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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に、液晶表示やＬＥＤ表示等により画像を変動表示せしめる画像表示装置を備え
た遊技機において、
　上記画像表示装置の左右両側位置にそれぞれ回転軸を設け、
　透明フィルムに半透明または不透明の絵柄を設けた複数の表示領域と、上記絵柄のない
複数の非表示領域とを連設した環状の表示媒体を上記両回転軸に巻き回し、上記表示媒体
を上記画像表示装置の周囲に張設し、
　駆動機構により上記両回転軸または一方の回転軸を作動させ、上記表示媒体を循環移動
せしめて、表示媒体の複数の上記表示領域または上記非表示領域のうちのいずれかの領域
を上記画像表示装置の表示面の前方位置に進退可能に移動せしめるようになし、
　かつ、上記画像表示装置の表示面の前方に位置する上記表示媒体の領域を検知する位置
検知手段と、
　該位置検知手段の検知結果と次に上記画像表示装置の表示面の前方に移動せしめる上記
いずれかの領域とで最適な移動方法を判断する判断手段と、
　該判断手段の結果に基づいて上記次の領域へ表示媒体を移動せしめる上記駆動機構の駆
動量を算出する演算手段と、を備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　上記判断手段は、現在、上記画像表示装置の表示面の前方に位置する上記表示媒体の上
記いずれかの領域から次に上記画像表示装置の表示面の前方に移動せしめる領域への移動
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距離が最短ですむ移動方法を最適と判断するように構成した請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　遊技盤に、画像を変動表示せしめる画像表示装置を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機たるパチンコ機には、遊技盤に液晶表示やＬＥＤ表示等により画像を変動
表示せしめる画像表示装置を備え、遊技球が所定の領域に進入すると、複数の画像を変動
表示し、表示された画像が予め設定された画像であれば大当りとなって多数の賞球の獲得
可能な、遊技者にとって有利な特別遊技に移行するものがある。
【０００３】
　この種のパチンコ機では、上記画像表示装置の画面にキャラクタ等を表示し、大当りと
なりそうなリーチ予告や大当り予告を演出したり、これらリーチ予告や大当り予告に合わ
せてランプ表示や音声を発生させて遊技者の期待感を高めるようにしている。
【０００４】
　しかしながら、上記画像表示装置の画面で行われるリーチ予告や大当り予告では、パチ
ンコ機の種類が異なっても、遊技者にとっては、キャラクタ等に違いは有るものの、どの
パチンコ機でも同じような演出であり、直ぐに飽きてしまって面白みに欠けるといった問
題があった。
【０００５】
　また、画像以外に、遊技盤上にキャラクタ等の形の可動部材を設け、上記リーチ予告や
大当り予告時に可動部材を作動して遊技者を楽しませるようにしたものがある。この場合
、上記可動部材は合成樹脂の型成形品で構成され、生産コストが高いといった問題点あっ
た。
【０００６】
　また、下記特許文献に記載されたように、遊技盤の前面を覆う透明前面扉の透光面を横
断するように、帯状透明フィルムの部分帯域上に報知指標が設けられた可撓性報知帯を張
設し、走行制御手段を介して上記可撓性報知帯を長手方向に沿って移動制御させ、上記報
知指標を透明前面扉の透光面上に表示したり、透光面外へ退出させたりするようにしたも
のが提案されている。これによれば、上記リーチ予告や大当り予告時に可撓性報知帯の報
知指標を表示演出ができるが、透明前面扉の透光面を横断するように設けられた上記可撓
性報知帯は、移動範囲が広く、報知指標の移動に時間がかかり、テンポよく実行される遊
技の流れが滞り、遊技者が興ざめするといった問題があった。
【特許文献１】特開２００３－１５４０７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで本発明は、多彩な表示演出が可能で、遊技者を飽きさせることのない興趣の豊か
な遊技機を提供することを課題としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は遊技盤に、液晶表示やＬＥＤ表示等により画像を変動表示せしめる画像表示装
置を備えた遊技機において、
　上記画像表示装置の左右両側位置にそれぞれ回転軸を設け、
　透明フィルムに半透明または不透明の絵柄を設けた複数の表示領域と、上記絵柄のない
複数の非表示領域とを連設した環状の表示媒体を上記両回転軸に巻き回し、上記表示媒体
を上記画像表示装置の周囲に張設し、
　駆動機構により上記両回転軸または一方の回転軸を作動させ、上記表示媒体を循環移動
せしめて、表示媒体の複数の上記表示領域または上記非表示領域のうちのいずれかの領域
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を上記画像表示装置の表示面の前方位置に進退可能に移動せしめるようになし、
　かつ、上記画像表示装置の表示面の前方に位置する上記表示媒体の領域を検知する位置
検知手段と、
　該位置検知手段の検知結果と次に上記画像表示装置の表示面の前方に移動せしめる上記
いずれかの領域とで最適な移動方法を判断する判断手段と、
　該判断手段の結果に基づいて上記次の領域へ表示媒体を移動せしめる上記駆動機構の駆
動量を算出する演算手段と、を設ける（請求項１）。通常、非表示領域を画像表示装置の
前面に進出せしめておき、必要なときに表示領域を画像表示装置の前面へ進出せしめて、
画像表示装置の画像と合わせてバリエーションの多い遊技進行上の演出ができる。また表
示媒体の巻き戻しが不要で、迅速に絵柄を進退移動させることができ、かつ位置検知手段
、判断手段および演算手段により表示媒体の移動を正確にできる。
【００１１】
　上記判断手段は、現在、上記画像表示装置の表示面の前方に位置する上記表示媒体の上
記いずれかの領域から次に上記画像表示装置の表示面の前方に移動せしめる上記いずれか
の領域への移動距離が最短ですむ移動方法を最適と判断するように構成する（請求項２）
。迅速に表示媒体の所定の領域を画像表示装置の表示面の前方に移動させることができる
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、画像表示装置とその表示面の前方位置へ進退可能な表示媒体の絵柄を組み合
わせた多彩な表示演出が可能で、遊技者を飽きさせることのない興趣の豊かな遊技機を提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　先ず本発明に関連して発明者らが開発した参考例について説明する。図１ないし図１１
は第１の参考例を示すものである。図１は遊技機の全体図を示し、遊技機は長方形の外枠
１１１と前面枠１１２とを有し、前面枠１１２は、左端上下のヒンジ１１６により外枠１
１１に対し水平方向に回動自在に取り付けられており、前面枠１１２と一体化している各
部をメンテナンス時等に手前側に開き出すことが可能である。遊技機は、通常複数列レイ
アウトされる遊技機設置島に外枠１１１にて取り付けられ、プリペードカードユニットと
交互に配置される。
【００１４】
　前面枠１１２の内側には、前面枠１１２の高さ方向の上側略２／３の大きさをカバーす
る金枠１１３が取り付けられ、金枠１１３の左側を支軸にして金枠１１３の内周を縁取る
ガラス枠１１４が開閉可能に蝶着される。ガラス枠１１４にはガラス板１１５が二重に装
填されている。ガラス板１１５の奥側で前面枠１１２の内側には遊技盤２１が収納され、
ガラス板１１５を挟んで遊技者と対向するようになっている。
【００１５】
　前面枠１１２の内側にはまた、金枠１１３の下方にバスタブ状の上皿１２１と下皿１２
４とが手前側に突出して設けられている。上皿１２１の本体部にはエボナイド等の汚れの
つきにくいものが用いられる。上皿１２１の側面には賞球の払出し用等の排出口１２２が
開口している。
【００１６】
　上皿１２１は左右に手前に膨出する膨出部を有し、左側の膨出部の頂部には、上記プリ
ペードカードユニットに挿入されたプリペードカードの残高を表示する残高表示部１３３
、遊技球の貸し出しを受ける場合に押下する球貸し釦１３１および精算する場合の精算釦
１３２が設けられている。
【００１７】
　下皿１２４は側面に溢れ球排出口１２５が開口しており、上皿１２１満杯時の溢れ球が
流入するとともに発射し損ねた戻り球の出口となっている。また、遊技者が上皿球抜きレ
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バー１２３を操作することにより溢れ球排出口１２５を介して上皿１２１と連通するよう
になっており、上皿１２１の遊技球を下皿１２４に移動することが可能である。また、下
皿１２４が遊技球で満杯となった時には、下皿球抜きレバー１２６の操作により下皿１２
４の底面が開口して下皿１２４の下方に排出可能であり、遊技球を別箱に移すことができ
る。
【００１８】
　下皿１２４の右側には発射ハンドル１４１が設けられている。発射ハンドル１４１は、
手前側に突出して取り付けられたグリップ部１４２の外周にリング状の回動リング１４３
を同軸に設けてなり、遊技者が回動リング１４３を時計方向に回動すれば、上皿１２１か
ら供給される遊技球を遊技盤２１の盤面上に発射することができる。
【００１９】
　図２は本遊技機の遊技盤２１を示す。本遊技機は、遊技盤２１上に打ち出された遊技球
が所定の遊技領域たる入賞口３１に入球すると、乱数からなる抽出値が抽出され、該抽出
値に基づいて特別遊技に移行するか否かの大当り判定を行い、その判定結果に基づいて特
別画像表示装置６４の画像や図柄を変動表示して上記判定結果を報知し、大当りとなると
通常の遊技とは異なる特別遊技を実行するものである。
【００２０】
　図２に示すように、遊技盤２１の盤面上には、盤面上を略円形に縁取るように盤面に対
して垂直に帯状のレール２２，２３が設けてある。レール２２，２３は図中左側の一部が
二重になっており、発射ハンドル１４１の操作で遊技球が外側レール２２に沿って発射さ
れ、レール２２，２３で囲まれた盤面の略円形領域内に入る。この略円形領域の中央には
特別画像表示装置６４が設けられ、その周囲に種々の入賞口３１，３５、大入賞口３２、
多数の遊技釘、風車等が設けられている。
【００２１】
　特別画像表示装置６４の下方には入賞口３１が設けられ、入賞口３１はソレノイドで作
動する電動チューリップである。入賞口３１の左右両側には普通の入賞口３５が設けてあ
る。
【００２２】
　入賞口３１の下方には大入賞口３２が設けられる。大入賞口３２は、アタッカー扉が電
動で作動して幅広の入球口を開閉し、「開」時には多くの入賞を見込むことができる。
【００２３】
　また、特別画像表示装置６４の左右両側には普通図柄作動ゲート３４が設けられており
、ここを遊技球が通過すると、普通図柄表示部３６の普通図柄が変動する。普通図柄作動
ゲート３４に入った遊技球は再び遊技盤２１上に出現する。
【００２４】
　特別画像表示装置６４の画像を表示する画像表示器６４１はＬＣＤパネルで、遊技盤２
１の中央に嵌設された画像表示枠２４の開口部２４１内に表示面６４２を手前に向けて設
けられる。特別画像表示装置６４の前方位置には、画像表示器６４１の表示前面位置とそ
の外側位置とに絵柄５０を進退可能に移動せしめる表示媒体５が張設してある。
【００２５】
　図２ないし図４に示すように、特別画像表示装置６４は画像表示器６４１とこれを制御
する画像制御基板６４０を備え、画像表示器６４１の背面側に間隔をおいて画像制御基板
６４０が平行に配置され、この状態で透明の樹脂ケース６４３に収納されている。特別画
像表示装置６４は、画像表示器６４１の表示面６４２を遊技盤２１に設けた画像表示枠２
４の開口部２４１内に臨ませ、樹脂ケース６４３を遊技盤２１の背面側に突設した棚状の
台座９に載置固定してある。画像表示枠２４の開口部２４１後縁と樹脂ケース６４３の前
面との間には間隙が設けてある。
【００２６】
　台座９の横幅は特別画像表示装置６４よりも大き目に設けてあり、台座９の横幅方向中
央に特別画像表示装置６４を載置している。台座９の上面には特別画像表示装置６４の左
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右両側にそれぞれ回転軸４ａ，４ｂが立設してある。各回転軸４ａ，４ｂは、台座９に電
動の駆動モーター４０を載置固定し、各駆動モーター４０のモーター軸をそれぞれ上方へ
延長するように立設してあり、各駆動モーター４０の駆動により回転可能としてある。両
回転軸４ａ，４ｂは互いに平行に設けてある。各回転軸４ａ，４ｂの上端および下端には
軸と一体に回転するプーリー４１が取付けてある。
【００２７】
　図５に示すように、表示媒体５は、フレキシブルな透明フィルムの上縁および下縁に沿
ってベルト５２を付着した横方向に延びる帯体で構成してある。表示媒体５の縦長は上下
のベルト分、特別画像表示装置６４の表示面６４２の縦長よりも大きくしてある。表示媒
体５には、半透明または不透明なキャラクタ等の絵柄５０が印刷された複数の表示領域５
３ａ，５３ｂ，５３ｃと、絵柄等が印刷されていない複数の非表示領域５４ａ，５４ｂ，
５４ｃとが長手方向に交互に設けてある。尚、各表示領域５３ａ，５３ｂ，５３ｃおよび
各非表示領域５４ａ，５４ｂ，５４ｃの横長は特別画像表示装置６４の表示面６４２の横
幅に合わせてある。
【００２８】
　各表示領域５３ａ，５３ｂ，５３ｃおよび各非表示領域５４にはそれぞれ、下縁の一方
の隅角に、各領域ごとに判別可能な位置検知手段たるバーコード５５が設けてある。
【００２９】
　図２ないし図４に示すように、表示媒体５は、両端縁をそれぞれ各回転軸４ａ，４ｂに
結合するとともに各回転軸４ａ，４ｂに巻回し、遊技盤２１の画像表示枠２４と特別画像
表示装置６４の表示面６４２との間の隙間を通して表示面６４２前方位置に張設してある
。この時、各表示領域５３ａ，５３ｂ，５３ｃまたは各非表示領域５４ａ，５４ｂ，５４
ｃのいずれかの領域が表示面６４２前方位置にくるようにしてある。このように張設した
表示媒体５は、左右いずれかの回転軸４ａ，４ｂをその駆動モーター４０の駆動により巻
取り方向（矢印ｘまたはｘ’方向）へ回転させていずれかの回転軸４ａ，４ｂで表示媒体
５を巻取ることで左右方向に往復移動可能で、表示面６４２前方位置に各領域５３ａ，５
３ｂ，５３ｃ，５４ａ，５４ｂ，５４ｃを進出せしめることができる。
【００３０】
　図６に示すように、特別画像表示装置６４の表示面６４２前方位置において、表示媒体
５は、上縁および下縁がそれぞれ特別画像表示装置６４の樹脂ケース６４３の前面上縁お
よび前面下縁に沿って突設した断面ほぼＬ字形の上下のガイド６４４に嵌入され、上記移
動時に表示面６４２前方位置からの位置ずれを防止している。また、下部ガイド６４４の
一端には表示媒体５の各バーコード５５に対応する位置に位置検知手段たるセンサ６４６
が設置してある。
【００３１】
　図７は、各種装置６１～６６等により構成される本遊技機の電気的構成を示すもので、
主制御装置６１は、遊技制御プログラムを記憶したＲＯＭおよび演算等の作業領域として
働くＲＡＭを内蔵したワンチップマイコンを中心とした論理演算回路として構成され、各
装置６２～６６、各種スイッチ類７１１～７１８および各種アクチュエータ類７１９～７
２１との入出力を行うための外部入出力回路も設けられている。
【００３２】
　主制御装置６１が信号入力を受ける各種スイッチ類７１１～７１８について説明する。
満タンスイッチ７１１は下皿１２４内に設けられた圧力センサであり、下皿１２４が遊技
球で満タン状態になったことを検知する。玉切れスイッチ７１２は球タンク５２に設けら
れた圧力センサであり、球タンク５２内に遊技球が不足していることを検知する。
【００３３】
　始動口スイッチ７１３は入賞口３１内に、普通図柄始動スイッチ７１４は普通図柄作動
ゲート３４内に設けられ、それぞれ遊技球を検知する。入賞口３１に入賞すると主制御装
置６１は特別画像表示装置６４に、大当りか否かを画像表示器６４１に表示することを要
求する指令コマンドを送信する。
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【００３４】
　また、Ｖスイッチ７１５は大入賞口３２内に設けられ、入賞した遊技球が特別領域を通
過したことを検知する。カウントスイッチ７１６は大入賞口３２内に入賞するすべての遊
技球を検知する。
【００３５】
　賞球センサー７１７は払出制御装置６２から払い出される賞球をカウントする。各普通
入賞口スイッチ７１８は各普通入賞口３５等に入賞した遊技球を検知する。
【００３６】
　主制御装置６１により駆動されるアクチュエータ類７１９～７２１について説明する。
大入賞口ソレノイド７１９はアタッカー扉３２１の開閉に、Ｖソレノイド７２０は大入賞
口３２内の上記特別領域の開閉に、普通役物ソレノイド７２１は普通電動役物３１の開閉
に、それぞれ使用される。アタッカー扉３２１は、基本的な開放時間（通常２０秒）が設
定されており、該開放時間がカウントアップする前に、カウントスイッチ７１６により検
知される遊技球の数が所定数（通常、１０個）に達すると閉鎖する。
【００３７】
　払出制御装置６２は１チップマイクロコンピュータを用いた論理演算回路として構成さ
れたもので、主制御装置６１と、主制御装置６１からの送信のみが許容される一方向通信
を行い、主制御装置６１からの制御コマンドに従って入賞があった場合に賞球モータ７２
２を作動せしめて賞球の払い出しの制御を行うとともに、上記のプリペードカードユニッ
ト７２３およびＣＲ精算表示装置７２４と双方向通信を行い、球貸しソレノイド７２５を
駆動して貸し球の供給の制御を行う。貸球の数は球貸しセンサ７２６の出力に基づいてカ
ウントされる。ＣＲ精算表示装置７２４は上記上皿１２１の押し釦１３２，１３３および
残高表示部１３１形成位置に内蔵され、球貸し釦１３２の押下でオンする球貸しスイッチ
、精算釦１３３の押下でオンする精算スイッチおよび残高表示部１３１における数値表示
用のＬＥＤから構成されている。
【００３８】
　発射制御装置６３は、遊技者が操作する発射ハンドルの回動量を検知する回動量センサ
（図４中、発射ハンドル）７２６の検知量に応じて図示しない発射装置を構成する発射モ
ータ７２７を駆動制御するもので、１チップマイコンからなる。発射制御装置６３は、払
出制御装置６２と、払出制御装置６２からの送信のみが許容される一方向通信を行う。発
射制御装置６３には発射停止スイッチ７２７が接続され、遊技者により操作されると発射
を一時的に停止せしめるようになっている。また、タッチスイッチ７２８は発射ハンドル
１４１に内蔵されて、遊技者が発射ハンドル１４１に触れているか否かを検知するもので
、遊技機が稼働中か否かが知られる。
【００３９】
　特別画像表示装置６４は、画像表示器６４１と、主制御装置６１の指令に基づいて画像
表示器６４１の画像を制御する画像制御基板６４０を備えている。画像制御基板６４０は
１チップマイコン等を中心に構成され、画像表示器６４１の背景画像および３つの特別図
柄Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３（（図８ないし図９参照。）を制御する。
【００４０】
　画像表示器６４１の特別図柄Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３は例えば１２種類用意されており、後述
するように上記入賞口３１への入球をトリガーとして特別図柄Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３が変動す
る。この特別図柄Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３の変動は、例えばスロットルマシンのごとく、回転す
るドラムの表面に表された図柄がドラムの回転により順繰りに現出するのを模した態様に
て行われる。そして、３つの特別図柄Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３が揃うと、大当りとなる。特別図
柄Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３は数字や絵等種々のものが用いられるが、以下の説明では、便宜のた
め、「０」「１」「２」「３」「４」「５」「６」「７」「８」「９」の１０種類として
説明し、３つの特別図柄Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３の表示を「７０６」のように表すものとする。
【００４１】
　また、特別画像表示装置６４には、上記位置検知センサ６４６からの信号を画像制御基
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板６４０へ入力せしめる信号入力部と、画像制御基板６４０から駆動モーター４０へ駆動
信号を出力する信号出力部とを備えている。更に、画像制御基板６４０には、表示面６４
２の前方に位置する表示媒体５の領域を識別した位置検知センサ６４６の検知結果と、予
め決定された次に表示面６４２の前方位置に移動せしめる領域とで、表示媒体５を移動さ
せるのに必要な駆動モーター４０の駆動量を算出する演算手段を備えている。
【００４２】
　ランプ制御装置６５は、１チップマイコンを有するとともに、ランプ出力部に短絡防止
用のＩＣチップが設けられ、主制御装置６１からの指令を受けて特別図柄保留表示部用の
ＬＥＤ７３０や普通画像表示用のＬＥＤ７３１、普通画像保留記憶用のＬＥＤ７３２の他
、装飾用等の各種のランプ類７３３およびＬＥＤ類７３４を点灯駆動する。
【００４３】
　音制御装置６６は多数の音声データを記憶したマスクＲＯＭ内蔵の１チップマイコンと
、これにより制御される音源ＩＣおよびアンプ等から構成されており、主制御装置６１お
よび画像制御基板６４０の指令を受けて、録音した音源をフレーズに組み立てスピーカ７
３５を駆動制御する。
【００４４】
　主制御装置６１と上記各装置６２～６６との間の送受信回路は、主制御装置６１からの
み送信する一方向通信の回路として構成されている。この一方向通信の構成はインバータ
回路やラッチ回路を用いて構成できる。
【００４５】
　また、主制御装置６１は、盤用外部接続端子７４１を介して、遊技場内の遊技機全体を
管理するホールコンピュータ１ｃと接続され、ホールコンピュータに賞球の払い出し数等
の種々の遊技情報を送信するようになっている。また、試験信号端子７４２と接続され、
遊技機を所定の状態として、故障の解析などを行うことができる。また、払出制御装置６
２は、枠用外部接続端子７４３と接続され、枠用外部接続端子７４３を介してホールメイ
ンコンピュータ１ｃに所定の情報を送信する。また、枠用外部接続端子７４３には、ガラ
ス枠１１４の開閉状態を検知する扉開放スイッチ７５１が接続され、ガラス枠１１４が開
放されると、これが遊技場側に知られるようになっている。
【００４６】
　表示媒体５は、通常、いずれかの非表示領域５４を表示面６４２の前方位置に配し、非
表示領域５４を通して表示面６４２が見えるようにしてある。そして、遊技盤２１に発射
された遊技球が入賞口３１に入球し、特別画像表示装置６の特別図柄Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３が
変動を開始したときに、例えば画像表示器６４１の表示面６４２に図８（Ａ）に示した背
景パターンＲを表示するとともに、表示媒体５の表示領域５３ａ（図８（Ｂ））を表示面
６４２の前方位置に進出せしめ、図８（Ｃ）に示すように、表示面６４２の背景パターン
Ｒと表示媒体５の表示領域５３ａの絵柄５０とを組み合わせたリーチ予告の表示演出を行
う。
【００４７】
　また他のリーチ予告として、画像表示器６４１の表示面６４２に図９（Ａ）に示した背
景パターンＳを表示するとともに、表示媒体５の表示領域５３ｂ（図９（Ｂ））を表示面
６４２の前方位置に進出せしめ、図９（Ｃ）に示すように、表示面６４２の背景パターン
Ｓと表示領域５３ｂの絵柄５０とを組み合わせた表示演出を行う。
【００４８】
　更に、特別図柄Ｄ１，Ｄ３が停止表示されてリーチとなったとき、画像表示器６４１の
表示面６４２に図１０（Ａ）に示した背景パターンＴを表示するとともに、表示媒体５の
表示領域５３ｃ（図１０（Ｂ））を表示面６４２の前方位置に進出せしめ、図１０（Ｃ）
に示すように、表示面６４２の背景パターンＴと表示領域５３ｃの絵柄５０とを組み合わ
せた大当たり予告の表示演出を行う。
【００４９】
　このように表示媒体５は、回転軸４ａ，４ｂの回転駆動により左右方向に往復移動し、
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必要に応じて複数の表示領域５３ａ，５３ｂ，５３ｃのいずれかの領域を特別画像表示装
置６４の表示面６４２の前面位置に進出せしめ、表示領域５３ａ，５３ｂ，５３ｃの絵柄
５０とその背景で展開される特別画像表示装置６４の表示面６４２の画像とを組合わせた
多彩なリーチ予告や大当り予告等の演出を行うことができる。また、各表示領域５３ａ，
５３ｂ，５３ｃと非表示領域５４とを交互に設けたので、表示領域５３ａ，５３ｂ，５３
ｃから非表示領域５４への切り替えを迅速にできる。従って、本参考例によれば表示演出
が多彩で遊技者を飽きさせることのない興趣の豊かな遊技機を提供できる。
【００５０】
　図１１は本参考例に用いる他の表示媒体５Ａを示し、表示媒体５Ａとして、上下のベル
ト５２に、分割されたシート状のフレキシブルな透明フィルムに絵柄５０を印刷した各表
示領域５３ａ，５３ｂ，５３ｃを所定の間隔をおいて固着し、各表示領域５３ａ，５３ｂ
，５３ｃ間の上記間隔で非表示領域５４を形成してもよい。これによれば、各非表示領域
５４が特別画像表示装置６４の表示面６４２の前面位置となったとき、表示面６４２が鮮
明に見える。
【００５１】
　次に図１、図７、図１２ないし図１４に基づいて本発明の実施形態を説明する。本実施
形態は環状に形成された表示媒体５Ｂを特別画像表示装置６４の外周を囲むように付設し
たもので、基本構造は第１の参考例のそれぞれほぼ同じで相違点を中心に説明する。尚、
図において同一部材は同一符号で表し、それらの説明を省略する。
【００５２】
　図１２ないし図１４に示すように、横幅方向中央に特別画像表示装置６４を載置した台
座９の左右両側位置にはそれぞれ、回転軸４ａ，４ｂとガイド軸４５が立設してある。一
方の回転軸４ａ（図の向かって左側）は特別画像表示装置６４の前面の側方位置に駆動モ
ーター４０を介して立設され、駆動モーター４０の駆動により回転可能としてある。他方
の回転軸４ｂは特別画像表示装置６４の前面の他方の側方位置で軸下端が台座９に回転可
能に支持されている。各ガイド軸４５はそれぞれ、特別画像表示装置６４の背面の両側方
位置に軸下端が台座９に回転可能に支持されている。
【００５３】
　表示媒体５Ｂは、上述の第１の参考例に用いた表示媒体５（図５）と同様に、フレキシ
ブルな透明フィルムの上縁および下縁に沿ってベルト５２を付着した横方向に延びる帯状
体で、半透明または不透明なキャラクタ等の絵柄５０が印刷された複数の表示領域５３ａ
，５３ｂ，５３ｃと、絵柄等が印刷されていない複数の非表示領域５４とが長手方向に交
互に設けてある。そして、表示媒体５Ｂは透明フィルムの両端を結合して環状に形成して
ある。各表示領域５３ａ，５３ｂ，５３ｃおよび各非表示領域５４の下縁の一方の隅角に
は識別用のバーコードが設けてある。
【００５４】
　表示媒体５Ｂは、各回転軸４ａ，４ｂおよび各ガイド軸４５に架け回して、特別画像表
示装置６４の樹脂ケース６４３の前面と画像表示枠２４との間の間隙を通って、樹脂ケー
ス６４３を囲むように張設してある。特別画像表示装置６４の表示面６４２の前方位置に
おいて、表示媒体５Ｂは、上縁および下縁がそれぞれ樹脂ケース６４３に設けた上下のガ
イド６４４により位置ずれなく保持されている。また、下部ガイド６４４には上記バーコ
ードを読み取る位置検知センサ６４６が設置してある。
【００５５】
　このように張設された表示媒体５Ｂは、駆動モーター４０による回転軸４ａの回転によ
り、各表示領域５３ａ，５３ｂ，５３ｃおよび各非表示領域５４がそれぞれ特別画像表示
装置６４の表示面６４２の前方位置に進出するように循環移動可能である。また、回転軸
４ａの回転方向を正方向または逆方向に変えることで、表示媒体５Ｂが左右いずれの循環
方向へも移動可能である。
【００５６】
　本実施形態の特別画像表示装置６４には、上記位置検知センサ６４６と駆動モーター４
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０が電気的に接続され、位置検知センサ６４６からの信号を入力する信号入力部と、駆動
モーター４０ヘ駆動信号を出力する信号出力部を備えている。また画像制御基板６４０に
は、特別画像表示装置６４の表示面６４２の前方に位置する表示媒体５Ｂの領域を識別し
た位置検知センサ６４６の検知結果をもとに、予め決定された次に表示面６４２の前方位
置に移動せしめる領域とで、表示媒体５Ｂの最適な移動方向等の方法を判断する判断手段
と、表示媒体５Ｂを移動させるのに必要な駆動モーター４０の駆動量を算出する演算手段
を備えている。上記判断手段が選ぶ最適な移動方向とは、表示媒体５Ｂの左右いずれの循
環方向うち、現在、表示面６４２の前方に出ている領域から次に出す予定の領域まで移動
移動距離が最短ですむ移動方向である。例えば、現在、表示面６４２の前方に表示媒体５
Ｂの第１番目の表示領域５３ａが出ており、次に第３番目の表示領域５３ｃを出す場合、
表示媒体５Ｂを図１３の右方向（時計方向）に移動させると、表示面６４２の前方を第１
および第２番目の表示領域５３ａ，５３ｂ間の非表示領域５４ｂ、第２番目の表示領域５
３ｂ、第２および第３番目の表示領域５３ｂ，５３ｃ間の非表示領域５４ｃが通過するこ
ととなるが、表示媒体５Ｂを左方向（反時計方向）へ移動させることにより、表示面６４
２の前方を通過する領域が第１および第３番目の表示領域５３ａ，５３ｃ間の非表示領域
５４ｃひとつですみ、左方向へ移動させる方が最短の移動距離となるので、移動方向を左
方向に設定する。
【００５７】
　本実施形態によれば、第１の参考例と同様、必要に応じて表示媒体５Ｂの複数の表示領
域５３ａ，５３ｂ，５３ｃのいずれかを特別画像表示装置６４の表示面６４２の前方位置
に進出せしめ、該表示領域の絵柄５０とその背景で展開される画像表示器６１の表示面６
４２の画像とを組合わせた多彩なリーチ予告や大当り予告等の演出を行うことができる。
また表示媒体５Ｂを環状に設けて左右いずれの循環方向へも移動可能とし、かつ上記判断
手段により最適な表示媒体５Ｂの移動方向等を判断するようにしたので、より迅速に所定
の領域を表示面６４２の前方位置に移動させることができる。
【００５８】
　本実施形態に用いる他の表示媒体として、上下のベルトに、分割されたシート状の各表
示領域を所定の間隔をおいて固着した表示媒体５Ａ（図１１）を環状に構成したものを用
いてもよい。
【００５９】
　また、環状の表示媒体５Ｂを用いる本実施形態の他の構造とて、図１５および図１６に
示すように、表示媒体５Ｂを特別画像表示装置６４の画像表示器６４１の外周を囲むよう
に設けてもよい。この場合、特別画像表示装置６４の左右両側に回転軸４ａ，４ｂを設け
、かつ樹脂ケース６４３の左右両側壁面に表示媒体５Ｂを挿通可能な開口６４７を設け、
表示媒体５Ｂを樹脂ケース６４３の開口部６４７から画像表示器６４１と画像制御基板６
４０との隙間を通す一方、表示面６４２の前方位置を通すように両回転軸４ａ，４ｂに巻
回す。これによれば装置のコンパクト化がはかれる。
【００６０】
　図１７ないし図２１は第２の参考例を示し、これは、特別画像表示装置６４の表示面６
４２の前方位置に、表示領域５３と非表示領域５４とを備えた複数の表示媒体５ａ，５ｂ
，５ｃを張設し、これらの絵柄５０と表示面６４２の画像とを組合わせたリーチ予告およ
び大当り予告等の表示演出を行うようにしたものである。図１７、図１８に示すように、
特別画像表示装置６４の一方（図の向かって左側）の側方位置には各表示媒体５ａ，５ｂ
，５ｃをそれぞれ巻戻す巻戻し軸８ａ，８ｂ，８ｃが設けてある。各巻戻し軸８ａ，８ｂ
，８ｃに対向して特別画像表示装置６４の他方（図の向かって右側）の側方位置には各表
示媒体５ａ，５ｂ，５ｃをそれぞれ巻取る回転軸４ａ，４ｂ，４ｃが設けてある。これら
の軸８ａ，８ｂ，８ｃ，４ａ，４ｂ，４ｃは特別画像表示装置６４の背面寄りに設けられ
、これらに対応して特別画像表示装置６４の前面寄りの左右両側位置には各表示媒体５ａ
，５ｂ，５ｃが特別画像表示装置６４の表示面６４２の前方位置を通過するように案内す
るガイド軸４５が設けてある。
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【００６１】
　各巻戻し軸８ａ，８ｂ，８ｃは、図１７ないし図１９に示すように、軸部材８１と、該
軸部材８１の外周に嵌合したバネ部材８２、および軸部材８１の周方向に回転可能な外筒
部材８３とで構成され、かつバネ部材８２の一端末を軸部材８１に連結するとともに他端
末が外筒部材８３に連結してあり、バネ部材８２により常時、外筒部材８３が軸部材８１
に対して上記表示媒体巻戻し方向（図１７の矢印ｙ方向）へ回転付勢されている。各巻戻
し軸８ａ，８ｂ，８ｃは軸部材８１の下端を台座９に固定して立設してある。
【００６２】
　各回転軸４ａ，４ｂ，４ｃはそれぞれ、台座９に電動の駆動モーター４０を載置固定し
、各駆動モーター４０のモーター軸をそれぞれ上方へ延長するように立設してあり、各駆
動モーター４０の駆動により上記表示媒体巻取り方向（図１７の矢印ｚ方向）へ回転可能
としてある。
【００６３】
　図２０（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に示すように、各表示媒体５ａ，５ｂ，５ｃは、フレキシブ
ルな透明フィルムの上縁および下縁に沿ってベルト５２を付着した横方向に延びる帯体で
、長手方向中間位置に半透明または不透明なキャラクタ等の絵柄５０が印刷された表示領
域５３が設けてある。表示領域５３の一方（図の向かって左側）は余白部５６としてあり
、表示領域５３の他方（図の向かって右側）には非表示領域５４が設けてある。
【００６４】
　図１７、図１８に示すように、各表示媒体５ａ，５ｂ，５ｃは、余白部５６側の端末縁
をそれぞれ各巻戻し軸８ａ，８ｂ，８ｃの外等部材８３に結合するとともに、各非表示領
域５４の端末縁をそれぞれ各回転軸４ａ，４ｂ，４ｃに結合し、左右のガイド軸４０を介
して特別画像表示装置６４の表示面６４２前方位置を通るように張設してある。このよう
に張設した各表示媒体５ａ，５ｂ，５ｃは、通常、各巻戻し軸８ａ，８ｂ，８ｃに巻戻さ
れており、各非表示領域５４が表示面６４２の前方位置にくるようにしてある。そして、
各表示媒体５ａ，５ｂ，５ｃは、各回転軸４ａ，４ｂ，４ｃの上記巻取り方向への回転に
より各表示領域５３を表示面６４２の前方位置へ進出せしめ、表示領域５３の絵柄５０と
表示面６４２の画像とを組み合わせたリーチ予告および大当り予告とうの表示演出を行う
。その後、各回転軸４ａ，４ｂ，４ｃをフリーにすることで再び表示媒体５ａ，５ｂ，５
ｃが巻戻し軸８ａ，８ｂ，８ｃに巻戻されて、非表示領域５４を表示面６４２の前方位置
へ戻すことができる。
【００６５】
　このように構成した本参考例では、図２１（Ａ）に示すように特別画像表示装置６４の
表示面６４２における特別図柄Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３変動中の画像表示に対して、例えば図２
１（Ｂ）ないし（Ｄ）に示すように表示媒体５ａ，５ｂ，５ｃのうちのいずれか一つの表
示領域５３を組み合わせた表示演出、図２１（Ｅ）ないし（Ｇ）に示すように表示媒体５
ａ，５ｂ，５ｃのうちのいずれか二つの表示領域５３を組み合わせた表示演出、および図
２１（Ｈ）に示すように全ての表示媒体５ａ，５ｂ，５ｃの表示領域５３を組み合わせた
表示演出等、より多彩な演出を行うことができ、遊技者を楽しませることができる。
【００６６】
　また上述の第１の参考例および実施形態において、表示媒体を移動させるに場合、隣接
する領域間の移動ではよいが、離間した領域間を移動させるときに中間の表示領域が特別
画像表示装置の表示面前方を横切ることがあり、遊技者に違和感を感じさせるおそれがあ
るが、本参考例では、各表示媒体５ａ，５ｂ，５ｃに一つの表示領域５３を設ける構造と
したので、余分の表示領域が表示面前方を横切ることはない。
【００６７】
　第２の参考例では、各表示媒体５ａ，５ｂ，５ｃの巻取り用の各回転軸４ａ，４ｂ，４
ｃごとに駆動モーター４０を設け、各々の駆動モーター４０により駆動するようにしたが
、これに限らず、図２２に示すように、一つの駆動モーター４０で各回転軸４ａ，４ｂ，
４ｃを駆動するようにしてもよい。例えば、各回転軸４ａ，４ｂ，４ｃと駆動モーター４
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０のモーター軸とにそれぞれ互いに係脱可能に噛み合わせる歯車４８、４９を設け、駆動
モーター４０を図略の移動機構により移動軌跡Ｍに沿って移動可能に設けておく。そして
、移動軌跡Ｒに沿って駆動モーター４０を移動し、所望の回転軸４ａ，４ｂ，４ｃと歯車
４８，４９どうしを噛み合わせて各回転軸４ａ，４ｂ，４ｃを駆動せしめるようになす。
【００６８】
　また、本参考例では、各表示媒体５ａ，５ｂ，５ｃの巻戻し用に巻戻し軸８ａ，８ｂ，
８ｃを用いたがこれに限るものではない。例えば図２３（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に示すように
、表示領域５３の一方に伸縮自在のゴムシートからなる余白部５６ａを備えた表示媒体５
ｄ，５ｅ，５ｆを用いて、ゴムシートからなる余白部５６ａの伸縮力により戻るようにし
てもよい。この場合、余白部５６ａの端末縁を特別画像表示装置の側方位置に立設した柱
状の支持軸に結合しておき、通常、各表示媒体５ｄ，５ｅ，５ｆの非表示領域５４が特別
画像表示装置の表示面の前方に位置するように設けておく。そして各表示媒体５ｄ，５ｅ
，５ｆの非表示領域側の側端末を結合した各回転軸により巻取り、余白部５６ａを伸長し
つつ表示領域５３を表示面の前方位置に進出せしめ、表示面の画像とを組み合わせた表示
演出を行う。その後、回転軸をフリーにすることで余白部５６ａが収縮し、表示領域５３
と非表示領域５４とを切り換えるようにする。
【００６９】
　これらのように、一つの駆動モーターで複数の表示媒体を作動させたり、ゴムシートに
より表示媒体を戻すようにすることで、部品点数およびコストの削減がはかれる。
【００７０】
　尚、上述の実施形態はすべての点で例示であって本発明の範囲を限定するものではなく
、本発明の範囲には上述の実施形態を様々に変形、変更したものも含まれる。例えば、遊
技者が操作可能な操作スイッチを設け、特定時に上記操作スイッチを操作することで、表
示媒体を移動させるようにしてもよい。具体的には、特定時に、画像表示装置に「操作ス
イッチを操作して下さい」といった内容を表示し、操作スイッチを操作することで、表示
媒体を移動させるようにする。そして、画像表示装置の前方へ移動された絵柄によって変
動の期待感が変わるようにすれば、ゲーム性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明を適用した遊技機の斜視図である。
【図２】本発明の第１の参考例を示すもので、遊技盤の概略正面図である。
【図３】上記遊技盤の概略平面図である。
【図４】上記遊技盤の概略側面図である。
【図５】上記第１の参考例に用いる表示媒体の平面図である。
【図６】本参考例の画像表示装置と表示媒体との位置関係を示す概略側面である。
【図７】上記遊技機の電気的構成を示すブロック図である。
【図８】上記表示媒体を用いたリーチ予告の表示演出を示す図である。
【図９】上記表示媒体を用いた他のリーチ予告の表示演出を示す図である。
【図１０】上記表示媒体を用いた大当り予告の表示演出を示す図である。
【図１１】上記第１の参考例に用いる他の表示媒体の平面図である。
【図１２】本発明の実施形態を示す遊技盤の概略正面図である。
【図１３】上記遊技盤の概略平面図である。
【図１４】上記遊技盤の概略側面図である。
【図１５】上記実施形態の他の構造を示す遊技盤の概略平面図である。
【図１６】上記実施形態の他の構造の画像表示装置と表示媒体との位置関係を示す概略側
面である。
【図１７】本発明の第２の参考例の画像表示装置と表示媒体とを示す概略平面図である。
【図１８】上記第２の参考例の画像表示装置と表示媒体とを示す概略正面図である。
【図１９】上記第２の参考例に用いる巻戻し軸の縦断面である。
【図２０】上記第２の参考例に用いる複数の表示媒体の平面図である。
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【図２１】上記複数の表示媒体を用いたリーチ予告の表示演出パターンを示す図である。
【図２２】上記第２の参考例の他の構造を示す画像表示装置と表示媒体との概略平面図で
ある。
【図２３】上記第２の参考例に用いる複数の他の表示媒体の平面図である。
【符号の説明】
【００７２】
　２１　遊技盤
　４ａ，４ｂ，４ｃ　回転軸
　４０　駆動モーター（駆動機構）
　５，５Ａ，５Ｂ，５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆ　表示媒体
　５０　絵柄
　５６ａ　ゴムシートからなる余白部（弾性部材）
　６４　特別画像表示装置（画像表示装置）
　６４０　画像制御基板（演算手段、判断手段）
　６４２　表示面
　６４６　位置検知センサ（位置検知手段）
　８２　バネ部材（弾性部材）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】



(17) JP 4448958 B2 2010.4.14

【図２１】 【図２２】

【図２３】
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