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(57)【要約】
【課題】液晶表示装置などを搭載した機種であっても発
光面積を広く確保して視覚に訴える演出を行うことがで
きる遊技機を提供する。
【解決手段】スロットマシン１は、その前面の上部中央
に薄型ディスプレイ装置５を備え、薄型ディスプレイ装
置５の両側に固定発光部６，６、薄型ディスプレイ装置
５を覆う位置と固定発光部６，６の背面の位置との間で
スライド動作可能な可動発光部７，７をさらに備えてい
る。さらに、薄型ディスプレイ装置５の上部には、可動
発光部７，７によって覆われる別の可動発光部８が設け
られ、この可動発光部８は、可動発光部７，７が開いた
ときに上方にスライドする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の前面の上部中央に設けられた演出用告知領域と、前記筐体の前面に設けられた所
定の遊技条件下で発光する発光装置と、を備えた遊技機であって、
　前記発光装置は、
　前記演出用告知領域の両側に設けられた第１の発光部と、
　前記演出用告知領域の前面を覆う状態と、前記第１の発光部の前面または背面に重ねら
れて前記演出用告知領域を露出させる状態との間でスライド可能に支持された第２の発光
部とを備え、
　通常時の遊技条件下において、前記演出用告知領域が覆われた状態で前記第１の発光部
と前記第２の発光部のうち少なくとも一方が発光し、
　演出時の遊技条件下において、前記演出用告知領域を露出させた状態で、前記第１の発
光部と前記第２の発光部のうち少なくとも前面側に位置する発光部が発光するように構成
したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記演出用告知領域の上方には、上下方向にスライド可能な第３の発光部を備え、
　前記通常時の遊技条件下において、前記第３の発光部は、前記第２の発光部によって前
記演出用告知領域とともに覆われ、
　前記演出時の遊技条件下において、前記第３の発光部は、前記第２の発光部の動作とと
もに上方にスライドした状態で発光するように構成したことを特徴とする請求項１に記載
の遊技機。
【請求項３】
　前記演出用告知領域には、演出用の画像を表示する薄型ディスプレイ装置が備えられて
いることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技条件に応じて演出を変化させる遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スロットマシンなどの遊技機では、大当たり（ビックボーナスなど）時に筐体に
設けられた所定のランプを発光させて筐体をより明るく光らせることにより、大当たり（
ボーナス）時においてそうでないとき（通常時）よりも演出効果を高めることが一般的に
行われている。また、演出効果を高める手段として、リールや操作部などを除くスロット
マシンの前面の領域に多数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を配置して、大当たり時に最も発
光面積が大きくなるようにしたものも提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－６５９４６号公報（請求項１、図１）
【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、演出の多様化を図るために遊技機の前面上部には液晶表示装置などが搭
載される機種が増え、さらに近年ではこのような液晶表示装置がワイド化して、ランプの
発光面積が狭くなる傾向にある。このため、大当たり時などに派手な演出をすることが難
しく、他の機種との差別化が困難な状況になっているという課題がある。
【０００４】
　本発明は、前記従来の課題を解決するものであり、液晶表示装置などを搭載した機種で
あっても発光面積を広く確保して視覚に訴える演出を行うことができる遊技機を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明は、筐体の前面の上部中央に設けられた演出用告知領域と、前記筐体の前面に設
けられた所定の遊技条件下で発光する発光装置と、を備えた遊技機であって、前記発光装
置は、前記演出用告知領域の両側に設けられた第１の発光部と、前記演出用告知領域の前
面を覆う状態と、前記第１の発光部の前面または背面に重ねられて前記演出用告知領域を
露出させる状態との間でスライド可能に支持された第２の発光部とを備え、通常時の遊技
条件下において、前記演出用告知領域が覆われた状態で前記第１の発光部と前記第２の発
光部のうち少なくとも一方が発光し、演出時の遊技条件下において、前記演出用告知領域
を露出させた状態で、前記第１の発光部と前記第２の発光部のうち少なくとも前面側に位
置する発光部が発光するように構成したことを特徴とする。
【０００６】
　これによれば、可動する第２の発光部を設けたことにより、液晶表示装置などが設けら
れた機種であっても、広い発光面積を確保でき、視覚に訴える演出を行うことが可能にな
る。
【０００７】
　また、前記演出用告知領域の上方には、上下方向にスライド可能な第３の発光部を備え
、前記通常時の遊技条件下において、前記第３の発光部は、前記第２の発光部によって前
記演出用告知領域とともに覆われ、前記演出時の遊技条件下において、前記第３の発光部
は、前記第２の発光部の動作とともに上方にスライドした状態で発光するように構成した
ことを特徴とする。
【０００８】
　これによれば、さらに広い発光面積を確保できるので、さらに視覚に訴える演出が可能
になる。
【０００９】
　また、前記演出用告知領域には、演出用の画像を表示する薄型ディスプレイ装置が備え
られていることを特徴とする。
【００１０】
　これによれば、薄型ディスプレイ装置による演出と、第１の発光部ないし第３の発光部
による演出とによって演出効果をさらに高めることが可能になる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、液晶表示装置などを搭載した機種であっても視覚に訴える演出が可能
な遊技機を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１は本実施形態のスロットマシンを示す正面図であり、（ａ）は通常時の遊技条件下
、（ｂ）は大当たり時の遊技条件下、図２は可動発光部の駆動機構を示す概略図であり、
（ａ）は通常時の遊技条件下、（ｂ）は大当たり時の遊技条件下、図３は別の可動発光部
の駆動機構を示す概略図であり、（ａ）は通常時の遊技条件下、（ｂ）は大当たり時の遊
技条件下、図４は本実施形態のスロットマシンを示すブロック図、図５は本実施形態のス
ロットマシンを正面から見たときの発光パターンを示す模式図であり、（ａ）は通常時の
遊技条件下、（ｂ）は大当たり時の遊技条件下である。
【００１３】
　図１（ａ）および（ｂ）に示すように、本実施形態のスロットマシン１は、筐体２、リ
ール３、操作部４、薄型ディスプレイ装置５、固定発光部６，６、可動発光部７，７、可
動発光部８、固定発光部９（図１（ｂ）参照）などを含んで構成されている。
【００１４】
　筐体２は、上下、左右および背面が板材によって囲まれたボックス状に形成され、開放
した前面に前面扉２ａが蝶番（図示せず）を介して開閉可能に支持されるように構成され
ている。また、筐体２の内部には、リール３、ホッパ装置（図示せず）、メイン制御基板
２０（図４参照）などが収容されている。また、前面扉２ａには、リール表示窓３ａ、操
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作部４、薄型ディスプレイ装置５、固定発光部６，９、可動発光部７，８、サブ制御基板
２１（図４参照）、セレクタ（図示せず）などが設けられている。
【００１５】
　リール３は、左リール、中リール、右リールが左右方向に並んで配置され、それぞれの
リールの周囲に役（ビッグボーナス、レギュラーボーナス、子役など）を構成するための
図柄を配置したテープが貼られ、図示しないリールモータの駆動力によって回転するよう
になっている。
【００１６】
　操作部４は、ベットボタン４ａ、スタートレバー４ｂ、ストップボタン４ｃなどで構成
されている。ベットボタン４ａは、１ゲームに賭けるメダルの枚数を設定する（リール３
の有効ラインの本数を設定する）ボタン型のスイッチである。スタートレバー４ｂは、傾
倒操作されることによってゲームが開始されるスイッチである。ストップボタン４ｃは、
３つのボタン型のスイッチにより構成され、各リールに対応して設けられている。
【００１７】
　薄型ディスプレイ装置５は、例えば液晶パネルで構成され、リール３の上部に設置され
ている。この薄型ディスプレイ装置５には、各種の演出画像が表示され、例えば、大当た
り中である旨の画像が表示され、また遊技者に直接的または間接的に内部当選した役を告
知する画像が表示されるようになっている。
【００１８】
　固定発光部６は、四角形状を呈し、薄型ディスプレイ装置５の左右両側にそれぞれ固定
された状態で設けられている。本実施形態では、固定発光部６の上端部および外側端部が
前面扉２ａの外周縁部と一致するように形成されている。また、固定発光部６は、例えば
、四角プレート状のレンズ体６ａを有し、このレンズ体６ａの内部に複数の発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）、電球などの発光体６ｂが組み込まれて構成されている。
【００１９】
　可動発光部７は、四角形状を呈し、固定発光部６と固定発光部６との間の薄型ディスプ
レイ装置５の前面およびその上部を覆う位置（図１（ａ）参照）と、固定発光部６，６の
背面に隠れる位置（図１（ｂ）参照）との間でスライド可能に構成されている。この可動
発光部７も、レンズ体７ａを有し、このレンズ体７ａの内部にＬＥＤ、電球などの発光体
７ｂが組み込まれて構成されている。本実施形態では、可動発光部７の上端部が前面扉２
ａの上端部と一致するように形成されている。
【００２０】
　可動発光部８は、横長の四角形状を呈し、薄型ディスプレイ装置５の上方に設けられ、
通常時の前記可動発光部７，７によって覆われる位置（図１（ａ）参照）と、前面扉２ａ
の外周縁部（上端部）よりも上方に突出する位置（図１（ｂ）参照）との間でスライド可
能に構成されている。また、可動発光部８は、レンズ体８ａを有し、レンズ体８ａの内部
にＬＥＤ、電球などの発光体８ｂが組み込まれて構成されている。
【００２１】
　また、前面扉２ａには、図１（ｂ）に示すように、薄型ディスプレイ装置５の上部に、
固定発光部９が設けられている。この固定発光部９は、前記と同様に、レンズ体９ａと発
光体９ｂ（ＬＥＤ、電球など）で構成され、可動発光部７，７が外側にスライドするとと
もに可動発光部８が上方にスライドしたときに露出するようになっている。
【００２２】
　図２に示すように、それぞれの可動発光部７には、その底部にラック１１が固定されて
いる。このラック１１に対応して、前面扉２ａの通常時における固定発光部６と可動発光
部７との境界付近には、ラック１１と噛合するピニオン１２が設けられている。また、図
示左側のピニオン１２には、前面扉２ａに固定された駆動モータＭ１からの駆動力が伝達
され、図示右側のピニオン１２には、前面扉２ａに固定された駆動モータＭ２からの駆動
力が伝達されるようになっている。
【００２３】
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　これにより、図２（ｂ）に示すように、駆動モータＭ１が回転することによって、ピニ
オン１２が図示反時計回り方向に回動され、駆動モータＭ２が回転することによって、ピ
ニオン１２が図示時計回り方向に回動されて、各可動発光部７が左右にスライド動作する
。そして、可動発光部７の全体が固定発光部６の背面に隠れたところで駆動モータＭ１，
Ｍ２が停止する。なお、可動発光部７は、固定発光部６よりも後方（図示奥側）にずれて
配置され、またスライド溝（図示せず）などによって支持されてガタツキなくスライド動
作するようになっている。また、図２（ｂ）に示す状態において、駆動モータＭ１，Ｍ２
が前記とは逆回り方向に回動されることにより、可動発光部７が固定発光部６の背面から
現れるようにスライド動作する。そして、可動発光部７，７によって薄型ディスプレイ装
置５および可動発光部８の全体が覆われたところで、駆動モータＭ１，Ｍ２が停止する（
図２（ａ）参照）。
【００２４】
　図３に示すように、可動発光部８には、その側面にラック１３，１３が固定されている
。また、各ラック１３に対応して、前面扉２ａにピニオン１４が設けられ、ラック１３と
ピニオン１４とが噛合するようになっている。また、各ピニオン１４には、駆動モータＭ
３からの駆動力が伝達されるようになっている。なお、この例では、上下方向に可動であ
る可動発光部８は、左右方向に可動である可動発光部７よりも後方（図示奥側）にずれて
配置されている。
【００２５】
　これにより、図３（ｂ）に示すように、駆動モータＭ３，Ｍ３の駆動力によって、図示
左側のピニオン１４が図示反時計回り方向に、右側のピニオン１４が図示時計回り方向に
それぞれ回動されて、可動発光部８が上方にスライド動作する。そして、可動発光部８の
背面に設けられた固定発光部９の全体が露出したところで、各駆動モータＭ３が停止する
。また、図３（ｂ）に示す状態において、各駆動モータＭ３を前記とは逆方向に回動させ
ることにより、可動発光部８が下降して、可動発光部８によって固定発光部９の全体が覆
われたところで、各駆動モータＭ３が停止する（図３（ａ）参照）。
【００２６】
　なお、本実施形態において、固定発光部６および可動発光部７では、発光体６ｂ，７ｂ
が６個設けられているが、これに限定されるものではなく、５個以下であっても、７個以
上であってもよい。また、別の可動発光部８および固定発光部９の発光体８ｂ，９ｂにつ
いても、３個に限定されず、２個以下であっても、４個以上であってもよい。また、可動
発光部８を単一の駆動モータＭ３で駆動させるようにしてもよい。
【００２７】
　図４に示すように、本実施形態のスロットマシン１は、メイン制御基板２０、サブ制御
基板２１を備え、メイン制御基板２０がリール３や操作部４（４ａ～４ｃ）と電気的に接
続されている。また、メイン制御基板２０は、サブ制御基板２１と接続され、サブ制御基
板２１は、薄型ディスプレイ装置５、固定発光部６，９、可動発光部７，８、駆動モータ
Ｍ１～Ｍ３と電気的に接続されている。
【００２８】
　また、図示していないが、メイン制御基板２０およびサブ制御基板２１は、それぞれＣ
ＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ、ＲＡＭ、乱数発生
器、インターフェース回路などを含んで構成されている。
【００２９】
　次に、本実施形態のスロットマシン１の動作について図１、図４および図５を参照して
説明する。まず、図１（ａ）に示すように、通常時の遊技条件下では、可動発光部７，７
によって薄型ディスプレイ装置５、可動発光部８および固定発光部９が覆われており、遊
技者からは固定発光部６と可動発光部７のみが視認できるようになっている。なお、通常
時の遊技条件下とは、例えば、大当たりに相当する図柄が揃ってボーナスゲームに突入し
ている状態以外の状態を意味している。なお、大当たりとは、いわゆるビッグボーナス（
ＢＢ）やレギュラーボーナス（ＲＢ）と称されるような図柄が揃ってボーナスゲームに突



(6) JP 2009-261420 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

入している状態をいう。
【００３０】
　通常の遊技条件下では、メイン制御基板２０は、遊技者のストップボタン４ｃの操作に
よって停止されたリール３の位置を図示しない位置センサによって検出し、大当たりでな
い旨の信号をサブ制御基板２１に送って、サブ制御基板２１は、図５（ａ）に示すように
、固定発光部６と可動発光部７とを発光するように制御する。なお、このとき、固定発光
部６と可動発光部７のいずれかを発光させるようにしてもよい。また、このとき可動発光
部７の背面に位置している可動発光部８および固定発光部９は消灯し、薄型ディスプレイ
装置５は非表示となっている。
【００３１】
　一方、図１（ｂ）に示すように、大当たり時（演出時）の遊技条件下では、可動発光部
７が固定発光部６の背面に隠れる位置にスライド動作し、さらに可動発光部８が上方に突
出した位置にスライド動作する。この場合、メイン制御基板２０は、遊技者のストップボ
タン４ｃの操作によって停止されたリール３の位置が大当たりに相当する図柄であると判
断し、大当たりである旨の信号をサブ制御基板２１に送る。サブ制御基板２１は、駆動モ
ータＭ１，Ｍ２を駆動して、可動発光部７，７を左右方向にスライド動作して開放し、さ
らに駆動モータＭ３，Ｍ３を駆動して、可動発光部８を上方にスライド動作させる。そし
て、サブ制御基板２１は、図５（ｂ）に示すように、固定発光部６は発光させたまま、可
動発光部７を消灯し、さらに可動発光部８と固定発光部９をそれぞれ発光させる制御を行
う。なお、薄型ディスプレイ装置５は、大当たりに相当する所定の演出用の画像を表示す
るように制御される。
【００３２】
　このように、本実施形態のスロットマシン１によれば、可動発光部７を設けることによ
って、前面扉２ａの上部に薄型ディスプレイ装置５が搭載された機種であっても、発光面
積を広く確保でき、発光体によって視覚に訴える演出を行うことが可能になる。さらに、
可動発光部７の背面に別の可動発光部８を設けることにより、大当たり時の遊技条件下に
おいて、薄型ディスプレイ装置５が露出した状態で発光面積を広げることができるので、
視覚に訴える演出を行うことが可能になる。また、演出用告知領域Ｑ（図１（ｂ）参照）
に薄型ディスプレイ装置５を設けたことにより、薄型ディスプレイ装置５に表示される演
出用の画像と、固定発光部６，９および可動発光部８の発光とによって、さらに派手な（
豪華な）演出が可能になる。このように、可動発光部７，８を設けるというこれまでにな
い構成を備えたスロットマシン１とすることによって、従来の機種との差別化を図ること
が可能になる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、大当たり時の遊技条件下において可動発光部７が固定発光部６
の背面に位置するように構成したが、可動発光部７が固定発光部６の前面側に位置するよ
うに構成してもよい。また、本実施形態では、可動発光部７，８を駆動させる機構として
ラックとピニオンを用いた例を挙げて説明したが、これに限定されるものではなく、リニ
アモータを用いた機構などであってもよい。
【００３４】
　また、本実施形態のスロットマシン１の変形例として、図６および図７に示す構成にす
ることもできる。図６は固定発光部および可動発光部の変形例を示す模式図、図７は可動
発光部の動作パターンの変形例を示し、（ａ）は第１停止時、（ｂ）は第２停止時、（ｃ
）は第３停止時である。
【００３５】
　図６に示すように、固定発光部６Ａおよび可動発光部７Ａは、いずれもドット形式の表
示装置によって構成されている。なお、ドット形式の表示装置とは、発光体をマトリクス
状に配置し、その明滅により文字や絵を表現するものである。
【００３６】
　これにより、通常時の遊技条件下では、固定発光部６Ａと可動発光部７Ａとによって、
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スロットマシン１の前面上部において、様々な演出表示が可能となり、大当たりの遊技条
件下では、固定発光部６Ａと、可動発光部８および固定発光部９（図５参照）と、薄型デ
ィスプレイ装置５（図５参照）とによって、派手な（豪華な）演出を行うことが可能にな
る。なお、可動発光部８や固定発光部９を、固定発光部６Ａや可動発光部７Ａと同様なド
ット形式の表示装置にしてもよい。
【００３７】
　図７に示すように、ストップボタン４ｃの操作に応じて、可動発光部７，８の動作を制
御するようにしてもよい。すなわち、３つのストップボタン４ｃのうちの最初に押された
場合を第１停止、２番目に押された場合を第２停止、３番目に押された場合を第３停止と
して、例えば、図７（ａ）に示すように、第１停止時に一方（図示左側）の可動発光部７
をスライドさせて開放し、図７（ｂ）に示すように、第２停止時にもう一方（図示右側）
の可動発光部７をスライドさせて開放し、図７（ｃ）に示すように、第３停止時に可動発
光部８を上方にスライドさせるように、段階的に動作させてもよい。
【００３８】
　なお、本発明は、前記した実施形態に限定されるものではなく、演出用告知領域Ｑに薄
型ディスプレイ装置５を搭載した場合を例に挙げて説明したが、役物などを搭載してもよ
い。なお、役物とは、例えば、回転体などアナログ的に役を告知する機能を有するもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本実施形態のスロットマシンを示す正面図であり、（ａ）は通常時の遊技条件下
、（ｂ）は大当たり時の遊技条件下である。
【図２】可動発光部の駆動機構を示す概略図であり、（ａ）は通常時の遊技条件下、（ｂ
）は大当たり時の遊技条件下である。
【図３】別の可動発光部の駆動機構を示す概略図であり、（ａ）は通常時の遊技条件下、
（ｂ）は大当たり時の遊技条件下である。
【図４】本実施形態のスロットマシンを示すブロック図である。
【図５】本実施形態のスロットマシンを正面から見たときの発光パターンを示す模式図で
あり、（ａ）は通常時の遊技条件下、（ｂ）は大当たり時の遊技条件下である。
【図６】固定発光部および可動発光部の変形例を示す模式図である。
【図７】可動発光部の動作パターンの変形例を示し、（ａ）は第１停止時、（ｂ）は第２
停止時、（ｃ）は第３停止時である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　　スロットマシン（遊技機）
　２　　　筐体
　２ａ　　前面扉
　３　　　リール
　４　　　操作部
　４ａ　　ベットボタン
　４ｂ　　スタートレバー
　４ｃ　　ストップボタン
　５　　　薄型ディスプレイ装置
　６　　　固定発光部（第１の発光部）
　７　　　可動発光部（第２の発光部）
　８　　　可動発光部（第３の発光部）
　９　　　固定発光部
　６ａ～９ａ　レンズ体
　６ｂ～９ｂ　発光体
　１１，１３　ラック
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　１２，１４　ピニオン
　Ｍ１～Ｍ３　駆動モータ
　Ｑ　　　演出用告知領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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