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(57)【要約】
【課題】ノングレア処理が施された透過型の画像表示装
置を備えた遊技機において、画像表示装置を透過して内
部から発せられる識別情報を視認し易くした遊技機を提
供する。
【解決手段】本発明の遊技機は、遊技に必要な複数種類
の識別情報を変動表示する回転リール表示装置と、回転
リール表示装置の図柄情報を視認可能にすると共に、表
面にノングレア処理を施した透過型の液晶表示装置３０
とを有する。そして、透過型の液晶表示装置３０の表面
部に、透過率を向上する被覆部材５０を取着したことを
特徴とする。
【選択図】　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技に必要な複数種類の識別情報を変動表示する変動表示装置と、
　前記変動表示装置の識別情報を視認可能にすると共に、表面にノングレア処理を施した
透過型の画像表示装置と、
を有する遊技機であって、
　前記透過型の画像表示装置の表面部に、透過率を向上する被覆部材を取着したことを特
徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記被覆部材はＰＥＴフィルムであり、透光性を有する接着液を介して前記表面部に取
着したことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記被覆部材は、前記画像表示装置の表面部の内、変動表示装置の識別情報を視認でき
る領域に取着した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、例えば、スロットマシン、パチンコ機など、各種の遊技情報を表示可能な画
像表示装置を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上記した遊技機として、演出効果を高めるために、視覚的に認識される画像表示
装置を組み込んでいるものが知られている。画像表示装置では、遊技を行っている間、遊
技者の期待感や興奮感を高めるために、各種のキャラクタを表示させて様々な演出（演出
画像表示）が行われる。
【０００３】
　上記した画像表示装置は、遊技機の筐体のいずれかの部分に設置されるが、例えば、特
許文献１に開示されているように、画像表示装置を透過型に構成し、その背面に設置され
た複数種類の識別情報を変動表示する変動表示装置（回転リール表示装置）の識別情報を
画像表示装置の画像と重ねて視認できるように構成した遊技機（スロットマシン）が知ら
れている。このスロットマシンは、所定量のＢＥＴ及びスタートレバーの操作が行われた
ことを条件に、複数種類の識別情報（図柄）の可変表示及び停止表示を行い、その停止表
示された図柄の組み合わせに基づいて、所定量の遊技価値を付与するように構成されてい
る。
【０００４】
　通常、上記した透過型の画像表示装置は、周囲からの写り込みを防止するために、その
表面にはノングレア処理（アンチグレア処理ともいう）が施されている。ここで「ノング
レア処理」とは、画像表示装置の表面部材の表面に、例えば微細な凹凸を形成する等して
粗面化する処理をいう。すなわち、画像表示装置の表面を粗面化しておくことにより、周
囲から入射した光が乱反射するようになり、反射率が低下して、周囲からの写り込みを低
下することが可能になる。
【特許文献１】特開２００５－３４２３４４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、遊技機で遊技する場合、遊技者は、筐体の正面部に着座等しており、透過型
の画像表示装置の画像、及びその背後に設置されている変動表示装置の識別情報を正面視
するのが一般的である。このため、上記したようなノングレア処理を施していなくても、
遊技者は、それ程、周囲の写り込みが気になることはない。逆に、ノングレア処理を施し
てあることにより、変動表示装置の識別情報を視認し難くなるという問題がある。すなわ
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ち、変動表示装置の識別情報は、透過型画像表示装置の表示パネル等を透過して遊技者に
達することとなるが、内部からの透過光（識別情報）がノングレア処理を施した部分で散
乱（乱反射）してしまい、遊技者は識別情報を暗く感じてしまうという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記した問題に着目して成されたものであり、ノングレア処理が施された透
過型の画像表示装置を備えた遊技機において、画像表示装置を透過して内部から発せられ
る識別情報を視認し易くした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】
【０００７】
　上記した目的を達成するために、請求項１に係る遊技機は、遊技に必要な複数種類の識
別情報を変動表示する変動表示装置と、前記変動表示装置の識別情報を視認可能にすると
共に、表面にノングレア処理を施した透過型の画像表示装置と、を有しており、前記透過
型の画像表示装置の表面部に、透過率を向上する被覆部材を取着したことを特徴とする。
【０００８】
　上記した構成の遊技機によれば、遊技者は、遊技中において、変動表示装置の識別情報
を、透過型の画像表示装置で表示される画像情報に重ねて視認することが可能となる。通
常、画像表示装置の表面部は、ノングレア処理が施されているものの、上記した被覆部材
を取着したことで、画像表示装置の画像表示部における光の透過率の向上が図れ、遊技者
は、識別情報を暗く感じることがなくなる。
【０００９】
　上記した構成においては、請求項２に記載されているように、例えば、前記被覆部材を
ＰＥＴフィルムとし、これを、透光性を有する接着液を介して前記表面部に取着するよう
に構成すれば良い。
【００１０】
　このような構成では、接着液をノングレア処理が施された表面部に塗布し、その後、Ｐ
ＥＴフィルムが取着される。ＰＥＴフィルムと表面部との間には、接着液が介在すること
となるが、ＰＥＴフィルムが取着されることで、接着液は、ノングレア処理が施された凹
凸部分に満遍なく充填されるようになる。このため、接着液と表面部の界面部分において
光を乱反射することが抑制できるようになり、内部からの光の透光性の向上が図れるよう
になる。もちろん、接着液については、予めＰＥＴフィルム側に取着しておいても良いし
、ＰＥＴフィルムに塗布した後、そのＰＥＴフィルムを表面部に取着する構成であっても
良い。
【００１１】
　また、用いられる接着液については、画像表示装置の表面部を構成する材料の屈折率と
同じ屈折率となる材料を用いることが好ましい。このように、接着液として、表面部と同
じ屈折率を有する材料を用いることにより、接着液と表面部との界面部分で、屈折率の相
違による光の偏向が抑制され、より効果的に乱反射が抑制できるようになり、透光性を向
上することが可能となる。
【００１２】
　また、上記したような被覆部材は、請求項３に記載されているように、画像表示装置の
表面部の内、変動表示装置の識別情報を視認できる領域に取着しておいても良い。
【００１３】
　例えば、変動表示装置がリール式の回転装置によって構成されていれば、透過型の画像
表示装置の表面部において、回転装置が位置する部分のみに被覆部材を取着しておけば良
い。このような構成では、遊技において、遊技者が注視する部分の透過率が向上して視認
性の向上が図れると共に、それ以外の領域（識別情報が表示されない領域）では、周囲か
らの写り込みが防止された状態となり、より遊技が行い易くなる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ノングレア処理が施された透過型の画像表示装置を備えた遊技機であ



(4) JP 2008-178519 A 2008.8.7

10

20

30

40

50

っても、画像表示装置を透過して内部から発せられる識別情報を視認し易くすることが可
能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る遊技機の一実施の形態について、スロットマシンを例示して具体的
に説明する。　
　図１は、スロットマシンの一構成例を示した斜視図、図２は、スロットマシンの遊技領
域を拡大して示す図、図３は、変動表示装置の一例を示す回転リール表示装置を示す図、
図４は、そして、図３に示した回転リールの１つの構成を示す図である。
【００１６】
　本実施形態に係るスロットマシン１は、前面に開閉可能な前面扉２を有する筐体３を備
えている。前面扉２には、その前面のほぼ中央より上部に、透過型の画像表示装置を構成
する液晶表示部２ａが設けられている。前記筐体３の内部には、前面扉２の内側（液晶表
示部２ａの背面）に、変動表示装置を構成する３個の回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒを備え
た回転リール表示装置３が設置されている。それぞれの回転リールの外周表面には、複数
種類の識別情報、例えば、図柄列が描かれており、各回転リールに描かれた図柄は、液晶
表示部２ａに形成される矩形の図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒ（図２参照）を通し
て視認できるようになっている。
【００１７】
　各回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに対応して、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒには
、水平に延びる１本の入賞ラインＬ１が設けられている。なお、図示しないが、この入賞
ラインに加えて、上下夫々に別の入賞ラインを設けても良く、更に斜めに２本の入賞ライ
ンを設けても良い。入賞ラインを複数設けるときは、遊技に投入される遊技価値の量に応
じて本数が変わるようにすると良い。
【００１８】
　前記液晶表示部２ａは、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒ、これらを囲むようにし
て設けられた窓枠表示領域２２Ｌ，２２Ｃ，２２Ｒ、及び演出表示領域２３を備えており
、前記窓枠表示領域２２Ｌ，２２Ｃ，２２Ｒは、回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ上に描かれ
た図柄の表示窓の枠を表している。また、演出表示領域２３では、例えば、ボーナスの入
賞成立を実現可能であることを確定的に報知する演出画像の表示、遊技の興趣を増大する
ための演出画像、遊技者が遊技を有利に進めるために必要な情報、デモンストレーション
用の演出画像などの動的な画像表示が行われる。
【００１９】
　もちろん、液晶表示部２ａでは、動的な画像以外にも、静止画像を表示するようにして
も良い。このような静止画像は、液晶表示部における画像制御で表示しても良いし、静止
画が描かれたパネルを取着した構成であっても良い。
【００２０】
　上記した液晶表示部２ａの下方には、略水平面の台座部４が形成されている。この台座
部４の左側には、遊技者の押圧操作により、遊技価値（例えば、クレジットされているメ
ダル）を賭けるためのＢＥＴスイッチ５，６が設けられている。また、台座部４の右側に
は、遊技価値であるメダルを投入するメダル投入口７が設けられており、その右側には、
遊技価値である紙幣を挿入する紙幣挿入口８が設けられている。
【００２１】
　前記台座部４の中央部には、遊技者の押圧操作により、上記回転リールを回転させ、図
柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒ内での図柄の変動を開始（ゲームを開始）するための
スタートボタン（遊技者による操作が可能な遊技開始指令手段）１０が設けられている。
【００２２】
　また、前記前面扉２の下方には、メダル払出口１３及びメダル受け部１４が設置される
と共に、メダル払出口１３の両サイドには、演出等の効果音を発生するスピーカ１５Ｌ,
１５Ｒが設けられている。さらに、前面扉２の上方には、入賞図柄の組合せ及びメダルの
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配当枚数などを表示する配当表パネル１６が設けられている。
【００２３】
　上記した液晶表示部２ａは、保護ガラス、表示板、液晶パネル、導光板、反射フィルム
、光源、及び液晶パネル駆動用のＩＣを搭載したテーブルキャリアパッケージ（ＴＣＰ）
からなり液晶パネルの端子部に接続されるフレキシブル基板、などを備えた透過型の液晶
表示装置３０で構成されている。この透過型の液晶表示装置３０の詳しい構成については
後述する。
【００２４】
　前記液晶パネルの表示モードは、ノーマリーホワイトに設定されており、液晶を駆動で
きない事態が生じても、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒを通して、各回転リール３
Ｌ，３Ｃ，３Ｒ上に配置された図柄を視認でき、遊技を継続できるようになっている。そ
して、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒにある液晶を駆動しない場合には、前記回転
リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの図柄が視認できると共に、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１
Ｒにある液晶を駆動すると、その部分での演出表示などを視認することが可能となってい
る。
【００２５】
　図３及び図４に示すように、回転リール表示装置３の回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの内
部には、ＬＥＤランプ２９が設置されている。このＬＥＤランプ２９は、回転リール３Ｌ
，３Ｃ，３Ｒ上に描かれた図柄の照明手段、及び液晶パネルの領域のうち、主として図柄
表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒに対応する領域の照明手段としての機能を有する。
【００２６】
　回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの内部には、回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転が停止し
た場合に、各図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒに現われる縦３列の図柄（合計９個の
図柄；図２参照）の裏側にＬＥＤ収納用回路基板２４が設置されている。ＬＥＤ収納用回
路基板２４は、それぞれ３つのＬＥＤ収納部を有し、ここに複数のＬＥＤランプ２９が設
けられている。図において、合計９個のＬＥＤ収納部を、上段左から順に、Ｚ１，Ｚ２，
Ｚ３、中央左から順に、Ｚ４，Ｚ５，Ｚ６、下段左から順に、Ｚ７，Ｚ８，Ｚ９で示して
あり、各収納部に設けられたＬＥＤランプ２９は、回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの外周面
に沿って装着され図柄が描かれたリールシートの後面側を白色の光で照明する。このリー
ルシートは、透光性を有しており、ＬＥＤランプ２９により出射された光は前面側へ透過
するようになっている。
【００２７】
　図４に示すように、各回転リール（左側の回転リール３Ｌのみ図示）は、同形の２本の
環状フレーム２５及び２６を所定の間隔（リール幅）だけ離して複数本の連結部材２７で
連結することで形成された円筒形のフレーム構造と、そのフレーム構造の中心部に設けら
れたステッピングモータ５３Ｌの駆動力を環状フレーム２５，２６へ伝達する伝達部材２
８とにより構成されている。
【００２８】
　また、各回転リールの内側に配置されたＬＥＤ収納用回路基板２４は、夫々複数のＬＥ
Ｄランプ２９を収納する３つのＬＥＤ収納部Ｚ１，Ｚ４，Ｚ７を備えている。ＬＥＤ収納
用回路基板２４は、遊技者が図柄表示領域２１Ｌを通して視認できる図柄（合計３個の図
柄）の各々の裏側にＬＥＤ収納部Ｚ１，Ｚ４，Ｚ７が位置するように設置されている。な
お、回転リール３Ｃ，３Ｒにつていは図示しないが、回転リール３Ｌと同様の構造を有し
ており、各々の内部にＬＥＤ収納用回路基板２４が設けられている。
【００２９】
　次に、前記液晶表示部２ａを構成する透過型の液晶表示装置３０の構成について、図５
及び図６を参照して説明する。なお、図５は、液晶表示装置３０を筐体内部側から見た概
略斜視図、図６は、液晶表示装置３０の一部の構成の展開図である。
【００３０】
　液晶表示装置３０は、回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの表示領域より前方側で、所定の間
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隔をあけて設置されており、偏光フィルム３２、液晶パネル３４、拡散シート３６、導光
板３７、反射板３８、いわゆる白色光源（全ての波長の光を人の目に特定の色彩が目立た
ない割合で含む）である蛍光ランプ（個別照明手段）３７ａ，３７ｂ，３８ａ，３８ｂ、
ランプホルダ３９ａ～３９ｈ、液晶パネル駆動用のＩＣを搭載したテーブルキャリアパッ
ケージ（ＴＣＰ）からなり液晶パネル３４の端子部に接続したフレキシブル基板（図示せ
ず）等を備えている。
【００３１】
　前記液晶パネル３４は、薄膜トランジスタが形成されたガラス板等の透明基板と、これ
に対向する透明基板との間に液晶を封入することによって構成され、前面側には液晶パネ
ルの液晶分子の振動方向の光（直線偏光）を作り出す偏光フィルム３２が取着され、裏面
側には導光板３７からの光を拡散して液晶パネル３４に均一に光を照射させる拡散シート
３６が取着されている。前記液晶パネル３４の表示モードは、ノーマリーホワイトに設定
されている。ここで、ノーマリーホワイトとは、液晶を駆動していない状態で白表示（表
示面側に光が行く、すなわち透過した光が外部から視認される）となる構成である。ノー
マリーホワイトに構成された液晶パネル３４を採用することにより、液晶を駆動できない
事態が生じた場合であっても、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒを通して回転リール
３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ上に描かれた図柄を視認することができ、遊技を継続することが可能と
なる。つまり、そのような事態が発生した場合にも、回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの変動
表示態様及び停止表示態様を中心とした遊技を行うことが可能となっている。
【００３２】
　前記導光板３７は、蛍光ランプ３７ａ，３７ｂからの光を液晶パネル３４へ導き出す（
液晶パネルを照明する）ために液晶パネル３４の裏側に設けられ、例えば２ｃｍ程度の厚
さを有するアクリル系樹脂などの透光性部材（導光機能を有する）で構成されている。
【００３３】
　前記反射板３８は、例えば白色のポリエステルフィルムやアルミ薄膜に銀蒸着膜を形成
したものが用いられ、導光板３７に導入された光を導光板３７の正面側に向けて反射させ
る。
【００３４】
　前記拡散シート３６、導光板３７、及び反射板３８には、回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ
の設置位置に対応して、それぞれ透過領域（３６Ｌ，３６Ｃ，３６Ｒ）、（３７Ｌ，３７
Ｃ，３７Ｒ）、（３８Ｌ，３８Ｃ，３８Ｒ）が形成されている。各透過領域の大きさ及び
位置は、図２に示した図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒと一致するように形成されて
おり、透過領域以外の領域では、導光板３７に導入された光を反射して、液晶パネル３４
の窓枠表示領域２２Ｌ，２２Ｃ，２２Ｒ、及び演出表示領域２３の照明手段として機能す
る。この構成によれば、遊技者は、透過領域を通して各回転リールの可変表示、及び停止
表示を視認し得るので、図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒにおける回転リールの表示
態様、及び液晶表示部２ａの表示態様による遊技を楽しむことができる。
【００３５】
　前記蛍光ランプ３７ａ，３７ｂは、導光板３７の上端部及び下端部に沿って配置され、
両端はランプホルダ３９ａ，３９ｂ及びランプホルダ３９ｇ，３９ｈにより支持されてい
る。蛍光ランプ３７ａ，３７ｂは、導光板３７に光を導入し、液晶パネル３４の領域のう
ち、主として窓枠表示領域２２Ｌ，２２Ｃ，２２Ｒ及び演出表示領域２３に対応する領域
の照明手段として機能する。
【００３６】
　蛍光ランプ３８ａ，３８ｂは、反射板３８の裏側の上方位置及び下方位置において、回
転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに向かって配置されている。この蛍光ランプ３８ａ，３８ｂか
らの光は、回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの表面領域（上下方向の３つの図柄領域）を照射
すると共に、ここからの反射光は、液晶パネル３４を照明する。従って、蛍光ランプ３８
ａ，３８ｂは、回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ上に配置された図柄の照明手段に加え、液晶
パネル３４の領域のうち、主として図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，２１Ｒに対応する領域
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の照明手段としての機能を有する。
【００３７】
　上述した液晶表示装置３０の表面部である偏光フィルム３２の表面には、ノングレア処
理が施されている。ノングレア処理（アンチグレア処理とも称する）とは、偏光フィルム
３２の表面に、例えば微細な凹凸を形成する等して粗面化する処理をいう。このような微
細な凹凸は、鏡面状の反射を拡散させるために行うものであり、平滑な面に微細な凹凸を
設けて粗面化し、遊技者側から入射した光を散乱させて反射率を低下させる処理（減反射
処理）である。このようなノングレア処理は、例えば、偏光フィルム３２の表面に微粉末
固体を吹き付けて凹凸をつけるサンドブラスト方式、凹凸状に加工した金型などを用いて
偏光フィルム３２に凹凸状模様を転写するエンボス加工方式、シリカなどの微粒子を紫外
線硬化型樹脂組成物に含有させてフィルム上に塗布した後、紫外線を照射して凹凸を有す
る硬化皮膜を形成する方法等によって形成することが可能である。すなわち、表面を粗面
化しておくことにより、周囲から入射した光が乱反射するようになり、反射率が低下して
、周囲からの写り込みを低下することが可能になり、最近の画像表示装置では、このよう
なノングレア処理を施すことが一般化されている。
【００３８】
　ところが、上記したノングレア処理は、図７に模式的に示すように、内部側からの光（
回転リールからの反射光）を、その表面の凹凸領域で散乱させてしまい、遊技者は、回転
リールの図柄情報を暗く感じてしまう。これは、主として、界面部分における凹凸３２Ａ
によって、内部からの光を乱反射させてしまったり（Ｒａ）、或いは、界面部分における
偏光フィルム３２の屈折率と空気の屈折率が異なることによる偏向（Ｒｂ）によるものと
考えられる。すなわち、凹凸状となったノングレア処理が施されていることにより、内部
からの光は、界面部分で乱反射したり偏向するなどの理由から、全体として透過率が低下
してしまい、結果として遊技者は、回転リールの図柄情報を暗く感じてしまう。
【００３９】
　このため、図６及び図８に示すように、ノングレア処理が施された偏光フィルム３２の
表面部に、内部からの光の透過率を向上するための被覆部材５０を取着している。すなわ
ち、このような被覆部材５０を取着することにより、ノングレア処理が施された画像表示
装置であっても、容易にグレア処理に変更することが可能となり、これによって、ノング
レア処理が施されている部分での光の乱反射や偏向を抑制して光の透過率の向上を図り、
遊技者にとって図柄情報を暗く感じさせないようにしている。
【００４０】
　具体的には、被覆部材５０は透明な材料であるＰＥＴフィルムで構成し、これを、透光
性を有する接着液５２を介して偏光フィルム３２の表面部３２ａに取着する。すなわち、
接着液５２をノングレア処理が施された表面部３２ａに刷毛等によって塗布し、その後、
被覆部材であるＰＥＴフィルム（以下、ＰＥＴフィルム５０とも称する）が取着される。
これにより、ＰＥＴフィルム５０と表面部３２ａとの間には、接着液５２が介在すること
となるが、ＰＥＴフィルム５０が取着されることで、接着液５２は、ノングレア処理が施
された凹凸３２Ａに満遍なく充填されるようになる。このため、接着液５２と表面部３２
ａの界面部分において光を乱反射することが抑制できるようになり（Ｒａ´）、内部から
の光の透光性の向上が図れるようになる。
【００４１】
　この場合、用いられる接着液５２については、透明で前記偏光フィルム３２を構成する
材料の屈折率と同じ屈折率となる材料（例えば紫外線硬化型の樹脂）を用いることが好ま
しい。すなわち、接着液として、凹凸３２Ａが形成された偏光フィルム３２と同じ屈折率
を有する材料を用いることで、接着液５２と表面部３２ａとの界面部分で、屈折率の相違
による光の偏向が抑制されるようになり、より透光性を向上して視認し易くすることが可
能となる。また、接着液５２については、予めＰＥＴフィルム５０側に取着しておいても
良いし、ＰＥＴフィルム５０に塗布した後、そのＰＥＴフィルムを偏光フィルムの表面部
に取着する構成であっても良い。



(8) JP 2008-178519 A 2008.8.7

10

20

30

40

50

【００４２】
　また、上記した被覆部材５０と接着液５２の界面部分は平坦な状態(凹凸がない状態)と
なっており、光が乱反射しないことから、用いられる被覆部材５０については、透光性が
高く薄肉厚化した素材を用いることで、光の吸収が抑制され、視認性の向上が図れるよう
になる。
【００４３】
　上記したような被覆部材５０は、図９（ａ）に示すように、液晶表示装置３０の表面部
の内、全ての領域（液晶表示部２ａの全て）を覆うように取着しても良いし、一部の領域
、例えば、遊技中において視認性の向上が効果的に図れるように、図９（ｂ）に示すよう
に、回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの図柄情報を視認できる図柄表示領域２１Ｌ，２１Ｃ，
２１Ｒに対応する領域のみに取着しておいても良い。このような構成では、遊技中におい
て、遊技者が注視する部分である回転リール部分での透過率が向上して視認性の向上が図
れると共に、それ以外の領域では、予め形成されているノングレア処理によって、周囲か
らの写り込みが防止された状態となり、より遊技が行い易くなる。特に、遊技者は、正面
視で回転リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの図柄情報を注視することから、両方の情報を視認し易
くなり、目の疲労が低減されるようになる。
【００４４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定され
ることはなく、種々変形することが可能である。
【００４５】
　上記した実施形態では、ノングレア処理が施された部分は、液晶表示装置の内、偏光フ
ィルム３２であったが、画像表示装置の構成によって、そのようなノングレア処理が施さ
れる部分は、種々異なっている。例えば、表面部に保護ガラスを装着したり、タッチパネ
ルを装着した構成では、その表面部分にノングレア処理が施されることが考えられる。こ
の場合、上記した被覆部材５０は、そのようなノングレア処理が施された部分に取着すれ
ば良い。
【００４６】
　また、上記した実施形態では、変動表示装置は、機械的に回転する回転リール装置とし
て構成されていたが、このような機械的に動作して視認される装置に限定されることはな
い。例えば、変動表示装置は遊技に関する画像を表示する装置、例えばＣＲＴ、ＬＣＤ、
プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、液晶プロジェクタ等によって構成しても
良い。
【００４７】
　また、本発明は、上記したようなスロットマシンの他、パチンコ遊技機、アレンジボー
ル、雀球遊技機、ビデオスロット、ビデオポーカ等、様々な遊技機に適用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に係る遊技機の一例であるスロットマシンを示した斜視図。
【図２】スロットマシンの遊技領域を拡大して示す図。
【図３】変動表示装置の一例を示す回転リール表示装置を示す図。
【図４】図３に示す回転リールの１つの構成を示す図。
【図５】液晶表示装置を筐体内部側から見た概略斜視図。
【図６】液晶表示装置の一部の構成の展開図。
【図７】偏光フィルムの表面部に施されたノングレア処理を示す模式図。
【図８】ノングレア処理が施された偏光フィルムの表面部にＰＥＴシートを取着した状態
を示す図。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は、夫々画像表示装置の表面部に取着される被覆部材の取着領
域の一例を示した正面図。
【符号の説明】
【００４９】
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１　スロットマシン（遊技機）
２ａ　液晶表示部
３　回転リール表示装置（変動表示装置）
３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ　回転リール
３０　液晶表示装置
３２　偏光フィルム
３４　液晶パネル
５０　被覆部材（ＰＥＴフィルム）
５２　接着液

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】
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