
JP 5756048 B2 2015.7.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機体の内部に形成された所定の領域に可動装置を設け、図柄表示装置で表示される各種
表示を視認可能な視認領域が形成された遊技機であって、
　前記可動装置は、
　　少なくとも、扇状に形成された第１扇状羽根片、前記第１扇状羽根片の後方に位置す
る扇状に形成された第２扇状羽根片及び前記第２扇状羽根片の後方に位置する扇状に形成
された第３扇状羽根片を有し、前記視認領域に対して進退可能に設けられ、前記視認領域
から退避している時は前記第１扇状羽根片、第２扇状羽根片及び第３扇状羽根片が重なっ
て配置されている羽根部材と、
　　前記第２扇状羽根片と第３扇状羽根片との間に設けられ、前記第２扇状羽根片を前記
視認領域へ進出させる方向へ付勢し、前記第３扇状羽根片を前記視認領域から退避させる
方向へ付勢する第１付勢手段と、
　　前記第１扇状羽根片と第２扇状羽根片との間に設けられ、前記第１扇状羽根片を前記
視認領域へ進出させる方向へ付勢し、前記第２扇状羽根片を前記視認領域から退避させる
方向へ付勢し、前記第１付勢手段よりも付勢力が大きい第２付勢手段と、を備え、
　　前記第１付勢手段が前記第２扇状羽根片を前記視認領域へ進出させる方向へ付勢し、
前記第２付勢手段が前記第１扇状羽根片を前記視認領域へ進出させる方向へ付勢すること
により、前記第１扇状羽根片、第２扇状羽根片及び第３扇状羽根片が重なって前記視認領
域に進出し、前記第１扇状羽根片が視認可能な第１表示態様、
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　　前記第１付勢手段が前記第２扇状羽根片を前記視認領域へ進出させる方向へ付勢する
ことにより、前記第１扇状羽根片及び第２扇状羽根片が重なって前記視認領域に進出し、
前記第３扇状羽根片が前記第１扇状羽根片よりも視認領域に進出し、前記第１扇状羽根片
及び前記第３扇状羽根片が視認可能な第２表示態様、
　　前記第１扇状羽根片が前記視認領域に進出し、前記第２扇状羽根片が前記第１扇状羽
根片よりも視認領域に進出し、さらに前記第３扇状羽根片が前記第２扇状羽根片よりも視
認領域に進出し、前記第１扇状羽根片、第２扇状羽根片及び第３扇状羽根片が視認可能な
第３表示態様のいずれかの表示態様で前記羽根部材が前記視認領域で視認されるように構
成したことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機体の内部に形成された所定の領域に可動装置を設けた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ機をはじめとする遊技機では、遊技盤に形成された遊技領域に役物装置
としてのセンター役物や装飾ランプが設けられている。近年は、センター役物には図柄表
示装置として液晶表示装置が用いられることが多く、この液晶表示装置に数字等から構成
される種々の図柄やアニメーションを表示して、遊技の状態に応じて遊技者の遊技に対す
る興趣を向上させるための種々の演出が行われる。また、装飾ランプは、立体的なカバー
で覆われているものや、遊技機に関連するキャラクター等のモチーフを模した意匠の形を
しているものを用いることが多い。この装飾ランプも、例えば液晶表示装置で表示される
図柄やアニメーションの表示と連動して、又は液晶表示装置等とは独立して、種々の発光
態様で遊技者の遊技に対する興趣を向上させるための演出を行う。
【０００３】
　近年は、遊技機での演出が多様化する傾向にあり、上記した液晶表示装置や装飾ランプ
以外のものを遊技機に設けて、新たな演出を行う遊技機が存在する。例えば、特許文献１
に記載されている遊技機は、扇状の複数の羽根片からなり、液晶表示装置の一部を覆うよ
うに出現したり、退避するように構成された演出役物を備えている。この演出役物は、通
常は各羽根が重なった状態で退避しており、出現した時は、各羽根が開いた状態となって
、複数の羽根によって一つの扇形状が形成されている。また、演出役物は、このように複
数の羽根によって一つの扇形状が形成された時に、該演出役物の略中央部分に所定の象形
が形成されるようにも構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－４３６５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載されている遊技機の演出役物は、略中央部分に形成さ
れた所定の象形を視認することができるように出現する。そのため、該演出役物は、全て
の羽根を開いて液晶表示装置の一部を覆うように出現する態様で使用することしかできず
、演出役物による演出の態様が乏しいという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記した問題点を解決するためになされたもので、遊技者が飽きず、遊技に
対する興趣を向上させる演出を行うことが可能な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】
【０００７】
　　本発明は、
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（１）機体の内部に形成された所定の領域に可動装置を設け、図柄表示装置で表示される
各種表示を視認可能な視認領域が形成された遊技機であって、前記可動装置は、少なくと
も、扇状に形成された第１扇状羽根片、前記第１扇状羽根片の後方に位置する扇状に形成
された第２扇状羽根片及び前記第２扇状羽根片の後方に位置する扇状に形成された第３扇
状羽根片を有し、前記視認領域に対して進退可能に設けられ、前記視認領域から退避して
いる時は前記第１扇状羽根片、第２扇状羽根片及び第３扇状羽根片が重なって配置されて
いる羽根部材と、前記第２扇状羽根片と第３扇状羽根片との間に設けられ、前記第２扇状
羽根片を前記視認領域へ進出させる方向へ付勢し、前記第３扇状羽根片を前記視認領域か
ら退避させる方向へ付勢する第１付勢手段と、前記第１扇状羽根片と第２扇状羽根片との
間に設けられ、前記第１扇状羽根片を前記視認領域へ進出させる方向へ付勢し、前記第２
扇状羽根片を前記視認領域から退避させる方向へ付勢し、前記第１付勢手段よりも付勢力
が大きい第２付勢手段と、を備え、前記第１付勢手段が前記第２扇状羽根片を前記視認領
域へ進出させる方向へ付勢し、前記第２付勢手段が前記第１扇状羽根片を前記視認領域へ
進出させる方向へ付勢することにより、前記第１扇状羽根片、第２扇状羽根片及び第３扇
状羽根片が重なって前記視認領域に進出し、前記第１扇状羽根片が視認可能な第１表示態
様、前記第１付勢手段が前記第２扇状羽根片を前記視認領域へ進出させる方向へ付勢する
ことにより、前記第１扇状羽根片及び第２扇状羽根片が重なって前記視認領域に進出し、
前記第３扇状羽根片が前記第１扇状羽根片よりも視認領域に進出し、前記第１扇状羽根片
及び前記第３扇状羽根片が視認可能な第２表示態様、前記第１扇状羽根片が前記視認領域
に進出し、前記第２扇状羽根片が前記第１扇状羽根片よりも視認領域に進出し、さらに前
記第３扇状羽根片が前記第２扇状羽根片よりも視認領域に進出し、前記第１扇状羽根片、
第２扇状羽根片及び第３扇状羽根片が視認可能な第３表示態様のいずれかの表示態様で前
記羽根部材が前記視認領域で視認されるように構成したことを特徴とする遊技機；
を要旨とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、少なくとも第１扇状羽根片、第２扇状羽根片及び第３扇状羽根片を有
する羽根部材を備え、予め定められた条件が成立した時に、第１表示態様、第２表示態様
又は第３表示態様の少なくともいずれかの表示態様で羽根部材が視認領域で視認されるよ
うに構成したので、羽根部材を用いた演出態様を増加することができ、遊技機全体として
の演出態様をも大きく増加することが可能になる。したがって、本発明によれば、羽根部
材を用いて遊技者を飽きさせない演出を行うことが可能になるとともに、遊技者の遊技に
対する興趣を向上させるような演出をも行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】本実施の形態に係る遊技機を構成する遊技盤の正面図である。
【図３】本実施の形態に係る遊技機を構成する裏ユニットの正面図である。
【図４】扇状可動装飾装置の外観斜視図である。
【図５】扇状可動装飾装置の構成を表面側から表した分解斜視図である。
【図６】扇状可動装飾装置の構成を裏面側から表した分解斜視図である。
【図７】第１扇状羽根片の外観構成を表した外観斜視図であり、（ａ）図は第１扇状羽根
片を表側から表した図、（ｂ）図は第１扇状羽根片を裏側から表した図である。
【図８】第２扇状羽根片の外観構成を表した外観斜視図であり、（ａ）図は第２扇状羽根
片を表側から表した図、（ｂ）図は第２扇状羽根片を裏側から表した図である。
【図９】第３扇状羽根片の外観構成を表した外観斜視図であり、（ａ）図は第３扇状羽根
片を表側から表した図、（ｂ）図は第３扇状羽根片を裏側から表した図である。
【図１０】羽根部材の外観斜視図である。
【図１１】羽根部材が視認領域から退避している状態を表した説明図である。
【図１２】（ａ）図は羽根部材が視認領域から退避している時の第２扇状羽根片と第３扇
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状羽根片との関係を表した説明図であり、（ｂ）図は羽根部材が視認領域から退避してい
る時の第１扇状羽根片と第２扇状羽根片との関係を表した説明図である。
【図１３】羽根部材の第１表示態様を表した説明図である。
【図１４】（ａ）図は羽根部材が第１表示態様をした場合における第２扇状羽根片と第３
扇状羽根片との関係を表した説明図であり、（ｂ）図は第１表示態様をした場合における
第１扇状羽根片と第２扇状羽根片との関係を表した説明図である。
【図１５】羽根部材の第２表示態様を表した説明図である。
【図１６】（ａ）図は羽根部材が第２表示態様をした場合における第２扇状羽根片と第３
扇状羽根片との関係を表した説明図であり、（ｂ）図は第２表示態様をした場合における
第１扇状羽根片と第２扇状羽根片との関係を表した説明図である。
【図１７】羽根部材の第３表示態様を表した説明図である。
【図１８】（ａ）図は羽根部材が第３表示態様をした場合における第２扇状羽根片と第３
扇状羽根片との関係を表した説明図であり、（ｂ）図は第３表示態様をした場合における
第２扇状羽根片と第３扇状羽根片との関係を表した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る遊技機の実施の形態について、図面を用いて具体的に説明する。なお、本
実施の形態では、本発明に係る遊技機の一例としてパチンコ機を用いて説明するが、本発
明はパチンコ機以外の他の遊技機にも適用してよい。また、本明細書においては、パチン
コ機及びパチンコ機を構成する各部材の「前側」、「後側」は、パチンコ機を正面から見
た場合における表面側（図１における手前側）、背面側（図１における奥側）を示すもの
とする。また、本明細書においては、パチンコ機及びパチンコ機を構成する各部材に関し
て「上側」、「下側」、「左側」及び「右側」は、図１に示すようにパチンコ機を正面か
ら見た場合における上側、下側、左側及び右側を示すものとする。
【００１１】
　本明細書においては、遊技球が各種入賞口に流入することを「入賞」と言い、遊技球が
入賞することによって遊技者に払い出される遊技球のことを「賞球」と言う。
【００１２】
　本実施の形態に係る遊技機の外観構成及び遊技盤の構成を図１に基づいて説明する。遊
技機１は、機体の外郭を構成する縦長方形の外枠２を備えている。この外枠２の開口前面
側には、縦長方形の中枠３が着脱自在に組み付けられている。中枠３は、全体的に合成樹
脂材料を用いて成形されており、内部に遊技盤１２等を取り付けることができるように構
成されている。前枠４は、中枠３の前面側に、該前枠４の左側に設けられたヒンジを中心
に中枠３に対して横開きをすることができるように開閉自在に組み付けられている。前枠
４は、ガラス板５を備えており、遊技者が遊技盤１２を視認することができ、かつ遊技盤
１２を保護することができるように構成されている。また、前枠４は、遊技に使用する遊
技球を一時的に貯留する上受け皿６と、上受け皿６から溢れ出て流下した遊技球を貯留す
る下受け皿７とをガラス板５の下方に備えている。
【００１３】
　また、遊技機１は、遊技盤１２に向けて遊技球を弾発するための発射装置を内部に備え
ており、この発射装置の弾発強さを操作ハンドル８の回動量によって調節することができ
るように構成されている。また、上受け皿６には、遊技球を貯留する貯留スペースの前側
に、遊技者が遊技中に押圧操作する各種ボタン９ａ，９ｂ，９ｃが配置されている。なお
、図１中の符号１０，１１は、音声を出力するためのスピーカである。
【００１４】
　遊技盤１２は、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂材料で成型された略正方形の
平板状の部材である。この遊技盤１２の後側には、裏ユニット１３（図３参照）がビス等
によって取付固定されている。図２に示すように、遊技盤１２には、役物装置としてのセ
ンター役物１８を取り付けるための開口部１４が略中央部に開口形成されている。また、
遊技盤１２の表面には、外レール１５及び内レール１６が半円弧状に配設されている。こ
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れら外レール１５及び内レール１６は、前後方向に所定の厚さを有する部材で形成されて
いる。外レール１５は、遊技盤１２の中央よりも左側の下部から遊技盤１２の上部を経て
該遊技盤１２の中央よりも右側の上部まで円弧を描くように形成されている。また、内レ
ール１６は、遊技盤１２の盤面上においては外レール１５と対向するように配置されてい
る。これら外レール１５及び内レール１６は、発射装置で弾発された遊技球が通過可能な
間隔を有するように配置されている。
【００１５】
　遊技領域１７は、外レール１５と内レール１６との間を通過した遊技球が流下するよう
に形成された領域であり、遊技盤１２において外レール１５の内側（外レール１５と内レ
ール１６とが対向配置されている箇所においては、内レール１６の内側）に形成されてい
る。遊技球は、これら外レール１５と内レール１６との間を通過した後に、遊技領域１７
の上部から下部に向けて流下するように構成されている。
【００１６】
　遊技領域１７には、普通入賞装置２０、始動入賞装置２１、大入賞装置２２等の各種入
賞装置が設けられている。また、遊技領域１７には、多数の誘導釘２３が打たれている。
遊技領域１７を流下する遊技球は、誘導釘２３に当たって流下方向を変化させながら遊技
領域１７の上部から下部に向かって流下する。流下する一部の遊技球は、各種入賞装置に
設けられている各種入賞口（図示せず）に入賞するものの、各種入賞口に入賞しなかった
ほとんどの遊技球は、遊技領域１７の最下部に設けられたアウト口２４に流入する。
【００１７】
　普通入賞装置２０は、遊技領域１７に複数個（本実施の形態では３個）設けられている
。これら普通入賞装置２０は、図示しない普通入賞口を有しており、遊技球が普通入賞口
に入賞すると所定数（例えば１０個）の賞球を払い出すように構成されている。なお、本
実施の形態では普通入賞装置を３個設けた例を用いて説明しているが、普通入賞装置の数
はこれに限定されるものではない。
【００１８】
　始動入賞装置２１は、センター役物１８の下方に配置されている。始動入賞装置２１は
、図示しない始動入賞口を有しており、遊技球が始動入賞口に入賞すると遊技者に有利な
大当り状態で遊技を行うか否かを抽選する大当り抽選が行われるように構成されている。
【００１９】
　大入賞装置２２は、始動入賞装置２１の下方に配置された第１大入賞装置２２ａと、セ
ンター役物１８の下方であって遊技領域１７の左右方向の中心よりも右側に配置された第
２大入賞装置２２ｂとの二つが遊技領域１７に設けられている。これら第１大入賞装置２
２ａ及び第２大入賞装置２２ｂは、図示しない大入賞口を備えている。これら第１大入賞
装置２２ａ及び第２大入賞装置２２ｂは、通常は大入賞口に遊技球が入賞しないように構
成されており、大当り抽選に当選した時に、所定個数（例えば１０個）の遊技球が入賞す
るか、又は所定時間（例えば３０秒）が経過するまでの間、大入賞口に遊技球が入賞する
ように構成されている。遊技機１は、大入賞口に遊技球が入賞すると、入賞した遊技球の
数に対応した数の賞球を遊技者に払い出すように構成されている。なお、本実施の形態で
は、第１大入賞装置２２ａと第２大入賞装置２２ｂの二つを有する遊技機１を用いて説明
したが、大入賞装置２２の数はこれに限定するものではない。
【００２０】
　センター役物１８は、装飾枠２５、図柄表示装置としての液晶表示装置２６を備え、液
晶表示装置２６で表示される各種表示を視認することが可能な視認領域２６ａが形成され
ている。また、センター役物１８は、扇状可動装飾装置２７を備えている。なお、本明細
書において、「図柄表示装置で表示される各種表示」とは、例えば停止表示又は変動表示
される各種図柄やアニメーションに限定されるものではなく、図柄表示装置で表示される
全ての表示を意味する。
【００２１】
　装飾枠２５は、各種の装飾が施されている枠状の部材であり、遊技盤１２の開口部１４
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に対して該遊技盤１２の前側から挿入して、遊技盤１２に取付固定されている。液晶表示
装置２６は、数字等から構成される種々の図柄やアニメーションを表示したり、遊技の状
態に応じた種々の演出表示を行うためのもので、図３に示す裏ユニット１３に取付固定さ
れている。裏ユニット１３で液晶表示装置２６が配置される位置は遊技盤１２における開
口部１４の位置と一致するように形成されており、液晶表示装置２６で表示される図柄等
は、遊技盤１２の開口部１４を介して遊技者が視認できるように構成されている。視認領
域２６ａは、液晶表示装置２６で表示される各種表示を遊技者が視認することが可能な領
域であり、図２における点線で囲まれた領域を意味するものである。なお、本実施の形態
では、図柄表示装置として液晶表示装置２６を使用した例について説明するが、上記した
演出表示を行うことが可能であれば、液晶表示装置以外のものを任意に選択して使用して
もよい。
【００２２】
　図３に示すように、裏ユニット１３は、遊技盤１２と略同一の大きさに形成された略正
方形状の部材であり、遊技盤１２の背面側に取付固定される。裏ユニット１３は、各種入
賞口に入賞した遊技球を遊技機１の外部へ排出するための各種排出経路２８が形成されて
いる。また、裏ユニット１３には、液晶表示装置２６が取り付けられる液晶表示装置取付
スペース２９が該裏ユニット１３の略中央に開口形成されている。また、裏ユニット１３
は、液晶表示装置取付スペース２９の左側に扇状可動装飾装置２７を備えている。扇状可
動装飾装置２７は、視認領域２６ａに進出する位置と視認領域２６ａから退避する位置と
の間で進退可能に形成されている。なお、図３は、扇状可動装飾装置２７は、視認領域２
６ａに進出する位置に位置しており、液晶表示装置２６の前方にて開いた状態を表してい
る。
【００２３】
　図４に示すように、扇状可動装飾装置２７は、羽根部材３１と、この羽根部材３１を覆
うカバー部材３２と、羽根部材３１を回動するための駆動手段としての駆動部３３と、羽
根部材３１の位置を検出する位置検出部３４（図５参照）とを備えている。
【００２４】
　図５及び図６に示すように、羽根部材３１は、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３
６、第３扇状羽根片３７、第１付勢手段としての第１バネ部材３８、第２付勢手段として
の第２バネ部材３９、スリーブ４０及び回動軸４１を備えている。カバー部材３２は、前
カバー部４２及び後カバー部４３から構成されている。また、駆動部３３は、駆動モータ
４４と駆動ギヤ４５とから構成されている。さらに、位置検出部３４は、第１位置検出セ
ンサ４６と第２位置検出センサ４７とから構成されている。
【００２５】
　第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根片３７は、アクリルやポリ
カーボネート等の合成樹脂材料で扇状に形成された部材である。図５及び図６に示すよう
に、第１扇状羽根片３５は第１挿通孔４８を有し、第２扇状羽根片３６は第２挿通孔４９
を有し、第３扇状羽根片３７は第３挿通孔５０を有している。これら第１挿通孔４８及び
第３挿通孔５０は回動軸４１が挿通可能な大きさに形成されており、第２挿通孔４９はス
リーブ４０が挿入可能な大きさに形成されている。スリーブ４０は、回動軸４１が挿通可
能な大きさの内径に形成された挿通孔４０ａを有する部材である。回動軸４１は、第１挿
通孔４８、スリーブ４０に形成された挿通孔４０ａ及び第３挿通孔５０を挿通可能な大き
さに形成されており、一端が前カバー部４２の第１回動軸支持穴５１に挿入固定され、他
端が後カバー部４３の第２回動軸支持穴５２に挿入固定されている。これら第１扇状羽根
片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根片３７は、回動軸４１を軸中心として、図
２に示すＡ方向又はＢ方向に回動することができるように構成されている。なお、本明細
書においては、図２中のＡ方向を「視認領域２６ａに進出する方向」と言い、図２中のＢ
方向を「視認領域２６ａから退避する方向」と言う。
【００２６】
　第１バネ部材３８は、第２扇状羽根片３６を視認領域２６ａに進出する方向へ付勢し、
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第３扇状羽根片３７を視認領域２６ａから退避する方向へ付勢するためのもので、第２扇
状羽根片３６と第３扇状羽根片３７との間に設けられている。また、第２バネ部材３９は
、第１扇状羽根片３５を視認領域２６ａへ進出する方向へ付勢し、第２扇状羽根片３６を
視認領域２６ａから退避する方向へ付勢するためのもので、第１扇状羽根片３５と第２扇
状羽根片３６との間に設けられている。この第２バネ部材３９は、第１バネ部材３８より
も付勢力が大きくなるように形成されている。なお、本実施の形態では、第１バネ部材３
８及び第２バネ部材３９としてねじりバネを用いているが、第１バネ部材３８は第２扇状
羽根片３６を視認領域２６ａへ進出する方向へ付勢し、第３扇状羽根片３７を視認領域２
６ａから退避する方向へ付勢することが出来ればよく、ねじりバネ以外のものを任意に選
択して適宜用いてもよい。また、第２バネ部材３９は、第２扇状羽根片３６を視認領域２
６ａへ進出する方向へ付勢し、第２扇状羽根片３６を視認領域２６ａから退避する方向へ
付勢することができればよく、ねじりバネ以外のものを任意に選択して適宜用いてもよい
。
【００２７】
　駆動モータ４４は、羽根部材３１を視認領域２６ａに進出する方向又は羽根部材３１を
視認領域２６ａから退避する方向へ回動させるためのものである。この駆動モータ４４は
、前カバー部４２に開口形成された駆動軸挿通孔５４に駆動軸５３を該前カバー部４２の
前側から挿通して、該前カバー部４２の前側に取付固定されている。また、駆動モータ４
４の駆動軸５３には、前カバー部４２の後方において該前カバー部４２の後方側から駆動
ギヤ４５がネジ止め等の適宜な方法によって取付固定されている。この駆動ギヤ４５は、
第３扇状羽根片３７に形成されている後述する従動ギヤ９３と噛み合うように形成されて
おり、図示しない制御装置から出力される駆動信号を受けて回転する駆動モータ４４の駆
動力を従動ギヤ９３に伝達することが出来るように構成されている。
【００２８】
　図７に示すように、第１扇状羽根片３５は、全体として略扇形状となるように形成され
ており、第１挿通孔４８に挿通した回動軸４１を軸中心として回動することができるよう
に構成されている。第１扇状羽根片３５は、上部が透光性を有する部材で形成されている
第１透光部６０となっており、この第１透光部６０には第１装飾部６１が形成されている
。第１装飾部６１は、第１透光部６０の下部から左端の上部にかけて装飾模様を設けるこ
とによって装飾されている。また、第１装飾部６１の上には第１上装飾体６２が形成され
ており、該第１装飾部６１の下には第１下装飾体６３が形成されている。本実施の形態で
は、第１上装飾体６２及び第１下装飾体６３には略同一の装飾を施しているが、これらの
装飾が異なっていてもよい。また、第１装飾部６１、第１上装飾体６２及び第１下装飾体
６３の装飾は、任意に選択したものを適宜使用してよい。
【００２９】
　第１扇状羽根片３５は表面に第１突起部６５が突出形成されている。第１突起部６５は
、第１扇状羽根片３５の表面から前方向に向けて突出形成されている。この第１突起部６
５は、前カバー部４２に形成されている長孔形状の第１移動規制孔６６に挿し込まれ、か
つ第１移動規制孔６６内で該第１移動規制孔６６の左端部６６ａ又は右端部６６ｂのいず
れかと接触するまで移動することができるように形成されている。
【００３０】
　また、第１扇状羽根片３５は、裏面に第２突起部６７及び第３突起部６８が突出形成さ
れている。第２突起部６７は、第１扇状羽根片３５の裏面から後方向に向けて突出形成さ
れている。この第２突起部６７は、第２扇状羽根片３６に形成されている長孔形状の第２
移動規制孔６９に挿し込まれ、かつ第２移動規制孔６９内で該第２移動規制孔６９の左端
部６９ａ又は右端部６９ｂのいずれかと接触するまで移動することができるように形成さ
れている。第３突起部６８は、第１扇状羽根片３５の裏面から後方向に向けて突出形成さ
れている。この第３突起部６８は、第２バネ部材３９の一端部と当接し、かつ第１扇状羽
根片３５が回動した時に第２バネ部材３９に付勢力を付与することができるように形成さ
れている。
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【００３１】
　第１扇状羽根片３５は、下部に第１位置検出センサ４６を備えている。第１位置検出セ
ンサ４６は、第３扇状羽根部材３１に形成された第１検出片９２の位置を検出するための
ものであり、例えば光学センサ等が使用されている。なお、本実施の形態では、光学セン
サ等を第１位置検出センサ４６として使用した例について説明したが、光学センサ以外の
センサを任意に選択して適宜用いてもよい。
【００３２】
　図８に示すように、第２扇状羽根片３６は、全体として略扇形状となるように形成され
ており、第２挿通孔４９に挿通したスリーブ４０を介し、回動軸４１を軸中心として回動
することができるように構成されている。第２扇状羽根片３６は、上部が透光性を有する
部材で形成されている第２透光部７１となっており、この第２透光部７１には第２装飾部
７２が形成されている。第２装飾部７２は、第２透光部７１の下部に装飾模様を設けるこ
とによって装飾されている。また、第２装飾部７２の上には第２上装飾体７３が形成され
ており、該第２装飾部７２の下には第２下装飾体７４が形成されている。本実施の形態で
は、第２上装飾体７３及び第２下装飾体７４には略同一の装飾を施しているが、これらの
装飾は異なっていてもよい。また、第２装飾部７２、第２上装飾体７３及び第２下装飾体
７４の装飾は、任意に選択したものを適宜使用してよい。
【００３３】
　第２扇状羽根片３６は、第１扇状羽根片３５及び第３扇状羽根片３７とともに羽根部材
３１を構成するものであり、第１扇状羽根片３５の後側で、かつ第３扇状羽根片３７の前
側となる位置に配置されている。第２扇状羽根片３６には、第２移動規制孔６９及び第３
移動規制孔７５が開口形成されている。また、第２扇状羽根片３６の表面には、第２バネ
部材固定部７６が形成されている。さらに、第２扇状羽根片３６の裏面には、第４突起部
８１が突出形成されている。また、第２扇状羽根片３６には、第１ガイド部材８２が設け
られている。
【００３４】
　第２移動規制孔６９は、第１扇状羽根片３５の第２突起部６７が挿し込まれる長孔形状
に形成されている。また、この第２移動規制孔６９は、本実施の形態では、回動軸４１を
軸中心として第２突起部６７が円弧を描くように移動する移動方向に沿って湾曲状に形成
されている。この第２移動規制孔６９は、第２移動規制孔６９の左端部６９ａ又は右端部
６９ｂのいずれかと第２突起部６７が接触するまでは第２突起部６７の移動を許容し、第
２移動規制孔６９の左端部６９ａ又は右端部６９ｂのいずれかと第２突起部６７が接触す
ると第２突起部６７の移動を規制するように形成されている。
【００３５】
　第３移動規制孔７５は、第３扇状羽根片３７の第５突起部８９が挿し込まれる長孔形状
に形成されている。この第３移動規制孔７５は、本実施の形態では、回動軸４１を軸中心
として第５突起部８９が円弧を描くように移動する移動方向に沿って湾曲状に形成されて
いる。この第３移動規制孔７５は、該第３移動規制孔７５の左端部７５ａ又は右端部７５
ｂのいずれかと第５突起部８９とが接触するまでは第５突起部８９の移動を許容し、第３
移動規制孔７５の左端部７５ａ又は右端部７５ｂのいずれかと第５突起部８９が接触する
と、第５突起部８９の移動を規制するように形成されている。
【００３６】
　第２扇状羽根片３６には、第２挿通孔４９の周囲を囲むように、第２バネ部材固定部７
６が形成されている。第２バネ部材固定部７６は、第２バネ部材３９を取付固定すること
ができるように構成されている。図８（ａ）に示すように、第２バネ部材固定部７６は、
該第２バネ部材固定部７６の表面において第２挿通孔４９の周囲を該表面よりも手前側に
突出させた第２内側突出部７７と、第２内側突出部７７の外側に所定間隔を開けて該表面
よりも手前側に突出させた第２外側突出部７８と、これら第２内側突出部７７と第２外側
突出部７８との間に形成され、第２内側突出部７７及び第２外側突出部７８の表面よりも
相対的に奥側に位置して溝状に形成された第２バネ部材取付溝部７９とを備えている。ま
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た、第２外側突出部７８の右下端部には、第２バネ部材３９に付勢力が作用した時に、該
第２バネ部材３９が第２バネ部材取付溝部７９から外れることを防止するために突出形成
された第２バネ部材用突出部８０を有し、第２バネ部材取付溝部７９に配置された第２バ
ネ部材３９の他端部を第２バネ部材用突出部８０で支持するように構成されている。
【００３７】
　第４突起部８１は、第２扇状羽根片３６の裏面から後方向に向けて突出形成されている
。この第４突起部８１は、第３扇状羽根片３７に形成されている長孔形状の第４移動規制
孔９０に挿し込まれ、かつ第４移動規制孔９０内で該第４移動規制孔９０の左端部９０ａ
又は右端部９０ｂのいずれかと接触するまで移動することができるように形成されている
。また、第４突起部８１は、第１バネ部材３８の一端部と当接し、かつ第２扇状羽根片３
６が回動した時に第１バネ部材３８に付勢力を付与することができるようにも形成されて
いる。
【００３８】
　第１ガイド部材８２は、第２扇状羽根片３６の左上部に取り付けられている。この第１
ガイド部材８２は、第２扇状羽根片３６が第１扇状羽根片３５に対して移動する際、第２
扇状羽根片３６の移動をスムーズにするためのものである。
【００３９】
　図９に示すように、第３扇状羽根片３７は、全体として略扇形状となるように形成され
ており、第３挿通孔５０に挿通した回動軸４１を軸中心として回動することができるよう
に構成されている。第３扇状羽根片３７は、上部が透光性を有する部材で形成されている
第３透光部８５となっており、この第３透光部８５には第３装飾部８６が形成されている
。第３装飾部８６は、第３透光部８５の下部から右端の上部に向けて装飾模様を設けるこ
とによって装飾されている。また、第３装飾部８６の上には第３上装飾体８７が形成され
ており、該第３装飾部８６の下には第３下装飾体８８が形成されている。本実施の形態で
は、第３上装飾体８７及び第３下装飾体８８には略同一の装飾を施しているが、これらの
装飾は異なっていてもよい。また、第３装飾部８６、第３上装飾体８７及び第３下装飾体
８８の装飾は、任意に選択したものを適宜使用してよい。また、第１上装飾体６２、第２
上装飾体７３及び第３上装飾体８７の装飾、並びに第１下装飾体６３、第２下装飾体７４
及び第３下装飾体８８の装飾は、同じでもよいし、異なっていてもよい。この場合も、装
飾は任意に選択したものを適宜使用してよい。
【００４０】
　本実施の形態では、第１扇状羽根片３５に形成されている第１装飾部６１、第２扇状羽
根片３６に形成されている第２装飾部７２、及び第３扇状羽根片３７に形成されている第
３装飾部８６は、後述する第１表示態様、第２表示態様、及び第３表示態様のいずれにお
いても、連続的な装飾となるように形成されている。
【００４１】
　第３扇状羽根片３７は、第１扇状羽根片３５及び第２扇状羽根片３６とともに羽根部材
３１を構成するものであり、第２扇状羽根片３６の後側となる位置に配置されている。第
３扇状羽根片３７は、表面に、第５突起部８９、第４移動規制孔９０、第１バネ部材固定
部９１及び第１検出片９２を備えている。また、第３扇状羽根片３７は、側面に、従動ギ
ヤ９３と第２検出片９４を備えている。
【００４２】
　第５突起部８９は、第３扇状羽根片３７の表面から前方向に向けて突出形成されている
。この第５突起部８９は、第２扇状羽根片３６に形成されている第３移動規制孔７５に挿
し込まれ、かつ第３移動規制孔７５内で該第３移動規制孔７５の左端部７５ａ又は右端部
７５ｂのいずれかと接触するまで移動することができるように形成されている。第４移動
規制孔９０は、第２扇状羽根片３６の第４突起部８１が挿し込まれる長孔形状に形成され
ている。この第４移動規制孔９０は、本実施の形態では、回動軸４１を軸中心として第４
突起部８１が円弧を描くように移動する移動方向に沿って湾曲状に形成されている。この
第４移動規制孔９０は、該第４移動規制孔９０の左端部９０ａ又は右端部９０ｂのいずれ
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かと第４突起部８１とが接触するまでは第４突起部８１の移動を許容し、第４移動規制孔
９０の左端部９０ａ又は右端部９０ｂのいずれかと第４突起部８１が接触すると、第４突
起部８１の移動を規制するように形成されている。
【００４３】
　第１バネ部材固定部９１は、第１バネ部材３８を取付固定することができるように構成
されている。図９（ａ）に示すように、第１バネ部材固定部９１は、該第１バネ部材固定
部９１の表面において第３挿通孔５０の周囲を該表面よりも前側に突出させた第１内側突
出部９５と、この第１内側突出部９５の外側に所定間隔を開けて該表面よりも前側に突出
させた第１外側突出部９６と、これら第１内側突出部９５と第１外側突出部９６との間に
形成され、第１内側突出部９５と第１外側突出部９６の表面よりも相対的に奥側に位置し
て溝状に形成された第１バネ部材取付溝部９７とを備えている。また、第１外側突出部９
６の右下端部には、第１バネ部材３８に付勢力が作用した時に、該第１バネ部材３８が第
１バネ部材取付溝部９７から外れることを防止するために突出形成された第１バネ部材用
突出部９８を有し、第１バネ部材取付溝部９７に配置された第１バネ部材３８の他端部を
第１バネ部材用突出部９８で支持するように構成されている。
【００４４】
　第１検出片９２は、第１扇状羽根片３５に対する第３扇状羽根片３７の位置を検出する
ためのもので、第３扇状羽根片３７の下部から下方向に向けて突出形成された片状の部材
である。第１検出片９２は、第１扇状羽根片３５が備えている第１位置検出センサ４６に
よって該第１位置検出センサ４６を通過したか否かが検出されるように構成されている。
なお、この第１検出片９２は、第１位置検出センサ４６によって第１扇状羽根片３５に対
する第３扇状羽根片３７の位置を検出できれば、その形状は特に限定されるものではない
。また、本実施の形態では、第１位置検出センサ４６と第１検出片９２とによって第１扇
状羽根片３５に対する第３扇状羽根片３７の位置を検出しているが、上記した位置を検出
できるものであれば、他の構成のものを任意に選択して適宜使用してもよい。
【００４５】
　従動ギヤ９３は、第３扇状羽根片３７の下部側面に形成されている。この従動ギヤ９３
は駆動ギヤ４５と噛み合うように形成されており、該駆動ギヤ４５を介して伝達される駆
動モータ４４の駆動力を受けることができるように構成されている。第３扇状羽根片３７
は、この駆動モータ４４の駆動力を受けて、回動軸４１を軸中心として回動する。
【００４６】
　第２検出片９４は、カバー部材３２に対する第３扇状羽根片３７の位置を検出するため
のものである。この第２検出片９４は、第３下装飾体８８と近接した位置に突出形成され
ており、後カバー部４３に取付固定されている第２位置検出センサ４７により、第３扇状
羽根片３７がカバー部材３２の内部に位置しているか否かが検出されるように構成されて
いる。
【００４７】
　第２ガイド部材９９は、第３扇状羽根片３７の左上部に取り付けられている。この第２
ガイド部材９９は、第３扇状羽根片３７が第２扇状羽根片３６に対して移動する際、第３
扇状羽根片３７の移動をスムーズにするためのものである。
【００４８】
　このように構成された羽根部材３１は、組み立てると、図１０に示すように構成される
。すなわち、前後方向の最前部に第１扇状羽根片３５が位置し、この第１扇状羽根片３５
の後方に第２扇状羽根片３６が位置し、第２扇状羽根片３６の後方に第３扇状羽根片３７
が位置するように配置され、第１扇状羽根片３５と第２扇状羽根片３６との間に第２バネ
部材３９が設けられ、第２扇状羽根片３６と第３扇状羽根片３７との間に第１バネ部材３
８が設けられている。このとき、第１バネ部材３８は、第２扇状羽根片３６を視認領域２
６ａへ進出する方向へ付勢し、第３扇状羽根片３７を視認領域２６ａから退避する方向へ
付勢している。また、第２バネ部材３９は、第１扇状羽根片３５を視認領域２６ａへ進出
する方向へ付勢し、第２扇状羽根片３６を視認領域２６ａから退避する方向へ付勢してい
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る。
【００４９】
　次に、扇状可動装飾装置２７の動作について説明する。図１１に示すように、本実施の
形態に係る遊技機１は、通常は、扇状可動装飾装置２７の羽根部材３１は遊技者が視認す
ることのできない位置、すなわち視認領域２６ａから退避する位置に位置している。図１
１中、扇状可動装飾装置２７の右に点線で示した領域が視認領域２６ａである。扇状可動
装飾装置２７が視認領域２６ａから退避した位置に位置する時の第１～第５突起部と第１
～第４移動規制孔９０との関係を図１１及び図１２に示す。
【００５０】
図１２（ａ）は、第２扇状羽根片３６の第３移動規制孔７５と第３扇状羽根片３７の第５
突起部８９との関係、第２扇状羽根片３６の第２移動規制孔６９と第１扇状羽根片３５の
第２突起部６７との関係、及び第１扇状羽根片３５の第３突起部６８と第２バネ部材３９
との関係を表した図である。また、図１２（ｂ）は、第３突起部６８と第２バネ部材３９
との関係を表した図である。
【００５１】
　図１２（ａ）に示すように、第３扇状羽根片３７の従動ギヤ９３には駆動ギヤ４５が噛
み合っている。羽根部材３１が視認領域２６ａから退避する位置に位置している時は、駆
動ギヤ４５が取付固定されている駆動軸５３を有する駆動モータ４４は回転駆動していな
い。
【００５２】
　このとき、第２扇状羽根片３６の第４突起部８１は、第１バネ部材３８の一端部３８ａ
を図１２（ａ）中のＡ方向に付勢しているため、第１バネ部材３８には復元力が発生する
。この第１バネ部材３８に発生する復元力は、一端部３８ａと当接している第４突起部８
１に対してはＡ方向とは反対方向のＢ方向となるため、第２扇状羽根片３６は、第１バネ
部材３８の復元力によって、図１２（ａ）中のＣ方向へ付勢されている。
【００５３】
　また、図１２（ａ）に示すように、羽根部材３１が視認領域２６ａから退避する位置に
位置している時は、第３扇状羽根片３７に形成された第５突起部８９が第２扇状羽根片３
６に形成された第３移動規制孔７５の左端部７５ａと接触した状態を維持している。これ
は、第２扇状羽根片３６が第１バネ部材３８によりＣ方向へ付勢されているからである。
【００５４】
　また、図１２（ｂ）に示すように、第１扇状羽根片３５の第３突起部６８は、第２バネ
部材３９の一端部３９ａを図１２（ｂ）中のＤ方向に付勢しているため、第２バネ部材３
９には復元力が発生する。このときのＤ方向の力及びＥ方向の力は、図１２（ｂ）中の符
号Ｒ１を支点として作用するものである。また、第２バネ部材３９に発生する復元力は、
一端部３９ａと当接している第３突起部６８に対してはＤ方向と反対方向のＥ方向となる
ため、第１扇状羽根片３５は、第２バネ部材３９の復元力によって、図１２（ｂ）中のＦ
方向へ付勢されている。
【００５５】
　また、羽根部材３１が視認領域２６ａから退避する位置に位置している時は、第１扇状
羽根片３５の第３突起部６８が第２扇状羽根片３６の第２移動規制孔６９の右端部６９ｂ
と接触した状態を維持している。これは、第１扇状羽根片３５が第２バネ部材３９により
Ｆ方向へ付勢されているからである。
【００５６】
　すなわち、羽根部材３１が視認領域２６ａから退避する位置に位置している時は、第１
扇状羽根片３５は、第２バネ部材３９によってＦ方向へ回動する方向に力が付勢されてい
るものの、第２移動規制孔６９と第２突起部６７との係止により、第２扇状羽根片３６と
の間における相対的な動きが規制されている。また、第２扇状羽根片３６は、第１バネ部
材３８によってＣ方向へ回動する方向に力が付勢されているものの、第３移動規制孔７５
と第５突起部８９との係止により、第３扇状羽根片３７との間における相対的な動きが規
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制されている。したがって、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根
片３７は、第１バネ部材３８及び第２バネ部材３９の付勢力等により、前後に重なって配
置される状態が維持される。なお、羽根部材３１が視認領域６２ａから退避する位置に位
置している時は、第１扇状羽根部材３５の第１突起部６５は、第１移動規制孔６６の左端
部６６ａと接触するか、又は第１移動規制孔６６の左端部６６ａに近接した位置関係とな
る。
【００５７】
　次に、羽根部材３１の第１表示態様について説明する。図１３に示すように、第１表示
態様は、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根片３７が前後に重な
って視認領域２６ａに進出した表示態様であり、遊技者は、第１表示態様の場合には、羽
根部材３１の外形は第１扇状羽根片３５のみを視認することが可能になり、第１扇状羽根
片３５の第１透光部６１を介して第２扇状羽根片３６の第２装飾部７２及び第３扇状羽根
片３７の第３装飾部８６を視認することが可能な態様である。
【００５８】
　遊技機１が羽根部材３１を第１表示態様にして演出を行うのは、予め定められた条件が
成立した場合である。ここで、遊技機１が羽根部材３１を第１表示態様にするための条件
とは、図示しない主制御部において大当り抽選が行われたことである。遊技機１は、大当
り抽選が行われると、この大当り抽選の結果に基づいて以降の遊技を行うように構成され
ているほか、遊技者の遊技に対する興趣を向上させるための演出表示をどのような態様で
行うかを演出抽選によって行っている。このときの演出の態様は、大当り抽選の結果とし
て生じる「ハズレ」、「リーチ」又は「当り」のいずれにおいても複数種類が設定されて
おり、大当り抽選の結果を見て演出抽選を行い、遊技者の遊技の興趣を向上させるような
演出を行う。第１表示態様は、上記に例示した「ハズレ」、「リーチ」又は「当り」のい
ずれの大当り抽選の結果に基づいて行われる演出抽選であっても行われる表示態様である
ので、ここでの「予め定められた条件」とは、主制御部で大当り抽選が行われたこととな
る。
【００５９】
　遊技機１が羽根部材３１を第１表示態様にしようとする場合には、副制御部から駆動モ
ータ４４に対して駆動信号が出力される。駆動信号の入力を受けた駆動モータ４４は図１
３中のＳ方向への回転駆動を開始し、駆動軸５３の先端に取付固定されている駆動ギヤ４
５を介して第３扇状羽根片３７の従動ギヤ９３に駆動力を伝達する。
【００６０】
　駆動力が伝達された第３扇状羽根片３７は、回動軸４１を軸中心として図１３中Ｔ方向
への回動を開始する。この時、第１扇状羽根片３５は、第２バネ部材３９によって図１４
中のＦ方向へ回動する方向に力が付勢されているものの、第２移動規制孔６９と第２突起
部６７との係止により、第２扇状羽根片３６との間における相対的な動きが規制されてい
る。また、第２扇状羽根片３６は、第１バネ部材３８によってＣ方向へ回動する方向に力
が付勢されているものの、第３移動規制孔７５と第５突起部８９との係止により、第３扇
状羽根片３７との間における相対的な動きが規制されている。したがって、第１表示態様
の場合も、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根片３７は、第１バ
ネ部材３８及び第２バネ部材３９の付勢力等により、前後に重なって配置される状態を維
持しながら、視認領域６２ａに進出する。
【００６１】
　羽根部材３１が視認領域６２ａに進出する方向へ回動していくと、第１扇状羽根片３５
の第１突起部６５が第１移動規制孔６６の右端部６６ｂに接触する第１位置まで回動する
。第１位置まで回動すると、第１突起部６５が第１移動規制孔６６の右端部６６ｂと接触
しているため、第１位置から先への回動動作が第１移動規制孔６６により規制される。
【００６２】
　第１表示態様の場合には、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根
片３７が前後に重なった状態を維持しながら第１位置まで回動するのみであるから、第２
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扇状羽根片３６の第３移動規制孔７５と第３扇状羽根片３７の第５突起部８９との関係、
第２扇状羽根片３６の第２移動規制孔６９と第１扇状羽根片３５の第２突起部６７との関
係、第１扇状羽根片３５の第３突起部６８と第２バネ部材３９との関係は、羽根部材３１
が視認領域２６ａから退避した位置に位置している時と同じである。また、図１４（ａ）
に示すように、第３移動規制孔７５と第５突起部８９との関係は、第５突起部８９が第３
移動規制孔７５の左端部７５ａと接触した状態を維持しており、第２突起部６７と第２移
動規制孔６９との関係は、第２突起部６７が第２移動規制孔６９の右端部６９ｂと接触し
た状態を維持している。
【００６３】
　なお、第１表示態様は、第１バネ部材３８が第２扇状羽根片３６を視認領域２６ａへ進
出する方向へ付勢し、第２バネ部材３９が第１扇状羽根片３５を視認領域２６ａへ進出す
る方向へ付勢することにより、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽
根片３７が前後に重なって視認領域２６ａに進出した表示態様であるとも言える。
【００６４】
　次に、羽根部材３１の第２表示態様について説明する。第２表示態様は、第１扇状羽根
片３５及び第２扇状羽根片３６が前後に重なって視認領域２６ａに進出し、第３扇状羽根
片３７が第１扇状羽根片３５よりも視認領域２６ａに進出した表示態様であり、遊技者は
、第２表示態様の場合には、第１扇状羽根片３５及び第３扇状羽根片３７を視認すること
が可能になる態様である。
【００６５】
　遊技機１が羽根部材３１を第２表示態様にして演出を行うのは、予め定められた条件が
成立した場合である。ここで、遊技機１が羽根部材３１を第２表示態様にするための条件
とは、図示しない主制御部において行われる大当り抽選で「リーチ」又は「当り」のいず
れかに当選し、これら「リーチ」又は「当り」の当選に基づく演出抽選で第２表示態様を
用いた演出を行うことが決定されたことである。ここで、羽根部材３１を第２表示態様に
する場合には、羽根部材３１が回動軸４１を回動軸として回動することにより、該羽根部
材３１が視認領域２６ａから退避した位置から視認領域２６ａに進出し、第１表示態様で
演出表示を行った後に第２表示態様で演出表示を行うというように、第１表示態様、第２
表示態様と段階的に表示態様を変更させるようにしてもよいし、羽根部材３１が回動軸４
１を回動軸として回動し、視認領域２６ａから退避した位置より第２表示態様で演出表示
を行うように表示させてもよい。
【００６６】
　遊技機１が羽根部材３１を第２表示態様にしようとする場合の動作について説明する。
遊技機１が羽根部材３１を第２表示態様にしようとする場合には、副制御部から駆動モー
タ４４に対して駆動信号が出力される。駆動信号の入力を受けた駆動モータ４４は図１５
中のＳ方向への回転駆動を開始して、駆動ギヤ４５を介して第３扇状羽根片３７の従動ギ
ヤ９３に駆動力を伝達する。駆動力が伝達された第３扇状羽根片３７は、回動軸４１を軸
中心として図１５中Ｔ方向への回動を開始する。ここで、羽根部材３１が視認領域２６ａ
から退避した位置から第１位置まで回動する時の動作は、羽根部材３１を第１表示態様に
しようとする場合の動作と同じであるから、ここでの説明は省略する。
【００６７】
　第２表示態様にする場合は、第１位置まで到達した羽根部材３１に対して、駆動モータ
４４から継続的に、回動軸４１を軸中心としてＴ方向に回動するための駆動力が加えられ
、第３扇状羽根片３７が回動する。この時、第１扇状羽根片３５の第１突起部６５が第１
移動規制孔６６の右端部６６ｂに接触していることから、第１扇状羽根片３５は第１位置
よりも先に回動することはない。しかし、駆動モータ４４からの駆動力によって、第３扇
状羽根片３７はさらに視認領域２６ａへ進出する方向に進出する。そして、第３扇状羽根
片３７は、第１位置から、第１扇状羽根片３５及び第３扇状羽根片３７が視認可能となる
第２位置まで回動する。
【００６８】
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　この場合には、第１位置において第１扇状羽根片３５の第１突起部６５が第１移動規制
孔６６の右端部６６ｂに接触しているので、この先の第２位置まで回動する場合には第１
突起部６５が第１移動規制孔６６の右端部６６ｂと係止した状態が維持される。以下にお
いて、第１表示態様から第２表示態様へ移行する場合、すなわち、羽根部材３１が第２位
置まで回動した場合における、第２扇状羽根片３６の第４突起部８１と第１バネ部材３８
との間の力の関係、第１バネ部材３８と第３扇状羽根片３７との間の力の関係、第１扇状
羽根片３５の第３突起部６８と第２バネ部材３９との間の力の関係、及び第２バネ部材３
９と第２扇状羽根片３６との間の力の関係を説明する。
【００６９】
　図１６（ａ）に示すように、第２扇状羽根片３６の第４突起部８１は、第１バネ部材３
８の一端部３８ａをＧ方向へ付勢する。第１バネ部材３８は、一端部３８ａに対してＧ方
向に力が加わると、他端部３８ｂにＨ方向の付勢力が生じる。この時、第１バネ部材３８
の他端部３８ｂは、第１バネ部材固定部９１に固定されているので、第１バネ部材３８に
よるＨ方向の付勢力は、第１バネ固定部９１が形成されている第３扇状羽根片３７に作用
する。したがって、第３扇状羽根片３７には、第１バネ部材３８によって、Ｉ方向へ回動
する力が作用している。
【００７０】
　一方、第４突起部８１は、第１バネ部材３８の一端部３８ａをＧ方向に付勢しているの
で、第１バネ部材３８からはＪ方向の力の作用を受けている。第４突起部８１は、第２扇
状羽根片３６に形成されているので、第１バネ部材３８によるＪ方向の付勢力は、第２扇
状羽根片３６に作用する。したがって、第２扇状羽根片３６には、第１バネ部材３８によ
ってＫ方向へ回動する力が作用している。
【００７１】
　図１６（ｂ）に示すように、第１扇状羽根片３５の第３突起部６８は、第２扇状羽根片
３６に取り付けられた第２バネ部材３９の一端部３９ａをＬ方向に付勢している。この場
合、第２バネ部材３９の一端部３９ａにはＬ方向に付勢されて力が加わるため、該第２バ
ネ部材３９の他端部３９ｂにはＭ方向に付勢力が生じる。この時、第２バネ部材３９の他
端部３９ｂは第２バネ部材固定部７６に固定されているので、第２バネ部材３９によるＭ
方向の付勢力は、第２バネ部材固定部７６が形成されている第２扇状羽根片３６に作用し
、第２扇状羽根片３６にはＮ方向へ回動する力が作用している。また、この場合にＬ方向
、Ｍ方向及びＮ方向へ回動する力は、図１６（ｂ）における第３突起部６８と第２バネ部
材３９の一端部３９ａが係合する位置Ｒ２を支点として作用する。すなわち、第１表示態
様から第２表示態様となる場合には、支点の位置は、図１２（ｂ）に示すＲ１の位置から
図１６（ｂ）に示すＲ２の位置に移動することになる。
【００７２】
　ここで、第１表示態様から第２表示態様となる場合には、第１扇状羽根片３５は第１突
起部６５と第１移動規制孔６６の右端部６６ｂとの係止により回動が規制されている。一
方、第３扇状羽根片３７は、駆動モータ４４からの駆動力によって、さらに視認領域２６
ａへ進出する方向に進出する。この時、第２扇状羽根片３６は、第１バネ部材３８の付勢
力によりＫ方向へ回動する力を受けているが、それと同時に第２バネ部材３９の付勢力に
よってＮ方向へ回動する力も受けている。第１表示態様から第２表示態様へとなる場合に
は、支点の位置がＲ１（図１２（ｂ）参照）からＲ２に移動するため、Ｌ方向の力が第２
バネ部材３９に加わることにより作用するＭ方向の力及びＮ方向の力の大きさが大幅に増
大する。すなわち、第２扇状羽根片３６に作用する力は、第１表示態様から第２表示態様
へとなる場合には、第２扇状羽根片３６に作用する力の向きがＫ方向からＮ方向へ反転し
、その大きさはＮ方向へ回動する力の大きさとＫ方向へ回動する力の大きさとの差になる
。
【００７３】
　図１６に示すように、羽根部材３１が第２位置に位置し、第２表示態様となっている場
合の第３移動規制孔７５と第５突起部８９との関係は、第５突起部８９が第３移動規制孔
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７５の右端部７５ｂと接触した状態を維持している。また、第２突起部６７と第２移動規
制孔６９との関係は、第２突起部６７が第２移動規制孔６９の右端部６９ｂと接触した状
態を維持している。
【００７４】
　なお、第２表示態様は、第１バネ部材３８が第２扇状羽根片３６を視認領域２６ａへ進
出する方向へ付勢することにより第１扇状羽根片３５及び第２扇状羽根片３６が前後に重
なって視認領域２６ａに進出し、第３扇状羽根片３７が第１扇状羽根片３５よりも視認領
域２６ａに進出し、第１扇状羽根片３５及び第３扇状羽根片３７が視認されるように構成
した表示態様であるとも言える。
【００７５】
　次に、羽根部材３１の第３表示態様について説明する。第３表示態様は、第１扇状羽根
片３５が視認領域２６ａに進出し、第２扇状羽根片３６が第１扇状羽根片３５よりも視認
領域２６ａに進出し、さらに第３扇状羽根片３７が第２扇状羽根片３６よりも視認領域２
６ａに進出する表示態様であり、遊技者は、第３表示態様の場合には、第１扇状羽根片３
５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根片３７を視認することが可能になる態様である
。
【００７６】
　遊技機１が羽根部材３１を第３表示態様にして演出を行うのは、予め定められた条件が
成立した場合である。ここで、遊技機１が羽根部材３１を第３表示態様にするための条件
とは、図示しない主制御部において行われる大当り抽選で、「特定のリーチ」又は「特定
の当り」のいずれかに当選し、これら「特定のリーチ」又は「特定の当り」の当選に基づ
く演出抽選で第３表示態様を用いた演出を行うことが決定されたことである。ここで、羽
根部材３１を第３表示態様にする場合には、羽根部材３１が視認領域２６ａから退避した
位置より進出し、第１表示態様、第２表示態様を表示した後に第３表示態様とするように
、各表示態様を段階的に順次変更させるようにしてもよいし、羽根部材３１が視認領域２
６ａから退避した位置より進出して直接第３表示態様となるように表示させてもよい。
【００７７】
　遊技機１が羽根部材３１を第３表示態様にしようとする場合の動作について説明する。
遊技機１が羽根部材３１を第３表示態様にしようとする場合には、副制御部から駆動モー
タ４４に対して駆動信号が出力される。駆動信号の入力を受けた駆動モータ４４は図１７
中のＳ方向への回転駆動を開始して、駆動ギヤ４５を介して第３扇状羽根片３７の従動ギ
ヤ９３に駆動力を伝達する。駆動力が伝達された第３扇状羽根片３７は、回動軸４１を軸
中心として図１７中Ｔ方向への回動を開始する。ここで、羽根部材３１が視認領域２６ａ
から退避した位置から第２位置まで回動する時の動作は、羽根部材３１を第２表示態様に
しようとする場合の動作と同じであるから、ここでの説明は省略する。
【００７８】
　第３表示態様にする場合は、第２位置まで到達した羽根部材３１に対して、駆動モータ
４４から継続的に、回動軸４１を軸中心としてＴ方向に回動するための駆動力が加えられ
、第３扇状羽根片３７が回動する。この時、第３扇状羽根片３７の第５突出部８９は、第
２扇状羽根片３６の第３移動規制孔７５の右端部７５ｂに接触している。そのため、駆動
モータ４４から図１８（ａ）に示すＰ方向の駆動力を受けている第３扇状羽根片３７は、
第２扇状羽根片３６に対してＰ方向の駆動力を伝達して第２位置から第３位置へ進出する
。この時、駆動モータ４４からの駆動力は第２バネ部材３９の付勢力よりも大きいため、
第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根片３７には、駆動モータ４４からの駆動力と第２バ
ネ部材３９の付勢力との差の大きさの力が、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根片３７
をさらに視認領域２６ａへ進出する方向に作用する。そして、第３扇状羽根片３７は、第
２扇状羽根片３６と共に、第２位置から、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び
第３扇状羽根片３７が視認可能となる第３位置まで回動する。
【００７９】
　図１８は、第２扇状羽根片３６の第３移動規制孔７５と第３扇状羽根片３７の第５突起
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部８９との関係、第２扇状羽根片３６の第２移動規制孔６９と第１扇状羽根片３５の第２
突起部６７との関係、及び第１扇状羽根片３５の第３突起部６８と第２バネ部材３９との
関係を表した図である。
【００８０】
　なお、第２扇状羽根片３６の第４突起部８１と第１バネ部材３８との間における力の関
係、第１バネ部材３８と第３扇状羽根片３７との間における力の関係、第１扇状羽根片３
５の第３突起部６８と第２バネ部材３９との間における力の関係、及び第２バネ部材３９
と第２扇状羽根片３６との間における力の関係は、第２表示態様の箇所で説明したのと同
様であるから、ここでの説明は省略する。
【００８１】
　図１８に示すように、羽根部材３１が第３位置に位置し、第３表示態様となっている場
合の第３移動規制孔７５と第５突起部８９との関係は、第５突起部８９が第３移動規制孔
７５の右端部７５ｂと接触した状態を維持している。また、第２突起部６７と第２移動規
制孔６９との関係は、第２突起部６７が第２移動規制孔６９の左端部６９ａと接触した状
態を維持している。
【００８２】
　なお、第３表示態様は、第１扇状羽根片３５が視認領域２６ａに進出し、第２扇状羽根
片３６が第１扇状羽根片３５よりも視認領域２６ａに進出し、さらに第３扇状羽根片３７
が第２扇状羽根片３６よりも視認領域２６ａに進出し、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽
根片３６及び第３扇状羽根片３７が視認可能に構成した表示態様であるとも言える。
【００８３】
　次に、第３位置に位置し第３表示態様となっている羽根部材３１が視認領域２６ａから
退避する位置まで移動する場合の動作について説明する。この場合は、副制御部から駆動
モータ４４に対して駆動信号が出力される。駆動信号の入力を受けた駆動モータ４４は図
１７中のＵ方向への回転駆動を開始して、駆動ギヤ４５を介して第３扇状羽根片３７の受
動ギヤ９３に駆動力を伝達する。駆動力が伝達された第３扇状羽根片３７は、回動軸４１
を軸中心として図１７中Ｚ方向への回動を開始する。
【００８４】
　この時、第１扇状羽根片３５と第２扇状羽根片３６との間には第２バネ部材３９が設け
られており、第２扇状羽根片３６と第３扇状羽根片３７との間には第１バネ部材３８が設
けられており、第２バネ部材３９は第１バネ部材３８よりも付勢力が大きいことから、第
３位置から、羽根部材３１が視認領域２６ａから退避する位置まで移動する場合には、第
２バネ部材３９よりも強い付勢力の第１バネ部材３８で付勢されている第２扇状羽根片３
６と、第５突起部８９と第３移動規制孔７５とによって第２扇状羽根片３６と係合してい
る第３扇状羽根片３７とが視認領域２６ａから退避する方向へ回動する。
【００８５】
　そして、第２扇状羽根片３６が第１扇状羽根片３５の後方に位置し、第１扇状羽根片３
５と第３扇状羽根片３７が視認される第２表示態様に相当する表示態様に移行する。その
後、さらに第３扇状羽根片３７を回動させると、第１バネ部材３８の付勢力によって第３
扇状羽根片３７が回動し、該第３扇状羽根片３７が第２扇状羽根片３６の後方に位置し、
第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根片３７が前後に重なった状態
、すなわち第１表示態様に相当する態様となる。その後、さらに第３扇状羽根片３７に駆
動力を加えると、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽根片３７が前
後に重なった状態を維持しつつ、視認領域２６ａから退避した位置まで移動する。
【００８６】
　このように、本実施の形態に係る遊技機１では、上述した予め定められた条件に従って
、第１表示態様、第２表示態様、第３表示態様といった複数種類の表示態様で羽根部材３
１を表示させて演出を行うことができる。したがって、本実施の形態に係る遊技機１によ
れば、羽根部材３１を用いた演出態様を増加することができ、遊技機全体としての演出態
様をも大きく増加することが可能になる。したがって、本実施の形態に係る遊技機１によ
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れば、羽根部材３１を用いて遊技者の遊技に対する興趣を飛躍的に向上させ、かつ遊技者
を飽きさせないようにする演出を行うことが可能になる。
【００８７】
　また、本実施の形態に係る遊技機１では、第１扇状羽根片３５に形成されている第１装
飾部６１、第２扇状羽根片３６に形成されている第２装飾部７２、及び第３扇状羽根片３
７に形成されている第３装飾部８６は、後述する第１表示態様、第２表示態様、及び第３
表示態様のいずれにおいても、連続的な装飾となるように形成されている。すなわち、後
述するように第１表示態様は、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３扇状羽
根片３７が前後に重なった状態で視認領域２６ａに進出している態様であり、この場合は
、第１装飾部６１の装飾模様と、第１扇状羽根片３５の第１透光部６１及び第２扇状羽根
片３６の第２透光部７１を介して視認できる第３装飾部の装飾模様とが連続的な一つの模
様として視認することができる。また、第２表示態様は、第１扇状羽根片３５及び第２扇
状羽根片３６が前後に重なった状態で視認領域２６ａに進出し、第３扇状羽根片３７が第
１扇状羽根片３５よりもさらに視認領域２６ａに進出するようにした表示態様である。こ
の場合は、第１装飾部６１の装飾模様と、第３装飾部８６の装飾模様とが連続的な一つの
模様として視認することができる。また、第３表示態様は、第１扇状羽根片３５が視認領
域２６ａに進出し、第２扇状羽根片３６が第１扇状羽根片３５よりもさらに視認領域２６
ａに進出し、第３扇状羽根片３７が第２扇状羽根片３６よりもさらに視認領域２６ａに進
出するようにした表示態様である。この場合は、第１装飾部６１の装飾模様と、第２装飾
部７２の装飾模様と、第３装飾部８６の装飾模様とが連続的な一つの装飾模様として視認
することができる。このように、本実施の形態によれば、第１表示態様、第２表示態様及
び第３表示態様のいずれにおいても、第１扇状羽根片３５、第２扇状羽根片３６及び第３
扇状羽根片３７の装飾模様を用いて、連続的な一つの装飾模様とすることができる。また
、このような装飾模様を形成することができるので、遊技機１の遊技の進行に応じて、様
々なパターンの演出を行うことができ、遊技機１の演出に幅を持たせることも可能になる
。
【００８８】
　なお、本実施の形態では、羽根部材として、第１扇状羽根片、第２扇状羽根片及び第３
扇状羽根片の３つの羽根片を有するものを用いて説明したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、３つ以上の羽根片を有するものであればよい。即ち、扇状羽根片は、少な
くとも３つあればよい。また、本実施の形態では、予め定められた条件を上記した通りの
ものとして説明したが、これに限定されるものではなく、他の条件を予め定められた条件
としてもよい。
【００８９】
　以上、本発明の実施の形態に係る遊技機について詳細に説明したが、本実施の形態に係
る遊技機の構成は一例であり、これに限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲で、適宜変更してよいのは勿論である。
【符号の説明】
【００９０】
１　遊技機
１２　遊技盤
１３　裏ユニット
１７　遊技領域
１８　センター役物
２６　液晶表示装置
２６ａ　視認領域
２７　扇状可動装飾装置
３１　羽根部材
３２　カバー部材
３３　駆動部
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３５　第１扇状羽根片
３６　第２扇状羽根片
３７　第３扇状羽根片
３８　第１バネ部材
３９　第２バネ部材
４１　回動軸
４２　前カバー部
４３　後カバー部
４４　駆動モータ
４５　駆動ギヤ
４８　第１挿通孔
４９　第２挿通孔
５０　第３挿通孔
６０　第１透光部
６１　第１装飾部
６５　第１突起部
６６　第１移動規制孔
６７　第２突起部
６８　第３突起部
６９　第２移動規制孔
７１　第２透光部
７２　第２装飾部
７５　第３移動規制孔
７６　第２バネ部材固定部
８１　第４突起部
８５　第３透光部
８６　第３装飾部
８９　第５突起部
９０　第４移動規制孔
９３　従動ギヤ
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