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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数種類の識別情報を表示可能な変動表示装置を有し、該変動表示装置の表示領域におけ
る変動表示ゲームの結果に基づき所定の遊技価値を付与可能であるとともに、前記遊技価
値が付与される確率が高まる確率変動状態を発生可能な遊技機であって、
　前記所定の遊技価値には、遊技者にとって有利な特別遊技状態を含み、
　前記変動表示装置は、
　前記表示領域を視認可能な表示用開口部を有する装飾枠体と、
　該装飾枠体に取り付けられ、遊技状態の報知及び演出を行う報知演出ユニットと、を備
え、
　前記報知演出ユニットは、
　前記確率変動状態になることの報知及び装飾演出を行う第１報知演出部材と、
　該第１報知演出部材の上方又は下方に配置されて、前記確率変動状態ではない非確率変
動状態になることの報知及び装飾演出を行う第２報知演出部材と、
　前記第１報知演出部材の前面を覆う閉状態と前記第１報知演出部材の前面を覆わない開
状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第１ハーフミラーと、
　前記第２報知演出部材の前面を覆う閉状態と前記第２報知演出部材の前面を覆わない開
状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第２ハーフミラーと、
　前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材を連動させて回転駆動する報知演出駆動
機構と、
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　前記第１ハーフミラーを回転駆動する第１ミラー駆動機構と、
　前記第２ハーフミラーを前記第１ハーフミラーとは別個に回転駆動する第２ミラー駆動
機構と、
　前記第１報知演出部材を前面から視認可能な第１開口部、及び前記第２報知演出部材を
前面から視認可能な第２開口部を有し、当該報知演出ユニットを前記装飾枠体に取り付け
るための取付ベースと、を備え、
　前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材は、
　表面が前面に向いた前向き状態と後面に向いた後向き状態とに変化できるように回転可
能とされ、前記前向き状態において前記確率変動状態になるか否かの報知を行う報知部材
と、
　該報知部材に背中合わせに取り付けられ、該報知部材と一体に回転可能とされて、該報
知部材が後向き状態のときに表面が前向きになって装飾演出を行うレンズ部材と、
　前記報知部材と前記レンズ部材との間に配設されて前記レンズ部材を後面から照射する
発光源と、をそれぞれ有し、
　前記第１報知演出部材は、
　略半球状に形成した前記報知部材の膨出した表面に形成された報知面により確率変動状
態になることの報知を行う構成であり、
　前記第２報知演出部材は、
　略半球状に形成した前記報知部材の膨出した表面に形成された報知面により非確率変動
状態になることの報知を行う構成であり、
　常態では、前記報知部材が前記後向き状態となって前記レンズ部材が前向きになるとと
もに、該レンズ部材の前面を覆うように前記第１ハーフミラーと第２ハーフミラーがそれ
ぞれ前記閉状態となり、前記発光源により前記レンズ部材が後方から照射されることで、
当該レンズ部材に施された装飾が前面側から視認可能に構成され、
　前記確率変動状態になるか否かを報知する場合には、前記第１報知演出部材と前記第２
報知演出部材の報知部材の報知面が前面側に位置するように各報知部材が前記前向き状態
に回転し、何れかのハーフミラーが前記開状態に回転して何れかの報知部材の報知面が露
出することで、前記確率変動状態になるか否かを報知することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記第１ハーフミラーと第２ハーフミラーは、回転駆動されてその半球状の膨出面が前面
側に位置した状態を閉状態とし、回転駆動されてその半球状の膨出面が奥手側に位置した
状態を開状態とするように構成され、
　前記確率変動状態になるか否かを報知する場合には、
　まず前記第１ハーフミラーと第２ハーフミラーが回転駆動されて前記開状態となった状
態で、前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材の報知部材が回転動作を所定時間継
続して行い、前記所定時間が経過すると、前記レンズ部材が前面側に位置するように前記
後向き状態で各報知部材が回転を停止し、
　次いで各ハーフミラーが回転駆動されて前記閉状態とされ、各ハーフミラーが各報知部
材を覆った状態で前記報知面が前面側に位置するように各報知部材が回転駆動されて前記
前向き状態とされ、その後何れかのハーフミラーを前記開状態に回転させて前記報知を行
うことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
前記レンズ部材に施された装飾は、立体オブジェクトであることを特徴とする請求項１又
は請求項２のいずれかに記載の遊技機。
【請求項４】
複数種類の識別情報を表示可能な変動表示装置を有し、該変動表示装置の表示領域におけ
る変動表示ゲームの結果に基づき所定の遊技価値を付与可能であるとともに、前記遊技価
値が付与される確率が高まる確率変動状態を発生可能な遊技機であって、
　前記所定の遊技価値には、遊技者にとって有利な特別遊技状態を含み、
　前記変動表示装置は、
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　前記表示領域を視認可能な表示用開口部を有する装飾枠体と、
　該装飾枠体に取り付けられ、遊技状態の報知及び演出を行う報知演出ユニットと、を備
え、
　前記報知演出ユニットは、
　前記確率変動状態になることの報知及び装飾演出を行う第１報知演出部材と、
　該第１報知演出部材の上方又は下方に配置されて、前記確率変動状態ではない非確率変
動状態になることの報知及び装飾演出を行う第２報知演出部材と、
　前記第１報知演出部材の前面を覆う閉状態と前記第１報知演出部材の前面を覆わない開
状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第１ハーフミラーと、
　前記第２報知演出部材の前面を覆う閉状態と前記第２報知演出部材の前面を覆わない開
状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第２ハーフミラーと、
　前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材を連動させて回転駆動する報知演出駆動
機構と、
　前記第１ハーフミラーを回転駆動する第１ミラー駆動機構と、
　前記第２ハーフミラーを前記第１ハーフミラーとは別個に回転駆動する第２ミラー駆動
機構と、
　前記第１報知演出部材を前面から視認可能な第１開口部、及び前記第２報知演出部材を
前面から視認可能な第２開口部を有し、当該報知演出ユニットを前記装飾枠体に取り付け
るための取付ベースと、を備え、
　前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材は、
　表面が前面に向いた前向き状態と後面に向いた後向き状態とに変化できるように回転可
能とされ、前記前向き状態において前記確率変動状態になるか否かの報知を行う報知レン
ズ部材と、
　該報知レンズ部材に背中合わせに取り付けられ、該報知レンズ部材と一体に回転可能と
されて、該報知レンズ部材が後向き状態のときに表面が前向きになって装飾演出を行う装
飾レンズ部材と、
　前記報知レンズ部材と前記装飾レンズ部材との間に配設されて前記報知レンズ部材と装
飾レンズ部材を照射する発光源と、をそれぞれ有し、
　前記第１報知演出部材は、
　略半球状に形成した前記報知レンズ部材の膨出した表面に形成された報知レンズ面によ
り確率変動状態になることの報知を行う構成であり、
　前記第２報知演出部材は、
　略半球状に形成した前記報知レンズ部材の膨出した表面に形成された報知レンズ面によ
り非確率変動状態になることの報知を行う構成であり、
　常態では、前記報知レンズ部材が前記後向き状態となって前記装飾レンズ部材が前向き
になるとともに、該装飾レンズ部材の前面を覆うように前記第１ハーフミラーと第２ハー
フミラーがそれぞれ前記閉状態となり、前記発光源により前記装飾レンズ部材が後方から
照射されることで、当該装飾レンズ部材に施された装飾が前面側から視認可能に構成され
、
　前記確率変動状態になるか否かを報知する場合には、前記第１報知演出部材と前記第２
報知演出部材の報知レンズ部材の報知レンズ面が前面側に位置するように各報知レンズ部
材が前記前向き状態に回転するとともに、各報知レンズ部材の前面を覆うように前記第１
ハーフミラーと第２ハーフミラーがそれぞれ前記閉状態となり、前記第１報知演出部材と
前記第２報知演出部材のうちの何れかの発光源が発光することで、前記確率変動状態にな
るか否かを報知す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、パチンコ機などの遊技機に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技者にとって有利な特別遊技状態（例えば、いわゆる大当り状態）の発生後、
当該特別遊技状態が確率変動を伴う特別遊技状態であるのか、もしくは確率変動を伴わな
い特別遊技状態であるのかを遊技者に報知するためには、種々の手法がとられている。
　例えば特許文献１のように、変動表示装置に特図を変動表示して特図ゲームを行い、特
別遊技状態が発生している間（例えば１ラウンド開始前）に、その特図とは別の識別情報
である確変獲得決定図柄を表示し、確率変動状態に突入するか否かのゲームを行い、その
ゲームの結果、確率変動状態に突入していれば、結果情報として「確変ゲーム獲得」等の
メッセージを変動表示装置に表示して、報知を行うようにした遊技機が提供されている。
なお確率変動とは、例えば大当りとなる確率を通常よりも高めることであり、以下では、
場合により確変という。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２２５２５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記のような遊技機における確変報知の手法では、通常特別遊技状態が発生し
、当該特別遊技状態を消化している間は、当該遊技機の変動表示装置の表示領域において
、遊技者の興味を引くような演出表示が行われ、遊技者の特別遊技状態獲得に対して特別
な演出を行うことで遊技者の喜びを倍増させたり、または、消化した大当りのラウンド数
や大当りで開いた大入賞口への入賞球のカウント数を表示したり、特別遊技状態の進行に
必要な情報を表示するようにしている。そのため、上記したような確変報知を行うと、遊
技者が必要と感じる遊技情報の表示が前記表示領域において行えないことが考えられる。
　そのため、そういった遊技情報とともに確変報知を行うと、様々な演出表示を行う変動
表示装置の表示領域中がごちゃごちゃした印象を与え、確変報知を明確に認識できないと
いう問題が生じる虞がある。また、確変報知のためだけに新たな部材を追加することは、
複雑化するセンターケースの装飾においては非常に困難である。
　そこで本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、限られた表示
領域を使用することなく、かつ、省スペースで演出や確変報知を行うことができる遊技機
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願請求項１に記載の遊技機は、複数種類の識別情報を表示可能な変動表示装置を有し
、該変動表示装置の表示領域における変動表示ゲームの結果に基づき所定の遊技価値を付
与可能であるとともに、前記遊技価値が付与される確率が高まる確率変動状態を発生可能
な遊技機であって、
　前記所定の遊技価値には、遊技者にとって有利な特別遊技状態を含み、
　前記変動表示装置は、
　前記表示領域を視認可能な表示用開口部を有する装飾枠体と、
　該装飾枠体に取り付けられ、遊技状態の報知及び演出を行う報知演出ユニットと、を備
え、
　前記報知演出ユニットは、
　前記確率変動状態になることの報知及び装飾演出を行う第１報知演出部材と、
　該第１報知演出部材の上方又は下方に配置されて、前記確率変動状態ではない非確率変
動状態になることの報知及び装飾演出を行う第２報知演出部材と、
　前記第１報知演出部材の前面を覆う閉状態と前記第１報知演出部材の前面を覆わない開
状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第１ハーフミラーと、
　前記第２報知演出部材の前面を覆う閉状態と前記第２報知演出部材の前面を覆わない開
状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第２ハーフミラーと、
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　前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材を連動させて回転駆動する報知演出駆動
機構と、
　前記第１ハーフミラーを回転駆動する第１ミラー駆動機構と、
　前記第２ハーフミラーを前記第１ハーフミラーとは別個に回転駆動する第２ミラー駆動
機構と、
　前記第１報知演出部材を前面から視認可能な第１開口部、及び前記第２報知演出部材を
前面から視認可能な第２開口部を有し、当該報知演出ユニットを前記装飾枠体に取り付け
るための取付ベースと、を備え、
　前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材は、
　表面が前面に向いた前向き状態と後面に向いた後向き状態とに変化できるように回転可
能とされ、前記前向き状態において前記確率変動状態になるか否かの報知を行う報知部材
と、
　該報知部材に背中合わせに取り付けられ、該報知部材と一体に回転可能とされて、該報
知部材が後向き状態のときに表面が前向きになって装飾演出を行うレンズ部材と、
　前記報知部材と前記レンズ部材との間に配設されて前記レンズ部材を後面から照射する
発光源と、をそれぞれ有し、
　前記第１報知演出部材は、
　略半球状に形成した前記報知部材の膨出した表面に形成された報知面により確率変動状
態になることの報知を行う構成であり、
　前記第２報知演出部材は、
　略半球状に形成した前記報知部材の膨出した表面に形成された報知面により非確率変動
状態になることの報知を行う構成であり、
　常態では、前記報知部材が前記後向き状態となって前記レンズ部材が前向きになるとと
もに、該レンズ部材の前面を覆うように前記第１ハーフミラーと第２ハーフミラーがそれ
ぞれ前記閉状態となり、前記発光源により前記レンズ部材が後方から照射されることで、
当該レンズ部材に施された装飾が前面側から視認可能に構成され、
　前記確率変動状態になるか否かを報知する場合には、前記第１報知演出部材と前記第２
報知演出部材の報知部材の報知面が前面側に位置するように各報知部材が前記前向き状態
に回転し、何れかのハーフミラーが前記開状態に回転して何れかの報知部材の報知面が露
出することで、前記確率変動状態になるか否かを報知することを特徴とする。
【０００６】
　なお、請求項１に記載の発明の好ましい態様として、例えば請求項２に記載のように、
前記第１ハーフミラーと第２ハーフミラーは、回転駆動されてその半球状の膨出面が前面
側に位置した状態を閉状態とし、回転駆動されてその半球状の膨出面が奥手側に位置した
状態を開状態とするように構成され、
　前記確率変動状態になるか否かを報知する場合には、
　まず前記第１ハーフミラーと第２ハーフミラーが回転駆動されて前記開状態となった状
態で、前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材の報知部材が回転動作を所定時間継
続して行い、前記所定時間が経過すると、前記レンズ部材が前面側に位置するように前記
後向き状態で各報知部材が回転を停止し、
　次いで各ハーフミラーが回転駆動されて前記閉状態とされ、各ハーフミラーが各報知部
材を覆った状態で前記報知面が前面側に位置するように各報知部材が回転駆動されて前記
前向き状態とされ、その後何れかのハーフミラーを前記開状態に回転させて前記報知を行
う構成としてもよい。
【０００７】
　また、例えば請求項３に記載のように、前記レンズ部材に施された装飾は、立体オブジ
ェクトである構成としてもよい。
【０００８】
　また、請求項４に記載の遊技機は、複数種類の識別情報を表示可能な変動表示装置を有
し、該変動表示装置の表示領域における変動表示ゲームの結果に基づき所定の遊技価値を
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付与可能であるとともに、前記遊技価値が付与される確率が高まる確率変動状態を発生可
能な遊技機であって、
　前記所定の遊技価値には、遊技者にとって有利な特別遊技状態を含み、
　前記変動表示装置は、
　前記表示領域を視認可能な表示用開口部を有する装飾枠体と、
　該装飾枠体に取り付けられ、遊技状態の報知及び演出を行う報知演出ユニットと、を備
え、
　前記報知演出ユニットは、
　前記確率変動状態になることの報知及び装飾演出を行う第１報知演出部材と、
　該第１報知演出部材の上方又は下方に配置されて、前記確率変動状態ではない非確率変
動状態になることの報知及び装飾演出を行う第２報知演出部材と、
　前記第１報知演出部材の前面を覆う閉状態と前記第１報知演出部材の前面を覆わない開
状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第１ハーフミラーと、
　前記第２報知演出部材の前面を覆う閉状態と前記第２報知演出部材の前面を覆わない開
状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第２ハーフミラーと、
　前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材を連動させて回転駆動する報知演出駆動
機構と、
　前記第１ハーフミラーを回転駆動する第１ミラー駆動機構と、
　前記第２ハーフミラーを前記第１ハーフミラーとは別個に回転駆動する第２ミラー駆動
機構と、
　前記第１報知演出部材を前面から視認可能な第１開口部、及び前記第２報知演出部材を
前面から視認可能な第２開口部を有し、当該報知演出ユニットを前記装飾枠体に取り付け
るための取付ベースと、を備え、
　前記第１報知演出部材と前記第２報知演出部材は、
　表面が前面に向いた前向き状態と後面に向いた後向き状態とに変化できるように回転可
能とされ、前記前向き状態において前記確率変動状態になるか否かの報知を行う報知レン
ズ部材と、
　該報知レンズ部材に背中合わせに取り付けられ、該報知レンズ部材と一体に回転可能と
されて、該報知レンズ部材が後向き状態のときに表面が前向きになって装飾演出を行う装
飾レンズ部材と、
　前記報知レンズ部材と前記装飾レンズ部材との間に配設されて前記報知レンズ部材と装
飾レンズ部材を照射する発光源と、をそれぞれ有し、
　前記第１報知演出部材は、
　略半球状に形成した前記報知レンズ部材の膨出した表面に形成された報知レンズ面によ
り確率変動状態になることの報知を行う構成であり、
　前記第２報知演出部材は、
　略半球状に形成した前記報知レンズ部材の膨出した表面に形成された報知レンズ面によ
り非確率変動状態になることの報知を行う構成であり、
　常態では、前記報知レンズ部材が前記後向き状態となって前記装飾レンズ部材が前向き
になるとともに、該装飾レンズ部材の前面を覆うように前記第１ハーフミラーと第２ハー
フミラーがそれぞれ前記閉状態となり、前記発光源により前記装飾レンズ部材が後方から
照射されることで、当該装飾レンズ部材に施された装飾が前面側から視認可能に構成され
、
　前記確率変動状態になるか否かを報知する場合には、前記第１報知演出部材と前記第２
報知演出部材の報知レンズ部材の報知レンズ面が前面側に位置するように各報知レンズ部
材が前記前向き状態に回転するとともに、各報知レンズ部材の前面を覆うように前記第１
ハーフミラーと第２ハーフミラーがそれぞれ前記閉状態となり、前記第１報知演出部材と
前記第２報知演出部材のうちの何れかの発光源が発光することで、前記確率変動状態にな
るか否かを報知することを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００９】
　請求項１に記載の遊技機によれば、変動表示装置の装飾枠体に、ハーフミラーを使った
装飾演出と確変報知の両方を行う報知演出ユニットを配設し、確変になるか否かを報知す
るために、上下にそれぞれ配置したハーフミラー（第１ハーフミラー、第２ハーフミラー
）や報知演出部材（第１報知演出部材、第２報知演出部材）によるメカ的な動きで報知す
るようにした。また、ハーフミラーは上下で別駆動源、報知演出部材は上下連動して動作
し、その動作により報知、及び演出を行う構成とした。このため、装飾演出と確変報知の
機能をユニット化し、省スペースで両方の機能が実現できる。また、表示領域や別部品を
用いずに、従来にない確変の報知が可能となり、遊技者の興趣も向上する。
【００１０】
　また、請求項２に記載の遊技機によれば、確変になるか否かを報知する際、両方のハー
フミラーを開状態として各報知演出部材を所定時間回転させて各報知面をちらちら遊技者
に見せた後、一旦両方のハーフミラーを閉じて各報知面を前向きとし、その後何れか一方
のハーフミラーを開けて一方の報知面を見せて報知を行うので、確変報知が行われること
が明確となる。また、遊技者の期待感を高揚させて、より高い演出効果が期待できる。
【００１１】
　また、請求項３に記載の遊技機によれば、各レンズ部材の装飾を立体オブジェクトにし
たから、常態において、後方からの照射により非常に高い装飾演出効果が得られる。
【００１２】
　また、請求項４に記載の遊技機によれば、請求項１の場合と同様の効果に加えて、次の
ような効果がある。即ち、報知演出部材の両面をレンズ面として、ハーフミラーで前面を
覆った状態でもその報知を実現するようにしたから、ハーフミラー越しに確変の報知を行
うという従来にない報知を行うことができ、高い装飾効果を期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態として、パチンコ機に適用した場合の形態例を、図面を参照
して説明する。
（第１形態例）
　まず、第１形態例を説明する。
Ａ．遊技盤の全体構成
　図１は本形態例のパチンコ機の遊技盤の前面図である。
　図１において、符号１は遊技盤であり、前面の略円形領域がガイドレール２で囲まれる
ことにより遊技領域３が形成されている。
【００１４】
　遊技盤１の前面には、図１に示すように、アウト球流入口４、センターケース１０、始
動入賞口１１、第１大入賞口１２、第２大入賞口１３、複数の一般入賞口１４、普図始動
ゲート１５、普図表示器（図示省略）、普図記憶表示器（図示省略）、多数の障害釘（図
示省略）などが設けられている。なお障害釘は、遊技領域３の上部に飛入した遊技球がこ
れに当たりながら流下するものであり、センターケース１０や入賞具（始動入賞口１１等
）の取付部分を除いた遊技領域内に複数本植設されている。
【００１５】
　センターケース１０は、遊技盤１の裏側に取り付けられる表示装置本体（図示省略）の
表示部６の周囲を囲む部材である。この場合のセンターケース１０は、前記表示装置本体
とともに、本発明の変動表示装置を構成する。また、前記表示装置本体の表示部６に、変
動表示ゲームが行われる表示領域が形成される。
　このセンターケース１０の上部には、第１大入賞口１２と演出部３０（前面から見て円
形状の部分、詳細後述する）が左右に並んで設けられている。
　また、センターケース１０の底部には、遊技球が転動可能ないわゆる球見せ用のステー
ジ４０が形成されている。
【００１６】



(8) JP 5017595 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

　また、センターケース１０の左辺側には装飾部２２が設けられ、この装飾部２２には、
遊技球をセンターケース１０内に誘導するワープ口２３が設けられている。このワープ口
２３には、例えばセンターケース１０の上に流下して左に流れ落ちた遊技球が、障害釘に
当ってこのワープ口２３に向かって跳ねることで、ある程度の確率で流入するようになっ
ている。また、このように流入した遊技球は、ワープ口２３から、ステージ４０に流下す
る構成となっている（詳細後述する）。
【００１７】
　また、センターケース１０の下端側中央（始動入賞口１１の上方位置）には、始動入賞
誘導部２４が形成されている。前記ステージ４０の上に流下した遊技球のうちの一部は、
この始動入賞誘導部２４の中央導出部２４ｃから排出され、始動入賞口１１へ誘導される
（即ち、高確率で始動入賞口１１に流入する）構成となっている。なお、ステージ４０に
流下し、始動入賞誘導部２４の左側導出部２４ａ又は右側導出部２４ｂから排出された遊
技球は、始動入賞口１１に入賞する確率は低い。但し、後述する開閉部材１１ａが開いて
いると、左側導出部２４ａ又は右側導出部２４ｂから排出された遊技球は、始動入賞口１
１へ相当の確率で入賞する。
【００１８】
　また、センターケース１０の右辺下部には装飾部２５が、センターケース１０の右辺側
には装飾部２６が、センターケース１０の上辺側には装飾部２７が、それぞれ設けられて
いる。そして、これら装飾部２５～２７や前述の装飾部２２や演出部３０等によって、所
定の演出テーマを表現する装飾を実現している。なお図１に示すように、各装飾部２２～
２７には、少なくとも演出部３０と同様の円形状の前面構成を持つ演出部（符号２２ａ、
２５ａ～２７ａ、２５ｂ～２７ｂ、２５ｃで示す）が１個又は複数形成され、全体として
統一感のある装飾が施されている。
　またここで、装飾部２６の演出部２６ａ，２６ｂは、後述する報知演出ユニット５０（
図２（ｂ）に示す）によって構成されている。
【００１９】
　次に表示装置本体は、数字や文字などの識別情報（場合により特図という）を表示可能
な表示部６（表示領域）を有するもの（例えば、液晶表示装置よりなるもの）であり、複
数列の特図を表示可能である。例えば、左側と中央と右側に特図を縦３列に表示し、各列
において数字や文字等よりなる特図を停止状態で表示（停止表示）したり、あるいは変動
状態（例えば、縦方向にスクロールする状態）で表示（即ち、変動表示）したりすること
が可能である。また、表示部６には、上記特図とは別個に背景画像やキャラクタ画像など
の演出用又は情報報知用の画像が表示可能である。
【００２０】
　また、第１大入賞口１２や第２大入賞口１３は、いわゆる変動入賞装置に相当し、この
うち第１大入賞口１２は既述したようにセンターケース１０の上部（演出部３０の左方）
に設けられ、第２大入賞口１３は、始動入賞口１１の下方に配置されている。これら第１
大入賞口１２や第２大入賞口１３は、特図の変動表示ゲームの結果（停止した特図の図柄
）によって何れか一方が開放され、開放されると遊技球が入賞可能となる装置である。
　また、始動入賞口１１は、特図の始動入賞口として機能する入賞口であり、この始動入
賞口１１に遊技球が入賞すると特図の始動入賞となる。ここで、始動入賞口１１は、前述
した始動入賞誘導口２４の中央導出部２４ｃの真下に配置されている。また、始動入賞口
１１は、普通電動役物タイプの始動入賞口であり、入賞口としての開口部分を開閉する開
閉部材１１ａを有する。この開閉部材１１ａは、後述するように、普図当りのときに開く
。そして、開閉部材１１ａが閉じているときには、始動入賞口１１に遊技球が入賞する可
能性は低い構成（主に中央導出部２４ｃから落下した遊技球のみが入賞する構成）となっ
ており、開閉部材１１ａが開くことによって、始動入賞口１１の中央の左右両側に流れ落
ちた遊技球（例えば、前述の左側導出部２４ａ又は右側導出部２４ｂから排出された遊技
球）が、開閉部材１１ａに案内されて始動入賞口１１に流入する可能性が生じる。
　なお図１では、開閉部材１１ａが開いた状態を図示している。
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【００２１】
　次に、普図表示器（図示省略）は、いわゆる普図としての数字等を表示可能な７セグメ
ントの表示器である。
　また、普図記憶表示器（図示省略）は、例えば普図表示器の周囲４箇所に設けられた小
さなランプよりなり、そのランプの点灯数によって、普図始動ゲート１５を遊技球が通過
することにより発生した普図の始動記憶の数（この場合、上限数が４個）を表示するもの
である。
【００２２】
Ｂ．センターケースの構成
　次に、センターケース１０の構成について、図２を参照して説明する。図２（ａ）は、
センターケース１０の正面図であり、図２（ｂ）はセンターケース１０の斜視図（後述す
る装飾枠体１０ａと報知演出ユニット５０とを示す斜視図）である。なお図２は、装飾部
２５を構成する部材や、後述する画面枠等を取り外した状態を示している。
【００２３】
　センターケース１０は、前面側の装飾枠体１０ａと、装飾枠体１０ａの裏面側に取り付
けられる画面枠（図示省略）と、を含む。
　遊技盤１を構成する基板（いわゆるベニヤ、図示省略）には、上記センターケース１０
をはめ込むためのセンターケース用開口（図示省略）が形成され、上記装飾枠体１０ａは
、遊技盤１の前面からこのセンターケース用開口にはめ込まれて取り付けられる。
【００２４】
　装飾枠体１０ａは、内側が前後に開口する枠状のものであり、画面枠の後述する表示用
開口部を介して表示装置本体の表示部６を前面から視認可能とする。また、前述の装飾部
２２や装飾部２５～２７は、装飾枠体１０ａの一部として、或いはこれら装飾部を構成す
る部材を装飾枠体１０ａに固定することによって、設けられている。
　また装飾枠体１０ａには、表示部６の上方に、前方に突出する鎧部２８が設けられてい
る。この鎧部２８は、遊技球が表示部６の前面に落下しないようにする部分である。
　一方、画面枠は、前記表示部６が臨む矩形の表示用開口部（図示省略）を内側に有し、
装飾枠体１０ａに対して固定される部材である。
【００２５】
Ｃ．ステージの構成
　次に、ステージ４０について簡単に説明する。
　ステージ４０は、装飾枠体１０ａの底面上にネジ止めによって固定されるステージ部材
４０ａの上面に形成され、前方から視認可能となっている。
　ステージ４０等の詳細な構成の説明は省略するが、ワープ入口２３から流入した遊技球
は、まず装飾部２２の内部に形成されたワープ流路（図示省略）を流れ落ちて、装飾部２
２の内面側（ステージ４０の左方）に形成されたワープ出口２３ａ（図２（ｂ）に示す）
から流出し、ステージ４０上に左端から流入する。そして、こうしてステージ４０上に流
れた遊技球の一部は、最終的に始動入賞誘導部２４の中央導出部２４ｃ又は左側導出部２
４ａ又は右側導出部２４ｂからセンターケース１０の下方に排出され、始動入賞口１１又
はその付近に流下する構成となっている。
【００２６】
Ｄ．演出部３０の構成
　次に、演出部３０の構成について、簡単に説明する。
　演出部３０は、装飾枠体１０ａ（ベース部材）に形成された円形の開口部３１（図２（
ｂ）に示す）と、該開口部３１を介して遊技盤前面側に臨む発光源（図示省略）と、該発
光源（図示省略）の前面を覆う透明な立体オブジェクト（図示省略）と、該立体オブジェ
クト（図示省略）の前面を覆うハーフミラー３４（図２（ａ）に示す）とを有する。
【００２７】
　ここで、立体オブジェクトは、ハーフミラー側に膨出し、前記演出テーマに沿った特定
のキャラクタ等を表現する形状となっており、開口部３１内に配置されている。
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　次にハーフミラー３４は、曲面（この場合、球面）を有し、発光源からの光の一部を前
記曲面によって屈折させて立体オブジェクトに反射させる構成である。即ちハーフミラー
３４は、立体オブジェクトと対向する内面を窪ませた半球状のもので、この対向する内面
によって前記曲面を形成した構成である。このハーフミラー３４は、その後部側（外周側
）が開口部３１の内側に配置され、その前部側（中心側）が開口部３１よりも前方に張り
出している。
　次に発光源は、ＬＥＤ基板（図示省略）に搭載されたＬＥＤである。
【００２８】
　この演出部３０では、ハーフミラー３４が曲面状となっている（詳しくはハーフミラー
３４が上記立体オブジェクトの膨出形状に応じて凹んでいる）ので、ハーフミラー３４か
ら上記立体オブジェクトへ照射される反射光がムラになりにくいという利点がある。
　なお、演出部３０以外の演出部（符号２２ａ、２５ａ、２７ａ、２５ｂ、２７ｂ、２５
ｃで示す演出部）は、演出部３０と同様の内部構成を有するものでもよいし、前面構成だ
けが演出部３０と同様の構成である態様（発光源や立体オブジェクト等を備えない態様）
であってもよい。
【００２９】
Ｅ．報知演出ユニットの構成
　次に、演出部２６ａ、２６ｂを構成する報知演出ユニット５０の構成について、図２～
図１２によって説明する。
　図３は、報知演出ユニットの分解斜視図である。
　図４及び図５は、報知演出ユニットの要部（報知演出部材等）の分解斜視図であり、図
４は裏側から斜めに見た図、図５は前面側から斜めに見た図である。
　図６は、報知演出ユニットの動作を示す図であり、図６（ａ）は常態（ハーフミラーは
閉状態）を示し、図６（ｂ）はレンズ面が前面を向いた状態（ハーフミラーは開状態）を
示し、図６（ｃ）は確変報知時の状態を示し、図６（ｄ）は非確変報知時の状態を示す。
　図７は、報知演出ユニットの前面側斜視図であり、図７（ａ）は常態（ハーフミラーは
閉状態）を示し、図７（ｂ）はレンズ面が前面を向いた状態（ハーフミラーは半分開状態
）を示す。
　図８は、報知演出ユニットの前面側斜視図であり、図８（ａ）はレンズ面が前面を向い
た状態（ハーフミラーは開状態）を示し、図８（ｂ）は報知部材やレンズ部材が回転して
いる状態（ハーフミラーは開状態）を示す。
　図９は、報知演出ユニットの前面側斜視図であり、図９（ａ）は確変報知のために上側
のハーフミラーが開状態に動く途中の状態を示し、図９（ｂ）は確変報知時の状態を示し
、図９（ｃ）は非確変報知のために下側のハーフミラーが開状態に動く途中の状態を示し
、図９（ｄ）は非確変報知時の状態を示す。
　図１０（ａ）は、報知演出ユニットの部分断面図（図１０（ｂ）におけるＸ－Ｘ断面図
）であり、図１０（ｂ）は、報知演出ユニットの正面図（ハーフミラー閉状態）である。
　図１１（ａ）は、報知演出ユニットの部分断面図（図１１（ｂ）におけるＸ－Ｘ断面図
）であり、図１１（ｂ）は、報知演出ユニットの正面図（ハーフミラー開状態）である。
　図１２（ａ）は、報知演出ユニットの部分断面図（図１２（ｂ）におけるＸ－Ｘ断面図
）であり、図１２（ｂ）は、報知演出ユニットの正面図（確変報知時の状態）である。
【００３０】
　図２（ｂ）に示すように、報知演出ユニット５０は、センターケース１０の装飾枠体１
０ａの装飾部２６の位置に、後方から取り付けられる。
　図３～図５に示すように、報知演出ユニット５０は、確率変動状態になることの報知及
び装飾演出を行う第１報知演出部材５１と、該第１報知演出部材５１の下方に配置されて
、前記確率変動状態ではない非確率変動状態になることの報知及び装飾演出を行う第２報
知演出部材５２と、第１報知演出部材５１の前面を覆う閉状態と第１報知演出部材５１の
前面を覆わない開状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第１ハーフミラ
ー６１と、第２報知演出部材５２の前面を覆う閉状態と第２報知演出部材５２の前面を覆
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わない開状態とに変化できるように回転可能とされた略半球状の第２ハーフミラー６２と
、第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５２を連動させて回転駆動する報知演出駆動
機構７０と、第１ハーフミラー６１を回転駆動する第１ミラー駆動機構７１と、第２ハー
フミラー６２を第１ハーフミラー６１とは別個に回転駆動する第２ミラー駆動機構７２と
、当該報知演出ユニット５０を装飾枠体１０ａに取り付けるための取付ベース７３と、各
駆動機構７０～７２を取付ベース７３に取り付けるための駆動機構取付ベース７４と、当
該報知演出ユニット５０の裏面を覆う裏箱部材７５とを備える。
【００３１】
　ここで、取付ベース７３は、第１報知演出部材５１や第１ハーフミラー６１を前面から
視認可能な第１開口部７３ａ、及び第２報知演出部材５２や第２ハーフミラー６２を前面
から視認可能な第２開口部７３ｂを有する。この取付ベース７３の第２開口部７３ｂの周
囲前面には、図３に示すように装飾用のＬＥＤ基板７３ｃ，７３ｄが取り付けられ、この
ＬＥＤ基板７３ｃ，７３ｄに実装されたＬＥＤ７３ｅ，７３ｆの発光による装飾等が実行
可能となっている。また、この取付ベース７３は、装飾枠体１０ａの演出部２６ｂ，２６
ａの位置にそれぞれ形成された円形の開口部４１，４２（図２（ｂ）に示す）の中心に対
して、上記第１開口部７３ａと第２開口部７３ｂの中心を合わせるようにして装飾枠体１
０ａの裏側に配置され、図示省略したネジによって装飾枠体１０ａに固定される。
【００３２】
　なお、第２報知演出部材５２は、第１報知演出部材５１の真下よりも正面から見て若干
右側にずれた位置に配置され、これに対応させて、第２開口部７３ｂや開口部４２の位置
も、第１開口部７３ａや開口部４１の位置に対して、真下よりも若干右側にずれた位置に
配置されている。
　次に駆動機構取付ベース７４は、各駆動機構７０～７２を後方からスライドさせて取り
付けて支持する部材である。この駆動機構取付ベース７４は、取付ベース７３の後面側に
図示省略したネジによって固定される。なお、第１報知演出部材５１と第２報知演出部材
５２、及び第１ハーフミラー６１と第２ハーフミラー６２は、この駆動機構取付ベース７
４と取付ベース７３との間に配置されて取り付けられる。
　次に裏箱部材７５は、駆動機構取付ベース７４の裏面（即ち、各駆動機構７０～７２の
裏面）を覆って蓋をするための部材である。この裏箱部材７５は、図示省略したネジによ
って駆動機構取付ベース７４に固定される。
【００３３】
　次に第１報知演出部材５１は、図４に示すように、報知部材５３と、レンズ部材５４と
、ＬＥＤ基板５５とを有し、報知部材５３の後述する報知面５３ａにより確率変動状態に
なること（この場合、確率変動状態を発生させる大当たりであること）の報知を行う構成
である。
　報知部材５３は、略半球状に形成され、その膨出した表面に報知面５３ａが形成されて
いる。報知面５３ａには、図６（ｃ）に示すように、確率変動状態を発生させる大当たり
であることを示す文字列「ＢＩＧ」が形成されている。この報知部材５３は、表面が前面
に向いた前向き状態と後面に向いた後向き状態とに変化できるように、略上下方向の軸線
（以下、第１回転軸線という）を中心として回転可能となるように取付ベース７３に対し
て取り付けられ、前記前向き状態において確率変動状態になることの報知を行う。
【００３４】
　また、この報知部材５３の半球状部分の裏面側上端には、図４や図５に示すように、中
心線を含む平面で円筒を半分に割ったような形状（以下、単に半円筒状という）の半円筒
状部５３ｂが上方に延びるように設けられている。なお報知演出ユニット５０の組立状態
において、この半円筒状部５３ｂは、後述する半円筒状部５４ｂと接合されネジ止めされ
ることによって、円筒状の中空軸を構成し、この中空軸の中心線が、前記第１回転軸線に
一致するようになっている。また組立状態において、報知部材５３の回転中心である前記
第１回転軸線（即ち、半円筒状部５３ｂの中心線）は、報知部材５３の半球状部分の中心
（球の中心）を通るように配置され、報知部材５３の半球状部分は、常に一定の球面上を
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回転運動する。
　また、この報知部材５３の半球状部分の裏面側下端には、図４や図５に示すように、裏
面側に突出するボス５３ｃが形成されている。なお報知演出ユニット５０の組立状態にお
いて、このボス５３ｃは、後述する凹部５４ｃ内に嵌合され、凹部５４ｃにネジ止めされ
る。また、このボス５３ｃには、後述する第１報知部材従動ギア７０ｅの小径軸７０ｈが
回転不能に嵌まり込む取付孔５３ｄが形成されている。
【００３５】
　レンズ部材５４は、透光性のある部材であり、前述した半円筒状部５３ｂと半円筒状部
５４ｂの接合部やボス５３ｃと凹部５４ｃの嵌合部におけるネジ止めによって、報知部材
５３に背中合わせに取り付けられ、報知部材５３と一体に回転可能とされて、報知部材５
３が後向き状態のときに表面が前向きになって装飾演出を行う部材である。本例の場合、
このレンズ部材５４に施された装飾は、図１０（ａ）に例示するような立体オブジェクト
である。即ち、レンズ部材５４は、例えば前述した演出部３０の立体オブジェクトと同様
の部材であり、図４や図５等では図示省略している（単に板状の部材として図示している
）が、実際には立体的なものである。
　また、このレンズ部材５４の上端には、図４や図５に示すように、半円筒状部５４ｂが
上方に延びるように設けられている。なお組立状態において、この半円筒状部５４ｂは、
既述したように半円筒状部５３ｂと接合されることによって、円筒状の中空軸を構成する
。また、この中空軸（半円筒状部５３ｂと半円筒状部５４ｂよりなるもの）は、第１ハー
フミラー６１の後述する円筒状部６１ｂ内に摺動可能に挿入されることで、報知部材５３
やレンズ部材５４の上部が回転可能に支持されている。また、このレンズ部材５４の下端
には、図４や図５に示すように、前述したボス５３ｃが嵌まり込む凹部５４ｃが形成され
ている。
【００３６】
　ＬＥＤ基板５５は、報知部材５３とレンズ部材５４との間に配設された基板であり、レ
ンズ部材５４を後面から照射する発光源としてのＬＥＤ５５ａが実装されている。このＬ
ＥＤ基板５５は、報知部材５３内に固定され、報知部材５３やレンズ部材５４と一体に回
転する。なお図示省略しているが、このＬＥＤ基板５５の電気配線は、前記中空軸（半円
筒状部５３ｂと半円筒状部５４ｂ）や後述する第１ミラー従動ギア７１ｅの内部を通して
報知演出ユニット５０の外部に引き出されている。これにより、上記電気配線が第１回転
軸線上から引き出されることになり、報知部材５３の回転に伴うＬＥＤ基板５５の回転に
よって上記電気配線に発生する動きを最小限の捩れだけに抑制して、上記電気配線の断線
等を防止できる。
【００３７】
　次に第２報知演出部材５２は、図４に示すように、報知部材５６と、レンズ部材５７と
、ＬＥＤ基板５８とを有し、報知部材５６の後述する報知面５６ａにより非確率変動状態
であること（この場合、確率変動状態を発生させる大当たりでないこと）の報知を行う構
成である。
　報知部材５６は、略半球状に形成され、その膨出した表面に報知面５６ａが形成されて
いる。報知面５６ａには、図６（ｄ）に示すように、確率変動状態を発生させる大当たり
でないことを示す文字列「ＲＥＧ」が形成されている。この報知部材５６は、表面が前面
に向いた前向き状態と後面に向いた後向き状態とに変化できるように、略上下方向の軸線
（以下、第２回転軸線という）を中心として回転可能となるように取付ベース７３に対し
て取り付けられ、前記前向き状態において非確率変動状態であることの報知を行う。
【００３８】
　また、この報知部材５６の半球状部分の裏面側下端には、図４や図５に示すように、半
円筒状部５６ｂが下方に延びるように設けられている。なお報知演出ユニット５０の組立
状態において、この半円筒状部５６ｂは、後述する半円筒状部５７ｂと接合されネジ止め
されることによって、円筒状の中空軸を構成し、この中空軸の中心線が、前記第２回転軸
線に一致するようになっている。また組立状態において、報知部材５６の回転中心である
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前記第２回転軸線（即ち、半円筒状部５６ｂの中心線）は、報知部材５６の半球状部分の
中心（球の中心）を通るように配置され、報知部材５６の半球状部分は、常に一定の球面
上を回転運動する。
【００３９】
　なお既述したように、第２報知演出部材５２は、第１報知演出部材５１の真下よりも正
面から見て若干右側にずれた位置に配置され、第２報知演出部材５２や第２ハーフミラー
６２の回転中心である第２回転軸線は、第１報知演出部材５１や第１ハーフミラー６１の
回転中心である第１回転軸線に対して、正面から見て若干右側にずれている（図６等参照
）。
　また、この報知部材５６の半球状部分の裏面側上端には、図４や図５に示すように、裏
面側に突出するボス５６ｃが形成されている。なお報知演出ユニット５０の組立状態にお
いて、このボス５６ｃは、後述する凹部５７ｃ内に嵌合され、凹部５７ｃにネジ止めされ
る。また、このボス５６ｃには、後述する第２報知部材従動ギア７０ｆの小径軸７０ｋが
回転不能に嵌まり込む取付孔５６ｄが形成されている。
【００４０】
　レンズ部材５７は、透光性のある部材であり、前述した半円筒状部５６ｂと半円筒状部
５７ｂの接合部やボス５６ｃと凹部５７ｃの嵌合部におけるネジ止めによって、報知部材
５６に背中合わせに取り付けられ、報知部材５６と一体に回転可能とされて、報知部材５
６が後向き状態のときに表面が前向きになって装飾演出を行う部材である。本例の場合、
このレンズ部材５７に施された装飾は、レンズ部材５４と同様であり、図１０（ａ）に例
示するような立体オブジェクトである。即ち、レンズ部材５７は、例えば前述した演出部
３０の立体オブジェクトと同様の部材であり、図４や図５等では図示省略している（単に
板状の部材として図示している）が、実際には立体的なものである。
　また、このレンズ部材５７の下端には、図４や図５に示すように、半円筒状部５７ｂが
下方に延びるように設けられている。なお組立状態において、この半円筒状部５７ｂは、
既述したように半円筒状部５６ｂと接合されることによって、円筒状の中空軸を構成する
。また、この中空軸（半円筒状部５６ｂと半円筒状部５７ｂよりなるもの）は、第１ハー
フミラー６２の後述する筒状部６２ｂ内に摺動可能に挿入されることで、報知部材５６や
レンズ部材５７の下部が回転可能に支持されている。また、このレンズ部材５７の上端に
は、図４や図５に示すように、前述したボス５６ｃが嵌まり込む凹部５７ｃが形成されて
いる。
【００４１】
　ＬＥＤ基板５８は、報知部材５６とレンズ部材５７との間に配設された基板であり、レ
ンズ部材５７を後面から照射する発光源としてのＬＥＤ（符号省略）が実装されている。
このＬＥＤ基板５８は、報知部材５６内に固定され、報知部材５６やレンズ部材５７と一
体に回転する。
　なお図示省略しているが、このＬＥＤ基板５８の電気配線は、前記中空軸（半円筒状部
５６ｂと半円筒状部５７ｂ）や後述する第２ミラー従動ギア７２ｅの内部を通して報知演
出ユニット５０の外部に引き出されている。これにより、上記電気配線が第２回転軸線上
から引き出されることになり、報知部材５６の回転に伴うＬＥＤ基板５８の回転によって
上記電気配線に発生する動きを最小限の捩れだけに抑制して、上記電気配線の断線等を防
止できる。
【００４２】
　次に第１ハーフミラー６１は、少なくともその半球状部分がハーフミラー（内側で発光
があった時のみ外側から内側が視認できるもの）として機能するもので、図４や図５に示
すように、その半球状部分の裏面側上端に、円筒状部６１ｂが上方に延びるように設けら
れている。この円筒状部６１ｂは、報知演出ユニット５０の組立状態において、前述した
中空軸（半円筒状部５３ｂと半円筒状部５４ｂよりなるもの）の外周に配置され、この中
空軸を回転可能に支持する。また、円筒状部６１ｂは、同組立状態において、後述する第
１ミラー従動ギア７１ｅの下面にネジ止めによって取り付けられ、第１ミラー従動ギア７
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１ｅとともに、取付ベース７３や駆動機構取付ベース７４に対して回転可能に支持されて
いる。また円筒状部６１ｂの中心線が、前記第１回転軸線に一致するようになっている。
これによって、この第１ハーフミラー６１は、第１ミラー従動ギア７１ｅとともに、前記
第１回転軸線を中心として回転可能となっている。そして、前記第１回転軸線は、第１ハ
ーフミラー６１の半球状部分の中心（球の中心）を通るように配置され、第１ハーフミラ
ー６１の半球状部分は、常に一定の球面上（報知部材５３と中心が同じで、それよりも外
側の球面上）を回転運動する。
【００４３】
　また、この第１ハーフミラー６１の半球状部分の裏面側下端には、後述する第１報知部
材従動ギア７０ｅの大径軸部７０ｇが摺動可能に嵌め込まれる軸受孔６１ｃが形成されて
いる。
　また、この第１ハーフミラー６１は、第１ミラー駆動機構７１によって回転駆動されて
その半球状の膨出面が前面側に位置した状態を閉状態とし、回転駆動されてその半球状の
膨出面が奥手側に位置した状態を開状態とするように構成されている。
【００４４】
　次に第２ハーフミラー６２は、少なくともその半球状部分がハーフミラーとして機能す
るもので、図４や図５に示すように、その半球状部分の裏面側下端に、筒状部６２ｂが下
方に延びるように設けられている。この筒状部６２ｂは、報知演出ユニット５０の組立状
態において、前述した中空軸（半円筒状部５６ｂと半円筒状部５７ｂよりなるもの）の外
周に配置され、この中空軸を回転可能に支持する。また、筒状部６２ｂは、同組立状態に
おいて、後述する第２ミラー従動ギア７２ｅの上面にネジ止めによって取り付けられ、第
２ミラー従動ギア７２ｅとともに、取付ベース７３や駆動機構取付ベース７４に対して回
転可能に支持されている。また筒状部６２ｂの中心線が、前記第２回転軸線に一致するよ
うになっている。これによって、この第２ハーフミラー６２は、第２ミラー従動ギア７２
ｅとともに、前記第２回転軸線を中心として回転可能となっている。そして、前記第２回
転軸線は、第２ハーフミラー６２の半球状部分の中心（球の中心）を通るように配置され
、第２ハーフミラー６２の半球状部分は、常に一定の球面上（報知部材５６と中心が同じ
で、それよりも外側の球面上）を回転運動する。
【００４５】
　また、この第２ハーフミラー６２の半球状部分の裏面側上端には、後述する第２報知部
材従動ギア７０ｆの大径軸部７０ｊが摺動可能に嵌め込まれる軸受孔６２ｃが形成されて
いる。
　また、この第２ハーフミラー６２は、第２ミラー駆動機構７２によって回転駆動されて
その半球状の膨出面が前面側に位置した状態を閉状態とし、回転駆動されてその半球状の
膨出面が奥手側に位置した状態を開状態とするように構成されている。
【００４６】
　次に報知演出駆動機構７０は、図５に示すように、報知部材用モータ７０ａと、この報
知部材用モータ７０ａが取り付けられる報知演出駆動ベース７０ｂと、報知部材用モータ
７０ａの出力軸上に固定された報知演出駆動ギア７０ｃと、報知演出駆動ベース７０ｂに
回転可能に取り付けられて報知演出駆動ギア７０ｃと噛み合って回転する報知演出伝動ギ
ア７０ｄと、前述した第１回転軸線上に配置されて後述の第２報知部材従動ギア７０ｆと
噛み合って回転する第１報知部材従動ギア７０ｅと、前述した第２回転軸線上に配置され
て報知演出伝動ギア７０ｄと噛み合って回転する第２報知部材従動ギア７０ｆと、を備え
る。
【００４７】
　ここで、第１報知部材従動ギア７０ｅは、取付ベース７３や駆動機構取付ベース７４に
対して回転可能に取り付けられるものである。この第１報知部材従動ギア７０ｅの中心線
上の上面側には、前述の軸受孔６１ｃに摺動回転可能に嵌まり込む大径軸部７０ｇが形成
されている。また、この第１報知部材従動ギア７０ｅの中心線上の上端側（大径軸部７０
ｇよりも上方）には、前述の取付孔５３ｄに嵌まり込む小径軸７０ｈが形成されている。
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　また、第２報知部材従動ギア７０ｆは、取付ベース７３や駆動機構取付ベース７４に対
して回転可能に取り付けられるものである。この第２報知部材従動ギア７０ｆの中心線上
の下面側には、前述の軸受孔６２ｃに摺動回転可能に嵌まり込む大径軸部７０ｊが形成さ
れている。また、この第２報知部材従動ギア７０ｆの中心線上の下端側（大径軸部７０ｊ
よりも下方）には、前述の取付孔５６ｄに嵌まり込む小径軸７０ｋが形成されている。
【００４８】
　この構成で報知部材用モータ７０ａの出力軸が回転すると、その回転は、報知演出駆動
ギア７０ｃ及び報知演出伝動ギア７０ｄを介して第２報知部材従動ギア７０ｆに伝わり、
さらに第２報知部材従動ギア７０ｆから第１報知部材従動ギア７０ｅに伝わる。そして、
第１報知部材従動ギア７０ｅや第２報知部材従動ギア７０ｆの回転は、小径軸７０ｈや小
径軸７０ｋを介して報知部材５３や報知部材５６に伝わる。この結果、報知部材５３を含
む第１報知演出部材５１や報知部材５６を含む第２報知演出部材５２が、互いに逆向きに
連動して回転する。但し、第１報知演出部材５１は、前記第１回転軸線を中心に回転し、
第２報知演出部材５２は、前記第２回転軸線を中心に回転する。
【００４９】
　次に第１ミラー駆動機構７１は、図４や図５に示すように、第１ミラー用モータ７１ａ
と、この第１ミラー用モータ７１ａが取り付けられる第１ミラー駆動ベース７１ｂと、第
１ミラー用モータ７１ａの出力軸上に固定された第１ミラー駆動ギア７１ｃと、第１ミラ
ー駆動ベース７１ｂに回転可能に取り付けられて第１ミラー駆動ギア７１ｃと噛み合って
回転する第１ミラー伝動ギア７１ｄと、前述した第１回転軸線上に配置されて第１ミラー
伝動ギア７１ｄと噛み合って回転する第１ミラー従動ギア７１ｅと、を備える。
　ここで、第１ミラー従動ギア７１ｅは中空状のものであり、この第１ミラー従動ギア７
１ｅの中心線上の上面側には、取付ベース７３や駆動機構取付ベース７４に対して摺動回
転可能に取り付けられる円筒軸部７１ｆが形成されている。そして、この円筒軸部７１ｆ
によって、第１ミラー従動ギア７１ｅや第１ハーフミラー６１が、取付ベース７３や駆動
機構取付ベース７４に対して回転可能に支持されている。
【００５０】
　この構成で第１ミラー用モータ７１ａの出力軸が回転すると、その回転は、第１ミラー
駆動ギア７１ｃ及び第１ミラー伝動ギア７１ｄを介して第１ミラー従動ギア７１ｅに伝わ
る。この結果、第１ミラー従動ギア７１ｅに固定された第１ハーフミラー６１が、他の部
材（第１報知演出部材５１や第２報知演出部材５２や第２ハーフミラー６２）とは別個独
立に、前記第１回転軸線を中心として、第１報知演出部材５１の外側を回転する。
【００５１】
　次に第２ミラー駆動機構７２は、図４や図５に示すように、第２ミラー用モータ７２ａ
と、この第２ミラー用モータ７２ａが取り付けられる第２ミラー駆動ベース７２ｂと、第
２ミラー用モータ７２ａの出力軸上に固定された第２ミラー駆動ギア７２ｃと、第２ミラ
ー駆動ベース７２ｂに回転可能に取り付けられて第２ミラー駆動ギア７２ｃと噛み合って
回転する第２ミラー伝動ギア７２ｄと、前述した第２回転軸線上に配置されて第２ミラー
伝動ギア７２ｄと噛み合って回転する第２ミラー従動ギア７２ｅと、を備える。
　ここで、第２ミラー従動ギア７２ｅは中空状のものであり、この第２ミラー従動ギア７
２ｅの中心線上の下面側には、取付ベース７３や駆動機構取付ベース７４に対して摺動回
転可能に取り付けられる円筒軸部７２ｆが形成されている。そして、この円筒軸部７２ｆ
によって、第２ミラー従動ギア７２ｅや第２ハーフミラー６２が、取付ベース７３や駆動
機構取付ベース７４に対して回転可能に支持されている。
【００５２】
　この構成で第２ミラー用モータ７２ａの出力軸が回転すると、その回転は、第２ミラー
駆動ギア７２ｃ及び第２ミラー伝動ギア７２ｄを介して第２ミラー従動ギア７２ｅに伝わ
る。この結果、第２ミラー従動ギア７２ｅに固定された第２ハーフミラー６２が、他の部
材（第１報知演出部材５１や第２報知演出部材５２や第１ハーフミラー６１）とは別個独
立に、前記第２回転軸線を中心として、第２報知演出部材５２の外側を回転する。
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【００５３】
　なお、第１ハーフミラー６１や第１報知演出部材５１は、装飾枠体１０ａの上側の開口
部４１と取付ベース７３の上側の第１開口部７３ａを介して前面から視認可能となってい
る。詳細には、第１ハーフミラー６１が閉状態にあると、開口部４１では、第１ハーフミ
ラー６１が最前面に位置して前面に臨んだ状態となり、第１報知演出部材５１は、この第
１ハーフミラー６１の奥側に位置して第１ハーフミラー６１に前面を覆われた状態となる
。そして、第１ハーフミラー６１が開状態にあると、開口部４１では、第１報知演出部材
５１が最前面に位置して前面に臨んだ状態となり、この際、第１報知演出部材５１の報知
部材５３が前向き状態であれば、この報知部材５３の報知面５３ａが最前面に位置して開
口部４１から前面に臨んだ状態となる。
　また同様に、第２ハーフミラー６２や第２報知演出部材５２は、装飾枠体１０ａの下側
の開口部４２と取付ベース７３の下側の第２開口部７３ｂを介して前面から視認可能であ
る。
【００５４】
Ｆ．報知演出ユニットの動作
　次に、報知演出ユニット５０の動作について、図１３等によって説明する。図１３（ａ
）は、確変報知を行う場合の各モータ等の動作を示すタイミングチャートであり、図１３
（ｂ）は、非確変報知を行う場合の各モータ等の動作を示すタイミングチャートである。
　前述した各モータ（報知部材用モータ７０ａ、第１ミラー用モータ７１ａ、第２ミラー
用モータ７２ａ）は、図示省略した本パチンコ機の制御装置（遊技制御装置などと呼ばれ
るメイン制御装置、或いは演出制御装置などのサブ制御装置）によって制御され、次のよ
うな動作が実現される。
【００５５】
　まず、常態（確変報知や非確変報知を行わない通常状態）では、図６（ａ）や図７（ａ
）或いは図１０（ａ），（ｂ）に示すように、第１報知演出部材５１や第２報知演出部材
５２の各報知部材５３，５６が前記後向き状態となって各レンズ部材５４，５７が前向き
になるとともに、各レンズ部材５４，５７の前面を覆うように第１ハーフミラー６１と第
２ハーフミラー６２がそれぞれ前記閉状態となる。そして適宜、ＬＥＤ基板５５の発光源
（ＬＥＤ５５ａ）又は／及びＬＥＤ基板５８の発光源（図示省略）がオンされて、レンズ
部材５４，５７の何れか一方又は両方が後方から照射されることで、当該レンズ部材に施
された装飾が前面側から視認可能となって、光と装飾による演出が実行される。この際、
各ハーフミラー６１，６２が曲面状（この場合、球面状）となっている（詳しくは各ハー
フミラー６１，６２が立体オブジェクトである各レンズ部材５４，５７の膨出形状に応じ
て凹んでいる）ので、各ハーフミラー６１，６２から各レンズ部材５４，５７（立体オブ
ジェクト）へ照射される反射光がムラになりにくいという利点がある。
　なお、上記発光源がオンされなければ、第１ハーフミラー６１又は第２ハーフミラー６
２のハーフミラーとしての機能によって、レンズ部材５４又は５７は遊技機前面側の遊技
者からは視認不可能である。
【００５６】
　次に、確率変動状態になるか否かを報知する場合には、図１３（ａ），（ｂ）に示すよ
うに、まず第１ミラー用モータ７１ａと第２ミラー用モータ７２ａが一時的にＯＮ（駆動
）され、第１ハーフミラー６１と第２ハーフミラー６２が１８０度回転駆動されて閉状態
から開状態に動く。これにより、図６（ｂ）や図８（ａ）或いは図１１（ａ），（ｂ）に
示すように、第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５２が開口部４１と４２からそれ
ぞれ前面に露出する。
【００５７】
　次に、第１ハーフミラー６１と第２ハーフミラー６２が開状態に維持された状態で、報
知部材用モータ７０ａが所定時間ＯＮされ、第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５
２が回転動作を所定時間継続して行う。これにより、開口部４１において第１報知演出部
材５１の報知部材５３とレンズ部材５４が交互に前面に露出し、報知部材５３の報知面５
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３ａの文字列「ＢＩＧ」がちらちら断続的に遊技者に見える。また、開口部４２において
は、第２報知演出部材５２の報知部材５６とレンズ部材５７が交互に前面に露出し、報知
部材５６の報知面５６ａの文字列「ＲＥＧ」がちらちら断続的に遊技者に見える。このた
め、遊技者は、確変になるか否かをドキドキしながら見守ることになり、遊技者の期待感
を高める演出が実現される。
　なおこの際、報知部材用モータ７０ａは、一方向にぐるぐる回転するように駆動されて
もよいが、報知部材５３，５６とレンズ部材５４，５７が交互に前面に向くように１８０
度の範囲で第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５２が揺動するように駆動されても
よい。
【００５８】
　そして上記所定時間が経過すると、各レンズ部材５４，５７が前面側に位置して各報知
部材５３，５６が後向き状態となるように、報知部材用モータ７０ａがＯＦＦ（駆動停止
）されて第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５２が回転を停止する。次いで第１ミ
ラー用モータ７１ａと第２ミラー用モータ７２ａが一時的にＯＮされ、第１ハーフミラー
６１と第２ハーフミラー６２が１８０度回転駆動されて開状態から閉状態に動く。これに
より、前述した常態と同じ状態に戻り、第１ハーフミラー６１と第２ハーフミラー６２が
前面を覆って、第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５２（各報知面５３ａ，５６ａ
含む）は一旦両方とも遊技者に見えなくなる。
【００５９】
　次に、各ハーフミラー６１，６２が各報知部材を覆った状態（即ち、閉状態）で、報知
部材用モータ７０ａが一時的にＯＮされ、第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５２
が１８０度回転駆動され、各報知部材５３，５６が前向き状態とされて、各報知面５３ａ
，５６ａが前向きとされる。
　そしてその後、確率変動状態になることが報知される場合には、図１３（ａ）に示すよ
うに、第１ミラー用モータ７１ａのみが一時的にＯＮされ、第１ハーフミラー６１のみが
１８０度回転駆動されて図９（ａ），（ｂ）の如く閉状態から開状態に動き、非確率変動
状態ｎｉなることが報知される場合には、図１３（ｂ）に示すように、第２ミラー用モー
タ７２ａのみが一時的にＯＮされ、第２ハーフミラー６２のみが１８０度回転駆動されて
図９（ｃ），（ｄ）の如く閉状態から開状態に動く。
　これにより、確率変動状態ｎｉなることが報知される場合には、図６（ｃ）や図９（ｂ
）或いは図１２（ａ），（ｂ）に示すように、第１報知演出部材５１の報知部材５３が開
口部４１から前面に露出して、遊技者に報知面５３ａの文字列「ＢＩＧ」のみが見えて、
確変になることが報知される。一方、非確率変動状態になることが報知される場合には、
図６（ｄ）や図９（ｄ）に示すように、第２報知演出部材５２の報知部材５６が開口部４
２から前面に露出して、遊技者に報知面５６ａの文字列「ＲＥＧ」のみが見えて、確変に
ならないことが報知される。
【００６０】
Ｇ．遊技の概要
　次に、本形態例のパチンコ機で行われる遊技の概要や遊技の流れについて説明する。
　まず、遊技開始当初の時点（或は遊技開始前の時点）では、客待ち状態（デモ中）とな
っており、表示装置本体の画面（表示部６）には客待ち画像（動画又は静止画）が表示さ
れる。
　ガイドレール２を介して遊技領域３に打込まれた遊技球が、始動入賞口１１に入賞する
と（即ち、特図の始動入賞があると）、表示部６において特図の変動表示が行われて、変
動表示ゲームが実行される。
【００６１】
　そして、見かけ上、この変動表示ゲームの表示部６における特図の停止表示態様（変動
表示により導出された特図の組合せ）が特別表示態様（例えば、「３、３、３」などのゾ
ロ目）であれば、大当りと呼ばれる特典が遊技者に付与される。なお制御上は、例えば始
動入賞があったことを条件として、大当り乱数の値が抽出記憶されて、この抽出記憶され
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た乱数値と予め設定された判定値とが判定時に比較判定され、この比較判定結果に基づい
て、予め大当りとするか否かが決定され、この決定に応じて上記変動表示ゲームが開始さ
れる。
　また、例えば上記特図の停止表示態様が特定の表示態様（例えば、「７、７、７」など
のゾロ目）であれば、大当りになるとともに、その大当り後に大当りとなる確率が高めら
れる確率変動状態となる。そして本例の場合、報知演出ユニット５０の前述の動作によっ
て、このような確率変動状態になるか否かが報知される。
【００６２】
　なお、確率変動状態の発生条件は、上述したように特図が特定の表示態様で停止する場
合に限定されない。例えば、特図に無関係に、大当り時に確率変動状態とするか否かが制
御装置内の乱数抽出などによって決定され、その決定結果が前述の報知演出ユニット５０
の動作によって遊技者に報知される構成でもよい。
　また、上記特図の停止表示態様が確率変動状態になる特定の表示態様（例えば、「７、
７、７」などのゾロ目）でない場合に、再抽選として報知演出ユニット５０の前述の動作
を行って、確率変動状態になるか否かを再度決定して遊技者に報知するような構成でもよ
い。
【００６３】
　次に、上記大当り状態（本発明の特別遊技状態に相当）になると、第１大入賞口１２又
は第２大入賞口１３が、規定時間（例えば、３０秒）を越えない範囲内において、例えば
１０個入賞までの期間だけ一時的に開放される開放動作が行われる。そしてこの開放動作
は、例えば、１５ラウンドまで行われる。また、この大当たり状態では、大当たり状態を
演出したり大当たりラウンド数などを遊技者に報知するための大当たり画像の表示が、表
示部６で実行される。
【００６４】
　また、上記特図の変動表示ゲーム中又は大当り中に、始動入賞口１１にさらに遊技球が
入賞したときには、例えば表示部６で特図始動記憶表示が行われて４個まで記憶され、変
動表示ゲーム又は大当りが終了した後に、その記憶（即ち、始動記憶）に基づいて上記特
図の変動表示ゲームが繰り返されたり、客待ち状態に戻ったりする。
　即ち、変動表示ゲームが大当たりで終了すれば大当たり状態に移行し、変動表示ゲーム
がはずれで終了し始動記憶があれば再度変動表示ゲームが実行され、変動表示ゲームがは
ずれで終了し始動記憶がなければ客待ち状態に戻り、大当たりが終了して始動記憶があれ
ば再度変動表示ゲームが実行され、大当たりが終了して始動記憶がなければ客待ち状態に
戻る流れとなっている。
【００６５】
　一方、遊技中に、遊技球が普図始動ゲート１５を通過したときは、普図表示器での普図
の変動表示による普図の変動表示ゲームが行われる。そして、この変動表示ゲーム結果（
停止した普図）が所定の態様であれば、普図当りと呼ばれる特典が付与される。
　この普図当りになると、始動入賞口１１の一対の開閉部材１１ａが逆ハの字に開いた開
放状態に、例えば０．５秒程度保持される遊技が行われる。これにより、始動入賞口１１
に遊技球が入る可能性が生じて始動入賞し易くなり、その分、特図の変動表示ゲームの実
施回数が増えて大当りになる可能性が増す。
　また、上記普図の変動表示ゲーム中に、普図始動ゲート１５にさらに遊技球が入賞した
ときには、普図記憶表示器で普図始動記憶表示が実行されてこの場合４個まで記憶され、
普図の変動表示ゲームの終了後に、その記憶に基づいて上記普図の変動表示ゲームが繰り
返される。
【００６６】
　以上説明した本例の遊技機では、センターケース１０（変動表示装置）に、ハーフミラ
ーを使った装飾演出と確変報知の両方を行う報知演出ユニット５０を配設し、確変になる
か否かを報知するために、上下にそれぞれ配置したハーフミラー（第１ハーフミラー６１
、第２ハーフミラー６２）や報知演出部材（第１報知演出部材５１、第２報知演出部材５
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２）によるメカ的な動きで報知するようにした。また、ハーフミラーは上下で別駆動源、
報知演出部材は上下連動して動作し、その動作により報知、及び演出を行う構成とした。
このため、装飾演出と確変報知の機能をユニット化し、省スペースで両方の機能が実現で
きる。また、表示領域や別部品を用いずに、従来にない確変の報知が可能となり、遊技者
の興趣も向上する。
【００６７】
　また、本例の遊技機によれば、確変になるか否かを報知する際、両方のハーフミラーを
開状態として各報知演出部材を所定時間回転させて各報知面５３ａ，５６ａをちらちら遊
技者に見せた後、一旦両方のハーフミラーを閉じて各報知面５３ａ，５６ａを前向きとし
、その後何れか一方のハーフミラーを開けて一方の報知面を見せて報知を行うので、確変
報知が行われることが明確となる。また、遊技者の期待感を高揚させて、より高い演出効
果が期待できる。
　また、本例の遊技機によれば、各レンズ部材５４，５７の装飾を立体オブジェクトにし
たから、前述した常態において、後方からの照射により非常に高い装飾演出効果が得られ
る。
【００６８】
（第２形態例）
　次に、第２形態例を図１４、図１５によって説明する。図１４（ａ）は、報知演出ユニ
ットの部分断面図（図１４（ｂ）におけるＸ－Ｘ断面図）であり、図１４（ｂ）は、報知
演出ユニットの正面図（ハーフミラー閉状態）である。図１５は、報知演出ユニットの前
面側斜視図であり、ハーフミラーは閉状態を示す。なお、第１形態例と同様の要素には同
符号を使用する。
　本例は、次の点において報知演出ユニットの構成が第１形態例の報知演出ユニット５０
と異なり、他の構成は第１形態例と同じである。
　即ち、第１報知演出部材５１の報知部材５３と、第２報知演出部材５２の報知部材５６
が、透光性を有する部材によって形成されて、本発明の報知レンズ部材として機能する。
また、第１報知演出部材５１のレンズ部材５４と第２報知演出部材５２のレンズ部材５７
は、第１形態例と同様に透光性を有する部材によって形成されて、本発明の装飾レンズ部
材として機能する。また、第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５２の内部には、例
えば図１４（ａ）に示すように、ＬＥＤ基板が２枚（ＬＥＤ基板５５とＬＥＤ基板１０５
）設けられ、それぞれのＬＥＤ基板に発光源としてのＬＥＤ（ＬＥＤ５５ａとＬＥＤ１０
５ａ）が搭載され、各ＬＥＤによってレンズ部材５４（装飾レンズ部材）と報知部材５３
（報知レンズ部材）をそれぞれ後面から照射可能な構成となっている。
【００６９】
　そして、確率変動状態になるか否かを報知する場合には、第１報知演出部材５１と第２
報知演出部材５２の報知レンズ部材（報知部材５３，５６）の報知レンズ面（報知面５３
ａ、５６ａ）が前面側に位置するように各報知レンズ部材が前向き状態に回転するととも
に、各報知レンズ部材の前面を覆うように第１ハーフミラー６１と第２ハーフミラー６２
がそれぞれ前記閉状態となり、第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５２のうちの何
れかの発光源（例えばＬＥＤ１０５ａ）が発光する。これにより、図１５に示すように、
前面のハーフミラーを透過して報知レンズ面（報知面５３ａ、５６ａ）の文字列が前面か
ら見えるようになり、確変になるか否かが報知される。なお図１５は、第１報知演出部材
５１と第２報知演出部材５２の両方の発光源が発光した状態を図示しているが、実際には
、何れか一方の発光源のみが発光して、報知レンズ面（報知面５３ａ、５６ａ）の文字列
のうちの一方のみ（「ＢＩＧ」又は「ＲＥＧ」）が前面から視認可能となる。
【００７０】
　なお本例においても、上述した最終的な確変の報知の動作を行う前に、各ハーフミラー
を開状態としておいて各報知演出部材を所定時間回転させる動作を、第１形態例と同様に
実行するようにしてもよい。
　本例の遊技機によれば、第１形態例と同様の効果に加えて、次のような効果がある。即
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ち、報知演出部材の両面をレンズ面として、ハーフミラーで前面を覆った状態でもその報
知を実現するようにしたから、ハーフミラー越しに確変の報知を行うという従来にない報
知を行うことができ、高い装飾効果を期待できる。
【００７１】
　なお、本発明は上述した形態例に限られず、各種の変形や応用があり得る。
　例えば、上記形態例では確変になることを報知する第１報知演出部材５１が上側に配置
されているが、第１報知演出部材５１と第２報知演出部材５２の位置関係が上下逆であっ
てもよいことは、いうまでもない。
　また、上記形態例では、特図の変動表示結果に基づいて大当り（特別遊技状態）になる
時に確率変動状態を発生させるか否かが決定される構成となっているが、これに限られな
い。特図の変動表示ゲームに無関係に確率変動状態が発生する構成であってもよい。
　また、本発明の報知演出ユニットによる報知は、少なくとも確率変動状態になるか否か
を報知するものであるが、現在の状態が確率変動状態であるか否かの報知も行うようにし
てもよい。例えば、報知部材の報知面を前向きにして該当のハーフミラーを開状態にして
その報知面を露出状態に維持しておくことで、現在の状態が確率変動状態であるか否かの
報知も本発明の報知演出ユニットによって実現できることは、いうまでもない。
【００７２】
　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】パチンコ機の遊技盤の前面図である。
【図２】（ａ）は、センターケースの正面図であり、（ｂ）はセンターケースの斜視図で
ある。
【図３】報知演出ユニットの分解斜視図である。
【図４】報知演出ユニットの要部（報知演出部材等）の分解斜視図であり、裏側から斜め
に見た図である。
【図５】報知演出ユニットの要部（報知演出部材等）の分解斜視図であり、前面側から斜
めに見た図である。
【図６】報知演出ユニットの動作を示す図であり、（ａ）は常態（ハーフミラーは閉状態
）を示し、（ｂ）はレンズ面が前面を向いた状態（ハーフミラーは開状態）を示し、（ｃ
）は確変報知時の状態を示し、（ｄ）は非確変報知時の状態を示す。
【図７】報知演出ユニットの前面側斜視図であり、（ａ）は常態（ハーフミラーは閉状態
）を示し、（ｂ）はレンズ面が前面を向いた状態（ハーフミラーは半分開状態）を示す。
【図８】報知演出ユニットの前面側斜視図であり、（ａ）はレンズ面が前面を向いた状態
（ハーフミラーは開状態）を示し、（ｂ）は報知部材やレンズ部材が回転している状態（
ハーフミラーは開状態）を示す。
【図９】報知演出ユニットの前面側斜視図であり、（ａ）は確変報知のために上側のハー
フミラーが開状態に動く途中の状態を示し、（ｂ）は確変報知時の状態を示し、（ｃ）は
非確変報知のために下側のハーフミラーが開状態に動く途中の状態を示し、（ｄ）は非確
変報知時の状態を示す。
【図１０】（ａ）は、報知演出ユニットの部分断面図（（ｂ）におけるＸ－Ｘ断面図）で
あり、（ｂ）は、報知演出ユニットの正面図（ハーフミラー閉状態）である。
【図１１】（ａ）は、報知演出ユニットの部分断面図（（ｂ）におけるＸ－Ｘ断面図）で
あり、（ｂ）は、報知演出ユニットの正面図（ハーフミラー開状態）である。
【図１２】（ａ）は、報知演出ユニットの部分断面図（（ｂ）におけるＸ－Ｘ断面図）で
あり、（ｂ）は、報知演出ユニットの正面図（確変報知時の状態）である。
【図１３】各モータ等の動作を示すタイミングチャートであり、（ａ）は確変報知を行う
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【図１４】（ａ）は、報知演出ユニットの部分断面図（（ｂ）におけるＸ－Ｘ断面図）で
あり、（ｂ）は、報知演出ユニットの正面図（ハーフミラー閉状態）である。
【図１５】報知演出ユニットの前面側斜視図であり、ハーフミラーは閉状態を示す。
【符号の説明】
【００７４】
　１　遊技盤
　３　遊技領域
　６　表示部（表示領域）
　１０　センターケース（変動表示装置）
　１０ａ　装飾枠体
　５０　報知演出ユニット
　５１　第１報知演出部材
　５２　第２報知演出部材
　５３，５６　報知部材（報知レンズ部材）
５３ａ，５６ａ　報知面（報知レンズ面）
　５４、５７　レンズ部材（装飾レンズ部材）
５５ａ，１０５ａ　ＬＥＤ（発光源）
６１　第１ハーフミラー
６２　第２ハーフミラー
７０　報知演出駆動機構
７１　第１ミラー駆動機構
７２　第２ミラー駆動機構
７３　取付ベース
７３ａ　第１開口部
７３ｂ　第２開口部
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】



(26) JP 5017595 B2 2012.9.5

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

