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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演出画像を表示画面に表示する画像表示装置と、
　この画像表示装置の表示画面の前方に配置され、前記画像表示装置の表示画面に平行な
面内で回転駆動可能に設けられて表示画面を目視可能とする開口を有する回転板と、
　この回転板に取付けられて当該回転板の回転に伴って回転するとともに、前記開口の内
外に出没して前記表示画面の前方から見た場合に前記表示画面の少なくとも一部を遮る位
置と表示画面を遮らない位置とに移動可能に構成された可動体と、
　前記回転板を駆動する駆動手段と、
　前記回転板を駆動する駆動手段とは別に設けられて前記可動体を駆動する駆動手段と、
　前記各駆動手段の駆動及び前記画像表示装置の表示を制御して前記表示画面に演出画像
を表示するとともに、前記回転板を回転中心を中心として、正方向回り、又は、逆方向回
りに回転させたり、前記可動体を回転中心に近付く方向、又は、回転中心から離れる方向
に移動させる演出制御装置と、
を備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記可動体は、両開きの一対の扉部材により構成され、前記演出制御装置は、各扉部材
を連動して又は各扉部材をそれぞれ単独で移動させるよう駆動手段を駆動制御することを
特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
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　前記可動体は、前記表示画面の前方に向かって光を発光する発光素子を有した発光部を
備え、前記演出制御装置は、前記発光素子の発光を制御して前記演出画像と関連した光演
出を行うことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記演出制御装置は、前記駆動手段の駆動及び前記画像表示装置の表示を制御して前記
回転板を回転させるとともに前記扉部材を移動させ、前記回転板の回転に応じて前記表示
画面に表示する演出画像の向きを変化させることを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記可動体の前方に遊技球が打ち込まれる遊技領域を形成した遊技盤が設けられたこと
を特徴とする請求項１乃至請求項４のいず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、可動体による変化に富んだ演出を実現可能なパチンコ機やパチスロ機等の遊
技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像表示装置の表示画面の前方に遊技盤を備え、遊技盤の盤面と平行に位置して遊技盤
の前方から見た場合に表示画面の少なくとも一部を遮る状態と表示画面を遮らない状態と
に左右に移動可能な可動体を備えたパチンコ機が知られている（特許文献１等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２５２５３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のパチンコ機では、可動体が画像表示装置の表示画面の前方を左右に移動する動き
演出が行われるだけなので、可動体による変化に富んだ演出を行えないという問題があっ
た。
　本発明は、画像表示装置の表示画面と可動体との協働による変化に富んだ演出を実現可
能な遊技機を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る遊技機は、演出画像を表示画面に表示する画像表示装置と、この画像表示
装置の表示画面の前方に配置され、画像表示装置の表示画面に平行な面内で回転駆動可能
に設けられて表示画面を目視可能とする開口を有する回転板と、この回転板に取付けられ
て当該回転板の回転に伴って回転するとともに、開口の内外に出没して表示画面の前方か
ら見た場合に表示画面の少なくとも一部を遮る位置と表示画面を遮らない位置とに移動可
能に構成された可動体と、回転板を駆動する駆動手段と、回転板を駆動する駆動手段とは
別に設けられて可動体を駆動する駆動手段と、各駆動手段の駆動及び画像表示装置の表示
を制御して表示画面に演出画像を表示するとともに、回転板を回転中心を中心として、正
方向回り、又は、逆方向回りに回転させたり、可動体を回転中心に近付く方向、又は、回
転中心から離れる方向に移動させる演出制御装置とを備えたことにより、可動体が画像表
示装置の表示画面の前方で回転方向及び移動方向が変化しながら表示画面に表示される画
像と協働した演出を行なうことができるので、画像表示装置の表示画面に表示された画像
と可動体との協働による変化に富んだ演出を実現することができる。
　さらに、可動体は、両開きの一対の扉部材により構成され、演出制御装置は、各扉部材
を連動して又は各扉部材をそれぞれ単独で移動させるよう駆動手段を駆動制御することに
より、画像表示装置の表示画面に表示された画像と両開きの一対の扉部材との協働による



(3) JP 5581070 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

変化に富んだ演出を実現することができる。
　さらに、可動体は、表示画面の前方に向かって光を発光する発光素子を有した発光部を
備え、演出制御装置は、発光素子の発光を制御して演出画像と関連した光演出を行うこと
により、表示画面に表示された画像と可動体の発光部との協働による変化に富んだ演出を
実現することができる。
　さらに、演出制御装置は、駆動手段の駆動及び画像表示装置の表示を制御して回転板を
回転させるとともに扉部材を移動させ、回転板の回転に応じて表示画面に表示する演出画
像の向きを変化させることにより、表示画面に表示された画像の向きの変化と扉部材の回
転及び移動動作との協働による変化に富んだ演出を実現することができる。
　さらに、可動体の前方に遊技球が打ち込まれる遊技領域を形成した遊技盤が設けられた
ことにより、パチンコ遊技等の遊技球を用いた遊技を行いながら画像表示装置の表示画面
に表示された画像と可動体との協働による変化に富んだ演出を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ機の外観斜視図である。
【図２】図１に示したパチンコ機に備えられる遊技盤の正面図である。
【図３】図２に示した遊技盤に設けられた可動役物装置の正面図である。
【図４】図３に示した可動役物装置の後面図である。
【図５】図３に示した組立品の後面図である。
【図６】図５のＡ－Ａ断面図である。
【図７】図３に示した回転板の正面図である。
【図８】図３のＢ－Ｂ断面図である。
【図９】初期姿勢を成した回転板の正面図である。
【図１０】図９に示した回転板が時計方向の限界角度まで回転した状態の正面図である。
【図１１】図９に示した回転板が反時計方向の限界角度まで回転した状態の正面図である
。
【図１２】図２に示した遊技盤に備えられた遊技盤本体と図４に示したケースの位置関係
を示す分解斜視図である。
【図１３】遊技盤本体にケースが取付けられた状態の正面図である。
【図１４】フォトインタラプタが取付けられたケースの前面と、このケースの後面側に配
された表示部を示す正面図である。
【図１５】図１４のＣ部拡大図である。
【図１６】図１３のＤ－Ｄ断面図である。
【図１７】図１２のＥ部拡大図である。
【図１８】遮光板が設けられた回転板の後面図である。
【図１９】扉部材のそれぞれの駆動手段の正面図である。
【図２０】図１９に示した両駆動手段の平面図である。
【図２１】扉部材の退避状態を示す斜視図である。
【図２２】扉部材のスライド動作中の様子の一例を示す斜視図である。
【図２３】扉部材の当接状態を示す斜視図である。
【図２４】扉部材のそれぞれの駆動手段の一部が空間に収容された状態を簡略化して示す
断面図である。
【図２５】図３に示した左扉部材の後面側の斜視図である。
【図２６】図２５に示した左扉部材の上部からフラットケーブルが導出された状態の斜視
図である。
【図２７】図２５に示した左扉部材の分解斜視図である。
【図２８】図２７に示した回路基板に実装された発光素子及びコネクタを回路基板を透か
して示した斜視図である。
【図２９】図２７に示したスペーサ単体の斜視図である。
【図３０】図２７に示した装飾ケース単体の斜視図である。
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【図３１】扉部材の離隔状態において扉部材のそれぞれに設けられた第１，第２小発光部
が発光した状態の正面図である。
【図３２】図３１に示した第１，第２小発光部が扉部材の当接に伴い線状に並んだ状態の
正面図である。
【図３３】扉部材の離隔状態において扉部材のそれぞれに設けられた図３１に示したもの
とは別の第１，第２小発光部が発光した状態の正面図である。
【図３４】図３３に示した第１，第２小発光部が扉部材の当接に伴い線状に並んだ状態の
正面図である。
【図３５】扉部材の離隔状態において扉部材のそれぞれに設けられた第１，第２縁発光部
が発光した状態の正面図である。
【図３６】図３５に示した第１，第２縁発光部が扉部材の当接に伴い近接して位置した状
態の正面図である。
【図３７】図２５のＦ－Ｆ断面図である。
【図３８】図２５のＦ－Ｆ切断線に対応する個所での図２６の断面図である。
【図３９】図３８に示した装飾ケースの壁部とスペーサの端面から構成された挟持部に配
されるフラットケーブルの折返し部の斜視図である。
【図４０】図２９のＧ部拡大図である。
【図４１】図３０のＨ部拡大図である。
【図４２】パチンコ機の制御ブロック図である。
【図４３】本発明の一実施形態に係るパチンコ機の分解斜視図である。
【図４４】図１に示したパチンコ機に備えられた遊技盤の正面図である。
【図４５】固定発光部と表示画面と扉部材との関係を示す簡略正面図である。
【図４６】固定発光部と表示画面と扉部材との関係を示す簡略正面図である。
【図４７】演出例を示す図。
【図４８】演出例を示す図。
【図４９】演出例を示す図。
【図５０】演出例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の遊技機の一実施形態に係るパチンコ機について図１～図４６を用いて説明する
。
　なお、本明細書において、「前」、「後」、「左」、「右」、「上」、「下」の方向は
、図１の状態に遊技機枠１Ａを置いて矢印Ａで示す前側から見た場合に特定される方向で
ある。
【０００８】
　図４３に示すように、本実施形態に係るパチンコ機Ｐは、遊技機枠１Ａ、遊技機枠１Ａ
の遊技盤取付部３ａに取付けられた遊技盤３、遊技盤取付部３ａの後面に取付けられた可
動役物装置１３、可動役物装置１３の後面に取付けられた画像表示装置１４、図外の制御
装置を備えて構成される。
【０００９】
　図４３，図１に示すように、遊技機枠１Ａは、遊技場の島と呼ばれる図外の遊技設置構
造体に取付けられる外枠と呼ばれるような固定枠１と、固定枠１に開き戸状に開閉自在に
取付けられた内枠と呼ばれるような開閉枠２と、開閉枠２に開き戸状に開閉自在に取付け
られた前扉４及び皿構造体５とを備える。例えば、固定枠１は木枠により形成され、開閉
枠２、前扉４、皿構造体５は合成樹脂により形成される。
　開閉枠２は、例えば、左側のヒンジ２ａ，２ａで前側横方向に片開き可能かつ着脱可能
（交換可能）に固定枠１に取付けられる。前扉４は、例えば、左側上部のヒンジ２ｂ，２
ｂで前側横方向に片開き可能かつ着脱可能（交換可能）に開閉枠２に取付けられる。皿構
造体５は、例えば、左側下部のヒンジ２ｃ，２ｃで前側横方向に片開き可能かつ着脱可能
（交換可能）に開閉枠２に取付けられる。
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　前扉４は、前後方向に開放された窓４ａを囲む額縁形状の枠部４ｂを備え、ガラス又は
合成樹脂からなる光透過性を有する前面パネル４ｃが窓４ａを後方から覆うように枠部４
ｂの後面に取付けられた構成である。
　皿構造体５は、発射操作機構（発射ハンドル）６、受皿７等を備える。
【００１０】
　図４３，図１２に示すように、開閉枠２の内側上部には、例えば合成樹脂製の遊技盤取
付部３ａが、開閉枠２と一体に又は図外の取付手段により開閉枠２に着脱可能に設けられ
る。遊技盤取付部３ａは、盤取付板３ｚと盤取付板３ｚの外周より前方に突出する外周壁
３ｙとを備え、盤取付板３ｚの前面と外周壁３ｙとで区画されて開閉枠２の前面より後方
に窪んだ遊技盤収容凹部３ｘを備える。遊技盤３は、遊技盤収容凹部３ｘ内に収容された
状態で図外の取付手段により盤取付板３ｚの前面に取付けられる。開閉枠２の内側下部に
は、発射装置１０９等が設けられる。盤取付板３ｚには、盤取付板３ｚの前面と後面とに
貫通する貫通孔３ｃが設けられる。
【００１１】
　図４３に示すように、遊技盤３は、化粧板と呼ばれる遊技基板３ｂと、遊技基板３ｂの
前面に取付けられた前板３ｆとにより構成される。
　遊技基板３ｂは、例えば所定厚さの合成樹脂板やベニヤ板等により形成され、遊技基板
３ｂの前面にはその遊技盤の遊技テーマにあわせた多種多様の装飾が施されるとともに、
それらの装飾には複数の多色発光ダイオード（発光素子）が取付けられ、遊技状態や演出
状態に対応した複数の色で発光して表示されるよう構成されている。遊技基板３ｂの中央
部には遊技基板３ｂの前面と後面とを貫通する逃孔として機能する貫通孔３Ｄが形成され
て、画像表示装置１４の表示画面１４ａがこの貫通孔３Ｄから見えるよう構成されている
。
　前板３ｆは、透明アクリル板等の合成樹脂からなる光透過性を有した透明板により形成
され、前板３ｆの中央部には前板３ｆの前面と後面とを貫通する逃孔として機能する貫通
孔３Ｆが形成されて、画像表示装置１４の表示画面１４ａがこの貫通孔３Ｆから見えるよ
う構成されている。
　遊技基板３ｂの前面に設けられた装飾は、遊技基板３ｂの前面に施された模様や絵等の
平面装飾、遊技基板３ｂの前面より突出する立体形状に形成された立体装飾を含んでいる
。この立体装飾を避けるように前板３ｆが遊技基板３ｂの前面より離れた位置に設けられ
る。即ち、前板３ｆと遊技基板３ｂとが所定の間隔を隔てて互いに平行に配置された状態
で図外の連結具により互いに連結される。
【００１２】
　図４３，図４５に示すように、遊技基板３ｂの前面には、前記複数の多色発光ダイオー
ドが配された装飾の一部として、遊技盤取付部３ａに取付けられた状態の遊技盤３の前方
に向かって発光するように設けられた遊技盤３の発光部としての複数の固定発光部５０１
～５１６を備える。複数の固定発光部５０１～５１６は、例えば、貫通孔３Ｄの中心Ｏを
中心として放射状に延長するように設けられる。複数の固定発光部５０１～５１６の後述
する導光前面カバー６０２が遊技基板３ｂの前面より前方に突出する立体装飾を形成する
。
【００１３】
　前板３ｆの前面には、多数の遊技釘３Ｃの他、例えば、役物装置としての中央部装飾ユ
ニット１０、入賞部品１６，１７，１８，１９，２０、ガイドレール８等の遊技部品が取
付けられ遊技領域９が形成されている（図４４参照）。
　中央部装飾ユニット１０は、透明又は半透明の合成樹脂材料を遊技テーマに合わせて所
定の形状に成型し、所望の個所には所望の着色を施し、また、必要な個所は切り欠くこと
により、これら透明材料、半透明材料、着色材料、切り欠き部等の各部材を通して、遊技
基板３ｂ上に施された各種装飾が垣間見えるように構成されている。そのため、これら中
央部装飾ユニット１０を形成する各部材を通して垣間見える遊技基板３ｂ上に配設された
装飾は、遊技者側から見ると中央部装飾ユニット１０内の部材及び装飾の一部を構成する
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こととなる。そして、遊技基板３ｂ上に配設された固定発光部５０１～５１６の該当個所
の発光素子からの光を中央部装飾ユニット１０の対応個所から遊技盤３の前方に向けて遊
技者に視認可能に透過させることにより、遊技基板３ｂ上の他の固定発光部５０１～５１
６の該当個所から放出され前板３ｆを透過する光と協働して効果的な演出を実行すること
ができる。
　中央部装飾ユニット１０は、前板３ｆの貫通孔３Ｆを介して遊技基板３ｂの貫通孔３Ｄ
内に入り込んで貫通孔３Ｄの孔壁に対向する筒壁を有した筒部１０ａと、筒部１０ａの後
端に設けられて筒部１０ａの後端開口を塞ぐ透明パネル３ｄと、筒部１０ａの前端より筒
部１０ａの径方向外側に延長して筒部１０ａの前縁開口を取り囲む装飾部１０Ｗと、前板
３ｆの前面に接触した状態で止ねじなどの取付具で前板３ｆの前面に取付けられる取付フ
ランジ部１０ｃとを備える。画像視認用の貫通孔として機能する筒部１０ａの筒孔１０ｘ
と透明パネル３ｄとで遊技盤３における画像視認用の窓１１が構成される。
　中央部装飾ユニット１０は、前板３ｆの前側から筒部１０ａが筒部１０ａの後端側より
貫通孔３Ｆ，３Ｄ内に挿入され、取付フランジ部１０ｃが前板３ｆの前面に接触した状態
で止ねじ３ｋなどの取付具で前板３ｆの前面に取付けられることにより、前板３ｆに取付
けられる。
【００１４】
　前板３ｆに取付けられている入賞部品としては、第１始動入賞部品１６、第２始動入賞
部品１７、通過チャッカーと呼ばれる普通図柄始動部品１８、アタッカーや大入賞口と呼
ばれる可変入賞部品１９、一般入賞部品２０,２０がある（図４４参照）。
　第１始動入賞部品１６、第２始動入賞部品１７、可変入賞部品１９、一般入賞部品２０
は、球を遊技領域から取り込んで遊技基板３ｂの後面側に排出する図外の球通路を備えた
構造であり、当該球通路に球を検出するための球検出器を備えるとともにそれぞれ前板３
ｆへの取付フランジ部１６ａ，１７ａ，１９ａ，２０ａを備える。これら入賞部品は、前
板３ｆ及び遊技基板３ｂの前面と後面とに貫通するように前板３ｆ及び遊技基板３ｂに形
成された図外の逃孔内に球通路が挿入され、取付フランジ部１６ａ，１７ａ，１９ａ，２
０ａが前板３ｆの前面に接触した状態で止ねじなどの取付具で前板３ｆの前面に取付けら
れることにより、前板３ｆに取付けられる。
　普通図柄始動部品１８は、球を遊技領域９から取り込んで遊技領域９に排出する図外の
球通路を備えた構造であり、当該球通路に球を検出するための球検出器を備えるとともに
前板３ｆへの取付フランジ部１８ａを備える。普通図柄始動部品１８は、取付フランジ部
１８ａが前板３ｆの前面に接触した状態で止ねじなどの取付具で前板３ｆの前面に取付け
られることにより、前板３ｆに取付けられる。
　図４２に示すように、第１始動入賞部品１６に設けられる球検出器を第１始動入賞口セ
ンサ１００と呼び、第２始動入賞部品１７に設けられる球検出器を第２始動入賞口センサ
１０１と呼び、普通図柄始動部品１８に設けられた球検出器を始動ゲートセンサ１０６と
呼び、可変入賞部品１９に設けられる球検出器を大入賞口センサ１０７と呼び、一般入賞
部品２０に設けられる球検出器を一般入賞口センサ１０８と呼ぶ。
　ガイドレール８は、内ガイドレール８ａと外ガイドレール８ｂとを備え、前板３ｆの前
面に取付けられた多数の遊技釘３Ｃや他の遊技部品１０，１６，１７，１８，１９，２０
を取り囲むように前板３ｆの前面に図外の取付部材により取付けられる。
【００１５】
　即ち、遊技盤３は、前板３ｆの前面に中央部装飾ユニット１０の装飾部１０Ｗ、各入賞
部品１６，１７，１８，１９，２０の入賞部品等を有し、遊技基板３ｂと前板３ｆとの間
に遊技基板３ｂの前面に設けられて遊技基板３ｂの前方に突出する立体装飾を備え、この
立体装飾が透明な前板３ｆを通して目視可能に構成されている。
【００１６】
　ガイドレール８で囲まれた遊技領域９に各種遊技部品１０，１６，１７，１８，１９，
２０が組付けられ遊技釘３Ｃが打ち込まれた状態の前板３ｆが遊技基板３ｂに取付けられ
ることによって、図４４に示すような遊技盤３が完成する。
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　遊技盤３が遊技盤取付部３ａに取付けられて前扉４が閉じられた状態において、遊技盤
３の前面とガイドレール８と前扉４の前面パネル４ｃとで囲まれた領域が、遊技球が打ち
込まれてパチンコ遊技が行われる遊技領域９となる。
【００１７】
　次に遊技盤取付部３ａに取付けられた状態の遊技盤３の前面構成について図４３，図４
４を参照して説明する。
　発射装置１０９により発射された球を遊技領域９に導く発射通路８ｃが、遊技盤３の前
面の左側において遊技盤３の中央寄りに位置する内ガイドレール８ａと内ガイドレール８
ａの外側に位置する外ガイドレール８ｂとで挟まれた通路により形成される。
　中央部装飾ユニット１０における筒部１０ａの筒壁の下部内壁面にはステージと呼ばれ
る球転動部１５が設けられる。
　中央部装飾ユニット１０における装飾部１０Ｗは、上部にパチンコ機Ｐの固有名称を示
したネーム部（図では消去）などを有した主要装飾部１０Ａを備え、右部にサーチライト
を模した複数の発光装置１０Ｂを備え、下部に球転動部１５から第１始動入賞部品１６の
入賞口に球を誘導する誘導部１０Ｃを備え、左部に球転動部１５への球導入部１０Ｄを備
える。
　中央部装飾ユニット１０における装飾部１０Ｗは、前板３ｆの前面より前方に突出する
。遊技盤３が遊技盤取付部３ａに取付けられて前扉４が閉じられた状態において、中央部
装飾ユニット１０の装飾部１０Ｗの上部、右部、左側上部の外周壁の前端と前面パネル４
ｃとの間の距離は１個の球（パチンコ球）の直径よりも小さく形成され、これにより、遊
技領域９に発射された球は、中央部装飾ユニット１０の上部、右部、左側上部を経由して
球転動部１５には入り込めないようになっている。中央部装飾ユニット１０の装飾部１０
Ｗの右部の外周壁とガイドレール８との間で形成される球通路９ａの通路幅は、１個の球
の直径寸法Ｒ１より大きく、かつ、Ｒ１×２よりも小さい寸法に形成される。
　球転動部１５の中央部の下方に位置する遊技領域９には、第１始動入賞部品１６と第２
始動入賞部品１７とが上下縦一列に並んで設けられている。第１始動入賞部品１６は例え
ば上面に入賞孔が開口される単純構造の始動入賞部品である。第２始動入賞部品１７は例
えば一対の開閉体により入賞口が開閉する電動チューリップ構造の始動入賞部品である。
　中央部装飾ユニット１０の左側方の遊技領域９には普通図柄始動部品１８が設けられて
いる。
【００１８】
　図４３に示すように、可動役物装置１３は、ケース２２と、回転板２３と、可動体とし
ての扉状役物を構成する扉部材４０Ａと、扉部材駆動機構４０Ｂと、回転板回転駆動機構
４０Ｃ、回転姿勢検出機構４０Ｄを備える。ケース２２、回転板２３、扉部材４０Ａは例
えば合成樹脂により形成される。
【００１９】
　ケース２２は、取付板２２ｂと、取付板２２ｂの外周より前方に突出する外周壁２２ｃ
とを備え、取付板２２ｂの前面と外周壁２２ｃとで区画されて、扉部材４０Ａ、扉部材駆
動機構４０Ｂ、回転板回転駆動機構４０Ｃ、回転姿勢検出機構４０Ｄを収納するための収
納部としての部材収容凹部２２ｘを備える。取付板２２ｂは、板の中央部に板の前面と後
面とに貫通する貫通孔２２ａを有する。
【００２０】
　回転板２３は、表示画面１４ａの中心と一致する回転中心Ｏを中心として遊技盤３の盤
面（遊技盤３の前板３ｆの前面や遊技基板３ｂの後面における平坦面）に平行な面内で回
転駆動されるよう構成される。
　回転板２３は、円弧状の外周を有した板の中央部に板の前面と後面との貫通する貫通孔
３３を有し、円弧状の外周にリングギヤ３６を備えた構成である。回転板２３の前面には
回転板２３の前面の大部分を覆う例えば合成樹脂により形成された装飾カバー３８が設け
られる。図５に示す９０は、回転板２３とこの回転板２３の前面の大部分を覆う装飾カバ
ー３８との組立品である。
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【００２１】
　扉部材駆動機構４０Ｂは、回転板２３の後面に取付けられる。扉部材駆動機構４０Ｂの
詳細については後述する。
　扉部材４０Ａは、回転板２３の後面に配置された第１の可動体としての左扉部材４０と
第２の可動体としての右扉部材４１とにより構成され、左扉部材４０と右扉部材４１とが
扉部材駆動機構４０Ｂにより回転板２３の貫通孔３３の左右の中心位置を基準として左右
に移動可能に構成され、ケース２２内のそれぞれの部材収容凹部２２ｘと貫通孔３３の中
心位置との間を出没する。左扉部材４０と右扉部材４１とが、回転板２３の貫通孔３３の
左右の中心位置（回転板２３の回転中心Ｏを含む）を通る垂線Ｌ（図３参照）を中心とし
て左右線対称な形状である。例えば、左扉部材４０及び右扉部材４１は、上下長が回転板
２３の貫通孔３３の上下長よりも長く、左右長が回転板２３の貫通孔３３の左右長の１／
２よりも短い縦長長方形状に形成される。
　扉部材駆動機構４０Ｂにより、左扉部材４０が右方向に移動して右扉部材４１が左方向
に移動することによってこれら左扉部材４０と右扉部材４１とが回転板２３の貫通孔３３
の左右の中心位置を通る垂線Ｌの位置で互いに接触し、かつ、左扉部材４０が左方向に移
動することによって左扉部材４０のすべてが貫通孔３３の後側に位置しないように移動し
、右扉部材４１が右方向に移動することによって右扉部材４１のすべてが貫通孔３３の後
側に位置しないように移動する。つまり、左扉部材４０及び右扉部材４１は、垂線Ｌの位
置と回転板２３の後側に隠れてパチンコ機の前方から視認できない位置との間を左右に往
復移動可能に構成される。即ち、左扉部材４０及び右扉部材４１は、それぞれ、回転板２
３の貫通孔３３の左右の中心位置と回転板２３の後側に隠れる位置との間で往復移動可能
に構成されることによって、遊技盤取付部３ａに取付けられた状態の遊技盤３の前方から
見た場合に、回転板２３の貫通孔３３の内外に出没可能に制御される可動体である。
　つまり、遊技盤３に形成されて表示画面１４ａを目視可能とする筒孔１０ｘ及び貫通孔
３３の内外に出没して遊技盤３の前方から見た場合に表示画面１４ａの少なくとも一部で
ある中央部を遮る状態と表示画面１４ａを遮らない状態とに移動可能な左扉部材４０及び
右扉部材４１を備えたので、演出制御装置１０３により、左扉部材４０及び右扉部材４１
の動きと表示画面１４ａに表示される画像とによる効果的な多重演出を行える。
　また、可動体としての扉部材４０Ａは、遊技盤取付部３ａに取付けられた状態の遊技盤
３の前方に向かって発光するように設けられた可動体の発光部として、図３１～図３６，
図４２に示すように、直線状発光部としての第１小発光部３０１，３０２、第２小発光部
４０１，４０２、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４０３を備えるとともに、図３２，
図４２に示すように、点状発光部としての第１小発光部３０５、第２小発光部４０５を備
える。
　前面に装飾カバー３８を備えるとともに後面側に扉部材駆動機構４０Ｂ及び扉部材４０
Ａを備えた回転板２３は、回転板２３の後面とケース２２の取付板２２ｂの前面とが向き
合う状態で取付板２２ｂの前面に回転可能に取付けられる。この回転板２２と取付板２２
ｂとの回転可能な取付構造については後述する。
【００２２】
　回転板回転駆動機構４０Ｃ及び回転体姿勢検出機構４０Ｄは、取付板２２ｂの前面に設
けられる。
　回転板回転駆動機構４０Ｃは、回転板２３に設けられたリングギヤ３６と、回転駆動源
としての回転駆動モータ２９と、回転駆動モータ２９の回転力を回転板２３のリングギヤ
３６に伝達する回転力伝達手段としての減速ギヤ列３０とにより構成される。
　回転姿勢検出機構４０Ｄは、回転板２３の後面の外周縁に設けられた被検出体としての
遮光板３７と、ケース２２の取付板２２ｂの前面に設けられた検出器としてのフォトイン
タラプタ２５，２６（図１４参照）とにより構成される。
【００２３】
　画像表示装置１４は、表示画面１４ａがケース２２の貫通孔２２ａの後側に位置するよ
うに、例えば取付フランジ１４ｂを介して止ねじ１４ｃ等の取付具でケース２２の取付板
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２２ｂの後面に取付けられる。本実施形態では、画像表示装置１４には、表示画面１４ａ
の大きさが１２インチの液晶表示画面を備えた液晶表示装置を用いて構成している。
【００２４】
　盤取付板３ｚの貫通孔３ｃの形状及び大きさは、遊技盤収容凹部３ｘの後方に設置され
る画像表示装置１４の表示画面１４ａの形状及び大きさと対応するように形成され、かつ
、画像表示装置１４の表示画面１４ａの中心が遊技盤収容凹部３ｘの貫通孔３ｃの中心と
一致するように、画像表示装置１４が配置される。
　また、中央部装飾ユニット１０の筒部１０ａの筒断面形状及び大きさ、前板３ｆの貫通
孔３Ｆの形状及び大きさ、遊技基板３ｂの貫通孔３Ｄの孔の形状及び大きさ、回転板２３
の貫通孔３３の孔の形状及び大きさ、ケース２２の貫通孔２２ａの孔の形状及び大きさが
、遊技盤収容凹部３ｘの貫通孔３ｃの孔の形状及び大きさと対応するように形成され、か
つ、中央部装飾ユニット１０の筒部１０ａの中心、前板３ｆの貫通孔３Ｆの中心、遊技基
板３ｂの貫通孔３Ｄの中心、回転板２３の貫通孔３３の中心、ケース２２の貫通孔２２ａ
の中心が、遊技盤収容凹部３ｘの貫通孔３ｃの中心と一致するように、これら部品が配置
される。
　具体的には、例えば、前板３ｆの貫通孔３Ｆ、遊技基板３ｂの貫通孔３Ｄ、遊技盤収容
凹部３ｘの貫通孔３ｃ、回転板２３の貫通孔３３、ケース２２の貫通孔２２ａが、同じ形
状及び大きさに形成されて、かつ、画像表示装置１４の表示画面１４ａよりも一回り小さ
い大きさに形成される。中央部装飾ユニット１０の筒部１０ａが前板３ｆの貫通孔３Ｆ、
遊技基板３ｂの貫通孔３Ｄに挿入可能な大きさに形成される。
　そして、中央部装飾ユニット１０の筒部１０ａ、前板３ｆの貫通孔３Ｆ、遊技基板３ｂ
の貫通孔３Ｄ、遊技盤収容凹部３ｘの貫通孔３ｃ、回転板２３の貫通孔３３、ケース２２
の貫通孔２２ａの中心と表示画面１４ａの中心と回転板２３の回転中心Ｏとが一致するよ
うに、これらが配置される。
　以上により、遊技者が、遊技盤３の画像視認孔として機能する中央部装飾ユニット１０
の筒部１０ａの筒孔１０ｘ、及び、回転板２３の画像視認孔として機能する貫通孔３３を
通して、回転板２３及び扉部材４０Ａによる動き演出と表示画面１４ａに表示される画像
演出とを目視可能なパチンコ機となる。
【００２５】
　扉部材駆動機構４０Ｂ及び扉部材４０Ａを後面側に有した回転板２３を取付板２２ｂの
前面に備え、かつ、画像表示装置１４を取付板２２ｂの後面に備えたケース２２が、遊技
盤取付部３ａの遊技盤収容凹部３ｘの後面に取付けられ、かつ、遊技盤３が遊技盤取付部
３ａに取付けられたパチンコ機Ｐは、前扉４が閉じられた状態において、遊技者が画像視
認孔としての筒孔１０ｘ及び貫通孔３３を介して画像表示装置１４の表示画面１４ａに表
示された画像を目視できるとともに、回転板２３の回転や扉部材４０Ａの位置によって遊
技者が目視可能な表示画面１４ａの領域が変動する構成を備える。
【００２６】
　図７に示すように、回転板２３は、大径部２３ｓと小径部２３ｔとが一体に形成された
ものである。大径部２３ｓには貫通孔３３が例えば横長の矩形状に形成されている。回転
板２３の前面には全体的にリブが張り巡らされている。具体的には、大径部２３ｓの外周
縁に沿って円弧状に並んだ格子状の複数のリブ７４、貫通孔３３から外周側に放射状に延
びたリブ７５、小径部２３ｔと同心に形成されて径方向に並んだ円弧状の複数のリブ７６
、小径部２３ｔの中央で貫通孔３３側から上方に延びた２条のリブ７７、貫通孔３３の下
方において形成された矩形枠状の複数のリブ７８等が、回転板２３の前面に形成されてい
る。
【００２７】
　図３に示すように、装飾カバー３８には回転板２３の貫通孔３３と略同じ形状寸法に形
成された貫通孔３９が設けられている。装飾カバー３８には、その貫通孔３９の上下左右
の４辺全体から回転板２３の方向（後方向）に突出した前面視矩形状の枠部３８ａ（図６
参照）が形成されている。図６における３８ａ１，３８ａ２，３８ａ３はそれぞれ、枠部
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３８ａを前面視した場合の上辺、右辺、下辺に当たる部分である。同図６に示すように、
枠部３８ａの回転板２３側の端部は、回転板２３の貫通孔３３の縁部を形成している回転
板２３の前面に当接して位置する。装飾カバー３８は枠部３８ａの近傍の複数個所におい
て回転板２３にネジ止めされている。図７において、８０はネジが挿通される挿通孔であ
り、これらの挿通孔８０の位置で回転板２３と装飾カバー３８とがネジ止めされている。
【００２８】
　また、回転板２３には多数の嵌入孔８１が形成されている。装飾カバー３８は、それら
多数の嵌入孔８１のそれぞれに対向する個所に、枠部３８と同寸法だけ回転板２３の方向
に突出して形成された図外の円柱部を有する。これら円柱部の突端には嵌入孔８１に嵌入
する図外の突起が形成されており、この突起が嵌入孔８１に嵌め入れられている。
【００２９】
　図３に示すように、回転板２３はケース２２の取付板２２ｂの上部、左下部及び右下部
の３個所に係合して設けられた下ガイド部３４Ａ，３４Ｂ及び上ガイド部３４Ｃにより回
転可能に支持されている。大径部２３ｓの外周縁には、下ガイド部３４Ａ，３４Ｂにより
ガイドされる円弧状の第１被ガイド部２３ｅが形成されている。小径部２３ｔの外縁には
上ガイド部３４Ｃによりガイドされる円弧状の第２被ガイド部２３ｆが形成されている。
第１被ガイド部２３ｅの円弧と第２被ガイド部２３ｆの円弧は同心で、第２被ガイド部２
３ｆの円弧は第１被ガイド部２３ｅの円弧よりも小径に設定されている。第１被ガイド部
２３ｅと第２被ガイド部２３ｆとの間には、第１被ガイド部２３ｅの左端から左方向に延
びた平坦な段差部２３ｃと、第１被ガイド部２３ｅの右端部から右方向に延びた段差部２
３ｄとが形成されている。
【００３０】
　下ガイド部３４Ａ，３４Ｃ及び上ガイド部３４Ｃは、ケース２２の取付板２２ｂに略直
交する軸周りに回転自在に設けられたガイドローラである。これら下ガイド部３４Ａ，３
４Ｂ及び上ガイド部３４Ｃの構造は同じであり、その構造は２個のローラ部材を軸方向に
並べたダブルローラ構造である。このダブルローラ構造について回転板２３の左下部を支
持する下ガイド部３４Ａを例にとって説明する。
【００３１】
　図８に示すように、回転板２３の左下部を支持する下ガイド部３４Ａは、ケース２２の
取付板２２ｂから前方に突起して設けられた支軸３５と、この支軸３５を中心として回転
自在に設けられた前側ローラ部材３４ａ及び後側ローラ部材３４ｂとを有する。第１被ガ
イド部２３ｅは肉厚部２３ｅ１と、この肉厚部２３ｅ１の外周端から外周側に突出した肉
薄の鍔部２３ｅ２とを有する。鍔部２３ｅ２は、この鍔部２３ｅ２の外周縁と前側ローラ
部材３４ａの軸受部３４ａ１との間に間隙Ｓ１を形成した状態で、前側ローラ部材３４ａ
と後側ローラ部材３４ｂとの間に挿入されており、鍔部２３ｅ２の前後に位置する肉厚部
２３ｅ１の外周端は、前側ローラ部材３４ａ及び後側ローラ部材３４ｂの両方の外周端に
当接している。つまり、第１被ガイド部２３ｅは前側ローラ部材３４ａ及び後側ローラ部
材３４ｂに対し、径方向では非接触となっている。鍔部２３ｅ２が前側ローラ部材３４ａ
及び後側ローラ部材３４ｂの両方の外周端に挟まれてガイドされることで、回転板２３は
、前後方向の移動が規制されて回転可能である。即ち、回転板２３が、回転板２３の外周
に設けられた鍔部２３ｅ２をガイドする前側ローラ部材３４ａ及び後側ローラ部材３４ｂ
によって回転可能に保持された取付構造を備える。
【００３２】
　回転板２３の右下部をガイドする下ガイド部３４Ｂも下ガイド部３４Ａと同じ構造であ
る。このようにダブルローラ構造の下ガイド部３４Ａ，３４Ｂによって回転板２３の左右
両下部を支持すると、回転板２３を確実に支持した上で、第１被ガイド部２３ｅと下ガイ
ド部３４Ａ，３４Ｂとの間に生じる摩擦抵抗を低減して回転板２３をスムーズに回転させ
ることが可能になる。なお、回転板２３の上部中央を支持する上ガイド部３４Ｃの構造も
、前側ローラ部材及び後側ローラ部材の径寸法が下ガイド部３４Ａの前側ローラ部材３４
ａ及び後側ローラ部材３４ｂよりも小さいだけで、下ガイド部３４Ａと同じダブルローラ
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構造となっている。ただし、上ガイド部３４Ｃには回転板２３の重量が作用しないのでダ
ブルローラ構造でなくてもよい。つまり、径方向において鍔部に接触されるローラであっ
てもよい。
【００３３】
　図３に示すように、回転板２３よりも下方に位置するケース２２の個所には落下防止片
２４が一体形成されている。この落下防止片２４は回転板２３の回転中心Ｏを通る垂線Ｌ
上に位置する。落下防止片２４と回転板２３の外周縁とは所定間隔をあけて位置しており
、落下防止片２４が回転板２３の回転動作を妨げないようになっている。ただし、回転板
２３を支持している下ガイド部３４Ａ，３４Ｂが破損したり、外部からの衝撃等によって
回転板２３が下ガイド部３４Ａ，３４Ｂから外れた場合、回転板２３の外周縁が落下防止
片２４の上端に当接した時点でそれ以上の動きが規制されるため、回転板２３の落下事故
を確実に防止することができる。
【００３４】
　回転板２３よりも下方に位置するケース２２の個所には、回転駆動モータ２９が取付け
られている。回転板２３の前面側の下部外周縁には当該下部外周縁に沿った円弧状のリン
グギヤ３６が設けられている。このリングギヤ３６は回転板２３の回転中心を中心として
例えば９０度の範囲に渡って設けられる。このリングギヤ３６と回転駆動モータ２９の間
には減速ギヤ列３０が介在している。減速ギヤ列３０は、回転駆動モータ２９の出力軸に
固着された最初段ギヤ３０ａと、ケース２２の取付板２２ｂに平行な面内で回転自在に設
けられた複数のギヤによって構成されている。減速ギヤ列３０の最終段ギヤ３０ｂは落下
防止片２４の近傍に位置している。この最終段ギヤ３０ｂは、回転板２３の回転中心Ｏを
通る垂線Ｌの近傍で、リングギヤ３６と噛み合っている。つまり、回転駆動モータ２９の
回転力が回転力伝達手段としての減速ギヤ列３０を介して回転板２３のリングギヤ３６に
伝達されることによって回転板２３が回転する。
【００３５】
　本実施形態の場合、回転板２３は、図９に示す回転板２３の姿勢を回転角度０°の初期
姿勢として時計方向と反時計方向のそれぞれの方向に４５°を上限角度として制御される
。
【００３６】
　ケース２２と回転板２３との間には、回転板２３の時計方向の回転及び反時計方向の回
転のそれぞれについて、回転板２３の回転の限界角度を規定するストッパ構造が設けられ
ている。図９に示すように、時計方向の回転に対するストッパ構造は、ケース２２の取付
板２２ｂの上部中央の左側近傍で前方に突出して設けられたストッパ部２７と、前記段差
部２３ｃとから構成されている。反時計方向の回転に対するストッパ構造は、ケース２２
の外周壁２２ｃの上部中央の右側近傍で前方に突出して設けられたストッパ部２８と、前
記段差部２３ｄとから構成されている。ストッパ部２７，２８は、回転板２３の回転中心
Ｏの上側においてその回転中心Ｏから第１被ガイド部２３ｅの半径と同じ距離までの範囲
内の位置に設定されているとともに、回転板２３の回転中心Ｏを通る垂線Ｌを挟んで対向
して位置する。つまり、図１０に示すように、回転板２３の時計方向の回転の限界角度は
、ストッパ部２７に対して段差部２３ｃが当接する角度である。また、図１１に示すよう
に、回転板２３の反時計方向の回転動作の限界角度は、ストッパ部２８に対して段差部２
３ｄが当接する角度である。
【００３７】
　前記両ストッパ構造は、回転板２３の回転の限界角度を、制御上の上限角度４５°より
も若干大きく設定されている。つまり、ストッパ部２７と段差部２３ｃは、回転板２３が
時計方向に上限角度４５°を超えて過剰に回転することを防止し、ストッパ部２８と段差
部２３ｄは、回転板２３が反時計方向に上限角度４５°を超えて過剰に回転することを防
止する。
【００３８】
　図１４，図１５に示すように、ケース２２の外周壁２２ｃは、ストッパ部２７，２８に
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近接して位置する。ストッパ部２７は、図１３，図１５，図１６を参照して分かるように
、取付板２２ｂから突出して形成された略円錐台状の基台部２７ａと、この基台部２７ａ
から遊技盤３の方向（前方向）に突出して設けられた本体部２７ｂとを有する。本体部２
７ｂは回転板２３の回転を阻止する際の段差部２３ｃとの当接部位である。本体部２７ｂ
は基台部２７ａの頂部に一体形成された心棒部２７ｃ（図１５に示す）と、この心棒部２
７ｃの外周面を覆って装着された円筒状のゴム部材２７ｄとから構成されている。
【００３９】
　ストッパ部２８もストッパ部２７と同様に、取付板２２ｂから突出して形成された略円
錐台状の基台部２８ａと、この基台部２８ａから遊技盤３の方向に突出して設けられた本
体部２８ｂとを有する。本体部２８ｂは回転板２３の回転を阻止する際の段差部２３ｄと
の当接部位であり、基台部２８ａに一体に形成された心棒部２８ｃと、この心棒部２８ｃ
の外周面を覆って装着された円筒状のゴム部材２８ｄとから構成されている。
【００４０】
　図１５に示すように、基台部２７ａ，２８ａはいずれも、ケース２２の内方側の外周壁
２２ｃの面に結合するよう外周壁２２ｃと一体に形成されている。具体的には、基台部２
７ａでは、この基台部２７ａの外周面の上部が外周壁２２ｃと一体に形成されている。ま
た、基台部２８ａでは、この基台部２８ａの外周面の上部が連結部２８ｅを介して外周壁
２２ｃと一体に連結されている。さらに、ストッパ部２７，２８に近接して位置する外周
壁２２ｃと、この外周壁２２ｃの前端面に対向する遊技盤取付部３ａとの間には、嵌合構
造が設けられている。この嵌合構造は、図１６，図１７を参照して分かるように、外周壁
２２ｃの前端面に形成された嵌合突起部８２，８３と、遊技盤取付部３ａに形成されて嵌
合突起部８２，８３がそれぞれ嵌合する嵌合孔８４，８５とから構成されている。
【００４１】
　図１４に示すように、落下防止片２４の左斜め上方には回転姿勢検出機構４０Ｄの検出
器を構成する第１フォトインタラプタ２５，第２フォトインタラプタ２６が実装されてい
る。図１８に示すように、回転板２３の後面の外周縁には回転姿勢検出機構４０Ｄの被検
出体を構成する円弧状の遮光板３７が取付けられている。この遮光板３７には短尺な遮光
壁３７ａと長尺な遮光壁３７ｂが、ケース２２の取付板２２ｂ側に突出して設けられてい
る。これら遮光壁３７ａ，３７ｂのそれぞれの回転軌道上に、第１フォトインタラプタ２
５，第２フォトインタラプタ２６がそれぞれ位置する。具体的には、回転板２３が図９に
示す初期姿勢にあるとき、短尺な遮光壁３７ａは第１フォトインタラプタ２５の光路を横
切って位置し、長尺な遮光壁３７ｂは第２フォトインタラプタ２６の光路を横切って位置
し、これらによって第１フォトインタラプタ２５，第２フォトインタラプタ２６の両方か
らオフ信号が出力される。また、回転板２３が初期姿勢から時計方向へ回転すると、短尺
な遮光壁３７ａは第１フォトインタラプタ２５の光路から外れる位置へ移動し、長尺な遮
光壁３７ｂも第２フォトインタラプタ２６の光路から外れる位置へ移動し、これらによっ
て第１フォトインタラプタ２５，第２フォトインタラプタ２６の両方からオン信号が出力
される。逆に、回転板２３が初期姿勢から反時計方向へ回転すると、短尺な遮光壁３７ａ
は第１フォトインタラプタ２５の光路から外れる位置へ移動し、長尺な遮光壁３７ｂは第
２フォトインタラプタ２６の光路内を移動し、これらによって第１フォトインタラプタ２
５からオン信号が出力されるとともに第２フォトインタラプタ２６からオフ信号が出力さ
れる。よって、演出制御装置１０３が、第１フォトインタラプタ２５，第２フォトインタ
ラプタ２６からの信号の組合せを判別して回転板２３の初期姿勢と回転方向を検知できる
。
【００４２】
　図３に示すように、回転板２３には、貫通孔３３の後方において両開きの引き戸状に動
作可能に上述した扉部材４０Ａを構成する１対の左扉部材４０及び右扉部材４１が設けら
れている。これら左扉部材４０と右扉部材４１は扉を模した可動体である。これら左扉部
材４０及び右扉部材４１は、図４に示すように、回転板２３の後面側に位置する。また、
回転板２３には、左扉部材４０の駆動手段を構成している第１モータ４２及び第１スクリ
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ューシャフト４３等と、右扉部材４１の駆動手段を構成している第２モータ４４及び第２
スクリューシャフト４５等とで構成された扉部材駆動機構４０Ｂが取付けられている。つ
まり、回転板２３は、可動体である左扉部材４０及び右扉部材４１と、これら左扉部材４
０及び右扉部材４１の扉部材駆動機構４０Ｂとが取付けられたベース部材である。
【００４３】
　図１９に示すように、第１モータ４２と第２モータ４４は互いの出力軸が同軸上に位置
するよう左右方向に並び、互いの反出力軸側の端部を向かい合わせて、回転板２３の回転
中心Ｏを通る垂線Ｌを対称軸として左右方向に線対称を成して位置する。第１スクリュー
シャフト４３と第２スクリューシャフト４５は、装飾カバー３８の貫通孔３９の下辺に平
行に配置されているとともに、図１９，図２０を参照して分かるように垂線Ｌに直交する
同一平面上で前後方向へ位置ずれしている。第１スクリューシャフト４３が第２スクリュ
ーシャフト４５よりも前方に位置する。第１スクリューシャフト４３の右側部分と第２ス
クリューシャフト４５の左側部分とは前後方向にオーバーラップしている。
【００４４】
　第１モータ４２のモータケース４２ａと第２モータ４４のモータケース４４ａは、第１
スクリューシャフト４３と第２スクリューシャフト４５とがオーバーラップしている左右
方向の範囲内に位置し、かつ、第１スクリューシャフト４３と第２スクリューシャフト４
５とが位置する前後方向の範囲内に位置する。つまり、第１スクリューシャフト４３は第
１モータ４２の出力軸側から第２モータ４４側（左側）に向かって延出しており、第２ス
クリューシャフト４５は第２モータ４４の出力軸から第１モータ４２側（右側）に向かっ
て延出している。
【００４５】
　第１モータ４２の出力軸には歯車４６が固着されており、第１スクリューシャフト４３
の右端部には歯車４８が固着されている。第１モータ４２の回転力が、歯車４６，中継歯
車４９，歯車４８を介して第１スクリューシャフト４３に伝達されるようになっている。
第２モータ４４の出力軸には歯車４７が固着されており、第２スクリューシャフト４５の
左端部には歯車５０が固着されている。第２モータ４４の回転力が、歯車４７，中継歯車
５１，歯車５０を介して第２スクリューシャフト４５に伝達されるようになっている。
【００４６】
　左扉部材４０の下端部にはガイド筒体５２が取付けられており、このガイド筒体５２は
第１スクリューシャフト４３に嵌挿されている。ガイド筒体５２の内周面には第１スクリ
ューシャフト４３の螺旋状溝と係合する図外の螺旋状突部が形成されている。よって、左
扉部材４０は、第１モータ４２の回転に伴って第１スクリューシャフト４３の軸線方向（
Ｘ１－Ｘ２方向）、即ち、左右方向に往復移動可能に構成される。
【００４７】
　また、図７に示すように、小径部２３ｔと貫通孔３３の間の位置にはガイド孔２３ｇが
形成されており、これらガイド孔２３ｇは貫通孔３３の上辺に沿って左右方向へ延びてい
る。図２１等に示すように、左扉部材４０の上端部には、Ｌ字状に折り曲げられた、即ち
、後方に突出してその先端が上方に折れ曲がった突起４０ａが一体形成されており、この
突起４０ａは回転板２３に形成された一方のガイド孔２３ｇの上縁の前面に摺動可能に係
合している（図６参照）。つまり、左扉部材４０の上端部の後方向への移動が突起４０ａ
により規制されつつ、同上端部の左右方向の移動が一方のガイド孔２３ｇにより許容され
ている。
【００４８】
　同様に、右扉部材４１の下端部にはガイド筒体５４が取付けられており、このガイド筒
体５４は第２スクリューシャフト４５に嵌挿されている。ガイド筒体５４の内周面には第
２スクリューシャフト４５の螺旋状溝と係合する図外の螺旋状突部が形成されている。よ
って、右扉部材４１は、第２モータ４４の回転に伴って第２スクリューシャフト４５の軸
線方向（Ｘ１－Ｘ２方向）、即ち、左右方向に往復移動可能に構成される。
【００４９】
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　また、右扉部材４１の上端部には左扉部材４０の突起４０ａと同様に、Ｌ字状に折り曲
げられた突起４１ａが一体形成されており、この突起４１ａは回転板２３に形成された他
方のガイド孔２３ｇの上縁の前面に摺動可能に係合している。つまり、右扉部材４１の上
端部の後方向への移動が突起４１ａにより規制されつつ、同上端部の左右方向の移動が他
方のガイド孔２３ｇにより許容されている。
【００５０】
　回転板２３が初期姿勢を成した状態において、図１９，図２１に示すように左扉部材４
０と右扉部材４１が最も離隔した退避位置に位置するとき、左扉部材４０及び右扉部材４
１は、ケース２２の貫通孔２２ａを全開状態にする。つまり、左扉部材４０及び右扉部材
４１は、遊技者が窓１１を通して目視できないように、ケース２２の貫通孔２２ａの外側
、即ち、ケース２２の後面に隠れる位置に移動する。この全開状態で第１モータ４２と第
２モータ４４が同期して一方向に回転すると、図２２に示すように、左扉部材４０が第１
スクリューシャフト４３の軸線に沿って矢印Ｘ１方向へ移動するとともに、右扉部材４１
が第２スクリューシャフト４５の軸線に沿って矢印Ｘ２方向へ移動し、左扉部材４０と右
扉部材４１との間隔が次第に狭まっていく。さらに第１モータ４２と第２モータ４４の回
転が継続すると、図２３に示すように、左扉部材４０及び右扉部材４１は、互いの対向面
が回転板２３の回転中心位置で接触するまで移動する。このとき、ケース２２の貫通孔２
２ａの中央部が左扉部材４０及び右扉部材４１によって遮蔽された状態となるとともに、
ケース２２の貫通孔２２ａの左右側は左扉部材４０及び右扉部材４１によって遮蔽されず
、よって、遊技者は、窓１１及びケース２２の貫通孔２２ａの左右領域を通して表示画面
１４ａに表示された画像を目視可能となる。
【００５１】
　図６に示すように、回転板２３の前面と装飾カバー３８の後面との間には、枠部３８ａ
により空間Ｓ２が形成されている。図７に示すように、回転板２３の貫通孔３３の下方に
は、前後方向に貫通した矩形状の第１挿入孔７２及び第２挿入孔７３が左右に並んで形成
されている。図４，図７を参照して分かるように、第１挿入孔７２内には第１モータ４２
が位置し、第２挿入孔７３内には第２モータ４４が位置する。図２４に示すように、第１
モータ４２は回転板２３の裏側から、モータケース４２ａを略半分だけ第１挿入孔７２に
挿入されている。第２モータ４４は回転板２３の裏側から、モータケース４４ａを略半分
だけ第２挿入孔７３に挿入されている。第１スクリューシャフト４３及び第２スクリュー
シャフト４５のうち前側の第１スクリューシャフト４３は空間Ｓ２内に位置し、後側の第
２スクリューシャフト４５は回転板２３の後方に位置する。第１モータ４２の出力軸に固
定された歯車４６の径方向の略半分、第１スクリューシャフト４３に固定された歯車４８
の全体、中継歯車４９の全体も、空間Ｓ２内に収容されている。つまり、空間Ｓ２に、左
扉部材４０及び右扉部材４１のそれぞれの駆動手段の少なくとも一部が収容されている。
なお、図２４における回転板２３はリブを省略して描いたものである。
【００５２】
　第１モータ４２、第１スクリューシャフト４３、歯車４６，４８及び中継歯車４９は、
ブラケット７０を介して回転板２３に取付けられている。第２モータ４４、第２スクリュ
ーシャフト４５、歯車４７，５０及び中継歯車５１は、ブラケット７１を介して回転板２
３に取付けられている。
【００５３】
　図３に示すように、回転板２３よりも右方に位置するケース２２の取付板２２ｂの個所
には、ケーブルガイド３１がネジ止め等によって固定されている。このケーブルガイド３
１には、図外の回路基板が収容されている。この回路基板は、例えば、ケース２２の取付
板２２ｂの後面に設けられた演出制御装置１０３に電気的に接続されている。回路基板に
はフラットケーブル３２の一端部が電気的に接続されており、ケーブルガイド３１に形成
された図外の導出口から導出されている。回転板２３の外周部にはコネクタ５８が取付け
られており、このコネクタ５８にフラットケーブル３２の他端が電気的に接続されている
。コネクタ５８は、回転板２３に設けられた図外の回路基板及び電気ケーブルを介して、
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回転板２３に搭載された第１モータ４２、第２モータ４４に対して電気的に接続されてい
る。つまり、演出制御装置１０３から第１モータ４２、第２モータ４４への制御信号がフ
ラットケーブル３２を介して伝送されるようになっている。
【００５４】
　ケーブルガイド３１の回転板２３側の面と回転板２３の外周縁との間には弧状空間Ｓ３
が形成されている。フラットケーブル３２はその弧状空間Ｓ３内に、垂線Ｌに直交する方
向とフラットケーブル３２の幅方向が一致した状態で、また、Ｕ字状の反転部３２ａを有
した状態で配されている。反転部３２ａは、フラットケーブル３２がケーブルガイド３１
から下方向に導出された後に、上方向に湾曲して形成されたものである。反転部３２ａは
、回転板２３の初期姿勢からの時計方向に４５°回転したとき、図１０に示す位置まで移
動し、逆に、反時計方向に４５°回転したときには図１１に示す位置まで移動する。
【００５５】
　左扉部材４０及び右扉部材４１の電飾のための構成について左扉部材４０を例に挙げて
説明する。
【００５６】
　図２５と図２７を参照して分かるように、左扉部材４０は、この左扉部材４０の前面を
形成している光透過性を有した材料により形成された前板部２０１を有する装飾ケース２
００と、前板部２０１の後方に配され装飾ケース２００に取付けられた回路基板２０２と
、前板部２０１と回路基板２０２との間隔を保持するスペーサ２０３とを備えている。
【００５７】
　図２８に示すように、回路基板２０２には前方に向かって発光する多数の発光素子（Ｌ
ＥＤ）が取付けられている。具体的には、回路基板２０２の右側（図２８の右下側）の縁
部中央から左下方向に所定間隔を隔てて一直線状に並んだ７個の発光素子（ＬＥＤ）から
成る発光素子列２２１と、同縁部中央から左上方向に所定間隔を隔てて一直線状に並んだ
７個の発光素子（ＬＥＤ）から成る発光素子列２３１と、右側の縁部に沿って所定間隔を
隔てて一直線状に並んで取付けられた１７個の発光素子（ＬＥＤ）から成る発光素子列２
４１とが設けられている。また、各々が接近して設置され十字状に配列された５個の発光
素子から成る発光素子群２５０が、回路基板２０２の上部の２個所、中央部、下部の２個
所に設けられている。
【００５８】
　図２９に示すように、スペーサ２０３は装飾ケース２００の前板部２０１と回路基板２
０２との間に、発光素子列２２１、発光素子列２３１、発光素子列２４１、発光素子群２
５０を配する間隔を保持するものである。このスペーサ２０３には、発光素子列２２１を
構成する発光素子が配される切欠き２０３ａ又は丸孔２０３ｃと、発光素子列２３１を構
成する発光素子が配される切欠き２０３ｂ又は丸孔２０３ｄと、発光素子群２５０が配さ
れる丸孔２０３ｅが形成されている。発光素子列２４１はスペーサ２０３の右側方に配さ
れる。
【００５９】
　図３０に示すように、装飾ケース２００の前板部２０１には、発光素子列２２１に対向
して位置し発光素子列２２１の光を前方に導く下側傾斜導光部２２２と、発光素子列２３
１に対向して位置し発光素子列２３１の光を前方に導く上側傾斜導光部２３２と、発光素
子列２４１の中央の発光素子に対向して位置し発光素子列２４１の中央の光を前方に導く
中央導光部２４３と、同じく発光素子列２４１の中央よりも上側部分に対向して位置し発
光素子列２４１の上側の光を前方に導く上側縦導光部２４２と、同じく発光素子列２４１
の中央よりも下側部分に対向して位置し発光素子列２４１の下側の光を前方に導く下側縦
導光部２４４とが設けられている。これら下側傾斜導光部２２２、上側傾斜導光部２３２
、上側縦導光部２４２、中央導光部２４３、下側縦導光部２４４を除く装飾ケース２００
の前板部２０１の領域には、光がぼやけて前方に透過するよう微細な斑のある塗装が施さ
れている。
【００６０】



(16) JP 5581070 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

　右扉部材４１の電飾のための構成も左扉部材４０と同様に構成されている。ただし、右
扉部材４１において、左扉部材４０の発光素子列２２１、下側傾斜導光部２２２、発光素
子列２３１、上側傾斜導光部２３２、発光素子列２４１、上側縦導光部２４２、中央導光
部２４３、下側縦導光部２４４のそれぞれに相当するものらは、左扉部材４０におけるそ
れらと略左右対称に位置するよう設けられている。
【００６１】
　左扉部材４０の発光素子列２２１と下側傾斜導光部２２２は、図３１に黒く塗り潰して
示すように、左扉部材４０の前面から前方に向かって発光する直線状発光部としての第１
小発光部３０１を構成している。右扉部材４１において左扉部材４０の発光素子列２３１
及び上側傾斜導光部２３２に相当するものらは、右扉部材４１の前面から前方に向かって
発光する直線状発光部としての第２小発光部４０１を構成している。これら第１小発光部
３０１と第２小発光部４０１は、図３２に示すように、左扉部材４０と右扉部材４１の当
接状態において直線状に並び、全体として左扉部材４０の左下縁部から右扉部材４１の右
上縁部に亘って延びた直線状を成すよう配されている。
【００６２】
　左扉部材４０の発光素子列２３１と上側傾斜導光部２３２は、図３３に黒く塗り潰して
示すように、左扉部材４０の前面から前方に向かって発光する直線状発光部としての、前
記第１小発光部３０１とは別の第１小発光部３０２を構成している。右扉部材４１におい
て左扉部材４０の発光素子列２２１及び下側傾斜導光部２２２に相当するものらは、右扉
部材４１の前面から前方に向かって発光する直線状発光部としての、前記第２小発光部４
０１とは別の第２小発光部４０２を構成している。これら第１小発光部３０２と第２小発
光部４０２は、図３４に示すように、左扉部材４０と右扉部材４１の当接状態において直
線状に並び、全体として左扉部材４０の左上縁部から右扉部材４１の右下縁部に亘って延
びた直線状を成すよう配されている。
【００６３】
　左扉部材４０の発光素子列２４１、上側縦導光部２４２、中央導光部２４３及び下側縦
導光部２４４は、図３５に黒く塗り潰して示すように、左扉部材４０の右扉部材４１側の
縁部に沿って位置する第１縁発光部３０３を構成している。この第１縁発光部３０３も、
左扉部材４０の前面から前方に向かって発光する直線状発光部である。右扉部材４１にお
いて左扉部材４０の発光素子列２４１、上側縦導光部２４２、中央導光部２４３及び下側
縦導光部２４４に相当するものらは、右扉部材４１の左扉部材４０側の縁部に沿って位置
する第２縁発光部４０３を構成している。この第２縁発光部４０３も、右扉部材４１の前
面から前方に向かって発光する直線状発光部である。これら第１縁発光部３０３と第２縁
発光部４０３は、図３６に示すように、左扉部材４０と右扉部材４１の当接状態において
近接して並列するよう配されている。
　即ち、遊技盤３の前方に向かって発光するように設けられた直線状発光部は、回路基板
２０２上に所定間隔を隔てて一直線上に設置された複数の発光部材としての発光素子と、
発光素子の光を前方に透過させる前板部２０１とにより構成される。
【００６４】
　前板部２０１における上述した各導光部で挟まれた各導光部以外の部分と、当該部分の
後方に位置されて当該部分を透過する光を発光する各発光素子群２５０とが、それぞれ、
点状発光部としての第１小発光部３０５，第２小発光部４０５を構成する。
　即ち、遊技盤３の前方に向かって発光するように設けられた点状発光部は、回路基板２
０２上に接近して置された複数の発光部材としての発光素子と、発光素子の光を前方に透
過させる前板部２０１とにより構成される。
　点状発光部は、回路基板２０２上に点在するように設置された個々の発光素子と、これ
ら発光素子の光を前方に透過させる前板部２０１とにより構成されてもよい。即ち、点状
発光部は、１個の発光素子と前板部２０１とにより形成された構成でもよい。
【００６５】
　図２では、中央部装飾ユニット１０の後側に位置する固定発光部のいくつかの図示を省
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略し、また固定発光部５０８以外の固定発光部の発光素子６０１の図示も省略してある。
図４４では、固定発光部の図示を省略した。
　そこで、図４５，図４６では、遊技盤３の中央部装飾ユニット１０等の遊技部品や釘３
Ｃなどを省略して遊技基板３ｂの前面に設けられた複数の固定発光部５０１～５１６と表
示画面１４ａと扉部材４０Ａとの関係がわかるようにパチンコ機Ｐの前方から見た状態を
簡略化した図を示した。
　複数の固定発光部５０１～５１６は同様の構成である。固定発光部５０１～５１６は、
それぞれ、図４５に示すように、遊技基板３ｂの前面に設けられた凹部６０３と、凹部６
０３の底面に設置された複数の発光素子６０１から構成された発光素子列６００（図４５
では、固定発光部５０１以外の固定発光部の発光素子６０１の図示を省略してある）と、
発光素子列６００を覆うように凹部６０３に取付けられた導光前面カバー６０２とにより
構成される。凹部６０３は、遊技基板３ｂの前面上において例えば貫通孔３Ｄの中心（回
転板２３の回転中心Ｏ）より放射状に延長する線を中心線として貫通孔３Ｄの孔縁３Ｅよ
り遊技基板３ｂの外周側に延長した構成である。凹部６０３の幅は、例えば、一定幅、又
は、図４５に示すように貫通孔３Ｄの中心から遊技基板３ｂの外周側に向けて漸次幅広と
なるように形成される。発光素子列６００は、例えば、複数の発光素子６０１が上記中心
線上に所定間隔を隔てて配置された構成である。導光前面カバー６０２は発光素子の光を
遊技盤３の前方に透過させる材料により形成される。導光前面カバー６０２は、例えば、
凹部６０３に嵌め込まれて前面が、遊技基板３ｂの前面と同一面となるか又は遊技基板３
ｂの前面より後方に位置するように設けられる。
　例えば、遊技盤３が遊技盤取付部３ａに取付けられた状態において、図４５に示すよう
に、固定発光部５０１が貫通孔３Ｄの中心から真上に延長する線を中心線とした固定発光
部に形成され、互いに隣り合う固定発光部の中心線と中心線とが貫通孔３Ｄの中心を中心
として所定角度（例えば２２．５°）を隔てた構成とされる。
　尚、固定発光部５１６は、遊技盤３が遊技盤取付部３ａに取付けられた状態において、
図４５に示すように、例えば、貫通孔３Ｄの中心から真下に延長する線を中心線とし、か
つ、第１始動入賞部品１６の入賞口まで延長するような固定発光部に形成されてもよい。
【００６６】
　また、図４６に示すように、垂線Ｌの位置で右扉部材４１と当接した状態の左扉部材４
０の第１小発光部３０１，３０２と連続する固定発光部５０８ａ，５０２ａ、垂線Ｌの位
置で左扉部材４０と当接した状態の右扉部材４１の第２小発光部４０１，４０２と連続す
る固定発光部５１５ａ，５０９ａ、表示画面１４ａの中央部が目視されるように位置され
た左扉部材４０の第１小発光部３０１，３０２及び右扉部材４１の第２小発光部４０１，
４０２のそれぞれと連続する固定発光部５０７ａ，５０３ａ，５１４ａ，５１０ａを、遊
技基板３ｂの前面に設けてもよい。また、図４６に示すように、点状発光部としての第１
小発光部３０５や第２小発光部４０５は、扉部材４０Ａに細かく点在するように設けられ
てもよい。
【００６７】
　図４に示すように、左扉部材４０及び右扉部材４１の上端部のそれぞれからは、フラッ
トケーブル２７１，２７２のそれぞれが導出されている。フラットケーブル２７１は、こ
のフラットケーブル２７１の幅方向が左扉部材４０の動作方向に略直交し、かつ左側（図
４では右側）に膨らんだＵ字状の反転部２７１ａを有した状態で、電源に間接的に接続さ
れた電気部品であるコネクタ２７４ａに電気的に接続されている。コネクタ２７４ａは回
転板２３に固定された回路基板２７４に設けられおり、左扉部材４０はコネクタ２７４ａ
に対し移動可能である。フラットケーブル２７２は、このフラットケーブル２７２の幅方
向が右扉部材４１の動作方向に略直交し、かつ右側（図４では左側）に膨らんだＵ字状の
反転部２７２ａを有した状態で、コネクタ２７４ｂに電気的に接続されている。このコネ
クタ２７４ｂも回路基板２７４に設けられたものである。回路基板２７４は、前記フラッ
トケーブル３２及びコネクタ５８等を介して演出制御装置１０３に電気的に接続されてい
る。
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【００６８】
　フラットケーブル２７１の装飾ケース２００側における配線構造について次に説明する
。
　図２５に示すように、装飾ケース２００の上部には前板部２０１の縁部から後方に突出
して形成された壁部２００ａを有する。この壁部２００ａの右側には、切欠き状の導出部
２００ｂが設けられている。フラットケーブル２７１は、装飾ケース２００の内部からそ
の導出部２００ｂを通じて装飾ケース２００の上方に導出され、回路基板２７４上のコネ
クタ２７４ａに接続されている。
　図３７に示すように、回路基板２０２と装飾ケース２００の前板部２０１との間隔内に
はコネクタ２０２ａが配されている。このコネクタ２０２ａは回路基板２０２の前面（図
３７の下側の面）に取付けられており、発光素子列２２１，２３１，２４１及び発光素子
群２５０のそれぞれを構成する発光素子のすべてに電気的に接続されている。図３８に示
すように、コネクタ２０２ａに対しフラットケーブル２７１の端部は、このフラットケー
ブル２７１の幅方向が装飾ケース２００の前板部２０１に平行な状態で電気的に接続され
ている。スペーサ２０３は前記壁部２００ａに対向して位置する端部２０３ｆを有し、こ
れら壁部２００ａ及び端部２０３ｆによりフラットケーブル２７１を挟持する挟持部２７
５が構成されている。この挟持部２７５には、回路基板２７４とコネクタ２０２ａとの間
に位置するフラットケーブル２７１の中間部が配される。
【００６９】
　図３９において、２７１ｃは挟持部２７５よりもコネクタ２０２ａ側のフラットケーブ
ル２７１の部分であり、２７１ｄは挟持部２７５よりも反転部２７１ａ側のフラットケー
ブル２７１の部分である。フラットケーブル２７１の中間部には、略直角（矢印Ｍ方向）
に折り返された部分である折返し部２７１ｂが設けられ、この折返し部２７１ｂが挟持部
２７５に配されることによって、フラットケーブル２７１はこのフラットケーブル２７１
の幅方向が前板部２０１に略直交する状態で、即ち、左扉部材４０の動作方向に略直交す
る状態で、導出部２００ｂから装飾ケース２００の外部に導出されている。
【００７０】
　図４０に示すように、スペーサ２０３には、回路基板２０２側の面から装飾ケース２０
０の前板部２０１の面に貫通した通し孔２７６が形成されている。さらに、その通し孔２
７６よりも上方で前板部２０１に対向するスペーサ２０３の前面の個所には、保持溝２７
７が形成されている。図４１に示すように、前板部２０１には保持溝２７７に挿入される
突出部２７８が形成されている。回路基板２０２と前板部２０１との間に位置するフラッ
トケーブル２７１の個所は、通し孔２７６及び保持溝２７７に挿通された状態に配線され
ている。これら通し孔２７６は、挟持部２７５とコネクタ２０２ａの間の位置するフラッ
トケーブル２７１の幅方向（左右方向）の移動を規制する位置決め部である。また、保持
溝２７７と突出部２７８はフラットケーブル２７１を挟持する、前記挟持部２７５とは別
の挟持部を構成している。
【００７１】
　左扉部材４０側のフラットケーブル２７１の配線構造と同様の配線構造によりフラット
ケーブル２７２も右扉部材４１に対して配線されている。
【００７２】
　本実施形態に係る可動役物装置１３、第１小発光部３０１，３０２，３０５、第２小発
光部４０１，４０２，４０５、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４０３、固定発光部５
０１～５１６の制御に係る構成について図４２を用いて説明する。
【００７３】
　図４２に示すように、制御装置は、主制御装置１０２、演出制御装置１０３、発射払出
制御装置１０５等を備える。制御装置は、遊技機枠１Ａの後面や遊技盤３の後面やケース
２２の後面などに取付けられる。
【００７４】
　主制御装置１０２は、ＣＰＵ（Central  Processing Unit）、制御プログラム及びデー
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タを格納するＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＰＵにより生成された処理情報の一時記憶
及び記憶した処理情報の削除を行うＲＡＭ（Random  Access Memory）等を備え、ＲＯＭ
に記憶された制御プログラム及びデータにより、パチンコ遊技に関する処理を実行するも
のである。この主制御装置１０２は、ＲＯＭに格納された制御プログラム及びデータによ
り、当り外れ抽選を行うよう、また、普通図柄抽選を行うよう設定されている以外に、当
り外れ抽選で抽出された乱数値を、演出制御装置１０３に与えるようにも設定されている
。
　主制御装置１０２は、当り外れ抽選を行うための抽選カウンタと、乱数値と当り外れ情
報及び演出時間情報とが対応付けられた当り外れ参照テーブルとを備え、始動入賞信号の
入力タイミングで抽選カウンタのカウント値を乱数値として取得し、この取得した乱数値
を当り外れ参照テーブルに照らし合わせて当り外れ情報を取得する。
　主制御装置１０２は、普通図柄抽選を行うための抽選カウンタと、乱数値と当り外れ情
報とが対応付けられた普通図柄参照テーブルとを備え、遊技領域に発射された球の普通図
柄始動部品への入賞信号の始動入賞の入力タイミングで抽選カウンタのカウント値を乱数
値として取得し、この取得した乱数値を普通図柄参照テーブルに照合して普通図柄の当り
外れ情報を取得する。普通図柄抽選により主制御装置１０２が普通図柄の当りの確定を認
識した場合には、主制御装置１０２が例えば第２始動入賞部品１７の電動チューリップの
開閉体の開閉駆動源を作動させて開閉体を数回開閉させる（例えば、０．６秒間、２回開
閉させる）。
【００７５】
　演出制御装置１０３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備え、ＲＯＭに記憶された制御プ
ログラム及びデータにより、回転駆動モータ２９、第１モータ４２、第２モータ４４、第
１小発光部３０１，３０２，３０５、第１縁発光部３０３、第２小発光部４０１，４０２
，４０５、第２縁発光部４０３、固定発光部５０１～５１６、画像表示装置１４などによ
る演出制御に係る処理を行う。つまり、演出制御装置１０３は、回転駆動モータ２９、第
１モータ４２、第２モータ４４、発光素子列２２１，２３１，２４１、画像表示装置１４
などを制御するための演出パターン情報と乱数値とが対応付けられた記憶テーブルである
演出パターン参照テーブルを備え、始動入賞を契機として主制御装置１０２から送られて
くる乱数値を演出パターン参照テーブルに照合して演出パターン情報を取得し、取得した
演出パターン情報に基づいて、可動役物装置１３、第１小発光部３０１，３０２，３０５
、第１縁発光部３０３、第２小発光部４０１，４０２，４０５、第１縁発光部３０３、第
２縁発光部４０３、固定発光部５０１～５１６、画像表示装置１４などの演出装置を制御
する。
【００７６】
　回転駆動モータ２９の制御は、第１フォトインタラプタ２５，第２フォトインタラプタ
２６からのオン信号の有無と、回転駆動モータ２９の制御信号のパルス数に基づいて行わ
れる。回転板２３の動作パターンとしては、例えば、回転板２３が初期姿勢から時計方向
に４５°回転した後、反時計方向に回転して初期姿勢に戻る動作パターンや、これとは逆
に初期姿勢から反時計方向に４５°回転した後、時計方向に回転して初期姿勢に戻ったり
する動作パターン、さらに、時計方向４５°傾斜した姿勢と反時計方向４５°傾斜した姿
勢とに繰り返し姿勢を変化させる動作パターンなどがある。
【００７７】
　第１モータ４２及び第２モータ４４のそれぞれの制御は、制御信号のパルス数に基づい
て行われる。左扉部材４０及び右扉部材４１の動作パターンとしては、例えば、左扉部材
４０と右扉部材４１とがいずれも退避位置（図２１に示す）から互いに近接する方向に同
期して移動し、左扉部材４０と右扉部材４１が互いに当接した状態（図２３に示す状態）
で一時停止した後、互いに同期して退避位置に戻る動作パターン、左扉部材４０及び右扉
部材４１の一方のみが退避位置から図２３に示す位置まで移動して一時停止した後に退避
位置に戻る動作パターン、左扉部材４０と右扉部材４１が図２３に示すように当接して一
時停止した後、左扉部材４０及び右扉部材４１の一方が先に退避位置に戻る動作パターン
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、左扉部材４０と右扉部材４１の両方が装飾カバー３８の貫通孔３９を通じて見える位置
で離隔した半開状態で一時停止した後、即ち表示画面１４ａの画面のうち中央部のみが見
える状態を一時的に維持した後、当接又は退避する動作パターンなどがある。
【００７８】
　演出制御装置１０３は、演出の際、演出パターン情報に基づいて、回転板２３の動作パ
ターンと、左扉部材４０及び右扉部材４１の動作パターンとが組み合わさった動作を可動
役物装置１３に行わせるとともに、画像表示装置１４に画像演出を行わせる。
【００７９】
　また、演出制御装置１０３は、回転板２３の回転角度が所定角度になり、かつ左扉部材
４０及び右扉部材４１の少なくとも一方が回転板２３の所定位置に位置するときに、第１
小発光部３０１、第２小発光部４０１、第１小発光部３０２、第２小発光部４０２、第１
縁発光部３０３、第２縁発光部４０３のいずれかと、固定発光部５０１～５１６のいずれ
かとが線状に並んで発光した状態になるよう第１小発光部３０１、第２小発光部４０１、
第１小発光部３０２、第２小発光部４０２、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４０３、
固定発光部５０１～５１６の制御を行う。
【００８０】
　演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情
報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、例えば図４５に示すように
、回転板２３を初期姿勢にし、かつ左扉部材４０と右扉部材４１とを垂線Ｌの位置で当接
させた状態に制御するとともに、扉部材４０Ａに設けられた第１小発光部３０１，３０２
，３０５、第２小発光部４０１，４０２，４０５、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４
０３によるすべての可動発光部（可動体の発光部）又は第１小発光部３０５、第２小発光
部４０５を除いたすべての可動発光部、及び、遊技基板３ｂに設けられたすべての固定発
光部（遊技盤の発光部）５０１～５１６を発光させ、さらに、垂線Ｌの位置で当接した状
態の左扉部材４０と右扉部材４１とからなる扉部材４０Ａの左右端と貫通孔３Ｄの孔縁３
Ｅの左右端との間の間隔を介して遊技者が目視可能な左右の表示画面領域５２０，５２１
に、固定発光部と連続する発光状態を示した画像５２２や、固定発光部及び可動発光部と
連続する発光状態を示した画像５２３などを表示する制御を行う。
【００８１】
　演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情
報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、左扉部材４０と右扉部材４
１とを垂線Ｌの位置で当接させた状態から回転板２３を回転させることで扉部材４０Ａを
垂線Ｌに対して傾かせた状態とし、当該傾かせた状態において扉部材４０Ａに設けられた
第１小発光部３０１，３０２、第２小発光部４０１，４０２を発光させるとともに、遊技
盤取付部３ａに取付けられた遊技盤３の前方から見て上記発光させる第１小発光部３０１
及び第２小発光部４０１と連続する位置にある固定発光部、及び、上記発光させる第１小
発光部３０２及び第２小発光部４０２と連続する位置にある固定発光部を発光させる制御
を行う。
　演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情
報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、左扉部材４０と右扉部材４
１とを垂線Ｌの位置で当接させた状態から回転板２３を回転させることで扉部材４０Ａを
傾かせた状態とし、当該傾かせた状態において扉部材４０Ａに設けられた第１縁発光部３
０３、第２縁発光部４０３を発光させるとともに、遊技盤取付部３ａに取付けられた遊技
盤３の前方から見て上記発光させる第１縁発光部３０３及び第２縁発光部４０３と連続す
る位置にある固定発光部を発光させる制御を行う。
　即ち、演出制御装置１０３は、遊技盤取付部３ａに取付けられた遊技盤３の前方から見
て扉部材４０Ａの可動発光部が遊技盤３の固定発光部と直線状又は曲線状に連続するよう
に目視される特定位置に扉部材４０Ａを駆動制御するとともに、扉部材４０Ａが特定位置
に位置された場合に、連続する扉部材４０Ａの可動発光部と遊技盤３の固定発光部とを共
に発光させる協働光演出を行う。
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【００８２】
　上記では左扉部材４０と右扉部材４１が当接状態である場合を説明したが、演出制御装
置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情報の中から選
ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、左扉部材４０のみが当接状態と同位置に
ある状態において、扉部材４０Ａに設けられた１つ以上の可動発光部を発光させるととも
にこの発光させた可動発光部と連続する位置にある固定発光部を発光させる制御を行う。
また、これと同様の制御を右扉部材４１のみが当接状態と同位置にある場合にも行う。
　即ち、扉部材４０Ａは、駆動手段としての扉部材駆動機構４０Ｂにより、一方の扉部材
が表示画面１４ａの前面で表示画面１４ａに平行に駆動演出され、他方の扉部材が収納部
としての部材収容凹部２２ｘに収納された状態で演出される場合がある。
　つまり、可動体としての扉部材４０Ａの左扉部材４０及び右扉部材４１は、表示画面１
４ａの前方（前面）で表示画面１４ａの少なくとも一部を遮る位置と表示画面１４ａを遮
らない位置との間で移動可能に構成されるとともに、表示画面１４ａの少なくとも一部を
遮る位置を移動しながら前方に向かって光を発光する発光素子を有した可動発光部を備え
たものである。
【００８３】
　演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情
報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、例えば図４６に示すように
、遊技者が表示画面１４ａの中央部を目視できるように左扉部材４０と右扉部材４１とが
位置された場合に、左扉部材４０と右扉部材４１とで挟まれて遊技者が目視可能な中央の
表示画面領域に演出画像を表示するとともに、左扉部材４０や右扉部材４１の直線状発光
部や点状発光部による光演出を行う。演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリー
チ演出を含む複数の演出パターン情報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基
づいて、例えば図４５に示すように、表示画面１４ａの中央部で左扉部材４０と右扉部材
４１とが当接する位置された場合に、遊技者が目視可能な左右の表示画面領域５２０，５
２１に演出画像を表示するとともに、左扉部材４０や右扉部材４１の直線状発光部や点状
発光部による光演出を行う。演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を
含む複数の演出パターン情報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、
左扉部材４０あるいは右扉部材４１のみが当接状態と同位置にある状態において、遊技者
が目視可能な表示画面領域に演出画像を表示するとともに、左扉部材４０や右扉部材４１
の直線状発光部や点状発光部による光演出を行う。
　これらの際、演出制御装置１０３は、ある特定の演出パターン情報に基づいて、直線状
発光部の複数の発光素子や点状発光部の複数の発光素子をすべて発光させる全発光演出、
又は、直線状発光部の複数の発光部材や点状発光部の複数の発光素子のうちの個々の発光
素子を単独で発光させる単独発光演出を行うので、発光素子による発光、消光、点滅によ
る演出パターンを増やせ、これにより、左扉部材４０や右扉部材４１の所々で光の強弱や
色や発光パターンなどの違いを出すことができるので、表示画面１４ａに表示する画像に
よる画像演出と関連性のある光演出を行える可能性が増えるので、表示画面１４ａに表示
する画像による画像演出と関連性や一体感のある効果的な光演出を行えるようになる。
【００８４】
　なお、通常の遊技状態では、回転板２３が初期姿勢に保持され、かつ左扉部材４０と右
扉部材４１は退避位置に保持され、第１小発光部３０１，３０２、第１縁発光部３０３、
第２小発光部４０１，４０２、第２縁発光部４０３、固定発光部５０１～５１６はいずれ
も消灯された状態に制御される。
【００８５】
　演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情
報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、表示画面１４ａに演出画像
を表示するとともに、回転板回転駆動機構４０Ｃの駆動を制御して、回転中心Ｏを回転中
心として回転板２３を、時計回り（正方向回り）、又は、反時計回り（逆方向回り）に回
転させたり、扉部材駆動機構４０Ｂの駆動を制御して、一対の左扉部材４０及び右扉部材
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４１の双方、あるいはそれら扉部材４０，４１のいずれか一方を、回転中心Ｏに近付く方
向、又は、回転中心Ｏから離れる方向に移動させる。これにより、左扉部材４０及び右扉
部材４１は遊技盤３の盤面及び表示画面１４ａと平行に移動するが、回転板の回転角度に
よりその移動方向（言い換えれば、左扉部材４０及び右扉部材４１の位置により開閉方向
）が変化することになる（図４７参照）。また、扉部材４０，４１の開き具合（左扉部材
４０と右扉部材４１との間の遊技者側から見た距離）により、回転中心Ｏ近傍に表示可能
な表示画面１４ａの画像の表示面積や演出用の特別図柄４５３の表示位置も変化すること
になる。
　演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情
報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、表示画面１４ａに演出画像
を表示するとともに、回転中心Ｏを回転中心として回転板２３を、時計回り、又は、反時
計回りに回転させた場合、回転板２３の回転方向及び回転角度に合わせて表示画面１４ａ
に表示している演出画像を表示画面１４ａの中心を回転中心として回転させた演出画像と
して表示画面１４ａに表示させるよう画像表示装置１４を制御する（図４７（ｃ）参照）
。
　演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情
報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、表示画面１４ａに演出画像
を表示するとともに、回転中心Ｏを回転中心として回転板２３を、時計回り、又は、反時
計回りに回転させた場合、回転板２３の回転方向及び回転角度に合わせて表示画面１４ａ
に表示している演出画像４５０の内容や演出用の特別図柄４５３の表示位置を変化させて
表示画面１４ａに表示させるよう画像表示装置１４を制御する（図４８参照）。
　演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情
報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、表示画面１４ａに演出画像
を表示するとともに、回転中心Ｏを回転中心として回転板２３を、時計回り、又は、反時
計回りに回転させた場合、表示画面１４ａに表示している演出画像４５１の内容と関連し
た光演出を第１小発光部３０１の発光を制御して行う（図４９参照）。
　演出制御装置１０３は、大当り演出やスーパーリーチ演出を含む複数の演出パターン情
報の中から選ばれたある特定の演出パターン情報に基づいて、表示画面１４ａに演出画像
を表示するとともに、両扉部材４０，４１が表示画面１４ａの外部位置にある状態から左
扉部材４０及び右扉部材４１のうちの少なくとも一方を、回転中心Ｏに近付く方向に移動
させた場合、又は、両扉部材４０，４１が表示画面１４ａの回転中心Ｏのところで閉じた
状態から少なくとも一方を回転中心Ｏから離れる方向に移動させた場合、表示画面１４ａ
に表示している演出画像４５２の内容と関連した光演出を第２小発光部４０５を制御して
行う（図５０参照）。
【００８６】
　図４２に示すように、発射払出制御装置１０５は、発射装置１０９及び払出機構１１０
を制御する。即ち、発射操作機構６の図外の接触センサから主制御装置１０２に信号が送
出されて手が発射操作機構６に接触して操作されていることを主制御装置１０２が認識し
た場合に発射装置１０９の発射力を制御し、また、主制御装置１０２からの入賞があった
ことを示す信号に基づいて払出機構１１０による球の払出を制御する。
【００８７】
　次にパチンコ機Ｐの遊技制御の流れを説明する。
　主制御装置１０２が電力供給で起動し、受皿７に球が入れられた状態において、遊技者
が発射操作機構６を操作すると、主制御装置１０２が発射装置１０９を駆動し、発射装置
１０９が受皿７から供給された球を１個ずつ発射操作機構６による操作量に応じた発射力
で遊技領域９に向けて発射する。
　遊技領域９に発射された球が第１始動入賞部品１６又は第２始動入賞部品１７に入賞（
始動入賞）すると、主制御装置１０２は、第１始動入賞口センサ１００又は第２始動入賞
口センサ１０１からの始動入賞検出信号を入力したタイミングで抽選カウンタから乱数値
を取得し、取得した乱数値を当り外れ参照テーブルに照合して当り外れ情報及び演出時間
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情報を取得し、当該乱数値と当り外れ情報と演出時間情報とを記憶装置に記憶する。主制
御装置１０２は、記憶装置に記憶された乱数値を演出制御装置１０３に送信する。
【００８８】
　演出制御装置１０３は、主制御装置１０２から送られてきた乱数値を演出パターン参照
テーブルに照合して演出パターン情報を取得し、演出パターン情報に基づいて演出装置を
制御する演出制御を行う。
【００８９】
　主制御装置１０２は、演出時間情報による演出時間が経過したことを認識した後に、記
憶装置に記憶されている当り外れ情報が当りであるか外れであるかを判定し、当り外れ情
報が当りであると判定した場合には、大当り遊技を行う。大当り遊技とは、主制御装置１
０２が可変入賞部品１９の開閉体を所定回数又は所定時間開閉する遊技である。大当り遊
技では、開閉体が開いてから球が可変入賞部品１９の大入賞口センサ１０７に特定数（例
えば９個）入賞するか、開閉体が開いてから所定時間（例えば２４秒）経過する度に、開
閉体は一旦閉じられる。この一旦閉じるまでの間をラウンドといい、ラウンドは所定回数
（例えば、１５ラウンド）まで継続する。
【００９０】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐは、演出画像を表示画面１４ａに表示する画像表示装置
１４と、表示画面１４ａの前方に配置された遊技盤３と、遊技盤３と表示画面１４ａとの
間に設けられて遊技盤３の盤面（遊技盤３の前板３ｆの前面や遊技基板３ｂの後面におけ
る平坦面）に平行な面内で回転駆動される回転板２３とを備え、遊技盤３は、表示画面１
４ａを目視可能とする画像視認孔としての筒孔１０ｘを備え、回転板２３は、表示画面１
４ａを目視可能とする画像視認孔としての貫通孔３３を備えるとともに、遊技盤３の前方
から見た場合において遊技盤３及び回転板２３の画像視認孔の内側及び外側に出没可能な
可動体としての扉部材４０Ａを備え、扉部材４０Ａの可動発光部を発光させる光演出と遊
技盤３の固定発光部を発光させる光演出とを制御して、遊技盤３の前方から見た場合に扉
部材４０Ａの可動発光部による光演出と遊技盤３の固定発光部による光演出とが互いに協
働して連続状発光表示形態となる協働光演出を行う演出制御装置１０３を備えたので、扉
部材４０Ａの可動発光部による光演出と遊技盤３の固定発光部による光演出とが協働した
一体感のある効果的な協働光演出を実現できるようになる。
　さらに、演出制御装置１０３は、遊技盤３の前方から見て扉部材４０Ａの可動発光部が
遊技盤３の固定発光部と直線状又は曲線状に連続するように目視される特定位置に扉部材
４０Ａを駆動制御するとともに、扉部材４０Ａが特定位置に位置された場合に、連続する
可動発光部と固定発光部とを共に発光させる協働光演出を行うので、扉部材４０Ａの動き
と当該協働光演出とが関連した一連の連続した演出を実現できるようになる。
　また、演出制御装置１０３は、扉部材４０Ａを、遊技者が画像視認孔を介して目視可能
な位置と目視できない位置とに制御するとともに、回転板２３を表示画面１４ａの前方で
回転させるので、表示画面１４ａに表示される画像演出と扉部材４０Ａ及び回転板２３の
動き演出とによる一体感及び立体感のある演出を画像視認孔を介して遊技者に見せること
が可能となる。
　また、回転板２３が回転制御されることにより遊技者が画像視認孔を介して目視可能な
表示画面１４ａの領域が変動する。また、扉部材４０Ａが開閉制御されることで遊技者が
画像視認孔を介して目視可能な表示画面１４ａの領域が変動する。よって、目視可能な表
示画面１４ａの領域が変動するような演出を遊技者に見せることが可能となる。
【００９１】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐにおいて、可動体である左扉部材４０と右扉部材４１と
は、回転板２３に対して移動することで表示画面１４ａの前方で移動でき、回転板２３の
回転により表示画面１４ａの前方で回転できる。そして、回転板２３の回転角度が所定角
度になり、かつ左扉部材４０及び右扉部材４１の少なくとも一方が回転板２３の所定位置
に位置するときに、第１小発光部３０１、第２小発光部４０１、第１小発光部３０２、第
２小発光部４０２、第１縁発光部３０３、第２縁発光部４０３のいずれかと、固定発光部
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５０１～５１６のいずれかとが線状に並び、線状に並んだものの一部又は全部が発光する
ことによって、表示画面１４ａ側の領域と表示画面１４ａの外側の領域との間で連なる線
状の光の演出が行われる。つまり、表示画面１４ａの前方において左扉部材４０と右扉部
材４１の回転動作及びスライド動作の少なくとも一方が行われることによって、表示画面
１４ａの外側における線状の固定発光部５０１～５１６に関わる表示画面１４ａ側の領域
での演出の面白みを向上させることができる。
【００９２】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐは、左扉部材４０に可動発光部としての第１小発光部３
０１，３０２とを有し、右扉部材４１に可動発光部としての第２小発光部４０１，４０２
を有する。つまり、第１小発光部３０１と第２小発光部４０１とを線状に並べたり離隔さ
せたりすることができ、第１小発光部３０２と第２小発光部４０２と線状に並べたり離隔
させたりすることができる。これによって、表示画面１４ａ側の領域における演出の趣向
をさらに向上させることができる。
【００９３】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐは、左扉部材４０に可動発光部としての第１縁発光部３
０３を有し、右扉部材４１に可動発光部としての第２縁発光部４０３を有する。つまり、
第１縁発光部３０３と第２縁発光部４０３を近接させたり、離隔させることができる。こ
れによっても、表示画面１４ａ側の領域における演出の趣向をさらに向上させることがで
きる。
【００９４】
　即ち、本実施形態に係るパチンコ機Ｐは、遊技盤３の前方に向かって発光する発光素子
を持つ発光部を有した可動体としての扉部材４０Ａを備え、扉部材４０Ａの発光素子を発
光させる光演出と表示画面１４ａの画像演出とを制御する演出制御装置１０３を備えるの
で、光演出と画像演出とが互いに協働した演出を行うことができる。特に、扉部材４０Ａ
の発光部として、所定間隔を隔てて一直線上に設置された複数の発光素子を有した直線状
発光部と、１個又は接近して設置された複数の発光素子を有した点状発光部とを備え、演
出制御装置１０３は、直線状発光部の複数の発光素子や点状発光部の複数の発光素子をす
べて発光させる全発光演出、又は、直線状発光部の複数の発光素子や点状発光部の複数の
発光素子のうちの個々の発光部材を単独で発光させる単独発光演出を行うので、発光素子
による発光、消光、点滅による演出パターンが増え、表示画面１４ａに表示する画像によ
る画像演出と関連性や一体感のあるより効果的な光演出を行えるようになる。
【００９５】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐによれば、画像表示装置１４を制御して表示画面１４ａ
に演出画像を表示するとともに、回転板回転駆動機構４０Ｃを制御して回転中心Ｏを回転
中心として回転板２３を、時計回り、又は、反時計回りに回転させたり、扉部材駆動機構
４０Ｂを制御して左扉部材４０及び右扉部材４１を、回転中心Ｏに近付く方向、又は、回
転中心Ｏから離れる方向に移動させる演出制御装置１０３を備えたので、左扉部材４０及
び右扉部材４１は遊技盤３の盤面及び表示画面１４ａと平行に移動するが、図４７に示す
ように、回転板２３の回転角度により左扉部材４０及び右扉部材４１の移動方向Ｘ（言い
換えれば、左扉部材４０及び右扉部材４１の位置により開閉方向）が変化することになる
ので、扉部材４０Ａの回転及び移動方向変化と表示画面領域変化とによる変化に富んだ演
出を実現できる。
【００９６】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐによれば、画像表示装置１４を制御して表示画面１４ａ
に演出画像を表示するとともに、回転中心Ｏを回転中心として回転板２３を、時計回り、
又は、反時計回りに回転させた場合、図４７（ｃ）に示すように、回転板２３の回転方向
及び回転角度に合わせて表示画面１４ａに表示している演出画像を表示画面１４ａの中心
を回転中心として回転させた演出画像として表示画面１４ａに表示させるよう画像表示装
置１４を制御する演出制御装置１０３を備えたので、扉部材４０Ａの回転と表示画面１４
ａに表示された画像の回転との協働演出による変化に富んだ演出を実現できる。尚、演出
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制御装置１０３は、回転板２３の回転方向を第１フォトインタラプタ２５，第２フォトイ
ンタラプタ２６からの信号に基づいて判定し、回転板２３の回転角度をステッピングモー
タのような回転駆動モータ２９からのパルス信号に基づいて判定することにより、回転板
２３が画像表示装置１４の表示画面１４ａに表示する画像の回転角度に対応した角度で停
止するように回転板回転駆動機構４０Ｃを駆動制御する。
【００９７】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐによれば、画像表示装置１４を制御して表示画面１４ａ
に演出画像を表示するとともに、回転中心Ｏを回転中心として回転板２３を、時計回り、
又は、反時計回りに回転させた場合、回転板２３の回転に合わせて表示画面１４ａに表示
している演出画像の内容を変化させて表示画面１４ａに表示させるよう画像表示装置１４
を制御する演出制御装置１０３を備えたので、例えば、図４８（ａ）～（ｃ）に示すよう
に、扉部材４０Ａが漸次回転しながら閉じるに従って、遊技者に向かって例えば弾丸のよ
うな演出画像４５０が次第に大きくなっていくように変化する動画像を表示画面１４ａに
表示するよう画像表示装置１４が制御される。よって、扉部材４０Ａの回転及び開閉動作
と表示画面１４ａに表示された画像との協働演出による変化に富んだ臨場感のある演出を
実現できる。
【００９８】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐによれば、画像表示装置１４を制御して表示画面１４ａ
に演出画像を表示するとともに、回転中心Ｏを回転中心として回転板２３を、時計回り、
又は、反時計回りに回転させた場合、表示画面１４ａに表示している演出画像の内容と関
連した光演出を対応するいずれかの扉部材４０，４１の第１小発光部３０１を制御して行
う演出制御装置１０３を備えたので、例えば、図４９に示すように、回転中心Ｏを回転中
心として回転している状態の左扉部材４０の第１小発光部３０１の発光による光演出を表
示画面１４ａに表示する発光を表すようなエフェクト画像４５１の表示のタイミングに合
せてほぼ同時に行うことで、回転した扉部材４０Ａの可動発光部と表示画面１４ａに表示
された画像との協働演出による変化に富んだ刺激的な演出を実現できる。
【００９９】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐによれば、画像表示装置１４を制御して表示画面１４ａ
に演出画像を表示するとともに、左扉部材４０及び右扉部材４１のうちの少なくとも一方
を、回転中心Ｏに近付く方向、又は、回転中心Ｏから離れる方向に移動させた場合、表示
画面１４ａに表示している演出画像４５２の内容と関連した光演出を第２小発光部４０５
を制御して行う演出制御装置１０３を備えたので、例えば、図５０に示すように、表示画
面前方の中央部に位置する右扉部材４１の第２小発光部４０５の発光による光演出により
表示画面１４ａに表示されている例えば悪人のような演出画像４５２を撃っているような
演出を行えるので、扉部材４０Ａの可動発光部と表示画面１４ａに表示された画像との協
働演出による変化に富んだ刺激的な演出を実現できる。
　尚、図５０の表示画面１４ａの右端に存在する右扉部材４１によって遮られていない表
示画面１４ａｂは、演出の形態によって、他の表示画面１４ａと連続する背景画像等の画
像の表示がなされる場合と、画像表示が全くなされず黒画面になる場合とがある。この黒
画面表示を出すことにより、演出に意外性を持たせるとともに、画像が表示されている領
域をいっそう引き立たせて、演出画像と扉部材との協働演出を際立たせることができる。
また、表示画面１４ａｂに黒画面表示が表示される場合には、図５０の表示画面１４ａｂ
のように右扉部材１４の右側に表示画面１４ａｂが設けられる場合の他、左扉部材４０の
左側に表示画面１４ａｂが設けられる場合もある。さらに、これら表示画面１４ａｂの黒
画面表示が出される場合において、演出用の特別図柄４５３がこの黒画面表示された表示
画面１４ａｂ中に表示される場合もある。黒画面中に演出用の特別図柄４５３を表示させ
ることにより、演出用の特別図柄４５３を特に目立たせることができるので、確変図柄の
リーチ状態等、図柄が揃うと特に遊技者に有利な状態に成り得る場合の演出時等に用いる
と、演出画像と扉部材との協働演出とともにその演出用の特別図柄４５３にも注目させる
ことができる。
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【０１００】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐによれば、演出制御装置１０３は、回転板回転駆動機構
４０Ｃを制御して扉部材４０Ａを所定角度回転させた状態で、左扉部材４０及び右扉部材
４１のうちの少なくとも一方を、扉部材駆動機構４０Ｂを制御して、回転中心Ｏに近付く
方向、又は、回転中心Ｏから離れる方向に移動させる制御を行うので、左扉部材４０及び
右扉部材４１の両方を移動させる場合に比べて、より変化に富んだ演出を実現できる。即
ち、演出制御装置１０３は、扉部材４０Ａを所定角度回転させた状態で、左右両開きの一
対の左扉部材４０及び右扉部材４１の各扉部材を連動して又は各扉部材をそれぞれ単独で
移動させるので、回転板２３と扉部材４０Ａとの協働演出による変化に富んだ演出を実現
できる。
【０１０１】
　本実施形態に係るパチンコ機Ｐによれば、回転板２３及び扉部材４０Ａ（可動体）が遊
技盤３と表示画面１４ａとの間に設けられたので、回転板２３及び扉部材４０Ａと表示画
面１４ａとの間の距離が短くなるため、扉部材４０Ａの回転及び移動動作と表示画面１４
ａの画像との一体感が増した演出が可能となるので、扉部材４０Ａの回転及び移動動作と
表示画面１４ａに表示された画像との協働演出による一体感のある変化に富んだ演出を実
現できる。
【０１０２】
　可動体は、回転板２３の貫通孔３３を上下に開閉する可動体、貫通孔３３の４角からそ
れぞれ個別に貫通孔３３の内外に出没するような可動体などであってもよい。
【０１０３】
　回転板２３及び可動体は、遊技基板３ｂの前面と中央部装飾ユニット１０との間に設け
たり、中央部装飾ユニット１０の代わりに遊技基板３ｂの前面に設けてもよい。
　また、回転板２３を設けなくともよく、この場合、表示画面１４ａの前方に現れて表示
画面１４ａの少なくとも一部を遮る状態と表示画面１４ａの前方より外れて表示画面１４
ａを遮らない状態とに可動可能に構成された可動体を設ければよい。
【符号の説明】
【０１０４】
　３　遊技盤、１０ｘ　筒孔（孔）、１４　画像表示装置、１４ａ　表示画面、
２３　回転板、３３　貫通孔（開口）、４０　左扉部材（扉部材）、
４０Ａ　扉部材（可動体）、４０Ｂ　扉部材駆動機構（駆動手段）、
４０Ｃ　回転板回転駆動機構（駆動手段）、４１　右扉部材（扉部材）、
１０３　演出制御装置、３０１，３０２　第１小発光部（発光部、直線状発光部）、
４０１，４０２　第２小発光部（発光部、直線状発光部）、
３０３　第１縁発光部（発光部、直線状発光部）、
４０３　第２縁発光部（発光部、直線状発光部）、
３０５　第１小発光部（発光部、点状発光部）、
４０５　第２小発光部（発光部、点状発光部）。
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