ，２７ｂの後方には
１枚の縦リブ２７ｃが設けられている。
【００４２】
　第２誘導通路２５の下部の左右の側壁部、つまり第２屈曲通路部２５ｂの鉛直部分の左
右の側壁部には、遊技球を第２誘導通路２５の外側へ排出可能な１対の第２排出口２５ｃ
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，２５ｄが形成されている。第２排出口２５ｃ，２５ｄは、アーチの頂部を前方へ向けた
横向きアーチ形の開口である。
【００４３】
　第２排出口２５ｃ，２５ｄの上端は第２傾斜通路部２５ａの下端近傍に位置し、第２排
出口２５ｃ，２５ｄの下端は第２誘導通路２５の下端壁面から遊技球のほぼ直径程度高い
位置にある。第２排出口２５ｃ，２５ｄの前端は、ケース部材２２の前面板２２ａの後面
から僅かに後方に位置し、後端はベース部材２１で仕切られている。尚、右側の第２排出
口２５ｃの上半部に外側から遊技球通過隙間２５ｈをあけて対向する傾斜庇２５ｇがケー
ス部材２２に一体形成されている。遊技球通過隙間２５ｈの前面は前面板２２ａで塞がれ
ている（図１０参照）。
【００４４】
　図１０に示すように、第１，第２屈曲通路部２４ｂ，２５ｂの間には、内側の第１，第
２排出口２４ｄ，２５ｄから排出された遊技球を下方ヘ落下させる為の排出通路２８が形
成されている。この排出通路２８の前面はケース部材２２の前面板２２ａで塞がれ、排出
通路２８は左右幅が下方程大きくなる台形である。１対の第１排出口２４ｃ，２４ｄと１
対の第２排出口２５ｃ，２５ｄは、水平な左右方向向きの直線上に並ぶ状態に形成されて
いる。
【００４５】
　前記振分手段３０は、導入通路２３に導入される複数の遊技球を第１誘導通路２４と第
２誘導通路２５とに交互に振り分けるものであるが、振分手段３０については後述する。
【００４６】
　この振分装置２０においては、第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄから
排出される遊技球の数を極力少なくするため、第１，第２誘導通路２４，２５に次のよう
な種々の構成も設けられている。
【００４７】
　図１１に示すように、第１湾曲案内部２６の前端が第１排出口２４ｃ，２４ｄの前端よ
りも前方に位置し、第２湾曲案内部２７の前端が第２排出口２５ｃ，２５ｄの前端よりも
前方に位置している。それ故、遊技球が第１，第２誘導通路２４，２５から第１，第２排
出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄへ夫々排出されにくくなる。尚、前面板２２ａのう
ち第１，第２排出口２４ｃ，２５ｃの近傍部位に、排出口２４ｃ，２５ｃから排出された
遊技球が誘導通路２４，２５内に戻るのを阻止するる突起部（図示略）を設けてもよい。
【００４８】
　図１１に示すように、第１湾曲案内部２６の下端（第１縦リブ２６ａ，２６ｂの水平部
の上端、これは双曲線状に後方下り傾斜状に緩傾斜している）が第１排出口２４ｃ，２４
ｄの下端よりも数ｍｍ下方に位置し、第２湾曲案内部２７の下端（第２縦リブ２７ａ，２
７ｂの水平部の上端、これは双曲線状に後方下り傾斜状に緩傾斜している）が第２排出口
２５ｃ，２５ｄの下端よりも数ｍｍ下方に位置している。それ故、第１，第２誘導通路２
４，２５の下端部から第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄへ遊技球が夫々
排出されにくくなる。
【００４９】
　図１０、図１１に示すように、導入通路２３及び第１，第２誘導通路２４，２５を形成
する通路形成部材であるベース部材２１とケース部材２２に、遊技球に抵抗を与えて遊技
球を減速させる減速手段２９が設けられている。
【００５０】
　前記減速手段２９の一部として、導入通路２３の第１の通路内壁（後面の内壁）に、遊
技球を導入通路２３の第２の通路内壁（前面の内壁）に衝突させる方向へ案内する傾斜案
内部２３ｂであって下方程前方へ移行するように傾斜した傾斜案内部２３ｂを設けた。こ
の傾斜案内部２３ｂは、その下部の水平な折線部２３ｃにおいて鉛直面に対する傾斜が大
きくなる折面状の傾斜面になっている。遊技球が傾斜案内部２３ｂに衝突すると、第２の
通路内壁に衝突させる方向へ方向変換されるため、減速されて遊技球が第１，第２排出口



(10) JP 2015-93017 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄから排出されにくくなる。
【００５１】
　図１０に示すように、前記減速手段２９の一部として、第１，第２傾斜通路部２４ａ，
２５ａの傾斜上壁部２２ｃ，２２ｄに複数の凸部２９ａ，２９ｂを夫々設けてある。但し
、１つの凸部２９ａを設けてもよい。複数の凸部２９ａ，２９ｂは、傾斜上壁部２２ｃ，
２２ｄから垂直に突出する複数のリブであって突出幅の異なる前後方向向きの複数のリブ
からなる。これら複数のリブの先端面は不連続状の折れ面を形成している。
【００５２】
　それ故、これら複数の凸部２９ａ，２９ｂの先端に遊技球が衝突すると、衝突箇所に応
じた方向へ不規則に方向変換されるため、遊技球は減速され、第１，第２排出口２４ｃ，
２４ｄ，２５ｃ，２５ｄから排出されにくくなる。尚、凸部２９ａ，２９ｂはリブに限定
されるものではなく、突出高さの異なる複数のボス部や突起で形成してもよい。
【００５３】
　次に、振分手段３０について説明する。
　図５～図１１に示すように、振分手段３０は、導入通路２３の直下に配置された振り分
け用の回動部材３１と、ベース部材２１に固定された第１磁石３２ａと、回動部材３１に
装着され且つ第１磁石３２ａに対して反発する磁力を発生する第２磁石３２ｂとを備えて
いる。
【００５４】
　回動部材３１は、金属の非磁性体（例えば真鍮）製の水平な前後方向向きの軸部材３４
を介してベース部材２１とケース部材２２とに回転自在に枢支されている。この軸部材３
４の前端部は、ケース部材２２の前面板２２ａの後面に突設されたボス部２２ｂで支持さ
れている。この軸部材３４の後端部は、ベース部材２１の後面に突設された筒部３５で支
持されている。
【００５５】
　回動部材３１は合成樹脂製の一体品であり、この回動部材３１は軸部材３４が貫通する
筒部３１ａと、ベース部材２１の前面に接近した薄い半円板３１ｂと、筒部３１ａから半
径方向へ延びる３枚の羽根３１ｃ～３１ｅとを備えている。３枚の羽根３１ｃ～３１ｅは
、中羽根３１ｃと、この中羽根３１ｃから左方へ９０°開いた左羽根３１ｄと、中羽根３
１ｃから右方へ９０°開いた右羽根３１ｅとからなる。中羽根３１ｃと左羽根３１ｄとの
間に遊技球を受容する第１受容部３１ｆが形成され、中羽根３１ｃと右羽根３１ｅとの間
に遊技球を受容する第２受容部３１ｇが形成されている。
【００５６】
　中羽根３１ｃの先端部の後方において半円板３１ｂの後面にボス部３１ｈが突設され、
このボス部３１ｈの凹部に短円柱状の第２磁石３２ｂが磁界の方向を前後方向向きにして
装着され固定されている。導入通路２３に入った遊技球を、第１受容部３１ｆに受容する
状態と、第２受容部３１ｇに受容する状態とに切換える為に、回動部材３１は軸部材３４
と筒部３１ａを回動中心として設定角度（例えば、約６０～７０°）左右に回動可能（揺
動可能）に形成されている。
【００５７】
　そのため、ベース部材２１には、第２磁石３２ｂを固定したボス部３１ｈの前記設定角
度の揺動を許す円弧溝３３が形成され、この円弧溝３３を形成する円弧形凸部３３ａが後
方へ突出するようにベース部材２１に形成されている。ボス部３１ｈを受け止めて回動部
材３１の左右の回動限界位置を決める第１ストッパ３５ａ，３５ｂが、円弧溝３３の左右
の両端部で構成されている。ボス部３１ｈを円弧溝３３の右端３５ｂで係止した状態（右
回動限界位置）のとき、導入通路２３から落下した遊技球が回動部材３１の第１受容部３
１ｆに入る。ボス部３１ｈを円弧溝３３の左端３５ａで係止した状態（左回動限界位置）
のとき、導入通路２３から落下した遊技球が回動部材３１の第２受容部３１ｇに入る。
【００５８】
　回動部材３１の左右の回動限界位置を決める第２ストッパ３６ａ，３６ｂが、排出通路
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２８の上端壁２８ａの両端部で形成されている。右羽根３１ｅを上端壁２８ａの右端３６
ｂで係止した状態（右回動限界位置）のとき、導入通路２３から落下した遊技球が回動部
材３１の第１受容部３１ｆに入る。左羽根３１ｄを上端壁２８ａの左端３６ａで係止した
状態（左回動限界位置）のとき、導入通路２３から落下した遊技球が回動部材３１の第２
受容部３１ｇに入る。
【００５９】
　前記円弧形凸部３３ａの後面の中央部には後方へ数ｍｍ突出した円形凸部３７が形成さ
れ、この円形凸部３７の後端部に形成した円形凹部３７ａに第２磁石３２ｂと同様の短円
柱状の第１磁石３２ａが磁界の方向を前後方向向きにして装着されている。第１，第２磁
石３２ａ，３２ｂの極性は例えばＮ極同士（又はＳ極同士）が対向するように設定されて
いる。円形凹部３７ａを塞ぐ長円形のキャップ部材３８が設けられ、このキャップ部材３
８のキャップ部３８ａで円形凸部３７の後端が閉塞されている。キャップ部材３８の下端
部に形成された円形嵌合部３８ｂが筒部３５に外嵌され、この円形嵌合部３８ａにビス３
９を貫通させて、そのビス３９を筒部３５に螺合することで、キャップ部材３８がベース
部材２１に固定されている。
【００６０】
　例えば、第１，第２磁石３２ａ，３２ｂが互いに反発する磁力を発生するため、回動部
材３１はそのボス部３１ｈが円弧溝３３の左端又は右端で係止された左回動限界位置又は
右回動限界位置に停止し、第２受容部３１ｇ又は第１受容部３１ｆが導入通路２３に対向
する状態になる。
【００６１】
　例えば、回動部材３１が右回動限界位置に位置して第１受容部３１ｆに遊技球が入ると
、回動部材３１が左回転して遊技球を下方へ通過させて第１誘導通路２４を介して第１始
動口１０ａへ誘導する。すると、第１，第２磁石３２ａ，３２ｂの磁力の反発により回動
部材３１が左回動限界位置に停止し、次に導入通路２３に入った遊技球は第２受容部３１
ｇに入り、回動部材３１が右回転して遊技球を下方へ通過させて第２誘導通路２５を介し
て第２始動口１０ｂへ誘導する。その後上記と同様に繰り返すため、導入通路２３に入っ
た遊技球は、第１，第２誘導通路２４，２５へ交互に誘導され、第１，第２始動口１０ａ
，１０ｂに交互に入球することになる。
【００６２】
　図９に示すように、ベース部材２１の前面のうちの第１，第２傾斜通路部２２ｃ，２２
ｄに対応する部位には、アーチ形状の増厚部２１ｂが形成され、この増厚部２１ｂの下側
に回動部材３１の半円板３１が回動する回動用空間が形成され、増厚部２１ｂの外周側に
ケース部材２２の傾斜上壁部２２ｃ，２２ｄの後端部が上方から係合する係合部２１ｃ，
２１ｄが形成されている。この係合部２１ｃ，２１ｄにより、ベース部材２１に対してケ
ース部材２２を位置決めするのが容易になる。
【００６３】
　従来の始動口装置において、遊技球を減速させて排出口から排出される遊技球の数を限
りなく少なくする為には、振分装置の第１，第２誘導通路の上下長をある程度長くする必
要がある。しかし、振分装置の上下長が長い場合には、振分装置が大型化し、その配置に
制約を受け、例えば、センタ役物の下側の遊技領域が小さな遊技機では、その下側遊技領
域に振分装置を配置することが困難になる。
【００６４】
　次に、振分装置２０の作用、効果について説明する。
　第１，第２誘導通路２４，２５の下部に、第１，第２誘導通路２４，２５を落下してき
た遊技球を後方へ方向変換して第１，第２始動口１０ａ，１０ｂに夫々案内する第１，第
２湾曲案内部２６，２７を設けたため、第１，第２誘導通路２４，２５から第１，第２始
動口１０ａ，１０ｂへの遊技球の流れが円滑になるから、第１，第２排出口２４ｃ，２４
ｄ，２５ｃ，２５ｄから排出される遊技球の数を極力少なくしながら、第１，第２誘導通
路２４，２５の長さを短縮して振分装置２０の上下長を短縮できる。
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【００６５】
　第１，第２湾曲案内部２６，２７が夫々１対の縦リブ２６ａ，２６ｂ，２７ａ，２７ｂ
で形成されているため、遊技球に接触する縦リブの接触面も僅少で抵抗が小さくなるうえ
、これら縦リブ２６ａ，２６ｂ，２７ａ，２７ｂの内端（遊技球に接触する面）が双曲線
状に形成されているため、遊技球の流れが非常に円滑になる。しかも、縦リブに埃等が付
着しにくいため、長期間に亙って遊技球の流れが円滑になる。
【００６６】
　第１，第２湾曲案内部２６，２７の前端が第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，
２５ｄの前端よりも前方に夫々位置し、第１，第２湾曲案内部２６，２７の下端が第１，
第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄの下端よりも下方に夫々位置するため、第１
，第２誘導通路２４，２５から遊技球が第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５
ｄへ排出されにくくなる。
【００６７】
　導入通路２３及び第１，第２誘導通路２４，２５を形成する通路形成部材（ベース部材
２１とケース部材２２）に、遊技球に抵抗を与えて遊技球を減速させる減速手段２９を設
けるため、第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄよりも上流側において遊技
球が減速され、第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄから排出されにくくな
る。
【００６８】
　前記減速手段２９の一部として、導入通路２３の第１の通路内壁に、遊技球を導入通路
２３の第２の通路内壁に衝突させる方向へ案内する傾斜案内部２３ｂを設けたため、遊技
球が傾斜案内部２３ｂで案内されて第２の通路内壁に衝突しやすくなるから、遊技球の減
速を図ることができ、第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄから遊技球が排
出されにくくなる。
【００６９】
　第１，第２誘導通路２４，２５は夫々導入通路２３から斜め下方へ延びる傾斜通路部２
４ａ，２５ａを有し、前記減速手段２９の一部として、傾斜通路部２４ａ，２５ａの傾斜
上壁部２２ｃ，２２ｄに、１又は複数の凸部２９ａ，２９ｂを設けたため、遊技球を１又
は複数の凸部２９ａ，２９ｂに衝突させることで、遊技球の不規則な方向変換を促進し、
遊技球の減速を図り、第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄから遊技球が排
出されにくくなる。
【００７０】
　以上のように、遊技球が第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄから排出さ
れにくくなるように構成したため、第１，第２誘導通路２４，２５の長さとして必要最少
限の長さを確保しながら、振分装置２０の小型化を図り、センタ役物１５の下側遊技領域
に振分装置２０を配置することができる。その結果、正面視または後面視において、第１
，第２誘導通路２４，２５の下端壁面の中心に対して、回動部材３１を枢支する軸部材３
４が正三角形（但し，近似的な正三角形を含む）の頂点に位置している。仮に、軸部材３
４が上記の位置よりも高い位置に配置されると、第１，第２誘導通路２４，２５の上下長
が大きくなり、振分装置２０が大型化する。
【００７１】
　排出通路２８は、左右幅が下方程大きくなる台形であるため、排出通路２８の上端の幅
を極力小さくして、第１，第２誘導通路２４，２５の上端間の距離を小さくし、振分装置
２０の上半部の左右幅を小さくし、振分装置２０の小型化を図ることができる。
【００７２】
　回動部材３１の左右の回動限界位置を決める第１ストッパ３５ａ，３５ｂを設け、この
第１ストッパ３５ａ，３５ｂをボス部３１ｈを受け止める円弧溝３３の左右の両端部で構
成したため、簡単で小型のストッパになる。回動部材３１の左右の回動限界位置を決める
第２ストッパ３６ａ，３６ｂも設けたため、信頼性の高いストッパを実現できる。
【００７３】
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　円弧形凸部３３ａに円形凸部３７を形成し、この円形凸部３７の後端部の円形凹部３７
ｂに第１磁石３２ａを収容したため、設計段階において円形凸部３７の長さを介して第１
，第２磁石３２ａ，３２ｂ間の距離を調節し、第１，第２磁石３２ａ，３２ｂの相反発す
る磁力を適正に調節することできる。例えば、円形凸部３７を短く（長く）することで磁
力を強く（弱く）することができる。
【００７４】
　回動部材３１を枢支する軸部材３４を金属の非磁性体で構成したため、軸部材３４が第
１，第２磁石３２ａ，３２ｂの磁界に影響を及ぼさないため、回動部材３１の回動（作動
）が安定化する。
【００７５】
　前記振分装置２０を部分的に変更する例について説明する。
（１）第１，第２排出口２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄは、横向きアーチ形の開口では
なく、矩形状の開口に形成してもよい。
（２）第１，第２通路穴２４ｅ，２５ｅは必ずしも縦長長円形に形成する必要はなく、倒
立アーチ形の穴に形成してもよい。
【００７６】
（３）前記第１，第２湾曲案内部２６，２７を夫々１対の縦リブ２６ａ，２６ｂ，２７ａ
，２７ｂで形成したが、１つの縦リブで構成してもよく、また、縦リブに代えて第１，第
２屈曲通路部２４ｂ，２５ｂの下部の壁面自体で第１，第２湾曲案内部を形成してもよい
。
【００７７】
（４）振分手段３０の回動部材３１は前記実施例のものに限定されず、例えば回動部材３
１の半円板３１ｂは省略可能である。但し、その場合、中羽根３１ｃの先端の後端部に第
２磁石３２ｂを固定するものとする。
（５）その他、当業者であれば、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更を付加した
形態で実施可能である。
【００７８】
　次に、第１の可動役物装置１７について説明する。
　図２～図４、図１２～図２７に示すように、第１の可動役物装置１７は、センタ役物１
５の上部に配置され、可動に設けられた第１可動役物５０（第１役物５０、主動可動役物
５０）と、第１可動役物５０を駆動し移動させる役物駆動手段５１と、可動（第１可動役
物５０に対して可動）に且つ互いに相対的に移動可能に設けられた中，左，右の３つの第
２可動役物５２，５３，５４（第２役物５２，５３，５４）と、役物駆動手段５１が第１
可動役物５０を移動させるのに連動して第２可動役物５２，５３，５４を動作させる役物
動作手段５５とを備えている。
【００７９】
　第１，第２可動役物５０，５２，５３，５４は、画像表示装置１６の画面前側で動作可
能に設けられている。第１の可動役物装置１７は、センタ役物１５の上部に第１のベース
部材５６が固定的に設けられ、このベース部材５６に、第１の可動役物装置１７が搭載さ
れている。
【００８０】
　第１可動役物５０について説明する。
　図１２～図２４に示すように、第１可動役物５０は、役物本体６０と、役物本体６０に
対して相対的に移動可能に設けられた左，右の２つのサイド役物６１、６２と、役物本体
６０及びサイド役物６１、６２に対して相対的に移動可能に設けられた中，左，右の３つ
の電飾部材６３，６４，６５とを有する。
【００８１】
　役物本体６０は、センタ役物１５の左上部に配置され、塊状の図示形状に形成され、こ
の役物本体６０の前面部に楕円形状の電飾部６０ａが設けられている。役物本体６０は、
矢印Ｘで示す盤面と平行な方向であって垂直方向に対して下方ほど右方へ移行するように
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３０～４０度傾斜した方向（以下、Ｘ方向という）へ移動自在に、ガイド機構６６により
ガイドされている。
【００８２】
　ガイド機構６６は、Ｘ方向に長細い前，後，中の３つのガイド部材６６ａ，６６ｂ，６
６ｃを有し、前ガイド部材６６ａが役物本体６０の後面部に固定され、後ガイド部材６６
ｂがベース部材５６の前面部に固定され、中ガイド部材６６ｃが前，後のガイド部材６６
ａ，６６ｂに夫々Ｘ方向へスライド自在に係合している。
【００８３】
　左サイド役物６１は羽根状の図示形状に形成され、この左サイド役物６１の前面部に、
それと略同形状の電飾部６１ａが設けられている。左サイド役物６１の下端部が、役物本
体６０に前後方向の軸心回りに回動自在に連結され、左サイド役物６１の上端部が、役物
本体６０の左側においてベース部材５６に形成されたガイド溝５６ａにコロ（図示略）を
介して係合して、ベース部材５６にスライド自在に且つ前後方向の軸心回りに回動自在に
支持されている。尚、この電飾部６１ａ、及び後で説明する電飾部は、夫々、ＬＥＤ基板
に実装された複数のＬＥＤと、これらＬＥＤの前方に配置された合成樹脂製のレンズカバ
ーとを有するものである。
【００８４】
　右サイド役物６２は羽根状の図示形状に形成され、この右サイド役物６２の前面部に、
それと略同形状の電飾部６２ａが設けられている。右サイド役物６１の左端部が、役物本
体６０に形成された長穴６０ｂにコロ（図示略）を介して係合して、役物本体６０にスラ
イド自在に且つ前後方向の軸心回りに回動自在に連結され、右サイド役物６１の右端部が
、ベース部材５６の右部に前後方向の軸心回りに回動自在に支持されている。
【００８５】
　電飾部材６３，６４，６５は、役物本体６０から出没可能に設けられ、Ｘ方向に沿って
長細い図示形状に形成されている。電飾部材６３，６４，６５は、矢印Ｙで示す盤面と平
行な方向であってＸ方向と直交する方向（以下、Ｙ方向という）に間隔を空けて並設され
、これら電飾部材６３，６４，６５の前面部に、それらと略同形状の３つの電飾部６３ａ
，６４ａ，６５ａが夫々設けられている。
【００８６】
　役物本体６０には、電飾部材６３，６４，６５に夫々対応する３つの収納部６０ｃ，６
０ｄ，６０ｅが形成され、電飾部材６３，６４，６５は、役物本体６０との相対的なＸ方
向への移動によって、収納部６０ｃ，６０ｄ，６０ｅに収納された状態と、収納部６０ｃ
，６０ｄ，６０ｅから上側へ伸長した状態とになり得るように出没する。
【００８７】
　役物駆動手段５１について説明する。
　図１２～図１７に示すように、役物駆動手段５１は、ベース部材５６の右部に取付けら
れた電動モータ５１ａと、電動モータ５１ａの駆動力を右サイド役物６２に伝達するギヤ
機構やカム機構を有する動力伝達機構５１ｂとを有し、右サイド役物６２を回動させて、
この右サイド役物６２に可動に連結された役物本体６０を、ガイド機構６６によりガイド
されたＸ方向へ移動させる。
【００８８】
　この役物駆動手段５１によって、役物本体６０が、Ｘ方向のうち下側の図示Ｘ１方向へ
初期位置Ａ０（図１２）→第１進出位置Ａ１（図１３）→第２進出位置Ａ２（図１４）→
第３進出位置Ａ３（図１５）へと順次移動し、図示Ｘ２方向へ第３進出位置Ａ３→第２進
出位置Ａ２→第１進出位置Ａ１→初期位置Ａ０へと順次移動し、適宜、初期位置Ａ０と第
３進出位置Ａ３との間をＸ方向へ任意の動作で移動し得る。役物本体６０は、初期位置Ａ
０から第３進出位置Ａ３へ近づくほど、画像表示装置１６の画面前側に大きく張り出し、
第３進出位置Ａ３では画像表示装置１６の画面中央付近に位置する。役物本体６０の原点
位置（例えば、初期位置Ａ０）を検出する原点ＳＷ５１ｃ（図４２参照）も設けられてい
る。
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【００８９】
　役物本体６０がＸ方向へ移動すると、役物本体６０に夫々可動に連結されたサイド役物
６１，６２が、役物本体６０に対して回動して姿勢を変化させる。役物本体６０が初期位
置Ａ０にあるとき、左サイド役物６１は略鉛直姿勢になり、右サイド役物６２は水平に近
い姿勢になる。役物本体６０が初期位置Ａ０からＸ１方向へ移動すると、左サイド役物６
１は反時計回り方向へ回動し、右サイド役物６２は時計回り方向へ回動し、役物本体６０
が第３進出位置Ａ３に位置すると、サイド役物６１，６２は夫々Ｘ方向に対して約４５度
傾斜して全体で弓状に羽根を広げた姿勢になる。
【００９０】
　第２可動役物５２，５３，５４について説明する。
　図１２～図１７、図１９～図２１、図２５～図２７に示すように、第２可動役物５２，
５３，５４は、少なくとも一部が第１可動役物５０の電飾部６０ａ，６３ａ，６４ａ，６
５ａの前方に重なるように位置し得るように設けられ、Ｘ方向に沿って長細い爪状の図示
形状に形成されている。第２可動役物５２，５３，５４は、Ｙ方向に互いに間隔を空けて
並設され、これら第２可動役物５２，５３，５４の前面部に、それらと略同形状の３つの
電飾部５２ａ，５３ａ，５４ａが夫々設けられている。
【００９１】
　役物動作手段５５について説明する。
　役物動作手段５５は、前記のように、役物駆動手段５１が第１可動役物５０を移動させ
るのに連動して第２可動役物５２，５３，５４を動作させるが、役物本体６０が初期位置
Ａ０と第１進出位置Ａ１とに亙って移動する際に機能する第１動作手段５５Ａ（図１８、
図２１、図２６等参照）と、役物本体６０が第１進出位置Ａ１と第２進出位置Ａ２とに亙
って移動する際に機能する第２動作手段５５Ｂ（図２２～図２４、図２６、図２７等参照
）と、役物本体６０が第２進出位置Ａ２と第３進出位置Ａ３とに亙って移動する際に機能
する第３動作手段５５Ｃ（図２２～図２４、図２６、図２７等参照）とを有する。
【００９２】
　役物本体６０が初期位置Ａ０→第１進出位置Ａ１→第２進出位置Ａ２→第３進出位置Ａ
３へ移動する際、第１，第２，第３動作手段５５Ａ，５５Ｂ，５５Ｃが次のように機能す
る。
【００９３】
　先ず、第１動作手段５５Ａが、役物本体６０が初期位置Ａ０から第１進出位置Ａ１へ移
動する際、第２可動役物５２，５３，５４をＸ１方向へ第１位置Ｂ１（図１２）から第２
位置Ｂ２（図１３）へ、第２可動役物５２，５３，５４の姿勢及び第２可動役物５２，５
３，５４の間の間隔を保持して並行的に、且つ役物本体６０及び電飾部材６３，６４，６
５と一体的に移動させる。
【００９４】
　ここで、役物本体６０の前方に第２可動役物５２，５３，５４の下半部が位置して、役
物本体６０は第２可動役物５２，５３，５４により部分的に覆われた状態で前方へ臨み、
また、役物本体６０の収納部６０ｃ，６０ｄ，６０ｅに電飾部材６３，６４，６５が完全
に収納されている。
【００９５】
　次に、第２動作手段５５Ｂが、第１動作手段５５Ａにより第２可動役物５２，５３，５
４を第２位置Ｂ２へ移動させた後、役物本体６０が第１進出位置Ａ１から第２進出位置Ａ
２へ移動する際、役物本体６０との一体的な移動を停止させ、第２可動役物５２，５３，
５４のＸ１方向の移動を停止させた状態で、第２可動役物５２，５３，５４の姿勢を保持
して、第２可動役物５２，５３，５４の間の間隔（中，左の第２可動役物５２，５３の間
の間隔、及び、中，右の第２可動役物５２，５４の間の間隔）がＹ方向に拡大するように
、第２可動役物５２，５３，５４を相対的に移動させる。
【００９６】
　ここで、役物本体６０が第１進出位置Ａ１から第２進出位置Ａ２へ移動する際、第２可
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動役物５２，４３，５４が第２位置Ｂ２でＸ１方向の移動を停止することで、電飾部材６
３，６４，６５のＸ１方向の移動も停止すると、電飾部材６３，６４，６５が、第２可動
役物５２，４３，５４の後側において、電飾部材６３，６４，６５の大部分を遊技者が直
接視認できない状況下で、役物本体６０に対してその収納部６０ｃ，６０ｄ，６０ｅから
上側へ伸長していく。
【００９７】
　最後に、第３動作手段５５Ｃが、第２動作手段５５Ｂにより第２可動役物５２，５３，
５４の間の間隔を拡大させた後、役物本体６０が第２進出位置Ａ２から第３進出位置Ａ３
へ移動する際、同様に役物本体６０との一体的な移動を停止させ、第２可動役物５２，５
３，５４のＸ１方向の移動を停止させた状態で、第２可動役物５２，５３，５４が第１位
置Ｂ１から第２位置Ｂ２へ向かう方向（Ｘ１方向）と異なる前方へ、第２可動役物５２，
５３，５４を移動させる。
【００９８】
　この場合、第３動作手段５５Ｃが、第２可動役物５２，５３，５４の下端（先端）が前
方へ移動し、且つそれら下端間の間隔（中，左の第２可動役物５２，５３の下端間の間隔
、及び、中，右の第２可動役物５２，５４の下端間の間隔）がＹ方向に拡大するように、
第２可動役物５２，５３，５４を前側へ２０度～３０度傾動させる。
【００９９】
　ここで、第２可動役物５２，５３，５４が、それら下端間の間隔を拡大させるように傾
動することにより、電飾部材６３，６４，６５の大部分の前方から退いて、その結果、電
飾部材６３，６４，６５の大部分を遊技者が直接視認できるようになる。
【０１００】
　一方、役物本体６０が第３進出位置Ａ３→第２進出位置Ａ２→第１進出位置Ａ１→第２
進出位置Ａ２→初期位置Ａ０へ移動する際、第１，第２，第３動作手段５５Ａ，５５Ｂ，
５５Ｃが、第２可動役物５２、５３、５４（電飾部材６３，６４，６５）を前記動作と逆
に動作させるように機能する。
【０１０１】
　尚、第１，第２可動役物５０，５２、５３、５４が演出役物に相当し、役物本体６０と
サイド役物６１，６２と電飾部材６３，６４，６５と第２可動役物５２、５３、５４が複
数の可動部材に相当し、電飾部６０ａ，６１ａ，６２ａ，６３ａ，６４ａ，６５ａが電飾
手段に相当する。役物駆動手段５１、役物動作手段５５が、複数の可動部材を作動させる
可動役物作動手段に相当し、演出役物が所定の収縮状態（図１２）から異なる複数方向へ
拡張した拡張状態（図１４又は図１５）に変化可能に、複数の可動部材を作動させる。
【０１０２】
　第２可動役物５２、５３、５４が特定可動部材に相当し、可動役物作動手段は、演出役
物（第１，第２可動役物５０，５２、５３、５４）により構成される表現物（尚、表現物
とは、第１，第２可動役物５０，５２、５３、５４で表現される物体であり、本実施例で
は、例えば、手を表現した表現物であり、その他、顔等の種々の物体を表示させたもので
もよい) の表現状態を、収縮状態と拡張状態とで変更するが、演出役物（第１，第２可動
役物５０，５２、５３、５４）は、収縮状態と拡張状態とで同一の表現物を表現し、可動
役物作動手段は、特定可動部材（第２可動役物５２、５３、５４）の間隔を変化させたり
傾動させたりするが、特定可動部材の表現態様を維持するように、特定可動部材を移動さ
せ、役物本体６０から電飾部材６３，６４，６５を伸縮させて、第１可動役物５０（役物
本体６０、電飾部材６３，６４，６５）の表現態様を変化させるように、第１可動役物５
０を移動させる。
【０１０３】
　また、可動役物作動手段は、電飾手段からの光により第２可動役物５２、５３、５４を
（後方から）電飾可能に、且つ遊技者が視認可能な電飾手段の可視発光領域を拡大可能に
、第１可動役物５０と第２可動役物５２，５３，５４とを相対的に移動させ、その際、第
１可動役物５０において、電飾部材６３，６４，６５が役物本体６０から伸長して可視発
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光領域を拡大可能に、役物本体６０と電飾部材６３，６４，６５とを更に相対的に移動さ
せるように構成している。
【０１０４】
　次に、図１８～図２７に基づいて、第１，第２，第３動作手段５５Ａ，５５Ｂ，５５Ｃ
について、また、第１可動役物５０，第２可動役物５２、５３、５４等について、適宜具
体的に説明する。
【０１０５】
　先ず、第２可動役物５２，５３，５４には、それらの後側に中，左，右の３つの第２可
動役物ベース５２ｂ，５３ｂ，５４ｂが夫々付設され、これら第２可動役物ベース５２ｂ
，５３ｂ，５４ｂは、役物本体６０にＸ１方向に向けて当接（係合）可能になっている。
【０１０６】
　ベース部材５６には、第２可動役物ベース５２ｂ，５３ｂ，５４ｂが夫々コロ５２ｃ，
５３ｃ，５４ｃを介してスライド自在に係合する中，左，右の３つのガイド溝５２ｄ，５
３ｄ，５４ｄが形成され、これらガイド溝５２ｄ，５３ｄ，５４ｄは、夫々Ｘ方向へ延び
るストレート溝部５２ｄ１，５３ｄ１，５４ｄ１を有する。
【０１０７】
　ここで、第１動作手段５５Ａは、役物本体６０が初期位置Ａ０と第１進出位置Ａ１とに
亙って移動する際、第２可動役物ベース５２ｂ，５３ｂ，５４ｂのコロ５２ｃ，５３ｃ，
５４ｃをベース部材５６のストレート溝部５２ｄ１，５３ｄ１，５４ｄ１に係合させ、第
２可動役物ベース５２ｂ，５３ｂ，５４ｂを、第２可動役物ベース５２ｂ，５３ｂ，５４
ｂの自重により役物本体６０に当接させ、役物本体６０の収納部６０ｃ，６０ｄ，６０ｅ
に電飾部材６３，６４，６５を収納させた状態にする。
【０１０８】
　つまり、役物本体６０が初期位置Ａ０から第１進出位置Ａ１へ移動する際は、第２可動
役物５２，５３，５４を、その自重により第１位置Ｂ１から第２位置Ｂ２へ並行的に移動
させ、役物本体６０が第１進出位置Ａ１から初期位置Ａ０へ移動する際は、第２可動役物
５２，５３，５４を、役物本体６０によって持ち上げるように第２位置Ｂ２から第１位置
Ｂ１へ並行的に移動させる。
【０１０９】
　次に、第１可動役物５０において、中電飾部材６３はＸ方向へ延び、左電飾部材６４は
Ｘ方向上側ほど中電飾部材６３からＹ方向左側へ離隔するようにＸ方向に対し少し傾斜し
た方向へ延び、右電飾部材６５はＸ方向上側ほど中電飾部材６３からＹ方向右側へ離隔す
るようにＸ方向に対し少し傾斜した方向へ延び、電飾部材６３，６４，６５は、それら長
さ方向へ夫々役物本体６０に対して移動自在にガイド支持されている。
【０１１０】
　左ガイド溝５３ｄは、その左ストレート溝部５３ｄ１のＸ方向下端からＹ方向左側へ曲
がる左屈曲溝部５３ｄ２を有し、右ガイド溝５４ｄは、その右ストレート溝部５４ｄ１の
Ｘ方向下端からＹ方向右側へ曲がる右屈曲溝部５４ｄ２を有する。
【０１１１】
　第２可動役物５２，５３，５４には、後方へ膨出する中，左，右の３つの取付部５２ｅ
，５３ｅ，５４ｅが夫々設けられ、中取付部５２ｅが中第２可動役物ベース５２ｂにＹ方
向の中支軸５２ｆを介して回動自在に連結され、左取付部５３ｅが左第２可動役物ベース
５３ｂにＹ方向左側ほど後方へ位置するように傾斜した左支軸５３ｆを介して連結され、
右取付部５４ｅが右第２可動役物ベース５４ｂにＹ方向右側ほど後方へ位置するように傾
斜した右支軸５４ｆを介して連結されている。
【０１１２】
　第２可動役物５２，５３，５４は、支軸５２ｆ，５３ｆ，５４ｆに外装された中，左，
右の３つの捩じりバネ５２ｇ，５３ｇ，５４ｇにより夫々、第２可動役物５２，５３，５
４の下端を後側へ移動させる方向へ付勢され、これらバネ５２ｇ，５３ｇ，５４ｇにより
、通常、第２可動役物５２，５３，５４は、盤面と平行な初期姿勢に保持される。
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【０１１３】
　取付部５２ｅ，５３ｅ，５４ｅには、中，左，右の３つの操作突出部５２ｈ，５３ｈ，
５４ｈが夫々固定的に設けられ、これら操作突出部５２ｈ，５３ｈ，５４ｈは、夫々、第
２可動役物ベース５２ｂ，５３ｂ，５４ｂよりも後方へ突出している。
【０１１４】
　電飾部材６３，６４，６５には、それらの後側に中，左，右の３つの電飾連結部材６３
ｂ，６４ｂ，６５ｂが夫々固定的に付設され、これら電飾連結部材６３ｂ，６４ｂ，６５
ｂには、左，中，右の３つの長孔６３ｃ，６４ｃ，６５ｃが形成され、これら長孔６３ｃ
，６４ｃ，６５ｃに操作突出部５２ｈ，５３ｈ，５４ｈが夫々挿通している。電飾連結部
材６３ｂ，６４ｂ，６５ｂの長孔６３ｃ，６４ｃ，６５ｃの上端部には、操作突出部５２
ｈ，５３ｈ，５４ｈに夫々Ｘ１方向に向けて係合可能な左，中，右の３つの係合部６３ｄ
，６４ｄ，６５ｄが設けられている。
【０１１５】
　ここで、第２動作手段５５Ｂは、役物本体６０が第１進出位置Ａ１と第２進出位置Ａ２
とに亙って移動する際、第２可動役物５２，５３，５４の操作突出部５２ｈ，５３ｈ，５
４ｈを電飾部材６３，６４，６５の係合部６３ｄ，６４ｄ，６５ｄに夫々係合させて、第
２可動役物５２，５３，５４と共に、電飾部材６３，６４，６５のＸ方向への移動を停止
させて、役物本体６０に対して電飾部材６３，６４，６５を伸縮させる。
【０１１６】
　つまり、役物本体６０に対して傾斜した電飾部材６４，６５を伸縮させることにより、
電飾部材６３，６４のＸ方向上端間のＹ方向の間隔、及び電飾部材６３，６５のＸ方向上
端間のＹ方向の間隔を変化させ、その結果、第２可動役物５２，５３，５４の間のＹ方向
の間隔を変化させる。ここで、第２可動役物ベース５２ｂ，５４ｂのコロ５３ｃ，５４ｃ
をベース部材５６の屈曲溝部５３ｄ２，５４ｄ２に係合させる。
【０１１７】
　また、第３動作手段５５Ｃは、役物本体６０が第２進出位置Ａ２と第３進出位置Ａ３と
に亙って移動する際、第２可動役物５２，５３，５４の操作突出部５２ｈ，５３ｈ，５４
ｈを電飾部材６３，６４，６５の係合部６３ｄ，６４ｄ，６５ｄに係合させて、役物本体
６０に対して最大限伸長させた電飾部材６３，６４，６５を役物本体６０と一体的に移動
させる。
【０１１８】
　つまり、電飾部材６３，６４，６５の係合部６３ｄ，６４ｄ，６５ｄにより、第２可動
役物５２，５３，５４の操作突出部５２ｈ，５３ｈ，５４ｈを操作させて、第２可動役物
５２，５３，５４を支軸５２ｆ，５３ｆ，５４ｆ回りに回動させ傾動させる。
【０１１９】
　尚、役物本体６０が初期位置Ａ０から第１進出位置Ａ１へ移動する際に、第２可動役物
５２，５３，５４が、その自重により第２位置Ｂ２へ移動しない不具合が生じた場合、役
物本体６０が第２進出位置Ａ２へ移動するまでの間に、役物本体６０に対して最大限伸長
させた電飾部材６３，６４，６５の係合部６３ｄ，６４ｄ，６５ｄを、第２可動役物５２
，５３，５４の操作突出部５２ｈ，５３ｈ，５４ｈに係合さて、第２可動役物５２，５３
，５４を、強制的に第２進出位置Ａ２へ移動させることができる。
【０１２０】
　ここで、従来の可動役物装置において、第１，第２可動役物が動作しても、その第１，
第２可動役物を含む演出役物が拡張しないものでは、また、第１，第２可動役物が動作す
ると、その第１，第２可動役物を含む演出役物が拡張するが、その拡張方向が一方向だけ
であるものでは、演出役物の斬新な動作を実現することができず、例えば、演出役物の動
作を立体的に表現することが難しい。
【０１２１】
　また、従来の可動役物装置において、第１，第２可動役物が動作しても、これら可動役
物の位置関係は変化しないものでは、或いは、第１，第２可動役物の位置関係を変化させ
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得るものでも、これら可動役物の位置関係を電飾に関して考慮せずに単に変化可能にする
だけでは、可動役物に電飾機器を装備しても、遊技者が視認可能な電飾機器の可視発光領
域が変化するような斬新な電飾を実現することができない。
【０１２２】
　第１の可動役物装置１７の作用・効果について説明する。
　役物駆動手段５１と役物動作手段５５（可動役物作動手段）は、第１，第２可動役物５
０，５２，５３，５４（演出役物）が図１２に示す収縮状態から異なる複数方向へ拡張し
た図１４又は図１５に示す拡張状態に変化可能に、役物本体６０、サイド役物６２，６２
、電飾部材６３，６４，６５、第２可動役物５２、５３、５４（複数の可動部材）を作動
させるので、第１，第２可動役物５０，５２，５３，５４が前側へ移動して大きくなった
ように、第１，第２可動役物５０，５２，５３，５４の動作を立体的に表現できる。
【０１２３】
　しかも、役物動作手段５５において、第１動作手段５５Ａが、第２可動役物５２，５３
，５４を第１位置Ｂ１から第２位置Ｂ２へ並行的に移動させ、その後、第２動作手段５５
Ｂが、第２可動役物５２，５３，５４の間の間隔が拡大するように、第２可動役物５２，
５３，５４を相対的に移動させ、更に、その後、第３動作手段５５Ｃが、第２可動役物５
２，５３，５４を前方へ移動させ、この場合、第２可動役物５２，５３，５４の下端が前
方へ移動し且つそれら下端間の間隔が拡大するように、第２可動役物５２，５３，５４を
傾動させるので、第２可動役物５２，５３，５４の動作を強調して、第１，第２可動役物
５０，５２，５３，５４を拡張することができる。
【０１２４】
　また、役物駆動手段５１と役物動作手段５５（可動役物作動手段）は、第１，第２可動
役物５０，５２，５３，５４を拡張すると共に、第１可動役物５０の電飾部６０ａ，６１
ａ，６２ａ，６３ａ，６４ａ，６５ａからの光により第２可動役物５２、５３、５４を電
飾可能に、且つ遊技者が視認可能な電飾部６０ａ，６１ａ，６２ａ，６３ａ，６４ａ，６
５ａの可視発光領域を拡大可能に、第１，第２可動役物５０，５２，５３，５４を相対的
に移動させるように構成したので、電飾効果を高めることができる。
【０１２５】
　しかも、役物駆動手段５１と役物動作手段５５（可動役物作動手段）は、役物本体６０
と電飾部材６３，６４，６５とを更に相対的に移動させ、役物本体６０から電飾部材６３
，６４，６５を伸長出現させて、電飾部６０ａ，６１ａ，６２ａ，６３ａ，６４ａ，６５
ａの可視発光領域を確実に拡大することができる。
【０１２６】
　以上のように、第１，第２可動役物５０，５２，５３，５４を拡張し、その際、電飾部
６０ａ，６１ａ，６２ａ，６３ａ，６４ａ，６５ａからの光により第２可動役物５２、５
３、５４を電飾可能に、且つ遊技者が視認可能な電飾部６０ａ，６１ａ，６２ａ，６３ａ
，６４ａ，６５ａの可視発光領域を拡大することができるので、第１，第２可動役物５０
，５２，５３，５４の斬新な動作並びに電飾を実現し、演出効果を高めることができる。
【０１２７】
　役物動作手段５５は、役物駆動手段５１が役物本体６０（主動可動役物）を移動させる
のに連動して第２可動役物５２，５３，５４を作動させ、更には、サイド役物６１，６２
、電飾部材６３，６４，６５を動作させるので、つまり、役物本体６０に、サイド役物６
１，６２、電飾部材６３，６４，６５、第２可動役物５２，５３，５４を従動させて、第
１，第２可動役物５０，５２，５３，５４の拡張、第２可動役物５２，５３，５４の間の
間隔の拡大、第２可動役物５２，５３，５４の傾動、電飾部６０ａ，６１ａ，６２ａ，６
３ａ，６４ａ，６５ａの可視発光領域の拡大を円滑に確実に行わせることができる。
【０１２８】
　また、役物動作手段５５は、役物駆動手段５１が役物本体６０（主動可動役物）を移動
させるのに連動して第２可動役物５２，５３，５４を作動させるので、第２可動役物５２
，５３，５４を作動させる為の電動モータや原点ＳＷを別途設ける必要がなく、電動モー
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タや原点ＳＷの配線等を含む構造を簡単化でき、製造コスト的にも有利になる。
【０１２９】
　次に、第２の可動役物装置１８について説明する。
　図２８～図４０に示すように、第２の可動役物装置１８は、センタ役物１５の右部に配
置され、回動可能に設けられた回動役物７０と、回動役物７０を駆動し回動させる回動駆
動手段７１と、回動役物７０に反転可能に設けられた反転役物７２と、反転役物７２を駆
動し反転させる反転駆動手段７３と、反転役物７２に可動に設けられた７つの可動役物７
４，７５，７６，７７と、可動役物７４，７５，７６，７７を作動させる役物作動手段７
８とを備えている。
【０１３０】
　尚、可動役物７４，７５，７６，７７と役物作動手段７８について、対称構造のものに
は同一符号を付して説明する。回動役物７０、反転役物７２、可動役物７４，７５，７６
，７７は、画像表示装置１６の画面前側で動作可能に設けられている。第２の可動役物装
置１８は、センタ役物１５の右下部に第２のベース部材７９が固定的に設けられ、このベ
ース部材７９に、第２の可動役物装置１８が搭載されている。
【０１３１】
　回動役物７０、回動駆動手段７１について説明する。
　図２８～図３３に示すように、回動役物７０は、回動役物本体７０ａを有し、この回動
役物本体７０ａが、ベース部材６９に前後方向の回動軸心ａ回りに回動自在に支持され、
更に、回動役物本体７０ａの回動軸心ａから離隔した部位が、ベース部材７９に形成され
た回動軸心ａを中心とする円弧溝７９ａにコロ（図示略）を介して回動自在にガイド支持
されている。
【０１３２】
　回動駆動手段７１は、ベース部材７９に取付けられた電動モータ７１ａと、電動モータ
７１ａの駆動力を回動役物本体７０ａに伝達するギヤ機構やリンク機構を含む動力伝達機
構７１ｂとを有し、回動役物７０を反転役物７２及び可動役物７４，７５，７６，７７と
共に、略鉛直姿勢にする第１回動位置Ｃ１（図２８）と、略水平姿勢にする第２回動位置
Ｃ２（図２９、図３０、図３１）とに亙って回動させる。回動役物７０の原点位置（例え
ば、第１回動位置Ｃ１）を検出する原点ＳＷ７１ｃ（図４２参照）も設けられている。
【０１３３】
　反転役物７２、反転駆動手段７３について説明する。
　図２８～図３４に示すように、反転役物７２は、反転役物本体７２ａを有し、この反転
役物本体７２ａが、回動役物本体７０ａに盤面と平行な反転軸心ｂ回りに回動自在に支持
され、反転役物本体７２ａの一側面側にサブ画像表示装置９９が搭載され、反転役物本体
７２ａの他側面側（サブ画像表示装置９９と反対側）に可動役物７４，７５，７６，７７
が配置されている。
【０１３４】
　ここで、回動役物７０が第１回動位置Ｃ１にある状態で、反転役物７２の反転軸心ｂが
略鉛直になり、回動役物７０が第２回動位置Ｃ２にある状態で、反転役物７２の反転軸心
ｂが略水平になる。
【０１３５】
　反転駆動手段７３は、回動役物本体７０ａに取付けられた電動モータ７３ａと、電動モ
ータ７３ａの駆動力を反転役物本体７０ａに伝達するギヤ機構を含む動力伝達機構７３ｂ
とを有し、サブ画像表示装置９９が前方へ向いて現れる（つまり、可動役物７４，７５，
７６，７７が後方へ向いて反転役物本体７２ａの後側に隠れる）第１反転位置Ｄ１（図２
８、図２９）と、可動役物７４，７５，７６，７７が前方へ向いて現れる（つまり、サブ
画像表示装置９９が後方へ向いて反転役物本体７２ａの後側に隠れる）第２反転位置Ｄ２
（図３０、図３１）とに亙って、反転役物７２を可動役物７４，７５，７６，７７と共に
回動させる。反転役物７２の原点位置（例えば、第１反転位置Ｄ１）を検出する原点ＳＷ
７３ｃ（図４２参照）も設けられている。
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【０１３６】
　反転役物７２が、第１反転位置Ｄ１又は第２反転位置Ｄ２にある状態で、反転軸心ｂ方
向の長さが、矢印Ｍで示す盤面と平行な方向であって反転軸心ｂと直交する方向（以下、
Ｍ方向という）の長さよりも長い図示形状に形成され、回動役物７０が第２回動位置Ｃ２
にある状態では、画像表示装置１６の下部の画面前側に、その下部の画面の大部分を覆う
ように位置する。
【０１３７】
　ここで、反転役物７２が第１反転位置Ｄ１にある状態で、回動駆動手段７１が回動役物
７０を第１回動位置Ｃ１と第２回動位置Ｃ２とに亙って回動させ、回動役物７０が第２回
動位置Ｃ２にある状態で、反転駆動手段７３が反転役物７２を第１反転位置Ｄ１と第２反
転位置Ｄ２とに亙って反転させ得るようにしている。
【０１３８】
　可動役物７４，７５，７６，７７、役物作動手段７８について説明する。
　図３０～図４０に示すように、可動役物７４，７５，７６，７７は、図３１等に示す展
開形状を７分割した図示形状に形成され、これら可動役物７４，７５，７６，７７の前面
部に、それらと同等形状の７つの電飾部７４ａ，７５ａ，７６ａ，７７ａが夫々設けられ
ている。
【０１３９】
　可動役物７４，７５，７６，７７は、１つの主動可動役物７４と、主動可動役物７４に
従動する６つの従動可動役物７５，７６，７７（２つの第１従動可動役物７５、２つの第
２従動可動役物７６、２つの第３従動可動役物７７）とを含み、これら可動役物７４，７
５，７６，７７において、主動可動役物７４が中央に位置し、２つの第１従動可動役物７
５、２つの第２従動可動役物７６、２つの第３従動可動役物７７が、夫々、主動可動役物
７４の略中心を通るＭ方向の軸線に対して対称に構成されている。
【０１４０】
　役物作動手段７８は、可動役物７４，７５，７６，７７を部分的に重ねた状態に折り畳
んだ収納位置Ｅ１（図３０）と、可動役物７４，７５，７６，７７（主に電飾部７４ａ，
７５ａ，７６ａ，７７ａ）が連続的に繋がる伸長状態（前記の展開形状）に展開した展開
位置Ｅ２（図３１）とに亙って、可動役物７４，７５，７６，７７を作動させる。尚、可
動役物７４，７５，７６，７７が展開位置Ｅ２にあるとき、遊技盤４に固定的に設けられ
た後述の盤ランプ１０８ｂの一部を含む電飾部７７ｃ（図４参照）にも可動役物７７が連
続的に繋がって、その電飾部７７ｃも含めて更に拡張した前記の展開形状が形成される。
【０１４１】
　ここで、電飾部７４ａ，７５ａ，７６ａ，７７ａを発光させる場合、可動役物７４，７
５，７６，７７の動作に同期して種々の発光態様とすることができ、その発光態様として
、例えば、可動役物７４，７５，７６，７７が収納位置Ｅ１から展開位置Ｅ２へ切り換わ
る際、最初から明るく発光させる態様、徐々に明るくなるように発光させる態様、或いは
、可動役物７４，７５，７６，７７が展開位置Ｅ２へ切り換わるまでは発光させないで、
展開位置Ｅ２へ切り換わった後、明るく発光させる態様等を採用可能である。
【０１４２】
　ここで、回動役物７０が第２回動位置Ｃ２にあり、反転役物７２が第２反転位置Ｄ２に
ある状態で、役物作動手段７８が可動役物７４，７５，７６，７７を収納位置Ｅ１と展開
位置Ｅ２とに亙って作動させ得るようにしている。尚、可動役物７４，７５，７６，７７
の原点位置（例えば、収納位置Ｅ１）を検出する原点ＳＷ７８ａ（図４２参照）も設けら
れている。
【０１４３】
　役物作動手段７８は、主動可動役物７４をＭ方向へ駆動し移動させる役物駆動手段８０
と、役物駆動手段８０が主動可動役物７４を移動させる動力により従動可動役物７５，７
６，７７を動作させる２つの役物連動手段８１とを有する。
【０１４４】
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　２つの役物連動手段８１は、主動可動役物７４の略中心を通るＭ方向の軸線に対して対
称に構成され、且つ対称に作動して、その一方の役物連動手段８１が、それと同側の一方
の第１，第２，第３従動可動役物７５，７６，７７（３つの可動役物７５，７６，７７）
を動作させ、他方の役物連動手段８１が、それと同側の他方の第１，第２，第３従動可動
役物７５，７６，７７（３つの可動役物７５，７６，７７）を動作させる。
【０１４５】
　次に、可動役物７４，７５，７６，７７、役物作動手段７８について具体的に説明する
。尚、対称構造の従動可動役物７５，７６，７７、役物連動手段８１については、その一
方について説明し、他方については説明を省略する。尚、適宜、回動役物７０が第２回動
位置Ｃ２、反転役物７２が第２反転位置Ｄ２、可動役物７４，７５，７６，７７が展開位
置Ｅ２にある状態の前後・上下を、前後・上下として説明する。
【０１４６】
　先ず、主動可動役物７４よりも少し前方に第１従動可動役物７５が位置し、第１従動可
動役物７５よりも少し後方に第２従動可動役物７６が位置し、第２従動可動役物７６より
も少し後方に第３従動可動役物７７が位置している。
【０１４７】
　主動可動役物７４は、逆三角形状に形成され、その後面側に固定的に設けられた役物連
結板７４ｂを有する。この役物連結板７４ｂは、反転役物本体７２ａの内部に配設されて
、反転役物本体７２ａにＭ方向（上下方向）へ移動自在にガイド支持され、そのために、
役物連結板７４ｂに形成された２つのＭ方向に長い長穴７４ｃが、反転役物本体７２ａに
設けられた２つのガイド軸７４ｄにスライド自在に係合している。
【０１４８】
　役物駆動手段８０は、反転役物本体７２ａに取付けられた電動モータ８０ａと、電動モ
ータ８０ａの出力軸に固定された出力ギヤ８０ｂと、反転役物本体７２ａに装着され出力
ギヤ８０ｂに噛合する従動ギヤ８０ｃとを有し、これら電動モータ８０ａとギヤ８０ｂ，
８０ｃは反転役物本体７２ａの内部に配設されている。更に、役物駆動手段８０は、従動
ギヤ８０ｃに固定的に設けられた係合ピン８０ｄと、役物連結板７４ｂに形成されて係合
ピン８０ｄが係合する係合凹部８０ｅとを有し、この係合ピン８０ｄと係合凹部８０ｅに
より、従動ギヤ８０ｃの回動を主動可動役物７４のＭ方向への移動に変換する。
【０１４９】
　第１従動可動役物７５は、三日月形状に形成され、その基端側部分（下端側部分）に軸
７５ｂが後方突出状に固定的に設けられ、この軸７５ｂを介して主動可動役物７４に回動
自在に連結されている。
【０１５０】
　役物連動手段８１は、軸７５ｂに一端部が固定された回動部材８５を有し、この回動部
材８５の他端部に後方突出状のピン８５ａが設けられ、このピン８５ａが反転役物本体７
２ａに形成された左右方向に長い長孔８５ｂに摺動自在に係合している。
【０１５１】
　つまり、役物連動手段８１は、主動可動役物７４がＭ方向へ移動すると、その主動可動
役物７４と共に第１従動可動役物７５（軸８５ｂ）をＭ方向へ移動させつつ、軸７５ｂに
固定された回動部材８５と、そのピン８５ａが係合する長孔８５ｂにより、回動部材８５
及び軸７５ｂと共に、第１従動可動役物７５を軸７５ｂ回りに回動させる。
【０１５２】
　また、役物連動手段８１は、第２，第３従動可動役物７６，７７を動作させる為の補助
アーム９０を有し、その補助アーム９０は、Ｌ形ケース状に形成されて、第２従動可動役
物７６よりも少し後方に位置して、その基端部（下端部）に固定的に設けられた前後方向
の軸９０ａを介して反転役物本体７２ａに回動自在に支持されている。
【０１５３】
　第２，第３従動可動役物７６，７７は、少しだけ下方に反った湾曲形状に形成され、第
２従動可動役物７６は、その中央部分に固定的に設けられた前後方向の軸７６ｂを介して
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補助アーム９０の一端側部分に回動自在に連結され、第３従動可動役物７７は、その一端
部に固定的に設けられた前後方向の軸７７ｂを介して補助アーム９０の一端部に回動自在
に連結されている。
【０１５４】
　役物連動手段８１は、反転役物本体７２ａの内部に設けられて、補助アーム９０を回動
させる為の回動機構９１及び第１，第２ギヤ部材９２，９３と、補助アーム９０の内部に
設けられて、補助アーム９０が回動することにより第２，第３従動可動役物７６，７７を
回動させる為の第３，第４ギヤ部材９４，９５及び腕部材９６とを有する。
【０１５５】
　先ず、第１ギヤ部材９２は、その中央部が反転役物本体７２ａに前後方向の軸９２ａを
介して回動自在に支持されている。回動機構９１は、主動可動役物７４と一体の役物連結
板７４ｂに形成された左右方向に長い長孔９１ａと、この長孔９１ａに係合可能に第１ギ
ヤ部材９２に設けられたピン９１ｂとを有し、主動可動役物７４のＭ方向への移動を第１
ギヤ部材９２の回動に変換する。
【０１５６】
　第２ギヤ部材９３は、補助アーム９０の軸９０ａに固定的に設けられ、第１，第２ギヤ
部材９２，９３のギヤ同士が噛合している。つまり、第１ギヤ部材９２が回動すると、第
２ギヤ部材９３と共に補助アーム９０が回動する。第３ギヤ部材９４は、第２従動可動役
物７６の軸７６ｂに固定的に設けられ、第４ギヤ部材９５は、第３従動可動役物７７の軸
７７ｂに固定的に設けられ、第３，第４ギヤ部材９４，９５のギヤ同士が噛合している。
【０１５７】
　腕部材９６は、その一端部（上端部）が第３ギヤ部材９４に前後方向の軸心回りに回動
自在に連結され、その他端部（下端部）に後方突出状のピン９６ａが形成され、このピン
９６ａが反転役物本体７２ａに形成された湾曲溝９６ｂにスライド自在に係合している。
補助アーム９０が回動すると、腕部材９６のピン９６ａが湾曲溝９６ｂをスライドするこ
とにより、腕部材９６がその長さ方向へ補助アーム９０に対して移動して、第３ギヤ部材
９４と共に第２従動可動役物７６が回動させ、更に、第４ギヤ部材９５と共に第３従動可
動役物７７を回動させる。
【０１５８】
　このように、役物連動手段８１は、役物駆動手段８０が主動可動役物７４を移動させる
動力により、第１，第２，第３従動可動役物７５，７６，７７を、夫々異なる軸心回りに
回動させて、図３０に示す収納位置Ｅ１と図３１等に示す展開位置Ｅ２（図３１）とに亙
って、可動役物７４，７５，７６，７７を作動させることができる。
【０１５９】
　尚、回動役物７０が第１回動位置Ｃ１にあるときに、反転役物７２が第１反転位置Ｄ１
にあり、可動役物７４，７５，７６，７７が収納位置Ｅ１（収縮状態）にあるときの、反
転役物７２（可動役物７４，７５，７６，７７）で表現する表現物と、回動役物７０が第
２回動位置Ｃ２にあるときに、反転役物７２が第２反転位置Ｄ２にあり、可動役物７４，
７５，７６，７７が展開位置Ｅ２（拡張状態）にあるときの、反転役物７２と可動役物７
４，７５，７６，７７）で表現する表現物が異なる。尚、第１の可動役物装置１７におい
ても、第１，第２可動役物５０，５２，５３，５４が収縮状態にあるときに表現する表現
物（例えば、握り拳のような表現物）と、拡張状態にあるときに表現する表現物（例えば
、掌のような表現物）とを異ならせてもよい。
【０１６０】
　ここで、従来の可動役物装置において、２つの可動役物（第１，第２可動役物）しか設
けられていないもの、また、第１，第２可動役物が相対的に移動するが、その動作が非常
に単純であるものでは、可動役物の斬新な動作を実現することができない。
【０１６１】
　第２の可動役物装置１８の作用・効果について説明する。
　役物作動手段７８は、７つの可動役物７４，７５，７６，７７を部分的に重ねた状態に
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折り畳んだ収納位置Ｅ１と、７つの可動役物７４，７５，７６，７７が連続的に繋がる伸
長状態に展開した展開位置Ｅ２とに亙って、７つの可動役物７４，７５，７６，７７を作
動させるので、７つの可動役物７４，７５，７６，７７の斬新な動作を実現して、演出効
果を高めることができる。
【０１６２】
　また、反転役物７２が第１反転位置Ｄ１にある状態で、７つの可動役物７４，７５，７
６，７７が、収納位置Ｅ１では、反転役物本体７２ａの後側に隠れるように、コンパクト
に邪魔にならないように折り畳むことができ、依って、反転役物７２が第１反転位置Ｄ１
から第２反転位置Ｄ２に切り換わり、７つの可動役物７４，７５，７６，７７が突如現れ
ることで、更に、その後、７つの可動役物７４，７５，７６，７７が、展開位置Ｅ２で大
きく展開することができるので、また、場合によりサブ画像表示装置９９と協働して演出
を行わせることで、インパクトのある役物演出を実現することができる。
【０１６３】
　役物作動手段７８において、役物駆動手段８０が、主動可動役物７４を移動させ、役物
連動手段８１が、役物駆動手段８０が主動可動役物７４を移動させる動力により従動可動
役物７５，７６，７７を動作させるので、可動役物７４，７５，７６，７７を連動させて
全体的に円滑に作動させ、また、第２可動役物５２，５３，５４を作動させる為の電動モ
ータや原点ＳＷを別途設ける必要がなく、電動モータや原点ＳＷの配線等を含む構造を簡
単化でき、製造コスト的にも有利になる。
【０１６４】
　次に、パチンコ遊技機１の制御系について説明する。
　図４１、図４２に示すように、制御装置１００は、遊技制御基板１０１、払出制御基板
１０２、演出制御基板１０３、画像制御基板１０４、ランプ制御基板１０５を備え、これ
ら制御基板１０１～１０５に夫々ＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを含むコンピュータを備えて構
成され、演出制御基板１０３は更にＲＴＣ（「ＲＴＣ」はリアルタイムクロックを意味す
る）を備えている。
【０１６５】
　遊技制御基板１０１のコンピュータは、第１始動口ＳＷ１０ｃ、第２始動口ＳＷ１０ｄ
，１１ｃ、ゲートＳＷ１２ａ、大入賞口ＳＷ１３ｃ、複数の一般入賞口ＳＷ１４ａからの
信号、払出制御基板１０２からの制御情報を受けて、第２始動口ＳＯＬ１１ｄ、大入賞口
ＳＯＬ１３ｄ、図柄表示器１９ａ～１９ｃ、図柄保留ランプ１９ｄ～１９ｆを制御し、払
出制御基板１０２、演出制御基板１０３に制御情報を出力する。
【０１６６】
　払出制御基板１０２のコンピュータは、遊技制御基板１０１からの制御情報、払出球検
出ＳＷ１０６ｂ、球有り検出ＳＷ１０６ｃ、満タン検出ＳＷ１０６ｄからの信号を受けて
、払出モータ１０６ａを制御し、遊技制御基板１０１に制御情報を出力する。
【０１６７】
　演出制御基板１０３のコンピュータは、遊技制御基板１０１、画像制御基板１０４、ラ
ンプ制御基板１０５からの制御情報、演出ボタンＳＷ６からの信号を受けて、画像制御基
板１０４、ランプ制御基板１０５に制御情報を出力する。画像制御基板１０４のコンピュ
ータは、演出制御基板１０３からの制御情報を受けて、遊技演出用の画像表示装置１６、
スピーカ１０７を制御し、演出制御基板１０３に制御情報を出力する。
【０１６８】
　ランプ制御基板１０５のコンピュータは、演出制御基板１０３からの制御情報、第１，
第２の可動役物装置１７，１８（原点ＳＷ５１ｃ，７１ｃ，７３ｃ，７８ａ）からの信号
を受けて、遊技演出用の枠ランプ１０８ａ、盤ランプ１０８ｂ、第１，第２の可動役物装
置１７，１８（電動モータ５１ａ，７１ａ，７３ａ，８０ａ、サブ画像表示装置９９）を
制御し、演出制御基板１０３に制御情報を出力する。尚、サブ画像表示器９９は、画像制
御基板１０４のコンピュータにより制御されるようにしてもよい。
【０１６９】
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　図４３に示すように、遊技制御基板１０１の主にコンピュータにより、図示の各手段１
１０～１１７，１２０～１２７，１３０が構成されている。特図カウンタ手段１１０は、
大当り判定値、特図判定値を、リーチ判定値、変動パターン判定値を、夫々設定範囲内で
微小時間毎に順次更新する。
【０１７０】
　特図取得手段１１１は、遊技球が第１始動口１０ａに入賞したときに第１特図保留数が
４未満の場合に特図始動条件が成立して、特図カウンタ手段１１０により更新された大当
り判定値、特図判定値、リーチ判定値、変動パターン判定値を、１組の第１特図判定情報
として取得し、遊技球が第２始動口１０ｂ，１１ａの何れかに入賞したときに第２特図保
留数が４未満の場合に特図始動条件が成立して、特図カウンタ手段１１０により更新され
た大当り判定値、特図判定値、リーチ判定値、変動パターン判定値を、１組の第２特図判
定情報として取得する。
【０１７１】
　特図保留記憶手段１１２は、特図取得手段１１１により取得され且つ特図判定手段１１
４（大当り判定手段１１４ａ）による判定に供していない第１，第２特図判定情報を夫々
４個まで、つまり特図判定情報を合計８個まで記憶（保留）可能である。
【０１７２】
　特図保留消化手段１１３は、特図保留記憶手段１１２に記憶されている特図判定情報を
、特別図柄の変動開始毎に順次１ずつ特図判定手段１１４による判定に供して特図保留記
憶手段１１２から消去（保留消化）する。その際、特図保留記憶手段１１２に複数の特図
判定情報が記憶されている場合、それら複数の特図判定情報を特図保留記憶手段１１２に
記憶された順番（即ち、特図取得手段１１１により取得された順番）で消化する。
【０１７３】
　特図判定手段１１４においては、特図取得手段１１１により取得された特図判定情報に
基づいて、詳しくは、特別図柄が変動表示される際、当該特別図柄の変動表示に係る特図
判定情報、つまり特図保留消化手段１１３により消化された特図判定情報に基づいて、大
当り判定手段１１４ａが、遊技者に有利な特別遊技を行うか否かを判定し、特別遊技を行
うと判定すると、図柄判定手段１１４ｂが、当該特別遊技中の大入賞口１３ａの開閉パタ
ーン、及び当該特別遊技終了後の遊技状態を判定する。
【０１７４】
　具体的に、先ず、大当り判定手段１１４ａが、特図判定情報の大当り判定値に基づいて
、特別遊技である大当り遊技を行うか否かを、また、大当り遊技と部類が異なる特別遊技
である小当り遊技を行うか否かを判定する。この場合、図４４に示すように、大当り判定
テーブルとして低確テーブルと高確テーブルの何れかを用いて判定する。
【０１７５】
　低確テーブルを用いる場合、大当り判定値が約1/320 の割合で大当り特定値（3,247 ・
・・）の何れかと一致すると、大当り遊技を行うと判定し、高確テーブルを用いる場合、
大当り判定値が約10/320の割合で大当り特定値（3,7 ・・・）の何れかと一致すると、大
当り遊技を行うと判定し、低確テーブルと高確テーブルの何れを用いる場合でも、大当り
判定値が約3/320 の割合で小当り特定値（4,44・・・）の何れかと一致すると、小当り遊
技を行うと判定する。
【０１７６】
　大当り遊技を行うと判定すると、図柄判定手段１１４ｂが、当該特図判定情報の特図判
定値に基づいて、複数の大当り図柄（図４５に示す大当り図柄Ａ～Ｈ）の何れか１つを選
択する。ここで、その特図判定値が第１特図判定情報である場合は、図４５に示す第１図
柄選択テーブルにより規定される選択率で図柄選択を行い、第２特図判定情報である場合
は、図４５に示す第２図柄選択テーブルにより規定される選択率で図柄選択を行う。
【０１７７】
　特図表示制御手段１１５は、特図判定手段１１４による判定結果に基づいて、特図保留
消化手段１１３により第１特図判定情報が消化されたことを契機に、第１特図表示器１９
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ａに第１特別図柄を変動表示させた後に当該判定結果を示す判定図柄を停止表示させ、特
図保留消化手段１１３により第２特図判定情報が消化されたことを契機に、第２特図表示
器１９ｂに第２特別図柄を変動表示させた後に当該判定結果を示す判定図柄を停止表示さ
せる。
【０１７８】
　大当り判定手段１１４ａにより大当り遊技を行うと判定されると、図柄判定手段１１４
ｂにより選択された大当り図柄Ａ～Ｈの何れか１つを停止表示させ、小当り遊技を行うと
判定されると、小当り図柄を停止表示させ、特別遊技（大当り遊技、小当り遊技）を行わ
ないと判定されると、ハズレ図柄を停止表示させる。
【０１７９】
　特別遊技実行手段１１６は、大当り判定手段１１４ａにより特別遊技（大当り遊技、小
当り遊技）を行うと判定された場合、特図表示制御手段１１５により、当該判定結果を示
す判定図柄、つまり図柄判定手段１１４ｂにより選択された判定図柄（大当り図柄、小当
り図柄）が停止表示された後、その判定図柄に応じた開閉パターンで大入賞口１３ａを開
閉させる遊技者に有利な特別遊技（大当り遊技、小当り遊技）を行う。
【０１８０】
　図４６に示すように、大当り遊技中の大入賞口１３ａの開閉パターンは、大当り図柄の
種類に応じて図示のように設定され、小当り遊技中の大入賞口１３ａの開閉パターンは、
大当り図柄Ｄ，Ｅ，Ｇ，Ｈに対応する開閉パターンと同様に設定される。
【０１８１】
　具体的に、16Ｒ（ラウンド）長期開放では、大入賞口１３ａが16Ｒに亙って開閉され、
各ラウンドは、大入賞口１３ａを開放して開始後、大入賞口１３ａに遊技球が例えば10個
入賞する、或いは例えば30秒経過するＲ終了条件が成立すると、大入賞口１３ａを閉塞し
て終了する。８Ｒ長期開放では、大入賞口１３ａが８Ｒに亙って開閉され、各ラウンドは
開始後、16Ｒ長期開放と同様のＲ終了条件が成立すると終了する。８Ｒ短期開放では、大
入賞口１３ａが８Ｒに亙って開閉され、各ラウンドは開始後、大入賞口１３ａに遊技球が
例えば10個入賞する、或いは例えば0.1 秒経過するＲ終了条件が成立すると終了する。
【０１８２】
　確率設定手段１１７は、大当り判定手段１１４ａにより大当り遊技を行うと判定される
大当り確率を、図４４に示す低確テーブルを用いて第１の確率（約1/320 ）又は図４４に
示す高確テーブルを用いて第１の確率よりも高い第２の確率（約10/320）に設定する。
【０１８３】
　一方、普図カウンタ手段１２０は、当り判定値、普図判定値を、夫々微小時間毎に順次
更新する。普図取得手段１２１は、遊技球がゲート１２を通過したときに普図保留数が４
未満の場合に普図始動条件が成立して、普図カウンタ手段１２０により更新された当り判
定値、普図判定値を、１組の普図判定情報として取得する。普図保留記憶手段１２２は、
普図取得手段１２１により取得され且つ普図判定手段１２４による判定に供していない普
図判定情報を４個まで記憶（保留）可能である。
【０１８４】
　普図保留消化手段１２３は、普図保留記憶手段１２２に記憶されている普図判定情報を
普図表示器１９ｃでの普通図柄の変動開始毎に順次１ずつ普図判定手段１２４による判定
に供して普図保留記憶手段１２２から消去（保留消化）する。その際、普図保留記憶手段
１２２に複数の普図判定情報が記憶されている場合、それら複数の普図判定情報を普図保
留記憶手段１２２に記憶された順番（即ち、普図取得手段１２１により取得された順番）
で消化する。
【０１８５】
　普図判定手段１２４は、普図始動条件の成立により普図取得手段１２１により取得され
た普図判定情報に基づいて、詳しくは、普通図柄が変動表示される際、当該普通図柄の変
動表示に係る普図判定情報、つまり普図保留消化手段１２３により消化された普図判定情
報に基づいて、補助遊技を行うか否かを判定する。
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【０１８６】
　普図表示制御手段１２５は、普図判定手段１２４による判定結果に基づいて、普図保留
消化手段１２３により普図判定情報が消化されたことを契機に、普図表示器１９ｃに普通
図柄を変動表示させた後に当該判定結果を示す判定図柄を停止表示させる。普図判定手段
１２４により補助遊技を行うと判定された場合には、当り図柄を停止表示させ、補助遊技
を行わないと判定された場合には、ハズレ図柄を停止表示させる。
【０１８７】
　補助遊技実行手段１２６は、普図判定手段１２４により補助遊技を行うと判定された場
合、普図表示制御手段１２５により、その判定結果を示す判定図柄、つまり当り図柄が停
止表示された後、第２始動口１１ａを開閉させる補助遊技を行う。
【０１８８】
　作動モード設定手段１２７は、図４７に示すように、第２始動口作動モードとして、第
２始動口１１ａを開状態に作動させ難い低作動モード又は開状態に作動させ易い高作動モ
ードを設定する。
【０１８９】
　具体的に、低作動モードでは、普図判定手段１２４により補助遊技を行うと判定される
当り確率が1/10、普図表示器１９ｃでの普通図柄の普図変動時間が12秒、補助遊技中の第
２始動口１１ａの始動口開閉パターンが0.1 秒×1 回に設定され、高作動モードでは、当
り確率が10/10 、普図変動時間が0.5 秒、始動口開閉パターンが2.0 秒×3 回に設定され
る。
【０１９０】
　遊技状態制御手段１３０は、複数の遊技状態（図４８示す通常遊技状態、時短遊技状態
、潜確遊技状態、確変遊技状態）の何れか１つを択一的に設定し、その遊技状態で遊技を
制御する。尚、電源投入時には前回の電源遮断時に設定されていた遊技状態を継続的に設
定し、電源投入時に所謂ＲＡＭクリアが実行された場合には通常遊技状態を設定する。
【０１９１】
　図４８に示すように、通常遊技状態、時短遊技状態が設定された場合、確率設定手段１
１７により第１の確率（約1/320 ）が設定され、潜確遊技状態、確変遊技状態が設定され
た場合、確率設定手段１１７により第２の確率（約10/320）が設定される。また、通常遊
技状態、潜確遊技状態が設定された場合、作動モード設定手段１２７により低作動モード
が設定され、時短遊技状態、確変遊技状態が設定された場合、作動モード設定手段１２７
により高作動モードが設定される。
【０１９２】
　遊技状態制御手段１３０は、特別遊技実行手段１１６により大当り遊技が行われた場合
、その大当り遊技終了後の遊技状態を図４６に示すように設定変更する。大当り図柄Ａ～
Ｃの何れかが停止表示されて、所謂「確変大当り」になった場合、当該大当り遊技終了後
に確変遊技状態が設定され、大当り図柄Ａ，Ｂの停止からは、その後、特図表示器１９ａ
，１９ｂでの特別図柄の特図変動回数が10000 回に達すると、通常遊技状態へ移行され、
大当り図柄Ｃの停止からは、その後、特図変動回数が50回に達すると、潜確遊技状態へ移
行され、更に、特図変動回数が10000 回に達すると、通常遊技状態へ移行される。
【０１９３】
　大当り図柄Ｄが停止表示されて、所謂「突確大当り」になった場合、当該大当り遊技終
了後に確変遊技状態が設定され、その後、特図変動回数が10000 回に達すると、通常遊技
状態へ移行される。大当り図柄Ｅが停止表示されて、所謂「潜確大当り」になった場合、
当該大当り遊技終了後に潜確遊技状態（又は確変遊技状態）が設定され、その後、特図変
動回数が10000 回に達すると、通常遊技状態へ移行される。
【０１９４】
　大当り図柄Ｆが停止表示されて、所謂「通常大当り」になった場合、また、大当り図柄
Ｇが停止表示されて、所謂「突時大当り」になった場合、当該大当り遊技終了後に時短遊
技状態が設定され、その後、特図変動回数が50回に達すると、通常遊技状態へ移行される
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。大当り図柄Ｈが停止表示されて、所謂「突通大当り」になった場合、当該大当り遊技終
了後に通常遊技状態が設定される。小当り図柄が停止表示されて、所謂「小当り」になっ
た場合、当該小当り遊技終了後に当該小当り遊技開始前の遊技状態が設定される（即ち、
遊技状態は設定変更されない）。
【０１９５】
　図４３に示すように、演出制御基板１０３、画像制御基板１０４、ランプ制御基板１０
５のコンピュータ等により、遊技演出を演出手段１５０（画像表示装置１６、第１，第２
の可動役物装置１７，１８、スピーカ１０７、ランプ１０８ａ，１０８ｂ）に行わせる演
出制御手段１４０が構成され、その演出制御手段１４０は、図柄変動演出制御手段１４１
、特別遊技演出制御手段１４２、役物制御手段１４３を備えている。
【０１９６】
　図柄変動演出制御手段１４１は、特図判定手段１１４による判定結果に基づいて、特図
表示制御手段１１５により特図表示器１９ａ，１９ｂに特別図柄が変動表示されていると
きに、図４９（１）に示す複数の図柄変動演出（図柄変動演出１，２，３・・・ｎ）の中
から選択した図柄変動演出を行わせる。各図柄変動演出は、特図判定手段１１４による判
定結果（特別遊技を行うと判定された期待度）を示唆するように行われる。
【０１９７】
　特別遊技演出制御手段１４２は、特別遊技実行手段１１６により特別遊技（大当り遊技
、小当り遊技）が行われているときに、図４９（２）に示す複数の特別遊技演出（特別遊
技演出１，２，３・・・ｎ）の中から選択した特別遊技動演出を行わせ、その特別遊技の
最後に、図４９（３）に示す複数のエンディング演出（エンディング演出１，２，３・・
・ｎ）の中から選択したエンディング演出を行わせる。
【０１９８】
　役物制御手段１４３は、図柄変動演出制御手段１４１により行われている特定の図柄変
動演出において、特図判定手段１１４による判定結果（特別遊技を行うと判定された期待
度）を示唆するように、或いは、特別遊技演出制御手段１４２により行われている特定の
特別遊技演出や特定のエンディング演出において、第１，第２の可動役物装置１７，１８
の少なくとも一方を作動させるように制御する。
【０１９９】
　以上説明したパチンコ遊技機１の全体的な作用・効果は次の通りである。
　遊技者は、通常遊技状態又は潜確遊技状態が設定されているときには、発射ハンドル７
を操作して遊技球がセンタ役物１５の左側を落下するように、遊技球を発射させる所謂左
打ちにより遊技を行い、時短遊技状態又は確変遊技状態が設定されているとき、或いは大
当り遊技が行われているときには、発射ハンドル７を操作して遊技球がセンタ役物１５の
右側を落下するように、遊技球を発射させる所謂右打ちにより遊技を行う。
【０２００】
　左打ちにより振分装置２０、つまり第１，第２始動口１０ａ，１０ｂを狙うことができ
、第１特図保留数が４未満のときに、遊技球が第１始動口１０ａに入賞すると、第１特図
判定情報が取得され特図保留記憶手段１１２に記憶され、第２特図保留数が４未満のとき
に、遊技球が第２始動口１０ｂに入賞すると、第２特図判定情報が取得され特図保留記憶
手段１１２に記憶される。
【０２０１】
　右打ちにより第２始動口１１ａ、ゲート１２を狙うことができ、第２特図保留数が４未
満のときに、遊技球が第２始動口１１ａに入賞すると、第２特図判定情報が取得され特図
保留記憶手段１１２に記憶され、普図保留数が４未満のときに、遊技球がゲート１２を通
過すると、普図判定情報が取得され普図保留記憶手段１２２に記憶される。
【０２０２】
　普図保留記憶手段１２２に記憶された普図判定情報は、普通図柄の変動開始毎に順次消
化（消去）されて、当り抽選が行われ、その当り抽選で当選した場合、普図表示器１９ｃ
に当り図柄が変動停止後、第２始動口１１ａが開放する補助遊技が発生する。
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【０２０３】
　通常遊技状態又は潜確遊技状態が設定されている場合、右打ちを行っても振分装置２０
から第１，第２始動口１０ａ，１０ｂへの遊技球の入賞を殆ど期待できないうえ、第２始
動口作動モードとして低作動モードが設定され、第２始動口１１ａへの遊技球の入賞も殆
ど期待できないため、左打ちにより所有の遊技球の数を減らしながら遊技を行い、時短遊
技状態又は確変遊技状態が設定されている場合、第２始動口作動モードとして高作動モー
ドが設定され、右打ちを行って第２始動口１１ａへの比較的多くの遊技球の入賞を期待で
きるため、右打ちにより所有の遊技球の数を略維持して遊技を行うことができる。
【０２０４】
　特図保留記憶手段１１２に記憶された特図判定情報は、特別図柄の変動開始毎に順次消
化（消去）され、その際、特図保留記憶手段１１２に複数の特図判定情報が記憶されてい
る場合には、それら複数の特図判定情報は取得された順番で消化されて、大当り抽選が行
われ、その大当り抽選で当選した場合、特図表示器１９ａ，１９ｂｃの何れかに大当り図
柄が変動停止後、大入賞口１３ａが開放する大当り遊技が発生する。
【０２０５】
　大当り遊技では、変動停止した大当り図柄の種類によって、16Ｒ長期開放、8 Ｒ長期開
放、8 Ｒ短期開放の何れかが選択実行され、右打ちにより、16Ｒ長期開放では、例えば約
2000個の遊技球を獲得でき、8 Ｒ長期開放では、例えば約1000個の遊技球を獲得でき、8 
Ｒ短期開放では、遊技球を実質獲得できない。また、変動停止した大当り図柄の種類によ
って、当該大当り遊技終了後の遊技状態として、通常遊技状態、時短遊技状態、潜確遊技
状態、確変遊技状態の何れかが選択設定される。
【０２０６】
　大当り遊技、及び大当り遊技終了後の遊技状態について、第２特図判定情報（第２始動
口１０ｂ，１１ａへの遊技球の入賞）に基づいて大当り抽選で当選した場合、第１特図判
定情報（第１始動口１０ａへの遊技球の入賞）に基づいて大当り抽選で当選した場合より
も、より遊技者に有利になる割合が高くなる。左打ちにより、振分装置２０により複数の
遊技球が第１，第２始動口１０ａ，１０ｂに交互に入賞して、第１特図判定情報に基づく
大当り抽選と第２特図判定情報に基づく大当り抽選とが交互に行われる一方、時短遊技状
態又は確変遊技状態における右打ちにより、複数の遊技球が第２始動口１１ａに連続的に
入賞して、第２特図判定情報に基づく大当り抽選が連続的に行われる。
【０２０７】
　一方、特別図柄が変動表示されているときには図柄変動演出が、また、特別遊技が行わ
れているときには特別遊技演出とエンディング演出が、夫々、画像表示装置１６での表示
を主体に行われ、遊技性並びに遊技興趣が高められ、更に、特定の図柄変動演出において
、大当り抽選の結果（大当り期待度）を示唆するように、或いは、特定の特別遊技演出や
特定のエンディング演出において、第１，第２の可動役物装置１７，１８の少なくとも一
方が作動して、演出効果が高められる。
【０２０８】
　第１，第２の可動役物装置１７，１８の各々について、例えば、図柄変動演出において
、動作した場合に動作しなかった場合よりも「大当り」と判定された大当り期待度が高く
なるように、また、その動作態様によって大当り期待度が異なるようにして、演出効果を
一層高めることができる。
【０２０９】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を付加して実施が可能であ
り、種々のパチンコ遊技機等の遊技機に本発明を適用可能である。
【符号の説明】
【０２１０】
１　パチンコ遊技機
１０ａ，１０ｂ　第１，第２始動口（第１，第２始動領域）
２０　振分装置
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２１　ベース部材
２２　ケース部材
２３　導入通路
２３ａ　導入口
２３ｂ　傾斜案内部
２４，２５　第１，第２誘導通路
２４ｃ，２４ｄ，２５ｃ，２５ｄ　第１，第２排出口
２６，２７　第１，第２湾曲案内部
２９　減速手段
２９ａ，２９ｂ　凸部
３０　振分手段
５０　第１可動役物（演出役物）
５１　役物駆動手段（可動役物作動手段）
５２，４３，５４　第２可動役物（可動部材、演出役物）
５５　役物動作手段（可動役物作動手段）
６０　役物本体（可動部材、主動可動役物）
６１，６２　サイド役物（可動部材）
６３，６４，６５　電飾部材（可動部材）
６０ａ，６１ａ，６２ａ，６３ａ，６４ａ，６５ａ　電飾部（電飾手段）
７４　可動役物（主動可動役物）
７５，７６，７７　可動役物（従動可動役物) 
７８　役物作動手段
８０　役物駆動手段
８１　役物連動手段
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