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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技の進行に応じて種々の演出表示が可能な表示領域を有する表示装置の前面側に設け
られたシャッター装置を備える遊技機であって、
　前記シャッター装置は、
　前記表示装置の前記表示領域の前面側に並列して配置され、前記表示装置の表示領域を
開閉可能な複数の遮蔽板と、
　前記複数の遮蔽板を互いに重なり合った状態で上下に移動させることができ、前記複数
の遮蔽板により前記表示装置の表示領域を覆う全閉状態と前記複数の遮蔽板が前記表示装
置の表示領域の前面側に存在しない全開状態とを切り替えることが可能な遮蔽板移動手段
と、を含んで構成され、
　前記複数の遮蔽板は、それぞれ左右方向を長辺とし上下方向を短辺とした長方形板状と
されるとともに、各遮蔽板の左右両端に位置する前記短辺には、前面側に突出するリブが
上下方向に延設されており、
　前記全開状態のときには、前記複数の遮蔽板のすべてが前記表示装置の表示領域の上方
で互いに重なり合った状態となり、
　前記全開状態から前記全閉状態に切り替わる際には、前記複数の遮蔽板のうち下方に位
置する遮蔽板の前記リブが上方に位置する遮蔽板の背面に接触しつつ各遮蔽板が下降し、
　前記全閉状態から前記全開状態に切り替わる際には、前記複数の遮蔽板のうち下方に位
置する遮蔽板の前記リブが上方に位置する遮蔽板の背面に接触しつつ、下方に位置する遮
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蔽板が上方に位置する遮蔽板を押し上げて、各遮蔽板が上昇する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記複数の遮蔽板は、それぞれ透光性を有する透明板によって構成されており、
　前記複数の遮蔽板の背面には、透光性を有する透光性図柄が設けられており、
　前記全開状態から前記全閉状態に切り替わる際、前記複数の遮蔽板の下降に連動して前
記表示装置の表示領域を上方から下方にかけて第１の表示色とするとともに、前記全閉状
態となった際に前記表示装置の表示領域全体を前記第１の表示色とすることで、前記複数
の遮蔽板の前面側から前記透光性図柄が視認不能となり、
　前記全閉状態にて前記表示装置の表示領域全体を第２の表示色とすることで、前記複数
の遮蔽板の前面側から前記透光性図柄が視認可能となる
　ことを特徴とする請求項１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、組合せ式遊技機（アレンジボール遊技機）、スロットマシ
ンなどの遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　従来より、遊技の進行に応じて種々の演出表示を行う液晶表示装置の前面側にシャッ
ター装置を設けた遊技機が知られている（特許文献１、２参照）。この遊技機は、シャッ
ター装置に設けられた遮蔽板を開閉することで、遊技者からみて液晶表示装置を可視状態
と不可視状態とに切り替えることができるように構成されている。
【特許文献１】特開２００４－１３５８８５号公報
【特許文献２】特開２００５－４０４１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１、２に記載の遊技機では、シャッター装置の遮蔽板が開
放または閉鎖するのみで、単調な動作しかすることができず、遊技者に飽きられやすいと
いう問題がある。そこで、遮蔽板で複雑な動作をさせ、演出を多様化することが考えられ
るが、遮蔽板の開閉機構が複雑化するとシャッター装置の動作精度を確保することが難し
いという問題がある。
【０００４】
　そこで、本発明は上記点に鑑み、表示装置の前面側にシャッター装置が設けられた遊技
機において、シャッター装置による演出効果を高め興趣を向上させつつ、シャッター装置
の動作精度を確保することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明は、遊技の進行に応じて種々の演出表示が可能な表示
領域を有する表示装置の前面側に設けられたシャッター装置を備える遊技機において、シ
ャッター装置は、表示装置の表示領域の前面側に並列して配置され、表示装置の表示領域
を開閉可能な複数の遮蔽板と、複数の遮蔽板を互いに重なり合った状態で上下に移動させ
ることができ、複数の遮蔽板により表示装置の表示領域を覆う全閉状態と複数の遮蔽板が
表示装置の表示領域の前面側に存在しない全開状態とを切り替えることが可能な遮蔽板移
動手段と、を含んで構成され、
　複数の遮蔽板は、それぞれ左右方向を長辺とし上下方向を短辺とした長方形板状とされ
るとともに、各遮蔽板の左右両端に位置する短辺には、前面側に突出するリブが上下方向
に延設されており、全開状態のときには、複数の遮蔽板のすべてが表示装置の表示領域の
上方で互いに重なり合った状態となり、全開状態から全閉状態に切り替わる際には、複数
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の遮蔽板のうち下方に位置する遮蔽板のリブが上方に位置する遮蔽板の背面に接触しつつ
各遮蔽板が下降し、全閉状態から全開状態に切り替わる際には、複数の遮蔽板のうち下方
に位置する遮蔽板のリブが上方に位置する遮蔽板の背面に接触しつつ、下方に位置する遮
蔽板が上方に位置する遮蔽板を押し上げて、各遮蔽板が上昇することを特徴としている。
【０００６】
　遮蔽板が全閉状態となっていない場合には、複数の遮蔽板が展開が不十分であり、遮蔽
板が重なり合っている可能性が高い。このため、遮蔽板の全閉状態が検出できない場合に
、部分開閉演出を行わないことで、遮蔽板が整列していない状態で遮蔽板を開閉させるこ
とに起因する遮蔽板の作動不良が発生することを回避でき、シャッター装置の動作精度を
向上させることができ、品質向上を図ることができる。
【０００７】
　また、本発明の第２の特徴は、複数の遮蔽板は、それぞれ透光性を有する透明板によっ
て構成されており、複数の遮蔽板の背面には、透光性を有する透光性図柄が設けられてお
り、全開状態から全閉状態に切り替わる際、複数の遮蔽板の下降に連動して表示装置の表
示領域を上方から下方にかけて第１の表示色とするとともに、全閉状態となった際に表示
装置の表示領域全体を第１の表示色とすることで、複数の遮蔽板の前面側から透光性図柄
が視認不能となり、全閉状態にて表示装置の表示領域全体を第２の表示色とすることで、
複数の遮蔽板の前面側から透光性図柄が視認可能となることである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　（第１実施例）
　以下、本発明の実施形態を示す第１実施例について図面を用いて説明する。本発明の遊
技機をパチンコ遊技機（以下、単に遊技機という）に適用した実施例を図１～図２５に示
す。
【００１１】
　図１は、本実施例の遊技機１の正面図である。図１に示すように、遊技機１の前面部は
、本体枠２、中枠３、前面枠４、上皿部５、下皿部６、施錠装置９、遊技盤２０等を備え
ている。なお、図１では遊技盤２０の詳細な図示を省略している。また、中枠３は前面枠
４等が前面側に配置されているため、図１においては明示されていない。
【００１２】
　本体枠２は木製の板状体を略長方形の枠状に組立てたものであり、遊技機１の外枠を構
成している。中枠３はプラスチック製であり、本体枠２の内側に嵌め込まれて設置されて
おり、外枠２に対して開閉可能に左端で軸支されている。中枠３は、上側２／３程度を占
める枠体部と下側１／３程度を占める下板部とから構成されている。枠体部の前面側には
遊技盤２０と前面枠４とが重なるように設けられており、下板部の前面側には上皿部５と
下皿部６が設けられている。
【００１３】
　下板部には、遊技球を遊技盤２０に発射する発射手段を構成する発射装置ユニット（図
示略）、遊技球を発射装置ユニットに供給する球送り装置（図示略）が設けられている。
【００１４】
　前面枠４は、中枠３の前面側に配置され、中枠３の左端で開閉可能に支持されている。
前面枠４はプラスチック製であり、奥側に配置される遊技盤２０の盤面を視認可能にする
ために、円形状の開口部４ａが形成されている。前面枠４の裏面には、開口部４ａに対応
した形状とされるガラス板等の透明板（図示略）が装着されている。前面枠４における遊
技盤２０の周囲には、ＬＥＤ等のランプ類（図示略）が設けられている。これらのランプ
類は、遊技効果を高めるためにゲーム進行に応じて点灯・消灯あるいは点滅する。
【００１５】
　上皿部５は、前面枠４の下側に設けられ、中枠３の左端に開閉可能に支持されている。
上皿部５は、皿外縁部５ａと、遊技機１の内部から遊技球を排出するための排出口５ｂと
、上皿部５の遊技球を下皿部６に排出する球抜きボタン５ｃとを備えている。皿外縁部５
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ａの上面には、演出スイッチ５ｄや球貸ボタン５ｅ等が設けられている。
【００１６】
　下皿部６は、上皿部５の下方に設けられている。下皿部６の略中央には、遊技機１の内
部から下皿部６に遊技球を排出するための排出口６ａが設けられている。下皿部６の左端
には灰皿７が設けられている。下皿部６の右端には、遊技者が発射装置ユニット（図示略
）を操作するための発射ハンドル８が設けられている。発射ハンドル８には、遊技者が触
れていることを検出する接触検知手段としてのタッチスイッチ８ａが設けられている。発
射ハンドル８の左側面には、遊技者が操作して遊技球の発射を一時的に停止する発射停止
スイッチ８ｂが配置されている。
【００１７】
　施錠装置９は、中枠３の右端中央の下方に設けられており、前面枠４を閉じた場合にこ
れを施錠するためのものである。
【００１８】
　また、遊技機１には、遊技状態に応じた効果音等を発生させるためのスピーカ１０ａ～
１０ｄが設けられている。スピーカ１０ａ～１０ｄは、遊技機１の上部に設けられた上部
スピーカ１０ａ、１０ｂと遊技機１の下部に設けられた下部スピーカ１０ｃ、１０ｄとか
らなる。さらに、遊技機１の左側には、プリペイドカードユニット１３（ＣＲユニット）
が装着されている。
【００１９】
　次に、本実施例の遊技盤２０の表面構造について説明する。図２は遊技盤２０の正面図
であり、シャッター装置７０により演出図柄表示装置２５が不可視状態となっている場合
を示している。
【００２０】
　遊技盤２０は、略長方形の木製の板状体であって中枠３に着脱可能に取り付けられてい
るとともに、後述する裏機構盤１０２（図１８参照）によりその背面側が覆われている。
【００２１】
　図２に示すように、遊技盤２０には、遊技盤２０の表面に設けられた外レール２２と内
レール２３とにより略円形状の遊技領域２１が形成されている。遊技領域２１内には、中
央装置２４、演出図柄表示装置２５、普通図柄作動ゲート２７、始動口２８、大入賞装置
（特別電動役物）３３、左入賞口３４、３５、右入賞口３６、３７、第１装飾部材５０、
第２装飾部材６０、シャッター装置７０等の遊技装置が配設されている。なお、図示を省
略しているが、遊技領域２１には各遊技装置との位置バランスを考慮して多数の障害釘が
配設されている。
【００２２】
　中央装置２４は遊技領域２１の略中央部に配置され、演出図柄表示装置２５が設けられ
ている。大入賞装置３３は遊技領域２１における中央装置２４の下方に配置されている。
第１装飾部材５０は遊技領域２１における大入賞装置３３の左側に配置され、第２装飾部
材６０は遊技領域２１における大入賞装置３３の右側に配置されており、装飾部材５０、
６０はいわゆるサイド飾りを構成している。また、第１装飾部材５０には、普通図柄表示
装置５６（図４参照）と左入賞口３４、３５がユニット化されており、第２装飾部材６０
には、特別図柄表示装置６２（図７参照）と右入賞口３６、３７がユニット化されている
。
【００２３】
　演出図柄表示装置２５は、遊技の進行に応じて種々の演出表示が可能な表示領域を有す
る表示装置であり、本実施例では１２インチ程度の大型液晶表示装置を用いている。演出
図柄表示装置２５の表示領域は、任意の色で発光することが可能となっており、任意の識
別情報を表示可能となっている。
【００２４】
　シャッター装置７０は、演出図柄表示装置２５の前面側（遊技者に近い側）に配置され
ており、複数の遮蔽板７１を用いて演出図柄表示装置２５の前面側を開閉することで、遊
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技者が演出図柄表示装置２５の表示領域を見ることができない不可視状態と、遊技者が演
出図柄表示装置２５を見ることができる可視状態とを切り替えることができる。
【００２５】
　図３は、演出図柄表示装置２５とシャッター装置７０の正面図であり、（ａ）～（ｃ）
はそれぞれシャッター装置７０の状態が異なっている。図３（ａ）はシャッター装置７０
の遮蔽板７１により演出図柄表示装置２５の前面側が覆われている全閉状態を示し、図３
（ｂ）はシャッター装置７０の遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の前面側に存在しない
全開状態を示し、図３（ｃ）はシャッター装置７０の遮蔽板７１がその場で回転した開放
状態を示している。シャッター装置７０が全開状態および開放状態の場合に演出図柄表示
装置２５の表示領域を見ることができる可視状態となり、全閉状態の場合に演出図柄表示
装置２５の表示領域を見ることができない不可視状態となる。シャッター装置７０が図３
（ａ）に示す全閉状態の場合に演出図柄表示装置２５の表示領域で照射した光は、シャッ
ター装置７０の遮蔽板７１の裏面側に照射される。なお、シャッター装置７０の構成につ
いては後述する。
【００２６】
　図２に戻り、普通図柄作動ゲート２７は、中央装置２４の左側に設けられている。普通
図柄作動ゲート２７の内部には、遊技球の通過を検知する普通図柄作動ゲート検知スイッ
チ２７ｓが設けられている。遊技球が普通図柄作動ゲート２７を通過することで、後述の
普通図柄が変動開始する。
【００２７】
　始動口２８は、中央装置２４の中央位置の下方に設けられている。始動口２８は、２つ
の入球口２８ａ、２８ｂが上下方向に並んで配置されている。上段側入球口２８ａ（上始
動口）は常時開口しており、下段側入球口２８ｂ（下始動口）はいわゆるチューリップ式
で左右に一対の翼片部２８ｃが開閉するように形成されている。普通図柄が当り図柄の組
合せで停止表示された場合には、翼片部２８ｃが開いて下段側入球口２８ｂが開放される
。つまり、下側入球口２８ｂは普通電動役物として機能する。
【００２８】
　始動口２８の内部には、遊技球の入球を検知する始動口入球検知スイッチ２８ｓ（図１
９参照）と、翼片部２８ｃを作動させるための始動口ソレノイド２８ｄ（図２０参照）と
が備えられている。この一対の翼片部２８ｃが左右に開いた場合には、下段側入球口２８
ｂは遊技球の入球可能性が大きくなる開放状態となり、一対の翼片部２８ｃが立設された
場合には、下段側入球口２８ｂは遊技球の入球可能性が小さくなる通常状態となる。遊技
球が始動口２８に入球することで、後述の特別図柄が変動開始する。
【００２９】
　大入賞装置３３は、始動口２８の下方に配設されている。ここで、大入賞装置３３は、
帯状に開口された大入賞口３３ａと、この大入賞口３３ａを開放・閉鎖する開閉板３３ｂ
と、この開閉板３３ｂを開閉するための大入賞口ソレノイド３３ｃ（図２０参照）と、遊
技球の入球を検知する大入賞口入球検知スイッチ３３ｓ（図２０参照）とから主に構成さ
れている。
【００３０】
　大入賞装置３３の左斜め上方には、左入賞口３４、３５が設けられている。これらの内
部には、それぞれ左入賞口入球検知スイッチ３４ｓ、３５ｓ（図２０参照）が設けられて
いる。大入賞装置３３の右斜め上方には、右入賞口３６、３７が設けられている。これら
の内部には、右入賞口入球検知スイッチ３６ｓ、３７ｓ（図２０参照）が設けられている
。
【００３１】
　図４は、第１装飾部材５０の正面図である。図４に示すように、第１装飾部材５０には
、特図保留表示部５２と、普図保留表示部５３と、遊技状態表示部５５と、普通図柄表示
部５６が設けられている。
【００３２】
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　特図保留表示部５２は、特別図柄変動中や特別遊技状態中に始動口２８に入球した遊技
球の数を４個まで保留可能として特別図柄保留数を表示するものである。次回の特別図柄
の変動が開始する毎（特別図柄当否判定が行われる毎）に未始動回数（保留数）が消化さ
れ、特別図柄保留数が１個ずつ減少する。普図保留表示部５３は、普通図柄変動中や下側
入球口（普通電動役物）２８ｂの開放中に普通図柄作動ゲート２７を通過した遊技球の数
を４個まで保留可能として普通図柄保留数を表示するものである。次回の普通図柄の変動
が開始する毎（普通図柄当否判定が行われる毎）に未始動回数（保留数）が消化され、普
通図柄保留数が１個ずつ減少する。普通図柄保留数と特別図柄保留数の増減は、後述の主
制御部２００の制御により行われる。
【００３３】
　図５は、特図保留表示部５２と普図保留表示部５３による保留数表示を説明するための
図である。特図保留表示部５２と普図保留表示部５３は、それぞれ２つのＬＥＤからなる
。これらの保留表示部５２、５３は、２個のＬＥＤの消灯、点灯、および点滅を組み合わ
せることで、４個を上限として保留数を表示することができる。具体的には、図５に示す
ように、ＬＥＤが２つとも消灯している場合は保留数０個を示し、ＬＥＤが１つ点灯し１
つ消灯している場合は保留数１個を示し、ＬＥＤが２つ点灯している場合は保留数２個を
示し、ＬＥＤが１つ点滅し１つ点灯している場合は保留数３個を示し、ＬＥＤが２つ点滅
している場合は保留数４個を示している。
【００３４】
　遊技状態表示部５５は、現在の特別図柄当否判定確率が高確率と通常確率（低確率）の
どちらであるか、つまり、確率変動機能が作動しているか否かを表示するとともに、下側
入球口（普通電動役物）２８ｂを開放状態とする時間が延長される開放時間延長機能が作
動しているか否かを表示する。
【００３５】
　図６は、遊技状態表示部５５による遊技状態表示を説明するための図であり、（ａ）は
確率変動機能と開放時間延長機能が作動している状態を示し、（ｂ）は開放時間延長機能
のみが作動している状態を示している。遊技状態表示部５５は、点灯および消灯が可能な
２個のＬＥＤ５５ａ、５５ｂから構成され、一方のＬＥＤ５５ａにより確率変動機能の作
動状態を表示し、他方のＬＥＤ５５ｂにより開放時間延長機能の作動状態を表示している
。各ＬＥＤ５５ａ、５５ｂの点灯によって確率変動機能や開放時間延長機能の作動中が示
され、各ＬＥＤ５５ａ、５５ｂの消灯によって確率変動機能や開放時間延長機能の非作動
中が示される。
【００３６】
　図４に戻り、普通図柄表示部５６は１個のＬＥＤから構成されており、このＬＥＤによ
り普通図柄の表示が行われる。普通図柄表示部５６を構成するＬＥＤは、点灯および消灯
が可能となっており、本実施例では当り表示を点灯、外れ表示を消灯、変動表示を点灯と
消灯の繰り返しである点滅で、それぞれ行うものとしている。遊技球が普通図柄作動ゲー
ト２７を通過した際に行われる普通図柄当否判定で当りと判定された場合には、普通図柄
表示部５６で停止表示される普通図柄が当り普通図柄の表示態様（点灯）に決定され、普
通図柄当否判定で外れと判定された場合には、普通図柄表示部５６で停止表示される普通
図柄は外れ図柄の表示態様（消灯）に決定される。
【００３７】
　普通図柄表示部５６では、普通図柄作動ゲート２７を遊技球が通過することにより普通
図柄が変動開始し、所定時間経過後に普通図柄が当り普通図柄の表示態様あるいは外れ普
通図柄の表示態様で停止表示される。そして、普通図柄が予め設定された当り普通図柄の
表示態様で停止表示すると、下側入球口（普通電動役物）２８ｂが所定時間（例えば１秒
）開放される。
【００３８】
　本実施例では、遊技球が普通図柄作動ゲート２７を通過した際に取得される普通図柄当
否判定用乱数が用意されており、その乱数が下側入球口（普通電動役物）２８ｂを作動さ
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せるか否かの普通図柄当否判定に用いられる。普通図柄当否判定用乱数には、予め当り値
が設定されており、遊技球が普通図柄作動ゲート２７を通過したタイミングで取得された
普通図柄当否判定用乱数が当り値と一致する場合に当りと判定される。そして、当りと判
定された場合には、普通図柄表示部５６で停止表示される普通図柄は、上記当り普通図柄
の表示態様に決定される。一方、外れと判定された場合には、普通図柄表示部５６で停止
表示される普通図柄は外れ普通図柄の表示態様に決定される。なお、普通図柄当否判定お
よび普通図柄の停止図柄の決定は、後述の主制御部２００によって行われる。
【００３９】
　図７は、第２装飾部材６０の正面図である。図７に示すように、第２装飾部材６０には
、特別図柄表示部６２、ラウンド数表示部６３が設けられている。
【００４０】
　本実施例の特別図柄は、特別図柄表示部６２で表示される本特別図柄（以下、「本図柄
」ともいう。）と演出図柄表示装置２５で表示される疑似特別図柄（以下、「演出用図柄
」ともいう。）とからなる。演出用図柄については後述する。特別図柄表示部６２は、７
個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇから構成されており、これらのＬＥＤ６２ａ～６２ｇにより本
図柄が表示される。特別図柄表示部６２を構成する各ＬＥＤ６２ａ～６２ｇは、点灯およ
び消灯が可能となっており、これら各ＬＥＤ６２ａ～６２ｇの点灯および消灯の組合せに
より本図柄の複数の表示態様を表示できる。そして、７個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇで表示
される本図柄の組合わせのうち、特定の組合せが当り特別図柄（大当り図柄）の組合せと
して設定されており、当り特別図柄以外の組合せが外れ特別図柄（外れ図柄）と設定され
ている。本実施形態の大当り図柄の組合せには、通常大当りを発生させる通常大当り図柄
と、確変大当りを発生させる確変大当り図柄がある。本実施例では、本図柄の変動表示を
各ＬＥＤ６２ａ～６２ｇが点灯と消灯を繰り返す点滅表示で行うものとしている。
【００４１】
　特別図柄表示部６２では、始動口２８を遊技球が通過することにより本図柄が変動開始
し、所定時間経過後に本図柄が当り図柄の組合せあるいは外れ図柄の組合せで停止表示さ
れる。本実施例では、特別図柄当否判定用乱数が用意されている。特別図柄当否判定用乱
数は、遊技球が始動口２８に入球した際に取得されるもので、条件装置を作動させるか否
かの特別図柄当否判定に用いられる。具体的には、特別図柄当否判定用乱数には、予め当
否判定用の当り値が設定されており、遊技球が始動口２８に入球したタイミングで取得さ
れた特別図柄当否判定用乱数が当り値と一致する場合に当りと判定される。そして、当り
と判定された場合には、特別図柄表示部６２で停止表示される本図柄は、上記当り図柄の
組合せのいずれかに決定される。一方、外れと判定された場合には、特別図柄表示部６２
で停止表示される本図柄は、上記外れ図柄の組合せに決定される。特別図柄当否判定、本
図柄の変動態様の決定、本図柄の停止図柄の決定は、後述の主制御部２００によって行わ
れるように構成されている。
【００４２】
　特別図柄表示部６２で表示された本図柄の組合せが当り特別図柄の組合せであった場合
には、主制御部２００は遊技者に相対的に有利な特別遊技状態を発生させる。特別遊技状
態は、大入賞装置３３を作動させることで、大入賞口３３ａへの遊技球の入球に関して遊
技者に利益（賞球）を付与するものである。
【００４３】
　特別遊技状態の発生により、大入賞装置（特別電動役物）３３および条件装置が作動す
る。ここで、条件装置とは、役物連続作動装置が作動するための条件となる装置である。
具体的には、条件装置は、後述の主制御部２００のＣＰＵ４００を主体として構成され、
本図柄が大当り図柄で停止表示することで作動を開始し、役物連続作動装置を作動させる
ものである。また、役物連続作動装置とは、後述の主制御部２００のＣＰＵ４００を主体
として構成され、大入賞装置３３を連続して作動させ、大入賞口３３ａを連続して開放状
態とする装置である。役物連続作動装置の作動開始により、大入賞口３３ａが連続して開
放する特別遊技状態が開始される。なお、主制御部２００のＣＰＵ４００は特別遊技状態



(8) JP 4946480 B2 2012.6.6

10

20

30

40

50

を発生させる特別遊技状態発生手段としての機能を有している。
【００４４】
　大入賞装置３３の作動開始により、大入賞口３３ａが開放して遊技球受入状態となる。
この遊技球受入状態は、所定の終了条件成立により終了し、開放していた大入賞口３３ａ
が閉鎖状態となる。所定の終了条件として、遊技球受入状態の開始後における大入賞口３
３ａの開放時間が所定開放時間（本実施例では３０秒）に達したとき、もしくは遊技球受
入状態の開始後、大入賞口３３ａに入球した遊技球数が所定数（本実施例では１０個）に
達したときとすることができる。
【００４５】
　この遊技球受入状態の開始から終了までを１ラウンドとした場合、上述の役物連続作動
装置は、所定ラウンドが終了したときに作動終了する。大入賞装置３３では、遊技球受入
状態が終了してから所定時間（例えば２秒）が経過した後に、大入賞口３３ａが開放して
再び遊技球受入状態となり、次のラウンドが開始する。このような開始から終了までを１
ラウンドとする遊技球受入状態は、所定の最高継続ラウンド数（１５ラウンド）が終了し
て役物連続作動装置の作動が終了するまで繰り返し継続される。
【００４６】
　本図柄が通常大当り図柄で停止表示した場合には、特別遊技状態の終了後の所定期間だ
け、変動時間短縮機能および始動口（下始動口）としての下側入球口（普通電動役物）２
８ｂの開放時間を延長させる開放時間延長機能が作動する（いわゆる時短遊技状態となる
）。変動時間短縮機能および開放時間延長機能の作動は、主制御部２００の制御により行
われるものであり、変動時間短縮機能には、普通図柄変動時間を短縮させる普通図柄変動
時間短縮機能と、特別図柄変動時間を短縮させる特別図柄変動時間短縮機能とが含まれて
いる。変動時間短縮機能および開放時間延長機能は、役物連続作動装置の作動終了後、次
回条件装置が作動するまでの間、または本図柄の変動回数が所定回数（本例では１００回
）に到達するまで作動する。
【００４７】
　本図柄が確変大当り図柄で停止表示した場合には、特別遊技状態の終了後、確率変動機
能が作動して確率変動状態となる。確率変動状態は、主制御部２００の制御により実現さ
れるものであり、この確率変動状態では、上記変動時間短縮機能に加え、特別図柄当否判
定の確率、すなわち特別図柄が大当り図柄で停止表示する確率を変更（向上）させる確率
変動機能が作動する。確率変動機能は、役物連続作動装置の作動終了後、次回条件装置が
作動するまでの間、または本図柄の変動回数が所定回数（本例では１００００回）に到達
するまで作動する。なお、主制御部２００は、確率変動機能を作動させるための確率変動
手段としての機能を有している。
【００４８】
　特別図柄表示部６２の右上には、ラウンド数表示部６３が設けられている。ラウンド数
表示部６３は、特別遊技状態の最高継続ラウンド数が複数設定されている際に、いずれの
ラウンド数が選択されているかを示すものである。ラウンド数表示部６３によるラウンド
数の表示は、特別図柄が大当り図柄で停止表示されて特別遊技状態が発生する際に行われ
る。
【００４９】
　次に、演出図柄表示装置２５で表示される演出用図柄について説明する。演出図柄表示
装置２５の表示領域には、演出用図柄が表示される演出用図柄表示領域が設けられている
。演出用図柄表示領域は、演出図柄表示装置２５の表示画面の中央に大きく設けられてお
り、右図柄が表示される右図柄表示領域、中図柄が表示される中図柄表示領域、左図柄が
表示される左図柄表示領域からなる３つの図柄表示領域からなる。各図柄表示領域は、こ
れらの表示領域の配置方向と略直交する向き、この場合、上下方向（縦方向）に図柄変動
方向が設定されている。各図柄表示領域は、「１」～「９」からなる図柄をそれぞれ表示
可能となっている。演出用図柄は、上記本図柄の変動表示が開始されることにより変動表
示を開始する。そして、本図柄が何れかの図柄で停止表示されると、この図柄に応じた図
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柄で停止表示される。演出用図柄では、３桁同一の偶数図柄の組合せが本図柄の通常大当
り図柄に対応し、３桁同一の奇数図柄の組合せが本図柄の確変大当り図柄に対応し、それ
ら以外の図柄の組合せが本図柄の外れ図柄に対応している。
【００５０】
　次に、演出図柄表示装置２５の前面側に配置されるシャッター装置７０について説明す
る。図８、図１０、図１２は、シャッター装置７０の内部構成を示す正面図である。図９
、図１１、図１３は、遮蔽板７１単体を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面
図である。図８、図１０、図１２では図示を省略しているが、シャッター装置７０の前面
側において遮蔽板７１全体の周囲を覆うように無色透明のカバー部材が設けられている。
図９（ａ）、図１１（ａ）、図１３（ａ）では、回転軸７１ａの図示を省略している。ま
た、図９（ｂ）、図１１（ｂ）、図１３（ｂ）では、紙面左側が前面側（手前側）、紙面
右側が背面側（奥側）となっている。
【００５１】
　図８は、遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の前面側を遮蔽し、演出図柄表示装置２５
の前面側（表示領域）が不可視状態となっている全閉状態（図３（ａ）参照）を示してお
り、図９は図８の状態に対応した遮蔽板７１を示している。図１０は、遮蔽板７１が演出
図柄表示装置２５の表示領域の上方に移動し、演出図柄表示装置２５の前面側（表示領域
）が可視状態となっている全開状態（図３（ｂ）参照）を示しており、図１１は図１０の
状態に対応した遮蔽板７１を示している。図１２は、すべての遮蔽板７１が開放して（遮
蔽板７１の表裏方向に回転して）水平状態となり、演出図柄表示装置２５の表示領域が可
視状態となっている開放状態（図３（ｃ）参照）を示しており、図１３は図１２の状態に
対応した遮蔽板７１を示している。
【００５２】
　図８に示すように、シャッター装置７０は、演出図柄表示装置２５の前面側（表示領域
）を遮蔽するための遮蔽板７１を有している。本実施例の遮蔽板７１は複数設けられてお
り、それらは互いに並列して配置されている。本実施例では、６枚の長方形板状の遮蔽板
７１が長手方向を水平として配置され、隣り合う遮蔽板７１は互いに近接して隙間なく配
置されている。
【００５３】
　連結アーム７４は、各遮蔽板７１に設けられている。本実施例の連結アーム７４は、略
直線状に形成され、遮蔽板７１の移動方向（図８における上下方向）にスライド可能とな
っている。また、図８における最下端に設けられている連結アーム７４がベルト８３に固
定されている。
【００５４】
　本第１実施例のシャッター装置７０では、遮蔽板７１を移動させる移動手段として、遮
蔽板７１の両外側に遮蔽板７１の移動範囲に渡って環状のベルト８３が設けられている。
ベルト８３は、連結アーム７４に移動方向に沿って設けられている。ベルト８３の上端に
アイドル側の第１プーリ８４が設けられ、ベルト８３の下端に駆動側の第２プーリ８５が
設けられており、ベルト８３は第１プーリ８４と第２プーリ８５との間を結ぶように配置
されている。２つの第２プーリ８５は連結軸８６で連結されており、同期回転するように
構成されている。第２プーリ８５はギア８７を介してモータ８８と接続されている。モー
タ８８は、例えばステッピングモータを用いることができる。本実施例では、１つのモー
タ８８で２つのベルト８３（第１プーリ８４及び第２プーリ８５）を回転させるように構
成されている。モータ８８は後述するサブ制御部２６０により制御される。なお、すべて
の遮蔽板７１を移動させる連結アーム７４、ベルト８３、第１プーリ８４及び第２プーリ
８５、ベルト８３（第１プーリ８４及び第２プーリ８５）を駆動する駆動手段としてのモ
ータ８８が、本発明における遮蔽板移動手段に相当している。
【００５５】
　ベルト８３の上端付近には、第１センサ７８が設けられている。第１センサ７８は、上
端の連結アーム７４がベルト８３によって移動する範囲における上限位置に設けられ、上
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端の連結アーム７４が可動範囲の上限にきたことを検知する上限センサとして構成されて
いる。第１センサ（上限センサ）７８は、複数の遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の表
示領域の上方に移動して、遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の表示領域の前面側に存在
しない全開状態を検出するために用いられる。遮蔽板７１が全開状態になると、第１セン
サ（上限センサ）７８の出力はＯＮになる。
【００５６】
　ベルト８３の下端付近には、第２センサ７９が設けられている。第２センサ７９は、下
端の連結アーム７４がベルト８３によって移動する範囲における下限位置に設けられ、下
端の連結アーム７４が可動範囲の下限にきたことを検知する下限センサとして構成されて
いる。第２センサ（下限センサ）７９は、複数の遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の表
示領域の下方に移動して、遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の表示領域の前面側を覆う
全閉状態を検出するために用いられる。遮蔽板７１が全閉状態になると、第２センサ（下
限センサ）７９の出力はＯＮになる。なお、第２センサ（下限センサ）７９が、複数の遮
蔽板７１が全閉状態になったことを検知する本発明の全閉状態検知手段に相当している。
【００５７】
　これらのセンサ７８、７９としては例えば光センサを用いることができる。さらにシャ
ッター装置７０には、遮蔽板７１を開閉するためのソレノイド８０が設けられている。
【００５８】
　図９（ａ）、図１１（ａ）、図１３（ａ）に示すように、遮蔽板７１の左右両端に位置
する短辺には、リブ７１ｃが設けられている。図９（ａ）に示す遮蔽板７１が垂直状態の
場合には、リブ７１ｃは遮蔽板７１の板面から前面側に突出しており、図１１（ａ）に示
す遮蔽板７１の下端が前方側に移動して傾斜した状態では、リブ７１ｃは上方に向かって
突出し、上方の遮蔽板７１の下面に対向している。
【００５９】
　また、図９（ｂ）に示すように、遮蔽板７１の長辺（板面の上下端辺）は、板面に対し
て傾斜するように構成されている。具体的には、図９（ｂ）に示す遮蔽板７１が垂直状態
の場合において、遮蔽板７１の上端と下端に位置する長辺は、前面側（遊技者側）が下方
で背面側（演出図柄表示装置２５の表示領域側）が上方となる傾斜面を構成している。上
下方向に隣り合う遮蔽板７１は、互いの上側傾斜面と下側傾斜面が対向しており、前面側
から見たときに、互いの上側傾斜面と下側傾斜面が重なり合っている。このため、遮蔽板
７１が垂直状態の場合には、隣り合う遮蔽板７１の傾斜面同士が干渉して、遮蔽板７１は
、上端が前方側かつ下端が後方側に移動する方向（図９（ｂ）の反時計方向）には回転で
きず、上端が後方側かつ下端が前方側に移動する方向（図９（ｂ）の時計方向）にのみ回
転することができる。
【００６０】
　図１４は、シャッター装置７０の枠部分を示す正面図であり、遮蔽板７１、ソレノイド
８０、ベルト８３等を取り除いた状態を示している。図１４に示すように、シャッター装
置７０の枠部分には、連結アーム７４を案内するための案内溝７０ａが形成されている。
案内溝７０ａは、各連結アーム７４に対応して設けられており、連結アーム７４が嵌り込
むことができる幅を有している。各案内溝７０ａは、対応する連結アーム７４を案内する
とともに、連結アーム７４の移動範囲を規制する。
【００６１】
　案内溝７０ａは、複数の遮蔽板７１が、演出図柄表示装置２５の表示領域の上方に移動
した状態（全開状態）から、演出図柄表示装置２５の前面側（表示領域）を遮蔽する状態
（全閉状態）まで移動させることができるように形成されている。各案内溝７０ａの上端
位置は、遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の表示領域の上方に移動した全開状態（図１
０参照）に対応し、各案内溝７０ａの下端位置は、遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の
前面側を遮蔽する全閉状態（図８参照）に対応している。
【００６２】
　図１５、図１６は、図８における連結アーム７４、ソレノイド８０等を拡大した斜視図



(11) JP 4946480 B2 2012.6.6

10

20

30

40

50

である。図１５は、遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の前面側を遮蔽する状態（全閉状
態）を示し、図１６は、遮蔽板７１が上方に移動中の状態を示している。
【００６３】
　図１５に示すように、連結アーム７４は、直線部７４ａと円筒部７４ｂとを有している
。直線部７４ａには、係合部７４ｃ、７４ｄが形成されている。隣り合う連結アーム７４
は、係合部７４ｃ、７４ｄにより互いに係合可能となっており、これにより連結アーム７
４の図８における下方向への移動が規制される。円筒部７４ｂには、遮蔽板７１の回転軸
７１ａが貫通する貫通孔が形成されている。円筒部７４ｂの上部には、連結アーム７４が
移動する際に直上の連結アーム７４の円筒部７４ｂが接触する受部７４ｅが形成されてい
る。
【００６４】
　次に、シャッター装置７０の遮蔽板７１の移動について説明する。全閉状態においてモ
ータ８８を駆動することで、ベルト８３が回転し、ベルト８３に固定された最下端の連結
アーム７４が案内溝７０ａに沿って上方に移動する。このとき、遮蔽板７１の長辺（板面
の上下端辺）は背面側が高くなるように傾斜しているので（図９（ｂ）参照）、遮蔽板７
１が上方に移動する際に、遮蔽板７１の上端長辺が上方側の遮蔽板７１の下端長辺から奥
側（背面側）に入り込むととともに、上方側の遮蔽板７１の下端長辺が前方に移動し、各
遮蔽板７１が重なりやすくなっている。遮蔽板７１の上昇に伴い、上方に移動した連結ア
ーム７４の受部７４ｅが直上の連結アーム７４の円筒部７４ｂの下方に接触する（図１６
参照）。
【００６５】
　そして、各連結アーム７４が直上の連結アーム７４を押し上げるともに、下方の遮蔽板
７１が上方の遮蔽板７１を押し上げ、連結アーム７４に接続されたすべての遮蔽板７１が
重なり合った状態で、案内溝７０ａの上端位置まで移動する。下方の遮蔽板７１が上方の
遮蔽板７１を押し上げる際には、下方の遮蔽板７１のリブ７１ｃが上方の遮蔽板７１の背
面側に接触するので、板面全体で接触する場合に比較して接触面積が少なくなり、各遮蔽
板７１がスムーズに重なり合うことができ、この結果、遮蔽板７１の上昇が円滑に行われ
ることとなる。このように、すべての遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の表示領域より
上方に移動することで、演出図柄表示装置２５の表示領域の前面側に遮蔽板７１が存在し
ない全開状態となる（図３（ｂ）、図１０、図１１参照）。なお、すべての遮蔽板７１が
演出図柄表示装置２５の表示領域より上方に移動して全開状態となったときに、最上部の
遮蔽板７１の連結アーム７４に設けられた検知片７４ｓが第１センサ７８内に介在した状
態となり、これにより、すべての遮蔽板７１が上限位置にあること（全開状態であること
）を、第１センサ（上限センサ）７８が検知した状態となる（図１０参照）。
【００６６】
　次に、全開状態においてモータ８８を逆回転させることでベルト８３が逆回転し、ベル
ト８３に固定された最下端の連結アーム７４が案内溝７０ａに沿って下方に移動する。他
の連結アーム７４は、それぞれの遮蔽板７１の自重で下方に移動し、案内溝７０ａの下端
位置で停止する。各遮蔽板７１が展開（下降）する際にも、下方の遮蔽板７１のリブ７１
ｃが上方の遮蔽板７１の背面側に接触しているので、板面全体で接触する場合に比較して
接触面積が少なくなり、各遮蔽板７１がスムーズに展開することができ、この結果、遮蔽
板７１の下降が円滑に行われることとなる。各遮蔽板７１の回転軸７１ａは、遮蔽板７１
の側辺における中央位置から上方にずらして設けられているので、各遮蔽板７１は自重に
より垂直状態になりながら、演出図柄表示装置２５の前面側で一枚ずつ展開する。そして
、上下に隣り合う遮蔽板７１の傾斜面同士（遮蔽板７１の板面の上下端辺）が干渉して、
各遮蔽板７１は垂直状態で停止するので、各遮蔽板７１が容易に同一面を構成することが
できる。このように、すべての遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の前面側に移動するこ
とで、演出図柄表示装置２５の表示領域が遮蔽板７１で覆われた全閉状態となる（図３（
ａ）、図８、図９参照）。全閉状態は、第２センサ（下限センサ）７９により検出される
。
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【００６７】
　以上のように、演出図柄表示装置２５の表示領域より上方に移動したすべての遮蔽板７
１は互いに重なり合った状態となるので、この互いに重なり合った遮蔽板７１を、例えば
、演出図柄表示装置２５の表示領域周囲を囲む図示しないセンター役物の上部裏面側（セ
ンター役物の内部）に収納させるようにすれば、上方に移動したすべての遮蔽板７１の存
在を遊技者に気付かせないようにすることができる。そして、遊技の進行に応じて演出図
柄表示装置２５の表示領域上に表示される演出画像に合わせて遮蔽板７１を下降させるこ
とにより、演出図柄表示装置２５の表示領域全体が突然覆い隠されるといった斬新な演出
が可能となる。
【００６８】
　次に、シャッター装置７０の複数の遮蔽板７１を個別に開閉させる開閉機構について説
明する。本実施例のソレノイド８０は、可動鉄心（図示略）が紙面奥側に設けられており
、この可動鉄心（図示略）が紙面垂直方向、つまり遮蔽板７１の板面に対して直交する方
向である表裏方向に移動する。
【００６９】
　図８に示すように、６枚の遮蔽板７１の各々の一側辺（一短辺）には、遮蔽板７１の回
転中心となる回転軸７１ａが設けられている。回転軸７１ａは、遮蔽板７１の側辺（短辺
）における中央位置から上方に少しずれて設けられており、遮蔽板７１に外力が加わって
いない場合では、遮蔽板７１が自重によって垂直状態になる。また、図１５に示すように
、回転軸７１ａには、外力を受けて遮蔽板７１を作動させるための作用軸７１ｂが設けら
れている。作用軸７１ｂは、回転軸７１ａの一端側（前面側からみて右端）に設けられて
いる。作用軸７１ｂは、回転軸７１ａの中心からずれて設けられているので、作用軸７１
ｂに外力が作用することで回転軸７１ａが回転する。
【００７０】
　図１５に示すように、ソレノイド８０の可動鉄心（図示略）には、ブラケット８９が接
続されている。ブラケット８９は、断面コの字状であり、溝状の凹部が遮蔽板７１の移動
方向（上下方向）に沿って形成され、遮蔽板７１の移動方向の両端と遮蔽板７１の回転軸
７１ａに対向する側は開口している。
【００７１】
　遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の表示領域を覆っている状態では、遮蔽板７１の作
用軸７１ｂがブラケット８９の凹部内に位置している。ブラケット８９の凹部は、遮蔽板
７１の移動方向の両端が開口しているので、ベルト８３が回転して遮蔽板７１が移動する
際に、遮蔽板７１の作用軸７１ｂはブラケット８９の凹部を通過することができる。
【００７２】
　ソレノイド８０をオンオフすることで、ブラケット８９が遊技機１の前後方向（紙面垂
直方向）に移動する。ソレノイド８０が通電されていないオフ状態のときには、遮蔽板７
１が垂直状態であり、演出図柄表示装置２５の表示領域を遮蔽している閉鎖状態となる（
図３（ａ）、図８、図９参照）。そして、通電によりソレノイド８０がオン状態となり、
可動鉄心（図示略）が遮蔽板７１の前面側（遊技者側、つまり、図８の紙面手前側）に移
動することで（吸引状態となることで）、ブラケット８９が遮蔽板７１の作用軸７１ｂを
遮蔽板７１の前面側に向けて押圧する。これにより、遮蔽板７１は回転軸７１ａを中心に
回転して垂直状態から水平状態となり、個々の遮蔽板７１がそれぞれ開放状態となる（図
３（ｃ）、図１２、図１３参照）。
【００７３】
　また、図８に示すように、本実施例では、ソレノイド８０が複数（本例では６枚）の遮
蔽板７１のそれぞれに対応して設けられており、各ソレノイド８０は各遮蔽板７１を他の
遮蔽板７１とは独立して開閉するように構成されている。これにより、複数の遮蔽板７１
のうち一部の遮蔽板７１を他の遮蔽板７１と独立して開閉させることができ、演出図柄表
示装置２５で画面上で行われる演出表示を、遊技者に対して部分的に視認可能とするとい
った斬新な演出が可能となる。なお、本第１実施例では、回転軸７１ａ、作用軸７１ｂ、
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ソレノイド８０およびブラケット８９が、本発明の部分開閉手段に相当している。
【００７４】
　以上のシャッター装置７０の開閉機構の構成によれば、ソレノイド８０の可動鉄心（図
示略）がシャッター装置７０の表裏方向に移動するので、遮蔽板７１の移動方向（図８に
おける上下方向）におけるソレノイド８０の配置スペースを小さくすることができる。ま
た、ソレノイド８０がダイレクトに遮蔽板７１を押圧するので、遮蔽板７１の開閉機構を
簡素にできるとともに、遮蔽板７１が開閉する際の動きを円滑にすることができ、遮蔽板
７１が開閉する際の動作音を小さくすることができる。
【００７５】
　次に、シャッター装置７０の遮蔽板７１に表示される装飾図柄について説明する。図１
７は、演出図柄表示装置２５の表示領域が不可視状態となっている場合の演出図柄表示装
置２５とシャッター装置７０の正面図である。
【００７６】
　遮蔽板７１としては、透光性を有する着色透明板（半透明板）が用いられる。着色透明
板は、例えばポリカーボネート板やアクリル板等の透明板に暗い灰色や黒色等の明度の低
い無彩色や、明度・彩度が共に低い有彩色の着色を施して構成することができる。本実施
例では、黒色に着色された透明度の低い透明板（例えば、自動車の窓ガラスに紫外線対策
や車内温度上昇防止のために採用される、所謂スモークフィルムやプライバシーガラスの
ような色の透明板）を遮蔽板７１としている。
【００７７】
　遮蔽板７１の背面（遊技盤２０の背面側の面）には、装飾図柄９０が表示されている。
装飾図柄９０は、所定の色からなる任意の図柄として構成されている。本実施例の装飾図
柄９０は、半透明の青色からなる稲妻模様となっている。装飾図柄９０は、透光性を有す
る透光性図柄として構成されており、例えば遮蔽板７１の背面に半透明の青色の稲妻模様
が印刷されたシールを貼付することにより構成することができる。そして、装飾図柄９０
は黒色透明の遮蔽板７１の背面に設けられていることから、遮蔽板７１の前面側から装飾
図柄９０を認識することは通常困難となる。また、本実施例では、装飾図柄９０の光透過
率が遮蔽板７１の光透過率よりも高くなっている。
                                                                                
【００７８】
　次に、装飾図柄９０の表示について説明する。本実施例では、遊技者が装飾図柄９０を
視認不能な第１の状態と、遊技者が装飾図柄９０を視認可能な第２の状態とを切り替える
ことができる。なお、装飾図柄９０を用いた演出表示は、演出図柄表示装置２５で演出用
図柄（疑似特別図柄）等の変動表示が行われてない場合や、演出用図柄（疑似特別図柄）
の変動表示中に行われる。具体的には、例えば、遊技者による遊技が行われていない場合
のデモ画面の表示中、演出用図柄（疑似特別図柄）の変動表示中におけるリーチ発生や大
当り発生の可能性を遊技者に報知する予告演出の表示中、リーチ演出が開始されてから終
了するまでの間、大当り中におけるラウンドとラウンドの間等が例示できる。
【００７９】
　まず、シャッター装置７０で演出図柄表示装置２５の表示領域を遮蔽すべく、複数の遮
蔽板７１を上方から下方に移動させる際に、その動きと連動して、演出図柄表示装置２５
の表示領域を上方から下方にかけて順次第１の表示色とする。そして、複数の遮蔽板７１
で演出図柄表示装置２５の表示領域全体を遮蔽した状態（全閉状態）では、演出図柄表示
装置２５の表示領域全体を第１の表示色とする。この第１の表示色は、遮蔽板７１の装飾
図柄９０を透過することができない表示色であり、暗い灰色や黒色等の明度の低い無彩色
や、濃紺等の明度・彩度が共に低い黒色に近い有彩色を例示できる。本実施例では、第１
の表示色を無地の黒色としている。
【００８０】
　演出図柄表示装置２５の表示領域全体を第１の表示色である黒色の表示とした場合には
、演出図柄表示装置２５の光源からは光が発せられない状態（非発光状態）となるので、
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演出図柄表示装置２５の表示領域から遮蔽板７１の背面には光が照射されない状態となる
。つまり、第１の表示色である黒色は明度がゼロとなり、演出図柄表示装置２５の光源の
光量もゼロになる。このため、演出図柄表示装置２５と遮蔽板７１との間は明度の低い状
態（暗い状態）となり、この状態では、遮蔽板７１の背面に向けて光が照射されないので
、装飾図柄９０を光が透過することはない。このため、装飾図柄９０の色（青色）が変化
することなく、このような状況下において遊技者が遮蔽板７１を前面側から見ると、遊技
者は遮蔽板７１が黒色であることは認識できるが、遮蔽板７１の背面側の状態、即ち、遮
蔽板７１の背面に装飾図柄９０が描かれていることは認識できない。この結果、遊技者に
とって装飾図柄９０が視認不能であり、かつ、遮蔽板７１の色（黒色）のみが視認可能な
第１の状態となる。以上のように、複数の遮蔽板７１を上方から下方に移動させる際に、
その動きと連動して、演出図柄表示装置２５の表示領域を上方から下方にかけて順次第１
の表示色とすることで、遊技者は演出図柄表示装置２５の表示領域が上方から下方にかけ
て遮蔽板７１により順次遮蔽されていくことを認識することができる。
【００８１】
　次に、複数の遮蔽板７１で演出図柄表示装置２５の表示領域全体を遮蔽した状態（全閉
状態）で、演出図柄表示装置２５の表示領域全体を第１の表示色と異なる第２の表示色と
する。この第２の表示色は、演出図柄表示装置２５の表示領域で表示された際に遮蔽板７
１の装飾図柄９０を透過することができる表示色である。具体的には、第２の表示色は第
１の表示色より明度が高い無彩色や、第１の表示色より明度・彩度が共に高い有彩色とす
ることができ、本実施例では第２の表示色を無地の白色（第１の表示色より明度が高い無
彩色）としている。
【００８２】
　演出図柄表示装置２５の表示領域全体を第２の表示色とした場合には、この第２の表示
色を表示するために演出図柄表示装置２５の光源から発せられる光は演出図柄表示装置２
５の表示領域を介して遮蔽板７１に照射された状態となり、装飾図柄９０を透過すること
ができる。このため、稲妻模様の装飾図柄９０が遮蔽板７１上に青白い色となって現れ、
装飾図柄９０が視認可能な第２の状態となる（図１７参照）。つまり、第２の表示色であ
る白色は、第１の表示色である黒色に比べて明度が高く、白色の表示色を生成するための
光を発する演出図柄表示装置２５の光源の光量は、黒色の表示色を生成する場合に比べて
多くなる。このため、演出図柄表示装置２５と遮蔽板７１との間は明度の高い状態（明る
い状態）となり、この状態では、遮蔽板７１の背面に向けて照射される白色の光は遮蔽板
７１の背面に到達し、装飾図柄９０を透過することとなる。このとき、白色の光が青色の
装飾図柄９０を透過することで白色と青色が混ざり合って、装飾図柄９０は遮蔽板７１の
背面において青白い色に変化する。また、装飾図柄９０が設けられていない遮蔽板７１の
黒色部分は、光透過率が低いことから白色の光を吸収することが殆どなく、色の変化はほ
とんど生じない。このような状況下において遊技者が遮蔽板７１を前面側から見ると、遊
技者は遮蔽板７１が黒色であることに加えて、遮蔽板７１の背面に青白い色の装飾図柄９
０が描かれていることを認識できるようになる。この結果、遊技者には、遮蔽板７１の前
面側で視認不能であった装飾図柄９０が青白い色で視認可能となり、装飾図柄９０が遮蔽
板７１の前面側に出現したように見える。
【００８３】
　次に、本実施例の遊技機１の裏面構造について図１８に基づいて説明する。図１８は遊
技機１の裏機構盤１０２の正面図である。
【００８４】
　図１８に示すように、裏機構盤１０２は中枠３における遊技盤２０の反対面に設けられ
ており、一対のヒンジ１０３により中枠３に開閉可能に取り付けられている。裏機構盤１
０２の左上方部には、タンク球切れ検知スイッチ１０４を内側面に備えた賞球タンク１０
５が設けられている。賞球タンク１０５には、外部の補給装置から供給される払い出し用
の遊技球が貯留されている。賞球タンク１０５の底面は、遊技機１の背面側からみて右下
がりに構成されており、賞球タンク１０５の右側下方には、賞球タンク１０５と接続した
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タンクレール１０６が設けられている。タンクレール１０６は、裏機構盤１０２にネジ止
めによって組み付けられるもので、賞球タンク１０５の右下角部から遊技球払出装置１０
９の上方まで傾斜して形成されている。
【００８５】
　タンクレール１０６の右側には、球抜きレバー１０７が設けられている。球抜きレバー
１０７の下流側には、遊技球払出装置１０９が設けられている。また、タンクレール１０
６の下流側であって、遊技球払出装置１０９の上方には、タンクレール１０６を流下して
きた遊技球の進行方向を変えて遊技球払出装置１０９に誘導するためのケースレール（遊
技球誘導通路）１０８が設けられている。
【００８６】
　タンクレール１０６の左側であって賞球タンク１０５の下方には、振動モータ１１０が
設けられている。振動モータ１１０は、裏機構盤１０２にネジ止めによって組み付けられ
るもので、タンク球切れ検知スイッチ１０４にて賞球タンク１０５内の遊技球がなくなっ
たことが検知された際に、賞球タンク１０５を振動させ、賞球タンク１０５内に残留して
いる遊技球を賞球タンク１０５から完全に排出させるためのものである。
【００８７】
　タンクレール１０６の下方には、前面側に図柄表示装置（図示略）が取り付けられ、背
面側に裏ケース１１１が設けられている。裏ケース１１１は、一対のヒンジ１１２により
裏機構盤１０２に開閉可能に取り付けられている。裏ケース１１１の内部では、遊技制御
に必要となる各種制御基板が収納された基板ケースとして、ランプインタフェース基板、
主制御基板ケース、サブ制御基板ケース、演出表示制御基板ケースが、それぞれ遊技盤２
０の裏面に取り付けられている。
【００８８】
　裏ケース１１１の下方には、左側に電源基板ケース１１６が設けられ、右側に払出制御
基板１１８が設けられている。さらに裏機構盤１０２の右上方部には、大当たり、発射装
置制御、球切れ、扉開放、賞球、貸球用等の遊技機枠用外部接続端子を備えた枠用外部端
子基板１２２が設けられている。
【００８９】
　次に、本実施例の遊技機１の電子制御装置について、図１９に基づいて説明する。図１
９は、電子制御装置の概略構成を示すブロック図である。
【００９０】
　図１９に示すように、電子制御装置は、主制御部（遊技制御部）２００と、その主制御
部２００に接続された副制御部２３０、２６０及び２８０とを含んで構成されている。副
制御部は、賞球制御部（払出制御部）２３０、サブ制御部２６０及び演出表示制御部２８
０から構成される。主制御部２００は主制御基板２００ａを備え、副制御部２３０、２６
０及び２８０は周辺制御基板として払出制御基板２３０ａ、サブ制御基板２６０ａ及び演
出表示制御基板２８０ａをそれぞれ備えている。
【００９１】
　主制御部２００は、遊技の進行を司るものであり、各副制御部２３０、２６０及び２８
０に処理内容を指示する指令信号（コマンドデータ）を送信し、各副制御部２３０、２６
０及び２８０は指令信号に基づいて各種制御を行うように構成されている。
【００９２】
　例えば、主制御部２００から払出制御部２３０には、賞球払出を指示する賞球指示信号
、遊技開始許可を指示する遊技開始許可信号、各種発射制御コマンド等のコマンドが送信
される。各種発射制御コマンドには、球送り許可・禁止、発射許可・禁止、遊技開始許可
等が含まれている。また、主制御部２００からサブ制御部２６０には、各種ランプ制御コ
マンド、各種音声制御コマンド、及び各種演出表示制御コマンドが送信される。
【００９３】
　各制御部２００、２３０、２６０及び２８０には、主電源１２９と接続された電源受電
基板１２８から電源基板１２７と電源中継基板１２１とを介して電源が供給されている。
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また、電源立上げ時には、システムリセット信号が電源基板１２７および電源中継基板１
２１を介して各制御部２００、２３０、２６０及び２８０に送信される。なお、本実施例
の遊技機１は、電源断時に主制御部２００及び払出制御部２３０に作動電圧を供給する図
示しないバックアップ電源部（図示略）を備えており、電源断時にも主制御部２００及び
払出制御部２３０のＲＡＭデータが保持される。
【００９４】
　主制御部２００のＣＰＵ４００は、ＣＰＵコア、内蔵ＲＡＭ（以下、単にＲＡＭともい
う）、内蔵ＲＯＭ（以下、単にＲＯＭともいう）等を備えており、ＲＯＭに格納された制
御プログラムにより、ＲＡＭをワークエリアとして遊技機１全体の作動制御（遊技の基本
進行制御）を司る。また、主制御部２００は、ＣＰＵ４００が主体となって、ＲＯＭに格
納された当否判定プログラムにより当否判定を行う当否判定手段を構成している。なお、
本実施例の主制御部２００の制御周期は４ｍｓに設定されている。
【００９５】
　主制御部２００には、盤用外部端子基板２０１、始動口入球検知スイッチ２８ｓ、普通
図柄作動ゲート検知スイッチ２７ｓ、盤面中継基板２１０及び遊技枠中継基板２２０が接
続されている。始動口入球検知スイッチ２８ｓは、始動口２８に遊技球が入球したことを
検知するものである。普通図柄作動ゲート検知スイッチ２７ｓは、普通図柄作動ゲート２
７を遊技球が通過したことを検知するものである。
【００９６】
　次に、盤面中継基板２１０を図２０に基づいて説明する。図２０は、盤面中継基板２１
０に接続された各種遊技装置を示すブロック図である。盤面中継基板２１０は、遊技盤２
０面に設けられた各種スイッチ等と主制御部２００との間で、スイッチ信号等を中継する
ものである。
【００９７】
　図２０に示すように、盤面中継基板２１０には、図柄表示装置駆動基板２１１、入賞口
入球検知スイッチ３４ｓ、３５ｓ、３６ｓ、３７ｓ、大入賞口入球検知スイッチ３３ｓ、
各種ソレノイド２８ｄ、３３ｃが接続されている。
【００９８】
　図柄表示装置駆動基板２１１は、普通図柄表示部５６および特別図柄表示部６２を作動
させるものである。入賞口入球検知スイッチ３４ｓ、３５ｓ、３６ｓ、３７ｓは、各入賞
口３４、３５、３６、３７への遊技球の入球を検知するものである。大入賞口入球検知ス
イッチ３３ｓは、大入賞口３３ａに遊技球が入球したことを検知するものである。これら
の遊技球検知スイッチは、近接スイッチあるいはフォトセンサ等により構成することがで
きる。各種ソレノイド２８ｄ、３３ｃとしては、下始動口としての下側入球口２８ｂを開
閉するための始動口ソレノイド２８ｄ、大入賞口を開閉するための大入賞口ソレノイド３
３ｃ等がある。
【００９９】
　次に、図１９に戻り、払出制御部２３０について説明する。図１９に示すように、払出
制御部２３０には、枠用外部端子基板１２２、スイッチ中継端子基板２３１、ＣＲ接続基
板２３４、発射制御部２５０等が接続されている。スイッチ中継端子基板２３１には、タ
ンク球切れスイッチ２３２、下皿満タンスイッチ２３３が接続されている。タンク球切れ
スイッチ２３２は、枠用外部端子基板１２２にも接続されている。
【０１００】
　タンク球切れスイッチ２３２は、賞球タンク１０５内の遊技球が球切れとなったことを
検知するものである。タンク球切れスイッチ２３２の球切れ信号は、枠用外部端子基板１
２２を介して外部の補給装置に送信され、補給装置から賞球タンク１０５に遊技球が補給
される。下受け皿満タンスイッチ２３３は、下皿部６の下受け皿が満タン状態になったこ
とを検知するものである。なお、払出制御部２３０の払出制御基板２３０ａは、主制御基
板２００ａのＣＰＵ４００と同様の構成を有するＣＰＵを備えている。本実施例の払出制
御部２３０の制御周期は、主制御部２００より短い２ｍｓに設定されている。
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【０１０１】
　次に、サブ制御部２６０を図２１に基づいて説明する。図２１は、サブ制御部２６０に
接続された各種遊技装置を示すブロック図である。サブ制御部２６０に設けられたサブ制
御基板２６０ａには、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力ポート等を有する演算回路構成要
素（図示略）とサウンドジェネレータ（図示略）が設けられており、入出力ポートにおい
て主制御部２００に接続されている。本実施例のサブ制御２６０の制御周期は、主制御部
２００より短い２ｍｓに設定されている。
【０１０２】
　図２１に示すように、サブ制御部２６０には、ランプインタフェース基板２６１を介し
て、各種盤面ＬＥＤ基板２６３、各種遊技枠部ＬＥＤ基板２６４等が接続されている。ラ
ンプインターフェース基板２６１は、各種ランプ類の駆動回路が設けられており、サブ制
御基板２６０ａから独立した別基板として構成されている。盤面ＬＥＤ基板２６３および
遊技枠ＬＥＤ基板２６４には、遊技効果ＬＥＤ基板等が接続されている。これらのランプ
類はゲームの進行に対応して点灯・消灯又は点滅し、遊技効果を高めている。
【０１０３】
　さらに、サブ制御部２６０にはアンプ基板２６５が接続されている。アンプ基板２６５
にはスピーカ２６６および音量スイッチ基板２６７が接続されている。スピーカ２６６か
らは、遊技の進行に対応して各種サウンド、音声等が出力される。音量スイッチ基板２６
７は、図示しない音量スイッチの操作に従ってスピーカ２６６の出力音量の設定を行うも
のである。
【０１０４】
　また、サブ制御部２６０には、モード切替スイッチ２６８および演出スイッチ５ｄが接
続されている。モード切替スイッチ２６８はディップスイッチとして構成されており、電
源投入時に遊技場従業員が操作する。モード切替スイッチ２６８により、演出図柄表示装
置２５における背景や出現するキャラクタの変更等を行うことができる。演出スイッチ５
ｄは、遊技者が遊技中に操作することで、演出図柄表示装置２５における背景や出現する
キャラクタの変更等を行うことを可能とするものである。
【０１０５】
　次に、演出表示制御部２８０を図２２に基づいて説明する。図２２は、演出表示制御部
２８０に接続された各種遊技装置を示すブロック図である。演出表示制御部２８０に設け
られた演出表示制御基板２８０ａには、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、入出力ポート、ＶＤＰ
（ビデオディスプレイプロセッサ）等を有する演算回路構成要素（図示略）が設けられ、
入出力ポートにおいてサブ制御部２６０に接続されている。
【０１０６】
　図２２に示すように、演出表示制御部２８０には、演出図柄表示装置２５を作動させる
演出図柄表示装置駆動基板２８１が接続されている。演出表示制御部２８０は、ＣＰＵが
ＲＯＭに格納された制御プログラムに従ってＲＡＭをワークエリアとして演出図柄表示装
置２５の表示制御を行う。演出表示制御部２８０による演出図柄表示装置２５の表示制御
は、サブ制御部２６０からのコマンドに基づいて行われる。また、演出表示制御基板２８
０ａのＲＯＭには、演出図柄表示装置２５で表示される演出用の図柄画像データが格納さ
れている。
【０１０７】
　次に、本実施例の遊技機１のシャッター装置７０を用いたシャッター演出処理について
説明する。なお、以下では、シャッター演出処理として、演出図柄表示装置２５における
演出用図柄（疑似特別図柄）の変動表示の開始からリーチ発生までの予告演出を例に説明
する。図２３、図２４は、サブ制御部２６０のＲＯＭに格納されたプログラムに基づいて
サブ制御部２６０のＣＰＵが実行するシャッター制御処理の一例を示している。図２５は
、シャッター演出処理が行われている際の演出図柄表示装置２５とシャッター装置７０の
作動を示している。
【０１０８】
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　図２３に示すように、まず、主制御部２００から演出パターン指定コマンドを受信した
か否かを判定する（Ｓ１００）。演出パターン指定コマンドは、主制御部２００により設
定された特別図柄の変動パターンを指定するコマンドであり、演出図柄表示装置２５にお
ける演出表示態様（疑似特別図柄の変動パターンなど）を指定するコマンドでもある。具
体的には、特別図柄の変動時間やリーチ演出の有無、更にはシャッター装置７０を用いた
演出（シャッター全開演出、シャッター全閉演出、シャッター部分開閉演出）に関する情
報を含んでいる。主制御部２００は、本図柄の変動表示開始時に、特別図柄当否判定の結
果に基づいて特別図柄の変動パターンを決定し、これに対応する演出パターン指定コマン
ドの選択を行う。主制御部２００のＲＯＭ等の記憶手段には、特別図柄の変動パターンが
複数記憶されるとともに、それら変動パターンに対応する演出パターンを指定するための
複数の演出パターン指定コマンドが記憶されており、この記憶されたコマンドの中から一
のコマンドが選択される。主制御部２００にて一の演出パターン指定コマンドが選択され
ると、その選択されたコマンドが主制御部２００からサブ制御部２６０に対して出力され
る。サブ制御部２６０は、受信した演出パターン指定コマンドからシャッター装置７０を
用いた演出を行うか否かを判断することができる。
【０１０９】
　Ｓ１００の判定処理の結果、演出パターン指定コマンドを受信してないと判定された場
合には（Ｓ１００：ＮＯ）、そのままシャッター制御処理を終了する。一方、演出パター
ン指定コマンドを受信したと判定された場合には（Ｓ１００：ＹＥＳ）、タイマをセット
する（Ｓ１０１）。このタイマは、サブ制御部２６０のＣＰＵにより実行される制御プロ
グラムによって構成されるもので、後述する全閉状態検出処理Ｓ２０６を行う際に用いら
れる。タイマは、モータ８８の停止後に作動開始（計時を開始）し、所定時間（例えば０
．５秒）作動するように設定される。本実施例では、サブ制御部２６０の制御周期が２ｍ
ｓであるので、２５０回カウントすることで、タイマを０．５秒作動させることができる
。つまり、Ｓ１０１の処理では、モータ８８の停止後に計測する時間（カウント数）がセ
ットされる。
【０１１０】
　次に、シャッター原点エラーが発生しているか否かを判定する（Ｓ１０２）。シャッタ
ー原点エラーは、遮蔽板７１が上限位置に移動して全開状態（図３（ｂ）、図１０参照）
となっていない場合に発生するエラーである。シャッター原点エラーが発生しているかど
うかは、後述のＳ１０７で設定されるシャッター原点エラーフラグにより判定することが
できる。
【０１１１】
　この結果、シャッター原点エラーが発生していないと判定された場合には（Ｓ１０２：
ＮＯ）、モータ８８の回転軸が原点位置にあるか否か、換言すると、すべての遮蔽板７１
が上限位置にあること（全開状態であること）を、第１センサ７８が検知しているか否か
を判定する（Ｓ１０３）。
【０１１２】
　また、シャッター原点エラーが発生していると判定された場合には（Ｓ１０２：ＹＥＳ
）、シャッター装置７０を用いたシャッター演出を行うか否かを判定する（Ｓ１０４）。
この結果、シャッター演出を行わないと判定された場合には（Ｓ１０４：ＮＯ）、そのま
まシャッター制御処理を終了する。一方、シャッター演出を行うと判定された場合には（
Ｓ１０４：ＹＥＳ）、モータ８８が原点位置にあるか否か、換言すると、すべての遮蔽板
７１が上限位置にあること（全開状態であること）を、第１センサ７８が検知しているか
否かを判定する（Ｓ１０３）。
【０１１３】
　Ｓ１０３の判定処理の結果、モータ８８が原点位置にない、すなわち、すべての遮蔽板
７１が上限位置にあること（全開状態であること）を、第１センサ７８が検知していない
と判定された場合には（Ｓ１０３：ＮＯ）、モータ８８を原点位置に復帰させ、すべての
遮蔽板７１を上方に移動させて全開状態とする原点復帰処理を行う（Ｓ１０５）。ここで
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、Ｓ１０２の処理でシャッター原点エラーが発生していないと判定されたにもかかわらず
（Ｓ１０２：ＮＯ）、モータ８８が原点位置にないと判定（Ｓ１０３：ＮＯ）される要因
としては、次のようなことが挙げられる。すなわち、前回の特別図柄の変動時において、
演出図柄表示装置２５の表示領域を全閉状態とするシャッター装置７０を用いた演出が行
われ、今回の演出パターン指定コマンド受信時（Ｓ１００）に、すべての遮蔽板７１が上
限位置に戻っていない場合（遮蔽板７１の復帰処理中）に、シャッター原点エラーが発生
しておらず（Ｓ１０２：ＮＯ）、かつモータ８８が原点位置にない状態（Ｓ１０３：ＮＯ
）となる。
【０１１４】
　次に、第１センサ７８によりモータ８８が原点に復帰したか否かを判定する（Ｓ１０６
）。この結果、原点復帰処理（Ｓ１０５）を実行したにもかかわらず、モータ８８が原点
に復帰していないと判定された場合には（Ｓ１０６：ＮＯ）、シャッター原点エラーフラ
グを設定し、シャッター原点エラーを発生させ（Ｓ１０７）、モータ８８の作動を停止さ
せ（Ｓ１０８）、そのままシャッター制御処理を終了する。
【０１１５】
　Ｓ１０３の判定処理で、モータ８８が原点位置にあると判定された場合（Ｓ１０３：Ｙ
ＥＳ）、およびＳ１０６の判定処理で、モータ８８が原点に復帰したと判定された場合に
は（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、シャッター演出を行うか否かを判定する（Ｓ１０９）。この結
果、シャッター演出を行わないと判定された場合には（Ｓ１０９：ＮＯ）、そのままシャ
ッター制御処理を終了する。
【０１１６】
　一方、シャッター演出を行うと判定された場合には（Ｓ１０９：ＹＥＳ）、シャッター
演出処理を開始する（Ｓ２００）。ここで、シャッター演出処理Ｓ２００を図２４と図２
５を用いて説明する。
【０１１７】
　シャッター演出処理Ｓ２００の開始時には、演出図柄表示装置２５の表示領域は遮蔽板
７１で覆われていない全開状態となっている（図２５（ａ））。このとき、演出図柄表示
装置２５の表示領域（左・中・右図柄表示領域）では、演出用図柄（疑似特別図柄）の変
動表示が既に開始されているものとする。この状態でモータ８８の作動を開始させること
で（Ｓ２０１）、遮蔽板７１が下降し、演出図柄表示装置２５の表示領域が遮蔽板７１で
覆われていく（図２５（ｂ）、図２５（ｃ））。
【０１１８】
　そして、遮蔽板７１が下限位置に移動するまで（全開状態から全閉状態に移行するまで
）、演出図柄表示装置２５の表示領域で、遮蔽板下降時の画面表示を行う（Ｓ２０２）。
遮蔽板下降時の演出表示は、演出図柄表示装置２５の表示領域のうち遮蔽板７１で覆われ
ていない部分では演出用図柄の変動表示を継続し、遮蔽板７１で覆われている部分の表示
色を無地の黒色（第１の表示色）にすることで行われる。演出図柄表示装置２５の表示領
域では、遮蔽板７１の下降に伴って黒色表示も下降し、黒色表示の割合が増加するととも
に、演出用図柄の変動表示の割合が減少していく。これにより、遊技者は、演出図柄表示
装置２５の表示領域が徐々に遮蔽板７１で覆われていくとともに、遮蔽板７１で覆われて
いない部分では、演出用図柄の変動表示が継続して行われていると認識することができる
。このとき、演出図柄表示装置２５の表示領域のうち遮蔽板７１で覆われている部分は黒
色表示されているので、遮蔽板７１の裏面に向けて光が照射されず、装飾図柄９０を光が
透過することはない。このため、装飾図柄９０の色（青色）が変化することなく、遊技者
は装飾図柄９０を視認することはできない。
【０１１９】
　そして、遮蔽板７１が下限位置まで移動した後で、モータ８８の作動を停止させる（Ｓ
２０３）。本実施例のモータ８８は、回転数（ステップ数）により作動が制御され、モー
タ８８の回転数（ステップ数）が所定数に達した場合にモータ８８を作動停止させるよう
に構成されている。これにより、遮蔽板７１の下降が停止し、演出図柄表示装置２５の表
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示領域全体が遮蔽板７１で覆われた全閉状態となる（図２５（ｄ））。
【０１２０】
　次に、シャッター部分開閉演出を行うか否かを判定する（Ｓ２０４）。この結果、シャ
ッター部分開閉演出を行わないと判定された場合には（Ｓ２０４：ＮＯ）、Ｓ２１２の処
理に移行する。一方、シャッター部分開閉演出を行うと判定された場合には（Ｓ２０４：
ＹＥＳ）、上述のＳ１０１の処理（図２３参照）でセットされたタイマを作動開始させ（
Ｓ２０５）、第２センサ（下限センサ）７９がＯＮであるか否か、すなわち遮蔽板７１が
全閉状態であるか否かを判定する（Ｓ２０６）。Ｓ２０５の処理でタイマの作動が開始さ
れることにより、Ｓ１０１の処理でセットされたカウント数の減算が開始される。本実施
例では、Ｓ１０１の処理でカウント数として「２５０」がセットされ、この「２５０」を
０．２ｍｓ周期で１減算していく。したがって、このカウント数が「０（ゼロ）」になる
ことで、０．５秒の計時が行われたこととなる。
【０１２１】
　この結果、第２センサ（下限センサ）７９がＯＮでない、すなわち遮蔽板７１が全閉状
態になっていないと判定された場合には（Ｓ２０６：ＮＯ）、タイマの残り時間（カウン
ト数）がゼロより大きいか否かを判定する（Ｓ２０７）。この結果、タイマの残り時間（
カウント数）がゼロより大きいと判定された場合には（Ｓ２０７：ＹＥＳ）、Ｓ２０５の
処理に戻り、タイマの設定時間（本実施例では０．５秒）に基づく計時が終了するまで、
第２センサ（下限センサ）７９による全閉状態の検出処理Ｓ２０６を行う。このようにタ
イマを用い、モータ８８が停止してから所定時間経過するまで全閉状態の検出を行うのは
、モータ８８が停止してからすべての遮蔽板７１が全閉位置に移動するまでに若干のタイ
ムラグがあるためである。
【０１２２】
　そして、Ｓ２０６の処理で第２センサ（下限センサ）７９がＯＮでない、すなわち遮蔽
板７１が全閉状態になっていないと判定され続けた状態（Ｓ２０６：ＮＯ）でタイマの残
り時間（カウント数）がゼロになったと判定された場合（Ｓ２０７：ＮＯ）、すなわちモ
ータ８８が停止してから所定時間内に遮蔽板７１の全閉状態が検出されなかった場合には
、何らかの理由により遮蔽板７１が全閉状態になっておらず、重なり合っている遮蔽板７
１が存在することが考えられる。このように遮蔽板７１が整列していない状態で、シャッ
ター部分開閉演出を行うとシャッター装置７０が故障する可能性がある。このため、タイ
マ設定時間内に遮蔽板７１の全閉状態が検出されなかった場合には（Ｓ２０７：ＮＯ）、
Ｓ２０８～Ｓ２２１のシャッター部分開閉演出を行わず、Ｓ２１２の処理に移行する。こ
のように、サブ制御基板２２０のＣＰＵが実行するＳ２０６とＳ２０７の処理が本発明の
部分開閉キャンセル手段に相当している。
【０１２３】
　一方、Ｓ２０６の判定処理で、第２センサ（下限センサ）７９がＯＮであると判定され
た場合には（Ｓ２０６：ＹＥＳ）、ソレノイド８０をオン状態にして遮蔽板７１を開放さ
せる（Ｓ２０８）。そして、シャッター部分開閉演出が終了するまで、演出図柄表示装置
２５の表示領域における開放した遮蔽板７１に対応する部位で、遮蔽板開放時の演出表示
を行う（Ｓ２０９、Ｓ２１０）。これにより、演出図柄表示装置２５の表示領域における
遮蔽板７１が開放した部位が、遊技者から視認可能となる（図２５（ｅ））。本実施例で
は、演出図柄表示装置２５の表示領域には「ＡＢＣ」なるアルファベット文字の演出用図
柄を表示しているが、これに限らず、遮蔽板開閉時専用の演出用図柄を表示してもよい。
なお、本実施例では、６枚の遮蔽板７１のうち中央に位置する２枚の遮蔽板７１を部分的
に開閉しているが、演出態様に応じて任意の１枚以上の遮蔽板７１を開閉させればよい。
また、本実施例では遮蔽板７１を開放状態のまま維持しているが、遮蔽板７１の開放と閉
鎖を短時間で繰り返し行ってもよい。
【０１２４】
　そして、シャッター部分開閉演出の終了（Ｓ２１０：ＹＥＳ）により、ソレノイド８０
をオフ状態にして遮蔽板７１を閉鎖させる（Ｓ２１１）。これにより、演出図柄表示装置



(21) JP 4946480 B2 2012.6.6

10

20

30

40

50

２５の表示領域全体が遮蔽板７１で覆われた全閉状態となる（図２５（ｄ））。
【０１２５】
　次に、装飾図柄９０を用いた装飾図柄演出を行うか否かを判定する（Ｓ２１２）。この
結果、装飾図柄演出を行わないと判定された場合には（Ｓ２１２：ＮＯ）、Ｓ２１４の処
理に移行する。
【０１２６】
　一方、装飾図柄演出を行うと判定された場合には（Ｓ２１２：ＹＥＳ）、演出図柄表示
装置２５の表示領域の表示色を無地の白色（第２の表示色）にする（Ｓ２１３）。これに
より、演出図柄表示装置２５の光源から発せられる光は演出図柄表示装置２５の表示領域
を介して遮蔽板７１に照射され、装飾図柄９０を透過する。このため、稲妻模様の装飾図
柄９０が遮蔽板７１上に青白い色となって現れ、装飾図柄９０が視認可能となる（図２５
（ｆ））。そして、装飾図柄演出の終了により、演出図柄表示装置２５の表示領域の表示
色を無地の黒色（第１の表示色）にする（Ｓ２１４、Ｓ２１５）。これにより、遮蔽板７
１から装飾図柄９０の表示が消失する（図２５（ｄ））。
【０１２７】
　次に、シャッター演出処理を終了させる場合には、モータ８８の作動を開始させる（Ｓ
２１６、Ｓ２１７）。これにより、遮蔽板７１が上昇し、遮蔽板７１で覆われていた演出
図柄表示装置２５の表示領域が徐々に視認可能となる（図２５（ｇ）、図２５（ｈ））。
そして、遮蔽板７１が上限位置に移動するまで（全閉状態から全開状態に移行するまで）
、演出図柄表示装置２５の表示領域で、遮蔽板上昇時の演出表示を行う（Ｓ２１８）。遮
蔽板上昇時の演出表示は、演出図柄表示装置２５の表示領域のうち遮蔽板７１で覆われて
いる部分における黒色表示を継続し、遮蔽板７１で覆われていない部分で演出用図柄を変
動表示することにより行われる。演出図柄表示装置２５の表示領域では、遮蔽板７１の上
昇に伴って黒色表示も上昇し、黒色表示の割合が減少するとともに、演出用図柄の表示の
割合が増加していく。このとき、演出図柄表示装置２５の表示領域のうち遮蔽板７１で覆
われている部分は黒色表示されているので、遮蔽板７１の裏面に向けて光が照射されず、
装飾図柄９０を光が透過することはない。このため、装飾図柄９０の色（青色）が変化す
ることなく、遊技者は装飾図柄９０を視認することはできない。なお、図２５（ｇ）は、
遮蔽板７１が上昇して行く過程で、演出図柄表示装置２５の表示領域の半分以上が未だ遮
蔽板７１により覆われ、表示領域下部で演出用図柄の変動表示が視認可能とされた状態を
示している。また、図２５（ｈ）は、図２５（ｇ）の状態よりも更に遮蔽板７１が上昇し
、視認可能となった演出図柄表示装置２５の左図柄表示領域において演出用図柄「７」が
停止表示され、残りの演出用図柄（中図柄表示領域および右図柄表示領域に表示される演
出用図柄）が変動表示している状態を示している。
【０１２８】
　そして、遮蔽板７１が上限位置まで移動したときに、すなわちモータ８８の回転数（ス
テップ数）が所定数に達したときに、モータ８８の作動を停止させる（Ｓ２１９）。これ
により、遮蔽板７１の上昇が停止し、演出図柄表示装置２５の表示領域全体が遮蔽板７１
で覆われていない全開状態となる（図２５（ｉ））。このとき、演出図柄表示装置２５の
表示態様は、左図柄表示領域および右図柄表示領域に各々同一の演出用図柄「７」が停止
表示され、中図柄表示領域にて演出用図柄が変動表示しているリーチ状態となり、この後
、リーチ演出表示が行われる。
【０１２９】
　次に、第１センサ７８によりモータ８８が原点に復帰したか否かを判定する（Ｓ２２０
）。この結果、モータ８８が原点に復帰していないと判定された場合には（Ｓ２２０：Ｎ
Ｏ）、シャッター原点エラーフラグを設定し、シャッター原点エラーを発生させ（Ｓ２２
１）、シャッター演出処理を終了させる。
【０１３０】
　このように、演出用図柄（疑似特別図柄）の変動開始時からリーチ演出表示が開始され
るまでの間にシャッター装置７０を用いた予告演出を行うことで、シャッター装置７０を
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用いない予告演出に比べて遊技者の大当り対する期待感を一層高揚させることができ、遊
技興趣を一層高めることができる。また、シャッター装置７０の動作態様として、主制御
部２００から送信される演出パターン指定コマンドに対応する様々な動作態様を予め設定
しておくことで、シャッター装置７０を用いたシャッター演出を多彩にすることができる
。
【０１３１】
　なお、本実施例では、シャッター装置７０を用いたシャッター演出処理として、演出図
柄表示装置２５における演出用図柄（疑似特別図柄）の変動表示開始に伴って行われる予
告演出を例に説明したが、このシャッター演出処理は、予告演出以外の様々な演出にも適
用できる。例えば、遊技者による遊技が行われていない場合のデモ演出、演出用図柄（疑
似特別図柄）がリーチ状態となってから行われるリーチ演出、特別遊技状態（大当り）の
開始時に行われる大当りファンファーレ演出、特別遊技状態におけるラウンド遊技中に行
われる大当りラウンド演出、一のラウンド終了時から次のラウンド開始までの間に行われ
る大当りラウンド間演出、特別遊技状態（大当り）の終了時に行われる大当りエンディン
グ演出等に適用できる。
【０１３２】
　以上説明したように、全開状態のときには演出図柄表示装置２５で演出用図柄の表示を
行い、全開状態から全閉状態に移行する際には演出図柄表示装置２５で遮蔽板７１の下降
に連動させた演出表示を行い、全閉状態には装飾図柄を用いた演出表示を行うことで、全
開状態から全閉状態に至るまで、遮蔽板７１の動きと演出図柄表示装置２５の表示とを連
動させた演出制御を行うことができる。これにより、従来にない画像と可動物とを融合し
た演出を行うことができ、多彩な演出態様を実現することができる。さらに、全閉状態か
ら全開状態に移行する際には、演出図柄表示装置２５で遮蔽板７１の上昇に連動させた演
出表示を行うことで、シャッター装置７０の動きと演出図柄表示装置２５の表示を連動さ
せた演出から、演出図柄表示装置２５の演出表示のみを用いた演出に円滑に移行すること
ができる。
【０１３３】
　また、全閉状態において、遮蔽板７１を開閉させ、演出図柄表示装置２５における開放
した遮蔽板７１に対応する部位で演出表示を行うことで、遮蔽板７１の複雑な動きと演出
図柄表示装置２５の表示とを連動させた演出制御を行うことができ、より多彩な演出態様
を実現することができる。さらに、一部の遮蔽板７１を開放状態とし他の遮蔽板７１を閉
鎖状態とする部分開閉演出を行うことで、演出図柄表示装置２５の表示領域で行われる演
出表示を、遊技者に対して部分的に視認可能とするといった斬新な演出が可能となる。
【０１３４】
　また、全開状態のときには演出図柄表示装置２５で演出用図柄の表示を行い、全開状態
から全閉状態に移行する際には演出図柄表示装置２５で遮蔽板７１の下降に連動させた演
出表示を行い、全閉状態には装飾図柄を用いた演出表示を行うことで、全開状態から全閉
状態に至るまで、遮蔽板７１の動きと演出図柄表示装置２５の表示とを連動させた演出制
御を行うことができる。これにより、従来にない画像と可動物とを融合した演出を行うこ
とができ、多彩な演出態様を実現することができる。さらに、全閉状態から全開状態に移
行する際には、演出図柄表示装置２５で遮蔽板７１の上昇に連動させた演出表示を行うこ
とで、シャッター装置７０の動きと演出図柄表示装置２５の表示を連動させた演出から、
演出図柄表示装置２５の演出表示のみを用いた演出に円滑に移行することができる。
【０１３５】
　また、上述のように、本実施例の遊技機１では、遮蔽板７１を用いた多彩な演出を実現
することができる反面、遮蔽板７１の動作の不具合が発生する可能性があり得る。具体的
には、遮蔽板７１が全閉状態となった場合にすべての遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５
の前面側で整列した状態となるので、遮蔽板７１が全閉状態になっていない場合には、隣
り合う遮蔽板７１が重なっている可能性がある。このため、遮蔽板７１が全閉状態になっ
ていない場合に、一部の遮蔽板７１を他の遮蔽板７１から独立して開閉させる部分開閉演
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出を行うと、隣り合う遮蔽板７１が干渉して遮蔽板７１の開閉動作を妨げ、遮蔽板７１が
正常に作動しないおそれがある。このため、本実施例の遊技機１のように、遮蔽板７１の
全閉状態が検出できない場合に、一部の遮蔽板７１を他の遮蔽板７１から独立して開閉さ
せる部分開閉演出を行わないようにすることで、シャッター装置７０の動作精度を向上さ
せるとともに、遮蔽板の開閉機構（シャッター装置の駆動機構）の破損を防ぐことが可能
となり、延いては遊技機全体としての品質向上を図ることができる。
【０１３６】
　（第２実施例）
　次に、本発明の第２実施例について説明する。本第２実施例は、上記第１実施例に比較
して、シャッター装置７０における複数の遮蔽板７１を移動させる遮蔽板移動手段および
複数の遮蔽板７１を個別に開閉させる部分開閉手段が異なっている。以下、上記第１実施
例と異なる部分についてのみ説明する。
【０１３７】
　図２６は、本第２実施例のシャッター装置７０の内部構成を示す斜視図である。図２６
は、シャッター装置７０が演出図柄表示装置２５の前面側を遮蔽し、演出図柄表示装置２
５の表示領域が不可視状態となっている状態を示している。なお、図２６では図示を省略
しているが、シャッター装置７０の前面側において遮蔽板７１全体の周囲を覆うように無
色透明のカバー部材が設けられている。
【０１３８】
　本第２実施例のシャッター装置では、遮蔽板７１の両外側に、複数の遮蔽板７１の配列
方向（図２６における上下方向）に延びるガイド軸７２が設けられている。ガイド軸７２
には、各遮蔽板７１に対応して遮蔽板ガイド７３がスライド可能に設けられている。遮蔽
板ガイド７３には、連結アーム７４を介して遮蔽板７１の端部が接続されている。各遮蔽
板７１に接続された連結アーム７４は、隣り合う遮蔽板７１に接続された連結アーム７４
と互いに連結されている。ガイド軸７２の下端には、スライド部材７５が設けられている
。スライド部材７５にはガイド軸７２が貫通しており、スライド部材７５は、ガイド軸７
２に沿ってスライド可能になっている。スライド部材７５は、ガイド軸７２に沿って上下
スライドすることで、連結アーム７４を介して遮蔽板７１を上方または下方に移動させる
。
【０１３９】
　遮蔽板７１の両外側には、スライド部材７５をガイド軸７２に沿って移動させるための
リードスクリュー７６が設けられている。リードスクリュー７６はスライド部材７５を貫
通するように設けられており、スライド部材７５はリードスクリュー７６に沿って上下方
向に移動可能となっている。リードスクリュー７６は外周面に螺旋状の凹凸が形成された
雄ネジとなっており、スライド部材７５は貫通部の内周面にリードスクリュー７６の外周
面の凹凸に噛み合う溝が形成された雌ネジとなっている。
【０１４０】
　各リードスクリュー７６の下部には駆動手段としてのモータ７７が設けられており、リ
ードスクリュー７６はモータ７７により回転駆動される。２本のリードスクリュー７６に
設けられた各モータ７７は、それぞれ同期回転するように構成されている。本第２実施例
では、すべての遮蔽板７１を移動させるスライド部材７５と、スライド部材７５を移動さ
せる移動手段としてのリードスクリュー７６と、リードスクリュー４６を駆動する駆動手
段としてのモータ７７が、本発明における遮蔽板移動手段に相当している。
【０１４１】
　第１センサ７８はガイド軸７２の上端付近に設けられ、第２センサ７９はガイド軸７２
の下端付近に設けられている。第１センサ７８は、スライド部材７５がガイド軸７２に沿
って移動する範囲における上限位置に設けられ、スライド部材７５が可動範囲の上限にき
たことを検知する。第２センサ７９は、スライド部材７５がガイド軸７２に沿って移動す
る範囲における下限位置に設けられ、スライド部材７５が可動範囲の下限にきたことを検
知する。
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【０１４２】
　次に、本第２実施例のシャッター装置７０の遮蔽板７１の移動について説明する。図２
７はシャッター装置２０の斜視図である。図２７は、すべての遮蔽板７１が上方に移動し
てシャッター装置７０が全開状態となり、演出図柄表示装置２５が可視状態となっている
場合を示している。
【０１４３】
　モータ７７によりリードスクリュー７６が回転駆動されることで、スライド部材７５が
リードスクリュー７６に沿って上下方向に移動する。この結果、全閉状態においてモータ
７７を回転させることで、スライド部材７５がガイド軸７２に沿って上方に移動し、連結
アーム７４を押し上げる。連結アーム７４はスライド部材７５で押し上げられる過程で折
り畳まれ、連結アーム７４に接続されたすべての遮蔽板７１が重なり合った状態で上方に
移動する。これにより、すべての遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の表示領域より上方
に移動し、図２７に示すように演出図柄表示装置２５の画面の前面側には遮蔽板７１が存
在しない状態（全開状態）となる。
【０１４４】
　また、全開状態においてモータ７７を逆回転させることで、スライド部材７５が下方に
移動し、最下部の遮蔽板７１がスライド部材７５により下方に引っ張られることで、すべ
ての遮蔽板７１が下方に移動する。このとき、折り畳まれた連結アーム７４が伸びていき
、重なり合った遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の前面側で一枚ずつ展開する。これに
より、すべての遮蔽板７１が演出図柄表示装置２５の前面側に移動し、演出図柄表示装置
２５の画面の前面側が遮蔽板７１で覆われた状態（全閉状態）となる。
【０１４５】
　次に、本第２実施例におけるシャッター装置７０の遮蔽板７１を個別に開閉させる開閉
機構について説明する。図２８は、全開状態においてすべての遮蔽板７１が開放し、演出
図柄表示装置２５の表示領域が可視状態となっている状態を示す斜視図であり、図２９は
、遮蔽板７１の開閉機構を説明するための説明図である。
【０１４６】
　図２９に示すように、６枚の遮蔽板７１の各々の一側辺（一短辺）には、遮蔽板７１の
回転中心となる回転軸７１ａと、外力を受けて遮蔽板７１を作動させるための作用軸７１
ｂが設けられている。回転軸７１ａは、遮蔽板７１の側辺における中央位置から少しずれ
て設けられており、遮蔽板７１に外力が加わっていない場合では、遮蔽板７１が自重によ
り垂直状態になる。なお、回転軸７１ａおよび作用軸７１ｂはソレノイドアーム８１の数
に対応して設けられるが、図２９では説明が煩雑になるのを避けるために、６枚の遮蔽板
７１のうち最上部の遮蔽板７１に設けられた回転軸７１ａおよび作用軸７１ｂを図示し、
残りの５枚の遮蔽板７１に対して設けられた回転軸７１ａおよび作用軸７１ｂの図示を省
略している。
【０１４７】
　作用軸７１ｂは、遮蔽板７１の一側辺における端部に設けられている。作用軸７１ｂの
上方には、ソレノイドアーム８１の先端が位置している。ソレノイドアーム８１の他端側
はソレノイドスライダ８２に接続されている。上下に並んだ２つのソレノイドアーム８１
の他端側が同一のソレノイドスライダ８２に接続される。ソレノイドスライダ８２はソレ
ノイド８０の可動鉄心と接続されている。ソレノイド８０のオンオフを切り替えることで
、ソレノイドスライダ８２が上下方向に移動し、２つのソレノイドアーム８１の先端が上
下方向に移動する。
【０１４８】
　ソレノイド８０が通電されていないオフ状態のときには、ソレノイドアーム８１の先端
が遮蔽板７１の作用軸７１ｂの上方に位置しており、遮蔽板７１は閉鎖状態となる（図２
６参照）。このとき、遊技機１の前方側から演出図柄表示装置２５の表示領域を見ること
ができない不可視状態となる。
【０１４９】
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　そして、ソレノイド８０に通電されオン状態となったときには、ソレノイドアーム８１
の先端が遮蔽板７１の作用軸７１ｂを下方に押し下げる（図２９の破線で表したソレノイ
ドアーム８１を参照）。これにより、遮蔽板７１は回転軸７１ａを中心に回転して垂直状
態から水平状態となり、遮蔽板７１が開放状態となる（図２８参照）。このとき、遊技機
１の前方側から演出図柄表示装置２５の表示領域を見ることができる可視状態となる。な
お、本第２実施例では、回転軸７１ａ、作用軸７１ｂ、ソレノイド８０、ソレノイドアー
ム８１およびソレノイドスライダ８２が、本発明の部分開閉手段に相当している。
【０１５０】
　以上のシャッター装置７０の構成によっても、上記第１実施例と同様の効果を得ること
ができる。さらに、本実施例では、ソレノイド８０が複数（本例では６枚）の遮蔽板７１
を複数（本例では３つ）のグループに分けた各グループに対応して設けられており、各ソ
レノイド８０は一のグループに含まれる遮蔽板７１を他のグループに含まれる遮蔽板７１
とは独立して開閉するように構成されている。具体的には、６枚の遮蔽板７１に対して３
個のソレノイド８０と６個のソレノイドアーム８１が設けられている。つまり、１個のソ
レノイド８０で２個のソレノイドアーム８１を作動させ、２枚の遮蔽板７１を同時に開閉
するように構成されている。これにより、複数の遮蔽板７１のうち一部の遮蔽板７１を他
の遮蔽板７１と独立して開閉させることができる。
【０１５１】
　（第３実施例）
　次に、本発明の第３実施例について説明する。本第３実施例は、上記各実施例と比較し
て、シャッター装置７０における遮蔽板７１を移動させる遮蔽板移動手段が異なっている
。以下、上記各実施例と同様の部分については説明を省略し、異なる部分についてのみ説
明する。
【０１５２】
　図３０は、本第３実施例のシャッター装置７０の斜視図であり、上記第２実施例の図２
６に対応している。遮蔽板７１を部分的に開閉させる機構（ソレノイド８０、ソレノイド
アーム８１など）は上記第２実施例と同様であるので、図示および説明を省略する。
【０１５３】
　図３０に示すように、本第３実施例のシャッター装置７０では、遮蔽板７１を移動させ
る移動手段としてラック９１が設けられている。スライド部材７５には、ラック９１と噛
み合うピニオン９２が設けられ、さらにピニオン９２を回転させるための駆動手段として
のモータ（図示せず）が内蔵されている。なお、すべての遮蔽板７１を移動させるスライ
ド部材７５と、スライド部材７５を移動させる移動手段としてのラック９１およびピニオ
ン９２と、ピニオン９２を駆動する駆動手段としてのモータ（図示せず）が、本発明にお
ける遮蔽板７１を移動させる遮蔽板移動手段に相当している。
【０１５４】
　スライド部材７５のモータを回転させることでピニオン９２が回転し、スライド部材７
５はラック９１に沿って上下方向に移動可能となっている。この結果、全閉状態において
モータ（図示せず）を回転させることで、スライド部材７５がガイド軸７２に沿って上方
に移動し、連結アーム７４が押し上げられ、連結アーム７４に接続されたすべての遮蔽板
７１が重なり合った状態で上方に移動する。これにより、すべての遮蔽板７１が演出図柄
表示装置２５の表示領域より上方に移動し、演出図柄表示装置２５の表示領域の前面側に
は遮蔽板７１が存在しない状態となる。
【０１５５】
　また、全開状態においてスライド部材７５のモータを逆回転させることでピニオン９２
が逆回転し、スライド部材７５がラック９１に沿って下方に移動し、最下部の遮蔽板７１
がスライド部材７５により下方に引っ張られることで、すべての遮蔽板７１が下方に移動
する。このとき、折り畳まれた連結アーム７４が伸びていき、重なり合った遮蔽板７１が
演出図柄表示装置２５の前面側で一枚ずつ展開する。これにより、すべての遮蔽板７１が
演出図柄表示装置２５の前面側に移動し、演出図柄表示装置２５の表示領域の前面側が遮
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蔽板７１で覆われた状態となる。
【０１５６】
　以上の第３実施例の構成によっても、上記各実施例と同様の効果を得ることができる。
また、遮蔽板移動手段をラック９１とピニオン９２から構成することで、遮蔽板７１の上
下移動を速くすることができる。
【０１５７】
　（第４実施例）
　次に、本発明の第４実施例について説明する。本第４実施例は、上記各実施例と比較し
て、シャッター装置７０における遮蔽板７１を部分的に開閉させる部分開閉手段が異なっ
ている。以下、上記各実施例と同様の部分については説明を省略し、異なる部分について
のみ説明する。
【０１５８】
　図３１は、シャッター装置７０において、遮蔽板７１と遮蔽板７１を個別に開閉させる
開閉機構８０、８１のみを示している。図３１に示すように、遮蔽板７１の両外側には、
部分開閉手段として、複数の遮蔽板７１を個別に開閉させるためのソレノイド８０とソレ
ノイドアーム８１が設けられている。本実施例では、ソレノイド８０が各遮蔽板７１に対
して１つずつ設けられている。このように、ソレノイド８０とソレノイドアーム８１を、
各遮蔽板７１のそれぞれに対して１つずつ設けることで、各遮蔽板７１を他の遮蔽板７１
から独立して開閉することが可能となっている。
【０１５９】
　本実施例では、ソレノイド８０とソレノイドアーム８１が遮蔽板７１の一端側と他端側
にそれぞれ３組ずつ配置されている。図３１において右側に配置されたソレノイド８０と
ソレノイドアーム８１は、上から１段目、３段目、５段目の遮蔽板７１に対応して設けら
れている。図３１において左側に配置されたソレノイド８０とソレノイドアーム８１が上
から２段目、４段目、６段目の遮蔽板７１に対応して設けられている。
【０１６０】
　図３２は、ソレノイド８０とソレノイドアーム８１による遮蔽板７１の開閉を説明する
ための正面図であり、図３２（ａ）は遮蔽板７１が閉鎖している状態を示し、図３２（ｂ
）は遮蔽板７１が開放している状態を示している。
【０１６１】
　ソレノイド８０が通電されていないオフ状態のときには、図３２（ａ）に示すように、
ソレノイドアーム８１の先端が遮蔽板７１の作用軸７１ｂの上方に位置しており、遮蔽板
７１は閉鎖状態となる。このとき、遊技者が演出図柄表示装置２５の表示領域を見ること
ができない不可視状態となる。
【０１６２】
　そして、通電によりソレノイド８０がオン状態となり、図３２（ｂ）に示すように、ソ
レノイドアーム８１の先端が遮蔽板７１の作用軸７１ｂを下方に押し下げる。これにより
、遮蔽板７１は回転軸７１ａを中心に回転して垂直状態から水平状態となり、遮蔽板７１
が開放状態となる。このとき、演出図柄表示装置２５の表示領域を見ることができる可視
状態となる。
【０１６３】
　以上の第４実施例の構成によれば、複数の遮蔽板７１をそれぞれ独立して開閉すること
ができるので、遮蔽板７１でより複雑な動作をさせることができる。
【０１６４】
　（他の実施形態）
　なお、上記各実施例では、本発明をパチンコ遊技機に適用した例について説明したが、
本発明は図柄表示装置を備える遊技機であれば適用可能であり、いわゆる羽根物や権利物
と称される遊技機や組合せ式遊技機等の弾球遊技機、さらには図３３に示すような回胴式
遊技機（スロットマシン）３００にも適用可能である。図３３に示す回胴式遊技機３００
には、外周面に複数種類の図柄が描かれたリールが回転するリール装置３０１、コインが
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投入されるメダル投入口３０２、リールを回転開始させる操作装置３０３、リールを回転
停止させる停止ボタン３０４等が設けられている。リール装置３０１の上方には、遊技の
進行に応じた種々の演出表示（ボーナス役や小役など所定の役に当選したか否かをキャラ
クタや図柄などを用いて演出表示する遊技補助演出表示、ボーナス役の当選を遊技者に報
知するボーナス告知演出表示、ボーナス遊技の進行状況を遊技者に報知するボーナス遊技
演出表示など）を行う可変表示装置３０５が設けられており、上記各実施例と同様の構成
を有するシャッター装置３０６が可変表示装置３０５の前面側に設けられている。
【０１６５】
　また、上記各実施例では、遮蔽板７１を垂直状態から水平状態まで９０°回転させるよ
うに構成したが、遮蔽板７１を回転させる角度は任意に設定できる。例えば、遮蔽板７１
を１８０°回転させ、表面と裏面を反転させるようにしてもよい。
【０１６６】
　また、上記各実施例では、複数の遮蔽板７１を水平方向に並列配置したが、遮蔽板７１
の配置方向は水平以外でもよい。例えば複数の遮蔽板７１を垂直方向に並列配置してもよ
い。
【０１６７】
　また、上記各実施例では、シャッター装置７０が複数の遮蔽板７１を備えるように構成
したが、遮蔽板７１は演出図柄表示装置２５の前面側を遮蔽できればよく、遮蔽板７１の
枚数は１枚でも複数枚でもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】本発明の実施例の遊技機を示す正面図である。
【図２】遊技盤の概略構成を示す正面図である。
【図３】シャッター装置の正面図であり、（ａ）は全閉状態を示し、（ｂ）は全開状態を
示し、（ｃ）は開放状態を示している。
【図４】第１装飾部材の正面図である。
【図５】特図保留表示部と普図保留表示部による保留数表示を説明するための図である。
【図６】遊技状態表示部による遊技状態表示を説明するための図である。
【図７】第２装飾部材の正面図である。
【図８】シャッター装置の内部構成を示す正面図である。
【図９】遮蔽板単体を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図である。
【図１０】シャッター装置の内部構成を示す正面図である。
【図１１】遮蔽板単体を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図である。
【図１２】シャッター装置の内部構成を示す正面図である。
【図１３】遮蔽板単体を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図である。
【図１４】シャッター装置の枠部分を示す正面図である。
【図１５】図８における連結アーム、ソレノイド等を拡大した斜視図である。
【図１６】図８における連結アーム、ソレノイド等を拡大した斜視図である。
【図１７】演出図柄表示装置の表示領域が不可視状態となっている場合の演出図柄表示装
置とシャッター装置の正面図である。
【図１８】遊技機の裏機構盤の正面図である。
【図１９】電子制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２０】盤面中継基板に接続された各種遊技装置を示すブロック図である。
【図２１】サブ制御基板に接続される各種遊技装置を示すブロック図である。
【図２２】演出表示制御基板に接続される各種遊技装置を示すブロック図である。
【図２３】サブ制御部が実行するシャッター制御処理を示すフローチャートである。
【図２４】サブ制御部が実行するシャッター演出処理を示すフローチャートである。
【図２５】シャッター演出処理が行われている際の演出図柄表示装置とシャッター装置の
作動を示す説明図である。
【図２６】第２実施例のシャッター装置の斜視図である。
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【図２７】第２実施例のシャッター装置の斜視図である。
【図２８】第２実施例のシャッター装置の斜視図である。
【図２９】第２実施例の遮蔽板の開閉機構を説明するための説明図である。
【図３０】第３実施例のシャッター装置の斜視図である。
【図３１】第３実施例のシャッター装置において、遮蔽板と遮蔽板を個別に開閉させる開
閉機構のみを示す正面図である。
【図３２】第３実施例のシャッター装置において、ソレノイドとソレノイドアームによる
遮蔽板の開閉を説明するための正面図である。
【図３３】本発明を回胴式遊技機に適用した変形例を示す正面図である。
【符号の説明】
【０１６９】
　１…遊技機、７０…シャッター装置、７１…遮蔽板、７２…ガイド軸、７３…遮蔽板ガ
イド、７４…連結アーム（遮蔽板移動手段）、７５…スライド部材（遮蔽板移動手段）、
７６…リードスクリュー（遮蔽板移動手段）、７７…モータ（駆動手段、遮蔽板移動手段
）、７８…第１センサ、７９…第２センサ（全閉検出手段）、８０…ソレノイド（部分開
閉手段）、８１…ソレノイドアーム（部分開閉手段）、８３…ベルト（遮蔽板移動手段）
、８４，８５…プーリ（遮蔽板移動手段）、８６…連結軸、８８…モータ（駆動手段、遮
蔽板移動手段）、８９…ブラケット（部分開閉手段）、９０…装飾図柄（透光性図柄）、
９１…ラック（遮蔽板移動手段）、９２…ピニオン（遮蔽板移動手段）、２００…主制御
部（当否判定手段、特別遊技状態発生手段）、２３０…払出制御部、２５０…発射制御部
、２６０…サブ制御部（部分開閉キャンセル手段）、２８０…演出表示制御部。
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