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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が打ち出される遊技領域が形成された遊技盤と、
　前記遊技盤に設けられ各種演出画像を表示可能な表示領域を有する表示装置とを備える
遊技機において、
　前記表示装置の前面に互いに離れて配置される非遮蔽位置から、前記表示領域の中心側
へ互いに寄せ集まって前記表示領域を遮蔽する遮蔽位置に変位可能な複数の移動体と、
　前記複数の移動体が、前記遮蔽位置において互いに隣接した場合、前記複数の移動体で
全てが囲まれることにより前記表示領域の一部領域を区画して開放するように形成された
開口部と、
　前記開口部を遮蔽可能な出現位置と、前記開口部を開放可能な開放位置とに変位可能な
可動部材とを設けたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記移動体と前記可動部材とはそれぞれ異なる駆動源により駆動制御されることを特徴
とする請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】



(2) JP 6054617 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

【０００２】
　従来、遊技機においては、演出図柄を表示可能な表示装置における表示領域の前面を遮
蔽及び開放可能な遮蔽装置として、表示装置の表示領域の横幅とほぼ等しい横幅からなる
細長い複数の遮蔽板を、上下昇降式ブラインドのように設け、表示領域の一部または全部
を遮蔽することにより、表示装置による表示演出の視覚的効果を高めるようにしたものが
ある（特許文献１）。また、前後方向の貫通孔を設けた左右１対の遮蔽部材を、それぞれ
表示装置の左右から表示領域の前面より出没させ、表示領域の中央で結合させることによ
って、表示領域を遮蔽するとともに、結合した遮蔽部材を上下動可能として、表示装置の
表示演出と組み合わせて演出効果を高めるようにしたものがある（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－０７５４０７号公報
【特許文献２】特開２００６－１８７３３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１の遊技機では、遮蔽装置の上下作動と表示装置の表示演出とを適宜組み
合わせたとしても、演出の種類は少なく、演出が単調と言わざるを得ない。また、特許文
献２の遊技機では、遮蔽部材に貫通孔を設けているため、表示領域を遮蔽した際でも、常
に貫通孔から表示領域の一部が前方から視認できる状態となっている。従って、表示装置
が遮蔽される際の演出は、貫通孔から表示領域の一部が視認可能となっていることを考慮
した演出に限定されてしまい、演出の自由度は損なわれるという課題があった。
【０００５】
　本発明は、遮蔽部材を変位または変形させて、表示装置の演出と組み合わせることによ
って、演出の自由度を向上させるようにした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】
【０００６】
　(１)遊技球が打ち出される遊技領域が形成された遊技盤と、前記遊技盤に設けられ各種
演出画像を表示可能な表示領域を有する表示装置とを備える遊技機において、前記表示装
置の前面に互いに離れて配置される非遮蔽位置から、前記表示領域の中心側へ互いに寄せ
集まって前記表示領域を遮蔽する遮蔽位置に変位可能な複数の移動体と、前記複数の移動
体が、前記遮蔽位置において互いに隣接した場合、前記複数の移動体で全てが囲まれるこ
とにより前記表示領域の一部領域を区画して開放するように形成された開口部と、前記開
口部を遮蔽可能な出現位置と、前記開口部を開放可能な開放位置とに変位可能な可動部材
とを設ける。
【０００７】
　上記構成（１）項によれば、例えば、遊技の進行や表示装置の演出態様に合わせて、表
示装置の表示領域の全てまたは一部を遮蔽することができる。具体的には、移動体によっ
て視認可能な一部の領域を残して、表示領域を遮蔽することにより遊技者の注意を一部の
領域に引きつけることができる。さらに、この一部の領域を可動部材によって遮蔽するこ
とにより、注意が引きつけられた一部の領域の表示演出が視認不能となるため、演出状態
が常に変化して表示演出の新鮮さを喪失することがないため、遊技の趣向性を向上させる
ことができる。
　従って、このような演出を一例として、移動体及び可動部材の表示装置に対する遮蔽態
様と表示装置の演出態様とを組み合わせて、様々な演出を実行することが可能となり、演
出の自由度を向上させることができる。
【０００８】
　(２)上記(１)項において、前記移動体と前記可動部材とはそれぞれ異なる駆動源により
駆動制御される。
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【０００９】
　上記構成（２）項によれば、移動体及び可動部材を、それぞれの駆動源により、独立し
てまたは組み合わせて作動させることができるため、演出パターンを多彩に設けることが
でき、遊技の趣向性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、表示装置を遮蔽する複数の移動体を変位、または移動体の開口部を可
動部材によって遮蔽または開放させて、表示装置の演出態様と組み合わせることによって
、様々な演出を実行することが可能となり、演出の自由度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の表示部遮蔽ユニットを備える遊技機の正面図である。
【図２】同じく遊技機の背面図である。
【図３】同じく遊技機の遊技盤の拡大正面図である。
【図４】本発明の表示部遮蔽ユニットの非遮蔽状態を示す正面図である。
【図５】同じく表示部遮蔽ユニットの遮蔽状態を示す正面図である。
【図６】同じく表示部遮蔽ユニットの遮蔽状態においてシャッタの開放状態を示す正面図
である。
【図７】同じく表示部遮蔽ユニットの非遮蔽状態を示す部分拡大背面図である。
【図８】同じく表示部遮蔽ユニットの遮蔽状態を示す部分拡大背面図である。
【図９】同じく表示部遮蔽ユニットの遮蔽状態においてシャッタの開放状態を示す部分拡
大背面図である。
【図１０】同じく表示部遮蔽ユニットの遮蔽状態を示す遊技盤の拡大正面図である。
【図１１】同じく表示部遮蔽ユニットの遮蔽状態においてシャッタが開放状態を示す遊技
盤の拡大正面図である。
【図１２】同じく表示部遮蔽ユニットが遮蔽状態で、かつシャッタが開放状態において第
１可動部材が第２開口部を遮蔽する状態を示す遊技盤の拡大正面図である。
【図１３】同じく表示部遮蔽ユニットが遮蔽状態でかつシャッタが開放状態において第２
可動部材が第２開口部を遮蔽する状態を示す遊技盤の拡大正面図である。
【図１４】本発明の表示部遮蔽ユニットを備える遊技機の表示装置がダブルリーチ状態を
示す遊技盤の拡大正面図である。
【図１５】本発明の表示部遮蔽ユニットが遮蔽状態でかつシャッタが開放状態において図
１４のダブルリーチ状態を示す遊技盤の拡大正面図である。
【図１６】同じく表示部遮蔽ユニットの遮蔽状態において第２開口部から抽選結果を表示
した状態を示す遊技盤の拡大正面図である。
【図１７】同じく表示装置が図１６の抽選結果を拡大表示した状態を示す遊技盤の拡大正
面図である。
【図１８】本発明の表示部遮蔽ユニットを備える遊技機の表示装置が演出図柄を変動表示
中に第１可動部材が変位している状態を示す遊技盤の拡大正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態を、図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する本実施
形態の遊技機は例示であって、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲を制限するもの
ではない。また、本実施形態の遊技機は、パチンコ機（弾球遊技機）であるが、本発明は
パチンコ機に限らず、スロットマシン（回動式遊技機）等を含むものでもよい。
　以下の説明においては、「方向」を、遊技者が相対する側である正面側を基準として定
義する。即ち、遊技者が相対する側を「正面」または「前面」とし、正面とは反対側の面
を「裏面」とし、正面から臨んで右側を「右」または「右方」とし、同じく左側を「左」
または「左方」とし、同じく前側を「前」または「前方」とし、同じく後側を「後」また
は「後方」とする。また、遊技機１の正面側に取り付けられる各構成要素の説明において
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も、同様の方向の定義を採用する。
【００１５】
（遊技機の概観）
　図１及び図２に示すように、遊技機１は、外郭を形成して遊技場の島設備に設置される
縦長矩形枠状の外枠２を備える。外枠２内には、合成樹脂で形成された内枠３が嵌め込ま
れており、外枠２の下側には合成樹脂の幕板４が設けられ、同じく左下部には、遊技の状
況に応じた効果音を出力するスピーカ５が設けられる。
【００１６】
　内枠３の左側上下部は、外枠２の左側上下部に設けられた上下１対のヒンジ（図示省略
）により枢支され、内枠３は外枠２に対して前後方向へ開閉可能となっている。
【００１７】
　内枠３の前面には、枠状の前扉６が、上下１対の扉ヒンジ部２ａ、２ｂにより枢支され
、前扉６は内枠３に対して前後方向へ開閉可能となっている。前扉６には、ガラスやプラ
スチック等からなる透明板７が嵌め込まれる。
　内枠３の右側部には、前扉６を施解錠するためのシリンダ錠８が設けられる。
【００１８】
　さらに、内枠３には、盤面に円形の遊技領域９ａ（主に図３参照）を形成した遊技盤９
が着脱可能に設けられる。遊技盤９の盤面は前扉６における透明板７により覆われ、遊技
領域９ａは、透明板７を透して前方から視認可能となっている。
【００１９】
　前扉６の左右両側には、遊技の状況に応じて点灯、消灯及び点滅して照明による演出を
行う照明ユニット１０Ｒ、１０Ｌが設けられ、また、同じく左右上部には、遊技の状況に
応じた効果音を出力するスピーカ１１Ｒ、１１Ｌが設けられる。さらに、前扉６の前面下
部には、入賞に基づいて払い出される遊技球を貯留して、遊技盤９の下側に設けられる発
射装置（図示省略）へ供給可能な上皿１２と、上皿１２の直下にあって、上皿１２で貯留
しきれなくなった溢れ球を貯留し、また、遊技球の発射装置への供給を一時的に保留する
ために遊技球を貯留可能な下皿１３が設けられる。さらに、上皿１２の前縁部１２ａの中
央には所定の状態のときに遊技者の押下操作によって後述する表示装置３０等の表示演出
を変化させることが可能なプッシュボタン１４が設けられる。
【００２０】
　前扉６の前面右下部には、発射装置と電気的に接続されて打球の発射力を回転操作によ
って調整可能とする発射ハンドル１５が前後方向の水平軸回りに回転可能に設けられる。
【００２１】
（制御基板等）
　図２に示すように、遊技機１の背面側には、主制御基板１６、副制御基板１７、払出制
御基板１８、発射制御基板１９等が設けられる。
【００２２】
　主制御基板１６は、ＣＰＵ、予め定められた制御プログラムを格納するＲＯＭ、生成さ
れた処理情報を一時記憶し、記憶した情報の削除を行うＲＡＭ等から構成される。主制御
基板１６は、遊技機１全体を制御するための各種処理を実行し、その処理結果に応じ、遊
技を制御するための各種の制御コマンドを演算処理して出力する。また、主制御基板１６
は遊技状態を移行制御可能であり、遊技の初期状態である通常状態や、通常状態よりも遊
技球の払出しを受ける機会が多い有利遊技状態等に移行可能とする。
【００２３】
　副制御基板１７は、主制御基板１６からの制御コマンドを受信して、照明ユニット１０
Ｒ、１０Ｌ、スピーカ５、１１Ｒ、１１Ｌや、後述する表示装置３０等の演出装置などへ
制御コマンドを送信して、演出に係る制御を行う。
【００２４】
　副制御基板１７が行う演出には、通常演出と特殊演出とがある。
　通常演出は、通常遊技中に主に実行される演出態様であって、遊技者に大当たり等の有
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利遊技を想起させるような演出は行わない。
【００２５】
　特殊演出は、遊技状態が有利遊技状態になる可能性が高いことを示唆する演出態様であ
って、例えば、表示装置３０が表示する３列（左、中、右）の演出図柄のうち２つ（例え
ば、左図柄及び右図柄）が揃って、残りの１つが変動状態である、いわゆるリーチ演出が
ある（図３参照）。さらに、リーチ演出には、大当たりの可能性が相対的に高い場合に実
行される高確率リーチ演出と、その相対的に低い場合に実行される低確率リーチ演出とが
ある。
【００２６】
　なお、３列の演出図柄のうち、全て、または２つの演出図柄が変動表示している最中に
実行されるリーチ前兆演出もある。リーチ前兆演出は、リーチ演出が実行される確率が高
いことを示唆するための演出である。
【００２７】
　さらに、有利遊技状態には、大当たり遊技後に行われる時間短縮遊技（以下、時短遊技
という）があり、特殊演出としては、時短遊技のゲーム数を決定する時短ゲーム数決定演
出がある。時短遊技は、非時短遊技中（例えば、通常状態）の遊技と比較して、後述する
特別図柄表示装置３８ａの特別図柄の変動時間が短縮され、また、後述する普通図柄表示
装置３８ｂの普通図柄の変動時間も短縮されて、後述する第２始動口３５の可動片３５ａ
の開放作動が延長される。
【００２８】
　払出制御基板１８は、主制御基板１６からの制御コマンドを受信して、賞球払出装置（
図示省略）の作動を制御して、上皿１２へ遊技球の払出しを行う。
【００２９】
　発射制御基板１９は、発射ハンドル１５の回転操作量に応じて発射装置の作動を制御し
、遊技領域９ａへ遊技球の打ち出しを行う。例えば、遊技者の操作によって、発射ハンド
ル１５の回転操作量が大となると、発射制御基板１９は、発射装置に対する遊技球の射出
力が大となるように制御し、遊技球を遊技領域９ａの右側まで発射させることが可能とな
る。
【００３０】
（遊技領域）
　図３に示すように、遊技盤９の前面における遊技領域９ａには、主な構成要素として、
前方に突出しそのほぼ中央に開口部２０ａを有するセンター役物２０が設けられ、センタ
ー役物２０の後側には、例えば液晶ディスプレイからなる矩形状の表示装置３０が設けら
れる。
　表示装置３０は、遊技上の演出として３列に並ぶ数字、文字、図形等から構成される演
出図柄を変動表示及び停止表示する。
【００３１】
　遊技領域９ａにおけるセンター役物２０の下方には、遊技球の通過を契機に、表示装置
３０が演出図柄を変動表示させるゲート型の第１始動口３１が設けられ、第１始動口３１
の直下には、入賞したことを契機に、遊技球の払い出しが行われるポケット状の一般入賞
口３２が設けられる。
【００３２】
　同じくセンター役物２０の右側の領域には、遊技球の通過を契機に後述する第２始動口
３５の可動片３５ａを作動させるゲート型のスルーチェッカ３３が設けられ、スルーチェ
ッカ３３の下方には一般入賞口３２と同様の一般入賞口３４が設けられる。一般入賞口３
４の下方には左右１対の可動片３５ａが開放作動することにより、遊技球を誘導して入賞
し易い状態にする、いわゆる電動チューリップ式の第２始動口３５が設けられる。第２始
動口３５の下方には、遊技者にとって不利な第１状態（遊技球が入賞不能な閉鎖状態）と
遊技者にとって有利な第２状態（遊技球が入賞可能な開放状態）とに変化可能な大入賞口
３６が設けられる。
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　遊技領域９ａの最下部中央には、遊技領域９ａに打ち込まれた遊技球のうち入賞しなか
った遊技球を遊技盤９の裏面側に送り出すアウト口３７が設けられる。
【００３３】
　さらに、遊技領域９ａには遊技領域９ａを自重落下する遊技球を適宜放散させたり、ま
た、所定の経路に誘導したりする多数の遊技釘（図示省略）や風車（図示省略）が設けら
れ、さらに、遊技領域９ａの上下部の左右には、それぞれ、互いが平行をなし、かつ遊技
盤９のほぼ中心方向を向く２本の光源を備える遊技領域照明部３９が設けられる。この遊
技領域照明部３９は、後述する第１可動部材５１に連動して照明演出を行うように、副制
御基板１７によって制御される。
【００３４】
　上述のように、本実施形態の遊技機では、スルーチェッカ３３、第２始動口３５、及び
大入賞口３６が、遊技領域９ａの右側部に配置されるため、大入賞口３６が第２状態のと
きに、遊技者が発射ハンドル１５を操作して、発射ハンドル１５の回転操作量を大として
、遊技球を遊技領域の右側に打ち出すと、大入賞口３６に多数の遊技球が入賞可能となり
、賞球として大量の遊技球が払い出され、遊技者にとって有利な遊技状態となる。即ち、
本実施形態の遊技機は、右打ち用の遊技領域９ａを具備している。
　なお、スルーチェッカ３３を遊技領域９ａの左側に、大入賞口３６を遊技領域９ａの中
下部に設けて、左打ち用の遊技領域９ａを備えるものとしてもよい。
【００３５】
　遊技盤９の遊技領域９ａ外の右側下方には、特別図柄表示装置３８ａ及び普通図柄表示
装置３８ｂが設けられる。
　特別図柄表示装置３８ａは、遊技球が、第１始動口３１、または第２始動口３５のいず
れか一方に入賞したことを契機に実行される特別図柄に係る電子抽選（内部抽選ともいう
）の結果（大入賞口を第２状態にするか否か、即ち大当たりか否か）を、２桁の数字の組
合せの停止態様で報知して特別図柄を表示するためのものであり、本実施形態の遊技機で
は７セグメント表示器を採用している。
　なお、表示装置３０は、特別図柄表示装置３８ａに変動表示される特別図柄の組合せ、
及び変動表示時間と同期して、演出図柄を変動表示させるとともに、停止表示させるよう
になっている。
【００３６】
　普通図柄表示装置３８ｂは、遊技球がスルーチェッカ３３を通過することを契機に実行
される普通図柄に係る電子抽選の結果（第２始動口３５の可動片３５ａを開放するか否か
）を、２つのランプの組合せ態様で報知して普通図柄を表示するものであり、本実施形態
の遊技機では２つのＬＥＤランプを採用している。
【００３７】
　ここで、遊技の流れについて説明する。
　遊技者が発射ハンドル１５を回転操作することによって遊技領域９ａに打ち込まれた遊
技球が、第１始動口３１又は第２始動口３５に入賞すると、これを契機に主制御基板１６
によって内部抽選が実行される。抽選の結果、大当りとなって、副制御基板１７により表
示装置３０に変動表示される演出図柄が大当りの確定表示で停止した場合（例えば、３列
に同一の図柄が揃った場合）には、主制御基板１６は、遊技状態を有利遊技状態に移行さ
せて、大当り状態を生起させ、大入賞口３６を第１状態から第２状態に変化させる。大当
り状態のときに、遊技者が右打ちすると、第２状態にある大入賞口３６に、多数の遊技球
が入賞可能となり、多数の遊技球が払出制御基板１８の制御に基づいて賞球払出装置によ
り上皿１２へ払い出される。
【００３８】
（センター役物）
　次に、本実施形態の遊技機におけるセンター役物２０の構成について説明する。
　図３に示すように、センター役物２０は、遊技領域９ａのほぼ中央おいて、遊技領域９
ａから前方へ突出し、その中央に前後方向の開口部２０ａを有する枠状をなしている。セ
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ンター役物２０の左側には、遊技領域９ａに打ち出された遊技球の一部を、センター役物
２０内に導入可能とするための遊技球案内路２１が設けられる。センター役物２０の下部
中央には、遊技球案内路２１から導入された遊技球を、誘導し、かつ揺動させるステージ
２２が設けられる。
【００３９】
　ステージ２２は、左右から中央部へ向かって下降傾斜するとともに、その中央部は前方
へ傾斜して、ステージ２２上の遊技球を、ステージ２２の直下に設けられる第１始動口３
１に高確率で入賞し得るようになっている。
【００４０】
　さらに、センター役物２０には、遊技の進行、すなわち、上述の特殊演出に合わせて、
表示装置３０の前方を遮蔽し、表示装置３０における表示領域の前方からの視認性を制限
しうる表示部遮蔽ユニット４０、及び可動部材である第１可動部材５１及び第２可動部材
５２が設けられる。
【００４１】
（表示部遮蔽ユニット）
　図４～図９に示すように、表示部遮蔽ユニット４０は、表示装置３０の周囲に設けられ
、遊技の進行や演出態様に合わせて、表示装置３０の前面を遮蔽したり、開放したりする
ものであって、ベースプレート４１０、遮蔽部材４２０（（図５及び図６参照）、遮蔽部
材可動機構４５０、モータＭ１、Ｍ２から構成される。
【００４２】
（ベースプレート）
　ベースプレート４１０は、図４～図６に示すように、表示部遮蔽ユニット４０の構成部
材を前面に取り付けるためのものであって、表示装置３０の画面とほぼ同型同寸の開口部
４１０ａを有する略方形の環状をなし、遊技盤９の裏側に設けられたセット板（図示省略
）に固定される。遊技者は、開口部４１０ａを通して表示装置３０の表示演出を前方から
視認可能となっている。ベースプレート４１０の四隅部には、前向きに折曲げられた取付
片４１１が設けられている。取付片４１１は、左右の斜め外方向を向く誘導棒４６３ｂの
両端を固定保持する。
【００４３】
（遮蔽部材）
　遮蔽部材４２０は、図４～図９に示すように、非透過性の合成樹脂等からなり、第１遮
蔽部材４２１、第２遮蔽部材４２２、第３遮蔽部材４２３、第４遮蔽部材４２４からなっ
ている。なお、第１遮蔽部材４２１～第４遮蔽部材４２４のいずれにおいても機能が同様
であるため、同一機能のものには同じ符号を付して説明する。
【００４４】
　各遮蔽部材４２１～４２４は、それぞれ切欠部４３０ａを有する五角形をなす移動体で
ある基部４３０と、基部４３０のほぼ中心に形成された正方形の第１開口部４３０ｂをス
ライドして開閉可能とするシャッタ４４０とを備える。遮蔽部材４２１～４２４は、第１
開口部４３０ｂを通して表示装置３０の表示領域を視認可能とする。
【００４５】
　基部４３０の裏面には、図７～図９に示すように、後方に突出する円柱状の突部４３０
ｃ、４３０ｄが設けられ、突部４３０ｃには、後述する第１リンク部材４６１が係合し、
突部４３０ｄには、後述するコイルスプリング４７１ｅの一端が係合する。基部４３０の
端部には、側方へ突出する突出片４３０ｅが設けられる。
【００４６】
　シャッタ４４０は基部４３０の表面側に支持され、シャッタ４４０の表面には、遊技に
おけるシンボルとなる図柄が付され（図示省略）、シャッタ４４０が閉鎖したときに視認
可能となっている。なお、この図柄は全て同一のものでも、それぞれ異なるものでもよく
、それぞれ異なる図柄の場合には、全ての図柄が表示されたときに任意の意味をなすよう
な図柄としてもよい。
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　シャッタ４４０の裏面には、後方へ突出する円柱状の突部４４０ａが設けられ、突部４
４０ａには後述する第２リンク部材４７１が係合する。
【００４７】
　第１遮蔽部材４２１～第４遮蔽部材４２４は変位可能となっており、通常演出時、例え
ば、表示装置３０が演出図柄を変動表示して、３列の演出図柄が揃うことなく停止表示す
る演出のときには、図３及び図４に示すように、第１遮蔽部材４２１は表示装置３０の左
上隅部近傍に、第２遮蔽部材４２２は表示装置３０の右上隅部近傍に、第３遮蔽部材４２
３は表示装置３０の右下隅部近傍に、第４遮蔽部材４２４は表示装置３０の左下隅部近傍
（以下、非遮蔽位置という。）に位置するようになっている。
　このとき、表示装置３０の表示領域のほぼ全面が前方から視認可能となっている。
【００４８】
　一方、特殊演出の一例である、リーチ演出のときには、第１遮蔽部材４２１～第４遮蔽
部材４２４は、後述する遮蔽部材可動機構４５０によって、非遮蔽位置から表示装置３０
の対角線にほぼ沿うように、表示装置３０の中央へ変位する。この変位により、図５及び
図１０に示すように、第１遮蔽部材４２１は表示装置３０の左上の領域に、第２遮蔽部材
４２２は表示装置３０の右上の領域に、第３遮蔽部材４２３は表示装置３０の右下の領域
に、第４遮蔽部材４２４は表示装置の左下の領域において、遮蔽部材４２１～４２４同士
が互いに対向する辺同士を結合させて、表示装置３０の前面を遮蔽する位置（以下、遮蔽
位置という。）に位置するようになっている。
【００４９】
　このとき、結合された遮蔽部材４２１～４２４の各切欠部４３０ａによって、表示装置
３０の中央部に正方形の開口部である第２開口部４２０ａが形成される。
　なお、各遮蔽部材４２１～４２４に切欠部４３０ａを設けないようにして、各遮蔽部材
４２１～４２４が遮蔽位置に位置したときに、第２開口部４２０ａを形成しないようにし
てもよい。
【００５０】
　上述のように、遮蔽部材４２１～４２４は、表示装置３０の対角線にほぼ沿うように求
心方向へ移動して表示装置３０の中央へ集結するか、または放射方向へ移動して、表示装
置３０の外方へ散開することによって、演出的な動作を行いつつ、表示装置３０を遮蔽状
態または非遮蔽状態にする。
【００５１】
　さらに、第１遮蔽部材４２１～第４遮蔽部材４２４が遮蔽位置に位置するときに、図６
及び図１１に示すように、各シャッタ４４０は、第１開口部４３０ｂを閉鎖する閉鎖位置
から、表示装置３０の対角線にほぼ沿うように第１開口部４３０ｂを開放する開放位置に
変位して、各第１開口部４３０ｂを開放する。
　なお、各シャッタ４４０の移動方向を、各遮蔽部材４２１～４２４の移動方向と同じと
してあるため、各部材が変位する際に、全体の演出において統一感を発揮させることがで
きる。
【００５２】
（遮蔽部材可動機構）
　遮蔽部材可動機構４５０は、各遮蔽部材４２１～４２４の基部４３０と連結して、遮蔽
部材４２１～４２４自体を変位させる第１作動機構４６０と、遮蔽部材４２１～４２４の
各シャッタ４４０と連結してシャッタ４４０のみを変位させる第２作動機構４７０とを備
える。第１作動機構４６０及び第２作動機構４７０によって、各遮蔽部材４２１～４２４
及びシャッタ４４０の動作をそれぞれ個別または連係して円滑に作動させることができる
。
【００５３】
　なお、駆動源をなすモータＭは、各遮蔽部材４２１～４２４自体を変位可能とするため
の第１モータＭ１と、各遮蔽部材４２１～４２４の各シャッタ４４０を変位可能とするた
めの第２モータＭ２とからなっている。図４～図６に示すように、第１モータＭ１はベー
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スプレート４１０の表側の左右に固定され、第２モータＭ２はベースプレート４１０の表
側の上下に固定される。第１モータＭ１及び第２モータＭ２がベースプレート４１０に固
定されることによって、安定した状態で動力を提供することができる。
【００５４】
（第１作動機構）
　第１作動機構４６０は、第１モータＭ１と、第１モータＭ１及び各遮蔽部材４２１～４
２４を連係する第１リンク部材４６１と、各遮蔽部材４２１～４２４の移動を所定の方向
（図４～図６に示すＬ１方向）に制御する誘導部材４６３とを有する。
【００５５】
（第１リンク部材）
　第１リンク部材４６１は、図４～図６に示すように、ベースプレート４１０の左右にお
いて、上下に、遮蔽部材４２１～４２４にそれぞれ対応するように設けられ、各遮蔽部材
４２１～４２４及び左右の第１モータＭ１間の動力伝達経路を連係するとともに、上下関
係にある第１リンク部材４６１、４６１を、連動させるための後述する扇形ギヤ４６１ａ
を互いに連係した状態で配置される。
【００５６】
　第１遮蔽部材４２１及び第２遮蔽部材４２２と連係する第１リンク部材４６１、４６１
は、第１モータＭ１の駆動軸ＭＳ１に固定されており、第１モータＭ１の動力が伝達され
てＲ１方向（図４、図５参照）へ回転可能となっている。また、第３遮蔽部材４２３及び
第４遮蔽部材４２４と連係する第１リンク部材４６１、４６１は、前後方向の回転軸４６
１ｃに回転可能に取り付けられる。
【００５７】
　上側の第１リンク部材４６１、４６１（第１遮蔽部材４２１及び第２遮蔽部材４２２と
連係する第１リンク部材４６１、４６１）が第１モータＭ１により回転させられると、連
係した扇形ギヤ４６１ａ、４６１ａによって、下側の第１リンク部材４６１、４６１（第
３遮蔽部材４２３及び第４遮蔽部材４２４と連係する第１リンク部材４６１、４６１）が
従動してＲ２方向（図４、図５参照）へ回転し、第１リンク部材４６１に連係した全ての
遮蔽部材４２１～４２４は遮蔽位置に変位する。この構成より、４つの遮蔽部材４２１～
４２４を２つの第１モータＭ１によって変位させることが可能となるため、１つの遮蔽部
材に対して、１つの駆動源を用意することなく、部品点数を減らすことができ、部材のコ
ストや生産コストの削減が可能となる。
【００５８】
　第１リンク部材４６１は、より詳細には、図７～図９に示すように、長寸の平板状をな
し、一端に扇形状の扇形ギヤ４６１ａが設けられ、他端側に先端近傍から中央方向へ延び
る長孔４６１ｂが設けられる。長孔４６１ｂには基部４３０の突部４３０ｃが長手方向へ
摺動可能、かつ長手方向と直交する縁に係合可能となっている。
【００５９】
（誘導部材）
　誘導部材４６３は、各遮蔽部材４２１～４２４の変位方向を規制するためのもので、各
遮蔽部材４２１～４２４に固定され筒部４６３ｃを有する摺動部４６３ａと、ベースプレ
ート４１０の取付片４１１、４１１に固定され、摺動部４６３ａが筒部４６３ｃを介して
摺動可能な誘導棒４６３ｂとを有する。
　第１遮蔽部材４２１及び第３遮蔽部材４２３にそれぞれ対応する誘導棒４６３ｂ、４６
３ｂは、右下がりに傾斜しており、第２遮蔽部材４２２及び第４遮蔽部材４２４にそれぞ
れ対応する誘導棒４６３ｂ、４６３ｂは、右上がりに傾斜している。従って、誘導部材４
６３は、遮蔽部材４２１～４２４を、誘導棒４６３ｂの長手方向（図４におけるＬ１方向
）、換言すると、表示装置３０のほぼ対角線に沿うように表示装置３０の求心方向及び遠
心方向にのみ移動可能とするように規制する。
　この誘導部材４６３によって第１遮蔽部材４２１～第４遮蔽部材４２４は一定方向（図
４におけるＬ１方向）に安定して変位することが可能となる。
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【００６０】
（第１作動機構の作動態様）
　次に、第１作動機構４６０の作動態様について説明する。
　図４に示すように、遮蔽部材４２１～４２４が非遮蔽位置に位置しているときに、左右
の第１モータＭ１がＲ１方向に回転駆動すると、駆動軸ＭＳ１に固定された上部の第１リ
ンク部材４６１もＲ１方向に回転し、上部の第１リンク部材４６１の扇形ギヤ４６１ａを
介して下部の第１リンク部材４６１はＲ２方向に回転する。上下の第１リンク部材４６１
がそれぞれ回転することによって、各第１リンク部材４６１の先端に設けた突部４３０ｃ
は長孔４６１ｂの内縁に係合し、遮蔽部材４２１～４２４に動力が伝達され、遮蔽部材４
２１～４２４は、非遮蔽位置から誘導部材４６３によって制御されながら表示装置の中心
方向の遮蔽位置に変位する。
【００６１】
　一方、図５に示すように、各遮蔽部材４２１～４２４が遮蔽位置に位置しているときに
、左右の第１モータＭ１、Ｍ１が反Ｒ１方向に回転すると、駆動軸ＭＳ１に固定された上
部の第１リンク部材４６１、４６１も反Ｒ１方向に回転し、上部の第１リンク部材４６１
、４６１の扇形ギヤ４６１ａを介して下部の第１リンク部材４６１、４６１は反Ｒ２方向
に回転する。上下の第１リンク部材４６１がそれぞれ回転することによって、各第１リン
ク部材４６１の先端に設けた突部４３０ｃが長孔４６１ｂ、４６１ｂの内縁に係合して、
遮蔽部材４２１～４２４に動力が伝達することにより、遮蔽部材４２１～４２４は、遮蔽
位置から誘導部材４６３によって制御されながら表示装置の遠心方向の非遮蔽位置に変位
する。
【００６２】
　上記構成により、左右の第１モータＭ１が同期して駆動することによって、遮蔽部材４
２１～４２４を同時に遮蔽または開放することが可能であり、左右の第１モータＭ１を個
々に駆動することによって、左側の遮蔽部材４２１、４２４と右側の遮蔽部材４２２～４
２３をそれぞれ遮蔽または開放することができる。また、遊技の進行に合わせて、第１モ
ータＭ１の速度を調整したり、一方のみの第１モータＭ１の回転速度を速めたり、遅めた
りすることによって、遮蔽部材４２１～４２４の遮蔽または非遮蔽を非同期的に行っても
よい。また、遮蔽部材４２１～４２４うちの一部の遮蔽部材の開閉のタイミングをずらす
ことによって遮蔽または非遮蔽を非同期的に行ってもよい。
【００６３】
（第２作動機構）
　第２作動機構４７０は、第２モータＭ２と、シャッタ４４０に連結する第２リンク部材
４７１及び第２モータＭ２の動力を第２リンク部材４７１に伝達する動力伝達部材４７３
と、シャッタ４４０を正常に開閉するために可動範囲を制御するガイド装置４７５とを有
する。
【００６４】
（第２リンク部材）
　第２リンク部材４７１は、図７～図９に示すように、遮蔽部材４２１～４２４にそれぞ
れ対応するように設けられ、長辺と短辺とを有するＬ字形をなしている。長辺側には先端
近傍から中央方向へ向かう長孔４７１ａが設けられ、中央寄りの側端部には後方へ突出す
る突出片４７１ｄが設けられる。長孔４７１ａにはシャッタ４４０の裏面に設けられた突
部４４０ａが長手方向へ摺動可能で、かつ長手方向と直交する縁に係合可能となっている
。短辺側の先端には、後方へ突出する円柱状の突部４７１ｂが設けられる。
【００６５】
　第２リンク部材４７１は、前後方向の回転軸４７１ｃを介して遮蔽部材４２１～４２４
の突出片４３０ｅに裏側から回転可能に取り付けられる。
　回転軸４７１ｃにおける、突出片４３０ｅと第２リンク部材４７１との間には、第２リ
ンク部材４７１をシャッタ４４０の閉鎖方向へ付勢するためのコイルスプリング４７１ｅ
が巻回される。コイルスプリング４７１ｅの一端は、遮蔽部材４２１～４２４の突部４３
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０ｄに係合され、他端は、第２リンク部材４７１の突出片４７１ｄに係合される。
　第２リンク部材４７１は、コイルスプリング４７１ｅにより付勢されて、各シャッタ４
４０を開放状態から閉鎖状態に復帰させたり、各シャッタ４４０が自重や衝撃等により閉
鎖位置から移動したりするのを防止している。
【００６６】
（動力伝達部材）
　動力伝達部材４７３は、ベースプレート４１０の上下にそれぞれ設けられ、上下方向に
延びるラックギヤ部４７３ａと、ラックギヤ部４７３ａの一端に設けられ左右方向に延び
る当接部４７３ｂとを有するＴ字形（上部の動力伝達部材４７３は倒立Ｔ字形、下部の動
力伝達部材４７３はＴ字形）をなしている。
【００６７】
　ラックギヤ部４７３ａは、歯を上下方向に直列してなり、第２モータＭ２の前後方向の
駆動軸ＭＳ２に固定され、駆動軸ＭＳ２の回転周りに歯を配置したオピニオンギヤＯと組
み合わされて第２モータＭ２の動力が伝達するようになっている。即ち、動力伝達部材４
７３は、第２モータＭ２の回転方向によって、ラックギヤ部４７３ａを介して上昇したり
下降したりする。
【００６８】
　当接部４７３ｂは、図５に示すように、遮蔽部材４２１～４２４が遮蔽位置に位置する
とき、第２モータＭ２によって動力伝達部材４７３が下降（上昇）した際に、当接部４７
３ｂの下部（上部）が、第２リンク部材４７１の突部４７１ｂに当接可能となっている。
【００６９】
　なお、当接部４７３ｂの前面には、所定の文字（例えば、図４に示す「ＣＨＡＮＣＥ」
）が付されており、遮蔽部材４２１～４２４が非遮蔽位置に位置するときに、第２モータ
Ｍ２によって上部の動力伝達部材４７３が下限位置、または、下部の動力伝達部材４７３
が上限位置に変位した際に、図４において仮想線（２点鎖線）で示すように、表示領域上
に露出し、前方から視認可能となっている。
　一方、遮蔽部材４２１～４２４が遮蔽位置に位置するときには、動力伝達部材４７３が
遮蔽部材４２１～４２４の裏面に沿って移動するため、当接部４７３ｂは表示領域上に露
出せず前方から視認不能となっている。
【００７０】
（ガイド装置）
　ガイド装置４７５は、各シャッタ４４０の側端部から側方へ突出する基片４７５ａと、
基片４７５ａに設けられた前後方向の回転軸４７５ｄ、４７５ｄに回転可能に設けられた
１対のローラー４７５ｂ、４７５ｂと、遮蔽部材４２１～４２４の基部４３０内に設けら
れ、シャッタ４４０の開閉方向へ延びるガイドレール４７５ｃとを備える。ローラー４７
５ｂ、４７５ｂは、ガイドレール４７５ｃに沿って摺動可能となっている。
　ガイド装置４７５によってシャッタ４４０は一定方向（図４におけるＬ２方向）に安定
して変位することが可能となっている。
【００７１】
（第２作動機構の作動態様）
　次に、第２作動機構４７０の作動態様について説明する。
　図５に示すように、遮蔽部材４２１～４２４が遮蔽位置に位置しているときに、上部の
動力伝達部材４７３が第２モータＭ２の駆動により下降すると、動力伝達部材４７３の当
接部４７３ｂは第２リンク部材４７１の突部４７１ｂに当接し、さらに、コイルスプリン
グ４７１ｅの付勢力に抗って第２リンク部材４７１の短辺側が押し下げられることにより
、てこの原理で回転軸４７１ｃを中心として長辺側が上昇し、シャッタ４４０の突部４４
０ａが長孔４７１ａの内縁に係合して、シャッタ４４０に動力が伝達されることにより、
シャッタ４４０はガイド装置４７５によって制御されながら閉鎖位置から開放位置にスラ
イドし、第１開口部４３０ｂは開放状態となる。
【００７２】
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　各第１開口部４３０ｂが開放状態にあるときに、上部の動力伝達部材４７３が第２モー
タＭ２の駆動により上昇すると、第２リンク部材４７１の下方への押圧状態は解除され、
第２リンク部材４７１は、コイルスプリング４７１ｅの付勢力によって、回転軸４７１ｃ
を中心に長辺側が下降し、シャッタ４４０の突部４４０ａが長孔４７１ａの内縁に係合し
て、シャッタ４４０に動力が伝達され、シャッタ４４０はガイド装置４７５によって制御
されながら開放位置から閉鎖位置にスライドして、第１開口部４３０ｂは閉鎖状態となる
。
【００７３】
　一方、下部の動力伝達部材４７３が第２モータＭ２の駆動により上昇すると、動力伝達
部材４７３の当接部４７３ｂは、第２リンク部材４７１の突部４７１ｂに当接し、さらに
、コイルスプリング４７１ｅの付勢力に抗って第２リンク部材４７１の短辺側が押し上げ
られることにより、てこの原理で回転軸４７１ｃを中心に長辺側が下降し、シャッタ４４
０の突部４４０ａが長孔４７１ａの内縁に係合して、シャッタ４４０に動力が伝達される
。そのため、シャッタ４４０は、ガイド装置４７５によって制御され閉鎖位置から開放位
置にスライドして、第１開口部４３０ｂは開放状態となる。
【００７４】
　第１開口部４３０ｂが開放状態にあるときに、下部の動力伝達部材４７３が第２モータ
Ｍ２の駆動により下降すると、第２リンク部材４７１の上方への押圧状態が解除される。
そのため、第２リンク部材４７１は、コイルスプリング４７１ｅの付勢力によって、回転
軸４７１ｃを中心に長辺側が上昇し、シャッタ４４０の突部４４０ａが長孔４７１ａの内
縁に係合して、シャッタ４４０に動力が伝達されることにより、シャッタ４４０は、ガイ
ド装置４７５によって制御されながら開放位置から閉鎖位置にスライドして、第１開口部
４３０ｂは閉鎖状態となる。
【００７５】
　上記構成により、遮蔽部材４２１～４２４が遮蔽位置に位置するときに、第２モータＭ
２、動力伝達部材４７３、第２リンク部材４７１、シャッタ４４０間の動力伝達経路が連
係可能となり、かつ、上下の第２モータＭ２が同期して駆動することによって、全てのシ
ャッタ４４０を同時に開閉することも可能であり、上下の第２モータＭ２を個々に駆動す
ることによって、上側のシャッタ４４０と下側の４４０をそれぞれ開閉することができる
。また、遊技の進行に合わせて、第２モータＭ２の速度を調整したり、一方のみの第２モ
ータＭ２の回転速度を速めたり、遅めたりすることによって、シャッタ４４０の開閉を非
同期的に行ってもよい。また、一部のシャッタ４４０の開閉のタイミングをずらすことに
よって開閉を非同期的に行ってもよい。
【００７６】
（第１可動部材及び第２可動部材）
　第１可動部材及び第２可動部材は、特殊演出であるリーチ演出やリーチ前兆演出等の際
に、表示装置３０の表示演出態様、遮蔽部材４２１～４２４やシャッタ４４０の遮蔽及び
開放態様に合わせて、表示装置３０の表示領域の一部を遮蔽したり開放したりする。
　可動部材５０は、図１４に示すように、センター役物２０の右側から出没する第１可動
部材５１と、図１５に示すように、センター役物２０の下側から出没する第２可動部材５
２とから構成される。
【００７７】
　第１可動部材５１は、図１２に示すように、例えば剣をモチーフにした平面形状をなす
非透過性の合成樹脂等で形成されており、センター役物２０の右側から出没する。遊技状
態が通常状態のときは、前方から目立たないように、表示装置３０の右側、かつセンター
役物２０と表示部遮蔽ユニット４０との間の開放位置である待機位置に配置される（主に
図３参照）。第１可動部材５１は、駆動機構６０によって、センター役物２０の右側から
、遮蔽部材４２２の前方を通って、表示装置３０のほぼ中央のまでの間を、回転軸５１ａ
を中心に揺動可能となっている。
【００７８】
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　第１可動部材５１の停止可能な出現位置として、表示装置３０の右上の遮蔽位置に位置
する遮蔽部材４２２の第１開口部４３０ｂを遮蔽する第１遮蔽位置、及び遮蔽部材４２１
～４２４が遮蔽位置に位置するときに形成される第２開口部４２０ａを遮蔽する第２遮蔽
位置が設定される。
　第１可動部材５１が第２遮蔽位置に位置する際には、第２開口部４２０ａを遮蔽すると
ともに、第１遮蔽部材４２１及び第３遮蔽部材４２３の各第１開口部４３０ｂ、４３０ｂ
を、第１可動部材５１の先端部及び基端部によって遮蔽する。
【００７９】
　第２可動部材５２は、図１３に示すように、例えば、人をモチーフにした平面形状をな
す、非透過性の合成樹脂等で形成されており、センター役物２０の下側から出没する。通
常状態のときは、前方から視認できないように、遊技機１の下側、かつセンター役物２０
と表示部遮蔽ユニット４０との間の開放位置である待機位置（図３及び図１３参照）に位
置している。第２可動部材５２は、駆動機構６１（図１３参照）によって、表示装置３０
の下方の待機位置から、遮蔽部材４２１～４２４の前方を通って、表示装置３０のほぼ中
央までの間を上下動可能となっている。
【００８０】
　第２可動部材５２は、遮蔽部材４２１～４２４によって形成される第２開口部４２０ａ
上に位置して、第２開口部４２０ａを遮蔽する出現位置に停止可能となっている。なお、
第２可動部材５２が出現位置に位置する場合には、遮蔽部材４２２～４２３の各第１開口
部４３０ｂ、４３０ｂの一部は遮蔽されるが、表示演出の前方からの視認性に影響を及ぼ
すことはない。
【００８１】
　以上のように、表示部遮蔽ユニット４０及び可動部材５０は、遊技の進行や表示装置３
０の演出（特殊演出）に合わせて、それぞれが独立して、または組み合わされて作動し、
これによって遊技上の演出が実行される。
【００８２】
（遊技の流れに基づく表示部遮蔽ユニット４０及び可動部材５０の作動態様）
　図３及び図１１～図１４を参照しながら、遊技の流れに合わせて表示部遮蔽ユニット４
０及び可動部材５０の作動態様について説明する。
　図３は、通常演出が実行されている遊技機において、表示部遮蔽ユニット４０が非遮蔽
位置に位置する状態、及び可動部材５０が退避位置に位置する状態を示す。この状態にお
いて、第１始動口３１または第２始動口３５に遊技球が入賞すると、主制御基板１６は内
部抽選を実行し、副制御基板１７は、内部抽選の結果に基づく演出を実行する。その演出
のうち、表示装置３０において、演出図柄の組合せ等により、リーチ演出（特殊演出）が
実行された場合、リーチ演出の発展演出として、表示部遮蔽ユニット４０の遮蔽部材４２
１～４２４が遮蔽状態へ変位する等の第１演出が実行される。
【００８３】
　第１演出においては、例えば、リーチ演出が実行されたときに、図１１に示すように、
遮蔽部材４２１～４２４が、表示装置３０の外周の非遮蔽位置から表示装置３０の対角線
にほぼ沿うようにして、表示装置３０の中央側の遮蔽位置へと変位して、表示装置３０の
表示領域の大部分を遮蔽するとともに、表示装置３０のほぼ中央を視認可能とするための
第２開口部４２０ａを形成して、視認可能な表示領域を第２開口部４２０ａ内に限定する
。このとき、形成された第２開口部４２０ａ内の表示領域には例えば、所定の演出図柄が
変動表示される。
【００８４】
　このように、表示領域を、ほぼ全領域を露出（開放）した状態から、遮蔽後の第２開口
部４２０ａによって形成される小領域に制限することにより、遊技者の視線を表示領域の
全域を見渡している散漫な状態から、第２開口部４２０ａ内に限定した小画面に表示され
た表示演出に誘導することができる。
【００８５】
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　第１演出が実行された後、第１演出の発展演出として、遮蔽部材４２１～４２４のシャ
ッタ４４０の開放等の第２演出が実行される。
　第２演出においては、図１２に示すように、遮蔽位置に位置する遮蔽部材４２１～４２
４の各シャッタ４４０が開放位置に変位するとともに、開放された第１開口部４３０ｂ内
の表示領域において所定の演出図柄を停止表示（確定表示）する。ここでいう所定の演出
図柄とは、例えば、キャラクタ、数字、文字等のことである。最終的に、第１開口部及び
第２開口部内のそれぞれの表示領域において、予め定められた演出図柄が確定表示された
ことを契機に、大当たり状態を生起するようになっている。
【００８６】
　また、第２演出は、例えば、第１演出後、第２開口部４２０ａ内に演出図柄が変動表示
されているときに、第１遮蔽部材４２１及び第２遮蔽部材４２２のシャッタ４４０、４４
０、または第３遮蔽部材４２３及び第４遮蔽部材４２４のシャッタ４４０、４４０を２つ
ずつ開放位置に変位させるとともに、開放された第１開口部４３０ｂ内の表示領域にキャ
ラクタの演出図柄を確定表示する。なお、第２演出のシャッタ４４０の開放態様は２つず
つに限らず、４つ同時に開放するようにしてもよい。また、遊技機１の前面に設けたプッ
シュボタン１４の押下操作によってシャッタ４４０が開放するようにしてもよい。なお、
シャッタ４４０の全てが開放しないようにすることもある。
【００８７】
　遮蔽部材４２０の４箇所全てにおいて第２演出が実行され、遮蔽部材４２１～４２４の
全ての第１開口部４３０ｂ内にキャラクタの演出図柄が表示された後に、第２演出の発展
演出として、図１３及び図１４に示すように、第１可動部材５１または第２可動部材５２
による第３演出が実行される。従って、全てのシャッタ４４０が開放しない場合には、第
３演出は実行されない。その場合、第２演出で発展演出は終了し、その後は通常演出が実
行される。
【００８８】
　第１可動部材５１による第３演出では、図１３に示すように、第２演出が実行された後
、第１可動部材５１が待機位置から第２遮蔽位置に変位して、第２開口部４２０ａ内の演
出図柄を前方から視認不能とし、第２開口部４２０ａの遮蔽後に、表示装置３０は、第２
開口部４２０ａ内の表示領域に変動表示している演出図柄を確定表示して、第１可動部材
５１は、演出図柄の確定表示を契機に第２遮蔽位置から待機位置へ変位する。
【００８９】
　第１可動部材５１が、表示領域内を大きく変位して第２開口部４２０ａを遮蔽及び開放
することにより、第１演出及び第２演出に続く一連の演出態様として、より一層表示装置
３０の表示演出を盛り上げて、大当たりの期待度を高めることができる。
　なお、本実施形態の遊技機においては、低確率リーチ演出よりも高確率リーチ演出が実
行された場合の方が、第３演出まで発展することが多くなるように設定されている。
【００９０】
　第２可動部材５２による第３演出は、図１３に示すように、第２演出が実行された後、
待機位置から出現位置に変位して、第２開口部４２０ａ内の表示領域に変動表示されてい
る演出図柄を前方から視認不能とし、第２開口部４２０ａの遮蔽後に、表示装置３０は、
第２開口部４２０ａ内の表示領域に変動表示している演出図柄を確定表示して、第１可動
部材５１は、演出図柄の停止表示を契機に出現位置から待機位置へ変位する。
　第１可動部材５１と同様、第２可動部材５２により表示領域を遮蔽及び開放することに
よって、遊技者に大当たりの期待度を高めることができる。
【００９１】
　上述したように、特殊演出（リーチ演出）の発展演出として遮蔽部材４２１～４２４に
よる第１演出が実行され、さらに、シャッタ４４０による第２演出、可動部材５０による
第３演出というように段階的に演出が実行されるほど、大当たりの期待度が段階的に高ま
るようになっており、表示装置３０による表示演出と、遮蔽部材４２１～４２４及び可動
部材５０による遮蔽、開放態様との組合せによって、バリエーション豊かな演出態様が実
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行可能となり、遊技者が飽きないような演出態様を提供することができる。
【００９２】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、
本実施形態に対して、次のような種々の変形や変更を施すことが可能である。なお、上述
の本発明の一実施形態、及び下記変形例におけるそれぞれの構成要件及び遊技上の条件等
を組み合わせることが可能である。
【００９３】
（第１変形例）
　リーチ演出のうち、図１４に示すように、表示装置３０の表示領域において、２組の演
出図柄の組合せが、中図柄変動中に左図柄及び右図柄において対角線上にそれぞれ揃った
状態であるダブルリーチ（例えば、図１７に示すように、「６」－「変動中」－「６」と
「７」－「変動中」－「７」（「左図柄」－「中図柄」－「右図柄」の順））の２種類の
リーチ状態）演出が実行された場合、発展演出として第１演出が実行され、遮蔽部材４２
１～４２４が遮蔽位置に変位し、かつ図１５に示すように、第２演出が実行され、第２開
口部４２０ａに変動表示中の図柄を表示するとともに、全てのシャッタ４４０を開放位置
に変位して、各第１開口部４３０ｂに「６」または「７」図柄をそれぞれ表示して、上述
のダブルリーチ状態を、遮蔽部材４２１～４２４を通して再度演出する。第３演出が実行
されて、変動表示中の中図柄が表示された第２開口部４２０ａを、第１可動部材５１（図
１５の仮想線に示す）または第２可動部材５２によって遮蔽する。そして、中図柄が確定
表示された後、第１可動部材５１または第２可動部材５２は、第２開口部４２０ａを遮蔽
した状態から退避位置へ変位する。
　この第１演出から第３演出を実行することによって、高確率リーチ演出であるダブルリ
ーチ演出を、さらに大当たりの期待度が高める演出へと昇華させることができる。
【００９４】
（第２変形例）
　時短遊技の遊技回数抽選の結果、例えば、比較的多数の遊技回数が当選した場合、時短
ゲーム数決定演出を実行する。時短ゲーム数決定演出は、遮蔽部材４２１～４２４と表示
装置３０の表示演出との組合せによる演出である。
　まず、図１６に示すように、第１演出を実行して、第１遮蔽部材４２１～第４遮蔽部材
４２４を、表示装置３０に対して遮蔽位置に変位させて、第２開口部４２０ａを形成して
表示領域を第２開口部４２０ａに限定する。抽選結果を第２開口部４２０ａ内の表示領域
に表示するとともに、第１遮蔽部材４２１～第４遮蔽部材４２４を遮蔽位置から非遮蔽位
置へ変位させつつ、その変位に合わせて、抽選結果を拡大表示する（図１７参照）。
　このような演出を実行することにより、演出図柄（２次元）の拡大表示に合わせて実体
ある部材（３次元）である遮蔽部材４２０を変動させるため、２次元の演出と３次元の演
出とが一体的に構成され、迫力ある演出を遊技者に提供して、演出の効果を高め遊技の嗜
好性を向上させることができる。
【００９５】
（第３変形例）
　第１可動部材５１は、図１８に示すように、表示装置３０の全ての演出図柄が変動中に
リーチ予告演出として、表示装置３０の前面に出没する演出を実行する。例えば、この演
出が実行された場合に、高確率で高確率リーチ演出が実行され、さらに、第１演出から第
３演出まで発展する確率が高まるようにしてもよい。
【００９６】
（第４変形例）
　第１可動部材５１が第１遮蔽位置または第２遮蔽位置（図１２参照）、もしくは第２可
動部材５２（図１３参照）が出現位置に位置するとき、第１開口部４３０ｂまたは第２開
口部４２０ａが前方から視認できないように遮蔽した状態で、第１可動部材５１または第
２可動部材５２を小刻みに揺動させる。
【００９７】
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（第５変形例）
　図１２に示すように、第１可動部材５１が第２遮蔽位置に位置するとき、遊技領域９ａ
の左上部の遊技領域照明部３９、及び右下部の遊技領域照明部３９の各光源同士を結ぶ線
上に第１可動部材５１が位置することになるが、その際に、左上部と右下部の遊技領域照
明部３９、４０を点灯又は点滅させる。この演出により、遊技領域照明部３９の光源が第
１可動部材５１の輪郭と一体をなして、あたかも遊技領域９ａを左上がりに横断する剣の
ように視認させることができる。さらに、第１可動部材５１にＬＥＤ等の照明機器を設け
て、表示装置３０の表示演出や第１可動部材５１の演出態様、また遊技領域照明部３９の
照明態様に合わせて点灯または点滅させることもできる。
【００９８】
（第６変形例）
　第１開口部４３０ｂ及び、シャッタ４４０を有しない遮蔽部材４２１～４２４を遮蔽位
置に変位させて、この第２開口部４２０ａを形成し、第２開口部４２０ａを、第１可動部
材５１または第２可動部材５２によって遮蔽する。
【００９９】
（第７変形例）
　遮蔽部材４２１～４２４における基部４３０に、切欠部４３０ａから表示領域における
中央方向へ出没可能な出没片（図示省略）を設ける。遮蔽部材４２１～４２４を遮蔽位置
に変位させて、第２開口部４２０ａを形成したときに、この第２開口部４２０ａを遮蔽部
材４２１～４２４の出没片を突出させることにより、各突出片が互いに結合して第２開口
部を閉鎖する。このとき、表示領域の前面は遮蔽され、前方から表示演出は視認できなく
なる。
【符号の説明】
【０１００】
Ｍ１　第１モータ
ＭＳ１　回転軸
Ｍ２　第２モータ
ＭＳ２　回転軸
１　遊技機
２　外枠
２ａ、２ｂ　扉ヒンジ部
３　内枠
４　幕板
５　スピーカ
６前扉
７　透明板
８　シリンダ錠
９　遊技盤
９ａ　遊技領域
１０Ｌ、１０Ｒ　照明ユニット
１１Ｌ、１１Ｒ　スピーカ
１２　上皿
１２ａ　前縁部
１３　下皿
１４　プッシュボタン
１５　発射ハンドル
１６　主制御基板
１７　副制御基板
１８　払出制御基板
１９　発射制御基板
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２０　センター役物
２０ａ　開口部
２１　遊技球案内通路
２２　ステージ
３０　表示装置
３１　第１始動口
３２　一般入賞口
３３　スルーチェッカ
３４　一般入賞口
３５　第２始動口
３５ａ　可動片
３６　大入賞口
３７　アウト口
３８ａ　特別図柄表示装置
３８ｂ　普通図柄表示装置
３９　遊技領域照明部
４０表示部遮蔽ユニット
５１　第１可動部材
５１ａ　回転軸
５２　第２可動部材
６０　第１駆動機構
６２　第２駆動機構
４１０　ベースプレート
４１０ａ　開口部
４１１　取付片
４２０　遮蔽部材
４２０ａ　第２開口部
４２１～４２４　遮蔽部材
４３０　基部
４３０ａ　切欠部
４３０ｂ　第１開口部
４３０ｃ　突部
４３０ｄ　突部
４３０ｅ　突出片
４４０　シャッタ
４４０ａ　突部
４５０　遮蔽部材可動機構
４６０　第１作動機構
４６１　リンク部材
４６１ａ　扇形ギヤ
４６１ｂ　長孔
４６１ｃ　回転軸
４６３　誘導部材
４６３ａ　摺動部
４６３ｂ　誘導棒
４６３ｃ　筒部
４７０　第２作動機構
４７１ａ　長孔
４７１ｂ　突部
４７１ｃ　回転軸
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４７１ｄ　突出片
４７１ｅ　コイルスプリング
４７３　動力伝達部材
４７３ａ　ラックギヤ部
４７３ｂ　当接部
４７５　ガイド装置
４７５ａ　基片
４７５ｂ　ローラー
４７５ｃ　ガイドレール
４７５ｄ　回転軸

【図１】 【図２】
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