
JP 6895665 B2 2021.6.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定位置に固定される固定表示体と、前記固定表示体に並設されると共に該固定表示体に
回動可能に支持される可動表示体とを含む表示部と、
　前記固定表示体に対して相対的に移動することで前記固定表示体を遮蔽可能な第１遮蔽
部と、を備え、
　前記表示部は、前記可動表示体が回動することで、前記可動表示体の表示領域が視認可
能となる第１表示状態と、前記第１表示状態よりも前記可動表示体の表示領域における視
認可能領域が狭くなる第２表示状態と、に変化し、
　前記第１遮蔽部は、前記固定表示体を遮蔽することなく前記固定表示体の表示領域を視
認可能とする状態と、前記固定表示体の前面に移動し前記固定表示体を遮蔽する状態とに
変位することで前記固定表示体の表示領域における表示可能領域を変化させることを特徴
とする演出表示装置。
【請求項２】
　前記可動表示体は、前記表示部が前記第１表示状態から前記第２表示状態に変化するこ
とで視認可能領域が広くなる第１装飾部を備え、
　前記表示部が前記第２表示状態で、前記第１遮蔽部が前記固定表示体を遮蔽することで
前記第１装飾部と前記第１遮蔽部によって一体的な形態の第１具象体が構成されることを
特徴とする請求項１に記載の演出表示装置。
【請求項３】
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　前記可動表示体に対して相対的に移動することで前記可動表示体を遮蔽可能な第２遮蔽
部を備え、
　前記表示部が前記第１表示状態で、前記第２遮蔽部が前記可動表示体を遮蔽して前記第
１表示状態よりも前記可動表示体の表示領域における視認可能領域が狭くなることを特徴
とする請求項１または請求項２に記載の演出表示装置。
【請求項４】
　前記第２遮蔽部は可変可能な第２装飾部を有し、前記第２装飾部を収納する収納状態と
、前記第２装飾部を拡大させる拡大状態と、に変化し、
　前記表示部は、前記第２遮蔽部が前記収納状態で前記可動表示体を遮蔽することで前記
第１表示状態よりも前記可動表示体の表示領域における視認可能領域が狭くなる第３表示
状態と、前記第２遮蔽部が前記拡大状態で前記可動表示体を遮蔽することで前記第１表示
状態よりも前記可動表示体の表示領域における視認可能領域がさらに狭くなると共に前記
可動表示体に並設される前記固定表示体の表示領域における視認可能領域が狭くなる第４
表示状態と、に変化することを特徴とする請求項３に記載の演出表示装置。
【請求項５】
　前記第２遮蔽部は、前記第１具象体の形態に関連する形態の第２具象体を構成すること
を特徴とする請求項３または請求項４に記載の演出表示装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の演出表示装置を備え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、演出表示装置及びそれを備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示されるパチンコ機は、装飾図柄を表示する装飾図柄表示手段と、装飾
図柄表示手段による表示を遊技者から視認し難いように遮蔽する遮蔽手段と、を備えてい
る。特許文献２に開示される図柄表示装置は、３桁の図柄を表示する第１表示部と、第１
表示部を隠蔽する閉鎖状態と隠蔽しない開放状態とに可変の一対の表示扉と、を備えてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２００３０２号公報
【特許文献２】特開２００６－２０９３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１のパチンコ機では、図柄の遮蔽時には、装飾図柄表示手段の前方
側に遮蔽手段が移動して装飾図柄表示手段を前方側から遮蔽し、図柄の表示動作時には、
装飾図柄表示手段の前方側から遮蔽手段が移動して装飾図柄表示手段を露出させる構成で
ある。このような構成では、遮蔽手段によって図柄の遮蔽及び表示という択一的で単調な
動作が行われることになる。特に、図柄の遮蔽状態と表示状態との間の変化時には、図柄
の一部が視認不能となり、図柄が認識できなくなることで変化が途切れ易くなってしまう
。特許文献２の図柄表示装置も同様に、一対の表示扉によって図柄の遮蔽及び表示という
択一的で単調な動作が行われ、図柄の遮蔽状態と表示状態との間の変化が途切れ易くなっ
てしまう。そのため、特許文献１，２のように遮蔽手段や表示扉などの遮蔽部材を用いる
構成では、図柄の遮蔽及び表示動作時に、遊技者の関心を惹くことで興趣を高めることは
難しい。
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【０００５】
　さらに、特許文献２では、一対の表示扉を閉鎖状態にして一対の表示扉のそれぞれで表
示される図柄が一体化して７セグメント表示が行われる状態と、一対の表示扉を開放状態
にしてそれぞれの表示扉が離間することによって７セグメント表示が分離する状態と、に
変化する構成である。このような構成においても、７セグメント表示の一体化及び分離と
いう単調な動作が一対の表示扉によって行われ、７セグメント表示の一体状態と分離状態
との間の変化時には、７セグメント表示が認識し難くなり、変化が途切れ易くなってしま
う。そのため、７セグメント表示の一体化及び分離動作時に遊技者の興趣を高めることは
難しい。
【０００６】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、表示部の一部を構成す
る表示体の表示領域における視認可能領域の変化時に演出効果を高め得る構成を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の演出表示装置は、
所定位置に固定される固定表示体と、前記固定表示体に並設されると共に該固定表示体に
回動可能に支持される可動表示体とを含む表示部と、
　前記固定表示体に対して相対的に移動することで前記固定表示体を遮蔽可能な第１遮蔽
部と、を備え、
　前記表示部は、前記可動表示体が回動することで、前記可動表示体の表示領域が視認可
能となる第１表示状態と、前記第１表示状態よりも前記可動表示体の表示領域における視
認可能領域が狭くなる第２表示状態と、に変化し、
　前記第１遮蔽部は、前記固定表示体を遮蔽することなく前記固定表示体の表示領域を視
認可能とする状態と、前記固定表示体の前面に移動し前記固定表示体を遮蔽する状態とに
変位することで前記固定表示体の表示領域における表示可能領域を変化させることを特徴
とする。
【０００８】
　本発明の遊技機は、上記演出表示装置を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の演出表示装置及び遊技機は、可動表示体を固定表示体に対して回動させること
で、表示部を、可動表示体の表示領域が視認可能となる第１表示状態と、第１表示状態よ
りも可動表示体の表示領域における視認可能領域が狭くなる第２表示状態と、の間で切り
替えた演出を行うことができる。特に、第１表示状態と第２表示状態との間の切り替えが
、可動表示体が固定表示体に対して回動することでなされるため、視認可能領域の大きさ
が連続的に変化して、可動表示体の表示領域の視認が途切れることがない。そのため、表
示部の表示状態の変化時においても、視認可能領域の大きさを変えて演出効果を高めるこ
とができる。
【００１０】
　固定表示体に対して相対的に移動することで固定表示体を遮蔽可能な第１遮蔽部を備え
てもよい。第１遮蔽部は、固定表示体を遮蔽することなく固定表示体の表示領域を視認可
能とする状態と、固定表示体の前面に移動し固定表示体を遮蔽する状態とに変位すること
で、固定表示体の表示領域における表示可能領域を変化させるようにしてもよい。
【００１１】
　このように、第１遮蔽部が固定表示体を遮蔽することなく固定表示体の表示領域を視認
可能とする状態と、第１遮蔽部が固定表示体を遮蔽する状態とに変位することで固定表示
体の表示領域における表示可能領域を変化させる構成となっている。そのため、表示部を
構成する可動表示体及び固定表示体それぞれに対して、異なる動作で表示領域における表
示可能領域の大きさを変化させることができ、斬新な演出を行い、演出効果を高めること
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ができる。
【００１２】
　可動表示体は、表示部が第１表示状態から第２表示状態に変化することで表示領域以外
の視認可能領域が広くなる第１装飾部を備えていてもよい。表示部が第２表示状態で、第
１遮蔽部が固定表示体を遮蔽することで第１装飾部と第１遮蔽部によって一体的な形態の
第１具象体が構成されるようにしてもよい。
【００１３】
　このように、表示部が第２表示状態で固定表示体を第１遮蔽部で遮蔽すると、第１装飾
部と第１遮蔽部によって一体的な形態の第１具象体を形成して演出を行うことができる。
特に、表示部が第１表示状態から第２表示状態に変化することで、可動表示体の表示領域
における視認可能領域が狭くなるにつれて第１装飾部の視認可能領域が広くなる構成であ
り、第１表示状態から第１具象体が形成される第２表示状態に違和感なく連続的に変化さ
せることができる。
【００１４】
　可動表示体に対して相対的に移動することで可動表示体を遮蔽可能なる第２遮蔽部を備
えていてもよい。表示部が第１表示状態で、第２遮蔽部が可動表示体を遮蔽して第１表示
状態よりも可動表示体の表示領域における視認可能領域が狭くなるようにしてもよい。
【００１５】
　このように、第２遮蔽部が可動表示体を遮蔽するようにすることで、可動表示体が回動
して表示部が第１表示状態で、第２遮蔽部を出現させる演出を行うことができる。特に、
可動表示体の回動動作とは異なった、変化に富んだ演出を行うことができる。
【００１６】
　第２遮蔽部は可変可能な第２装飾部を有し、第２装飾部を収納する収納状態と、第２装
飾部を拡大させる拡大状態と、に変化するようにしてもよい。表示部は、第２遮蔽部が収
納状態で可動表示体を遮蔽することで第１表示状態よりも可動表示体の表示領域における
視認可能領域が狭くなる第３表示状態と、第２遮蔽部が拡大状態で可動表示体を遮蔽する
ことで第１表示状態よりも可動表示体の表示領域における視認可能領域がさらに狭くなる
と共に可動表示体に並設される固定表示体の表示領域における視認可能領域が狭くなる第
４表示状態と、に変化するようにしてもよい。
【００１７】
　このように、第２遮蔽部が出現する状態において、当該第２遮蔽部が第２装飾部を拡大
する拡大状態と収納する収納状態との間で装飾形態を変化することで装飾効果を高めると
共に、表示部の表示領域における視認可能領域を変化させて第２遮蔽部の出現時における
演出効果を高めることができる。
【００１８】
　第２遮蔽部は、第１具象体の形態に関連する形態の第２具象体を構成するようにしても
よい。第２具象体が第１具象体の形態に関連する形態であるため、第１具象体と関連する
形態の第２具象体を順次出現させる等して、より変化に富んだ演出を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る演出表示装置を備えた遊技機を例示する正
面図である。
【図２】図２は、図１の演出表示装置において表示部が第１表示状態であるときの斜視図
である。
【図３】図３は、図２の演出表示装置の正面図である。
【図４】図４は、図２の演出表示装置の背面図である。
【図５】図５は、図２の演出表示装置の左側面図である。
【図６】図６は、図２の演出表示装置の平面図である。
【図７】図７は、図１の演出表示装置において第１遮蔽部が上方位置に位置するときの斜
視図である。
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【図８】図８は、図７の演出表示装置の正面図である。
【図９】図９（Ａ）は、表示部が前方位置に位置するときの表示部およびその周辺部材を
説明する左側面図であり、図９（Ｂ）は、表示部が後方位置に位置するときの表示部およ
びその周辺部材を説明する左側面図である。
【図１０】図１０（Ａ）は、装飾扉が開放位置に位置するときの装飾扉およびその周辺部
材を説明する底面図であり、図１０（Ｂ）は、装飾扉が閉鎖位置に位置するときの装飾扉
およびその周辺部材を説明する底面図である。
【図１１】図１１（Ａ）は、第１遮蔽部が下方位置に位置するときの第１遮蔽部およびそ
の周辺部材を説明する背面図であり、図１１（Ｂ）は、第１遮蔽部が上方位置に位置する
ときの第１遮蔽部およびその周辺部材を説明する背面図である。
【図１２】図１２は、図１の演出表示装置において表示部が第２表示状態であるときの斜
視図である。
【図１３】図１３は、図１２の演出表示装置の左側面図である。
【図１４】図１４（Ａ）は、表示部が第１表示状態であるときの可動表示体およびその周
辺部材を説明する左側面図であり、図１４（Ｂ）は、表示部が第２表示状態であるときの
可動表示体およびその周辺部材を説明する左側面図である。
【図１５】図１５は、図１の演出表示装置において表示部が第３表示状態にあるときの斜
視図である。
【図１６】図１６は、図１５の演出表示装置の正面図である。
【図１７】図１７は、第２遮蔽部が下方位置に位置するときの第２遮蔽部およびその周辺
部材を説明する背面図である。
【図１８】図１８は、第２遮蔽部が上方位置に位置するときの第２遮蔽部およびその周辺
部材を説明する背面図である。
【図１９】図１９は、図１の演出表示装置において表示部が第４表示状態であるときの斜
視図である。
【図２０】図２０は、図１９の演出表示装置から第１遮蔽部の関連機構を外した状態の正
面図である。
【図２１】図２１は、図１９の演出表示装置の第２遮蔽部を拡大して示す拡大平面図であ
る。
【図２２】図２２は、第２遮蔽部が拡大状態であるときの第２遮蔽部およびその周辺部材
を説明する背面図である。
【図２３】図２３は、第２遮蔽部が収納状態にあるときの第１切替機構を説明する一部破
断正面図である。
【図２４】図２４は、第２遮蔽部が拡大状態にあるときの第１切替機構を説明する一部破
断正面図である。
【図２５】図２５は、第２遮蔽部が収納状態にあるときの第２切替機構を説明する一部破
断正面図である。
【図２６】図２６は、第２遮蔽部が拡大状態にあるときの第２切替機構を説明する一部破
断正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　[第１実施形態]
　以下、第１実施形態について、図面を参照して説明する。なお、図１は、第１実施形態
に係る演出表示装置を備えた遊技機を例示する正面図であり、まず、図１を参照して遊技
機１の構成を概説する。
【００２１】
　（遊技機の構成）
　図１に示す遊技機１は、いわゆるパチンコ機として構成されており、遊技者側に配され
る前面枠２に形成された窓部３に透明板（ガラス板等）が配置されている。また、透明板
の後方（奥側）には、遊技盤４が配置され、この遊技盤４上にガイドレール等によって区
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画された遊技領域４ａ（遊技球が流下可能な領域）が形成され、遊技者が透明板を介して
遊技領域４ａを視認できるように構成されている。この遊技領域４ａにおいて、中央付近
には２つの演出表示装置１０，１０が設けられ、２つの演出表示装置１０，１０の下方に
は、始動口５が設けられている。更に、始動口５の下方には、アタッカーとして構成され
る入賞装置６が設けられている。また、窓部３の下方側には、遊技球を受ける遊技球受皿
７が形成されており、この遊技球受皿７の右側下方には発射ハンドルとして構成される操
作装置８が設けられている。
【００２２】
　なお、本明細書では、遊技盤４の前面（盤面）と直交する方向を前後方向とし、遊技盤
４の前面（盤面）に対し遊技者が位置するべき側を前方側、それとは反対側（即ち、遊技
機１奥側）を後方側とする。また、遊技領域４ａを遊技球が流下する方向（鉛直方向）を
上下方向とする。また、上記「前後方向」及び「上下方向」と直交する方向を左右方向と
し、遊技機１前方側から見て左側を左方向、右側を右方向とする。
【００２３】
　（演出表示装置の構成）
　次に、図１～図２６を参照して、第１実施形態に係る演出表示装置１０について説明す
る。
　演出表示装置１０は、図１に示すように、遊技盤４に直接的に又は他部材を介して間接
的に固定され、その一部が遊技盤４の前方側から視認可能となるように露出した状態で配
置されている。演出表示装置１０は、例えば図示しない制御回路（ＣＰＵやメモリ等を備
えてなる電子回路）によって電気的に制御されることで、例えば後で説明する図７～図２
６のように機械的に動作する構成をなしている。なお、以下では、図１の遊技機１におけ
る右側の演出表示装置１０の構成について説明するが、左側の演出表示装置１０において
も一部の部材の配置位置が異なるが基本的に同様の構成となっている。
【００２４】
　演出表示装置１０は、図１～図６に示すように、複数に分割形成される可動表示体３０
及び固定表示体４０を有する表示部２０と、表示部２０を前後方向に移動させる第１移動
機構５０（図９参照）と、固定表示体４０に対して可動表示体３０を回動させる回動機構
６０（図１４参照）と、を備えている。また、演出表示装置１０は、固定表示体４０の左
右両側でそれぞれ開閉動作する一対の装飾扉７０，７０と、固定表示体４０に対して装飾
扉７０を回動させて開閉させる扉開閉機構８０（図１０参照）と、固定表示体４０を遮蔽
する第１遮蔽部９０と、第１遮蔽部９０を上下方向に移動させる第２移動機構１００（図
１１参照）と、を備えている。さらに、演出表示装置１０は、可動表示体３０又は固定表
示体４０を遮蔽する第２遮蔽部１１０と、第２遮蔽部１１０を上下方向に移動させる第３
移動機構１４０（図１７、図１８参照）と、第２遮蔽部１１０を拡大状態と収納状態とで
切り替える切替機構１５０（図２３～図２６参照）と、を備えている。さらに、演出表示
装置１０は、以上の各構成部分を支持して遊技盤４に固定するための支持部材１８１，１
８２を備えている。以下、演出表示装置１０を構成する各部材及び各機構について詳しく
説明する。
【００２５】
　まず、表示部２０について説明する。表示部２０は、図２、図３に示すように、可動表
示体３０、固定表示体４０が上下に並設されており、演出動作時に様々な表示を行う構成
となっている。固定表示体４０は、図２、図３に示すように、筐体部４１、表示部材４２
を備えている。筐体部４１は、一端側が開放された箱状に形成され、表示部材４２を用い
た表示動作を行うための電子部品（例えばＬＥＤ）などが収容されている。筐体部４１の
前面上端部には左右方向の両端にそれぞれヒンジ部４４，４４が設けられ、後述する可動
表示体３０のヒンジ部３４，３４がそれぞれ回動自在に係合する。また、筐体部４１の開
放部分の左右両端部にそれぞれヒンジ部４５，４５が設けられ、後述する装飾扉７０，７
０のヒンジ部７２，７２と共にそれぞれヒンジ軸７３を介して係合し、装飾扉７０，７０
を回動自在に支持する。また、筐体部４１には装飾扉７０，７０を開閉動作する扉開閉機
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構８０が設けられている。
【００２６】
　表示部材４２は、例えば樹脂材料によって板状に形成され、図２、図３に示すように、
筐体部４１の開放部分を閉塞するように組み付けられている。表示部材４２には、板面の
中心部分の周囲に３つの透光部４２Ａ～４２Ｃが形成されている。透光部４２Ａ～４２Ｃ
は、例えば透光性の樹脂材料によって長手状に形成され、３つのセグメントを構成してい
る。例えば、筐体部４１に収容されたＬＥＤが照射した光が透光部４２Ａ～４２Ｃを透過
することで３つのセグメントが発光するようになる。表示部材４２の左右方向両端部には
、装飾扉７０，７０の閉方向の回動をそれぞれ規制する一対の規制部４６，４６が形成さ
れている。規制部４６は、ヒンジ部４５の前方側を覆うように湾曲板状に延出している。
【００２７】
　可動表示体３０は、図２、図３に示すように、筐体部３１と、表示部材３２を備え、固
定表示体４０に回動可能に支持されている。筐体部３１は、第１装飾部３３と、固定表示
体４０のヒンジ部４４，４４とそれぞれ連結する一対のヒンジ部３４，３４と、後述する
回動機構６０の作用部６５Ｃに作用を及ぼされる被作用部３５を備えている。第１装飾部
３３は、一端側が開放された箱状に形成され、表示部材３２を用いた表示動作を行うため
の電子部品（例えばＬＥＤ）などが収容されている。第１装飾部３３の外面は、装飾体と
して宝箱の上蓋の形態になっている。ヒンジ部３４，３４は、第１装飾部３３の一端部（
図２～図６の状態では下端部）の左右方向の両端からそれぞれ内側に向かって突出する軸
状に形成されている。ヒンジ部３４，３４が固定表示体４０のヒンジ部４４，４４とそれ
ぞれ連結することで、可動表示体３０が固定表示体４０に対して回動可能に支持される。
被作用部３５は、図４に示すように、延出部３５Ａ、軸部３５Ｂを備えている。延出部３
５Ａは、第１装飾部３３の一端部（図２～図６の状態では下端部）において左側のヒンジ
部３４寄りに設けられ、ヒンジ部３４より下方側に延出している。軸部３５Ｂは、延出部
３５Ａの下端から左右方向に延出するように軸状に形成されている。軸部３５Ｂの一端に
は、図４に示すように、筐体部４１に一端が係合される弾性部材（例えばばね部材）３６
の他端が係合し、可動表示体３０が固定表示体４０に対して起立状態に位置するように付
勢している。
【００２８】
　表示部材３２は、例えば樹脂材料によって板状に形成され、図２、図３に示すように、
筐体部３１の開放部分を閉塞するように組み付けられている。表示部材３２には、板面の
中心部分を囲むように４つの透光部３２Ａ～３２Ｄが形成されている。透光部３２Ａ～３
２Ｄは、例えば透光性の樹脂材料によって長手状に形成され、４つのセグメントを構成し
ている。例えば、筐体部３１に収容されたＬＥＤが照射した光が透光部３２Ａ～３２Ｄを
透過することで４つのセグメントが発光するようになる。透光部３２Ａ～３２Ｄと、上述
した固定表示体４０の透光部４２Ａ～４２Ｃと、によって７つのセグメントが構成され、
例えば０から９までの数字を表示部２０で表示することができる。
【００２９】
　次に、表示部２０を前後方向に移動させる第１移動機構５０について説明する。第１移
動機構５０は、図９に示すように、駆動部としてのモータ５１と、第１ギヤ５２と、第２
ギヤ５３と、第３ギヤ５４と、第４ギヤ５５と、リンクギヤ５６と、支持部５７と、スラ
イドベース５８と、スライドレール５９（図２参照）を備えている。モータ５１は、例え
ばステッピングモータとして構成され、左方向に突出する軸部５１Ａを備えている。第１
ギヤ５２は、モータ５１の軸部５１Ａに連結し、軸部５１Ａと連動して回動するようにな
っている。第２ギヤ５３は、第１ギヤ５２と噛み合い、第１ギヤ５２と連動して回動する
ようになっている。第３ギヤ５４は、第２ギヤ５３と噛み合い、第２ギヤ５３と連動して
回動するようになっている。第４ギヤ５５は、第３ギヤ５４と噛み合い、第３ギヤ５４と
連動して回動するようになっている。第１ギヤ５２、第２ギヤ５３、第３ギヤ５４は、例
えば、支持部材１８２に回動自在に支持されている。
【００３０】
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　リンクギヤ５６は、ギヤ部５６Ａと、リンク部５６Ｂを備えている。ギヤ部５６Ａは、
扇形の板状に形成され、外周の一部に形成された外歯が第４ギヤ５５と噛み合う。ギヤ部
５６Ａには、支持部５７に形成された軸部５７Ａが相対的に回動可能に係合する筒状の軸
受部５６Ｃが形成されている。リンク部５６Ｂは、ギヤ部５６Ａの外縁から延出し、長手
方向に沿って長孔５６Ｄが形成されている。長孔５６Ｄには、スライドベース５８におい
て左方向に突出するように形成された軸部５８Ａが組み付けられる。支持部５７は、前方
が開放した凵状に形成されており、左右両側にスライドレール５９，５９が敷設され、ス
ライドレール５９，５９を跨ぐようにスライドベース５８が設けられている。また、支持
部５７には、後述する装飾扉７０，７０のそれぞれを開状態で保持するストッパー５７Ｂ
，５７Ｃ（図２参照）が形成されている。ストッパー５７Ｂは、支持部５７の左側の前端
部から上方に延出し、左側が開放した凵状に形成されている。ストッパー５７Ｃは、支持
部５７の右側の前端部から上方に延出し、前側が開放した凵状に形成されている。スライ
ドベース５８には表示部２０（より具体的には固定表示体４０）が固設されており、スラ
イドレール５９，５９により前後方向への移動をガイドしつつ下方側から支持する構成で
ある。以上の構成により、モータ５１から生じた駆動力が第１ギヤ５２、第２ギヤ５３、
第３ギヤ５４、第４ギヤ５５、リンクギヤ５６、スライドベース５８の順に伝達され、表
示部２０が前後方向に移動する。
【００３１】
　次に、固定表示体４０に対して可動表示体３０を回動させる回動機構６０について説明
する。回動機構６０は、図１４に示すように、駆動部としてのモータ６１と、第１ギヤ６
２と、第２ギヤ６３と、支持部６４と、可動部６５を備えている。モータ６１は、例えば
ステッピングモータとして構成され、右方向に突出する軸部６１Ａを備えている。第１ギ
ヤ６２は、モータ６１の軸部６１Ａに連結し、軸部６１Ａと連動して回動するようになっ
ている。第２ギヤ６３は、第１ギヤ６２と噛み合い、第１ギヤ６２と連動して回動するよ
うになっている。支持部６４は、例えば支持部材１８２に固定されるように上下方向に延
びる長手状に形成され、第１ギヤ６２、第２ギヤ６３を回動自在に支持する。
【００３２】
　可動部６５は、板部６５Ａと、歯部６５Ｂと、作用部６５Ｃを備えている。板部６５Ａ
は、長手板状に形成され、上下方向にクランク状に折れ曲がって延びる（図４参照）。歯
部６５Ｂは、板部６５Ａの下端部付近の前方側において、鋸歯状に形成されている。歯部
６５Ｂと第２ギヤ６３によってラック・ピニオンギヤが構成されている。作用部６５Ｃは
、板部６５Ａの上端部に固定されるように略直方体状に形成され、可動表示体３０に形成
された被作用部３５に作用を及ぼすようになっている。可動部６５は、図４に示すように
支持部６４や支持部５７によって上下方向に移動可能に支持されている。
【００３３】
　以上の構成により、回動機構６０は、モータ６１から生じた駆動力が第１ギヤ６２、第
２ギヤ６３、可動部６５の順に伝達され、可動部６５が上方向に移動する。上方向に移動
する作用部６５Ｃが可動表示体３０の被作用部３５（軸部３５Ｂ）に対し弾性部材３６の
付勢に抗して作用を及ぼすことで、可動表示体３０を起立状態から固定表示体４０に対し
て屈曲回動させる。また、モータ６１を逆回転させ可動部６５が下方向に移動すると、可
動表示体３０は弾性部材３６の付勢力により起立状態に復動する。
【００３４】
　次に、固定表示体４０の左右両側でそれぞれ回動する装飾扉７０について説明する。一
対の装飾扉７０が、図２～図６に示すように、固定表示体４０の左右両端部に組み付けら
れている。装飾扉７０は、板部７１と、ヒンジ部７２を備えている。板部７１は、長方形
の板面を有する板状に形成されており、外面に後述する宝箱の箱体側壁を構成する装飾が
なされ、内面に鏡面加工を施し装飾効果を高めるようにしている。ヒンジ部７２は、板部
７１の一端部に形成され、固定表示体４０のヒンジ部４５と連結し、装飾扉７０，７０が
固定表示体４０に対して回動可能に支持される。そして、ヒンジ軸７３，７３にトーショ
ンバネ７４が巻装されており、一端を筐体部４１に保持し、他端を装飾扉７０，７０の外
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面に係止することで、装飾扉７０，７０は常態で閉方向に付勢されている。
【００３５】
　次に、固定表示体４０の左右両側で装飾扉７０，７０を開閉動作する扉開閉機構８０に
ついて説明する。扉開閉機構８０は、図４に示すように、筐体部４１に設けられており、
図１０に示すように、駆動部としてのソレノイド８１と、第１ギヤ８２と、リンク部材８
３と、第２ギヤ８４と、リンク部材８５を備えている。ソレノイド８１は、コイル部８１
Ａと、プランジャ８１Ｂと、連結部８１Ｃを備えている。第１ギヤ８２は、長手状に形成
され、回動軸部を中心とする扇状ギヤを備え、一端は係止ピン８２Ａを介してプランジャ
８１Ｂに連結される連結部８１Ｃに軸支連係され、他端は長手板状に形成されるリンク部
材８３の一端に連結される。そして、リンク部材８３の他端が右側の装飾扉７０の扇状板
部下面に連結されている。
【００３６】
　第２ギヤ８４は、一端に回動軸部を中心に扇状ギヤを備え、扇状ギヤの端部から延出し
た他端に長手板状に形成されたリンク部材８５の一端に連結され、他端が左側の装飾扉７
０の扇状板部下面に連結されている。そして、第１ギヤ８２と第２ギヤ８４は筐体部４１
の下端部に互いに噛合するように回動自在に支持されている。以上の構成により、扉開閉
機構８０は、図１０（Ｂ）に示す状態においてソレノイド８１が励磁すると、プランジャ
８１Ｂがトーションバネ７４の付勢に抗してコイル部８１Ａに吸引され、駆動力が第１ギ
ヤ８２及び第２ギヤ８４に伝達され、リンク部材８３，８５を介して、左右の装飾扉７０
，７０が図１０（Ａ）に示すように開動作する。そして、図１０（Ａ）に示す状態におい
てソレノイド８１を消磁すると、左右の装飾扉７０，７０がトーションバネ７４の付勢に
より閉動作を行い、リンク部材８３，８５を介して第１ギヤ８２及び第２ギヤ８４も回動
し、図１０（Ｂ）に示すようにプランジャ８１Ｂがコイル部８１Ａから突出した状態に復
動する。なお、図２、図６に示す装飾扉７０，７０は、本来はソレノイド８１の励磁状態
であるが、装飾扉７０，７０の内面がそれぞれストッパー５７Ｂ，５７Ｃに当接すること
でトーションバネ７４の付勢による閉動作が規制され、この状態で消磁しても開状態に維
持される。このため、励磁による蓄熱がなく、ソレノイド８１の負荷をなくすことができ
、エコ的な表示態様を実現できる。
【００３７】
　次に、固定表示体４０を遮蔽するように機能する第１遮蔽部９０について説明する。第
１遮蔽部９０は、図７に示すように、前板部９１と、右板部９２と、左板部９３を備え、
平面凵状に形成されている。前板部９１は、長方形の板面を有する板状に形成されている
。右板部９２は、長方形の板面を有する板状に形成され、前板部９１に直交するように前
板部９１の右側端部に連なっている。左板部９３は、長方形の板面を有する板状に形成さ
れ、前板部９１に直交するように前板部９１の左側端部に連なっており、下方には第１遮
蔽部９０の昇降をガイドする支持片９４を備えている。前板部９１、右板部９２、左板部
９３の各外面には、装飾体として宝箱の箱体装飾がなされている。
【００３８】
　次に、第１遮蔽部９０を上下方向に移動させる第２移動機構１００について説明する。
第２移動機構１００は、支持部材１８１に設けられ、図１１に示すように、駆動部として
のモータ１０１と、モータ１０１の軸部１０１Ａに連結されるモータギヤ１０２と、モー
タギヤ１０２と噛合するラックギヤ１０３と、第１遮蔽部９０を支持するベース部材１０
４と、第１遮蔽部９０を昇降させるスライドレール１０５を備えている。モータ１０１は
、例えばステッピングモータとして構成され、前方側に突出する軸部１０１Ａを備えてい
る。ラックギヤ１０３は、ベース部材１０４に固定され、全体が板状に形成され、右端部
が鋸歯状のギヤが形成されている。ベース部材１０４は、前面視略凵状に形成され、左縦
辺の後面に右板部９２が固定さている。スライドレール１０５は、上下方向に長尺であり
、支持部材１８１に固定される固定部材１０６と、固定部材１０６に保持されると共にベ
ース部材１０４に固定され、固定部材１０６に対して所定方向にスライドし得るように構
成されるスライド部材１０７と、固定部材１０６とスライド部材１０７とをベアリング機
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構を介して連結する連結部材１０８とを備えており、このスライドレール１０５によって
第１遮蔽部９０を上下方向に相対移動させるように案内している。
【００３９】
　支持片９４には、裏面側にローラ部材９４Ａが設けられ、支持部材１８２の左側方に形
成された縦長の長孔１８２Ａ（図３参照）に遊挿される。また、支持部材１８２の左上端
に形成された係合部１８２Ｂ（図３参照）に一端が係合されるばね部材１０９（図３参照
）の他端が係合する係合部９４Ｂが形成されている。ばね部材１０９は、第１遮蔽部９０
が上方に移動するときに、第１遮蔽部９０の左側部を上方側に付勢力を付与して第１遮蔽
部９０ががたつくことなく昇降するように寄与する。以上の構成により、第２移動機構１
００は、モータ１０１から生じた駆動力がモータギヤ１０２に伝達され、ラックギヤ１０
３を上動させることで、ベース部材１０４に固着された第１遮蔽部９０を図１１（Ａ）の
下降状態から図１１（Ｂ）に示す状態に上昇させる。このとき、第１遮蔽部９０の左側は
ローラ部材９４Ａが長孔１８２Ａにガイドされると共に、ばね部材１０９の付勢力により
上方に付勢されることによりスムーズに上方向にスライド移動する。
【００４０】
　次に、第２遮蔽部１１０について説明する。第２遮蔽部１１０は、図１５、図１６、図
１９、図２０に示すように、可動表示体３０を遮蔽すると共に表示部２０全体を遮蔽する
ように機能する。第２遮蔽部１１０は、本体部１２０と、第２装飾部１３０を備えている
。本体部１２０は、前側本体部１２１、後側本体部１２２を備えている。前側本体部１２
１は、透光性樹脂により後方が開放した略円筒状に形成され、外観は装飾体として宝石を
模している。そして、前側本体部１２１内にはＬＥＤが配置される。後側本体部１２２は
、板状のベース部上部に前側本体部１２１より一回り小径の円筒部１２３（図２３、図２
５参照）と、円筒部１２３の下方に配置される第２装飾部１３０に類似する形状の装飾片
１２４と、を備えている。円筒部１２３は、仕切壁１２３Ａにより前方及び後方が開放し
て形成されており、後側空間部には切替機構１５０の一部である駆動部としてのモータ１
５１が支持されている。そして、後側本体部１２２の裏面側端には図２２に示すように、
後述する第３移動機構１４０のガイド部材１４６とスライドレール１４７が設けられてい
る。
【００４１】
　第２装飾部１３０は、図２０に示すように複数の装飾片１３２～１３９を備えている。
装飾片１３２～１３９は、後側本体部１２２の円筒部１２３の外周に遊挿される円形の開
口を有する環状板状に形成され、外縁の所定箇所に装飾部が延出形成されている。装飾片
１３２～１３９は、図１５及び図２１に示すように前側本体部１２１及び後側本体部１２
２によって前後方向から挟まれるように位置し、常態では前側本体部１２１の下方で前後
に重畳している。装飾片１３２及び装飾片１３６は、図２３及び図２５に示すように、環
状の板部前面に後述する切替機構１５０のそれぞれ内歯歯車１６３，１７３がそれぞれ設
けられている。第２遮蔽部１１０は、図１５に示す装飾片１３２～１３９を前後方向で重
ねて収納する収納状態と、図１９に示す装飾片１３２～１３９が前側本体部１２１の周縁
を囲むように拡大させる拡大状態と、に変化する構成となっている。第２装飾部１３０の
装飾片１３２～１３９は、第２遮蔽部１１０の拡大状態において、宝石の形態を有する本
体部１２０のＬＥＤ発光と相俟って本体部１２０が輝いているような光を表す演出装飾と
なる。
【００４２】
　次に、第２遮蔽部１１０を上下方向に移動させる第３移動機構１４０について説明する
。第３移動機構１４０は、支持部材１８２に設けられ、図１７、図１８、図２０に示すよ
うに、駆動部としてのモータ１４１と、第１ギヤ１４２と、第２ギヤ１４３と、第３ギヤ
１４４と、リンク部材１４５と、ガイド部材１４６と、スライドレール１４７と、を備え
、補助部材としてリンク部材１４５に係止するトーションバネ１４８を備えている。モー
タ１４１は、例えばステッピングモータとして構成され、後方側に突出するモータ軸１４
１Ａを備え、このモータ軸１４１Ａに第１ギヤ１４２が固着される。第２ギヤ１４３は、
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第１ギヤ１４２に噛み合うように支持部材１８２に軸支され、リンク部材１４５が同軸状
に回動自在に配置される。第３ギヤ１４４は、外縁に一部を除いて第２ギヤ１４３に噛み
合うギヤ部を備え、ギヤ部のない外縁の一部には、前方側に突出し、後述するリンク部材
１４５のガイド長孔１４５Ａに挿通する突出部１４４Ａが形成されている。
【００４３】
　リンク部材１４５は、所定の厚みを有して略逆へ字状に形成され、長辺部の板面に第３
ギヤ１４４の突出部１４４Ａが挿通されるガイド長孔１４５Ａが形成されている。また、
長辺部の端部には第２ギヤ１４３と同軸となる軸受部１４５Ｂが形成され、短辺部の端部
にはガイド部材１４６に形成される水平長孔１４６Ａに遊挿される軸部１４５Ｃが形成さ
れている。軸受部１４５Ｂには、図２０に示すように、トーションバネ１４８が巻装され
、一端はリンク部材１４５に形成された係止片１４５Ｄに係止され、他端は支持部材１８
２に設けられる係止部１８２Ｃに係止され、リンク部材１４５を上回動するように付勢し
ている。
【００４４】
　スライドレール１４７は、図１８に示すように、上下方向に延びる長尺に形成され、支
持部材１８２に固定される固定部材１４７Ａと、固定部材１４７Ａに保持されると共にガ
イド部材１４６と隣接して後側本体部１２２に固定され、固定部材１４７Ａに対して所定
方向にスライドし得るように構成されるスライド部材１４７Ｂと、固定部材１４７Ａとス
ライド部材１４７Ｂとをベアリング機構を介して連結する連結部材１４７Ｃとを備えてい
る。以上の構成により、第３移動機構１４０は、モータ１４１から生じた駆動力が第１ギ
ヤ１４２、第２ギヤ１４３、第３ギヤ１４４に伝達され、第３ギヤ１４４が回動すると、
突出部１４４Ａがガイド長孔１４５Ａに挿通されていることによりリンク部材１４５が、
トーションバネ１４８の付勢力に助力され上方向に回動する。リンク部材１４５の回動に
より、リンク部材１４５の軸部１４５Ｃが水平長孔１４６Ａに遊挿されていることにより
ガイド部材１４６を上動させると、スライドレール１４７によって第２遮蔽部１１０を支
持部材１８２に対して図１７の状態から図１８の状態に上方向に相対移動させる。
【００４５】
　次に、第２遮蔽部１１０を拡大状態と収納状態とで切り替える切替機構１５０について
図１９～図２６を参照にして説明する。切替機構１５０は、駆動部としてのモータ１５１
と、第２遮蔽部１１０の左半分の装飾片１３２～１３５を可動させる第１切替機構１６０
と、右半分の装飾片１３６～１３９を可動させる第２切替機構１７０を備えている。モー
タ１５１は、図２２に示すように、例えばステッピングモータとして構成され、第２遮蔽
部１１０の後側本体部１２２の円筒部１２３の後側空間部に組み付けられ、仕切壁１２３
Ａの前方側に突出する軸部１５１Ａを備えている。
【００４６】
　第１切替機構１６０は、図２３、図２４に示すように、第２切替機構１７０と共有する
モータ１５１の軸部１５１Ａに連結されるモータギヤ１５２と、第１従動ギヤ１６２、内
歯歯車１６３を備えている。モータギヤ１５２と第１従動ギヤ１６２は、互いに噛み合う
ように円筒部１２３の前側空間部内に収納され、円筒部１２３を一部切欠いて第１従動ギ
ヤ１６２が内歯歯車１６３と噛合して左半分の装飾片１３２～１３５を可動させるように
なっている。
【００４７】
　装飾片１３２～１３４の裏面側には、図２１に示すように、それぞれ装飾片１３３～１
３５の拡大変形方向の端部側方にＬ字状に延出形成された第１被作用部１３３Ｂ～１３５
Ｂに作用して連動させる第１作用部１３２Ａ～１３４Ａ（図２２の破線部分も参照）が形
成されている。例えば、図２１に示すように、装飾片１３２が第１切替機構１６０により
回動すると、装飾片１３２に形成された第１作用部１３２Ａが装飾片１３３に形成された
第１被作用部１３３Ｂに係止し、装飾片１３３を連動させて回動し、次に装飾片１３３に
形成された第１作用部１３３Ａが装飾片１３４に形成された第１被作用部１３４Ｂに係止
して、装飾片１３４を連動させて回動する。あとは同じように、装飾片１３４に形成され
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た第１作用部１３４Ａが装飾片１３５に形成された第１被作用部１３５Ｂに係止し、装飾
片１３５を連動させて図２１及び図２４の状態に回動する。また、図２４に示すように、
装飾片１３３～１３５の前面端部には、装飾片１３２～１３５の復動時に第１作用部１３
２Ａ～１３４Ａが係止する第２被作用部１３３Ｃ～１３５Ｃが形成されている。例えば、
第１切替機構１６０により装飾片１３２が復動し始めると、第１作用部１３２Ａが装飾片
１３３に形成された第２被作用部１３３Ｃに係止し、装飾片１３３を連動させて復回動し
、あとは同じように、装飾片１３３，１３４の第１作用部１３３Ａ，１３４Ａが、装飾片
１３４，１３５の第２被作用部１３４Ｃ，１３５Ｃに係止して図２３の状態に復動する。
なお、第１作用部１３２Ａ～１３４Ａ、第１被作用部１３３Ｂ～１３５Ｂ、第２被作用部
１３３Ｃ～１３５Ｃの回動軌跡は、正面視同じ軌跡上に位置する。
【００４８】
　以上の構成により、第２遮蔽部１１０の収納状態から拡大状態への変化及び拡大状態か
ら収納状態への変化時には、第１切替機構１６０は、モータ１５１から生じた駆動力がモ
ータギヤ１５２、第１従動ギヤ１６２、内歯歯車１６３の順に伝達され、内歯歯車１６３
が回動して、図１９～２２、２４、２６に示すように、装飾片１３２が回動することで他
の装飾片１３３～１３５が追従して回動し、それぞれ前後方向で重なる状態と拡がった状
態とに変形する。
【００４９】
　第２切替機構１７０は、図２５、図２６に示すように、モータギヤ１５２と噛合する第
２従動ギヤ１７１と、第３従動ギヤ１７２と、内歯歯車１７３を備えている。第２従動ギ
ヤ１７１と第３従動ギヤ１７２は、互いに噛み合うように円筒部１２３の前側空間部内に
収納され、円筒部１２３を一部切欠いて第３従動ギヤ１７２が内歯歯車１７３と噛合して
右半分の装飾片１３６～１３９を可動させるようになっている。
【００５０】
　装飾片１３６～１３８の裏面側には、図２１に示すように、それぞれ装飾片１３７～１
３９の拡大変形方向の端部側方にＬ字状に延出形成された第１被作用部１３７Ｂ～１３９
Ｂに作用して連動させる第１作用部１３６Ａ～１３８Ａ（図２２の破線部分も参照）が形
成されている。例えば、図２１に示すように、装飾片１３６が第２切替機構１７０により
回動すると、装飾片１３６に形成された第１作用部１３６Ａが装飾片１３７に形成された
第１被作用部１３７Ｂに係止して、装飾片１３７を連動させて回動し、次に装飾片１３７
に形成された第１作用部１３７Ａが装飾片１３８に形成された第１被作用部１３８Ｂに係
止し、装飾片１３８を連動させて回動する。あとは同じように、装飾片１３８に形成され
た第１作用部１３８Ａが装飾片１３９に形成された第１被作用部１３９Ｂに係止し、装飾
片１３９を連動させて図２１及び図２６の状態に回動する。また、図２４に示すように、
装飾片１３７～１３９の前面端部には、装飾片１３６～１３８の復動時に第１作用部１３
６Ａ～１３８Ａが係止する第２被作用部１３７Ｃ～１３９Ｃが形成されている。例えば、
第２切替機構１７０により装飾片１３６が復動し始めると、第１作用部１３６Ａが装飾片
１３７に形成された第２被作用部１３７Ｃに係止し、装飾片１３７を連動させて復回動し
、あとは同じように、装飾片１３７，１３８の第１作用部１３７Ａ，１３８Ａが、装飾片
１３８，１３９の第２被作用部１３８Ｃ，１３９Ｃに係止して図２５の状態に復動する。
なお、第１作用部１３６Ａ～１３８Ａ、第１被作用部１３７Ｂ～１３９Ｂ、第２被作用部
１３７Ｃ～１３９Ｃの回動軌跡は、正面視同じ軌跡上に位置する。
【００５１】
　以上の構成により、第２切替機構１７０は、モータ１５１から生じた駆動力がモータギ
ヤ１５２、第２従動ギヤ１７１、第３従動ギヤ１７２、内歯歯車１７３の順に伝達され、
内歯歯車１７３が回動して、図１９～２２、２４、２６に示すように、装飾片１３６が回
動することで他の装飾片１３７～１３９が追従して回動し、それぞれ前後方向で重なる状
態と拡がった状態とに変形する。このように、モータ１５１を駆動することにより、第１
切替機構１６０と第２切替機構１７０が同時に作用し、左半分の装飾片１３２～１３５と
右半分の装飾片１３６～１３９とが左右同時に拡開動作及び縮小動作を行うことになる。
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【００５２】
　（演出表示装置の動作）
　次に、図１～図２６を参照して、第１実施形態に係る演出表示装置１０の動作について
説明する。
　まず、演出表示装置１０は、表示部２０が図１～図６に示す第１表示状態では、回動機
構６０の動作によって、可動表示体３０が固定表示体４０に対して起立した起立位置に位
置している。可動表示体３０の表示領域ＡＲ１の表示可能領域が最も広くなる。第１遮蔽
部９０は、下方位置に位置し、固定表示体４０を前方側から遮蔽することなく固定表示体
４０の表示領域ＡＲ２が視認可能となる。固定表示体４０の表示領域ＡＲ２の表示可能領
域が最も広くなり、表示部２０の表示可能領域が最も広くなる。ここで示す表示領域ＡＲ
１，ＡＲ２は、表示部材３２，４２の前面上の領域である。表示領域ＡＲ１，ＡＲ２の表
示可能領域の広さとは、遊技者が遊技盤４を前方側から見たときに、遊技者から見える表
示領域ＡＲ１，ＡＲ２の広さ（視認領域）である。図１～図６に示す第１表示状態では、
表示部２０は、第１移動機構５０の動作によって前方位置に位置しており、一対の装飾扉
７０，７０は、扉開閉機構８０の動作によって、それぞれ開放位置に位置している。
【００５３】
　次に、図７、図８に示すように、可動表示体３０は、第１移動機構５０の動作によって
前方位置から後方位置にスライド移動する。具体的には、第１移動機構５０において、図
９（Ａ）の状態から、モータ５１から生じた駆動力が第１ギヤ５２、第２ギヤ５３、第３
ギヤ５４、第４ギヤ５５、リンクギヤ５６の順に伝達され、図９（Ｂ）に示すように、表
示部２０が支持部５７に対して後方側にスライド移動し、後方位置に位置するようになる
。
【００５４】
　一対の装飾扉７０，７０は、図７、図８に示すように、それぞれストッパー５７Ｂ，５
７Ｃと当接しなくなり、ストッパー５７Ｂ，５７Ｃによる閉動作への規制が解除され、ト
ーションバネ７４の付勢により、それぞれ開放位置（開状態）から閉鎖位置（閉状態）に
回動する。具体的には、図１～図６に示す第１表示状態では扉開閉機構８０のソレノイド
８１は消磁しており、第１移動機構５０の動作によって前方位置から後方位置にスライド
移動するのに伴って、ストッパー５７Ｂ，５７Ｃの当接から解放されるトーションバネ７
４の付勢により左右の装飾扉７０，７０が閉動作を始め、リンク部材８３，８５を介して
第１ギヤ８２，第２ギヤ８４が回動し、プランジャ８１Ｂがコイル部８１Ａから突出して
図１０（Ｂ）に示す状態となり、左右の装飾扉７０，７０が閉状態となる。
【００５５】
　そして、第１遮蔽部９０が、図７、図８に示すように、第２移動機構１００の動作によ
って、上方位置にスライド移動する。具体的には、第２移動機構１００は、図１１（Ａ）
に示す状態から、モータ１０１から生じた駆動力がモータギヤ１０２、ラックギヤ１０３
、ベース部材１０４、第１遮蔽部９０の順に伝達され、図１１（Ｂ）に示すように、第１
遮蔽部９０が上方位置に位置するようになる。これにより、第１遮蔽部９０が図７、図８
に示すように、固定表示体４０を前方側から遮蔽することで、固定表示体４０の表示領域
ＡＲ２における表示可能領域が第１表示状態よりも狭くなる。
【００５６】
　次に、演出表示装置１０は、可動表示体３０が固定表示体４０に対して回動することで
、表示部２０が第１表示状態から図１２～図１４に示す第２表示状態となる。第２表示状
態では、回動機構６０の動作によって、可動表示体３０が起立位置から倒伏した倒伏位置
となる。具体的には、回動機構６０は、図１４（Ａ）に示す状態から、モータ６１から生
じた駆動力が第１ギヤ６２、第２ギヤ６３、可動部６５の順に伝達され、可動部６５が上
方に移動し、作用部６５Ｃが可動表示体３０の被作用部３５に作用を及ぼすことで、図１
４（Ｂ）に示すように、可動表示体３０が倒伏位置に位置する。これにより、可動表示体
３０の表示領域ＡＲ１における視認可能領域が第１表示状態よりも狭くなり、視認不能と
なる。また、固定表示体４０の表示領域ＡＲ２における視認可能領域は、図１４（Ｂ）に
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示す第２表示状態では第１表示状態と変わらないが、図１２に示すように第１遮蔽部９０
が固定表示体４０の前方側から遮蔽する状態では、固定表示体４０の表示領域ＡＲ２にお
ける視認可能領域も、第１表示状態よりも狭くなり視認不能となる。
【００５７】
　このように、表示部２０の第１表示状態と第２表示状態との間の切り替えが、可動表示
体３０が固定表示体４０に対して回動することでなされるため、可動表示体３０の表示領
域ＡＲ１の視認可能領域の大きさが連続的に変化して、可動表示体３０の表示領域ＡＲ１
の視認が途切れることがない。そのため、表示部２０の表示状態の変化時においても、可
動表示体３０における表示領域ＡＲ１の視認可能領域の大きさを変えて演出効果を高める
ことができる。
【００５８】
　表示部２０が第１表示状態から第２表示状態に変化することで、図１４に示すように、
第１装飾部３３の視認可能領域が広くなる。ここで、第１装飾部３３の視認可能領域の広
さとは、遊技者が遊技盤４を前方側から見たときに、遊技者から見える第１装飾部３３の
大きさである。表示部２０が第２表示状態であるときに、図１２に示すように、第１装飾
部３３と第１遮蔽部９０によって一体的な形態（上蓋が閉まった宝箱の形態）の第１具象
体Ｂ１が構成される。
【００５９】
　次に、可動表示体３０が固定表示体４０に対して倒伏位置から起立した起立位置に回動
することで、表示部２０は第２表示状態から第１表示状態に変化する。具体的には、回動
機構６０は、図１４（Ｂ）に示す状態から、モータ６１から生じた駆動力が第１ギヤ６２
、第２ギヤ６３、可動部６５の順に伝達され、可動部６５が下方に移動し、作用部６５Ｃ
が可動表示体３０の被作用部３５に作用を及ぼさないようになることで、図１４（Ａ）に
示すように、弾性部材３６の付勢に基づいて可動表示体３０が起立位置に変位する。この
とき左右の装飾扉７０，７０は、閉鎖位置から扉開閉機構８０のソレノイド８１をトーシ
ョンバネ７４の付勢に抗して励磁させて、第１ギヤ８２，第２ギヤ８４、リンク部材８３
，８５を介して図１０（Ａ）に示す開放位置に回動する。
【００６０】
　そして、可動表示体３０が起立位置に変位した後、第２遮蔽部１１０が、図１５、図１
６に示すように、第３移動機構１４０の動作によって、上方位置にスライド移動する。具
体的には、第３移動機構１４０は、図１７に示す状態からモータ１４１で生じた駆動力が
第１ギヤ１４２、第２ギヤ１４３、第３ギヤ１４４、ガイド部材１４６に伝達され、図１
８に示すようにスライドレール１４７によって第２遮蔽部１１０を支持部材１８２に対し
て上方向に相対移動させる。これにより、第２遮蔽部１１０が可動表示体３０を前方側か
ら遮蔽する第３表示状態となることで、第１表示状態（図１～図６参照）よりも可動表示
体３０の表示領域ＡＲ１における表示可能領域が狭くなる。なお、図１５、図１６に示す
状態では、表示部２０は、第２遮蔽部１１０が収納状態となっている。第２遮蔽部１１０
は、第１具象体Ｂ１（図１２参照）の形態（宝箱の形態）に関連する形態（宝石の形態）
の第２具象体Ｂ２を構成するため、第１遮蔽部９０と表示部２０の間から現れることで、
宝石が宝箱から飛び出すような演出を行うことができる。なお、このとき一対の装飾扉７
０，７０は、扉開閉機構８０の動作によって、開状態にあり、装飾扉７０，７０内面に鏡
面加工を施してあることから、第２遮蔽部１１０の本体部１２０（前側本体部１２１）内
に配置されるＬＥＤの発光を反射して、装飾及び演出効果を高めている。
【００６１】
　次に、演出表示装置１０は、第２遮蔽部１１０が拡大状態になることで、表示部２０が
図１９～図２１に示す第４表示状態となる。第４表示状態では、切替機構１５０の動作に
よって、第２遮蔽部１１０が収納状態から拡大状態に変化する。具体的には、第１切替機
構１６０は、図２３、図２５に示す状態からモータ１５１で生じた駆動力がモータギヤ１
５２、第１従動ギヤ１６２、内歯歯車１６３の順に伝達され、内歯歯車１６３が回動して
、図１９～２２、２４、２６に示すように、装飾片１３２が回動することで他の装飾片１
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３３～１３５が追従して回動し、それぞれ前後方向で重なる状態から拡がる状態に変形さ
せる。同様に、第２切替機構１７０は、図２３、図２５に示す状態からモータ１５１で生
じた駆動力がモータギヤ１５２、第２従動ギヤ１７１、第３従動ギヤ１７２、内歯歯車１
７３の順に伝達され、内歯歯車１７３が回動して、図１９～２２、２４、２６に示すよう
に、装飾片１３６が回動することで他の装飾片１３７～１３９が追従して回動し、それぞ
れ前後方向で重なる状態から拡がった状態に変形させる。これにより、第２遮蔽部１１０
が可動表示体３０及び固定表示体４０を前方側から遮蔽することで、第１表示状態（図１
～図６参照）よりも可動表示体３０の表示領域ＡＲ１及び固定表示体４０の表示領域ＡＲ
２における表示可能領域が狭くなる。このように、第２遮蔽部１１０が拡大状態となるこ
とで、装飾片１２４，１３２～１３９が宝石の形態を有する本体部１２０が輝いているよ
うな光を表す装飾となる。
【００６２】
　ここで、演出表示装置１０及び遊技機１の効果を例示する。
　本第１実施形態の演出表示装置１０は、可動表示体３０を固定表示体４０に対して回動
させることで、表示部２０を、可動表示体３０の表示領域ＡＲ１が視認可能となる第１表
示状態と、第１表示状態よりも可動表示体３０の表示領域ＡＲ１における視認可能領域が
狭くなる第２表示状態と、の間で切り替えた演出を行うことができる。特に、第１表示状
態と第２表示状態との間の切り替えが、可動表示体３０が固定表示体４０に対して回動す
ることでなされるため、視認可能領域の大きさが連続的に変化して、可動表示体３０の表
示領域ＡＲ１の視認が途切れることがない。そのため、表示部２０の表示状態の変化時に
おいても、視認可能領域の大きさを変えて演出効果を高めることができる。例えば、実施
例の７セグ表示において、固定表示体４０を全灯表示させ、可動表示体３０を可動させる
際に表示が「６」「８」「０」と変化しても固定表示体４０の表示に変化がないため遊技
者に全く気付かれずに、数字変化（表示）を楽しむことができる。表示が「１」「４」「
７」や「３」「５」「９」と変化しても同様である
【００６３】
　演出表示装置１０は、固定表示体４０に対して相対的に移動することで固定表示体４０
を遮蔽可能な第１遮蔽部９０を備えている。第１遮蔽部９０は、固定表示体４０を遮蔽す
ることなく固定表示体４０の表示領域ＡＲ２を視認可能とする状態と、固定表示体４０を
遮蔽する状態とに変位することで固定表示体４０の表示領域ＡＲ２における表示可能領域
を変化させることができる。
【００６４】
　このように、第１遮蔽部９０が固定表示体４０を遮蔽することなく固定表示体４０の表
示領域ＡＲ２を視認可能とする状態と、第１遮蔽部９０が固定表示体４０を遮蔽するする
状態とに変位するようにしたことで、第１遮蔽部９０が固定表示体４０を遮蔽すると、固
定表示体４０の表示領域ＡＲ２における表示可能領域を狭くする構成となっている。その
ため、表示部２０を構成する可動表示体３０及び固定表示体４０それぞれに対して、異な
る動作で表示領域における表示可能領域の大きさを変化させることができ、斬新な演出を
行い、演出効果を高めることができる。例えば、実施例の７セグ表示において、可動表示
体３０を全灯表示させ、固定表示体４０を第１遮蔽部９０で遮蔽させる際に表示が「８」
「９」と変化しても可動表示体３０の表示に変化がないため遊技者に全く気付かれずに、
数字変化（表示）を楽しむことができる。表示が「２」「３」や「５」「６」の変化にお
いても同様である。
【００６５】
　演出表示装置１０は、可動表示体３０が、表示部２０が第１表示状態から第２表示状態
に変化することで表示領域以外の視認可能領域が広くなる第１装飾部３３を備えている。
表示部２０が第２表示状態で、第１遮蔽部が固定表示体を遮蔽することで第１装飾部３３
と第１遮蔽部９０によって一体的な形態の第１具象体Ｂ１が構成される。
【００６６】
　このように、表示部２０が第２表示状態で固定表示体４０を第１遮蔽部９０で遮蔽する
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と、第１装飾部３３と第１遮蔽部９０によって一体的な形態の第１具象体Ｂ１を形成して
演出を行うことができる。特に、表示部２０が第１表示状態から第２表示状態に変化する
ことで、可動表示体３０の表示領域ＡＲ１における視認可能領域が狭くなるにつれて第１
装飾部３３の視認可能領域が広くなる構成であり、第１表示状態から第１具象体Ｂ１が形
成される第２表示状態に違和感なく連続的に変化させることができる。
【００６７】
　演出表示装置１０は、可動表示体３０に対して相対的に移動することで可動表示体３０
を遮蔽可能であり、第１具象体Ｂ１の形態に関連する形態の第２具象体Ｂ２を構成する第
２遮蔽部１１０を備えている。表示部２０が第１表示状態で、第２遮蔽部１１０が可動表
示体３０を遮蔽して第１表示状態よりも可動表示体３０の表示領域ＡＲ１における視認可
能領域が狭くなる。
【００６８】
　このように、第２遮蔽部１１０が可動表示体３０を遮蔽するようにすることで、可動表
示体３０が回動して表示部２０が第２表示状態から第１表示状態へ変化する際に、第２遮
蔽部１１０を出現させる演出を行うことができる。特に、第２遮蔽部１１０が第１具象体
Ｂ１の形態に関連する形態の第２具象体Ｂ２であるため、実施例で示したように宝箱から
恰も宝石が出現するかのように、関連する形態の具象体を順次出現させることで、変化に
富んだ演出を行うことができる。
【００６９】
　演出表示装置１０は、第２遮蔽部１１０が可変可能な第２装飾部１３０を有し、第２装
飾部１３０を収納する収納状態と、第２装飾部１３０を拡大させる拡大状態と、に変化す
る。表示部２０は、第２遮蔽部１１０が収納状態で可動表示体３０を遮蔽することで第１
表示状態よりも可動表示体３０の表示領域ＡＲ１における視認可能領域が狭くなる第３表
示状態と、第２遮蔽部１１０が拡大状態で可動表示体３０を遮蔽することで第１表示状態
よりも可動表示体３０及び固定表示体４０の表示領域ＡＲ２における視認可能領域が狭く
なる第４表示状態と、に変化する。
【００７０】
　このように、第２遮蔽部１１０が出現する状態において、当該第２遮蔽部１１０が第２
装飾部１３０を拡大する拡大状態と収納する収納状態との間で装飾形態を変化することで
装飾効果を高めると共に、表示部の表示領域における視認可能領域を変化させて第２遮蔽
部１１０の出現時における演出効果を高めることができる。
【００７１】
　演出表示装置１０は、第２遮蔽部１１０が、第１具象体Ｂ１の形態に関連する形態の第
２具象体Ｂ２を構成する。このように、第２具象体Ｂ２が第１具象体Ｂ１の形態に関連す
る形態であるため、第１具象体Ｂ１と関連する形態の第２具象体Ｂ２を順次出現させる等
して、より変化に富んだ演出を行うことができる。
【００７２】
　［他の実施形態]
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００７３】
　上述した実施形態では、可動表示体３０と固定表示体４０を上下に並設して可動表示体
３０が固定表示体４０に対して左右方向に延びる回動軸を中心として回動する構成を例示
したが、その他の方向に延びる回動軸を中心として回動する構成であってもよい。例えば
、可動表示体３０と固定表示体４０を左右に並設して、上下方向に延びる回動軸を中心と
して回動自在に組み付ける構成であってもよい。また、表示部２０を可動表示体３０と固
定表示体４０の２つの表示体で構成する実施例を示したが、表示部２０が３つ以上の表示
体を備える構成であってもよい。このとき、１つの固定表示体に対して複数の可動表示体
を設けるようにしてもよく、例えば固定表示体に複数の可動表示体の回動軸線方向を異な
らせて可動表示体を上下及び左右方向に並設したり、固定表示体の表示領域を例えば可動
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表示体の表示領域の２倍の横長に拡大して、拡大した固定表示体の上または下に複数の可
動表示体を左右に並べて設けるようにしてもよい。さらに、多くの表示体を上下左右に並
設してもよく、例えば９個の表示体を縦３列，横３列に並設し、中央の縦列の表示体を固
定表示体として、それぞれ左右に位置する表示体を可動表示体とし、中央の縦列の固定表
示体に対して左右の可動表示体が回動するようにしてもよい。このように、表示体を増や
すことにより演出形態のバリエーションが増えて、遊技者の興趣をより高めることができ
る。
【００７４】
　上述した実施形態では、第１遮蔽部９０、第２遮蔽部１１０が上下方向にスライドする
構成を示したが、その他の方向にスライドする構成であってもよい。例えば、第１遮蔽部
９０、第２遮蔽部１１０が左右方向にスライドする構成であってもよい。
【００７５】
　上述した実施形態では、表示部２０が第１表示状態（図２～図６参照）から第２表示状
態（図１２～図１４参照）に変化するときに、回動機構６０の動作によって、可動表示体
３０が起立位置から倒伏した倒伏位置となる構成を示した。しかしながら、可動表示体３
０のこのような起立位置から倒伏位置への変位を複数回行った後に、表示部２０が第３表
示状態（図１５～図１８参照）へと変化する構成であってもよい。
【００７６】
　上述した実施形態では、可動表示体３０の表示領域ＡＲ１と固定表示体４０の表示領域
ＡＲ２とによって７つのセグメントが表示される構成を示したが、その他の図柄が表示さ
れてもよい。
【符号の説明】
【００７７】
　１…遊技機
　１０…演出表示装置
　２０…表示部
　３０…可動表示体
　３３…第１装飾部
　４０…固定表示体
　９０…第１遮蔽部
　１１０…第２遮蔽部
　１３０…第２装飾部
　Ｂ１…第１具象体
　Ｂ２…第２具象体
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