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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に配設したシャッター作動手段により移動される作動用の開閉部材と、前記装
置本体に配設したレール部材に案内されて前記作動用の開閉部材の移動に伴って同一方向
に移動する従動用の開閉部材とを備え、遊技機の演出に伴い前記作動用の開閉部材をシャ
ッター作動手段により移動することで、各開閉部材が移動方向に連なった閉鎖状態と、複
数の開閉部材が前後方向に重なり合った開放状態とに変化するよう構成された遊技機のシ
ャッター装置において、
　前記従動用の開閉部材の移動に対して負荷を与える負荷付与手段を備え、
　前記負荷付与手段を、前記装置本体に設けられた固定部に取付けられて、前記従動用の
開閉部材に弾力的に当接する板バネで構成し、
　前記固定部には、従動用の開閉部材における移動方向の前後に離間して一対の挿通孔が
設けられ、前記板バネの各端部を対応の挿通孔に夫々挿通することで、該板バネが従動用
の開閉部材に対して弾力的に当接する状態で保持されるよう構成した
ことを特徴とする遊技機のシャッター装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技機の演出に伴い、複数の開閉部材を閉鎖状態と開放状態とに変化し得
るようにした遊技機のシャッター装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機、スロットマシンあるいはパチンコ式スロットマシン等の遊技機では、遊技
中に発生する毎回の始動および停止を含む変動制御条件に基いて図柄組合わせゲームを展
開すると共に、特別遊技状態に係る権利とされる図柄組合わせ条件を成立表示することの
できる遊技装置として、ドラム式図柄表示装置、ベルト式図柄表示装置、液晶式図柄表示
装置等の各種形態の図柄表示装置が好適に採用されている。
【０００３】
　前記各図柄表示装置において、図柄組合わせゲームの演出として、図柄を高速・低速で
変動させたり、液晶表示装置であればキャラクターを表示させたりと、遊技者の趣向を高
める演出が数々行なわれている。また近年は、図柄表示装置の近傍に補助装置を設け、該
補助装置での補助演出を行なうパチンコ機も開発されている。そして、補助装置としてシ
ャッター装置を採用し、図柄表示装置における図柄の表示領域を、レール部材に案内され
る複数の遮蔽板により遮蔽し、図柄を一旦隠すと云う演出を行なうものが、本件出願人か
ら提案されている(例えば、特許文献１)。
【特許文献１】特開２００４－１３５８８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記シャッター装置では、レール部材に沿って上下方向に移動可能に案内されると共に
作動手段に連結された作動用の遮蔽板と、レール部材に沿って上下方向に移動可能に案内
されると共に作動用の遮蔽板の移動に伴って移動可能な複数の従動用の遮蔽板とで、図柄
表示装置における図柄の表示領域を遮蔽するよう構成してある。この場合において、従動
用の遮蔽板は、その左右両端部がレール部材に案内されているだけであって、作動用の遮
蔽板のように作動手段に連結されて拘束されているわけではない。このため、作動用の遮
蔽板を急速に上下方向に移動させると、作動用の遮蔽板の移動に伴う振動等の影響で、従
動用の遮蔽板がレール部材に対して傾いたりする可能性がある。そして、このように従動
用の遮蔽板がレール部材に対して傾いてしまうと、その後の遮蔽板の開閉動作に支障を来
たし、図柄表示装置と連携する演出が行なえなくなる問題を招くおそれがある。
【０００５】
　ここで、特許文献１に記載のシャッター装置を横置きとし、横開き状のシャッター装置
として遊技機に適用させる場合は、シャッター装置の閉鎖および開放時には、作動用の遮
蔽板が移動し、該作動用の遮蔽板に設けた係合片が従動用の遮蔽板に設けた係合片に係合
することで、作動用の遮蔽板と共に従動用の遮蔽板が移動して閉鎖位置または開放位置に
至ることとなる。そして、このようにシャッター装置を横置きとした場合において、作動
用の遮蔽板を急激に移動させると、作動用の遮蔽板の係合片が従動用の遮蔽板の係合片に
係合(衝突)したときに、従動用の遮蔽板が意図した動きと異なって、作動用の遮蔽板より
速く移動してしまい、遮蔽板が徐々に閉鎖あるいは開放する動きとはならず、見栄えの悪
い演出となるおそれがある。また、作動用の遮蔽板のみを急激に左右方向に移動させる演
出を行なう際に、該作動用の遮蔽板の移動に伴う振動等の影響で、定位置に止まっていて
ほしい従動用の遮蔽板が徐々に移動してしまい、演出の見栄えが劣ったり図柄表示装置と
連携する演出ができなくなることも推定される。
【０００６】
　すなわち、本発明は、前述した従来の技術に内在している前記課題に鑑み、これを好適
に解決するべく提案されたものであって、作動用の開閉部材を急激に移動させた場合にお
いても、従動用の開閉部材の移動に支障を来たしたり、意図しない動作を行なうのを防止
し得る遊技機のシャッター装置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】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するために、本願の請求項１に係る遊技機のシャ
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ッター装置は、
　装置本体(16)に配設したシャッター作動手段(26,27)により移動される作動用の開閉部
材(23)と、前記装置本体(16)に配設したレール部材(19,20)に案内されて前記作動用の開
閉部材(23)の移動に伴って同一方向に移動する従動用の開閉部材(22)とを備え、遊技機(P
)の演出に伴い前記作動用の開閉部材(23)をシャッター作動手段(26,27)により移動するこ
とで、各開閉部材(22,23)が移動方向に連なった閉鎖状態と、複数の開閉部材(22,23)が前
後方向に重なり合った開放状態とに変化するよう構成された遊技機のシャッター装置にお
いて、
　前記従動用の開閉部材(22)の移動に対して負荷を与える負荷付与手段(37)を備え、
　前記負荷付与手段を、前記装置本体(16)に設けられた固定部(36)に取付けられて、前記
従動用の開閉部材(22)に弾力的に当接する板バネ(37)で構成し
　前記固定部(36)には、従動用の開閉部材(22)における移動方向の前後に離間して一対の
挿通孔(36b,36b)が設けられ、前記板バネ(37)の各端部を対応の挿通孔(36b,36b)に夫々挿
通することで、該板バネ(37)が従動用の開閉部材(22)に対して弾力的に当接する状態で保
持されるよう構成したことを特徴とする。
　このように、従動用の開閉部材の移動に対して負荷付与手段により負荷を付与するよう
構成したから、作動用の開閉部材を急激に移動させた際に、従動用の開閉部材がレール部
材に対して傾いて移動に支障を来たしたり、あるいはレール部材から外れて移動不能とな
るのを防止することができる。また、作動用の開閉部材のみを移動した際の振動等によっ
て、従動用の開閉部材が意図しない動きをするのを防止し、常に見栄えのよい演出を行な
うことができる。すなわち、遊技機の演出と連携するように開閉部材を作動することがで
き、遊技機全体としての演出効果が向上する。また、薄く、小さな板バネを負荷付与手段
として用いることで、シャッター装置を軽量、コンパクトにすることができる。更に、固
定部の挿通孔に対して板バネの端部を挿通するだけで、該板バネを取付けるよう構成した
から、取付けが容易になると共に、ネジ等の別部品を不要として、製造コストを削減する
ことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る遊技機のシャッター装置によれば、従動用の開閉部材の円滑な移動を図る
と共に、遊技機の演出と連携した見栄えのよい演出を行なうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に、本発明に係る遊技機のシャッター装置につき、好適な実施例を挙げて、添付図面
を参照しながら以下詳細に説明する。なお、本実施例のシャッター装置は、図柄組合わせ
遊技機としてのパチンコ機、スロットマシンあるいはパチンコ式スロットマシン等に好適
に実施可能とされるものであるが、実施例では主にパチンコ機を例に挙げて説明すること
とする。
【実施例】
【００１２】
　図１に示す実施例に係るシャッター装置１０が採用されるパチンコ機Ｐの概略構成とし
ては、図２に示す如く、機前側から着脱交換可能に装着セットされた遊技盤Ｊの遊技領域
において、アウト口１１が形成される一方、セーフ球検出用のスイッチ(図示せず)を組込
んだ始動入賞具１２と、「大当り」の成立時に開成条件が付与される電動入賞装置Ｍおよ
び図柄表示装置Ｋ等が夫々配設されている。なお電動入賞装置Ｍでは、遊技球用の入賞領
域に対する開閉部材が電磁ソレノイドの設定駆動条件に基いて開閉変化されるようになっ
ており、また入賞領域に入ったセーフ球をカウント用スイッチと特別スイッチとにより検
出し得、特別スイッチのセーフ球検出に基いて電動入賞装置Ｍ自体の開成作動継続条件が
成立可能とされている。
【００１３】
　前述のパチンコ機Ｐに実施される、例えば液晶式の図柄表示装置Ｋは、図２に示す遊技
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盤Ｊの前面側に装着セットされる大型装飾部材Ｌの裏側に整合するように、後述する本体
枠１６に配設されて、該装飾部材Ｌに開口された透視窓部１３を介して、図柄表示装置Ｋ
の図柄表示部１４が正面側から視認し得るよう構成される。そして、この図柄表示装置Ｋ
では、前記始動入賞具１２のスイッチからの始動信号入力条件により、図示しない制御回
路装置から発生される制御出力に基いて、図柄表示部１４の図柄が変動・停止されるよう
設定される。なお図柄表示装置Ｋでは、前記図柄表示部１４に複数列・複数段、具体的に
は３列×３段で合計９個の図柄を停止表示するよう構成されている。
【００１４】
　前記遊技盤Ｊの裏面側には、前記大型装飾部材Ｌの透視窓部１３を内側に臨ませ得る開
口広さの窓口１５ａが形成された方形枠状の裏セット部材１５が配設され、図３に示すよ
うに該裏セット部材１５の窓口１５ａに対応する裏面側に、実施例に係るシャッター装置
１０が、本体枠(装置本体)１６を介して着脱自在に装着セットされるようになっている。
すなわち、裏セット部材１５における窓口１５ａを挟む左右両側部に、第１取着手段(図
示せず)が夫々配設され、本体枠１６の左右両側に配設した対応の第１被取着手段１７,１
７を、第１取着手段に係合することで、裏セット部材１５にシャッター装置１０が装着さ
れるよう構成される。
【００１５】
　前記本体枠１６には、前記大型装飾部材Ｌの透視窓部１３と対応する開口部１６ａが形
成され、この本体枠１６の裏面側に、前記図柄表示装置Ｋが、その図柄表示部１４を開口
部１６ａに臨む状態で着脱可能に配設される。すなわち、本体枠１６における開口部１６
ａを挟む左右両側部に、第２取着手段(図示せず)が夫々配設され、図柄表示装置Ｋの左右
両側に配設した対応の第２被取着手段１８,１８を、第２取着手段に係合することで、本
体枠１６に図柄表示装置Ｋが装着されるよう構成される。そして、本体枠１６に装着され
た図柄表示装置Ｋの図柄表示部１４は、大型装飾部材Ｌの透視窓部１３、裏セット部材１
５の窓口１５ａおよび本体枠１６の開口部１６ａを介してパチンコ機正面側から視認し得
るよう構成される。なお、実施例の開口部１６ａにおける左右方向の幅寸法は、図柄表示
部１４より大きく設定され、該図柄表示部１４の左右に臨む開口部１６ａの前側は、前記
大型装飾部材Ｌで覆われて正面側からは視認されないようになっている。
【００１６】
　前記本体枠１６には、前記図柄表示装置Ｋの図柄表示部１４より前側で、前記開口部１
６ａの下方位置に、下レール部材(レール部材)１９が左右方向に延在するよう配設される
と共に、開口部１６ａの上方位置には、前後に離間して２本の上レール部材(レール部材)
２０,２１が左右方向に延在するよう並列に配設されている(図１または図４参照)。下レ
ール部材１９の上面側には、図５に示す如く、左右方向に延在する２本のレール溝１９ａ
,１９ｂが、前後に離間して並列に形成されており、前レール溝１９ａに、後述する従動
用の開閉部材２２の下端部が支持されて左右方向に案内され、後レール溝１９ｂに、後述
する作動用の開閉部材２３の下端部が支持されて左右方向に案内されるようになっている
。また、前側に位置する前上レール部材２０および後側に位置する後上レール部材２１に
は、前方に突出すると共に左右方向に延在する前レール部２０ａおよび後レール部２１ａ
が対応して形成され、前レール部２０ａに従動用の開閉部材２２の上端部が支持されて左
右方向に案内され、後レール部２１ａに作動用の開閉部材２３の上端部が支持されて左右
方向に案内されるよう構成される。
【００１７】
　実施例のシャッター装置１０では、前記開口部１６ａにおける左右方向の中央を挟む両
側の領域において、夫々２枚の開閉部材２２,２３で該開口部１６ａを閉鎖および開放す
るよう構成され、実施例では４枚の開閉部材２２,２３,２２,２３で、該開口部１６ａに
臨む前記図柄表示部１４の前側を遮蔽したり開放するようになっている。なお、右側に位
置する２枚の開閉部材２２,２３からなる右シャッター２４と、左側に位置する２枚の開
閉部材２２,２３からなる左シャッター２５の基本的な構成は同じ(左右対称)なので、右
シャッター２４の構成についてのみ説明し、左シャッター２５の同一部材には同じ符号を
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付して詳細説明は省略する。また、左右のシャッター２４,２５を開放および閉鎖作動す
るシャッター作動手段２６,２７の構成についても、左右同じであるので、右シャッター
２４に対応する右シャッター作動手段２６の構成についてのみ説明し、左シャッター２５
に対応する左シャッター作動手段２７の同一部材には同じ符号を付して詳細説明は省略す
る。
【００１８】
　前記右シャッター２４における前側に位置する従動用の開閉部材(以後、従動開閉部材
と称す)２２および後側に位置する作動用の開閉部材(以後、作動開閉部材と称す)２３は
、図１および図５に示す如く、何れも長方形状の板状部材からなり、その幅寸法は、開口
部１６ａの一部を閉鎖するのみとなっており、２枚の開閉部材２２,２３が左右(移動方向
)に連なることにより、開口部１６ａにおける図柄表示部１４が臨む右半分を閉鎖するこ
とで、該図柄表示部１４の右半分を遮蔽するよう設定されている。従動開閉部材２２およ
び作動開閉部材２３は、その開口部１６ａに対応する部分に、縦横の格子により画成され
た複数の開口を裏側から覆うように半透明の板材を配設した障壁部２２ａ,２３ａが設け
られて、所謂障子を模した構成となっており、前記図柄表示部１４を遮蔽した状態におい
ても、該図柄表示部１４での図柄変動を障壁部２２ａ,２３ａを介して遊技者が認識し得
るようにしてある。なお、前記縦横の格子は不透明な部材から構成されており、当該格子
の部分においては、前記図柄表示部１４での図柄変動を遊技者が認識し得ないようになっ
ている。
【００１９】
　前記従動開閉部材２２における前記障壁部２２ａの下部に、前記前レール溝１９ａに摺
動自在に挿入される下案内部２２ｂが設けられると共に、該障壁部２２ａの上部には、前
記前上レール部材２０における前レール部２０ａに摺動自在に係合する前スライド部材２
８が取付けられる取付部２２ｃが設けられている。前スライド部材２８は、図５に示す如
く、従動開閉部材２２の幅寸法より長尺で、その取付け状態で従動開閉部材２２の左方(
左シャッター２５における前スライド部材２８では右方)に所定長さだけ延出するよう設
定される。この前スライド部材２８の後側面には、左右方向に延在して後方に開放するガ
イド溝２８ａが形成され、該ガイド溝２８ａに前レール部２０ａが挿入されている。すな
わち、従動開閉部材２２は、下案内部２２ｂおよび前スライド部材２８が、対応する前レ
ール溝１９ａおよび前レール部２０ａに案内されて、鉛直姿勢のまま左右方向に移動する
よう構成される(図９,図１０参照)。また前スライド部材２８の前面には、前方に突出す
ると共に左右方向に延在する突条部２８ｂが形成され、該突条部２８ｂの前端縁に後述す
る板バネ３７が当接するようになっている。なお、突条部２８ｂの前端縁は円弧状に形成
されて、板バネ３７に対する摩擦抵抗を低減すると共に板バネ３７を傷付けることがない
ようにしてある。
【００２０】
　前記従動開閉部材２２における前記下案内部２２ｂの前レール溝１９ａから上方に出て
いる部分の左右両側に、後方に突出する左右の下リブ(被係合手段)２９,２９が形成され
ると共に、前記取付部２２ｃの左右にも、後方に突出する上リブ(被係合手段)３０,３０
が形成されている。そして、右シャッター２４の後述する開放および閉鎖に際して、作動
開閉部材２３の開放方向(右シャッター２４では右方向で左シャッター２５では左方向)お
よび閉鎖方向(右シャッター２４では左方向で左シャッター２５では右方向)への移動に伴
い、該作動開閉部材２３に設けられた後述する上下のリブ３２,３３が従動開閉部材２２
の対応する上下のリブ２９,３０と係合した状態で、両開閉部材２２,２３が一体的に移動
するよう構成される。
【００２１】
　前記作動開閉部材２３における前記障壁部２３ａの下部には、前記後レール溝１９ｂに
摺動自在に挿入される下案内部２３ｂが設けられ、該障壁部２３ａの上部には、前記後上
レール部材２１における後レール部２１ａに摺動自在に係合する後スライド部材３１が取
付けられる取付部２３ｃが設けられている。後スライド部材３１は、図５に示す如く、作
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動開閉部材２３の幅寸法より長尺で、その取付け状態で作動開閉部材２３の左方(左シャ
ッター２５における後スライド部材３１では右方)に所定長さだけ延出するよう設定され
る。この後スライド部材３１の後側面には、左右方向に延在して後方に開放するガイド溝
３１ａが形成され、該ガイド溝３１ａに後レール部２１ａが挿入されている。すなわち、
作動開閉部材２３は、下案内部２３ｂおよび後スライド部材３１が、対応する後レール溝
１９ｂおよび後レール部２１ａに案内されて、鉛直姿勢のまま左右方向に移動するよう構
成される(図９,図１０参照)。
【００２２】
　前記作動開閉部材２３における前記下案内部２３ｂの後レール溝１９ｂから上方に出て
いる部分の右側(左シャッター２５における下案内部２３ｂでは左側)に、前方に突出して
従動開閉部材２２における左右の下リブ２９,２９に係合可能な下リブ(係合手段)３２が
形成されると共に、前記取付部２３ｃの右側(左シャッター２５における取付部２３ｃで
は左側)に、前方に突出して従動開閉部材２２における上リブ３０に係合可能な上リブ(係
合手段)３３が形成されている。そして、右シャッター２４の開放に際しては、作動開閉
部材２３の開放方向への移動に伴い、該作動開閉部材２３における上下のリブ３２,３３
が、従動開閉部材２２の右側における上下のリブ２９,３０に左側から係合して、両開閉
部材２２,２３が前後に重なり合った状態で同一方向に開放位置まで移動して右シャッタ
ー２４は開放状態となる(図９(ｂ),図１０(ａ)または図１１参照)。また右シャッター２
４の閉鎖に際しては、作動開閉部材２３の閉鎖方向への移動に伴い、該作動開閉部材２３
における上下のリブ３２,３３が、従動開閉部材２２の左側における上下のリブ２９,３０
に右側から係合して、作動開閉部材２３と従動開閉部材２２とが左右に連なった状態で同
一方向に閉鎖位置まで移動して右シャッター２４は閉鎖状態となる(図１０(ｂ),図９(ａ)
または図１２参照)。ここで、右シャッター２４の開放状態では、前記開口部１６ａに臨
む前記図柄表示部１４より右側で、２枚の開閉部材２２,２３が前記大型装飾部材Ｌの後
方において前後の関係で重なり合って、正面側から開閉部材２２,２３が見えないように
なっている(図２参照)。なお、左シャッター２５における開放および閉鎖時における各リ
ブの係合関係は、右シャッター２４とは左右対称となる。
【００２３】
　前記本体枠１６には、前記下レール部材１９における後レール溝１９ｂの左右方向の中
央に下後ストッパ３４が設けられると共に、前後の上レール部材２０,２１間における左
右方向の中央に上後ストッパ(図示せず)が設けられ、左右のシャッター２４,２５におけ
る各作動開閉部材２３は、上下の後ストッパ３４に当接することで位置規制されて閉鎖位
置を越えて左方または右方へ移動することがないよう構成される。また下レール部材１９
における前レール溝１９ａには、前記下後ストッパ３４から右方および左方に所定距離離
間する位置に下前ストッパ３５が夫々設けられると共に、前上レール部材２０の前面中央
には左右方向に所定長さで延在する上前ストッパ(図示せず)が設けられている。すなわち
、左右のシャッター２４,２５における各従動開閉部材２２は、上下の前ストッパ３５に
当接することで位置規制されて閉鎖位置を越えて左方または右方へ移動することがないよ
う構成される。
【００２４】
　前記本体枠１６には、前記左右の従動開閉部材２２,２２における前スライド部材２８,
２８の配設位置に対応する前側に、固定部としてのカバー部材３６が着脱自在に配設され
て、該カバー部材３６によって従動開閉部材２２,２２における上部の前側への移動を規
制するよう構成される。カバー部材３６における各従動開閉部材２２と対応する裏面側に
は、図７および図８に示す如く、前側に凹む取付溝３６ａが左右方向に所定長さ寸法で夫
々形成されると共に、該取付溝３６ａの左右両端部(従動開閉部材２２の移動方向の両端
部)には、左右方向に開口する挿通孔３６ｂが夫々形成されている。そして、左右の両挿
通孔３６ｂ,３６ｂに、負荷付与手段としての板バネ３７の左右両端部が挿通された状態
で、該板バネ３７が取付溝３６ａに取着される。この板バネ３７は、その幅方向の所定領
域がカバー部材３６の裏面より後方に延出して、前記前スライド部材２８の突条部２８ｂ
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に弾力的に当接するよう構成される。すなわち、前記ガイド溝２８ａに前上レール部材２
０の前レール部２０ａが挿入されて後方への移動が規制されている前スライド部材２８の
突条部２８ｂに前側から板バネ３７が弾力的に当接することで、前スライド部材２８、す
なわち従動開閉部材２２の左右方向への移動に対して所要の負荷が付与されるようにして
ある。なお、板バネ３７により前スライド部材２８に付与される負荷の大きさは、後述す
る右シャッター作動手段２６によるスムーズな開閉作動が達成され、かつ従動開閉部材２
２が作動開閉部材２３と係合しない状態で発生する各種振動等により該従動開閉部材２２
が簡単には左右方向に移動しない値に設定される。また板バネ３７および前スライド部材
２８の左右方向の長さ寸法は、従動開閉部材２２が開放位置と閉鎖位置との間を移動する
範囲の何れの位置においても、板バネ３７が突条部２８ｂに弾力的に当接するよう設定さ
れる。図４において符号３８は、本体枠１６の前面に着脱自在に配設されて、シャッター
装置１０における前面の全体を覆う透明な前面パネルを示す。
【００２５】
　前記右シャッター２４を開放および閉鎖作動する右シャッター作動手段２６は、前記本
体枠１６における開口部１６ａより上部の裏側に前向きに配設された駆動モータ３９と、
該モータ３９の回転軸に一体的に回転するよう配設されたピニオン４０とから構成され、
該ピニオン４０が、前記後スライド部材３１の上面に形成されて左右方向に延在するラッ
ク３１ｂに噛合するよう構成される(図５参照)。すなわち、駆動モータ３９を正逆回転す
ることで、ピニオン４０とラック３１ｂとの噛合作用下に、前記作動開閉部材２３が上下
のレール部材１９,２１に沿って左右に移動するようになっている。なお、左右の駆動モ
ータ３９,３９は、前記制御回路装置に接続され、前記図柄表示装置Ｋの図柄表示部１４
で行なわれる演出(遊技機の演出)に連携するよう作動制御されて、図柄表示部１４の前側
を左右のシャッター２４,２５で遮蔽したり開放するよう構成される。
【００２６】
　前記各駆動モータ３９には、制御回路装置に電気的に接続するリード線に配設されたコ
ネクタ(何れも図示せず)が差込接続されるコネクタ受部３９ａが設けられ、該コネクタ受
部３９ａの差込口が側方に向く姿勢で各駆動モータ３９が本体枠１６に配設されている。
これにより、コネクタ受部３９ａにコネクタを介して接続されたリード線が、前記開口部
１６ａの裏側に垂れて本体枠１６に対する前記図柄表示装置Ｋの取付けや取外しを邪魔す
ることがないようにしてある。また実施例では、両駆動モータ３９,３９のコネクタ受部
３９ａ,３９ａが同じ側方を向くよう設定され、配線処理を本体枠１６における片側のみ
で行なって、図柄表示装置Ｋに対して配線に基づくノイズの影響を抑制するよう構成され
る。
【００２７】
　前記本体枠１６には、前記制御回路装置に接続する原位置スイッチ４１が左右両側に夫
々配設され、各原位置スイッチ４１は、対応するシャッター２４,２５の作動開閉部材２
３における後スライド部材３１に設けた検出片３１ｃを検出するよう構成される。そして
、前記左右の駆動モータ３９,３９が開放方向に回転することで移動する対応の作動開閉
部材２３の検出片３１ｃを原位置スイッチ４１が検出したときに、制御回路装置が左右の
駆動モータ３９,３９を停止制御することで、左右のシャッター２４,２５は開放状態に保
持されるようになっている。また左右の駆動モータ３９,３９は、制御回路装置から発信
されるパルス信号によって作動制御される。すなわち、検出片３１ｃが原位置スイッチ４
１で検出されている開放状態(原点位置)を基準として、前記制御回路装置から発信される
パルス数を調整することで、作動開閉部材２３,２３を左右方向の任意の位置で停止した
り、あるいは左右の所定範囲で往復移動を繰返すことができるよう構成される。例えば、
開放状態の作動開閉部材２３,２３が閉鎖状態となるまでの数のパルス信号が発信される
と、左右の駆動モータ３９,３９は、そのパルス信号に対応した回転量だけ回転した後に
停止することで、左右のシャッター２４,２５は閉鎖状態に保持される。前記原位置スイ
ッチ４１としては、発光素子と受光素子とを離間して対向配置したフォトセンサが好適に
使用されるが、磁気センサや機械式のセンサ等、各種の手段を採用し得る。
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【００２８】
　ここで、閉鎖状態あるいは閉鎖状態と開放状態との途中に位置する作動開閉部材２３を
、開放状態とするためのパルス信号が制御回路装置から発信されたにも拘わらず、前記原
位置スイッチ４１が検出片３１ｃを検出しない場合は、該原位置スイッチ４１が検出片３
１ｃを検出するまで制御回路装置からパルス信号が発信され続けるよう設定されており、
この場合には原位置スイッチ４１が検出片３１ｃを検出したときに駆動モータ３９が停止
制御されるようになっている。なお、実施例では作動開閉部材２３が閉鎖状態となったこ
とを確認するスイッチ(閉鎖確認スイッチ)は設けられていないが、該スイッチを設けるよ
うにしてもよい。この場合は、開放状態あるいは開放状態と閉鎖状態との途中に位置する
作動開閉部材２３を、閉鎖状態とするためのパルス信号が制御回路装置から発信されたに
も拘わらず、閉鎖確認スイッチが検出片３１ｃを検出しないときには、該閉鎖確認スイッ
チが検出片３１ｃを検出するまで制御回路装置からパルス信号を発信し続けるよう設定し
、該閉鎖確認原位置スイッチが検出片３１ｃを検出したときに駆動モータ３９を停止制御
するようにすれば、作動開閉部材２３を確実に閉鎖状態とすることが可能となる。
【００２９】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した構成に係る実施例のシャッター装置の作用につき説明する。前記パチン
コ機Ｐでは、前記始動入賞具１２のスイッチからの始動信号入力条件により、制御回路装
置から発生される制御出力に基いて、前記図柄表示装置Ｋの図柄の変動が開始され、所要
の図柄組合わせゲームが展開される。そして、該ゲームの演出に応じて、前記シャッター
装置１０が作動制御されて、図柄表示装置Ｋの図柄表示部１４が遮蔽されたり開放される
補助演出が行なわれる。
【００３０】
　すなわち、シャッター装置１０の開放状態(図１０(ａ)参照)において、制御回路装置か
ら発信される閉鎖制御に係るパルス信号に基いて、前記左右の駆動モータ３９,３９が所
定方向に回転され、各ピニオン４０が所定方向に回転すると、該ピニオン４０とラック３
１ｂとの噛合作用下に前記作動開閉部材２３が閉鎖方向に移動する。そして、作動開閉部
材２３における上下のリブ３２,３３が、従動開閉部材２２における対応する上下のリブ
２９,３０に係合することで(図１０(ｂ)参照)、該従動開閉部材２２は作動開閉部材２３
と左右に連なった状態で一体的に閉鎖方向に移動する。
【００３１】
　ここで、左右のシャッター２４,２５の閉鎖動作を詳細に説明すれば、右シャッター２
４においては、駆動モータ３９の回転によって作動開閉部材２３が開放位置から左方に移
動し、該作動開閉部材２３における上下のリブ３２,３３が、従動開閉部材２２における
左側の上下のリブ２９,３０に右側から係合することで(図１２参照)、該従動開閉部材２
２は作動開閉部材２３に連なった状態で一体的に左方に移動する。また左シャッター２５
においては、駆動モータ３９の回転によって作動開閉部材２３が開放位置から右方に移動
し、該作動開閉部材２３における上下のリブ３２,３３が、従動開閉部材２２における右
側の上下のリブ２９,３０に左側から係合することで、該従動開閉部材２２は作動開閉部
材２３に連なった状態で一体的に右方に移動する。そして、前記制御回路装置から発信さ
れるパルス信号に対応する回転量だけ各駆動モータ３９が回転すると、各駆動モータ３９
が停止制御される。これにより、左右のシャッター２４,２５の開閉部材２２,２３が何れ
も閉鎖位置に達し、シャッター装置１０は、図１および図９(ａ)に示す閉鎖状態となり、
前記図柄表示部１４の前側は全体的に遮蔽される。
【００３２】
　なお、左右のシャッター２４,２５において、各作動開閉部材２３および従動開閉部材
２２は、対応する上下の後ストッパ３４および前ストッパ３５,３５で位置規制されて、
閉鎖位置を越えて移動するのは確実に防止される。
【００３３】
　次に、前記シャッター装置１０の閉鎖状態において、前記制御回路装置から発信される
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開放制御に係るパルス信号に基いて、前記左右の駆動モータ３９,３９が前述の閉鎖動作
とは反対方向に回転され、前記各ピニオン４０が同じく前述とは反対方向に回転すると、
該ピニオン４０とラック３１ｂとの噛合作用下に、各作動開閉部材２３が開放方向に移動
する。そして、作動開閉部材２３における上下のリブ３２,３３が、従動開閉部材２２に
おける対応する上下のリブ２９,３０に係合することで(図９(ｂ)参照)、該従動開閉部材
２２は作動開閉部材２３の前側に重なった状態で一体的に開放方向に移動する。
【００３４】
　ここで、左右のシャッター２４,２５の開放動作を詳細に説明すれば、右シャッター２
４においては、駆動モータ３９の回転によって作動開閉部材２３が閉鎖位置から右方に移
動し、該作動開閉部材２３における上下のリブ３２,３３が、従動開閉部材２２における
右側の上下のリブ２９,３０に左側から係合することで(図１１参照)、該従動開閉部材２
２は作動開閉部材２３の前側に重なった状態で一体的に右方に移動する。また左シャッタ
ー２５においては、駆動モータ３９の回転によって作動開閉部材２３が閉鎖位置から左方
に移動し、該作動開閉部材２３における上下のリブ３２,３３が、従動開閉部材２２にお
ける左側の上下のリブ２９,３０に右側から係合することで、該従動開閉部材２２は作動
開閉部材２３の前側に重なった状態で一体的に左方に移動する。そして、前記制御回路装
置から発信されるパルス信号に対応する回転量だけ各駆動モータ３９が回転すると、各駆
動モータ３９が停止制御される。これにより、左右のシャッター２４,２５の開閉部材２
２,２３が何れも開放位置に達し、シャッター装置１０は開放状態となり、前記図柄表示
部１４の前側は全体的に開放される。このとき、駆動モータ３９や開閉部材２２,２３が
正常に作動していれば、前記各原位置スイッチ４１が検出片３１ｃを検出し、シャッター
装置１０が開放状態となったことが確認される。但し、各原位置スイッチ４１が検出片３
１ｃを検出しなければ、該スイッチ４１が検出片３１ｃを検出するまで各駆動モータ３９
は回転を継続し、原位置スイッチ４１が検出片３１ｃを検出した時点で各駆動モータ３９
は停止制御される。なお、左右のシャッター２４,２５において、各作動開閉部材２３お
よび従動開閉部材２２は、本体枠１６で位置規制されて、開放位置を越えて移動するのは
確実に防止される。
【００３５】
　前記左右のシャッター２４,２５の開閉動作に際し、前記各従動開閉部材２２は、前記
カバー部材３６に配設された対応する板バネ３７によって所要の負荷が付与されているか
ら、作動開閉部材２３のリブ３２,３３が対応するリブ２９,３０に係合していない状態で
あっても、該従動開閉部材２２が簡単には移動することはない。すなわち、例えば前記図
柄表示部１４で行なわれる演出に合わせて、作動開閉部材２３のみを所定範囲で往復移動
する場合に、該作動開閉部材２３の移動に伴う振動によって従動開閉部材２２が左右方向
に移動してしまうのを防止し、意図した演出を確実に行なわせることができる。また、作
動開閉部材２３のリブ３２,３３が従動開閉部材２２の対応するリブ２９,３０に勢いよく
当接した場合に、該従動開閉部材２２のリブ２９,３０が作動開閉部材２３のリブ３２,３
３から離間するように移動してしまうのを抑制することができ、見栄えの良い開閉動作が
実施される。なお、従動開閉部材２２には板バネ３７により常に所要の負荷が付与されて
いるから、作動開閉部材２３のリブ３２,３３が従動開閉部材２２の対応するリブ２９,３
０に勢いよく当接した際に、該従動開閉部材２２が上下のレール部材１９,２０に対して
傾くのを抑制することができ、その後の従動開閉部材２２の開閉動作に支障を来たすこと
はなく、図柄表示部１４での演出と連携する演出を行なうことができる。
【００３６】
　すなわち、実施例では、シャッター作動手段２６,２７には連繋されていない従動開閉
部材２２に対し、板バネ３７により左右方向の移動に対して所要の負荷を付与するよう構
成したから、図柄表示部１４での演出に連携した動作を確実に行なわせることができ、遊
技性や娯楽性を向上させ得る。また、従動開閉部材２２に負荷を付与する板バネ３７は、
カバー部材３６に対して、その両端部を挿通孔３６ｂ,３６ｂに挿通するだけで取付ける
よう構成したから、該板バネ３７の取付けおよび取外しが容易で、かつネジ等の固定手段
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も必要としないから部品点数を低減して製造コストを低廉に抑えることができる。
【００３７】
〔変更例〕
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものでなく、その他の構成を適宜に採用する
ことができる。
１. 左右のシャッターを構成する従動開閉部材の数は、実施例の１枚に限定されるもので
なく、開口部(図柄表示部)の大きさに応じて複数枚としてもよい。なお、この場合には、
上下のレール部材の本数を従動開閉部材の枚数に応じて変更すると共に、各従動開閉部材
の左右何れか一側の上下にリブを前側に突出するように設け、前側に位置する別の従動開
閉部材の上下のリブに係合させるよう構成(実施例の作動開閉部材と従動開閉部材との関
係となる構成)する。そして、このように構成することで、作動開閉部材の移動に伴って
、前側に位置する複数の従動開閉部材が順次リブを介して係合して前後に重なった状態、
あるいは左右に連なった状態で移動して、開放状態と閉鎖状態とに変化させることができ
る。また複数の従動開開部材を用いる場合は、各従動開閉部材に対して板バネにより夫々
負荷を付与するよう構成する。
２. 実施例では、開口部(図柄表示部)を左右の領域に分け、各領域をシャッターで開閉す
る場合で説明したが、１つのシャッターで開口部(図柄表示部)を開閉するよう構成するこ
とができる。すなわち、１つの作動開閉部材をシャッター作動手段で、右側から左側ある
いは左側から右側に移動することで、複数の従動開閉部材を左右に連なった状態で移動し
て開口部を閉鎖したり、複数の従動開閉部材が前後に重なった状態で移動して開口部を開
放する。
３. 実施例では、本体枠に着脱自在に配設したカバー部材に板バネを配設した場合で説明
したが、負荷付与手段が配設される固定部は、装置本体に一体的に設けた固定部であって
もよい。
４. 負荷付与手段により従動開閉部材に負荷を与える部位としては、実施例の前スライド
部材の前側に限定されるものでなく、該前スライド部材の上面、あるいは下レール溝に挿
入されている下案内部の前後面等、従動開閉部材に負荷を与え得る部位であれば、その位
置は限定されない。
５. 作動開閉部材および従動開閉部材の左右方向の移動を案内するレール部材の構成は、
実施例に限定されるものでなく、各開閉部材を略鉛直姿勢のまま案内し得るものであれば
、各種の構成を採用することができる。
６. 作動開閉部材および従動開閉部材の形状や意匠については、実施例に限定されるもの
でなく、図柄表示部での演出に関連する形状や意匠としてもよい。
７. 作動開閉部材を作動するシャッター作動手段は、実施例の構成に限定されるものでな
く、例えば左右方向に離間した回転体間に巻掛けた無端索体(ベルトやチェン等)に作動開
閉部材を連結し、該無端索体を左右方向に走行させることで作動開閉部材を移動させる構
成等、その他の構成を採用することができる。
８. 実施例では、作動開閉部材と従動開閉部材とに夫々リブを設け、該リブを係合させる
ことで作動開閉部材の移動に伴って従動開閉部材を移動させるよう構成したが、両開閉部
材を係合して一体で移動させる係合手段および被係合手段の構成は実施例に限定されるも
のでなく、例えば作動開閉部材に突設した突起を、従動開閉部材に形成した長孔に挿入し
ておき、作動開閉部材の移動に伴って突起が長孔の左右の端部に当接することで従動開閉
部材が一体に移動する構成等、その他の構成を適宜に採用し得る。
９. 実施例では、開閉部材を左右方向に移動して閉鎖状態と開放状態とに変化させる場合
で説明したが、該開閉部材を上下方向に移動することで閉鎖状態と開放状態とに変化させ
る構成であっても、従動開閉部材の上下方向の移動に対して板バネ等の負荷付与手段によ
り所要の負荷を付与するようにすることで、実施例と同様の作用効果が得られる。なお、
この場合における開閉部材の移動構造としては、例えば本件出願人の出願に係る特開２０
０４－１３５８８５号公報に開示の構成を採用すればよい。
１０. シャッター装置で遮蔽する遊技部品としては、液晶式、ベルト式あるいはドラム式
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等の各種の図柄表示装置に限らず、所要の演出動作を行なう役物や可動体あるいはランプ
やＬＥＤ等の発光手段等であってもよく、その演出動作に連携するようにシャッター装置
が作動制御されるようになっていればよい。すなわち、本願発明での遊技機の演出とは、
図柄表示部で行なわれる演出に限られるものでなく、遊技機において遊技を行なう上で実
施される各種の演出を対象とする。
【００３８】
　本発明の具体構成としては、以下の限定が可能である。
〔付記１〕
　装置本体(16)に開設した開口部(16a)を挟む上下位置に配設されて左右方向に延在する
レール部材(19,21)に左右方向に移動自在に支持され、装置本体(16)に配設されたシャッ
ター作動手段(26,27)により左右方向に移動される作動用の開閉部材(23)と、前記開口部(
16a)を挟む装置本体(16)の上下位置に配設されて左右方向に延在するレール部材(19,20)
に左右方向に移動自在に支持され、前記作動用の開閉部材(23)に設けた係合手段(32,33)
が係合可能な被係合手段(29,30)を備え、作動用の開閉部材(23)の移動に伴い、前記係合
手段(32,33)が被係合手段(29,30)に係合することで同一方向に移動する従動用の開閉部材
(22)とを備え、遊技機(P)の演出に伴い前記作動用の開閉部材(23)をシャッター作動手段(
26,27)により移動することで、各開閉部材(22,23)が左右に連なった閉鎖状態と、複数の
開閉部材(22,23)が前後に重なり合った開放状態とに変化するよう構成された遊技機のシ
ャッター装置において、
　前記従動用の開閉部材(22)における上端部に設けられ、上側のレール部材(20)に摺動自
在に係合するスライド部材(28)と、
　前記装置本体(16)におけるスライド部材(28)の前側に設けられた固定部(36)と、
　前記固定部(36)に配設されて、前記スライド部材(28)の前面に弾力的に当接して、前記
従動用の開閉部材(22)の左右方向の移動に対して負荷を与える板バネ(37)とを備え、
　前記スライド部材(28)および板バネ(37)は、前記従動用の開閉部材(22)が左右方向へ移
動する全範囲において、常に板バネ(37)がスライド部材(28)に弾力的に当接するように配
設位置および配設領域が設定されている
ことを特徴とする遊技機のシャッター装置。
　そして、付記１に係る遊技機のシャッター装置によれば、左右方向に移動する従動用の
開閉部材が不用意に移動するのを抑制することができ、該開閉部材がスライド部材に対し
て傾いて移動に支障を来たすのを防止すると共に、該開閉部材を遊技機の演出に連携して
確実に作動することができる。
【００３９】
〔付記２〕
　付記１のシャッター装置に関し、前記スライド部材(28)の前面には、前方に突出すると
共に左右方向に延在する突条部(28b)が形成されて、該突条部(28b)の前端縁が前記板バネ
(37)に当接すると共に、突条部(28b)の前端縁は円弧状に形成されている。
　そして、付記２に係るシャッター装置によれば、突条部の板バネに当接する前端縁を円
弧状に形成したから、従動用の開閉部材の移動時における板バネに対する摩擦抵抗を低減
してスムーズな移動が達成されると共に、板バネを傷付けることがない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施例に係るシャッター装置を閉鎖状態で示す概略斜視図である。
【図２】実施例に係るシャッター装置が実施されるパチンコ機を示す正面図である。
【図３】実施例に係るシャッター装置および図柄表示装置が装着された遊技盤の背面図で
ある。
【図４】実施例に係るシャッター装置の側面図である。
【図５】実施例に係る右シャッターを閉鎖状態で示す概略斜視図である。
【図６】実施例に係る右シャッターを開放状態で示す概略斜視図である。
【図７】実施例に係るシャッター装置における板バネと前スライド部材との関係を示す要
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部縦断側面図である。
【図８】実施例に係るシャッター装置における板バネと前スライド部材との関係を示す要
部横断平面図である。
【図９】実施例に係る右シャッターを閉鎖状態から開放状態へ変化させる説明図である。
【図１０】実施例に係る右シャッターを開放状態から閉鎖状態へ変化させる説明図である
。
【図１１】実施例に係る右シャッターを閉鎖状態から開放状態へ変化させる際のリブの係
合状態を示す説明図である。
【図１２】実施例に係る右シャッターを開放状態から閉鎖状態へ変化させる際のリブの係
合状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１６　本体枠(装置本体)
　１９　下レール部材(レール部材)
　２０　前上レール部材(レール部材)
　２２　従動開閉部材(従動用の開閉部材)
　２３　作動開閉部材(作動用の開閉部材)
　２６　右シャッター作動手段(シャッター作動手段)
　２７　左シャッター作動手段(シャッター作動手段)
　３６　カバー部材(固定部)
　３６ｂ　挿通孔
　３７　板バネ(負荷付与手段)
　Ｐ　パチンコ機(遊技機)

【図１】 【図２】
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