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(57)【要約】
【課題】回転表示装置を採用したパチンコ機の演出効果
および装飾性を高めることである。
【解決手段】外周に複数の図柄５８が設けられた一対の
表示リール５６のそれぞれをステッピングモータ７２で
回転させて、図柄５８を変動表示させるようにした回転
表示装置５０の前側に演出部材９０を設けて揺動自在に
支持し、その演出部材９０に上記表示リール５６の図柄
５８を表示する表示窓９１を設け、表示リール５６の回
転時に演出部材９０を揺動させて、演出効果を高める。
また、演出部材９０の凹凸状とされた外表面を鏡面仕上
げし、その外表面に周囲の像を映し出させ、その映像を
演出部材９０の揺動により種々変化させて、演出部材９
０が大きく揺動しているような感じを与えさせる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の遊技板に形成された遊技領域内に貫通孔を形成し、前記遊技板の前面に取付け
られて前記貫通孔の前側周縁部および貫通孔の内周部を覆う枠状の装飾体の表面に模様部
を設け、前記装飾体の内側開口の背部に複数の回転可能な表示リールのそれぞれをモータ
により単独に設定角度回転させて、それぞれの表示リールの外周に設けられた複数の図柄
を変動表示する回転表示装置を配置し、前記装飾体内に、前記回転表示装置の前側部を覆
い、表示リールのそれぞれと対向する位置に図柄表示用の表示窓が形成された演出部材を
揺動自在に配置し、その演出部材を揺動させる揺動駆動装置を設け、前記演出部材の外表
面を凹凸状とし、かつ、鏡面仕上げして、その凹凸状外表面に前記模様部が映り込むよう
にしたパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、図柄表示装置を有するパチンコ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機に設けられる図柄表示装置として、表示パネルを有し、その表示パネルに図
柄を変動表示させるようにした液晶表示装置や、複数の表示リールや回転体等の図柄表示
体を回転させ、その図柄表示体の外周に設けられた複数の図柄を変動表示させるようにし
た回転表示装置が知られている。
【０００３】
　液晶表示装置を採用したパチンコ機においては、液晶表示装置の周囲に演出部材を設け
、リーチ発生時に、その演出部材を上下方向または左右方向に移動させ、あるいは、揺動
させて、大当たりの期待感を持たせるようにしたものが数多く提案されており、装飾性も
高く、遊技者の間で人気を博している。
【０００４】
　一方、回転表示装置を採用したパチンコ機においては、リーチの発生後に図柄表示体を
低速回転させ、あるいは、特許文献１に記載のように、球形の図柄表示体を公転させつつ
自転させて、図柄変動パターンのバリエーションを増大させることにより期待感を持たせ
るようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２８３３３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、回転表示装置を採用したパチンコ機においては、上記のように、図柄表示体
の回転態様を制御して遊技演出に変化を持たせる構成であるため、液晶表示装置の周囲に
演出部材を設けたパチンコ機に比較して演出効果および装飾性に劣り、改善すべき点が残
されていた。
【０００７】
　この発明の課題は、回転表示装置を採用したパチンコ機の演出効果および装飾性を高め
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、この発明においては、遊技盤の遊技板に形成された遊技
領域内に貫通孔を形成し、前記遊技板の前面に取付けられて前記貫通孔の前側周縁部およ
び貫通孔の内周部を覆う枠状の装飾体の表面に模様部を設け、前記装飾体の内側開口の背
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部に複数の回転可能な表示リールのそれぞれをモータにより単独に設定角度回転させて、
それぞれの表示リールの外周に設けられた複数の図柄を変動表示する回転表示装置を配置
し、前記装飾体内に、前記回転表示装置の前側部を覆い、表示リールのそれぞれと対向す
る位置に図柄表示用の表示窓が形成された演出部材を揺動自在に配置し、その演出部材を
揺動させる揺動駆動装置を設け、前記演出部材の外表面を凹凸状とし、かつ、鏡面仕上げ
して、その凹凸状外表面に前記模様部が映り込むようにした構成を採用したのである。
【０００９】
　上記の構成からなるパチンコ機においては、例えば、遊技板の遊技領域に設けられたゲ
ートに対する遊技球の通過、あるいは、始動入賞口に対する遊技球の入賞をトリガとして
、回転表示装置のモータおよび揺動駆動装置を駆動させ、上記モータの駆動により表示リ
ールを予め設定された条件に従って設定角度回転させる。
【００１０】
　また、表示リールの回転時に、揺動駆動装置の駆動により演出部材を揺動させて遊技者
に大当たりの期待感を持たせるようにする。そして、表示リールが設定角度回転して停止
すると同時、または、停止直前に演出部材を停止させ、その演出部材の表示窓に複数の特
別図柄が停止表示されると、大当たり遊技状態として、大入賞口を予め定められた条件に
従って開放させるようにする。
【００１１】
　ここで、遊技を演出する演出部材は、凹凸状とされた外表面が鏡面仕上げされているた
め、その外表面に装飾体の表面に形成された模様部やパチンコ機の前側周囲の像が歪みの
ある状態で映し出されることになり、その映像は演出部材の揺動によって種々変化するた
め、演出部材の揺動量が小さい場合でも、大きく揺動しているかのような印象を与えるこ
とができる。
【発明の効果】
【００１２】
　上記のように、この発明においては、回転表示装置の前面側に表示窓を有する揺動可能
な演出部材を設け、その演出部材を揺動させる揺動駆動装置を設けたことによって、回転
表示装置の表示リールの回転による図柄の変動表示動作の際に上記演出部材を揺動させる
ことで遊技の演出に大きな変化を持たせることができ、回転表示装置を有するパチンコ機
の演出効果を高めることができる。
【００１３】
　また、演出部材の外表面を凹凸状として鏡面仕上げしたことにより、その外表面に装飾
体の表面に形成された模様部やパチンコ機の前側周囲の像が歪のある状態で映り、その映
像は演出部材の揺動によって変化するため、演出部材の揺動量が小さい場合でも、大きく
揺動しているかのような印象を与えることができる。その結果、演出効果は極めて高いも
のとなり、また、演出部材は装飾としての機能も併せ持つため、装飾性に優れたパチンコ
機を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明に係るパチンコ機の実施の形態を示す正面図
【図２】遊技盤の正面図
【図３】役物装置を示す正面図
【図４】図３の装飾体を取り除いた状態の正面図
【図５】図４のV－V線に沿った断面図
【図６】図４のVI－VI線に沿った断面図
【図７】（ａ）は、図６のVII－VII線に沿った断面図、（ｂ）は、（ａ）に示す遮蔽リー
ルを揺動させた状態を示す断面図
【図８】図５のVIII－VIII線に沿った断面図
【図９】図８の平面図
【図１０】（ｃ）は、図９のX－X線に沿った断面図、（ｄ）は、（ｃ）に示す演出部材を
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揺動させた状態の断面図
【図１１】（ｅ）は、装飾体の正面図、（ｆ）は、（ｅ）のXI－XI線に沿った断面図
【図１２】背面カバー内に回転表示装置および図柄表示装置を組込んだ状態の正面図
【図１３】図１２の回転表示装置の前側に演出部材を組み込んだ状態の正面図
【図１４】（ｇ）は、演出部材の正面図、（ｈ）は、（ｇ）のXIV－XIV線に沿った断面図
【図１５】（ｉ）は、遮蔽部材の正面図、（ｊ）は、（ｉ）のXV－XV線に沿った断面図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１に示すように、パチンコ
機は、縦長な矩形状に枠組みされた外枠１を有し、その外枠１の一側部に上下で対向する
ヒンジ片２が固定され、そのヒンジ片２によりパチンコ機の主要構成部を支持する板状の
中枠３の一側部が軸支されて開閉可能に支持されている。
【００１６】
　中枠３の表側には、上皿５を有する前面枠４が設けられている。前面枠４は、透明板の
周囲を縁枠で覆った構成とされ、その一側部が中枠３に軸支されて開閉自在とされ、閉鎖
状態において中枠３の前面を覆うようになっている。その前面枠４の下側に下皿７を有す
る皿板６が設けられている。
【００１７】
　皿板６の右側には発射ハンドル８が取付けられ、その発射ハンドル８に設けられた発射
レバー９を回動操作することにより、上皿５に貯留された遊技球が図示省略した球送り機
構を介して発射装置に送り込まれた後、中枠３に支持された遊技盤１０の遊技領域１１に
発射されるようになっている。
【００１８】
　図２に示すように、遊技盤１０は、遊技板１０ａを有し、その遊技板１０ａの前面にガ
イドレール１２が取付けられ、そのガイドレール１２の内側が遊技領域１１とされている
。遊技領域１１の中央部には、役物装置３０が設けられ、その役物装置３０の周囲に遊技
球の落下方向を分散、調整するための多数の釘１３や風車１４が設けられている。
【００１９】
　また、役物装置３０の真下には、第１ゲート１５、始動入賞口１６および電動チューリ
ップからなる第１大入賞口１７が縦一列に設けられ、さらに、役物装置３０の右サイドか
ら斜め下方に向けて第２ゲート１８、第２大入賞口１９および第３大入賞口２０が設けら
れている。
【００２０】
　図５に示すように、遊技板１０ａには、上記役物装置３０が装着される貫通孔２１が形
成されている。図３に示すように、役物装置３０は、樹脂成形された装飾体３１を有する
。
【００２１】
　図１１（ｅ）および（ｆ）に示すように、装飾体３１は枠状をなし、その内周下部には
遊技球が転がり移動するステージ３２が設けられ、そのステージ３２の形成部位を除く前
面内周部には凹凸状の透光性を有する模様部３３が形成されている。
【００２２】
　図５に示すように、装飾体３１は、遊技板１０ａの前面に対する取付けにより、貫通孔
２１の前側周縁部および貫通孔２１の内周面を覆い、その背面にはねじの締付けによる手
段を介して背面カバー３４が結合一体化されている。
【００２３】
　図１２に示すように、背面カバー３４の前側部における輪郭は、図１１（ｅ）に示す装
飾体３１の輪郭と略同一とされている。図５および図１２に示すように、背面カバー３４
の内側には、装飾体３１の内側開口３５と対向する位置にドットマトリクスからなる図柄
表示装置４０と、その図柄表示装置４０の上方に回転表示装置５０とが組込まれ、上記図
柄表示装置４０の表示パネル４１の前面外周部を覆う角筒状の縁飾り４２が背面カバー３
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４に対して着脱自在に取付けられている。
【００２４】
　図６に示すように、回転表示装置５０は、背面カバー３４にねじ止めされるケーシング
５１を有している。ケーシング５１の内部には、左右一対のリール収容空間５２、５２と
、そのリール収容空間５２の背部にギヤ収容空間５３が設けられている。また、ケーシン
グ５１には、図９および図１０（ｃ）、（ｄ）に示すように、上記リール収容空間５２の
上側に左右一対のソレノイド収容空間５４、５４が形成されている。
【００２５】
　図６に示すように、一対のリール収容空間５２のそれぞれ前壁には、開口５５が形成さ
れている。また、一対のリール収容空間５２のそれぞれ内部には表示リール５６が組込ま
れている。
【００２６】
　表示リール５６は、円筒状をなし、その両端部がリール収容空間５２の左右端壁に形成
されたラジアル軸受面５７により回転自在に支持されて同一軸上に配置され、外周面には
複数の図柄５８が周方向に等間隔に設けられている。
【００２７】
　また、表示リール５６の互いに対向する端部には、表示リール５６よりも小径の従動ギ
ヤ５９が設けられている。ここで、図では省略したが、図柄５８の表示効果を高めるため
に、表示リール５６のそれぞれ内部に発光ダイオードを設け、その発光ダイオードによっ
て表示リール５６の前側部を照明するようにしている。
【００２８】
　表示リール５６の外側には円筒状の遮蔽リール６０が回転自在に嵌合されている。遮蔽
リール６０の軸方向長さは表示リール５６の軸方向長さより短く、その遮蔽リール６０の
両端から表示リール５６の両端部が外側に突出している。
【００２９】
　図７（ａ）、（ｂ）に示すように、遮蔽リール６０には、表示リール５６の図柄５８を
露出状態とする開口部６１と、上記図柄５８を隠蔽可能とする不透明な蓋体部６２とが周
方向に連続して設けられている。また、遮蔽リール６０の外周には、軸方向の略中央部に
セクタギヤ６３が設けられている。
【００３０】
　図６および図７に示すように、ギヤ収容空間５３には、一対の表示リール５６をそれ単
独に回転駆動する第１のギヤ駆動機構７０と、一対の遮蔽リール６０、６０を同時に回転
駆動する第２のギヤ駆動機構８０が組込まれている。
【００３１】
　第１のギヤ駆動機構７０は一対の表示リール５６のそれぞれに対応して設けられ、その
２つのギヤ駆動機構７０は同一の構成であるため、一方のギヤ駆動機構７０のみを以下に
説明し、他方のギヤ駆動機構７０については、同一部品に同一の符号を付して説明を省略
する。
【００３２】
　第１のギヤ駆動機構７０は、表示リール５６の従動ギヤ５９に噛合する駆動ギヤ７１と
、その駆動ギヤ７１を駆動するステッピングモータ７２とからなり、そのステッピングモ
ータ７２により駆動ギヤ７１を回転し、その駆動ギヤ７１の回転を従動ギヤ５９に伝達し
て、表示リール５６を回転させるようにしている。
【００３３】
　第２のギヤ駆動機構８０は、遮蔽リール６０に平行配置された回転可能なギヤ軸８１に
、遮蔽リール６０のそれぞれのセクタギヤ６３と噛合する２枚の従動ギヤ８２、８２を固
定し、上記一方の従動ギヤ８２をステッピングモータ８３の回転軸に固定された駆動ギヤ
８４に噛合し、上記ステッピングモータ８３の駆動によりギヤ軸８１を回転し、その回転
を従動ギヤ８２からセクタギヤ６３に伝達して遮蔽リール６０を回転させるようにしてい
る。
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【００３４】
　ステッピングモータ８３は、遮蔽リール６０の蓋体部６２が開口５５に臨む位置と開口
部６１が上記開口５５に臨む位置との間で遮蔽リール６０を回転させるようになっており
、図７（ａ）に示すように、蓋体部６２が開口５５に臨むと、表示リール５６の図柄５８
が蓋体部６２で隠蔽される。一方、図７（ｂ）に示すように、開口部６１が開口５５に臨
むと、その開口部６１および開口５５を通して図柄５８を視認することができるようにな
っている。
【００３５】
　図５および図６に示すように、回転表示装置５０の前側には演出部材９０が設けられて
いる。図１４（ｇ）、（ｈ）に示すように、演出部材９０はドクロを模したお面形状とさ
れて、回転表示装置５０におけるケーシング５１の前側部を覆うことのできる大きさとさ
れている。
【００３６】
　演出部材９０は、合成樹脂の成形品からなって透明部９９を部分的に有し、その透明部
９９を除く外表面は全体にわたって凹凸状とされ、その凹凸状表面は金属蒸着膜あるいは
メッキ皮膜等の形成により鏡面仕上げされて、周りの像が歪みをもって映し出されるよう
になっている。
【００３７】
　さらに、演出部材９０には、左右一対の表示窓９１、９１が形成され、両側面の後部に
は、上記一対の表示窓９１、９１の中心を含む仮想平面上に一対の支点軸９２が設けられ
ている。
【００３８】
　また、演出部材９０の中央上部には凹部９３が形成され、その凹部９３の背面壁９４は
平板状をなし、その背面壁９４に窓９５が設けられている。背面壁９４の後面には、上記
窓９５の上側に後方に張り出す突出部９６が設けられ、その突出部９６の両側には前側部
に丸みを有する一対のアーム９７が設けられている。また、突出部９６の下部には前後方
向に延びる薄肉厚のリブ９８が設けられている。
【００３９】
　図３に示すように、演出部材９０は、装飾体３１の内側開口３５の後方に位置する組込
みとされて、図６に示すように、回転表示装置５０の前側部を覆い、その両側面の後部に
設けられた上記一対の支点軸９２がケーシング５１の内面両側部に形成された軸受溝６４
に嵌合されて回転自在に支持され、上記軸受溝６４の開口を閉塞する蓋体６５の取付けに
より、支点軸９２は抜け止めされている。
【００４０】
　演出部材９０の上記のような組込みにより、その演出部材９０は支点軸９２を中心にし
て上部が前後動する方向に揺動可能とされている。このとき、お面形状の演出部材９０の
重心は支点軸９２より前側に偏った位置にあるため、演出部材９０は、図５に示す状態で
、時計回りの回転モーメントが負荷されることになり、一対の支点軸９２による２点支持
では、安定した停止状態を得ることができない。
【００４１】
　その支持の安定化を図るため、図５、図８および図９に示すように、回転表示装置５０
におけるケーシング５１の前面上部に演出部材９０の突出部９６と上下で対向する座板６
６を設け、その座板６６で上記突出部９６の下部に設けられたリブ９８を支持するように
している。
【００４２】
　上記のように、軸受溝６４で一対の支点軸９２を支持し、突出部９６のリブ９８を座板
６６で受けて、演出部材９０を３点支持とすることにより、演出部材９０に安定した停止
状態を得ることができる。
【００４３】
　演出部材９０は、図８乃至図１０に示す揺動駆動装置１００により支点軸９２を中心に
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揺動される。揺動駆動装置１００は、ケーシング５１の一対のソレノイド収容空間５４の
それぞれに一対のソレノイド１０１、１０１を組込み、その一対のソレノイド１０１、１
０１のプランジャ１０２の先端部に係合板１０３を固定し、その係合板１０３の上部に設
けられた二股片１０４を突出部９６の両側に設けられたアーム９７の前面に当接し、上記
ソレノイド１０１に対する通電により係合板１０３を後退動させ、アーム９７に対する引
張り力の負荷によって、上部が後退動する方向に演出部材９０を揺動させるようにしてい
る。図１０（ｄ）は、演出部材９０を揺動させた状態を示す。
【００４４】
　また、ソレノイド１０１に対する通電の解除により、プランジャ１０２の外側に設けた
ばね１０５によってプランジャ１０２および係合板１０３を前進動させ、演出部材９０を
自身の重量による回転モーメントにより上部が前進動する方向に揺動させるようにしてい
る。
【００４５】
　図３に示すように、演出部材９０の組込み状態において、その演出部材９０の外周部が
装飾体３１の内周部で隠蔽される組み込みであると、演出部材９０の全体像を把握するこ
とができず、装飾性が低下することになる。また、演出部材９０の外周全体が露出する組
込みであると、演出部材９０の外周面と装飾体３１の内周面間に隙間が形成されて、この
場合にも、装飾性が低下することになる。
【００４６】
　その装飾性を向上させるため、演出部材９０の左上部を装飾体３１の内周部と前後で重
なる配置として、その重なり部に演出部材９０の揺動を可能とする間隙を設けている。ま
た、演出部材９０の右側半分の外周面Ａと装飾体３１の内周面Ｂ間に半環状の隙間を形成
し、その隙間を遮蔽部材１１０により遮蔽するようにしている。
【００４７】
　図４および図１５に示すように、遮蔽部材１１０は、内周部が演出部材９０の外周に沿
い、外周部が装飾体３１の内周部と前後で重なり合う透光性を具えた湾曲部１１１の一端
部に内向きの頭部１１２を設けた蛇を模した形状とされ、上記頭部１１２の外周上部には
複数の取付片１１３が形成されている。また、頭部１１２の背面側には上記頭部１１２と
ほぼ同形状で、上端部が頭部１１２の上側に張り出す基板１１４が設けられ、その基板１
１４に上記頭部１１２を内部から照明する発光ダイオード１１５が実装されている。
【００４８】
　上記遮蔽部材１１０は、装飾体３１によって覆われる取付片１１３および基板１１４の
上部を背面カバー３４の上部にねじ止めする取付けとされる。このとき、固定側端部とし
ての頭部１１２が演出部材９０の凹部９３内に収まり、湾曲部１１１の内周部が演出部材
９０の外周に沿い、さらに、湾曲部１１１の外周部が装飾体３１の内周部に対して前側に
位置する前後で重なる取付けとされ、その取付け状態において、上記湾曲部１１１の内周
部と演出部材９０の外周部間に、演出部材９０の揺動を可能とする間隔が確保されている
。
【００４９】
　上記のような遮蔽部材１１０の取付けにより、演出部材９０と装飾体３１との境界がな
くなり、パチンコ機の装飾性を高めることができる。
【００５０】
　ここで、遮蔽部材１１０は、その上部が背面カバー３４にねじ止めされる取付けである
ため、温度変化等による取付け部位の変形や撓みにより、湾曲部１１１の端部が演出部材
９０に近づいて、その演出部材９０の揺動を阻害することが想定される。
【００５１】
　そのような問題点を解消するため、図５、図８および図９に示すように、ケーシング５
１に設けられた座板６６の前面に、演出部材９０の上部に形成された窓９５から前方に延
びて先端面が遮蔽部材１１０の基板１１４の背面に接触または僅かな間隔をおいて対向す
る棒状の支え部材６７を設けている。
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【００５２】
　上記のように、座板６６に支え部材６７を設けることにより、遮蔽部材１１０の取付け
部位の変形や撓みによって湾曲部１１１の端部が演出部材９０に近づくのを防止すること
ができ、演出部材９０との間に、その演出部材９０の揺動を可能とする間隔を常に確保す
ることができる。
【００５３】
　ここで、図３に示すように、遮蔽部材１１０の湾曲部１１１の表面は、その長さ方向に
凹凸部１１６を連続させた構成とされ、一方、演出部材９０は、前述のように、表面が鏡
面仕上げされているため、演出部材９０の表面外周部に上記凹凸部１１６や装飾体３１の
模様部３３が歪みをもつ状態で映し出されることになる。このとき、演出部材９０は、揺
動駆動装置１００により支点軸９２を中心にして揺動されるため、映し出される像は種々
変化することになり、演出部材９０の揺動量が小さい場合でも、ダイナミックな動きをし
ているかような印象を与えることができる。
【００５４】
　図４に示すように、背面カバー３４の内部には、装飾体３１の模様部３３と対向する位
置、演出部材９０の透明部９９と対向する位置、遮蔽部材１１０の湾曲部１１１と対向す
る位置のそれぞれに基板１２０が設けられ、それぞれの基板１２０に装飾体３１、透明部
９９および湾曲部１１１を内面側から照明する発光ダイオード１２１が実装されている。
【００５５】
　実施の形態で示すパチンコ機は上記の構造からなり、次に、その作動の一例を述べる。
【００５６】
　いま、図１に示す発射レバー９の操作により遊技領域１１に打込まれた遊技球が落下し
て始動入賞口１６に入賞すると、図２に示す図柄表示装置４０の表示パネル４１に図柄の
変動表示が行なわれる。
【００５７】
　上記図柄表示装置４０の表示パネル４１に複数の特別図柄が停止表示されて当選すると
、特別遊技状態が発生し、表示パネル４１に「右打ち」という文字の表示が行なわれる。
【００５８】
　上記表示に従って右打ちし、遊技球が第２ゲート１８または第１ゲート１５を通過する
と、そのゲート通過をトリガとして、第１大入賞口１７が開放し、その第１大入賞口１７
に遊技球が入賞すると、第２大入賞口１９および第３大入賞口２０が開放する。
【００５９】
　第２大入賞口１９および第３大入賞口２０に予め設定された個数の遊技球が入賞し、あ
るいは、設定された時間が経過すると、第２大入賞口１９および第３大入賞口２０が閉鎖
し、特別遊技状態が終了し、その終了と同時に図６に示す第１のギヤ駆動機構７０のステ
ッピングモータ７２および第２のギヤ駆動機構８０のステッピングモータ８３が始動する
。また、図１０に示す揺動駆動装置１００が作動して、再抽選モードに移行する。
【００６０】
　上記第２のギヤ駆動機構８０のステッピングモータ８３の始動により、遮蔽リール６０
が回転し、その遮蔽リール６０の開口部６１がリール収容空間５２の開口５５と対向する
と、ステッピングモータ８３は停止する。
【００６１】
　また、第１のギヤ駆動機構７０のステッピングモータ７２の始動により、一対の表示リ
ール５６が回転して、図柄５８の変動表示が開始される。この表示リール５６の回転時、
揺動駆動装置１００の作動により、演出部材９０は支点軸９２を中心に揺動動作を繰り返
し行う。
【００６２】
　表示リール５６が設定角度回転して停止すると同時、または、停止直前に演出部材９０
が停止し、演出部材９０の表示窓９１に複数の特別図柄が停止表示されると、大当たり遊
技状態が発生する。
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　その大当たり遊技状態において、遊技球が第２ゲート１８を通過すると、前述と同様に
、第１大入賞口１７が開放し、その第１大入賞口１７に遊技球が入賞すると、第２大入賞
口１９および第３大入賞口２０が開放する。
【００６４】
　第２大入賞口１９および第３大入賞口２０に予め設定された個数の遊技球が入賞し、あ
るいは、設定された時間が経過すると、第２大入賞口１９および第３大入賞口２０が閉鎖
する。
【００６５】
　第２ゲート１８への遊技球の通過による第１大入賞口１７の開放、および、その第１大
入賞口１７への遊技球の入賞による第２大入賞口１９および第３大入賞口２０の開放は予
め設定された回数だけ繰り返し行なわれる。設定回数に達すると、大当たり遊技状態が終
了する。
【００６６】
　大当たり遊技状態が終了すると、第２のギヤ駆動機構８０のステッピングモータ８３の
再始動により、遮蔽リール６０が回転され、その遮蔽リール６０の蓋体部６２がリール収
容空間５２の開口５５に対向すると、ステッピングモータ８３が停止し、開口５５は蓋体
部６２により閉鎖状態とされる。
【００６７】
　上記のように、回転表示装置５０の一対の表示リール５６の回転による図柄の変動表示
の際、演出部材９０は揺動運動を繰り返し行なうため、遊技者は、大当たりの前兆である
かのような期待感を抱くことになり、表示リール５６を単に回転させるものに比較して、
演出効果は高く、面白さが倍増する。
【００６８】
　ここで、表示リール５６の回転と同時に揺動する演出部材９０は、凹凸状とされた外表
面が鏡面仕上げされているため、その外表面に装飾体３１の表面内周部に形成された凹凸
状の模様部３３やパチンコ機の前側周囲の像が歪みのある状態で映し出されることになり
、その映像は演出部材９０の揺動によって種々変化する。このため、演出部材９０の揺動
量が小さい場合でも、大きく揺動しているかのような印象を与えることになり、極めて高
い演出効果を発揮する。また、演出部材９０は装飾としての機能も併せ持つため、装飾性
に優れたパチンコ機とすることができる。
【００６９】
　実施の形態で示すように、枠状装飾体３１の内周面と演出部材９０の外周面間に形成さ
れる隙間を遮蔽部材１１０により遮蔽すると、演出部材９０と装飾体３１の境界がなくな
り、また、遮蔽部材１１０は飾りとして装飾効果を発揮するため、装飾性に優れたパチン
コ機とすることができる。
【符号の説明】
【００７０】
１０・・・遊技盤、１０ａ・・・遊技板、１１・・・遊技領域、２１・・・貫通孔、３１
・・・装飾体、３３・・・模様部、３５・・・開口、５０・・・回転表示装置、５６・・
・表示リール、５８・・・図柄、７２・・・ステッピングモータ（モータ）、９０・・・
演出部材、９１・・・表示窓、１００・・・揺動駆動装置



(10) JP 2010-268949 A 2010.12.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 2010-268949 A 2010.12.2

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】



(12) JP 2010-268949 A 2010.12.2

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(13) JP 2010-268949 A 2010.12.2

【図１４】 【図１５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

