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(57)【要約】
【課題】斬新な演出や変化に富んだ多彩な演出を実行可
能な遊技機を提供する。
【解決手段】遊技に係る第１演出画像を表示可能な演出
表示装置７７と、第１演出画像とは異なる第２演出画像
を表示可能であって、演出表示装置７７の表示領域に表
示される第１演出画像を隠蔽可能な隠蔽位置と、隠蔽位
置において隠蔽された表示領域に表示される第１演出画
像を視認可能な開放位置に移動可能な可動演出表示装置
７２とを備える。演出表示装置７７は、可動演出表示装
置７２が隠蔽位置にあるとき、起動中の制御プログラム
を終了させることなく表示領域に第１演出画像を非表示
とする状態に制御される。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域を形成する遊技盤と、
　前記遊技盤に配置され、遊技に係る第１演出画像を表示可能な表示領域を有する演出表
示装置と、
　前記遊技に係る前記第１演出画像とは異なる第２演出画像を表示可能であって、前記演
出表示装置の前記表示領域に表示される前記第１演出画像を隠蔽可能な隠蔽位置及び前記
隠蔽位置において隠蔽した前記表示領域に表示される前記第１演出画像を視認可能とする
開放位置に移動可能な可動演出表示装置とを備え、
　前記演出表示装置は、前記可動演出表示装置が前記隠蔽位置にあるとき、前記表示領域
に前記第１演出画像を非表示とする状態に制御されることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機においては、演出の効果を高めるために、遊技情報を表示する演出表示装
置の演出表示領域の前面を左右一対の隠蔽装置の開閉により隠蔽及び開放する遊技機が知
られている（特許文献１）。
【０００３】
　また、遊技情報を表示するメイン表示装置の前面にメイン表示装置よりも相対的に小型
のサブ表示装置を配置して、それぞれのサブ表示装置において表示演出を実行することに
よって表示に係る演出の効果を高めるものが知られている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１９４１８８公報
【特許文献２】特開２０１２－５６９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１、２に記載の遊技機のように、現行の遊技機は通常遊技状態において、後側
の表示装置（例えば、メイン表示装置）が数字等の図柄を変動表示及び停止表示する等の
表示演出を行う。そして、当該表示演出において所謂リーチ演出のように演出が発展した
場合、メイン表示装置の前面に、移動可能な隠蔽装置やメイン表示装置とは異なる別の表
示装置（例えば、サブ表示装置）等が出現する。そして、隠蔽装置やサブ表示装置は、メ
イン表示装置のリーチ演出と連動して、メイン表示装置の前面を移動してメイン表示装置
の表示領域を隠蔽したり、所定の表現（表示）を行うことによりメイン表示装置が表示す
る主要演出の演出効果を高める補助演出をする。即ち、現行の多くの遊技機が、後側のメ
イン表示装置が主要演出を行い、前側のサブ表示装置（隠蔽装置）が補助演出を行なって
いる。
【０００６】
　本発明は、上記の現行の遊技機とは全く異なる構成により、斬新な演出や変化に富んだ
多彩な演出が実行可能な遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで上記目的を達成するため、本発明は、遊技球が流下可能な遊技領域を形成する遊
技盤と、前記遊技盤に配置され、遊技に係る第１演出画像を表示可能な表示領域を有する
演出表示装置と、前記遊技に係る前記第１演出画像とは異なる第２演出画像を表示可能で
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あって、前記演出表示装置の前記表示領域に表示される前記第１演出画像を隠蔽可能な隠
蔽位置及び前記隠蔽位置において隠蔽した前記表示領域に表示される前記第１演出画像を
視認可能とする開放位置に移動可能な可動演出表示装置とを備え、前記演出表示装置は、
前記可動演出表示装置が前記隠蔽位置にあるとき、前記表示領域に前記第１演出画像を非
表示とする状態に制御される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、斬新な演出や変化に富んだ多彩な演出を実行可能であり、さらには省
電力設定状態によって不要な電力の消費を抑えることが可能な遊技機を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る遊技機の前方斜視図である。
【図２】同じく遊技機の背面図である。
【図３】同じく遊技機の遊技盤の拡大正面図である。
【図４】同じく遊技機の各構成要素の制御関係を示すブロック図である。
【図５】同じく遊技機における遊技領域の正面拡大図である（可動演出表示装置が役物等
隠蔽位置、主シャッタ役物が領域隠蔽位置）。
【図６】同じく遊技機における遊技領域の正面拡大図である（可動演出表示装置が役物等
開放位置、主シャッタ役物が領域開放位置）。
【図７】同じく遊技機における遊技領域の正面拡大図である（可動演出表示装置が役物等
開放位置、主シャッタ役物が領域開放位置）。
【図８】同じく遊技機における遊技領域の正面拡大図である（可動演出表示装置が役物等
開放位置、主シャッタ役物が領域隠蔽位置）。
【図９】同じく遊技機における遊技領域の正面拡大図である（可動演出表示装置が役物等
開放位置、主シャッタ役物が領域隠蔽位置、補助役物が視認可能位置）。
【図１０】同じく遊技機における遊技領域の正面拡大図である（可動演出表示装置が役物
等開放位置、主シャッタ役物が上昇、副シャッタ役物が所定の領域を開放）。
【図１１】同じく遊技機における遊技領域の正面拡大図である（可動演出表示装置が役物
等開放位置、主シャッタ役物が上昇、副シャッタ役物が表示を変更）。
【図１２】図３におけるＸＩＩ－ＸＩＩ線における断面図である。
【図１３】同じく遊技機における副シャッタ役物の模式図（分解斜視図）である。
【図１４】図３のＸＩＶ－ＸＩＶ線における要部の断面模式図である。
【図１５】図１４の副シャッタ役物の所定の領域の開放位置における要部の断面模式図で
ある。
【図１６】変形例における遊技機の遊技領域の正面拡大図である（可動演出表示装置が役
物等隠蔽位置、主シャッタ役物が上昇、副シャッタ役物が所定の領域を開放）。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図１～図１５を参照し、発明の実施形態を通じて本発明を詳説するが、以下の実
施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、実施形態の中で説明される
特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。また、本実施形態
の遊技機は、パチンコ機（弾球遊技機）であるが、本発明はパチンコ機に限らず、スロッ
トマシン（回動式遊技機）等を含むものでもよい。
　なお、以下の説明において遊技機（パチンコ機）の各部の左右方向は、その遊技機に対
面する遊技者にとっての左右方向に一致させて説明する。また、前後方向は遊技機を基準
として説明する。
【００１１】
［遊技機］
　図１に示すように、本実施形態の遊技機１は、遊技場の島設備に設置される縦長方形状
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の機枠２と、この機枠２に開き戸状に開閉自在に取り付けられた本体枠３と、当該本体枠
３の内側に装着され、後側に配置された役物等が視認可能な透明性を有する遊技盤３０と
、同じく当該本体枠３の内側に装着され後述する遊技情報表示ユニット７０（図３参照）
を収容し前面に遊技盤３０が取付けられるセット盤（図示省略）と、本体枠３の前面に開
き戸状に開閉自在に取り付けられ、遊技盤３０を視認させるよう中央に大きくガラス窓４
ａが設けられたガラス扉４と、本体枠３の下側に開閉自在に設けられ、遊技球を貯留する
受皿６を有する前面ボード５と、本体枠３内の下部に配設された遊技球を発射するための
発射装置７ａ（図４参照）と、前面ボード５に取り付けられ、遊技者の回転操作に基づい
て遊技球を発射装置７ａに発射させるためのハンドル７と、ガラス扉４の左右の上部にそ
れぞれ設けられ、遊技の状況に応じた効果音を出力するスピーカ８と、ガラス扉４の左右
両側にそれぞれ設けられ、遊技の状況に応じて点灯、消灯及び点滅する照明演出を行う照
明装置９とを備える。
【００１２】
　図２に示すように、遊技機１の背面側には、遊技機１全体を制御するための各種処理を
実行し、その処理結果に応じ、遊技を制御するための各種の制御コマンドを演算処理して
出力する主制御装置（制御装置）１００と、主制御装置１００の上方に配置され、主制御
装置１００からの制御コマンドを受信して、スピーカ８、照明装置９、後述する遊技情報
表示ユニット７０等などへ制御コマンドを送信して演出に係る制御を実行するサブ制御装
置（制御装置）２００と、主制御装置１００の下方に配置され、主制御装置１００からの
制御コマンドを受信することによって、サブ制御装置２００の右隣に配置されている入賞
した賞球を払い出すための賞球払出装置３１０の作動を制御して、受皿６へ遊技球を払出
すとともに、ハンドル７の回転操作量に応じて発射装置７ａの作動を制御して（遊技者の
操作によって、ハンドル７の回転操作量が大となると、遊技機１の前面側に設けられる発
射装置７ａに対して遊技球の射出力が大となるように制御して）遊技領域３１への遊技球
の発射を行う払出発射制御装置３００とが設けられる。また、図２における払出発射制御
装置３００の左隣には、各制御装置に電力を供給するための電源装置４００が設けられる
。
【００１３】
　ここで、主制御装置１００、サブ制御装置２００、及び払出発射制御装置３００は何れ
もＣＰＵと、コンピュータプログラム及び遊技処理に必要なデータを格納したＲＯＭと、
ＣＰＵがＲＯＭに格納されたコンピュータプログラムに従って処理を行うための一時記憶
領域であるＲＡＭとを備えるマイクロコンピュータである。
【００１４】
　主に図３に示すように、遊技盤３０は、後側の可動役物等を視認可能とするために透明
性を有し、その盤面に遊技球が流下する遊技領域３１を備える。受皿６に貯留された遊技
球は、発射装置７ａにより発射されて図３に示す矢印方向へ飛んで発射口３４を通過し、
遊技領域３１の上部に到達し、遊技領域３１内を流下することになる。
【００１５】
［遊技領域］
　遊技領域３１は、ガラス窓４ａを透して視認することができる（図１参照）。
　図３に示すように、遊技領域３１は、遊技球の滑走方向を規制する遊技球規制レール３
３によって略円形状となるように区画形成されている。換言すると、遊技盤３０は遊技球
規制レール３３より内側の遊技領域３１と外側とに区画される。
【００１６】
　図３に示すように、遊技領域３１は、その略中央に遊技盤３０の後方に配置される遊技
情報表示ユニット７０の演出表示装置７７等を、透明な遊技盤３０を透さず視認可能とす
る開口部５０ａを有し、誘導路５０ｂから遊技球を一旦受け入れてステージ５２上を揺動
させて第１始動入賞口６１へ流下させるセンター役物５０と、センター役物５０内のステ
ージ５２の上方に設けられ、上端部が前方に突出することによって誘導路５０ｂから流下
してきた遊技球の遊技盤３０の後側への進入を防止するための透明の遊技球進入防止壁５
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３と、遊技球の入賞を契機（所定の契機）に、主制御装置１００により後述する第１特別
図柄抽選等が実行される第１始動入賞口６１と、同じく遊技球の入賞を契機（所定の契機
）に、主制御装置１００により後述する第２特別図柄抽選等が実行される第２始動入賞口
６２と、第２始動入賞口６２上部の入口側に設けられた左右１対の羽根部材６３ａであっ
て、電動チューリップ駆動装置（ソレノイド）６３ｂ（図４参照）への通電により、一対
の羽根部材６３ａの先端が基端を中心として互いに離れて第２始動入賞口６２の入口を拡
大して遊技球の流入を可能とするとともに、先端が互いに接近し第２始動入賞口６２の入
口を縮小して遊技球の流入を不能とするように回動する電動チューリップ６３と、遊技球
が通過可能なゲート構造をなし、遊技球が通過することを契機に、主制御装置１００によ
り電動チューリップ６３の開放契機となる後述する普通図柄に係る抽選（普図抽選、普通
図柄抽選ともいう）が実行されるスルーチャッカ６４と、横長な長方形の開口であり一度
に複数の遊技球が入賞可能な大入賞口６５と、アタッカ駆動装置６６ｂ（図４参照）によ
って大入賞口６５の略相補的形状をなす蓋部材６６ａを回動させることにより、後述する
特図抽選の結果、当選した場合に大入賞口６５を遊技球の流入を可能とする開放状態と常
態（後述する通常遊技状態）で遊技球の流入を不能とする閉鎖状態とに変位させるアタッ
カ装置６６と、遊技球の入賞を契機に、抽選は実行されず、払出しのみが行われる一般入
賞口６７と、遊技領域３１の最下部に位置し入賞せずに流下してきた遊技球を回収するア
ウト口６８とを設ける。なお、図３に示すように、第１始動入賞口６１、第２始動入賞口
６２及びアウト口６８の後側が後述する補助役物７５の待機位置となっているが、補助役
物７５は、遊技盤３０の後面に設けられた各入賞口６１、６２及びアウト口６８の遊技球
の各回収路（図示省略）の後方に干渉しないように配置される。
【００１７】
　図３に示すように、遊技情報表示ユニット７０は、変位（移動状態）等によって遊技状
態等を示唆可能な可動役物である主シャッタ役物７３、手指役物７４、補助役物７５及び
副シャッタ役物７６と、画像によって遊技状態等を表示可能な液晶表示器である演出表示
装置７７と、変位（移動状態）及び画像によって遊技状態等を表示可能な可動演出表示装
置７２等から構成される。可動役物と液晶表示器による演出の組み合わせにより演出のバ
リエーションを増加させることができる。
【００１８】
　上記構成により、遊技球の始動入賞口６１、６２への入賞に基づいて行われる、第１特
別図柄抽選（第２特別図柄抽選）の結果が当選となって大当り遊技となった場合に、アタ
ッカ装置６６は、大入賞口６５を所定のラウンド数開放して（ラウンド処理ともいう）、
多数の遊技球を大入賞口６５に入賞可能とする。これにより、払出し可能な出球（賞球）
数を、ラウンド処理されない通常遊技と比較して増大させることにより、遊技者にとって
有利な有利遊技を提供することができる。
【００１９】
　なお、第１始動入賞口６１、第２始動入賞口６２、大入賞口６５、スルーチャッカ６４
、一般入賞口６７のそれぞれには、遊技球の通過を検知する第１始動入賞口検知センサ９
１、第２始動入賞口検知センサ９２、大入賞口検知センサ９３、スルーチャッカ検知セン
サ９４、一般入賞口検知センサ９５が内蔵されている。
　これらの検知センサ９１～９５は、遊技球の通過に伴い遊技球検知信号（電気信号）を
出力する磁気センサであり、その遊技球検知信号は主制御装置１００に入力される（図４
参照）。各入賞口６１、６２、６５、６７は、各センサ９１、９２、９３、９５により遊
技球の流入を検知することに基づいて賞球を伴う入賞とし得るようになっている。
【００２０】
　主に図３に示すように、遊技盤３０の遊技球規制レール３３の外側の右下隅部には、数
字や絵柄等からなる特別図柄を表示可能な２桁の７セグメント表示装置であって、後述す
る第１特別図柄抽選の抽選結果として第１特別図柄が表示されるよう主制御装置１００に
よって制御される第１特別図柄表示装置４０ａ、同じく後述する第２特別図柄抽選の抽選
結果として第２特別図柄が表示されるよう主制御装置１００によって制御される第２特別
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図柄表示装置４０ｂと、２つのＬＥＤランプを設け後述する普通図柄抽選の抽選結果が表
示されるよう主制御装置１００によって制御される普通図柄表示装置４１とが設けられて
いる。
【００２１】
　ここで、本実施形態の遊技機における「１遊技」は、第１特別図柄表示装置４０ａ、ま
たは第２特別図柄表示装置４０ｂが作動することとなる第１始動入賞口６１または第２始
動入賞口６２への遊技球の入賞を始期とし、第１特別図柄表示装置４０ａ、または第２特
別図柄表示装置４０ｂの特別図柄が変動（変動表示ともいう）を開始したときから、当該
変動が継続している状態を経て、当該変動が終了する特別図柄の停止（停止表示ともいう
）時を終期とする期間の遊技単位である。
【００２２】
　次に、図４を参照し、主要な制御装置について詳説しながら本実施形態の遊技機の機能
（制御）について説明する。
［主制御装置］
　主制御装置（制御装置）１００は、遊技機１全体を統括的に制御するものであって、図
４に示すように、各入賞口等に設けられている検知センサ９１～９５からの遊技球の検知
信号の入力に基づいて抽選、賞品球の払い出し等を実行し、抽選結果に基づいて遊技状態
を移行し、制御コマンドを各種装置に送信して各種装置の作動の制御を実行する。
【００２３】
　主制御装置１００は、第１始動入賞口検知センサ９１からの検知信号の入力に基づいて
、第１特別図柄に係る電子抽選である第１特別図柄抽選（単に、特図抽選ともいう）を実
行して当選（以下、大当りともいう）か非当選（以下、ハズレともいう）かを決定すると
ともに特図の種類（特図の最終停止形態）を決定し、第１特図の変動パターンに係る電子
抽選である第１特図変動パターン抽選を実行して変動パターンを決定する。
【００２４】
　また、主制御装置１００は、第２始動入賞口検知センサ９２からの検知信号の入力に基
づいて、第２特別図柄に係る電子抽選である第２特別図柄抽選（単に、特図抽選ともいう
）を実行して当選（以下、大当りともいう）か非当選（以下、ハズレともいう）かを決定
するとともに特図の種類（特図の最終停止形態）を決定し、第２特図の変動パターンに係
る電子抽選である第２特図変動パターン抽選を実行して変動パターンを決定する。
【００２５】
　ここで、変動パターンには「信頼度」、「変動時間」等のパラメータが設定されている
。
　信頼度は段階的に「低」、「中」、「高（最高）」等が設けられる。例えば、特図抽選
の結果、当選となった場合に選択されやすく、かつ非当選となった場合に選択されにくい
変動パターンには、信頼度「高（最高）」が設定され、当選となった場合に選択されにく
く、かつ非当選となった場合に選択されやすい変動パターンには信頼度「低」が設定され
、それらの中間程度の変動パターンには信頼度「中」が設定される。即ち、特図抽選の結
果、当選となった場合に表示され易くなるような確率に設定された変動パターンほど信頼
度が高く、非当選の際に表示され易くなるような確率に設定された変動パターンほど信頼
度が低い。
【００２６】
　変動時間は信頼度が高い変動パターンほど長く設定されており、信頼度が低い変動パタ
ーンほど短く設定されている（一部例外として、信頼度が高いが、変動時間が短いパター
ンも有る）。
【００２７】
　主制御装置１００は、第１特図に係る変動パターンに基づいて第１特別図柄を第１特別
図柄表示装置４０ａに変動表示させ、特図の種類に基づいて変動表示中の第１特別図柄を
最終停止形態で表示させる制御を実行する。また、主制御装置１００は、第２特図に係る
変動パターンに基づいて第２特別図柄を第２特別図柄表示装置４０ｂに変動表示させ、特
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図の種類に基づいて変動表示中の第２特別図柄を最終停止形態で表示させる制御を実行す
る。
【００２８】
　主制御装置１００の特図抽選の結果、当選となった場合、特図の種類（特別図柄の最終
停止形態）に応じて当り遊技の種類が確定する。さらに、当り遊技の種類に応じて、大当
り遊技に係る期待出球量が確定し、かつ当該当り遊技後の遊技状態が確定する。
　即ち、本実施形態の遊技機における大当り遊技における期待出球量は当り遊技の種類に
応じて、約６００、９００、１２００、１５００発のように段階的に設定されている。さ
らに、一度に約２０００発の出球量が期待できる遊技の種類（超大当り）が設定されてい
る。
【００２９】
　また、当り遊技の種類に応じて、当該当り遊技が、後述する普通図柄抽選の当選確率の
みが向上する後述する所謂時短遊技を伴う単発当り、または当り遊技後における特図抽選
の当選確率及び普図抽選の当選確率が向上する所謂確変状態（以下、単に確変、確変遊技
、確変遊技状態ともいう）を伴う確変当り、期待出球数が他の当りと比較して最も多く、
かつ確変遊技が伴う超大当たり等が選択される。
【００３０】
　従って、本実施形態の遊技機において、遊技者にとって遊技の有利性は、単発当り＜確
変当り＜超大当りの順で段階的に設定されている。
　一方、特図抽選の当選確率においては、単発当り＞確変当たり＞超大当たりとなるよう
に設定されており、より有利な遊技ほど当選し難いように設定されている。
【００３１】
　図４に示すように、主制御装置１００は、スルーチャッカ検知センサ９４からの検知信
号に基づいて、普通図柄（普図ともいう）に係る電子抽選である普通図柄抽選を実行する
。主制御装置１００は普通図柄表示装置４１に当該抽選の結果を表示する制御を実行する
。主制御装置１００は、主制御装置１００が普図抽選の結果当選した場合に、ソレノイド
６３ｂの作動を制御することにより電動チューリップ６３の１対の羽根部材６３ａを開放
し、ハズレの場合には閉鎖状態を維持するように制御する。
【００３２】
　ここで、主制御装置１００は、普図抽選の当選確率が高確率状態となった場合は、普通
図柄に係る抽選の当選確率を略１００％（低確率状態では略１％）に向上させ、当選時の
開放回数を例えば５回（低確率状態では１回）に増加させ、さらに普図抽選に係る抽選時
間、換言すると、普通図柄に係る抽選から当該抽選結果の報知までに要する時間を短くす
る。これにより、所謂時短状態（時短遊技）となって電動チューリップ６３が開放状態と
なりやすくなり、第２始動入賞口６２への入賞確率が向上し、継続的に入賞に係る賞球を
得つつ、短期間で連続的に抽選（特図抽選）がなされるため遊技球を減らさずに効率的に
遊技（特図抽選）を行うことができる。
　なお、上述の確変遊技は、特図抽選の当選確率が高確率状態を伴う時短遊技である。
【００３３】
　図４に示すように、主制御装置１００は、第１始動入賞口検知センサ９１、第２始動入
賞口検知センサ９２、大入賞口検知センサ９３、及び一般入賞口検知センサ９５からの検
知信号の入力に基づいて、各入賞口に予め対応付けられている賞球の払出個数に係る賞球
信号を払出発射制御装置３００に送信し、払出発射制御装置３００を制御して賞球払出装
置３０１によって遊技球を受皿６へ払い出させる。
【００３４】
　主制御装置１００は、特図抽選の結果が当選となった場合に、大当り遊技として、遊技
の種類に応じて所定の期待出球量を払出し可能となるように、アタッカ装置６６のアタッ
カ駆動装置６６ｂにラウンド処理を実行させる制御を行う。
【００３５】
　また、主制御装置１００は、遊技状態を移行する制御を行う。ここで遊技状態は、大別
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すると通常遊技状態と特定遊技状態とが設定されている。
　通常遊技状態は、特図当選確率が所定の値（例えば１/３００）に設定され、遊技球を
消費する遊技状態である。当該特図抽選の当選（大当り）の確率を鑑みると、通常遊技状
態は特定遊技状態と比べて多くの時間行われる遊技と言える。一方、特定遊技状態は、通
常遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態であって、例えば、遊技球が継続的に増
加する大当り遊技状態、または、大当り遊技後の確変遊技状態及び時短遊技状態等の複数
の有利な遊技状態が設定されている。また、本発明においては、特定遊技状態には、遊遊
技者にとって有利な遊技状態（大当り遊技や確変遊技等）への移行の可能性や確定等を示
唆するリーチ演出等も含むものとする。なお、リーチ演出等は後述するサブ制御装置２０
０によって制御される。
【００３６】
　図４に示すように、主制御装置１００は、少なくとも上述の抽選結果情報（特図抽選の
抽選結果に係る情報、変動パターンに係る情報）を制御コマンドとしてサブ制御装置２０
０へ送信する。
【００３７】
［サブ制御装置］
　次に、サブ制御装置（制御装置）２００について説明する。
　図４に示すように、サブ制御装置２００は、主制御装置１００からの制御コマンドを受
信して、特図抽選の当否結果に応じた演出を制御するための演出パターン（１遊技内で行
われる演出）を決定するための演出パターン抽選を行い、当該演出パターンに基づいて、
複数の演出装置（スピーカ８、照明装置９、遊技情報表示ユニット７０）のうち、一また
は複数の演出装置の演出の制御を実行する。
【００３８】
　演出パターンは、スピーカ８から出力される音響に係る情報、照明装置９による照明演
出に係る情報、可動演出表示装置７２に表示される演出画像及び移動態様に係る情報、主
シャッタ役物７３、手指役物７４、補助役物７５、副シャッタ役物７６等の移動態様に係
る情報、演出表示装置７７に表示される演出画像に係る情報等がそれぞれ設定されている
。
【００３９】
　演出パターン抽選は、上述の変動パターンのパラメータである「信頼度」及び「変動時
間」に基づいて行われる。例えば、サブ制御装置２００は、変動パターンに、信頼度「Ｘ
」、変動時間「Ｙ秒」が設定されている場合は、当該条件である信頼度「Ｘ」及び変動時
間「Ｙ秒」を満たす複数の演出パターンが設定された抽選テーブルを参照して抽選を行う
。
　従って、抽選の結果選択された演出パターンには、先の変動パターンに係る信頼度及び
変動時間が引き継がれることとなる（変動時間は演出時間として引き継がれる）。
【００４０】
　さらに、演出パターンには、上述の信頼度に対応する一連の演出として、所謂リーチ演
出が設定されている。リーチ演出には、信頼度に応じてノーマルリーチ演出、スーパーリ
ーチ演出、スペシャルリーチ演出等が設定されている。リーチ演出の具体的説明について
は、リーチ演出を表示する可動演出表示装置７２、及びリーチ演出に係る補助役物７５の
説明に合わせて行う。
【００４１】
　サブ制御装置２００は、上述のように選択された演出パターンに基づいて、遊技情報表
示ユニット７０の表示装置（後述する、可動演出表示装置７２、演出表示装置７７）に、
所定の演出図柄を表示する制御を実行する。具体的には、所定の演出パターンに基づいて
、第１演出図柄Ｓ１（第２演出図柄Ｓ２）を当該表示装置の表示領域に変動表示（例えば
、序列が定められた複数の記号または数値を所定速度で順番にリールが回転するように変
動表示）させるとともに、各演出図柄Ｓ１、Ｓ２の表示上の後側に遊技状態に対応する変
動画像または静止画像である背景画像及びキャラクタ画像等を変動表示させ、第１特別図
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柄（第２特別図柄）の停止時期と略同期して、第１演出図柄Ｓ１（第２演出図柄Ｓ２）を
停止表示する制御を実行する（図６参照）。
【００４２】
　第１演出図柄Ｓ１は、第１特別図柄表示装置４０ａ（図３参照）に表示される第１特別
図柄の変動表示及び停止表示と略連動して前記表示装置の表示領域に変動表示及び停止表
示される（図６参照）。即ち、通常遊技状態において、第１始動入賞口６１（図３参照）
への遊技球の入賞を契機に前記表示装置の表示領域に変動表示及び停止表示される図柄で
ある。
　一方、第２演出図柄Ｓ２は、第２特別図柄表示装置４０ｂ（図３参照）に表示される第
２特別図柄の変動表示及び停止表示と略連動して前記表示装置の表示領域に変動表示及び
停止表示される（図６参照）。即ち、確変遊技や時短遊技において、第２始動入賞口６２
（図３参照）への遊技球の入賞を契機に前記表示装置の表示領域に変動表示及び停止表示
される図柄である。
　また、本実施形態の遊技機では、第１演出図柄Ｓ１及び第２演出図柄Ｓ２は共通図柄（
デザイン）を使用しているが、遊技状態の差別化を図るために別図柄（デザイン）を使用
するようにしてもよい。例えば、「７」を示す場合、第１演出図柄Ｓ１においては「炎」
をモチーフにした「７」を、第２演出図柄Ｓ２においては「雷」をモチーフにした「７」
を形成するようにしてもよい。
【００４３】
　また、サブ制御装置２００は、同じく演出パターンに基づいて、スピーカ８の音響演出
の実行を制御し、照明装置９の照明演出の実行を制御し、遊技情報表示ユニット７０の可
動役物（可動演出表示装置７２、主シャッタ役物７３、手指役物７４、補助役物７５、副
シャッタ役物７６）の各駆動装置（図示省略）を制御して、その駆動力により変動演出の
実行を制御して一体感ある演出を提供する。ここでいう駆動装置は、電気的駆動源であっ
て、例えば、モータやソレノイド等をいう。
【００４４】
　なお、主制御装置１００及びサブ制御装置２００を１つの制御装置として構成し、主制
御装置１００及びサブ制御装置２００の上述の機能を集約させるようにしてもよい。
【００４５】
［遊技情報表示ユニット］
　次に、遊技情報表示ユニット７０について詳説する。
　遊技情報表示ユニット７０は、遊技盤３０とその後方に設けられたセット盤（図示省略
）との間に設けられ、サブ制御装置２００の制御によって遊技状態等を種々の演出態様で
表示可能となっている。
【００４６】
　主に図３及び図５に示すように、遊技情報表示ユニット７０は、ベース体７１に取付け
られる役物等から構成され、前側から可動演出表示装置７２、主シャッタ役物７３、手指
役物７４、補助役物７５、副シャッタ役物７６、演出表示装置７７、及び各役物の駆動源
となる駆動装置（図示省略）等を設ける。なお、演出表示装置７７は上記セット盤の後側
から取付けられるが、説明の便宜上、遊技情報表示ユニット７０の構成要素の一部として
説明する。
【００４７】
　ここで上記セット盤は、前方が開放し遊技機１の各構成部材を収容可能な略箱型形状を
なし、略中央に演出表示装置７７の演出画像を表示する表示領域を前方から視認可能とす
るための開口部（図示省略）を有し、本体枠３に取付けられる。
【００４８】
（ベース体）
　主に図５に示すように、ベース体７１は、上記セット盤の内寸より小寸であって、上記
セット盤に収容可能な外形をなしており、略中央には、演出表示装置７７の表示領域等を
前方から視認可能とする開口部７１ａを設ける。また、ベース体７１には、可動演出表示
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装置７２を左右方向へ移動可能に支持する案内部材（図示省略）、主シャッタ役物７３を
左右方向へ移動可能に支持する案内部材（図示省略）、補助役物７５を上下方向へ移動可
能に支持する案内部材（図示省略）及び副シャッタ役物７６を左右方向へ移動可能に支持
する案内部材７１０を設ける。
【００４９】
（可動演出表示装置）
　主に図３及び図５に示すように、可動演出表示装置７２は、演出画像を表示可能な表示
領域を有する左右一対の縦長矩形の液晶表示部７２ａ、７２ｂと、ベース体７１に固定さ
れる案内部材（図示省略）と、液晶表示部７２ａ、７２ｂの駆動源となる駆動装置（図示
省略）とから構成される。液晶表示部７２ａ、７２ｂの周囲にはフレーム７２１ａ、７２
１ｂが設けられる。左右のフレーム７２１ａ、７２１ｂは互いに対向する内端部に、内向
きに開口する切欠き部７２２ａ、７２２ｂが形成されている。フレーム７２１ａ、７２１
ｂを含む液晶表示部７２ａ、７２ｂ（以下、単に液晶表示部７２ａ、７２ｂという）は、
単体で演出表示装置７７の表示領域の半分程度を隠蔽可能な寸法を有する。
【００５０】
　主に図５、図６に示すように、左右の液晶表示部７２ａ、７２ｂは、それぞれがベース
体７１に設けられた左右方向の案内部材（図示省略）に沿って左右方向へ移動可能に設け
られる。
　液晶表示部７２ａ、７２ｂは、サブ制御装置２００による駆動装置（図示省略）の制御
によって、図５に示すように、演出表示装置７７の表示領域の略中央で互いに隣接して、
後述する後側の領域隠蔽位置の主シャッタ役物７３を隠蔽する役物等隠蔽位置（隠蔽位置
）と、図８等に示すように、左右方向へ互いに離れて後側の領域隠蔽位置の主シャッタ役
物７３を視認可能とする役物等開放位置（開放位置）とに開閉移動可能となっている。な
お、可動演出表示装置７２は、役物等隠蔽位置が通常遊技状態における初期位置となって
いる。
【００５１】
　また、液晶表示部７２ａ、７２ｂは、役物等隠蔽位置で演出表示装置７７の表示領域を
隠蔽し、役物等開放位置で演出表示装置７７の表示領域を開放して視認可能となっている
（図６等参照）。液晶表示部７２ａ、７２ｂは、役物等隠蔽位置で後述するサブ演出画像
ＳＰ（図６等参照）を隠蔽することによってメイン演出画像ＭＰを際立たせることができ
る。
【００５２】
　液晶表示部７２ａ、７２ｂは、後述の所謂リーチ状態や大当り遊技状態（特定遊技状態
）となったときに、役物等隠蔽位置から役物等開放位置へ移動する。これにより、特定遊
技状態において、液晶表示部７２ａ、７２ｂ及び演出表示装置７７の表示領域を並列に並
べて左右方向に拡張することができるため、演出の迫力を高め遊技状態の特別感を向上さ
せることができる。
【００５３】
　可動演出表示装置７２は、役物等隠蔽位置及び役物等開放位置間を多段階に変位可能で
あって、後側の主シャッタ役物７３及び演出表示装置７７を段階的に隠蔽したり開放した
りする。また、可動演出表示装置７２は、いずれの状態においても振動可能となっている
。
　なお、可動演出表示装置７２が変動する際、可動演出表示装置７２及び演出表示装置７
７の少なくとも一方が、その可動演出表示装置７２の変動に応じた表示演出を実行するこ
とにより、変化に富んだ多彩な演出の提供を可能とし、遊技の興趣性を向上させることが
できる。
【００５４】
　液晶表示部７２ａ、７２ｂは、図６に示す役物等隠蔽位置において、サブ制御装置２０
０の制御により主要演出を構成するメイン演出画像（第２演出画像）ＭＰを表示する。こ
こでいうメイン演出画像ＭＰは、上述の第１演出図柄Ｓ１、背景画像及びキャラクタ画像
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を含む。
【００５５】
　また、メイン演出画像ＭＰは、主シャッタ役物７３、手指役物７４、補助役物７５、副
シャッタ役物７６、演出表示装置７７のそれぞれの演出と関連付けられた連係画像ＡＰ１
（連係演出）を含む。連係画像ＡＰ１は、主シャッタ役物７３、手指役物７４、補助役物
７５、副シャッタ役物７６、演出表示装置７７のそれぞれの演出を際立てたり、補助した
り、補完するための画像（演出）である。
【００５６】
　例えば、可動演出表示装置７２は、開閉移動する可動演出表示装置７２の連係画像ＡＰ
１として「扉」画像または「鉄格子」画像等を表示領域に表示することにより、迫真性を
有する演出の実行が可能となる。さらに、後述の手指役物７４と「扉」画像等との連係に
より迫真性を向上させることができる。具体的には、手指役物７４が可動演出表示装置７
２を掴んだ際、掴まれた部分の近傍に亀裂が入ったり、破壊される等の効果画像を表示す
るこができる。これらの連係画像ＡＰ１により、演出全体の迫力が増加し、躍動感のある
演出を提供することができる。
【００５７】
　可動演出表示装置７２は、通常遊技状態において、役物等隠蔽位置でメイン演出画像Ｍ
Ｐとして、左側の液晶表示部７２ａと右側の液晶表示部７２ｂの各表示領域に１桁（１個
）の第１演出図柄Ｓ１、Ｓ１及び背景画像等を変動表示及び停止表示する。第１演出図柄
Ｓ１、Ｓ１が同一図柄で停止した場合は、リーチ状態（特定遊技状態）となって演出が展
開する。
【００５８】
　可動演出表示装置７２は、リーチ状態、大当り遊技状態等（特定遊技状態）に移行した
際に、役物等隠蔽位置から役物等開放位置に移動し、後述する演出表示装置７７のリーチ
演出または大当り遊技に係る演出（サブ演出画像ＳＰ）に対応して補助的な連係画像ＡＰ
１を表示する。例えば、大当り遊技状態の際に、可動演出表示装置７２が連係画像ＡＰ１
として、ラウンド数、大当りの種類、当り連荘数等を表示することによって、演出表示装
置７７にはラウンド数等を表示する必要がなくなり演出表示装置７７の表示領域を最大限
に活かすサブ演出画像ＳＰを表示することができる。
【００５９】
　また、液晶表示部７２ａ、７２ｂは、役物等開放位置において、視認可能な演出表示装
置７７とともに、３つの表示領域に亘った１つの演出画像を表示するようにしてもよい。
これにより、表示演出の迫力を高めることができ遊技の興趣性を向上させることができる
。
【００６０】
　図３等に示すように、可動演出表示装置７２は、役物等隠蔽位置において、フレーム７
２１ａ、７２１ｂの切欠き部７２２ａ、７２２ｂによって形成された隙間Ｃを透して、主
シャッタ役物７３の一部が視認できるようになっている。これにより、液晶表示部７２ａ
、７２ｂが役物等隠蔽位置においても、主シャッタ役物７３の存在感を遊技者に認識させ
ることができ、液晶表示部７２ａ、７２ｂが役物等開放位置となった際の遊技の展開に期
待感を抱かせることができる。
【００６１】
　また図３等に示すように、可動演出表示装置７２は、役物等隠蔽位置において、演出表
示装置７７の表示領域における両側部を視認可能とすることにより、後述する演出表示装
置７７の連係画像ＡＰ２を表示することができ、可動演出表示装置７２等の演出を補助す
ることができるようになっている。
【００６２】
（演出表示装置）
　主に図３に示すように、演出表示装置７７は、センター役物５０の開口部５０ａを透し
て視認可能であって、演出画像を表示可能な表示領域を有する液晶表示装置からなり、上
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記セット盤の後面に取付けられる。なお、演出表示装置７７は遊技盤３０に設けてもよい
。
【００６３】
　演出表示装置７７は、可動演出表示装置７２が役物等開放位置に移動して、演出表示装
置７７の表示領域が視認可能となった状態で、サブ制御装置２００の制御により補助演出
を構成するサブ演出画像ＳＰ（第１演出画像）を表示する。
　ここで、サブ演出画像ＳＰは、遊技状態が特定遊技状態に係る演出画像であって、リー
チ演出に係る画像、大当り遊技状態、確変遊技に係る画像を含む。
【００６４】
　また、サブ演出画像ＳＰは、可動演出表示装置７２、主シャッタ役物７３、手指役物７
４、補助役物７５、副シャッタ役物７６のそれぞれの演出と関連付けられた連係画像ＡＰ
２（連係演出）を含む。連係画像ＡＰ２（連係演出）は、役物等隠蔽位置における可動演
出表示装置７２、主シャッタ役物７３、手指役物７４、補助役物７５、副シャッタ役物７
６のそれぞれの演出を際立てたり、補助したり、補完するための画像（演出）である。
【００６５】
　演出表示装置７７は、特定遊技状態におけるサブ演出画像ＳＰとして、リーチ演出が発
展した場合（後述するスーパーリーチ演出の際）に表示する物語性を有するストーリー演
出等に係る演出画像を変動表示する。そして、リーチ演出において最後に停止表示する第
１演出図柄Ｓ１を変動表示及び停止表示する。
　また、演出表示装置７７は、大当り遊技状態に移行した場合、大当りの種類、ラウンド
数、当り連荘数等の変化に伴って展開される発展演出等の大当り演出画像を変動表示する
。
　さらに、演出表示装置７７は、確変遊技に移行した場合、３桁の第２演出図柄Ｓ２、Ｓ
２、Ｓ２、または１桁の第２演出図柄Ｓ２を変動表示及び停止表示する。なお、確変遊技
においても１桁の第２演出図柄Ｓ２のみを表示してもよく、その場合、可動演出表示装置
７２が役物等開放位置で２桁の第２演出図柄Ｓ２、Ｓ２を表示することによって、３桁の
第２演出図柄Ｓ２、Ｓ２、Ｓ２を適切に表示するようにする。
【００６６】
〈リーチ演出について〉
　ここで、本実施形態の遊技機におけるリーチ演出について説明する。
　「リーチ演出」とは、複数の図柄列（本実施形態の遊技機では３列）から構成される第
１演出図柄Ｓ１（第２演出図柄Ｓ２）を用いて、例えば、可動演出表示装置７２の液晶表
示部７２ａ、７２ｂにおいて２列の図柄列を先に停止表示する際に、停止表示される図柄
が同一の図柄の組み合わせ（リーチ）となった場合に（例えば、図５中に示す「７」、「
７」）、その状態を維持し、または演出を発展させて、図６に示す演出表示装置７７にお
いて最後に停止する第１演出図柄Ｓ１（第２演出図柄Ｓ２）の停止図柄（以下、最終停止
図柄という）に期待をもたせる演出である。
　なお、上記「リーチ演出」とは異なるが、演出表示装置７７において１列の図柄列を先
に停止させて、擬似リーチ状態として演出を発展させ、最終停止図柄として、可動演出表
示装置７２の液晶表示部７２ａ、７２ｂにおいて２列の図柄列を同時に停止するようにし
てもよい。
【００６７】
　演出表示装置７７が主に表示するリーチ演出には、ノーマルリーチ演出、スーパーリー
チ演出が設定されている。
　図５に示すように、ノーマルリーチ演出は、可動演出表示装置７２に停止表示された第
１演出図柄Ｓ１、Ｓ１（第２演出図柄Ｓ２、Ｓ２）が、例えば、図中に示す「７」、「７
」のように同一のリーチ図柄となって、リーチ状態となった場合に、図６に示すように、
可動演出表示装置７２が役物等開放位置に移動して、演出表示装置７７の表示領域を視認
可能とする（以下、第１リーチアクションという）。そして、演出表示装置７７の表示領
域に変動表示される最終停止図柄（Ｓ１またはＳ２）（サブ演出画像ＳＰ）が停止表示さ
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れるまで当該リーチ状態を維持（表示）する。なお、ノーマルリーチ演出において、第１
リーチアクションとして、可動演出表示装置７２が役物等開放位置へ移動する際、可動演
出表示装置７２の移動と連動（同期）して主シャッタ役物７３も後述する領域隠蔽位置か
ら領域開放位置へ移動することによって、演出表示装置７７の表示領域を視認可能とする
。
　ノーマルリーチ演出は、信頼度が「低」であり、演出変動時間も相対的に短い。
【００６８】
　図７に示すように、スーパーリーチ演出は、リーチ状態において上述の第１リーチアク
ション後に、可動演出表示装置７２の表示領域に停止表示されているリーチ表示中の第１
演出図柄Ｓ１、Ｓ１（第２演出図柄Ｓ２、Ｓ２）及び演出表示装置７７の表示領域に変動
表示されている変動図柄Ｓ１（Ｓ２）を縮小した縮小画像ＤＰを液晶表示部７２ａ、７２
ｂの一方の表示領域の角隅部に表示し（以下、第２リーチアクションという）、演出表示
装置７７の表示領域において、例えば対決型のストーリー演出（サブ演出画像ＳＰ）を表
示し、その演出の展開（例えば、勝敗）によって当選または非当選を示唆する演出である
。
【００６９】
　図７に示すように、可動演出表示装置７２は、第２リーチアクションにおいて、第１演
出図柄Ｓ１、Ｓ１（第２演出図柄Ｓ２、Ｓ２）を、右側の液晶表示部７２ｂに縮小画像Ｄ
Ｐとして縮小表示することにより、空いた表示領域に連係画像ＡＰ１（ＭＰ）を表示して
演出表示装置７７のストーリー演出等を際立たせる連係演出を実行する。なお、縮小画像
ＤＰは演出表示装置７７の表示領域の角隅部に表示してもよい。
　スーパーリーチ演出は、信頼度が「中～高」であって、演出時間も相対的に長い。
【００７０】
　各リーチ演出（後述するスペシャルリーチ演出を含む）後、可動演出表示装置７２及び
演出表示装置７７の各表示領域に表示されているストーリー演出や縮小画像ＤＰ等を非表
示とし、特図抽選の結果、当選の場合には、可動演出表示装置７２の液晶表示部７２ａ、
７２ｂ及び演出表示装置７７の各表示領域に同一の第１演出図柄Ｓ１、Ｓ１、Ｓ１（第２
演出図柄Ｓ２、Ｓ２、Ｓ２）を再表示して大当りを告知する。
　一方、特図抽選の結果、非当選の場合には、演出表示装置７７の表示領域に、液晶表示
部７２ａ、７２ｂに再表示されるリーチ状態の第１演出図柄Ｓ１、Ｓ１（第２演出図柄Ｓ
２、Ｓ２）と異なる図柄Ｓ１（サブ演出画像ＳＰ）を表示してハズレを告知する。
【００７１】
　さらに、図３、図１６に示すように、演出表示装置７７は、連係画像ＡＰ２（サブ演出
画像ＳＰ）として、可動演出表示装置７２が役物等隠蔽位置において、可動演出表示装置
７２に隠蔽されない演出表示装置７７の表示領域（表示領域の両側部）に可動演出表示装
置７２の演出を補強する演出を表示する。具体的には、可動演出表示装置７２の表示領域
において変動表示される第１演出図柄Ｓ１（第２演出図柄Ｓ２）がリーチとなる前兆とし
て、例えば信頼度「高～最高」の演出パターンに含まれる「稲妻」の画像を表示する（図
３等を参照）。これにより、遊技者はその後の遊技の展開を期待することができ、遊技の
趣向性を向上させることができる。
【００７２】
　このように、通常遊技状態において役物等隠蔽位置でメイン演出画像ＭＰを表示する可
動演出表示装置７２が、特定遊技状態に移行することに基づいて、役物等開放位置に移動
することによって演出表示装置７７の表示領域を視認可能とし、演出表示装置７７が特定
遊技状態に係るサブ演出画像ＳＰを表示することにより、演出の特別感を向上させること
ができ、演出の効果を最大限に発揮することができる。
【００７３】
　また、可動演出表示装置７２と演出表示装置７７とは、遊技状態に応じて一方が他方の
、他方が一方の演出を、また下記のように双方が他の役物等の演出を補助する演出を行う
ため、それらの演出の組み合わせにより演出の自由度が向上し、斬新な演出や変化に富ん
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だ多彩な演出を提供することができる。
　すなわち、従来の遊技機の表示装置（例えば、前側に補助演出を行う可動演出表示装置
、後側に主要演出を行う演出表示装置というように一定の機能的関連性を有するもの）と
は明らかに異なる新規な遊技機の提供が可能となる。
【００７４】
〈省電力設定について〉
　演出表示装置７７は、サブ制御装置２００により、役物等隠蔽位置の可動演出表示装置
７２に隠蔽された状態で、起動中のプログラムなどを終了させることなく、画像等を非表
示としつつ、素早い復帰（サブ演出画像ＳＰの表示）を可能とする待機電源状態となるよ
うに制御される。
【００７５】
　演出表示装置７７の周囲（例えば、可動演出表示装置７２の後面）にはフルカラーＬＥ
Ｄ等である補助ランプ（図示省略）が設けられる。補助ランプは、可動演出表示装置７２
が役物等隠蔽位置において演出表示装置７７が待機電源状態中に、サブ制御装置２００の
制御により継続的に点灯または点滅する。これにより、可動演出表示装置７２に隠蔽され
た演出表示装置７７から光が発せられる様に見せることができる。
【００７６】
　従って、演出表示装置７７が待機電源状態であっても、補助ランプの点灯等により、視
覚的に起動している状態とほぼ変わらない状態（明るさや色彩等）を維持しつつ省エネル
ギー状態を保つことができる（以下、省エネモードという）。
　ここで、省エネモードの始動契機を、遊技が継続してｔ秒（例えば６０秒）間行われな
いこととすることができる。なお、可動演出表示装置７２が役物等開放位置において遊技
が行われずｔ秒経過した場合は、可動演出表示装置７２は役物等隠蔽位置に移動した後、
省エネモードが始動するようサブ制御装置２００により制御されるようにしてもよい。
【００７７】
　上記構成により、演出表示装置７７は、省エネモードによって、通常の表示態様を略維
持した状態で、通常の起動状態と比較して大きく電力を節約しつつ、遊技が開始された際
には素早い復帰（サブ演出画像ＳＰの表示）が可能となる。
【００７８】
（主シャッタ役物）
　主シャッタ役物７３は、前側の可動演出表示装置７２と後側の演出表示装置７７との間
に配置される（図１２参照）。
　主に図８に示すように、主シャッタ役物７３は、左右一対の略平板状のシャッタ部７３
ａ、７３ｂから構成される。シャッタ部７３ａ、７３ｂは、互いに隣接した隣接状態でそ
の上側部が遊技盤３０の開口部５０ａから視認可能となっており、演出表示装置７７の表
示領域の大部分を隠蔽可能とし、その下側部が遊技盤３０の後側の下部に位置して視認不
能となるような上下方に長寸の形状をなしている。なお、遊技盤３０の後側の下部には、
後側の構成部材が視認できないように目隠し部材（図示省略）が設けられている。
【００７９】
　また、主シャッタ役物７３の前面下部には、隣接状態のシャッタ部７３ａ、７３ｂの境
目を基準とする線対称に配置され、前後方向の軸に回転可能に支持されるローラ７３ｃ、
７３ｃが設けられる。
【００８０】
　図８に示すように、シャッタ部７３ａ、７３ｂは、その外形が射出成形により形成され
、隣接状態（連結または略連結した状態を含む）で、一つの人型の意匠を形成することに
より、遊技領域３１の略中央に人の上半身を出現可能としている。隣接状態のシャッタ部
７３ａ、７３ｂは、前後の可動演出表示装置７２、演出表示装置７７の関係から、可動演
出表示装置７２の後面に潜む人（図５参照）、または演出表示装置７７の前面を殆ど覆う
ように立ちはだかる人（図８参照）の態様を演出として表現することができる。
【００８１】
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　シャッタ部７３ａ、７３ｂは、ベース体７１に設けられた左右方向の案内部材（図示省
略）に沿って左右方向へ移動可能に設けられる。シャッタ部７３ａ、７３ｂは、サブ制御
装置２００による駆動装置（図示省略）の制御によって、図８等に示すように、演出表示
装置７７の表示領域の略中央で互いに隣接（略結合）して一体となって演出表示装置７７
の前面の大部分を隠蔽する領域隠蔽位置と、図６に示すように、左右方向へ互いに離れて
演出表示装置７７の表示領域の前面を視認可能とする領域開放位置とに移動可能となって
いる。なお、主シャッタ役物７３は、領域隠蔽位置が通常遊技状態における初期位置とな
っている。
【００８２】
　さらに、シャッタ部７３ａ、７３ｂの後側には、隣接状態のシャッタ部７３ａ、７３ｂ
を上下動可能とするための上下方向の案内部材（図示省略）が設けられる。シャッタ部７
３ａ、７３ｂは、後述する補助役物７５の駆動装置（図示省略）の駆動力により、一体と
なった隣接状態を維持した状態で、図８に示す領域隠蔽位置である下端位置、及び図６に
示すように、主シャッタ役物７３の頭部が演出表示装置７７の上部より上方に突出する上
端位置に上下動可能となっている。
　なお、本実施形態の遊技機において、主シャッタ役物７３は、可動演出表示装置７２が
役物等開放位置のときに、視認可能な状態で下端位置から上端位置へ上昇するようになっ
ている。
　また、別途、主シャッタ役物７３の上下移動用の駆動装置（図示省略）を設けることに
よって、主シャッタ役物７３を、単独で上下移動させるようにしてもよい。
【００８３】
　主シャッタ役物７３は、領域開放位置及び領域隠蔽位置間、または下端位置及び上端位
置間を、多段階に変位可能であって、演出表示装置７７の表示領域を段階的に隠蔽したり
開放したりする。また、主シャッタ役物７３は、いずれの状態においても振動可能となっ
ている。
【００８４】
　さらに、主シャッタ役物７３は、可動演出表示装置７２の変動（例えば、左右動）に連
動（同期）させて変動（例えば、上下動または左右動）するようにしてもよい。
　このように主シャッタ役物７３が、他の役物等と連動（同期）して変動することによっ
て、他の役物等の演出との相乗効果により躍動感のある演出を遊技者に提供することが可
能となり、遊技の興趣性を向上させることができる。また、演出表示装置７７及び可動演
出表示装置７２の少なくとも一方は、主シャッタ役物７３の変動態様（停止位置及び振動
等）に対応した表示演出を実行することによって、さらに演出を盛り上げることができる
。
　主シャッタ役物７３に係る演出パターンについては、以下の補助役物７５の説明の際に
行う。
【００８５】
（補助役物）
　主に図８に示す補助役物７５は、射出成形により隣接状態の主シャッタ役物７３の下部
と略同一幅のベルトの形状をなし、主シャッタ役物７３の前面下部に重なり合うように配
置される。補助役物７５の前面は、ベルトの立体形状が施され、補助役物７５の後面には
正面視倒立ハの字型の押上部７５ａが設けられている。押上部７５ａの上面は、内端から
外端に向かって上方に傾斜する傾斜面を形成している。
【００８６】
　補助役物７５は、ベース体７１に設けられた上下方向の案内部材（図示省略）に沿って
上下方向へ移動可能に設けられる。補助役物７５は、サブ制御装置２００による駆動装置
（図示省略）の制御によって、図８に示すように、遊技盤３０の後側の下部であって前方
から視認不能な待機位置と、図９に示すように、待機位置の上方の遊技球進入防止壁５３
（図３参照）の後側であって、遊技球進入防止壁５３を透して補助役物７５が視認可能な
視認可能位置と、図１１に示すように、視認可能位置の上方であって補助役物７５の全部
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が露出する露出位置との間をそれぞれ上下移動可能となっている。なお、補助役物７５は
、待機位置が通常遊技状態における初期位置となっている。
【００８７】
　図９に示すように、補助役物７５は、待機位置から上昇して視認可能位置に移動すると
、押上部７５ａ、７５ａが上述する主シャッタ役物７３のローラ７３ｃ、７３ｃに当接す
る当接状態となる。このように当接状態となる位置において、主シャッタ役物７３（人）
が補助役物７５（ベルト）を装着したような表示態様であるベルト装着状態となる。
【００８８】
　さらに、補助役物７５が視認可能位置から上昇し、当接状態の主シャッタ役物７３を押
し上げると、ローラ７３ｃ、７３ｃは押上部７５ａ、７５ａの傾斜面に沿って、下方へ相
対移動しつつシャッタ部７３ａ、７３ｂにおける互いの近接方向へ移動し、ローラ７３ｃ
、７３ｃの移動に伴って、シャッタ部７３ａ、７３ｂは互いに確実に整合するまで近接方
向に移動する。図１０に示すように、シャッタ部７３ａ、７３ｂが互いに整合した後、補
助役物７５とともに、シャッタ部７３ａ、７３ｂは上方へ移動する。
【００８９】
　従って、補助役物７５は、視認可能位置から露出位置へ移動することによって、シャッ
タ部７３ａ、７３ｂを、互いに整合させてがたつきがない状態とすると共に、主シャッタ
役物７３との相対的な位置を維持したベルト装着状態で上昇させることが可能となってい
る。
【００９０】
　なお、補助役物７５は、視認可能位置を通常遊技状態における初期位置として露出位置
との間のみを移動可能とするようにしてもよい。
【００９１】
　ここで、主シャッタ役物７３及び補助役物７５に係る演出パターンであるリーチ演出と
してスペシャルリーチ演出が設定されている。
　スペシャルリーチ演出は、上述のリーチ状態において、第１リーチアクションとして可
動演出表示装置７２のみが役物等隠蔽位置から役物等開放位置に移動して、隣接状態の主
シャッタ役物７３を前方から視認可能とする。なお、第１リーチアクションと略同時に第
２リーチアクションが行われる。
【００９２】
　大当りが確定している場合は、その後、主シャッタ役物７３が振動したり、揺動したり
して、所定の時間経過後に、補助役物７５が視認可能位置に移動し、主シャッタ役物７３
と当接することによりベルト装着状態となって大当り遊技が確定したことを示唆（告知）
する（大当り確定演出）。
【００９３】
　図１１に示すように、上述の大当り確定演出後に、主シャッタ役物７３と当接している
補助役物７５は、主シャッタ役物７３とともに上昇することによって、大当りの遊技の種
類が、例えば確変当たりが確定していることを示唆（告知）する（確変当り確定演出）。
換言すると、主シャッタ役物７３の上昇によって、確変当たりが確定していることを示唆
（告知）する。
【００９４】
　この際、可動演出表示装置７２は主シャッタ役物７３との連係演出として、表示領域に
演出パターンの信頼度を色や図柄によって示唆する連係画像ＡＰ１を主シャッタ役物７３
の動作に連動（同期）して表示するようにしてもよい。
　スペシャルリーチ演出は、信頼度が「最高」であって、演出時間も相対的に長い。
【００９５】
　なお、補助役物７５のベルト形状は、チャンピオンベルトがより好ましい。これにより
、主シャッタ役物７３と補助役物７５がベルト装着状態となることによって、チャンピオ
ンベルトを巻いた勝利者を表現することができ、これをもって効果的に遊技の大当りの確
定または大当りの種類を示唆することできる。
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【００９６】
（手指役物）
　図１２に示すように、手指役物７４は、左右一対の平面視Ｌ字型をなし、正面視人の手
（指）の形状をなす指可動役物７４ａ、７４ｂ（図３等参照）から構成され、左右の可動
演出表示装置７２のそれぞれの後面に設けられる。
　左右の指可動役物７４ａ、７４ｂは、可動演出表示装置７２の左右の液晶表示部７２ａ
、７２ｂの後面に上下方向の軸部材によってＬ字型の一辺の端部が回転可能に支持され、
他辺の先端部が可動演出表示装置７２の間から出没可能となっている。
【００９７】
　図１２に示すように、指可動役物７４ａ、７４ｂは、サブ制御装置２００による駆動装
置（図示省略）の制御によって、可動演出表示装置７２の液晶表示部７２ａ、７２ｂの後
面に完全に隠れる第１態様と、可動演出表示装置７２の隙間Ｃから先端部を前方へ出現さ
せて左右の液晶表示部７２ａ、７２ｂの内端部にそれぞれ当接（係合）する第２態様とに
変位可能となっている。指可動役物７４ａ、７４ｂは第２態様において、液晶表示部７２
ａ、７２ｂの内端部を掴むような視認態様となっている。
　液晶表示部７２ａ、７２ｂが役物等開放位置に移動する際、指可動役物７４ａ、７４ｂ
は、第２態様を維持して液晶表示部７２ａ、７２ｂの内端部を掴むようにして液晶表示部
７２ａ、７２ｂの移動に従動する。
　なお、手指役物７４は、第１態様が通常遊技状態における初期状態（初期位置）となっ
ている。
【００９８】
　上述の構成により「指（手）」形の手指役物７４は、可動演出表示装置７２の後側に配
置される「人（体）」形の主シャッタ役物７３との関係から、第１態様から第２態様に変
位する様子が、人が扉（可動演出表示装置７２が「扉」画像を表示領域に表示している場
合）を掴んでいる様を表現することができ、さらに、第２態様を維持した状態で、可動演
出表示装置７２が役物等開放位置へ移動する様子が、人が扉を開ける（こじ開ける）様子
を表現することができる。これにより演出の迫真性が向上し、躍動感のある演出表現が可
能となり、遊技の興趣性を向上させることができる。
【００９９】
　ここで、演出パターンとして、例えば、信頼度が「低～中」の場合、手指役物７４を第
１態様のまま変位させず、可動演出表示装置７２が役物等開放位置へ移動するパターン（
ノーマルリーチ演出に発展しやすいパターン）を設定し、信頼度が「大～最大」の場合、
手指役物７４を第２態様に変位させて、可動演出表示装置７２が役物等開放位置へ移動す
るパターン（スーパーリーチ演出またはスペシャルリーチ演出に発展しやすいパターン）
を設定する。これにより、手指役物７４の出現（第２態様への変位）がスーパーリーチ演
出またはスペシャルリーチ演出の前兆演出となり、遊技者は手指役物７４の出現の有無に
より、その後の遊技の展開を期待したり予想したりすることができるため、遊技の趣向性
が向上する。
【０１００】
　なお、上述の演出パターンに限らず、手指役物７４は、単に可動演出表示装置７２が役
物等開放位置に移動する直前に、第２態様に変位して、可動演出表示装置７２の開放のみ
を示唆してもよい。
【０１０１】
　また、手指役物７４が第２態様へ変位する際、役物等隠蔽位置の液晶表示部７２ａ、７
２ｂの間に形成された隙間Ｃから手指役物７４の先端を前方へ出現させるが、その隙間Ｃ
の幅が十分ではない場合は、可動演出表示装置７２は、手指役物７４が出現可能な隙間を
設けるように一旦開放してから所定の役物等隠蔽位置に移動するようにしてもよい。
【０１０２】
　また、手指役物７４は、扉を開けることができそうな形状（態様）であれば人の手に形
状は限定されず、動物等の手足や鈎状の器具等でもよい。
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【０１０３】
（副シャッタ役物）
　主に図３に示すように、副シャッタ役物７６は、正面視正方形または略正方形の左側の
副シャッタ役物７６Ｌと右側の副シャッタ役物７６Ｒとから構成され、可動演出表示装置
７２、及び主シャッタ役物７３の上方に配置される。
　主に図１０に示すように、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒは、サブ制御装置２０
０による駆動装置（図示省略）の制御によって、互いに接近し、遊技領域の中央にある所
定の領域Ｆを占有（閉鎖）する占有位置（近接位置）と、占有位置において中央左寄りに
位置する左側の副シャッタ役物７６Ｌは左側へ、中央右よりに位置する右側の副シャッタ
役物７６Ｒは右側へ互いに離れて当該領域Ｆを開放する領域Ｆの開放位置とに移動可能で
ある。なお、副シャッタ役物７６は、占有位置が通常遊技状態における初期位置となって
いる。
【０１０４】
　左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒは、主シャッタ役物７３に連動して作動する。即
ち、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒは、主シャッタ役物７３の上昇に連動して、占
有位置から領域Ｆの開放位置に移動して領域Ｆを開放することによって、主シャッタ役物
７３が左側の副シャッタ役物７６Ｌと、右側の副シャッタ役物７６Ｒとの間にある領域Ｆ
まで上昇することを可能とする。
　主シャッタ役物７３が可動演出表示装置７２の演出画像の表示に連動して移動する場合
は、副シャッタ役物７６も連動して作動することになるため、演出の相乗効果により、躍
動感のある印象強い演出を提供することができる。
　また、左右の副シャッタ７６Ｌ、７６Ｒは、主シャッタ役物７３に連動せずに、左右の
副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒが占有位置から領域Ｆの開放位置に移動した後、主シャッ
タ役物７３が上昇を開始してもよい。
【０１０５】
　図１４及び図１５に示すように、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒは、後面に、側
面視コ字状の係合溝を有する被案内部７６０を設けており、主に図５に示すベース体７１
に固定される案内部材７１０によって左右方向移動可能に支持されている。
　案内部材７１０は、被案内部７６０に係合する案内部７１１と、案内部７１１の後端か
ら下方に延出し、ベース体７１に固定される接続片７１２とを有する。
　また、案内部７１１は、主シャッタ役物７３が上昇した際に衝突しないための上下方向
に貫通する通孔７１３を設けている。
【０１０６】
　なお、主に図１４に示すように、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒは、後方に配置
されたベース体７１の案内部材７１０によって支持されているが、案内部材７１０が固定
されるベース体７１を左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒの前方に配置して、左右の副
シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒを前方から支持するようにしてもよい。
　また、主シャッタ役物７３の真上に左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒを配置しても
よい。この構成によると、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒが領域Ｆの開放位置に移
動した場合、主シャッタ役物７３の上昇軌道上に障害となる部材が存在しなくなるため、
通孔７１３を設ける必要がなく、製造コストを削減することができる。
【０１０７】
　上記構成とすることにより、通常遊技状態において、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７
６Ｒが占有位置にあることによって、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒの下側にある
主シャッタ役物７３が上昇できないことを印象付けておきながら、特定遊技状態への移行
（確変遊技の確定等）に基づいて、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒが開放位置に移
動して領域Fを開放し、通常遊技状態では想像しがたかった主シャッタ役物７３の上方へ
の移動を可能とすることによって、演出の特別感を表現することができる。
　また、主シャッタ役物７３が補助役物７５と当接した状態で領域Ｆまで上昇することに
よって、チャンピオンベルトを巻いた勝利者が上昇する様子を表現することができる。こ
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れにより、勝利者の勝利のイメージをより強く表現することが可能となり、有利な遊技を
提供することを、演出を通じて示唆することが可能となる。
【０１０８】
　本実施形態において、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒは所定の文字を表すものと
し、左側の副シャッタ役物７６Ｌと、右側の副シャッタ役物７６Ｒとにより、ひとつの熟
語となることを想定している。
　文字の表現方法として、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒの正面に文字を描画すこ
とや、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒの形状を文字形とすることが考えられる。ま
た、文字に限定することなく、図形、記号、図柄、模様、または、左右一対で形成される
絵柄等としてもよい。
【０１０９】
　左側の副シャッタ役物７６Ｌは、平板状の左側の前部シャッタ役物７６ａと、左側の前
部シャッタ役物７６ａの後面に重なり合う平板状の左側の後部シャッタ役物７６ｃとを含
み、左側の前部シャッタ役物７６ａは左側の後部シャッタ役物７６ｃの表面に沿って上下
方向にスライド可能に固定される。
　図１３に示すように、左側の前部シャッタ役物７６ａの表面には、図柄７６１ａ、例え
ば図中「Ａ」とする文字が表されている。また、左側の後部シャッタ役物７６ｃの表面に
は、図柄７６１ｃ、例えば図中「Ｃ」とする文字が表されている。
【０１１０】
　右側の副シャッタ役物７６Ｒは、平板状の右側の前部シャッタ役物７６ｂと、右側の前
部シャッタ役物７６ｂの後面に重なり合う平板状の右側の後部シャッタ役物７６ｄとを含
み、右側の前部シャッタ役物７６ｂは右側の後部シャッタ役物７６ｄの表面に沿って上下
方向にスライド可能に固定される。
　図１３に示すように、右側の前部シャッタ役物７６ｂの表面には、図柄７６１ｂ、例え
ば図中「Ｂ」とする文字が表されている。また、右側の後部シャッタ役物７６ｄの表面に
は、図柄７６１ｄ、例えば図中「Ｄ」とする文字が表されている。
【０１１１】
　図１４及び１５に示すように、上述の被案内部７６０は、後部シャッタ役物７６ｃ、７
６ｄの後面に設けられており、案内部材７１０によって支持されている。
　また、左右の前部シャッタ役物７６ａ、７６ｂ、及び左右の後部シャッタ役物７６ｃ、
７６ｄは、各々熟語を表す文字を想定しているが、４つの副シャッタ役物７６で意味をな
す四字熟語等としてもよいし、文字に限定することもない。
【０１１２】
　以下、副シャッタ役物７６の動作を説明する。
　図１０に示すように、特定遊技状態へ移行（例えば、確変遊技が確定）したことを示唆
するため、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒは、左側の前部シャッタ役物７６ａと左
側の後部シャッタ役物７６ｃ、及び右側の前部シャッタ役物７６ｂと右側の後部シャッタ
役物７６ｄが互いに前後重なり合う状態で、所定の領域Ｆを占有（閉鎖）する占有位置か
ら当該領域Ｆを開放する領域Ｆの開放位置へスライド移動をする。その際、左右の副シャ
ッタ役物７６Ｌ、７６Ｒのうち左側の前部シャッタ役物７６ａ及びその図柄７６１ａ並び
に右側の前部シャッタ役物７６ｂ及びその図柄７６１ｂのみが前方から視認可能となって
いる。
【０１１３】
　図１１に示すように、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒが、各々領域Ｆの開放位置
へ移動した後、さらに、特定遊技状態が発展（例えば、超大当り遊技が確定）したことを
示唆するため、左右の前部シャッタ役物７６ａ、７６ｂのみが下方へスライド移動する。
　それによって、左右の前部シャッタ役物７６ａ、７６ｂが、役物等開放位置にある可動
演出表示装置７２の後側に移動するため、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒのうち左
側の後部シャッタ役物７６ｃ及びその図柄７６１ｃ並びに右側の後部シャッタ役物７６ｄ
及びその図柄７６１ｄのみが前方から視認可能として、例えば、超大当りの確定を示唆す
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る。
【０１１４】
　以上のように、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒは、通常遊技状態において、占有
位置で左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒのうち左右の前部シャッタ役物７６ａ、７６
ｂに付された文字「Ａ」及び「Ｂ」のみを前方から視認可能とし、特定遊技状態への移行
に基づいて、領域Ｆの開放位置へ移動し、その後、特定遊技状態が発展して、左右の前部
シャッタ役物７６ａ、７６ｂのみが下方へ瞬時にスライド移動することによって、左右の
後部シャッタ役物７６ｃ、７６ｄに付された文字「Ｃ」及び「Ｄ」のみを前方から視認可
能とする。これにより「Ａ」から「Ｃ」及び「Ｂ」から「Ｄ」に文字を変化させることが
でき、文字による遊技状態の示唆をすることができ、意外性がある可動役物の挙動により
演出の特別感を表現することができる。
　例えば、副シャッタ役物７６に付された文字「Ａ」を「一」、「Ｂ」を「発」、「Ｃ」
を「逆」、及び「Ｄ」を「転」とした場合、「一発」から「逆転」に文字を変化させるこ
とができる。
【０１１５】
　また、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒが、占有位置から領域Ｆの開放位置間を多
段階に変位可能とすることによって、演出のバリエーションを増加させることができる。
また、左右の前部シャッタ役物７６ａ、７６ｂが下方へスライド移動するタイミングを一
定とせずに、様々なタイミングで移動することにより、遊技者に対してさらに意外性のあ
る演出を提供することができる。
【０１１６】
　なお、遊技情報表示ユニット７０の可動演出表示装置７２、主シャッタ役物７３、補助
役物７５、及び副シャッタ役物７６において用いられる上記案内部材（図示省略）は、ガ
イドレールと当該ガイドレールに沿って移動可能なガイドローラや、ラックとラックに噛
合するピニオン等を採用することができる。
【０１１７】
［遊技情報表示ユニットに係る動作］
　次に、遊技情報表示ユニット７０が実行する演出に係る動作を説明する。
（通常遊技状態）
　通常遊技状態において、初期位置として、可動演出表示装置７２は役物等隠蔽位置、主
シャッタ役物７３は領域隠蔽位置、手指役物７４は第１態様、補助役物７５は待機位置、
副シャッタ役物７６は占有位置に保持される。
　遊技球が第１始動入賞口６１に入賞すると、主制御装置１００は特図抽選及び変動パタ
ーン抽選を実行し、サブ制御装置２００はその抽選結果に基づいて演出パターンを抽選す
る。各抽選結果に基づいて、第１特別図柄表示装置４０ａは第１特図を変動表示する。可
動演出表示装置７２は、役物等隠蔽位置で、演出パターンに基づいて、特図の変動表示と
略同期して、役物等隠蔽位置において主シャッタ役物７３を隠蔽しつつ、第１演出図柄Ｓ
１の変動表示及び停止表示を行う。
【０１１８】
　主制御装置１００の変動パターン抽選の結果、信頼度が「最高」変動パターンが選択さ
れた場合、サブ制御装置２００により抽選された演出パターン（例えば、スペシャルリー
チ演出）に基づいて、可動演出表示装置７２の液晶表示部７２ａ、７２ｂにおいて２列の
図柄列に同一の図柄組み合わせが停止表示するリーチ演出に係る特定遊技状態へ移行する
。
【０１１９】
（リーチ演出状態）
　図３に示すように、可動演出表示装置７２は、役物等隠蔽位置において第１演出図柄Ｓ
１、Ｓ１を同一の図柄組み合わせで停止表示してリーチ状態とし、かつ手指役物７４が第
１態様から可動演出表示装置７２の隙間Ｃから出現する第２態様となる。
　そして、図８に示すように、手指役物７４が第２態様を維持したまま、可動演出表示装
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置７２は役物等隠蔽位置から役物等開放位置に移動する。
【０１２０】
　この際、主シャッタ役物７３は、領域隠蔽位置を維持することによって、前方から視認
可能となる。主シャッタ役物７３は、主シャッタ役物７３が領域隠蔽位置において、演出
表示装置７７の前面中央に位置することによって、演出表示装置７７は表示領域の一部を
除く大部分が前方から視認不能となる。
　ここで、可動演出表示装置７２の表示領域にリーチ状態（演出）の信頼度を示唆する連
係画像ＡＰ１を表示する。ここでいう連係画像ＡＰ１は、複数種類の色等であり、信頼度
が最高のスペシャルリーチでは、例えば赤色や虹色（７色）等が表示される。可動演出表
示装置７２は役物等開放位置において主シャッタ役物７３の左右に位置するため連係画像
ＡＰ１を表示することによって、主シャッタ役物７３を補助する演出を効果的に行うこと
できる。
【０１２１】
　そして、特図抽選の結果が当選の場合には、特定遊技状態が発展し、主シャッタ役物７
３等が振動したり、揺動したりして、所定の時間経過後に、補助役物７５が露出位置に移
動し、主シャッタ役物７３に当接する大当り確定演出を実行する。
【０１２２】
　さらに、当該大当りが確変当たりの場合には、特定遊技状態がさらに発展し、大当り確
定演出後で、さらに所定の時間経過後に、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒは、占有
位置から互いに離れて領域Ｆを開放し、その開放作動に連動して主シャッタ役物７３が補
助役物７５と共に領域Ｆまで上昇することによって、当該大当りが確変当りであることを
示唆する確変当り確定演出を実行する。
【０１２３】
　さらに、当該大当りが超大当たりの場合には、特定遊技状態がさらに発展し、確変当り
確定演出後で、さらに所定の時間経過後に、左右の副シャッタ役物７６Ｌ、７６Ｒにおけ
る例えば「一」、「発」を前面に表示している前部シャッタ役物７６ａ、７６ｂが下方の
可動演出表示装置７２の後側へスライド移動することにより、例えば「逆」、「転」を前
面に表示している後部シャッタ役物７６ｃ、７６ｄのみを視認可能として、当該大当りが
超大当りであることを示唆する超大当り確定演出を実行する。
【０１２４】
　上記の確定演出終了後に、主シャッタ役物７３は領域開放位置に移動して、可動演出表
示装置７２の液晶表示部７２ａ、７２ｂ及び演出表示装置７７の各表示領域に同一の第１
演出図柄Ｓ１、Ｓ１、Ｓ１を表示して大当り及び大当りの種類を告知し、遊技状態が大当
り遊技状態に係る特定遊技状態へ移行する。
【０１２５】
　一方、特図抽選の結果が非当選の場合には、所定の時間経過後に、主シャッタ役物７３
は補助役物７５と当接せず、領域開放位置に移動して、開放された演出表示装置７７の表
示領域に、非当選の旨の図柄を表示し、可動演出表示装置７２の液晶表示部７２ａ、７２
ｂに表示された同一の第１演出図柄Ｓ１、Ｓ１と異なる演出図柄（Ｓ１）を表示してハズ
レを告知する。
【０１２６】
　なお、非当選の旨の表示後に、当選を示唆する復活演出を行なってもよい。復活演出は
、再度主シャッタ役物７３が隠蔽位置に移動して隣接状態となって、上述の大当り確定演
出を行うようにしてもよい。
【０１２７】
（大当り遊技状態）
　そして、大当り遊技状態に係る特定遊技状態へ移行すると、演出表示装置７７は大当り
演出画像を表示し、可動演出表示装置７２は役物等開放位置においてラウンド数や演出表
示装置７７の大当り演出画像を際立たせる連係画像ＡＰ１を表示して補助的な演出を実行
する。
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　また、可動演出表示装置７２及び演出表示装置７７は、所謂ラウンド昇格（例えば、５
Ｒ当りから１６Ｒ当りへ昇格）の信頼度を示唆する演出をしてもよい。例えば、信頼度が
低い演出は静閑な態様の演出（色の場合は寒色等）であって、信頼度が高い演出は快活な
態様の演出（色の場合は暖色等）とすることによって信頼度を示唆するようにしてもよい
。
【０１２８】
　なお、確変当りまたは超大当りが確定している遊技において、上述の大当り確定演出後
のタイミングで確変当り確定演出、及び超大当り確定演出を行わずに、大当り遊技の際に
これらの演出を行なってもよい。これにより、遊技者に意外性のある演出を提供すること
ができる。
【０１２９】
（確変遊技状態）
　大当り遊技が終了し、確変遊技状態に係る特定遊技状態へ移行すると、遊技球の第２始
動入賞口６２への入賞に基づいて、主制御装置１００は上述の抽選を実行し、サブ制御装
置２００は、図６に示すように、役物等開放位置における可動演出表示装置７２及び演出
表示装置７７の各表示領域に第２演出図柄Ｓ２、Ｓ２、Ｓ２を表示する。抽選結果に基づ
く所定の演出パターンに応じて、演出表示装置７７による演出表示を主要演出として、可
動演出表示装置７２が連係画像ＡＰ１を表示して補助的な演出を実行したり、可動演出表
示装置７２による演出表示を主要演出として、演出表示装置７７が連係画像ＡＰ２を表示
して補助的な演出を実行したりする。また、その演出態様に合わせて可動演出表示装置７
２、主シャッタ役物７３、副シャッタ役物７６を変位させることにより、確変遊技である
ことの特別感を高めるようにする。
【０１３０】
　上述のように、役物の変動（表示）演出と演出表示装置の演出との連係により、遊技者
に対して、大当り及び大当りの種類について段階的に示唆（告知）することができ、次の
演出の展開を遊技者に期待させることができ、遊技の興趣性が向上する。
　さらに、大当り遊技等の特別な遊技においても、通常遊技状態とは大きく異なる演出態
様で演出を行うことができるため、大当り遊技等の特別感を高めることができる。
【０１３１】
［変形例］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、
本実施形態の遊技機に対して、次のような変形や変更を施すことが可能である。なお、上
述の本発明の一実施形態、及び下記変形例におけるそれぞれの構成要件及び遊技上の条件
等を組み合わせることが可能である。
【０１３２】
　（１）図１６に示すように、例えば、可動演出表示装置７２が役物等隠蔽位置のとき、
隣接状態の主シャッタ役物７３は、可動演出表示装置７２によって隠蔽され前方から大部
分が視認不能（隙間Ｃから一部が前方から視認可能）な下端位置から上昇して可動演出表
示装置７２の上部から突出してその一部を露出する上端位置へ移動する。
　この場合、主シャッタ役物７３の上下動を可能とするための駆動源を単独で設ける。
【０１３３】
　この構成によれば、通常の演出の流れ（例えば、リーチ演出）において、主シャッタ役
物７３は、可動演出表示装置７２が役物等開放位置となって前方から略全部が視認可能と
なるところ、可動演出表示装置７２が役物等隠蔽位置のままで、主シャッタ役物７３自体
が移動して露出することにより前方から視認可能となるため、通常の遊技の流れとは異な
る意外性のある演出を提供することができる。また、所定の信頼度（例えば、「高」）と
当該演出パターンを組み合わせることにより、遊技者にその後の演出の展開を期待させる
ことができ、遊技機の興趣性を向上させることができる。
【０１３４】
　また、主シャッタ役物７３が下端位置から上端位置へ移動する前または移動する際に、
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役物等隠蔽位置の可動演出表示装置７２は連係演出として、表示領域に連係画像ＡＰ１で
ある「扉」、「鉄格子」等を表示するようにしてもよい。
　これにより、人（主シャッタ役物７３）が扉の上から覗いている様を表現することによ
って、さらに印象付ける演出を提供することができ、遊技の興趣性を向上させることがで
きる。
　なお、副シャッタ役物７６が領域Ｆの開放位置に移動することによってシャッタ役物７
３の上昇を可能とする。さらに、副シャッタ役物７６は、領域Ｆの開放位置に移動するだ
けでなく、左側の前部シャッタ役物７６ａ及び右側の前部シャッタ役物７６ｂが下方へス
ライド移動し、左側の後部シャッタ役物７６ｃの図柄７６１ｃ及び右側の後部シャッタ役
物７６ｄの図柄７６１ｄが前方から視認可能とすることもできる。
【０１３５】
　（２）可動演出表示装置７２の液晶表示部７２ａ、７２ｂを上下一対に配置するととも
に、ベース体７１に設けられた上下方向の案内部材（図示省略）に沿って上下方向へ開閉
移動可能とする。これにより遊技機の演出態様に合わせて可動演出表示装置７２の液晶表
示部７２ａ、７２ｂを変位させることができ、遊技機に合わせた最適な演出を行うことが
できる。
【０１３６】
　（３）可動演出表示装置７２は、役物等隠蔽位置において主シャッタ役物７３を全て隠
蔽する。また、役物等隠蔽位置において演出表示装置７７の表示領域の全てを隠蔽する。
全て隠蔽することによって、開放されて前方から視認可能となった際の主シャッタ役物７
３または演出表示装置７７の印象を強くすることができ、演出効果を高めることができる
。
【０１３７】
　（４）主シャッタ役物７３のシャッタ部７３ａ、７３ｂ、を上下一対に配置するととも
に、ベース体７１に設けられた上下方向の案内部材（図示省略）に沿って上下方向へ開閉
移動可能とする。また、シャッタ部７３ａ、７３ｂが上下隣接状態となって左右方向の移
動を可能とする。
　この場合、補助役物７５を左右いずれの方向から当接するようにしてもよい。
　これにより、遊技機の演出態様に合わせて主シャッタ役物７３等を変位させることがで
き、遊技機に合わせた最適な演出を行うことができる。
【０１３８】
　（５）主シャッタ役物７３は、領域隠蔽位置において演出表示装置７７の表示領域の全
てを隠蔽する。全て隠蔽することによって、開放されて前方から視認可能となった際の演
出表示装置７７の印象を強くすることができ、演出効果を高めることができる。
【０１３９】
　（６）副シャッタ役物７６の左側の副シャッタ役物７６Ｌと右側の副シャッタ役物７６
Ｒを上下に配置するとともに、ベース体７１に設けられた上下方向の案内部材７１０に沿
って上下方向へ移動可能とする。この場合、前部シャッタ役物７６ａ、７６ｂは左右方向
にスライド移動可能とするようにしてもよい。これにより、遊技機の演出態様に合わせて
副シャッタ役物７６を変位させることができ、遊技機に合わせた最適な演出を行うことが
できる。
【０１４０】
　（７）副シャッタ役物７６は、所定の領域Ｆを占有する占有位置のまま、左側の前部シ
ャッタ役物７６ａ及び右側の前部シャッタ役物７６ｂが下方へスライド移動し、左側の後
部シャッタ役物７６ｃ及びその図柄７６１ｃ並びに右側の後部シャッタ役物７６ｄ及びそ
の図柄７６１ｄを前方から視認可能としてもよい。
【０１４１】
　（８）副シャッタ役物７６を設けずに、主シャッタ役物７３が上昇可能な領域Ｆを主シ
ャッタ役物７３の上方に予め確保するようにしてもよい。
【符号の説明】
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【０１４２】
ＡＰ１　連係画像，Ｃ　隙間，Ｄ　領域，ＤＰ　縮小画像，ＭＰ　メイン演出画像（第２
演出画像），Ｓ１　第１演出図柄，Ｓ２　第２演出図柄，ＳＰ　サブ演出画像（第１演出
画像）　１　遊技機，３０　遊技盤，３１　遊技領域，４０ａ　第１特別図柄表示装置，
４０ｂ　第２特別図柄表示装置，４１　普通図柄表示装置，６１　第１始動入賞口，６２
　第２始動入賞口，６３　電動チューリップ，６４　スルーチャッカ，６５　大入賞口，
７０　遊技情報表示ユニット，７１　ベース体，７１０　案内部材，７２　可動演出表示
装置，７２ａ、７２ｂ　液晶表示部，７２１ａ、７２１ｂ　フレーム，７２２ａ、７２２
ｂ　切欠き部，７３　主シャッタ役物，７３ａ、７３ｂ　シャッタ部，７４　手指役物，
７４ａ、７４ｂ　指可動役物，７５　補助役物，７６　副シャッタ役物，７７　演出表示
装置，１００　主制御装置，２００　サブ制御装置

【図１】 【図２】
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