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(57)【要約】
【課題】表示装置の表示領域前面を少なくとも一部覆う
ことが可能なシャッター部材の収納スペースを少なくす
ることが可能な遊技機の提供を目的とする。
【解決手段】画像を表示可能な表示領域を有する表示装
置９と、前記表示領域の前面の少なくとも一部を覆うこ
とが可能なシャッター部材８１と、前記シャッター部材
を初期位置と前記初期位置よりも前記表示領域の前面を
広範囲に覆う可動位置とにすることが可能なシャッター
部材可動手段とを備えた遊技機において、前記シャッタ
ー部材は、前記初期位置から前記可動位置となる際に前
記表示領域の一端側から前記表示領域の前面を覆う一端
側シャッター部材８３と、前記表示領域の反対端側から
前記表示領域の前面を覆う他端側シャッター部材９３と
で構成される。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示可能な表示領域を有する表示装置と、
　前記表示領域の前面の少なくとも一部を覆うことが可能なシャッター部材と、
　前記シャッター部材を初期位置と前記初期位置よりも前記表示領域の前面を広範囲に覆
う可動位置とにすることが可能なシャッター部材可動手段とを備えた遊技機において、
　前記シャッター部材は、前記初期位置から前記可動位置となる際に前記表示領域の一端
側から前記表示領域の前面を覆う一端側シャッター部材と、前記表示領域の反対端側から
前記表示領域の前面を覆う他端側シャッター部材とよりなり、
　前記一端側シャッター部材及び前記他端側シャッター部材は、前記シャッター部材可動
手段により動く駆動シャッター片と前記駆動シャッター片に従動する従動シャッター片で
それぞれ構成され、
　前記シャッター部材可動手段は、前記初期位置では前記駆動シャッター片と前記従動シ
ャッター片を厚み方向に重なった状態とし、前記可動位置では前記駆動シャッター片と前
記従動シャッター片を幅方向にずれて広げた状態にすることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記一端側シャッター部材と前記他端側シャッター部材は、前記初期位置で互いに重な
り合うシャッター片の少なくとも一方の重なり合う面に、前記重なり合う面間の間隔を維
持する間隔維持部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記駆動シャッター片と前記従動シャッター片の少なくとも一方には、前記可動位置で
前記表示領域の少なくとも一部を透視可能な透視部と、前記透視部よりも透視性の低いあ
るいは透視不可能な装飾部を有し、
　前記表示装置は、前記透視部で透視可能な画像を、前記透視部の動きにあわせて変動さ
せることを特徴とする請求項１または２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記従動シャッター片は、前記初期位置で重なる複数の従動シャッター片で構成される
と共に、前記複数の従動シャッター片の１つが前記駆動シャッター片と係合して従動する
と共に、前記複数の従動シャッター片が順次係合して前記駆動シャッター片に従動するこ
とを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記駆動シャッター片は前記シャッター部材可動手段の回動軸に取り付けられて前記シ
ャッター部材可動手段で回動可能とされると共に、所定量回動時に前記複数の従動シャッ
ター片のうち一つと係合して該一つの従動シャッター片を従動させる駆動係合部を備え、
　前記複数の従動シャッター片は前記回動軸に回動自由に取り付けられると共に、各従動
シャッター片にはそれぞれ所定量回動時に他の一つの従動シャッター片と係合して該係合
した従動シャッター片を従動させる順次従動係合部を備え、さらに一つの従動シャッター
片には前記駆動シャッター片の前記駆動係合部と係合する従動係合部を前記順次従動係合
部の他に備えることを特徴とする請求項４に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記シャッター部材可動手段の回動軸は前記表示領域の上側に設けられ、
　前記一端側シャッター部材は前記シャッター部材可動手段の回動軸に基部側が取り付け
られて前記回動軸を回動中心として前記表示領域の左側を上下に回動可能とされ、
　前記他端側シャッター部材は前記シャッター部材可動手段の回動軸に基部側で取り付け
られて前記回動軸を中心として前記表示領域の右側を上下に回動可能とされ、
　前記一端側シャッター部材と前記他端側シャッター部材がそれぞれ前記駆動シャッター
片により前記従動シャッター片を従動させて回動するようにされると共に、前記駆動シャ
ッター片及び前記従動シャッター片の回動をそれぞれ異なる一定の回動角度に規制する回
動規制部が設けられていることを特徴とする請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
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　前記可動位置では前記一端側シャッター部材と前記他端側シャッター部材の前記駆動シ
ャッター片同士が互いの対向辺側で接触すると共に、前記一端側シャッター部材または前
記他端側シャッター部材の何れか一方の駆動シャッター片の回動角度が他方の駆動シャッ
ター片の回動角度より大となるように前記回動規制部が設けられていることを特徴とする
請求項５または６に記載の遊技機。
【請求項８】
　前記シャッター部材可動手段は、駆動モータと、前記駆動モータにより回動する回動軸
に固定された第１歯車と、前記第１歯車と噛み合って回動する第２歯車と、前記第２歯車
に噛み合って回動する第３歯車を備え、
　前記第２歯車に前記一端側シャッター部材または前記他端側シャッター部材の何れか一
方の駆動シャッター片が軸着されて前記第２歯車の回動により回動可能とされると共に、
前記第３歯車に他方の駆動シャッター片が取り付けられて前記第３歯車の回動により回動
可能とされたことを特徴とする請求項５から７の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項９】
　前記回動規制部は、前記シャッター部材が前記初期位置から前記可動位置となる際に、
回動角度を前記駆動シャッター片で最大とし、前記駆動シャッター片に従動する従動シャ
ッター片、前記従動シャッター片に順次従動する従動シャッター片の順に、回動角度を小
にすることを特徴とする請求項６から８の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等に代表される遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機においては図柄表示部の遮蔽及び開放を行うシャッター装置として、図柄
表示部の横幅とほぼ等しい横幅からなる細長い複数の遮蔽板を上下昇降式ブラインドのよ
うに設け、図柄表示部の開放時に複数の遮蔽板を重ねて図柄表示装置の上方に収納するも
のがある。
【０００３】
　しかし、従来の遊技機にあっては、図柄表示部が大型化した場合等の際に、遊技機にお
ける遮蔽板の収納スペースが大になって他の構成部品の配置に制約を生じる問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【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】
【０００５】
　本発明は、前記の点に鑑みなされたものであって、表示装置の表示領域前面を少なくと
も一部覆うことが可能なシャッター部材の収納スペースを少なくすることが可能な遊技機
の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明は、画像を表示可能な表示領域を有する表示装置と、前記表示領域の前
面の少なくとも一部を覆うことが可能なシャッター部材と、前記シャッター部材を初期位
置と前記初期位置よりも前記表示領域の前面を広範囲に覆う可動位置とにすることが可能
なシャッター部材可動手段とを備えた遊技機において、前記シャッター部材は、前記初期
位置から前記可動位置となる際に前記表示領域の一端側から前記表示領域の前面を覆う一
端側シャッター部材と、前記表示領域の反対端側から前記表示領域の前面を覆う他端側シ
ャッター部材とよりなり、前記一端側シャッター部材及び前記他端側シャッター部材は、
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前記シャッター部材可動手段により動く駆動シャッター片と前記駆動シャッター片に従動
する従動シャッター片でそれぞれ構成され、前記シャッター部材可動手段は、前記初期位
置では前記駆動シャッター片と前記従動シャッター片を厚み方向に重なった状態とし、前
記可動位置では前記駆動シャッター片と前記従動シャッター片を幅方向にずれて広げた状
態にすることを特徴とする
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１において、前記一端側シャッター部材と前記他端側シャッ
ター部材には、前記初期位置で互いに重なり合うシャッター片の少なくとも一方の重なり
合う面に、前記重なり合う面間の間隔を維持する間隔維持部が設けられていることを特徴
とする。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１または２において、前記駆動シャッター片と前記従動シャ
ッター片の少なくとも一方には、前記可動位置で前記表示領域の少なくとも一部を透視可
能な透視部と、前記透視部よりも透視性の低いあるいは透視不可能な装飾部を有し、前記
表示装置は、前記透視部で透視可能な画像を、前記透視部の動きにあわせて変動させるこ
とを特徴とする。
【０００９】
　請求項４の発明は、請求項１から３の何れか一項において、前記従動シャッター片が、
前記初期位置で重なる複数の従動シャッター片で構成されると共に、前記複数の従動シャ
ッター片の１つが前記駆動シャッター片と係合して従動すると共に、前記複数の従動シャ
ッター片が順次係合して前記駆動シャッター片に従動することを特徴とする。
【００１０】
　請求項５の発明は、請求項４において、前記駆動シャッター片が前記シャッター部材可
動手段の回動軸に取り付けられて前記シャッター部材可動手段で回動可能とされると共に
、所定量回動時に前記複数の従動シャッター片のうち一つと係合して該一つの従動シャッ
ター片を従動させる駆動係合部を備え、前記複数の従動シャッター片が前記回動軸に回動
自由に取り付けられると共に、各従動シャッター片にはそれぞれ所定量回動時に他の一つ
の従動シャッター片と係合して該係合した従動シャッター片を従動させる順次従動係合部
を備え、さらに一つの従動シャッター片には前記駆動シャッター片の前記駆動係合部と係
合する従動係合部を前記順次従動係合部の他に備えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項６の発明は、請求項５において、前記シャッター部材可動手段の回動軸が前記表
示領域の上側に設けられ、前記一端側シャッター部材は前記シャッター部材可動手段の回
動軸に基部側が取り付けられて前記回動軸を回動中心として前記表示領域の左側を上下に
回動可能とされ、前記他端側シャッター部材が前記シャッター部材可動手段の回動軸に基
部側で取り付けられて前記回動軸を中心として前記表示領域の右側を上下に回動可能とさ
れ、前記一端側シャッター部材と前記他端側シャッター部材がそれぞれ前記初期位置から
前記可動位置となる際に前記駆動シャッター片が前記従動シャッター片を従動させて前記
表示領域の前面を上方から下方に向かって回動するようにされると共に、前記駆動シャッ
ター片及び前記従動シャッター片の回動をそれぞれ異なる一定の回動角度に規制する回動
規制部が設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項７の発明は、請求項５または６において、前記可動位置では前記一端側シャッタ
ー部材と前記他端側シャッター部材の前記駆動シャッター片同士が互いの対向辺側で接触
すると共に、前記一端側シャッター部材または前記他端側シャッター部材の何れか一方の
駆動シャッター片の回動角度が他方の駆動シャッター片の回動角度より大となるように前
記回動規制部が設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項８の発明は、請求項５から７の何れか一項において、前記シャッター部材可動手
段が、駆動モータと、前記駆動モータにより回動する回動軸に固定された第１歯車と、前
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記第１歯車と噛み合って回動する第２歯車と、前記第２歯車に噛み合って回動する第３歯
車を備え、前記第２歯車に前記一端側シャッター部材または前記他端側シャッター部材の
何れか一方の駆動シャッター片が軸着されて前記第２歯車の回動により回動可能とされる
と共に、前記第３歯車に他方の駆動シャッター片が取り付けられて前記第３歯車の回動に
より回動可能とされたことを特徴とする。
【００１４】
　請求項９の発明は、請求項６から８の何れか一項において、前記回動規制部は、前記シ
ャッター部材が前記初期位置から前記可動位置となる際に、回動角度を前記駆動シャッタ
ー片で最大とし、前記駆動シャッター片に従動する従動シャッター片、前記従動シャッタ
ー片に順次従動する従動シャッター片の順に、回動角度を小にすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１の発明によれば、前記シャッター部材は、前記初期位置から前記可動位置とな
る際に前記表示領域の一端側から前記表示領域の前面を覆う一端側シャッター部材と、前
記表示領域の反対端側から前記表示領域の前面を覆う他端側シャッター部材とよりなり、
　前記一端側シャッター部材及び前記他端側シャッター部材は、前記シャッター部材可動
手段により動く駆動シャッター片と前記駆動シャッター片に従動する従動シャッター片で
それぞれ構成され、前記シャッター部材可動手段は、前記初期位置では前記駆動シャッタ
ー片と前記従動シャッター片を厚み方向に重なった状態とし、前記可動位置では前記駆動
シャッター片と前記従動シャッター片を幅方向にずれて広げた状態にすることにより、シ
ャッター部材を、一端側シャッター部材と他端側シャッター部材に分けて収納できるため
、収納時に重なるシャッター片の枚数を少なくでき、収納スペースの奥行きを小さくする
ことが可能となる。
【００１６】
　請求項２の発明によれば、一端側シャッター部材と他端側シャッター部材は、前記初期
位置で互いに重なり合うシャッター片の少なくとも一方の重なり合う面に、前記重なり合
う面間の間隔を維持する間隔維持部が設けられていることにより、初期位置と可動位置間
をシャッター片が変動する際に、シャッター片同士の面接触による干渉を防ぐことができ
、スムーズに作動させることが可能となる。
【００１７】
　請求項３の発明によれば、駆動シャッター片と従動シャッター片の少なくとも一方には
、前記可動位置で前記表示領域の少なくとも一部を透視可能な透視部と、前記透視部より
も透視性の低いあるいは透視不可能な装飾部を有し、前記表示装置は、前記透視部で透視
可能な画像を、前記透視部の動きにあわせて変動させるとしたことにより、シャッター片
に画像が表示されているように遊技者に見せることができ、シャッター片を表示装置のよ
うに見せることが可能となり、演出効果を高めることが可能である。
【００１８】
　請求項４の発明によれば、従動シャッター片は、前記初期位置で重なる複数の従動シャ
ッター片で構成されると共に、前記複数の従動シャッター片の１つが前記駆動シャッター
片と係合して従動すると共に、前記複数の従動シャッター片が順次係合して前記駆動シャ
ッター片に従動するとしたことにより、シャッター片個々の大きさを小さくすることがで
き、シャッター片を収納し易くなる。
【００１９】
　請求項５の発明によれば、駆動シャッター片がシャッター部材可動手段の回動軸に取り
付けられて前記シャッター部材可動手段で回動可能とされると共に、所定量回動時に前記
複数の従動シャッター片のうち一つと係合して該一つの従動シャッター片を従動させる駆
動係合部を備え、前記複数の従動シャッター片が前記回動軸に回動自由に取り付けられる
と共に、各従動シャッター片にはそれぞれ所定量回動時に他の一つの従動シャッター片と
係合して該係合した従動シャッター片を従動させる順次従動係合部を備え、さらに一つの
従動シャッター片には前記駆動シャッター片の前記駆動係合部と係合する従動係合部を前
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記順次従動係合部の他に備えることにより、駆動シャッター片に対する従動シャッター片
の従動を簡単な構成で行うことが可能となる。
【００２０】
　請求項６の発明によれば、シャッター部材可動手段の回動軸を表示領域の上側に設け、
前記回動軸に一端側シャッター部材と他端側シャッター部材を取り付けて、前記一端側シ
ャッター部材については前記表示領域の左側を上下に回動可能とし、前記他端側シャッタ
ー部材については前記表示領域の右側を上下に回動可能とし、前記一端側シャッター部材
と前記他端側シャッター部材がそれぞれ前記駆動シャッター片により前記従動シャッター
片を従動させて回動するようにすると共に、前記駆動シャッター片及び前記従動シャッタ
ー片の回動をそれぞれ異なる一定の回動角度に規制する回動規制部を設けた構成としたこ
とにより、シャッター片を表示領域の上側の回動軸両側に分けて収納することができ、収
納スペースの奥行きを小さくすることが可能となる。また、シャッター片の回動量を回動
規制部によって異ならせることにより、表示領域の上部左右両側の初期位置から下方へ向
けてシャッター片を扇のように広げて可動位置にすることができ、初期位置と可動位置と
に容易に変化させることが可能となる。
【００２１】
　請求項７の発明によれば、可動位置では前記一端側シャッター部材と前記他端側シャッ
ター部材の前記駆動シャッター片同士が互いの対向辺側で接触すると共に、前記一端側シ
ャッター部材または前記他端側シャッター部材の何れか一方の駆動シャッター片の回動角
度が他方の駆動シャッター片の回動角度より大となるように前記回動規制部が設けられて
いることにより、可動位置で対向片が接触する駆動シャッター片同士は、回動角度の大き
い駆動シャッター片が他方の駆動シャッター片を対向片で押すことから、一端側シャッタ
ー部材と他端側シャッター部材間に隙間を生じるのを防ぐことが可能となる。
【００２２】
　請求項８の発明によれば、シャッター部材可動手段は、駆動モータと、前記駆動モータ
により回動する回動軸に固定された第１歯車と、前記第１歯車と噛み合って回動する第２
歯車と、前記第２歯車に噛み合って回動する第３歯車を備え、前記第２歯車に前記一端側
シャッター部材または前記他端側シャッター部材の何れか一方の駆動シャッター片が軸着
されて前記第２歯車の回動により回動可能とされると共に、前記第３歯車に他方の駆動シ
ャッター片が取り付けられて前記第３歯車の回動により回動可能とされた構成としたこと
により、一つの駆動モータによって一端側シャッター部材と他端側シャッター部材の両方
を駆動させることができ、駆動機構のためのスペースを小さくすることが可能である。
【００２３】
　請求項９の発明によれば、回動規制部は、シャッター部材が前記初期位置から前記可動
位置となる際に、回動角度を前記駆動シャッター片で最大とし、前記駆動シャッター片に
従動する従動シャッター片、前記従動シャッター片に順次従動する従動シャッター片の順
に、回動角度を小にしたことにより、複数のシャッター片を表示領域の前面で幅方向にず
らして広げた状態にして表示領域を覆うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施例に係る遊技機全体について遊技盤の釘を省略して示す正面図で
ある。
【図２】同遊技機においてプリペイドカードユニットが外された状態の裏面図である。
【図３】同遊技機の制御装置等の接続を簡略に示すブロック図である。
【図４】同遊技機におけるシャッター部材の初期位置と可動位置間の変化を示すセンター
役物の正面図である。
【図５】同遊技機におけるセンター役物の分解斜視図である。
【図６】同遊技機におけるシャッター装置の斜視図である。
【図７】同遊技機におけるシャッター片の正面図である。
【図８】同シャッター片の背面図である。
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【図９】駆動シャッター片（第１シャッター片）の斜視図である。
【図１０】従動シャッター片（第２シャッター片）の斜視図である。
【図１１】他の従動シャッター片（第３シャッター片）の斜視図である。
【図１２】他の従動シャッター片（第４シャッター片）の斜視図である。
【図１３】他の従動シャッター片（第５シャッター片）の斜視図である。
【図１４】スペーサの斜視図である。
【図１５】シャッター装置の分解斜視図である。
【図１６】シャッター部材を省略して示すシャッター部材可動手段の斜視図である。
【図１７】後面カバーを外した状態を示すシャッター部材可動手段の背面側の斜視図であ
る。
【図１８】可動位置の状態のシャッター部材可動手段について前面カバーを外した状態を
示す前面側斜視図である。
【図１９】初期位置の状態のシャッター部材可動手段について前面カバーを外した状態を
示す前面側斜視図である。
【図２０】前面カバー及び第２歯車を外した状態を示すシャッター部材可動手段の前面側
斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下添付の図面に基づき本発明の好適な実施形態を説明する。図１は本発明の一実施例
に係る遊技機について釘を省略して示す正面図、図２は同遊技機の裏面図、図３は同遊技
機の制御装置等の接続を簡略に示すブロック図である。
【００２６】
　図１に示す本実施例の遊技機１は、遊技媒体として遊技球を用いるパチンコ遊技機であ
り、遊技盤３の縁に遊技球の外側ガイドレール４及び内側ガイドレール５が略円形に立設
され、前記内側ガイドレール５によって囲まれた遊技領域６を有する。前記遊技領域６に
は、その中心線上に上部から下部に向かって順に表示装置９、始動入賞口１０、特別電動
役物である大入賞口１５、アウト口１７が配設され、また前記表示装置９の左側には普通
図柄変動開始用ゲート１９が配設され、一方、前記始動口１０の左右には左袖入賞口２３
と右袖入賞口２５、さらには前記大入賞口１５の両側に左落とし入賞口２７と右落とし入
賞口２９が配設されている。前記表示装置９は、遊技に関する情報、例えば所定の遊技状
態となったことを知らせるための情報や、遊技の演出性を高めるための情報、遊技の当否
判定結果を示すための情報等を視覚的に表すことができるもので、表示情報を表示可能な
表示領域を有するものからなり、表示情報を構成する文字又は図柄等の画像を変動表示可
能な液晶，ドットマトリックス若しくはＬＥＤ表示装置等の表示装置からなる。この実施
例の表示装置９は、液晶表示器（ＴＦＴ－ＬＣＤモジュール）で構成され、左下に普通図
柄表示部４５が組み込まれ、その他の大部分が特別図柄表示部４２となっている。前記特
別図柄表示部４２及び前記普通図柄表示部４５が本発明の表示領域に相当する。
【００２７】
　さらに、前記表示装置９の前面外周を覆うようにセンター役物６０が配設されている。
本実施例のセンター役物６０は、図５の分解斜視図に示すように遊技盤３の表示装置用開
口部３ａの前面側に配設される前側表示枠６１と、その背面に組み合わされてセンター役
物６０を前記遊技盤３に取り付ける後側表示枠７０とを備え、後側表示枠７０にシャッタ
ー装置８０が取り付けられている。前記後側表示枠７０は、前記遊技盤３の表示装置用開
口部３ａの背面側から固定される。
【００２８】
　前側表示枠６１は、前記表示装置９の前面と対向する部分に、開口した前側窓部６２が
設けられ、前記表示装置９の画像が表示される表示領域（本実施例では特別図柄表示部４
２及び普通図柄表示部４５で構成される部分）を前側窓部６２を介して遊技者が透視可能
となっている。なお、前側窓部６２の背面側にはプラスチック板またはガラス板からなる
透明部材が表示装置９の保護用に配置される。前記前側表示枠６１の下部は、前記始動入
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賞口１０の真上の部分にステージ６４が形成され、前記ステージ６４で遊技球を受けて揺
動させた後、前記ステージ６４の前端から下方へ落下させるように構成されている。
【００２９】
　後側表示枠７０は、前記表示装置９の表示領域の前面と対応する中央部分に、開口した
後側窓部７１が設けられている。前記後側窓部７１は、前記前側表示枠６１の前側窓部６
２と前記透明部材を介して組み合わされ、前記表示装置９の表示領域を遊技機前面側から
前側窓部６２及び後側窓部７１を通して見ることが可能とされている。また、前記後側表
示枠７０においては、前記後側窓部７１の上部前面側にシャッター装置取付部７３が形成
され、前記シャッター装置取付部７３にシャッター装置８０が取り付けられる。
【００３０】
　シャッター装置８０は、図１に示すように前記表示装置９における表示領域の前面の少
なくとも一部を覆うことが可能なシャッター部材８１を、例えば図４の４－Ａに示すよう
な初期位置と前記初期位置よりも前記表示領域の前面を広範囲に覆う図４の４－Ｃに示す
可動位置との間で変化させるもので、図６に示すように、シャッター部材８１と、シャッ
ター部材可動手段１１０を備える。本実施例では、図４の４－Ａに示したように、シャッ
ター部材８１が前記表示装置９の表示領域を覆わない位置をシャッター部材の初期位置に
している。
【００３１】
　前記シャッター部材８１は、前記初期位置から前記可動位置となる際に前記表示領域の
一端側から前記表示領域の前面を覆う一端側シャッター部材８３と、前記表示領域の反対
端側から前記表示領域の前面を覆う他端側シャッター部材９３とよりなる。
【００３２】
　前記一端側シャッター部材８３及び前記他端側シャッター部材９３は、シャッター部材
可動手段１１０により動く駆動シャッター片と前記駆動シャッター片に従動する従動シャ
ッター片でそれぞれ構成されている。本実施例では、前記一端側シャッター部材８３及び
前記他端側シャッター部材９３は、図６から図１３に示すように一つの駆動シャッター片
８３Ａ，９３Ａと複数の従動シャッター片８３Ｂ～８３Ｅ，９３Ｂ～９３Ｅでそれぞれ構
成されている。前記一端側シャッター部材８３は、前記表示領域の略左半分用として設け
られ、一方、前記他端側シャッター部材９３は、前記表示領域の略右半分用として設けら
れている。前記一端側シャッター部材８３及び前記他端側シャッター部材９３は、シャッ
ター部材可動手段１１０の作動により、図４の４－Ｃまたは図６に示すように、前記可動
位置ではシャッター片の基部を回動中心として各シャッター片が回動して幅方向（図９～
図１３に符号Ｗで示す方向）にずれ、それにより扇状に広がって前記表示領域前面の所定
範囲を覆い、それに対して前記初期位置では図１９に示すように、各シャッター片が厚み
方向（Ｈで示す方向）に重なりあって閉じた状態となる。図７は各シャッター片が扇状に
広がった状態を示す正面図、図８は同状態を示す正面図である。
【００３３】
　図９～図１３に示すように、各シャッター片８３Ａ～８３Ｅ，９３Ａ～９３Ｅは細長い
板状からなり、シャッター部材可動手段１１０の回動軸（図１５に示す回動軸１４１，１
４３）に取り付けるための取付孔８４Ａ～８４Ｅ，９４Ａ～９４Ｅが形成されている。前
記取付孔８４Ａ～８４Ｅ，９４Ａ～９４Ｅのうち、前記駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａ
の取付孔８４Ａ，９４Ａについては、後述するシャッター部材可動手段１１０の駆動モー
タ１２１で回動する断面Ｄ形状の回動軸１４１，１４３（図１５に示す）に、空回りする
ことなく嵌合するように断面Ｄ形状とされている。その他のシャッター片８３Ｂ～８３Ｅ
，９３Ｂ～９３Ｅに形成されている取付孔８４Ｂ～８４Ｅ，９４Ｂ～９４Ｅについては、
図１４に示す後述のスペーサ８６，９６が装着可能とされ、スペーサ８６，９６と共に回
動軸１４１，１４３に装着されて回動軸１４１，１４３に対し回動自由とされる。なお、
前記各シャッター片を順番に呼ぶ場合には、駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａを第１シャ
ッター片、従動シャッター片８３Ｂ，９３Ｂを第２シャッター片、従属シャッター片８３
Ｃ，９３Ｃを第３シャッター片、従属シャッター片８３Ｄ，９３Ｄを第４シャッター片、
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従属シャッター片８３Ｅ，８３Ｅを第５シャッター片とする。
【００３４】
　また、前記一端側シャッター部材８３と前記他端側シャッター部材９３は、それぞれ前
記駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａが表示装置９の表示領域に最も近い側（すなわち遊技
機の裏面側）とされ、駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａの前面側に前記従動シャッター８
３Ｂ～８３Ｅ、９３Ｂ～９３Ｅが、前記取付孔８４Ａ～８４Ｅ，９４Ａ～９４Ｅの位置を
合わせて順次配置される。前記従属シャッター片８３Ｂ～８３Ｅ、９３Ｂ～９３Ｅの取付
孔８４Ｂ～８４Ｅ、９４Ｂ～９４Ｅには、スペーサ８６，９６が装着され、スペーサ８６
，９６によって従動シャッター片８３Ｂ～８３Ｅ、９３Ｂ～９３Ｅの基部における間隔が
調整され、駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａによる従動がスムーズに行われるようになっ
ている。前記スペーサ８６，９６は、中心にシャッター部材可動手段１１０の回動軸が空
転可能に挿通される回動軸貫通孔８７，９７が形成されている。なお、スペーサ８６は一
端側シャッター部材８３のシャッター片用、他方のスペーサ９６は他端側シャッター部材
９３のシャッター片用である。また、前記駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａは、取付孔８
４Ａ，９４Ａの部分が両面に突出していてスペーサの役割をしているため、前記スペーサ
８６，９６の装着が省略される。
【００３５】
　さらに、前記初期位置で互いに重なり合うシャッター片の少なくとも一方の重なり合う
面には、前記重なり合う面間の間隔を維持する間隔維持部８５が設けられている。本実施
例では、前記従動シャッター片８３Ｂ～８３Ｅ，９３Ｂ～９３Ｅの裏面に円弧状突部から
なる間隔維持部８５が形成されている。また、図１７に示すように、シャッター部材可動
手段１１０の取付基板１１１にも、前記駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａと取付基板１１
１との間隔を維持する間隔維持部１１２が円弧状の突部で形成されている。なお、前記取
付基板１１１の間隔維持部１１２は、取付基板１１１においてシャッター片側となる面、
図では取付基板１１１の背面とされている。
【００３６】
　また、本実施例では、前記一端側シャッター部材８３及び前記他端側シャッター部材９
３は、前記表示領域の左右中間位置の上方に配置されているシャッター部材可動手段１１
０の回動軸（図１５の１４１，１４３）に取り付けられて、表示領域上方の初期位置（図
４の４－Ａ）から下方へ回動して可動位置（図４の４－Ｃ）になる。その際、一端側シャ
ッター部材８３は表示領域の左半分上方位置（初期位置）から下方へ向けて回動すること
により、表示領域の左端上部から表示領域の前面をシャッター片８３Ａ～８３Ｅが徐々に
覆い始め、それに対して他端側シャッター部材９３は表示領域の右半分上方位置（初期位
置）から下方へ向けて回動することにより、表示領域の右端上部から表示領域の前面をシ
ャッター片９３Ａ～９３Ｅが徐々に覆い始め、表示領域の左右中間位置の前面で一端側シ
ャッター部材８３の駆動シャッター片８３Ａと他端側シャッター部材９３の駆動シャッタ
ー片９３Ａが、互いに対向する辺８３ＡＫ，９３ＡＫで当接して最終的に可動位置となり
、前記一端側シャッター部材８３と他端側シャッター部材９３により表示領域前面を覆う
範囲が最大となる。なお、初期位置は、前記シャッター部材により表示領域前面を覆わな
い、または覆う程度が最小となる隠蔽最小位置に相当し、一方、前記可動位置は、前記シ
ャッター部材により表示領域前面を覆う範囲が最大となる隠蔽最大位置に相当する。
【００３７】
　前記駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａにより前記従動シャッター片８３Ｂ～８３Ｅ、９
３Ｂ～９３Ｅを従動させるため、前記駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａには駆動係合部Ｌ
Ａ１，ＲＡ１が設けられている。本実施例では、前記駆動係合部ＬＡ１，ＲＡ１は、前記
駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａが可動位置から初期位置へ戻る際の回動方向側（初期位
置側）の辺（側部）８３ＡＳ，９３ＡＳの一部で構成されている。なお、以下において、
各シャッター片において可動位置から初期位置へ戻る際の回動方向側の辺（側部）を初期
位置側の辺（側部）とする。
【００３８】
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　一方、前記駆動シャター片（第１シャッター片）８３Ａ，９３Ａに従動する従動シャッ
ター片（第２シャッター片）８３Ｂ，９３Ｂには、初期位置側の辺８３ＢＳ，９３ＢＳに
、前記駆動係合部ＬＡ１，ＲＡ１と係合可能な従動係合部ＬＢ２，ＲＢ２が従動シャッタ
ー片（第２シャッター片）８３Ｂ，９３Ｂの裏側へ突出した突起として形成されている。
また、前記初期位置側の辺８３ＢＳ，９３ＢＳの一部は、従動シャッター片（第３シャッ
ター片）８３Ｃ，９３Ｃを従動させるための順次従動係合部ＬＢ１，ＲＢ１とされている
。本実施例では、前記従動係合部ＬＢ２，ＲＢ２の隣の部分が順次従動係合部ＬＢ１，Ｒ
Ｂ１とされている。
【００３９】
　前記従動シャッター片（第３シャッター片）８３Ｃ，９３Ｃには、初期位置側の辺８３
ＣＳ、９３ＣＳに、前記従動シャッター片（第２シャッター片）８３Ｂ，９３Ｂの順次従
動係合部ＬＢ１，ＲＢ１と係合可能な順次係合部ＬＣ２，ＲＣ２が従動シャッター片（第
３シャッター片）８３Ｃ，９３Ｃの裏側へ突出した突起として形成されている。また、同
初期位置側の辺８３ＣＳ、９３ＣＳの一部は、従動シャッター片（第４シャッター片）８
３Ｄ，９３Ｄを従動させるための順次従動係合部ＬＣ１，ＲＣ１とされている。本実施例
では、前記順次従動係合部ＬＣ２，ＲＣ２の隣の部分が順次従動係合部ＬＣ１，ＲＣ１と
されている。
【００４０】
　前記従動シャッター片（第４シャッター片）８３Ｄ，９３Ｄには、初期位置側の辺８３
ＤＳ、９３ＤＳに、前記従動シャッター片（第３シャッター片）８３Ｃ，９３Ｃの順次従
動係合部ＬＣ１，ＲＣ１と係合可能な順次従動係合部ＬＤ２，ＲＤ２が従動シャッター片
（第４シャッター片）８３Ｄ，９３Ｄの裏側へ突出した突起として形成されている。また
、同初期位置側の辺８３ＤＳ、９３ＤＳの一部は、従動シャッター片（第５シャッター片
）８３Ｅ，９３Ｅを従動させるための順次従動係合部ＬＤ１，ＲＤ１とされている。本実
施例では、前記順次従動係合部ＬＤ２，ＲＤ２の隣の部分が順次従動係合部ＬＤ１，ＲＤ
１とされている。
【００４１】
　前記従動シャッター片（第５シャッター片）８３Ｅ，９３Ｅには、初期位置側の辺８３
ＥＳ，９３Ｓに、前記従動シャッター片（第４シャッター片）８３Ｄ，９３Ｄの駆動係合
部ＬＤ１，ＲＤ１と係合可能な順次従動係合部ＬＥ２，ＲＥ２が従動シャッター片（第５
シャッター片）８３Ｅ，９３Ｅの裏側へ突出した突起として形成されている。
【００４２】
　また、本実施例では前記駆動シャッター片（第１シャッター片）８３Ａ，９３Ａ及び従
動シャッター片（第２、第３シャッター片）８３Ｂ，８３Ｃ，９３Ｂ，９３Ｃは、前記可
動位置で表示領域の少なくとも一部を透視可能な透視部Ｔと、前記透視部Ｔより透視性の
低いあるいは透視不可能な装飾部Ｆを有する。前記透視部Ｔは、無色透明あるいは光を透
過可能な着色透明あるいは半透明とされ、一方、前記装飾部Ｆは、前記透視部Ｔよりも透
視性の低いあるいは透視不可能に着色されている。図示の例では、透視部Ｔは駆動シャッ
ター片８３Ａ，９３Ａ及び従動シャッター片８３Ｂ，８３Ｃ，９３Ｂ，９３Ｃの先端側に
円形窓状に形成され、その他の部分が装飾部Ｆとされている。前記装飾部Ｆには、模様等
が適宜設けられる。また、本実施例では、その他の従動シャッター片（第４、第５シャッ
ター片）８３Ｄ，８３Ｅ，９３Ｄ，９３Ｅについては、全体が前記透視部Ｔよりも透視性
の低いあるいは透視不可能な装飾部で構成されている。
【００４３】
　シャッター部材可動手段１１０は、図１５～図２０に示すように取付基板１１１と駆動
モータ１２１及び第１歯車１３１、第２歯車１３３、第３歯車１３７等からなり、前記後
側表示枠７０の上部のシャッター装置取付部７３に取り付けられる。以下、シャッター部
材可動手段１１０について詳述する。
【００４４】
　図１５はシャッター装置の分解斜視図、図１６は前記シャッター部材を省略して示すシ
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ャッター部材可動手段の斜視図、図１７は後面カバーを外した状態を示すシャッター部材
可動手段の背面側斜視図、図１８は可動位置の状態のシャッター部材可動手段について前
面カバーを外した状態を示す前面側斜視図、図１９は初期位置の状態のシャッター部材可
動手段について前面カバーを外した状態を示す前面側斜視図、図２０は前面カバー及び第
２歯車を外した状態を示すシャッター部材可動手段の前面側斜視図である。
【００４５】
　前記取付基板１１１には、駆動モータ１２１が回動軸（回転軸）１２２を遊技機前面側
へ向けて取り付けられ、前記取付基板１１１の前面側で前記駆動モータ１２１の回動軸１
２２に第１歯車１３１が固定され、さらに、前記第１歯車１３１に噛み合って回動する第
２歯車１３３と、前記第２歯車１３３と噛み合って回動する第３歯車１３７が前記取付基
板１１１の前面側に取り付けられている。前記第２歯車１３３は、第１歯車１３１と噛み
合う主歯車１３４と第３歯車と噛み合う副歯車１３５が同軸で設けられ、前記第２歯車１
３３の中心には第２回動軸１４１が嵌合し、前記第２歯車の回動により第２回動軸１４１
が回動する。前記第２回動軸１４１は取付基板１１１の背面側に突出して設けられ、前記
第２回動軸１４１に、前記一端側シャッター部材８３の各シャッター片８３Ａ～８３Ｅが
取り付けられる。また、前記第２回動軸１４１は一端側が前記第２歯車１３３との嵌合用
に断面Ｄ形状とされ、他端側が前記駆動用シャッター片８３Ａの断面Ｄ形状の取付孔８４
Ａとの嵌合用に断面Ｄ形状とされている。一方、前記第３歯車１３７の中心には第３回動
軸１４３が嵌合し、前記第３歯車１３７の回動により第３回動軸１４３が回動する。前記
第３回動軸１４３は取付基板１１１の背面側に突出して設けられ、前記第３回動軸１４３
に、前記他端側シャッター部材９３の各シャッター片９３Ａ～９３Ｅが取り付けられる。
前記第３回動軸１４３は一端側が前記第３歯車１３７との嵌合用に断面Ｄ形状とされ、他
端側が前記駆動用シャッター片９３Ａの断面Ｄ形状の取付孔９４Ａとの嵌合用に断面Ｄ形
状とされている。前記第２回動軸１４１及び第３回動軸１４３は本発明においてシャッタ
ー片が取り付けられる回動軸に相当する。なお、前記取付基板１１１の背面に取り付けら
れる後面カバー１１３の内面には回動軸保持部材用凹部１１４が形成されており、前記回
動軸保持部材用凹部１１４に回動可能に配置された円盤状回動保持部材１１５，１１６に
、前記第２回動軸１４１の先端及び前記第３回動軸１４３の先端が挿入保持される。また
、前記取付基板１１１の前面側に取り付けられる前面カバー１１８には、前記第１歯車１
３１、第２歯車１３３、第３歯車１３５の軸を挿入保持する孔が形成されている。
【００４６】
　また、前記第２歯車１３７には、前記シャッター部材８１の初期位置と可動位置を検出
するための検出部１３８が腕状に形成されている。前記検出部１３８は先端が取付基板１
１１側に屈曲した形状からなり、また、前記取付基板１１１には、前記シャッター部材８
１が前記初期位置となった際に前記検出部１３８が位置することとなる場所に初期位置検
出センサ１５１が設けられ、一方前記可動位置となった際に前記検出部１３８が位置する
こととなる場所に可動位置検出センサ１５３が設けられている。前記初期位置検出センサ
１５１及び前記可動位置検出センサ１５３は、公知の検出器、例えばフォトセンサ等で構
成される。なお、前記第２歯車１３３と前記第３歯車１３７には、取り付け時における正
しい取付位置を示すマーク１３９，１４０が設けられており、そのマーク１３９，１４０
を合わせて取り付けることにより、正しく組み付けることができるようになっている。
【００４７】
　また、前記取付基板１１１の下面には、前記シャッター部材８１の各シャッター片８３
Ａ～８３Ｅ、９３Ａ～９３Ｅの回動角度を規制する回動規制部１６１が、図１６に示すよ
うに設けられている。本実施例の回動規制部１６１は、前記取付基板１１１から後側カバ
ー１１３へ向けて突出形成され、かつ左右両側が段形状となっている。前記段形状は、前
記可動位置で前記駆動シャッター片（第１シャッター片）８３Ａ，９３Ａが当接する先端
で横幅が狭く、同可動位置で前記従動シャッター片（第５シャッター片）８３Ｅ，９３Ｅ
が当接する基部で横幅が大になるように前記シャッター片の数に合わせて階段状になって
いる。具体的には、先端側から基部側へ順に第１回動規制部１６２Ａ，１６３Ａ、第２回
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動規制部１６２Ｂ，１６３Ｂ、第３回動規制部１６２Ｃ，１６３Ｃ、第４回動規制部１６
２Ｄ，１６３Ｄ、第５回動規制部１６２Ｅ，１６３Ｅが設けられている。前記第１回動規
制部１６２Ａ，１６３Ａは駆動シャッター片（第１シャッター片）８３Ａ，９３Ａ用、第
２回動規制部１６２Ｂ，１６３Ｂは従動シャッター片（第２シャッター片）８３Ｂ，９３
Ｂ用、第３回動規制部１６２Ｃ，１６３Ｃは従動シャッター片（第３シャッター片）８３
Ｃ，９３Ｃ用、第４回動規制部１６２Ｄ，１６３Ｄは従動シャッター片（第４シャッター
片）８３Ｄ，９３Ｄ用、第５回動規制部１６２Ｅ，１６３Ｅは従動シャッター片（第５シ
ャッター片）８３Ｅ，９３Ｅ用とされている。これにより、前記初期位置から可動位置へ
シャッター片が回動する際に、駆動シャッター片（第１シャッター片）８３Ａ，９３Ａで
回動角度が最大となり、従動シャッター片（第２～第３シャッター片）８３Ｂ～８３Ｅ、
９３Ｂ～９３Ｅの順に回動角度が小さくなる。また、前記回動規制部１６１の段形状は、
前記可動位置で扇状に前記シャッター片８３Ａ～８３Ｅ、９３Ａ～９３Ｅが広がった際に
、隣り合うシャッター片同士の側部が所定量重なるようにされ、隣り合うシャッター片間
に隙間を生じないようにされる。さらに、前記可動位置で対向片が接触する駆動シャッタ
ー片（第１シャッター片）８３Ａ，９３Ａ用の第１回動規制部１６２Ａ，１６３Ａは、回
動規制部１６１の中心からの距離ｅ，ｆについて、一方の駆動シャッター片用の回動規制
部（本実施例では１６３Ａ）の距離ｆが他方（１６２Ａ）の距離ｅより小とされ、それに
より、前記駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａが前記可動位置で当接してもさらに一方の駆
動シャッター片９３Ａが所要量回動して、他方の駆動シャッター片８３Ａとの当接をより
確実にする。
【００４８】
　前記シャッター部材可動手段１１０によれば、前記駆動モータ１２１の回動軸１２２が
一方向へ回動すると第１歯車１３１を介して前記第２歯車１３３及び前記第３歯車１３７
が互いに反対方向へ回転する。その際、前記可動位置（隠蔽最大位置）から前記初期位置
（隠蔽最小位置）へ回動すると、前記駆動シャッター片（第１シャッター片）８３Ａ，９
３Ａが左右の上方へ所定量回動した時点で、前記駆動係合部ＬＡ１，ＲＡ１が前記従動シ
ャッター片（第２シャッター片）８３Ｂ，９３Ｂの従動係合部ＬＢ２，ＲＢ２に係合し、
前記従動シャッター片（第２シャッター片）８３Ｂ，９３Ｂを駆動シャッター片（第１シ
ャッター片）８３Ａ，９３Ａに従動して回動させる。また、前記従動シャッター片（第２
シャッター片）８３Ｂ，９３Ｂが所定量回動した時点で、前記従動シャッター片（第２シ
ャッター片）８３Ｂ，９３Ｂの順次従動係合部ＬＢ１，ＲＢ１が従動シャッター片（第３
シャッター片）８３Ｃ，９３Ｃの突起状順次従動係合部ＬＣ２，ＲＣ２に係合して前記従
動シャッター片（第３シャッター片）８３Ｃ，９３Ｃを前記従動シャッター片（第２シャ
ッター片）８３Ｂ，９３Ｂに従動して回動させる。また、前記従動シャッター片（第３シ
ャッター片）８３Ｃ，９３Ｃが所定量回動した時点で、前記従動シャッター片（第３シャ
ッター片）８３Ｃ，９３Ｃの順次従動係合部ＬＣ１，ＲＣ１が従動シャッター片（第４シ
ャッター片）８３Ｄ，９３Ｄの突起状順次従動係合部ＬＤ２，ＲＤ２に係合して前記従動
シャッター片（第４シャッター片）８３Ｄ，９３Ｄを前記従動シャッター片（第３シャッ
ター片）８３Ｃ，９３Ｃに従動して回動させる。また、前記駆動シャッター片（第４シャ
ッター片）８３ＡＤ，９３Ｄが所定量回動した時点で、前記従動シャッター片（第４シャ
ッター片）８３Ｄ，９３Ｄの順次従動係合部ＬＤ１，ＲＤ１が従動シャッター片（第５シ
ャッター片）８３Ｅ，９３Ｅの突起状順次従動係合部ＬＥ２，ＲＥ２に係合して前記従動
シャッター片（第５シャッター片）８３Ｅ，９３Ｅを前記従動シャッター片（第４シャッ
ター片）８３Ｄ，９３Ｄに従動して回動させ、これにより、駆動シャッター片（第１シャ
ッター片）８３Ａ，９３Ａに順次従動して従動シャッター片（第２～第５シャッター片）
８３Ｂ～８３Ｅ、９３Ｂ～９３Ｅが回動し、最終的に前記シャッター片８３Ａ～８３Ｅ、
９３Ａ～９３Ｅが厚み方向に重なり合って表示領域上方の初期位置に収納される。このと
き、前記検出部１３８が前記初期位置検出センサ１５１の位置となることにより初期位置
が検出され、前記駆動モータ１２１が停止し、前記初期位置に各シャッター片が保持され
る。
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【００４９】
　それに対して、前記駆動モータ１２１の回動軸が逆転して前記表示領域上方の初期位置
から駆動シャッター片（第１シャッター片）８３Ａ，９３Ａが下方へ回動する際には、前
記駆動係合部ＬＡ１，ＲＡ１及び順次従動係合部ＬＢ１～ＬＤ１，ＲＢ１～ＲＤ１と前記
従動係合部ＬＢ２，ＲＢ２及び突起状の順次従動係合部ＬＣ２～ＬＥ２，ＲＣ２～ＲＥ２
の係合によって、従動シャッター片（第２～第５シャッター片）８３Ｂ～８３Ｅ，９３Ｂ
～９３Ｅは自由な下方回動が妨げられ、前記駆動シャッター片（第１シャッター片）８３
Ａ，９３Ａの下方回動に合わせて自重で下方へ回動する。その際、前記表示領域の前面が
上部左右端からシャッター部材８１で覆われ始め、前記回動が進行するにしたがい、シャ
ッター部材８１で覆われる範囲が広がる。そして、駆動シャッター片（第１シャッター片
）８３Ａ，９３Ａが他のシャッター片と共に所定量回動すると、前記従動シャッター片（
第５シャッター片）８３Ｅ，９３Ｅが前記第５回動規制部１６２Ｅ，１６３Ｅと当接して
下方へ回動するのが阻止され、その位置で保持される。さらに前記駆動シャッター片（第
１シャッター片）８３Ａ，９３Ａが下方へ回動すると、次に従動シャッター片（第４シャ
ッター片）８３Ｄ，９３Ｄが前記第４回動規制部１６２Ｄ，１６３Ｄに当接して下方へ回
動するのが阻止され、その位置で保持される。そして更に前記駆動シャッター片（第１シ
ャッター片）８３Ａ，９３Ａが下方へ回動すると、次に前記従動シャッター片（第３シャ
ッター片）８３Ｃ，９３Ｃが前記第３回動規制部１６２Ｃ，１６３Ｃと当接して下方への
回動が阻止され、次に前記従動シャッター片（第２シャッター片）８３Ｂ，９３Ｂが前記
第２回動規制部１６２Ｂ，１６３Ｂと当接して下方への回動が阻止され、それぞれ回動阻
止位置で保持される。最後に前記駆動シャッター片（第１シャッター片）８３Ａ，９３Ａ
が、対向する辺８３ＡＫ，９３ＡＫ同士で当接すると、前記第１回動規制部１６２Ａと一
方の駆動シャッター片８３Ａが当接して回動が阻止され、前記一方の駆動シャッター片８
３Ａはその位置で停止する。しかし、他方の駆動シャッター片９３Ａはさらに所定量回動
して前記第１回動規制部１６３Ａと当接し、それにより回動が阻止され、その位置で停止
する。それによって、先に停止した駆動シャッター片８３Ａが、後に停止した駆動シャッ
ター片９３Ａによって押され、両駆動シャッター片８３Ａ，９３Ａ間に隙間を生じるのが
防止される。これによって、前記各シャッター片は、前記表示領域の前面を覆う量が最大
の可動位置となる。また、このとき、前記検出部１３８が前記可動位置検出センサ１５３
の位置となることによって可動位置が検出され、それにより前記駆動モータ１２１の回転
が停止し、前記可動位置に各シャッター片が保持される。
【００５０】
　なお、図１における符号Ｆ１は外枠、Ｆ２は外枠Ｆ１に取り付けられた前枠、Ｇは前枠
Ｆ２に開閉可能にヒンジで取り付けられたガラス枠である。さらに、本実施例の遊技機１
には、プリペイドカードニット５５が接続されている。
【００５１】
　また、前記遊技機１の前面側には、枠飾り右ランプ３５ａ、枠飾り左ランプ３５ｂから
なるランプ装置、払い出された遊技球を受けるための上側球受け皿３６、該上側球受け皿
３６の飽和時に遊技球を受けるための下側球受け皿３７、効果音等を発するスピーカ３８
、遊技者の発射操作に応じて遊技球を遊技領域６に向けて弾発発射する発射装置５３等が
それぞれ組み付けられている。符号５４は操作レバーである。
【００５２】
　遊技を制御するための複数の制御基板や装置等は、遊技機１の裏側に設けられている。
前記各制御基板には制御回路が設けられている。図２はプリペイドカードユニット５５が
外された状態の遊技機１の裏面を示すもので、制御基板の主なものとして、主制御基板２
００、表示制御基板２１０、払出制御基板２２０、電源基板２３０が示されている。また
、前記主制御基板２００で隠れている位置にはランプ制御基板、音声制御基板が配置され
ている。各制御基板はそれぞれ、あるいは複数まとめてケース体に収容されている。符号
２５１は遊技機設置島から流れてくる遊技球を受け取って一旦溜めるためのタンク、符号
２５３は前記タンク２５１から払出装置２５５へ遊技球を流下させるタンクレール、符号
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２５６はカードインターフェィス接続部である。図３は、主な制御基板の電気的接続を示
すブロック図である。
【００５３】
　前記主制御基板は、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ，複数のカウンタを備えたコンピュータと
、該コンピュータと表示制御基板や音声制御基板等とをサブ制御回路を介して結ぶ入出力
回路と、前記コンピュータと払出制御基板等とを結ぶ入出力回路を備え、遊技の当否判定
や各制御基板に対する制御等、遊技の主な制御を行う。また、本実施例では、前記主制御
基板は前記駆動モータ１２１に対する駆動制御手段としても機能し、前記初期位置検出セ
ンサ１５１および前記可動位置検出センサ１５３の検出状態に応じて、あるいは遊技状態
に応じて駆動モータ１２１を制御する。さらに本実施例において前記主制御基板は、前記
表示装置９の表示領域に表示されて前記シャッター片の透視部Ｔで透視可能な画像を、前
記シャッター部材が初期位置から可動位置へ、あるいはその逆に回動する際に、前記透視
部Ｔの動きに合わせて変動させる変動態様を、複数の変動態様の中から選択する変動態様
選択手段としても機能する。それに対して、前記表示制御基板は、表示装置の制御、すな
わち前記特別図柄表示部４２及び普通図柄表示部４５の制御を行う。なお、前記表示制御
基板は、前記表示装置９の背面側に配置される。また、前記音声制御基板は前記スピーカ
３８からの音声を制御し、前記ランプ制御基板は前記ランプ装置等の制御を行い、前記払
出制御基板は払出装置（賞球払出装置及び球貸払出装置）による賞球及び貸球の払出を制
御する。
【００５４】
　前記遊技機１では、前記遊技領域６へ向けて前記発射装置５３により発射された遊技球
が、前記種々の入賞口に入賞すると入賞口に応じた所定数の遊技球が賞球として上側球受
け皿３６に払い出される。また、前記普通図柄変動開始用ゲート１９を遊技球が通過する
と、小当たり判定・普通図柄決定用乱数値が取得され、その取得乱数値に基づいて普通図
柄の当たり（小当たり）判定が行われ、前記普通図柄表示部４５で普通図柄が変動を開始
し、所定時間変動後に停止する。その際、前記普通図柄の当たり判定結果が小当たりの場
合には、小当たり普通図柄、この例では奇数で停止し、前記始動入賞口１０の２つの可動
片１０ａ，１０ｂが背面の始動入賞口用ソレノイドによって略垂直で入賞し難い狭小開放
状態（通常状態）から略Ｖ字形（逆ハの字形）の入賞し易い拡開開放状態に変化し、遊技
球が入賞し易くなる。そして、前記始動入賞口１０に遊技球が入賞すると、所定数の遊技
球が賞球として払い出される。
【００５５】
　また、前記始動入賞口１０に遊技球が入賞すると、大当たり当否判定用乱数値及び大当
たり確定特別図柄の組合せ決定用乱数値、変動態様の取得、および前記表示装置９におい
て前記シャッター部材８１の透視部Ｔに対応した位置に表示される画像として用意されて
いる複数の画像から表示画像の選択取得（表示情報選択手段による選択）が行われ、取得
値が主制御基板のＲＯＭに記憶されると共に保留記憶数が１加算される。そして、前記表
示装置９の特別図柄表示部４２で、判定図柄としての特別図柄の変動が開始されるときに
保留記憶数が１減算されて保留記憶数が０になるまでこの動作が繰り返される。本実施例
では、保留記憶数の上限は４個とされている。また、前記主制御基板のＣＰＵは、特別図
柄の変動ごとに記憶している前記取得値にしたがってサブ制御基板にコマンドを送信する
。サブ制御基板は、主制御基板からのコマンドにより図柄の変動態様やランプ、音声の変
動態様等を制御している。なお、前記取得された大当たり当否判定用乱数値に基づいて大
当たりの当否判定が行われ、所定時間変動後に特別図柄が停止する。
【００５６】
　前記大当たりの当否判定結果が大当たりの場合には、前記特別図柄表示部１０に大当た
り確定特別図柄組合せ、この例では『１，１，１』（いわゆる‘１’のぞろ目）や『２，
２，２』（いわゆる‘２’のぞろ目）等、同一数字の組合せ）で停止表示され、遊技者に
有利な大当たり遊技（特別遊技）に移行する。前記特別遊技状態になると、前記大入賞口
１５の開閉板１６が開いて遊技領域６の表面を落下してくる遊技球を受け止め易くして、
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大入賞口１５へ入賞可能にし、該大入賞口１５への入賞があると、所定数の遊技球が賞球
として払い出される。前記開閉板１６は、所定時間（例えば２９．５秒）経過後、或いは
入賞球数が所定個数（例えば１０個）となった時点で閉じるようにされている。また、前
記大入賞口１５の開放中又は大入賞口１５が閉じてから約２秒以内に、大入賞口内の特定
領域入賞口１５ａへの入賞球が検出されると、前記大当たりを再度繰り返す継続権利が発
生し、所定最高回数（例えば最高１６回）、前記開閉板１６の開放を繰り返すようになっ
ている。
【００５７】
　さらに、本実施例では、前記始動入賞口１０に遊技球が入賞した際に選択された変動態
様が前記シャッター部材８１を使った変動態様の場合、前記サブ制御基板は駆動モータ１
２１の作動コマンドと、可動表示装置９の表示領域（本実施例では表示領域のうち特別図
柄表示部４２）における演出開始コマンドが出される。すなわち、図４の４－Ａ～４－Ｃ
に示すように、前記シャッター部材８１が初期位置である表示装置９の表示領域の前面上
方から下方へ回動して、前記可動位置になる際に、前記シャッター片の透視部Ｔで覆われ
る前記表示装置９の表示領域に表示される画像（図では文字）を、前記透視部Ｔで透視可
能とする。その際、前記表示装置９の表示領域では、前記透視部Ｔで透視される画像が前
記表示制御基板の制御により変化する。本実施例では、前記透視部Ｔにより透視可能な画
像（図では文字）を、透視部Ｔの動きに合わせて変動（移動）させている。例えば、図４
に示すように、前記表示領域において前記透視部Ｔによって透視される部位に、透視部Ｔ
の動きに合わせて「リ」、「ー」、「チ」の文字を順に変動表示している。これによって
、あたかも画像の描かれているシャッター片が変動しているように遊技者に見せることが
でき、遊技者の注意を惹きつけることができる。前記シャッター部材８１が可動位置にな
ると、前記可動位置検出センサ１５３による前記検出部１３８の検出によって前記駆動モ
ータ１２１が停止する。さらに、前記シャッター片には透視部Ｔよりも透視性の低いある
いは透視不可能な装飾部Ｆが存在するため、前記表示装置９の表示領域において、透視部
Ｔで透視される部分とその他の部分が、あたかも別々の表示装置のような印象を遊技者に
抱かせることも可能である。
【００５８】
　また、前記表示装置９において前記透視部Ｔに対応した位置に表示される画像を複数設
定しておき、その複数の中から選択することにより、シャッター部材８１が遊技者に常に
一定の印象となるのを防ぐことができ、違ったシャッター部材８１によって表示領域の前
面が覆われたように見せることができるので、遊技の演出性が向上する。
【００５９】
　また、前記シャッター部材８１が前記表示領域上方の初期位置に戻る際にも、前記表示
装置９の表示領域において前記透視部Ｔで透視される部位の表示を前記透視部Ｔの動きに
合わせて変動させることで、遊技者にあたかも画像が描かれているシャッター片が変動し
ているように見せることができ、遊技者の注意を惹きつけることができる。
【００６０】
　前記シャッター部材８１が初期位置となり、前記初期位置検出センサ１５１により前記
検出部１３８が検出されると、前記駆動モータ１２１の作動が停止する。前記シャッター
部材８１が初期位置になると、本実施例では表示領域が前記シャッター部材８１で覆われ
ることなく完全に露出し、表示装置９の表示が前記シャッター部材８１によって妨げられ
ることなく遊技者に視認可能となる。また、初期位置では遊技者からシャッター部材が視
認できないように配置されているため、シャッター部材が可動したときに突然遊技者の前
にシャッター部材が現れる演出が可能となり、遊技者が遊技に飽きるのを防止することが
可能になっている。
【００６１】
　なお、前記透視部Ｔにより透視可能な画像を、透視部Ｔの動きに合わせて変動させるこ
とは次のようにして行われる。本実施例では、前記駆動モータ１２１の回動速度を一定と
すれば、シャッター部材８１の回動速度はほぼ一定となるため、予めシャッター部材８１
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の回動速度、すなわち透視部Ｔの移動速度を算出することが可能であり、さらには前記透
視部Ｔが他のシャッター片の装飾部Ｆと重ならなくなって前記表示領域を透視可能となる
時点も算出可能である。そのため、前記のように駆動モータ１２１の作動開始と表示装置
９の表示領域における演出開始に関するコマンドを同時に出力し、かつ、コマンドを受け
て透視部Ｔが他のシャッター片の装飾部Ｆで邪魔されなくなるまでにかかる時間と同じ時
間で表示装置９の表示領域における表示画面が切り替わり始めるように設定しておき、さ
らに、透視部Ｔの動きと同じ速さで表示画面を切り替えることで、透視部Ｔの動きと、透
視部Ｔによって透視される表示領域における画像の変動を合わせている。また、最初にサ
ブ制御基板から出力されるコマンドには、各演出に合わせてシャッター部材８１が初期位
置から可動位置になって可動位置で一定時間停止した後に初期位置に戻る一連の動作が含
まれている。
【００６２】
　本発明は、前記のように、表示領域の前面の少なくとも一部を覆うことが可能なシャッ
ター部材を、一端側シャッター部材と他端側シャッター部材とにより分けて構成し、初期
位置では各シャッター片が重なり、可動位置では幅方向にずれて広がるようにしたため、
シャッター部材の収納スペースを少なくすることが可能となり、表示装置の表示領域が大
きくなっても、シャッター部材の収納スペース増大を抑えることができ、他の装置の配置
等に対する制約を少なくすることが可能となる。
【００６３】
　さらに、本実施例のように、表示領域の上方に回動軸を設けてその回動軸の左右に一端
側シャッター部材と他端側シャッター部材を分けて取り付け、前記回動軸を中心として一
端側シャッター部材と他端側シャッター部材が表示領域の上方左右から下方へ回動するこ
とにより初期位置から可動位置になり、また下方の可動位置から左右上方へ回動して初期
位置へ戻るようにすれば、遊技者は、表示領域の前面で扇状に開閉するシャッター部材の
動きと表示領域の表示と合わせて遊技の演出を楽しむことが可能となる。
【００６４】
　なお、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲で
変更可能である。例えば、遊技機はパチンコ遊技機に限定されず、他の遊技機であっても
よい。また、前記シャッター部材は、左右水平方向や上下垂直方向に動くものでも、ある
いは表示領域の下側に回動軸を設けて表示領域下側の初期位置から上方へ回動して可動位
置となるものでもよい。さらに、駆動モータに代えてソレノイド等の他の駆動源を用いて
もよい。また、透視部は本実施例のように一部のシャッター片に設けるのではなく、全て
のシャッター片に設けたり、一部あるいは全てのシャッター片に複数箇所設けたりしても
よい。さらに、シャッター片の数も限定されるものではなく、表示領域の大きさ等に応じ
て変更してもよい。また、一端側シャッター部材と他端側シャッター部材とでシャッター
片の数を異ならせたり、形状やサイズを異ならせたりしてもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　　１　遊技機
　　３　遊技盤
　　６　遊技領域
　　９　表示装置
　５３　発射装置
　８０　シャッター装置
　８１　シャッター部材
　８３　一端側シャッター部材
　８３Ａ　駆動シャッター片（第１シャッター片）
　８３Ｂ～８３Ｅ　従動シャッター片（第２～第５シャッター片）
　８５　間隔維持部
　９３　他端側シャッター部材
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　９３Ａ　駆動シャッター片（第１シャッター片）
　９３Ｂ～９３Ｅ　従動シャッター片（第２～第５シャッター片）
　１１０　シャッター部材可動手段
　１３３　第２歯車
　１３７　第３歯車
　１４１　第２回動軸
　１４３　第３回動軸
　１３１　第１歯車
　１６１　回動規制部
　ＬＡ１，ＲＡ１　駆動係合部
　ＬＢ１～ＬＤ１，ＬＣ２～ＬＥ２，ＲＢ１～ＲＢＤ，ＲＣ２～ＲＥ２　順次従動係合部
　ＬＢ２，ＲＢ２　従動係合部
　ＬＣ２～ＬＥ２，ＲＣ２～ＲＥ２
　Ｔ　透視部
　Ｆ　装飾部
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