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(57)【要約】
【課題】可動部材を用いた演出を行う遊技機において、
同可動部材の動作スペースの広がりを抑えつつ、演出範
囲を広げることができる遊技機を提供する。
【解決手段】ステージユニット１３２と対向する位置に
は回動可能に設けられた表示部材１５１が配置されてい
る。表示部材１５１は、回動用モータ１５９の駆動に基
づき回動し、スライド用モータ１６３の駆動に基づきそ
の回動中心軸線Ｘ１がステージユニット１３２に対して
近づく側及び離れる側に移動するように構成されている
。それらモータ１５９，１６３の駆動は表示制御装置に
よって制御されている。表示制御装置は、回動用モータ
１５９を制御し表示部材１５１を回動させる過程にて、
回動用モータ１６３を制御し回動中心軸線Ｘ１を移動さ
せることで、表示部材１５１の最外部位ＯＭが通過する
軌道の広がりを抑え、上記ユニット１３２に対する通過
隙を確保する制御モードを有している。
【選択図】

図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
回動可能に設けられた表示部材と、
前記表示部材を回動させるとともに、当該表示部材の回動位置を移動させる駆動手段と
を備え、
前記回動位置の移動範囲には、第１位置及び第２位置が設けられており、
前記表示部材において特定の回動動作が行われる過程で前記回動位置が前記第１位置か
ら前記第２位置に変更されることによって、当該特定の回動動作において前記表示部材の
外周面における特定部位が通過する軌道の少なくとも一部が、前記回動位置が前記第１位
置に固定された状態で前記表示部材の回動動作が行われた場合における前記特定部位の軌
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道の内側を通るように構成されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記駆動手段を制御することにより前記表示部材を回動させる回動制御と前記駆動手段
を制御することにより前記回動位置を移動させる位置移動制御とを実行することにより、
前記表示部材の表示態様を変化させる駆動制御手段を備え、
前記駆動制御手段は、前記特定の回動動作を行わせる場合に、前記表示部材の前記回動
位置が前記第１位置から前記第２位置に移動するように前記位置移動制御を実行するとと
もに、前記回動位置が移動する側とは反対側に前記表示部材の前記特定部位が変位するよ
うに前記回動制御を実行する駆動制御モードを有していることを特徴とする請求項１に記
載の遊技機。
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【請求項３】
遊技機構成体と対向する位置において回動可能となるように設けられた表示部材と、
前記表示部材を回動させるとともに、同表示部材の回動位置を移動させる駆動手段と
を備え、
前記表示部材の回動に基づいて前記表示部材の外周部における特定部位が前記遊技機構
成体に対して近づく側に変位する過程で、前記表示部材の前記回動位置を前記遊技機構成
体側とは反対側に移動させることにより前記特定部位が通過する通過軌道と前記遊技機構
成体との重なりを回避することを特徴とする遊技機。
【請求項４】
前記駆動手段を制御することにより前記表示部材を回動させる回動制御と前記駆動手段
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を制御することにより前記回動位置を移動させる位置移動制御とを実行することにより、
前記表示部材の表示態様を変化させる駆動制御手段を備え、
前記駆動制御手段は、前記表示部材の前記回動位置が前記遊技機構成体から離れる側に
変位するように前記回動制御を実行するとともに、前記表示部材の前記特定部位が変位す
る側とは反対側に前記表示部材の前記回動位置が移動するように前記位置移動制御を実行
する駆動制御モードを有していることを特徴とする請求項３に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、遊技機に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
遊技機として例えばパチンコ遊技機では、遊技盤に形成された遊技領域に対して遊技球
が発射され、当該遊技領域内の各種入賞口に遊技球が入賞されるとそれに伴い所定個数の
遊技球が払い出される。また、パチンコ遊技機には例えば図柄表示ユニットが設けられ、
この図柄表示ユニットにより複数列の図柄が変動表示される。図柄表示ユニットは、液晶
表示装置等によって構成されることが多く、例えば左右方向又は上下方向に並ぶ３つの図
柄列が設けられ、各図柄列毎に図柄が変動表示される。この場合、所定入賞口（始動入賞
口）への入賞をトリガとして図柄表示ユニットによる図柄の変動表示が開始され、その後
、所定の変動パターンによる変動表示を経て図柄の変動表示が停止される。そして、各図
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柄列の停止図柄が確定した際にその図柄が同一図柄であれば、特別遊技状態（大当たり状
態）に移行し多量の遊技球が払い出される。特別遊技状態に移行する確率は比較的低確率
で設定され、特別遊技状態に移行しない場合には通常状態のままとされる。
【０００３】
また近年では、遊技の興趣を高めるべく、液晶表示装置の表示画面に表示される表示内
容を複雑なものにしたり、当該表示画面を大型化して表示画像の迫力を向上させたりする
等、図柄表示に関して様々な工夫が施されてきている。また、例えば液晶表示装置等の図
柄表示ユニットの周辺に可動部材を設け、遊技内容（例えば図柄の変動表示の内容）と可
動部材の動作内容に所定の対応関係をもたせ、遊技中（例えば図柄の変動時）における遊
技者の興趣を高めるようにしている（例えば、特許文献１）。
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【特許文献１】特開２００２−７８９０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
可動部材を用いた演出を行う場合には、可動部材を大型化することにより演出範囲を広
げることができる反面、そのような可動部材の大型化に起因してより広域での動作領域の
確保が必要となり得る。可動部材は遊技者から視認可能となる位置（例えば遊技領域）に
配置されるのが一般的であると考えられるが、遊技領域には前記図柄表示ユニット等の各
種構成が設けられていることが多く、上述したような動作領域の拡大は制限を受けやすい
と想定される。
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【０００５】
一方、周辺部品（パネル部材等）との共存を優先し、可動部材を小さくすることにより
動作スペースの広がりを抑えた場合、可動部材を用いた演出のインパクトを弱める要因と
なり得る。これは、可動部材を設けた主旨に逆行するものであり好ましくない。
【０００６】
本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、可動部材を用いた演出を
行う遊技機において、同可動部材の動作スペースの広がりを抑えつつ、演出範囲を広げる
ことのできる遊技機を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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以下、上記課題を解決するための手段について記載する。
【０００８】
請求項１に記載の発明は、回動可能に設けられた表示部材と、前記表示部材を回動させ
るとともに、当該表示部材の回動位置を移動させる駆動手段とを備え、前記回動位置の移
動範囲には、第１位置及び第２位置が設けられており、前記表示部材において特定の回動
動作が行われる過程で前記回動位置が前記第１位置から前記第２位置に変更されることに
よって、当該特定の回動動作において前記表示部材の外周面における特定部位が通過する
軌道の少なくとも一部が、前記回動位置が前記第１位置に固定された状態で前記表示部材
の回動動作が行われた場合における前記特定部位の軌道の内側を通るように構成されてい
ることを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００９】
可動部材を用いた演出を行う遊技機において、同可動部材の動作スペースの広がりを抑
えつつ、演出範囲を広げることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
（第１の実施の形態）
以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第１の実
施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０を前方から見た斜視
図、図２はパチンコ機１０の遊技機本体１２の分解斜視図である。なお、図２では便宜上
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、パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００１１】
パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能（開閉可能）に取り付けられた遊技機本体１２とを有している。な
お、パチンコ機１０において外枠１１は必須の構成ではなく、遊技場の島設備に外枠１１
が備え付けられた構成としてもよい。
【００１２】
外枠１１は、木製の板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている
。パチンコ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技場に設置さ
れる。なお、外枠１１を合成樹脂やアルミニウム等の金属によって形成することも可能で
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ある。
【００１３】
外枠１１の一側部に遊技機本体１２が回動可能に支持されている。具体的には、図１に
示すように、外枠１１における上枠部と左枠部との連結部分に上側支持用金具２１が設け
られており、さらに外枠１１における下枠部と左枠部との連結部分に下側支持用金具２２
が設けられている。これら上側支持用金具２１及び下側支持用金具２２により支持機構が
構成され、当該支持機構によって外枠１１に対して遊技機本体１２が回動可能に支持され
ている。
【００１４】
また、遊技機本体１２には、図２に示すように、その回動先端部に施錠装置２３が設け
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られており、遊技機本体１２を外枠１１に対して閉鎖状態とした場合には施錠装置２３の
鉤部材２４が外枠１１の右枠部の内側面に設けられた鉤受け部にて受けられ、遊技機本体
１２の開放が阻止される。一方、パチンコ機１０前面にて露出させて設けられたシリンダ
錠２５に対して解錠キーを用いて解錠操作を行うことにより、外枠１１の鉤受け部にて鉤
部材２４が受けられた状態が解除され、遊技機本体１２の外枠１１からの開放が可能とな
る。なお、施錠装置２３は、後述する内枠１３と前扉枠１４との施錠を行う機能も有して
いる。
【００１５】
遊技機本体１２は、ベース体としての内枠１３と、その内枠１３の前方に配置される前
扉枠１４と、内枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備えている。遊技機
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本体１２のうち内枠１３が外枠１１に対して回動可能（開閉可能）に支持されている。詳
細には、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端側）
として内枠１３が前方へ回動可能とされている。
【００１６】
内枠１３には、前扉枠１４が回動可能（開閉可能）に支持されており、正面視で左側を
回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端側）として前方へ回動可能と
されている。また、内枠１３には、裏パックユニット１５が回動可能（開閉可能）に支持
されており、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端
側）として後方へ回動可能とされている。
【００１７】
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次に、遊技機本体１２の前面側の構成について説明する。図３は内枠１３の正面図であ
る。因みに、図３では、図２と同様に、パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略してい
る。
【００１８】
内枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース２８を主体として構成さ
れている。樹脂ベース２８の中央部には略楕円形状の窓孔２９が形成されている。樹脂ベ
ース２８にはその後方から遊技盤ユニット１００が着脱可能に取り付けられており、遊技
盤ユニット１００の前面に形成された遊技領域が樹脂ベース２８の窓孔２９を通じて内枠
１３の前面側に露出した状態となっている。
【００１９】
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遊技盤ユニット１００の前面には、内レール１０１と外レール１０２とが取り付けられ
ている。当該遊技盤ユニット１００の前面は、これら内外のレール１０１，１０２により
区画され、略円形状に区画された内側領域に遊技領域が形成されている。そして、これら
内レール１０１と外レール１０２とにより誘導レールが構成され、遊技球発射機構５０か
ら発射された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。
【００２０】
遊技球発射機構５０は、同図３に示すように、樹脂ベース２８における窓孔２９の下方
に取り付けられている。遊技球発射機構５０は、電磁式のソレノイド５１と、発射レール
５２と、球送り機構５３とからなり、ソレノイド５１への電気的な信号の入力により当該
ソレノイド５１の出力軸が伸縮方向に移動し、球送り機構５３によって発射レール５２上
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に置かれた遊技球を遊技領域に向けて打ち出す。
【００２１】
ここで、図３〜図５に基づき遊技盤ユニット１００について詳細に説明する。図４は遊
技盤ユニット１００の斜視図、図５は遊技盤ユニット２３０の正面図である。なお、図４
では便宜上、パチンコ機１０の遊技領域内の構成を一部省略している。
【００２２】
図３に示すように、遊技盤ユニット１００は、樹脂ベース２８の窓孔２９を塞ぐ略矩形
状の遊技盤１０３を有している。遊技盤１０３は合板からなり、その前面には上述した遊
技領域１０４が形成されている。
【００２３】
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図３及び図４に示すように、遊技盤１０３の略中央には、自身の板厚方向（前後方向）
に貫通する開口部１０５が設けられており、この開口部１０５を塞ぐようにして可変表示
ユニット１１０が配置されている。また、開口部１０５（可変表示ユニット１１０）の周
辺には大小複数の貫通孔が形成されており、それら各貫通孔には一般入賞口１１１，可変
入賞装置１１２，作動口１１３及びスルーゲート１１４がそれぞれ配設されている（図５
参照）。図５に基づき各部材の配置について詳細に説明すれば、可変表示ユニット１１０
の下方に作動口１１３が配置され、さらにその下方に可変入賞装置１１２が配置されてい
る。また、可変表示ユニット１１０の側方にはスルーゲート１１４が配置され、遊技領域
１０４の下部両側には一般入賞口１１１が複数配置されている。一般入賞口１１１、可変
入賞装置１１２及び作動口１１３に遊技球が入ると、同遊技球が検出スイッチ（図示略）
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により検出され、その検出結果に基づいて所定数の賞品球が払い出される。
【００２４】
遊技領域１０４には、上述した各種構成に加えて第１特定ランプ部及び第２特定ランプ
部が設けられている。
【００２５】
第１特定ランプ部には、その内側に赤、緑、青の３色発光タイプのＬＥＤランプが配設
されている。そして、作動口１１３への入賞をトリガとして、所定の順序で発光色の切り
替えが行われる。具体的には、作動口１１３への入賞をトリガとして、赤色光が点灯され
、その状態で所定期間が経過すると緑色光に発光色が切り替えられる。そして、緑色光が
点灯された状態で前記所定期間が経過すると青色光に発光色が切り替えられる。その後、
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発光色の切り替え停止時期がくるまで、赤色、緑色、青色という順序で発光色の切り替え
が繰り返し行われる。これにより、第１特定ランプ部には、赤色、緑色、青色が、この順
序で繰り返し表示されることとなる。そして、最終的に赤色又は緑色が停止表示された場
合には大当たりが発生し、青色が停止表示された場合には大当たりが発生しない。また、
最終的に赤色で停止表示された場合と、最終的に緑色で停止表示された場合とで、大当た
りの種類が異なり、前者の方が遊技者に有利な大当たりが発生することとなる。
【００２６】
一方、第２特定ランプ部には、その内側に赤、緑の２色発光タイプのＬＥＤランプが配
設されている。この第２特定ランプ部は、スルーゲート１１４における遊技球の通過をト
リガとして、所定の順序で発光色の切り替えが行われる。具体的には、遊技球がスルーゲ
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ート１１４を通過すると、赤色光の点灯と緑色光の点灯とが交互に行われる。これにより
、第２特定ランプ部には、赤色、緑色が交互に表示されることとなる。そして、赤色が停
止表示された場合には、作動口１１３に付随する電動役物が所定期間だけ開放状態となる
よう構成されている。
【００２７】
その他に、遊技領域１０４の下部、詳しくは可変入賞装置１１２の下方にはアウト口１
１５が形成されている。各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口１１５を通って図
示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。また、遊技領域１０４には、遊
技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘１１６が植設されているとともに
、風車（役物）１１７等が配設されている。
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【００２８】
可変入賞装置１１２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞しにくい閉状態になって
おり、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り替えられるようになっ
ている。より詳しくは、大当たりが発生すると、可変入賞装置１１２が所定の開放状態と
なり、遊技球が入賞し易い状態となる。可変入賞装置１１２の開放態様としては、所定期
間（例えば３０秒間）の経過又は所定個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、
可変入賞装置１１２内の継続入賞口への入賞を条件として次ラウンドへの移行条件成立と
し、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）を上限として可変入賞装置１１２が繰り返し開
放されるものが一般的である。なお、可変入賞装置１１２の駆動制御は、後述する主制御
装置により行われる。
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【００２９】
可変表示ユニット１１０は、作動口への入賞をトリガとして図柄を変動表示する図柄表
示装置１２０を備えている。図柄表示装置１２０は横長矩形状をなす液晶ディスプレイ（
表示画面１２１）を備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置に
よって表示画面１２１に表示される内容が制御される。
【００３０】
表示画面１２１には、例えば左、中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上
下方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め設
定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示された場合には、特別遊
技状態（以下、大当たりという）が発生することとなる。
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【００３１】
また、可変表示ユニット１１０には、図柄表示装置１２０を囲むようにしてフレームユ
ニット１３１及びステージユニット１３２を備えたセンターフレーム１３０が設けられて
いる。センターフレーム１３０は、それら各ユニット１３１，１３２が連結されることに
より全体として略枠状をなすように構成されている。
【００３２】
フレームユニット１３１は、センターフレーム１３０の上部及び左右両側部を構成して
おり、遊技盤１０３に対して固定されている。また、フレームユニット１３１は、遊技盤
１０３の前面よりもパチンコ機１０前方に延出している。これにより、図柄表示装置１２
０の表示画面１２１の前方を遊技球が流下することを回避しており、流下する遊技球と表
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示画面１２１とが重なることによって表示画面１２１の視認性が低下するといった不都合
が生じにくい構成となっている。
【００３３】
フレームユニット１３１には、当該フレームユニット１３１に向けて打ち込まれた遊技
球を受け入れる入口１３５と、その入口１３５に入った遊技球をステージユニット１３２
へと案内する案内通路１３６と、ステージユニット１３２側に開放された出口１３７とが
設けられている。これら入口１３５，案内通路１３６及び出口１３７によって、いわゆる
ワープ通路が構成されており、入口１３５に入った遊技球は、案内通路１３６内を移動し
出口１３７から排出される。ワープ通路から排出された遊技球は、ステージユニット１３
２に到達することとなる。
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【００３４】
ステージユニット１３２は、センターフレーム１３０の下部を構成しており、フレーム
ユニット１３１と同様に遊技盤１０３に固定されている。ステージユニット１３２は、遊
技盤１０３に対し後方にオフセットして配置された図柄表示装置１２０の表示画面１２１
との隙間を埋めるように、遊技盤１０３から表示画面１２１に向けて張り出しており、遊
技球１個のみが左右方向に転動できる程度の幅を有してなる奥側ステージ面１３８及び手
前側ステージ面１３９を備えている。両ステージ面１３８，１３９は、中央に向けて緩や
かに下り傾斜した曲面状をなしているとともに、奥側ステージ面１３８が手前側ステージ
面１３９よりも上位となる段差状をなすように形成されている。奥側ステージ面１３８は
、その一側部が前記出口１３７と連なるようにして配置されており、出口１３７から排出
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された遊技球は奥側ステージ面１３８上を転動する構成となっている。また、奥側ステー
ジ面１３８の中央部分には、手前側ステージ面１３９側に下る傾斜部が形成されており、
この傾斜部に到達した遊技球が手前側ステージ面１３９に向けて流下しやすくなっている
。
【００３５】
奥側ステージ面１３８と手前側ステージ面１３９とを繋ぐ縦壁１４１の中央、詳しくは
作動口１１３の上方には、手前側ステージ面１３９上を転動する遊技球の一部を作動口１
１３に導く案内通路１４２が形成されており、この案内通路１４２を通過した遊技球は、
高い確率で作動口１１３に導かれることとなる。
【００３６】
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以上詳述したステージユニット１３２は、図柄表示装置１２０の表示画面１２１よりも
下側に位置しており、ステージ面１３８，１３９上を流下する遊技球と表示画面１２１と
の重なりが抑えられている。これにより、ステージユニット１３２上を転動する遊技球に
よって表示画面１２１の視認が妨げられるといった不都合を生じにくくしている。
【００３７】
以上詳述した内枠１３の前面側全域を覆うようにして前扉枠１４が設けられている。前
扉枠１４には、図１等に示すように、遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができ
るようにした窓部５４が形成されている。窓部５４は、略楕円形状をなし、透明性を有す
る窓パネル５５が嵌め込まれている。窓部５４の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設
けられている。また、左上及び右上の位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力され
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るスピーカ５６が設けられている。
【００３８】
前扉枠１４における窓部５４の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部５７と下側膨出
部５８とが上下に並設されている。上側膨出部５７内側には上方に開口した上皿５７ａが
設けられており、下側膨出部５８内側には同じく上方に開口した下皿５８ａが設けられて
いる。上皿５７ａは、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整
列させながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿５８ａは
、上皿５７ａ内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【００３９】
下側膨出部５８の右方には、手前側へ突出するようにしてハンドル装置５９が設けられ
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ている。ハンドル装置５９が操作されることにより、遊技球発射機構から遊技球が発射さ
れる。
【００４０】
次に、図６に基づき遊技機本体１２の背面側の構成、すなわち裏パックユニット１５に
ついて説明する。図６は裏パックユニット１５の正面図である。
【００４１】
図６に示すように、裏パックユニット１５は、裏パック７１を備えており、当該裏パッ
ク７１に対して、払出機構部７２及び制御装置集合ユニット７３が取り付けられている。
裏パック７１は透明性を有する合成樹脂により形成されており、払出機構部７２などが取
り付けられるベース部７４と、パチンコ機１０後方に突出し略直方体形状をなす保護カバ
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ー部７５とを有する。
【００４２】
ベース部７４には、その右上部に外部端子板７６が設けられている。外部端子板７６に
は各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技場側の管理制御装置
に対して各種信号が出力される。ベース部７４には、保護カバー部７５を迂回するように
して払出機構部７２が配設されている。すなわち、裏パック７１の最上部には上方に開口
したタンク７７が設けられており、タンク７７には遊技場の島設備から供給される遊技球
が逐次補給される。タンク７７の下方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレー
ルが連結され、タンクレールの下流側には上下方向に延びるケースレールが連結されてい
る。ケースレールの最下流部には払出装置７８が設けられている。払出装置７８より払い
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出された遊技球は、当該払出装置７８の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて
、上皿５７ａ又は下皿５８ａに排出される。
【００４３】
払出機構部７２には、裏パック基板７９が設置されている。裏パック基板７９には、例
えば交流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチの切替操作により電源ＯＮ又は電
源ＯＦＦとされるようになっている。
【００４４】
ベース部７４の下端部には、制御装置集合ユニット７３が取り付けられている。制御装
置集合ユニット７３は、横長形状をなす取付台８１を有し、取付台８１に払出制御装置８
２と電源及び発射制御装置８３とが搭載されている。これら払出制御装置８２と電源及び
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発射制御装置８３とは、払出制御装置８２がパチンコ機１０後方となるように前後に重ね
て配置されている。
【００４５】
払出制御装置８２は、基板ボックス８４内に払出装置７８を制御する払出制御基板が収
容されて構成されている。電源及び発射制御装置８３は、基板ボックス８５内に電源及び
発射制御基板が収容されて構成されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所
定の電力が生成されて出力され、さらに遊技者によるハンドル装置５９の操作に伴う遊技
球の打ち出しの制御が行われる。本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有して
おり、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時
の状態に復帰できるようになっている。
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【００４６】
本実施の形態においては、遊技機本体１２が遊技に関する各種演出を行う可変表示機構
１５０を備えている。そこで以下、図４及び図５に基づきこの可変表示機構１５０及びそ
れに関連する構成について詳細に説明する。
【００４７】
可変表示機構１５０は、図柄表示装置１２０の前方に配置された表示部材１５１と、そ
の表示部材１５１が回動可能な状態で取り付けられているベース部材１５２と、そのベー
ス部材１５２をスライド移動可能に支持する支持部材１５３とを有している。ベース部材
１５２が支持部材１５３に支持された状態にて同支持部材１５３に沿ってスライド移動す
ることにより、表示部材１５１の位置が変更される。
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【００４８】
表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１は前後方向に延びるように設定されている。この回
動中心軸線Ｘ１を中心として表示部材１５１が回転した場合には、同表示部材１５１と図
柄表示装置１２０の表示画面１２１との隙間が一定に保たれたまま同表示画面１２１に沿
うように表示部材１５１が移動することとなる。
【００４９】
図４及び図５に示すように、表示部材１５１は、全体としてギターを模すように形成さ
れており、ベース部材１５２に対する取付部としての本体部１５５（ボディに相当）と、
本体部１５５から回動中心軸線Ｘ１の放射方向に延びる延出部１５６（ネックやヘッドに
相当）とを有している。それら本体部１５５及び延出部１５６は、回動中心軸線Ｘ１から
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本体部１５５の外端までの距離寸法と、同回動中心軸線Ｘ１から延出部１５６の外端まで
の距離寸法とが相違するように形成されている。詳しくは延出部１５６の先端部は、表示
部材１５１において回動中心軸線Ｘ１からの距離が最も大きくなる最外部位ＯＭを構成し
ており、表示部材１５１が回動中心軸線Ｘ１を中心に回動した場合、その最外部位ＯＭが
同回動中心軸線Ｘ１から最も離れた位置を移動する構成となっている。
【００５０】
表示部材１５１は、上述したステージユニット１３２における奥側ステージ面１３８の
上方に配置されており、前記回動中心軸線Ｘ１を中心として回動した場合には、延出部１
５６（詳しくは最外部位ＯＭ）が奥側ステージ面１３８に対して所定の間隔を隔てた上方
、具体的には少なくとも遊技球の直径の２倍程度離れた位置を移動することとなる。
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【００５１】
ベース部材１５２は、表示部材１５１の本体部１５５に固定された軸体１５８や、その
軸体１５８を回動させることにより表示部材１５１の向きを変更する動力源としての回動
用モータ１５９等を搭載してなる台座部１６０と、その台座部１６０から支持部材１５３
に延び、同支持部材１５３に連なる連結部１６１とを有している。
【００５２】
支持部材１５３は、ベース部材１５２の両側、詳しくは遊技盤１０３の開口部１０５を
挟んだ左右両側に配置された１組のレール部材によって構成されている。それら各支持部
材１５３は上下に延びるとともに、互いに平行となるように配置されている。それら各支
持部材１５３には互いに向き合う側に開放された溝部が設けられており、それら溝部に対
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してベース部材１５２の連結部１６１が嵌まる構成となっている。それら溝部は、支持部
材１５３と同様に上下方向に延びており、これら支持部材１５３の溝部内を連結部１６１
が摺動することにより、表示部材１５１及びベース部材１５２が上下方向にスライド移動
する構成となっている。なお、両支持部材１５３は、パチンコ機１０の正面視において遊
技盤１０３の背面に重なる位置に配置されており、パチンコ機１０の前方から視認されに
くくなっている。
【００５３】
各支持部材１５３には、ベース部材１５２をスライド移動させる動力源としてのスライ
ド用モータ１６３やそれらスライド用モータ１６３に発生する駆動力をベース部材１５２
に伝える駆動力伝達部材１６４等の各種構成が搭載されている。スライド用モータ１６３
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の駆動に基づいて駆動力伝達部材１６４が押し引きされることによりベース部材１５２が
スライド移動し、表示部材１５１の上下位置が変更されることとなる。
【００５４】
本実施の形態においては特に、回動用モータ１５９及びスライド用モータ１６３として
ステッピングモータを用いる構成とした。ステッピングモータは、入力されるパルス数に
依存してその回転角度が決定される。このため、スライド用モータ１６３においては支持
部材１５３に沿ったスライド量を当該パルス数によって規定することができ、回動用モー
タ１５９においては表示部材１５１の回転状態（すなわち表示部材１５１の向き）をパル
ス数によって規定することができる。これにより、表示部材１５１の位置決め制御を好適
に実現可能となっている。
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【００５５】
上述したセンターフレーム１３０におけるフレームユニット１３１の上部、すなわち開
口部１０５の上方に位置している部分には、表示部材１５１及びベース部材１５２を収容
する収容部１６８が形成されている。収容部１６８は、表示画面１２１の上端縁に沿って
左右に延びており、表示部材１５１及びベース部材１５２のほぼ全域を同表示部材１５１
の延出部１５６が水平に保たれた状態にて収容可能な収容領域ＨＥを有している。また、
収容部１６８の下部は表示画面１２１側（具体的には下方）に開放されており、その開放
部位を介して表示部材１５１及びベース部材１５２が出入可能となっている。表示部材１
５１及びベース部材１５２が同収容部１６８に収容された状態においては、それら表示部
材１５１等と図柄表示装置１２０の表示画面１２１との重なりが回避されるとともに、表

50

(10)

JP 2010‑88492 A 2010.4.22

示部材１５１等のパチンコ機１０前方からの視認が妨げられる構成となっている。このよ
うに、表示部材１５１等を遮蔽する機能に着目すれば、「収容部１６８」を「遮蔽部１６
８」と称することも可能である。
【００５６】
ここで、図５に基づき表示部材１５１とその動作領域について詳細に説明する。表示部
材１５１は表示画面１２１の前方に形成された空間を利用して動作する構成となっている
。具体的には、表示画面１２１は、ステージユニット１３２の設置スペースの確保、仮に
遊技球が開口部１０５付近で暴れた場合に同表示画面１２１に対して遊技球が衝突するこ
との回避等を目的として、遊技盤１０３よりも奥まった位置に配置されている。このよう
に表示画面１２１を奥側にずらして配置することによって生じた空間に表示部材１５１の

10

動作領域ＭＥが設けられている。
【００５７】
この動作領域ＭＥは、収容部１６８及びステージユニット１３２（詳しくは奥側ステー
ジ面１３８）によって上下方向への広がりが規制されている。詳しくは、表示部材１５１
の動作領域ＭＥは、収容部１６８との重なりを回避するように同収容部１６８の下端縁（
第１境界ＢＬ１）よりも下方に設定されており、奥側ステージ面１３８によって規定され
た遊技球の流下経路との干渉を回避するように流下経路の上限部分（第２境界ＢＬ２）よ
りも上方に設定されている。すなわち、表示部材１５１の動作領域ＭＥは、それら第１境
界ＢＬ１及び第２境界ＢＬ２によって挟まれた領域に配されている。
【００５８】

20

表示部材１５１は、その最大外形寸法ＭＬが第１境界ＢＬ１及び第２境界ＢＬ２の距離
寸法ＤＴ１よりも大きく、且つ表示部材１５１において回動中心軸線Ｘ１を中心として最
外部位ＯＭを通過する仮想円ＣＬ１が第１境界ＢＬ１及び第２境界ＢＬ２に挟まれた領域
内に収まらない大きさを有するように形成されている。すなわち、表示部材１５１は、仮
想円ＣＬ１の直径が距離寸法ＤＴ１よりも大きくなるように形成されている。
【００５９】
本実施の形態において、回動中心軸線Ｘ１の位置を上下に移動させることにより、第１
境界ＢＬ１及び第２境界ＢＬ２によって挟まれた領域内を表示部材１５１が回動可能な構
成となっている。以下、図７に基づき可変表示機構１５０の基本動作について詳細に説明
する。図７（ａ）は表示部材１５１が収容部１６８内にて待機されている状態を示す概略
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図、図７（ｂ）は表示部材１５１が演出初期位置に配置された状態を示す概略図である。
【００６０】
図７（ａ）に示すように、表示部材１５１は、収容部１６８内（収容領域ＨＥ）に収容
されている状態においては、延出部１５６が遊技機本体１２の回動先端側を向き、且つ同
延出部１５６が水平となるように配置されており、パチンコ機１０前方からの表示部材１
５１の視認が妨げられた状態となっている。なお、図７では便宜上遊技領域内の構成を一
部省略して示している。
【００６１】
表示部材１５１を用いた演出が行われる際には、先ず表示部材１５１が収容部１６８外
、すなわち図柄表示装置１２０の表示画面１２１と前後に重なる演出位置（回動初期位置

40

）に移動する（図７（ｂ）参照）。具体的には、スライド用モータ１６３が駆動すること
によりベース部材１５２の連結部１６１が下方に押され、表示部材１５１及びベース部材
１５２が支持部材１５３に沿って、ステージユニット１３２側に移動する。これにより、
表示画面１２１の前方に形成された空間を利用した表示部材１５１による演出の準備が完
了する。
【００６２】
より詳しくは、表示部材１５１は動作領域ＭＥの中央に位置するように配置される。こ
のように配置された状態では、回動中心軸線Ｘ１及び第１境界ＢＬ１の距離ＬＮ１と、回
動中心軸線Ｘ１及び第２境界ＢＬ２の距離ＬＮ２とは、回動中心軸線Ｘ１から表示部材１
５１の最外部位ＯＭまでの距離ＬＮ３よりも小さくなっている。つまり、回動中心軸線Ｘ
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１を中心として最外部位ＯＭを通過する仮想円ＣＬ１は、パチンコ機１０の正面視におい
て両境界ＢＬ１，ＢＬ２と重なっている。
【００６３】
このように演出位置に配置された状態から、表示部材１５１が正逆両方向のうち一方に
回動することにより当該表示部材１５１を用いた演出が実行される。なお、可変表示機構
１５０には、表示部材１５１が収容位置及び演出位置のいずれに存在しているかを検知す
るセンサが設けられており、このセンサにより検出された位置情報に基づいて、表示部材
１５１の位置を把握可能し、同表示部材１５１の位置を補正することにより、当該表示部
材１５１の位置ずれの発生が抑制されている。
【００６４】

10

以下、図８及び図９に基づき表示部材１５１が正方向に回転した場合の同表示部材１５
１の動作について詳細に説明し、その後、表示部材１５１が逆方向に回転した場合の動作
について説明する。図８及び図９は表示部材１５１の動作を示す動作説明図である。なお
、表示部材１５１が正方向に回転する場合には、同表示部材１５１は図８（ａ）→図８（
ｂ）→図８（ｃ）→図８（ｄ），図９（ａ）→図９（ｂ）→図９（ｃ）→図９（ｄ）の順
に動作する。因みに、図８では便宜上遊技領域内の構成を一部省略して示している。
【００６５】
図８（ａ），（ｂ）に示すように、表示部材１５１が正方向（具体的には時計回り）に
回動すると、延出部１５６の最外部位ＯＭがステージユニット１３２の奥側ステージ面１
３８に対して近づく側に移動する。これと同期して表示部材１５１全体がステージユニッ

20

ト１３２から離れる側、すなわち上方にスライド移動する。表示部材１５１の回転角度が
予め定められた第１規定角度ＡＮＧ１（本実施の形態においては４５°）に達すると、そ
れに同期して表示部材１５１のスライド移動が完了する。かかる状態においては、本体部
１５５の移動経路と収容部１６８との重なりが回避されているとともに、延出部１５６の
最外部位ＯＭの移動経路と奥側ステージ面１３８によって規定された遊技球の流下経路と
の干渉が回避されている。
【００６６】
延出部１５６と奥側ステージ面１３８との関係について詳細に説明すれば、回動中心軸
線Ｘ１が上方にずれることにより、最外部位ＯＭが奥側ステージ面１３８に対して最も接
近した状態であっても、同最外部位ＯＭと奥側ステージ面１３８との間には所定の間隔（
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遊技球の直径の２倍程度）が維持されることとなる。これにより、ステージユニット１３
２上を流下する遊技球と表示部材１５１とのつかえが回避される。換言すれば、演出初期
位置からの表示部材１５１の上方へのスライド量ＳＬ１は、表示部材１５１の最外部位Ｏ
Ｍが奥側ステージ面１３８に対して最も近づいた状態であっても、遊技球の流下及び表示
部材の回動が担保されるように規定されている。なお、最外部位ＯＭと奥側ステージ面１
３８との隙間は遊技球の直径の２倍程度に限定されるものではない。少なくとも遊技球の
転動を阻害しない程度であればよく、例えば、遊技球の直径よりも若干大きい程度に設定
することも可能である。
【００６７】
また、最外部位ＯＭが奥側ステージ面１３８側に近づくことに伴って、回動中心軸線Ｘ
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１を挟んだ反対側の端部、すなわち本体部１５５の端部が収容部１６８に接近することと
なる。このように本体部１５５が収容部１６８に接近した状態であっても、本体部１５５
が収容部１６８に隠れないように、すなわち本体部１５５の動作軌道と収容領域ＨＥとの
重なりが回避されるように上述したスライド量ＳＬ１が規定されている。
【００６８】
図８（ｃ）に示すように表示部材１５１が更に回転し、その回動角度が予め定められた
第２規定角度ＡＮＧ２（本実施の形態においては１３５°）に達すると、それに同期して
表示部材１５１が回動初期位置に向けてスライド移動し始める。そして、その回動量が予
め定められた第３規定角度ＡＮＧ３（本実施の形態においては１８０°）に達することに
同期して、表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１が回動初期位置に復帰することとなる（図
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８（ｄ）参照）。
【００６９】
図９（ａ），（ｂ）に示すように、表示部材１５１が第３規定角度ＡＮＧ３を超えて回
動すると、表示部材１５１全体が収容部１６８から離れる側、すなわち下方にスライド移
動する。表示部材１５１の回転角度が予め定められた第４規定角度ＡＮＧ４（本実施の形
態においては２２５°）に達すると、それに同期して表示部材１５１のスライド移動が完
了し、表示部材１５１の回転中心軸線Ｘ１と収容部１６８との距離が最大となる。このよ
うに回動中心軸線Ｘ１を移動させることにより、収容部１６８の開口縁１６８ａに対する
重なりを回避した位置を最外部位ＯＭが移動することとなる。換言すれば、下方へのスラ
イド量ＳＬ２は、表示部材１５１の最外部位ＯＭが収容部１６８に対して最も近づいた状

10

態であっても、最外部位ＯＭの動作軌跡と収容領域ＨＥとの間に所定の隙間が維持される
ように規定されている。
【００７０】
また、最外部位ＯＭが収容部１６８側に近づくことに伴って、回動中心軸線Ｘ１を挟ん
だ反対側の端部、すなわち本体部１５５の端部が奥側ステージ面１３８に接近することと
なる。このように本体部１５５が奥側ステージ面１３８に接近した状態であっても、本体
部１５５と奥側ステージ面１３８とが干渉しないように、すなわち本体部１５５の動作軌
道と第２境界ＢＬ２との重なりが回避されるように上述したスライド量ＳＬ２が規定され
ている。
【００７１】
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図９（ｃ）に示すように、表示部材１５１の回転角度が第５規定角度ＡＮＧ５（本実施
の形態においては３１５°）に達すると、表示部材１５１が初期位置に向けてスライド移
動し始める。そして、その回動量が予め定められた第６規定角度ＡＮＧ６（本実施の形態
においては３６０°）に達すると、これに同期して、表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１
が初期位置に復帰することとなる（図９（ｄ）参照）。
【００７２】
一方、表示部材１５１が逆方向に回転する場合には、同表示部材１５１は図９（ｄ）→
図９（ｃ）→図９（ｂ）→図９（ａ），図８（ｄ）→図８（ｃ）→図８（ｂ）→図８（ａ
）の順に動作する。
【００７３】
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詳しくは、表示部材１５１が逆方向（具体的には時計回り）に回動すると、延出部１５
６の最外部位ＯＭが収容部１６８の収容領域ＨＥ（すなわち第１境界ＢＬ１）に対して近
づく側に移動する。これと同期して表示部材１５１全体が収容部１６８から離れる側、す
なわち下方にスライド移動する。
【００７４】
図９（ｃ）に示すように、表示部材１５１の回転角度が予め定められた第１１規定角度
ＡＮＧ１１（本実施の形態においては４５°）に達すると、これに同期して表示部材１５
１のスライド移動が完了することとなる。かかる状態においては、延出部１５６の最外部
位ＯＭの移動経路と第１境界ＢＬ１との干渉が回避されている。
【００７５】
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また、最外部位ＯＭが収容部１６８側に近づくことに伴って、回動中心軸線Ｘ１を挟ん
だ反対側の端部、すなわち本体部１５５の端部が奥側ステージ面１３８に接近することと
なる。表示部材１５１のスライド量は上記スライド量ＳＬ２と同等となるように設定され
ている。このため、本体部１５５が奥側ステージ面１３８に接近した状態であっても、本
体部１５５と奥側ステージ面１３８との干渉が回避される。すなわち、本体部１５５の動
作軌道と第２境界ＢＬ２との重なりが回避される。
【００７６】
図９（ｂ）に示すように表示部材１５１が更に回転し、その回動角度が予め定められた
第１２規定角度ＡＮＧ１２（本実施の形態においては１３５°）に達すると、それに同期
して表示部材１５１が回動初期位置に向けてスライド移動し始める。そして、その回動量
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が予め定められた第１３規定角度ＡＮＧ１３（本実施の形態においては１８０°）に達す
ると、それに同期して表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１が回動初期位置に復帰すること
となる（図９（ａ）参照）。
【００７７】
図８（ｄ），（ｃ）に示すように、表示部材１５１が第１３規定角度ＡＮＧ１３を超え
て回動すると、表示部材１５１全体が奥側ステージ面１３８（すなわち第２境界ＢＬ２）
から離れる側、すなわち上方にスライド移動する。表示部材１５１の回転角度が予め定め
られた第１４規定角度ＡＮＧ１４（本実施の形態においては２２５°）に達すると、それ
に同期して表示部材１５１のスライド移動が完了し、表示部材１５１の回転中心軸線Ｘ１
と奥側ステージ面１３８との距離が最大となる（図８（ｃ）参照）。このように回動中心

10

軸線Ｘ１を移動させることにより、第２境界ＢＬ２に対する重なりを回避した位置を最外
部位ＯＭが移動することとなる。
【００７８】
また、最外部位ＯＭが奥側ステージ面１３８側に近づくことに伴って、回動中心軸線Ｘ
１を挟んだ反対側の端部、すなわち本体部１５５の端部が収容部１６８に接近することと
なる。表示部材１５１のスライド量は上記スライド量ＳＬ１と同等となるように設定され
ている。このため、本体部１５５が収容部１６８に接近した状態であっても、本体部１５
５が収容部１６８に隠れることが回避される。すなわち、本体部１５５の動作軌道と収容
領域ＨＥとの重なりが回避される。
【００７９】
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図８（ｂ）に示すように、表示部材１５１の回転角度が第１５規定角度ＡＮＧ１５（本
実施の形態においては３１５°）に達すると、表示部材１５１が初期位置に向けてスライ
ド移動し始める。そして、その回動量が予め定められた第１６規定角度ＡＮＧ１６（本実
施の形態においては３６０°）に達することに同期して、表示部材１５１の回動中心軸線
Ｘ１が初期位置に復帰することとなる（図８（ａ）参照）。
【００８０】
以上詳述したように表示部材１５１の回動に合わせて表示部材１５１（詳しくは回動中
心軸線Ｘ１）の位置を上下に移動させることにより、同表示部材１５１による演出が行わ
れる際に当該表示部材１５１の最外部位ＯＭが通過する通過軌道ＰＳ１が上述した仮想円
ＣＬ１の外側への張り出すことを回避している（図７（ｂ）参照）。同図７（ｂ）に示す
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ように、通過軌道ＰＳ１は長軸が左右に延びるとともに短軸が上下に延びる略楕円状をな
しており、その左右の大きさは仮想円ＣＬ１の左右の大きさと同等となっている一方で、
表示部材１５１のスライド方向（上下方向）における同通過軌道ＰＳ１の大きさは同方向
における仮想円ＣＬ１の大きさよりも小さくなっている。つまり、最外部位ＯＭの左右へ
の移動範囲は仮想円ＣＬ１と同等であるものの、同最外部位ＯＭの上下の移動範囲は仮想
円ＣＬ１よりも小さくなるように規定されている。
【００８１】
なお、可変表示機構１５０には、表示部材１５１の回転の初期位置に存在していること
を検知するセンサが設けられている。このセンサにより検出された情報に基づいて、表示
部材１５１が初期位置に存在しているか否かを把握し、同表示部材１５１の回転位置を補
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正することにより、当該表示部材１５１の位置ずれの発生が抑制されている。
【００８２】
以上説明したパチンコ機１０には、遊技機本体１２の背面側に、遊技を統括管理する主
制御装置９０、スピーカ５６等を制御する音声ランプ制御装置９１、図柄表示装置１２０
を制御する表示制御装置９２等が設けられている。そこで、以下にこれらパチンコ機１０
の電気的構成について、図１０のブロック図に基づいて説明する。図１０では、電力の供
給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【００８３】
主制御装置９０に設けられた主制御基板２０１には、ＭＰＵ２０２が搭載されている。
当該ＭＰＵ２０２には、当該ＭＰＵ２０２により実行される各種の制御プログラムや固定
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値データを記憶したＲＯＭ２０３と、そのＲＯＭ２０３内に記憶される制御プログラムの
実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２０４と、割
込回路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【００８４】
ＭＰＵ２０２には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ２０
２の入力側には、主制御装置９０に設けられた停電監視基板２０５、払出制御装置８２及
びその他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視基板２０５
には電源及び発射制御装置８３に設けられた電源及び発射制御基板２１５が接続されてお
り、ＭＰＵ２０２には停電監視基板２０５を介して電力が供給される。また、スイッチ群
の一部として、作動口１１３及び可変入賞装置１１２などといった入球部に設けられた複

10

数の検知センサが接続されており、主制御装置９０のＭＰＵ２０２において入球部への入
球判定が行われる。また、ＭＰＵ２０２では、入球部のうち作動口１１３への入球に基づ
いて大当たり発生抽選等を実行する。
【００８５】
ここで、ＭＰＵ２０２にて大当たり発生抽選等を行う上での電気的な構成について図１
１を用いて説明する。
【００８６】
ＭＰＵ２０２は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり発生抽選，第１特定ラ
ンプ部の発光色の設定，図柄表示装置１２０の図柄表示の設定等を行う。具体的には、大
当たり発生の抽選に使用する大当たり乱数カウンタＣ１と、確変大当たり状態や通常大当
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たり状態等の大当たり種別を判定する際に使用する大当たり種別カウンタＣ２と、図柄表
示装置１２０が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウンタＣ３と、大当
たり乱数カウンタＣ１の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタＣＩＮＩと、図柄表示
装置１２０の変動パターン選択に使用する第１変動種別カウンタＣＳ１と、第１特定ラン
プ部に表示される色の切り替えを行う期間及び図柄表示装置１２０における図柄の変動表
示時間を決定する第２変動種別カウンタＣＳ２と、外れ図柄の組み合わせの設定に使用す
る外れ図柄カウンタＣ４と、を用いることとしている。
【００８７】
このうち、カウンタＣ１〜Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳ１，ＣＳ２は、その更新の都度前回値
に１が加算され、最大値に達した後０に戻るループカウンタとなっている。また、外れ図
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柄カウンタＣ４は、ＭＰＵ２０２内のレジスタ（リフレッシュレジスタ）を用いてレジス
タ値が加算され、結果的に数値がランダムに変化する構成となっている。各カウンタは短
時間で更新され、その更新値がＲＡＭ２０４の所定領域に設定されたカウンタ用バッファ
に適宜格納される。ＲＡＭ２０４には、１つの実行エリアと４つの保留エリア（保留第１
エリア〜保留第４エリア）とからなる保留球格納バッファが設けられており、これら各エ
リアには、作動口１０７への遊技球の入球履歴に合わせて、大当たり乱数カウンタＣ１，
大当たり種別カウンタＣ２，リーチ乱数カウンタＣ３の各値が時系列的に格納されるよう
になっている。
【００８８】
各カウンタについて詳しくは、大当たり乱数カウンタＣ１は、例えば０〜６７６の範囲
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内で順に１ずつ加算され、最大値（つまり６７６）に達した後０に戻るループカウンタに
より構成されている。特に大当たり乱数カウンタＣ１が１周した場合、その時点の乱数初
期値カウンタＣＩＮＩの値が当該大当たり乱数カウンタＣ１の初期値として読み込まれる
。なお、乱数初期値カウンタＣＩＮＩは、大当たり乱数カウンタＣ１と同様のループカウ
ンタである（値＝０〜６７６）。大当たり乱数カウンタＣ１は定期的に更新され、遊技球
が作動口３３に入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の保留球格納バッファに格納される。
つまり、本パチンコ機１０（具体的にはＭＰＵ２０２）は大当たり状態の発生の有無を抽
選する大当たり発生抽選手段を備えている。
【００８９】
大当たり種別カウンタＣ２は、０〜４９の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値（つま

50

(15)

JP 2010‑88492 A 2010.4.22

り４９）に達した後０に戻る構成となっている。そして、本実施の形態では、大当たり種
別カウンタＣ２によって、大当たり状態が終了した後に、確変状態（高確率状態）とする
か通常状態（低確率状態）とするかを決定することとしている。大当たり種別カウンタＣ
２は定期的に更新され、遊技球が作動口１１３に入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の保
留球格納バッファに格納される。つまり、本パチンコ機１０（具体的にはＭＰＵ２０２）
は大当たりの種別を抽選する大当たり種別抽選手段を備えている。
【００９０】
ここで、確変状態とは、大当たり状態の終了後において予め定められた終了条件が成立
するまで、大当たり状態の発生確率が通常状態よりも高くなる遊技状態のことをいう。具
体的には、通常状態では、大当たり状態が発生することとなる乱数の値は２個で、その値

10

は「３３７、６７３」であり、高確率状態時に大当たりとなる乱数の値の数は１０個で、
その値は「６７、１３１、１９９、２６９、３３７、４０１、４６３、５２３、６０１、
６６１」である。
【００９１】
また、本パチンコ機１０では、大当たり状態の終了後に通常状態となる通常大当たり状
態（第１特別遊技状態）と、大当たり状態の終了後に確変状態となる確変大当たり状態（
第２特別遊技状態）とで、図柄表示装置１２０に停止表示される図柄の態様が異なってい
る。具体的には、通常大当たり状態が発生する場合には第１特別表示結果としての通常大
当たり図柄の組み合わせ（より具体的には、同一の偶数が付された図柄の組み合わせ）が
停止表示され、確変大当たり状態が発生する場合には第２特別表示結果としての確変大当
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たり図柄の組み合わせ（より具体的には、同一の奇数が付された図柄の組み合わせ）が停
止表示される。
【００９２】
リーチ乱数カウンタＣ３は、例えば０〜２３８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値
（つまり２３８）に達した後０に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタＣ３は定期
的に更新され、遊技球が作動口１１３に入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の保留球格納
バッファに格納される。つまり、本パチンコ機１０（具体的にはＭＰＵ２０２）はリーチ
表示の発生の有無を抽選するリーチ発生抽選手段を備えている。
【００９３】
第１変動種別カウンタＣＳ１は、例えば０〜１９８の範囲内で順に１ずつ加算され、最
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大値（つまり１９８）に達した後０に戻る構成となっており、第２変動種別カウンタＣＳ
２は、例えば０〜２４０の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値（つまり２４０）に達し
た後０に戻る構成となっている。
【００９４】
第１変動種別カウンタＣＳ１によってリーチ表示に際して発生するリーチ演出の種別や
その他大まかな図柄変動態様といった図柄表示装置１２０の表示態様が決定される。つま
り、本パチンコ機１０（具体的にはＭＰＵ２０２）はリーチ演出の種別を抽選する演出種
別抽選手段を備えている。
【００９５】
ここで、リーチ表示（リーチ状態）とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を
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行うことが可能な図柄表示装置１２０を備え、変動表示後の停止表示結果が特別表示結果
となった場合に、遊技状態が遊技者に有利な特別遊技状態となる遊技機において、図柄表
示装置１２０における図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表
示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となりやすい変動表示状態であると
遊技者に思わせるための表示状態をいう。
【００９６】
換言すれば、図柄表示装置１２０の表示画面１２１に表示される複数の図柄列のうち一
部の図柄列について図柄を停止表示させることで、大当たり状態の発生に対応した大当た
り図柄の組み合わせが成立する可能性があるリーチ図柄の組み合わせを表示し、その状態
で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。
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【００９７】
より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置１２０の表
示画面１２１内の予め設定された有効ライン上に、大当たり状態の発生に対応した大当た
り図柄の組み合わせが成立する可能性のあるリーチ図柄の組み合わせを停止表示させるこ
とにより、リーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において
最終停止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。
【００９８】
また、リーチ表示には、上記のようにリーチ図柄の組み合わせを表示した状態で、残り
の図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラク
タなどの動画を表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチ図柄の組み合わせを

10

縮小表示又は非表示とした上で、表示画面の略全体において所定のキャラクタなどを動画
として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。
【００９９】
本パチンコ機１０においては、各種リーチ演出の一部として、上述した表示モードの切
り替えが行われる構成となっている。これらの詳細について、後に詳細に説明する。
【０１００】
第２変動種別カウンタＣＳ２によって、第１特定ランプ部に表示される色の切り替えを
行う時間として表示切替時間が決定される。この切り替え表示時間は、図柄表示装置１２
０の図柄変動表示時間に相当する。両変動種別カウンタＣＳ１，ＣＳ２は、後述する通常
処理が１回実行される毎に１回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新
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される。そして、第１特定ランプ部に表示される色の切り替え開始時及び図柄表示装置１
２０による図柄の変動開始時における変動パターン決定に際して両変動種別カウンタＣＳ
１，ＣＳ２のバッファ値が取得される。
【０１０１】
外れ図柄カウンタＣ４は、大当たり抽選が外れとなった時に左列図柄，中列図柄，右列
図柄の外れ停止図柄を決定するためのものであり、所定範囲のカウンタ値が用意されてい
る。外れ図柄カウンタＣ４は通常処内で更新され、外れ図柄カウンタＣ４の値が、ＲＡＭ
２０４の前後外れリーチ図柄バッファ，前後外れ以外リーチ図柄バッファ及び完全外れ図
柄バッファの何れかに格納される。そして、図柄の変動開始時における変動パターン決定
に際し、リーチ乱数カウンタＣ３の値に応じて前後外れリーチ図柄バッファ，前後外れ以
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外リーチ図柄バッファ，完全外れ図柄バッファのいずれかのバッファ値が取得される。
【０１０２】
図１０の説明に戻り、ＭＰＵ２０２の出力側には、停電監視基板２０５、払出制御装置
８２及び音声ランプ制御装置９１が接続されている。払出制御装置８２には、例えば、上
記入球部への入球判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。
【０１０３】
音声ランプ制御装置９１には、変動用コマンド，種別コマンド，停止表示コマンド，大
当たり開始コマンド及び大当たり終了コマンドなどの各種コマンドが出力される。ここで
、変動用コマンド及び種別コマンドは、第１特定ランプ部における切替表示を開始する場
合に、音声ランプ制御装置９１に出力される。この場合、変動用コマンドには、図柄の変
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動表示時間，大当たり発生の有無の情報，リーチ表示の有無の情報，リーチ種別の情報な
どが含まれており、種別コマンドには、停止表示させる図柄の種類の情報が含まれている
。また、停止表示コマンドは、第１特定ランプ部における切替表示を終了する場合に、音
声ランプ制御装置９１に出力される。また、大当たり開始コマンドは、大当たり状態に移
行する場合に、音声ランプ制御装置９１に出力される。
【０１０４】
また、ＭＰＵ２０２の出力側には、可変入賞装置１１２に設けられた駆動部などが接続
されており、大当たり状態においては当該駆動部の駆動制御が実行され、可変入賞装置１
１２の開閉が実行される。
【０１０５】
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停電監視基板２０５は、主制御基板２０１と電源及び発射制御基板２１５とを中継し、
また電源及び発射制御基板２１５から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電
圧を監視する。また、払出制御装置８２は、払出装置７８により賞球や貸し球の払出制御
を行うものである。
【０１０６】
電源及び発射制御基板２１５は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接
続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板２０
１や払出制御装置８２等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成し
た動作電力を二重線矢印で示す経路を通じて供給する。また、電源及び発射制御基板２１
５は、遊技球発射機構５０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構５０は所定の発

10

射条件が整っている場合に駆動される。
【０１０７】
音声ランプ制御装置９１は、主制御基板２０１から入力した各種コマンドに基づいて前
扉枠１４に設けられたスピーカ５６やランプ部等を駆動制御するとともに、表示制御装置
９２を制御するものである。
【０１０８】
表示制御装置９２に設けられた表示制御基板２１１には、ＭＰＵ２１２が搭載されてい
る。ＭＰＵ２１２には、当該ＭＰＵ２１２により実行される各種の制御プログラムや固定
値データを記憶したＲＯＭ２１３と、そのＲＯＭ２１３内に記憶される制御プログラムの
実行に際して各種データ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２１４と、割込
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み回路，タイマ回路，データ出力回路等の各種回路とが内蔵されている。
【０１０９】
ＭＰＵ２１２には入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ２１２
の入力ポートには、音声ランプ制御装置９１が接続されている。また、ＭＰＵ２１２の出
力ポートには、図柄表示装置１２０が接続されているとともに、中継基板を介して可変表
示機構１５０が接続されている。
【０１１０】
ＭＰＵ２１２では、主制御装置９０から出力され音声ランプ制御装置９１を経由して出
力されてくる演出用コマンド（変動用コマンド，種別コマンド，停止表示コマンド，大当
たり開始コマンド及び大当たり終了コマンド等）を取得するとともに、入力コマンドを解
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析し又は入力コマンドに基づき所定の演算処理を行って図柄表示装置１２０の表示制御を
実行する。また、ＭＰＵ２１２では、上記演出用コマンドに基づいて可変表示機構１５０
の表示モード（駆動モード）の設定を行う。
【０１１１】
ＲＯＭ２１３には、表示部材１５１の回動位置の情報及びスライド位置の情報が記憶さ
れているとともに、それら各情報に１対１で対応させて表示領域の切り替えに関する情報
が記憶されている。これら各種情報は、上述した演出用コマンドに対応付けがなされてお
り、遊技状況に応じてそれら各種情報に基づいた演出モードの切り替えを行うことにより
、多様な演出を実現可能となっている。
【０１１２】
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ＭＰＵ２１２において、図柄表示装置１２０の表示制御が実行される際、及び可変表示
機構１５０の表示モードの設定を行う際には、上述した各種情報に加え表示制御装置９２
のＲＡＭ２１４に設けられた各種エリアが用いられる。
【０１１３】
ＲＡＭ２１４に設けられた各種エリアとしては、各種駆動フラグ格納エリア２２１，タ
イミング用カウンタエリア２２２，その他フラグ格納エリア２２３が設定されている。各
駆動フラグ格納エリア２２１は、音声ランプ制御装置９１から入力された変動用コマンド
に基づいて図柄の変動表示を開始する場合に、その変動表示回において各種駆動モードの
設定を行うことを特定するための情報を記憶するためのエリアである。タイミング用カウ
ンタエリア２２２は、各種駆動モードの設定の開始タイミングを特定するためのカウンタ
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エリアである。また、その他フラグ格納エリア２２３は、上記以外の各種情報を記憶する
ためのエリアである。
【０１１４】
ここで、上述した可変表示機構１５０を演出として用いるために設定された各種駆動モ
ードについて説明する。可変表示機構１５０の駆動モードとしては、表示部材１５１の配
置を切り替える第１種駆動モードと、表示部材１５１の回転動作を行う第２種駆動モード
とが設定されている。
【０１１５】
図５を用いて既に説明したように、表示部材１５１は、収容部１６８内に設定された待
機位置と、表示画面１２１の前方に設定された演出位置との両位置間で移動可能となって
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いる。第１種駆動モードは、図５（ａ）に示す待機位置から図５（ｂ）に示す演出位置に
表示部材１５１を移動させる第１位置切替モードと、図５（ｂ）に示す演出位置から図５
（ａ）に示す待機位置に表示部材１５１を移動させる第２位置切替モードとからなる。
【０１１６】
第２種駆動モードは、表示部材１５１の回転方向及び回転速度の組み合わせが異なる第
１表示切替モード〜第５表示切替モードによって構成されている。具体的には、回転方向
としては、「正回転」及び「逆回転」の２種類が設定されており、回転速度としては、「
低速」及び「高速」の２種類が設定されている。
【０１１７】
第１表示切替モードは、表示部材１５１の回転方向が正方向且つ回転速度が低くなるよ
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うに設定されている。第２表示切替モードは、回転方向が正方向且つ回転速度が高くなる
ように設定されている。第３表示切替モードは、回転方向が逆方向且つ回転速度が低くな
るように設定されている。第４表示切替モードは、回転方向が逆方向且つ回転速度が高く
なるように設定されている。
【０１１８】
これら各表示切替モードに個々に対応して各モータ１５９，１６３の動作態様を定めた
プログラム、すなわち表示部材１５１の回転速度，回転開始及び終了タイミングと、表示
部材１５１のスライド移動の移動速度，移動開始及び終了タイミングとを規定したプログ
ラムが表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に記憶されている。そのプログラムに従って回動
用モータ１５９及びスライド用モータ１６３を駆動させるように表示制御装置９２から駆
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動信号が出力される。これら各駆動信号に基づいて、表示部材１５１が動作領域ＭＥ内を
移動することとなる。
【０１１９】
次に、表示制御装置９２のＭＰＵ２１２における可変表示機構１５０の駆動モードの設
定に関する各種処理を説明する。
【０１２０】
ＭＰＵ２１２では、動作電力が供給されている間、予め定められた複数種の処理を所定
の順序で繰り返し実行するための通常処理が実行される。当該通常処理における駆動モー
ドの設定に関する処理として、音声ランプ制御装置９１から入力したコマンドの種類を特
定し、その特定したコマンドに対応した処理を実行するコマンド判定処理と、上記可変表

40

示機構１５０を伴った演出を行うための特別演出用処理とが少なくとも設定されている。
以下、これら各処理について説明する。
【０１２１】
先ず、コマンド判定処理について図１２のフローチャートを参照しながら説明する。
【０１２２】
コマンド判定処理では、始めにステップＳ１０１にて、変動用コマンドを入力している
か否かを判定する。なお、音声ランプ制御装置９１から入力した各種コマンドは、ＲＡＭ
２１４に設けられたコマンド格納エリアに格納され、次回用の変動用コマンドが入力され
ることに基づいて消去される。
【０１２３】
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変動用コマンドを入力している場合には、ステップＳ１０２にて、変動用コマンドに駆
動モードの特定を行うべき情報、すなわち前記第１種駆動モード及び前記第２種駆動モー
ドの特定を行うべき情報が含まれているか否かを判定する。具体的には、変動用コマンド
に含まれる第１変動種別カウンタＣＳ１の値の情報が、ＲＯＭ２１３に記憶された駆動モ
ード用の値群の情報に含まれているか否かを判定する。駆動モードの特定を行うべき情報
が含まれている場合には、ステップＳ１０３〜ステップＳ１１１の駆動モードの特定用処
理を実行し、駆動モードの特定を行うべき情報が含まれていない場合にはそのままステッ
プＳ１１３に進む。
【０１２４】
駆動モードの特定用処理では、先ずステップＳ１０３にて第１位置切替モード用の特定
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処理を実行する。第１位置切替モード用特定処理では、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格
納エリア２２１のうち第１位置切替フラグ格納エリア（第１位置切替状態情報記憶手段）
に第１位置切替フラグ（第１位置切替状態情報）を格納し、ステップＳ１０４に進む。第
１位置切替フラグは、スライド用モータ１６３に対して駆動信号を出力し、表示部材１５
１を待機位置から演出位置に移動させるフラグであり、表示部材１５１を用いた演出が終
了した後、詳しくは特別演出が発生してから予め定められた期間が経過した後、消去され
る。
【０１２５】
ステップＳ１０４では、第１表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定する。
第１表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ１０５にて第１表示切替
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モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ１１２に進む。第１表示切替モード用の
特定処理では、ＲＡＭ２１４の各駆動フラグ格納エリア２２１のうち、第１表示切替フラ
グ格納エリア（第１表示切替状態情報記憶手段）に第１表示切替フラグ（第１表示切替状
態情報）を格納する。第１表示切替フラグは、回動用モータ１５９及びスライド用モータ
１６３に対して駆動信号を出力し、各境界ＢＬ１，ＢＬ２との干渉を回避しつつ表示部材
１５１を正方向に低速で回転させるフラグであり、表示部材１５１の回転が停止した後、
詳しくは特別演出が発生してから予め定められた期間が経過した後、消去される。
【０１２６】
ステップＳ１０４において、第１表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ１０６にて、第２表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定
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する。第２表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ１０７にて第２表
示切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ１１２に進む。第２表示切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア２２１のうち、第２表示
切替フラグ格納エリア（第２表示切替状態情報記憶手段）に第２表示切替フラグ（第２表
示切替状態情報）を格納する。第２表示切替フラグは、回動用モータ１５９及びスライド
用モータ１６３に対して駆動信号を出力し、各境界ＢＬ１，ＢＬ２との干渉を回避しつつ
表示部材１５１を正方向に高速で回転させるフラグであり、表示部材１５１の回転が停止
した後、詳しくは特別演出が発生してから予め定められた期間が経過した後、消去される
。
【０１２７】

40

ステップＳ１０６において、第２表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ１０８にて、第３表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定
する。第３表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ１０９にて第３表
示切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ１１２に進む。第３表示切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア２２１のうち、第３表示
切替フラグ格納エリア（第３表示切替状態情報記憶手段）に第３表示切替フラグ（第３表
示切替状態情報）を格納する。第３表示切替フラグは、回動用モータ１５９及びスライド
用モータ１６３に対して駆動信号を出力し、各境界ＢＬ１，ＢＬ２との干渉を回避しつつ
表示部材１５１を逆方向に低速で回転させるフラグであり、表示部材１５１の回転が停止
した後、詳しくは特別演出が発生してから予め定められた期間が経過した後、消去される
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。
【０１２８】
ステップＳ１０８において、第３表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ１１０にて、第４表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定
する。第４表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ１１１にて第４表
示切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ１１２に進む。第４表示切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア２２１のうち、第４表示
切替フラグ格納エリア（第４表示切替状態情報記憶手段）に第４表示切替フラグ（第４表
示切替状態情報）を格納する。第４表示切替フラグは、回動用モータ１５９及びスライド
用モータ１６３に対して駆動信号を出力し、各境界ＢＬ１，ＢＬ２との干渉を回避しつつ

10

表示部材１５１を逆方向に高速で回転させるフラグであり、表示部材１５１の回転が停止
した後、詳しくは特別演出が発生してから予め定められた期間が経過した後、消去される
。
【０１２９】
ステップＳ１１０において、第４表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、そのままステップＳ１１２に進む。
【０１３０】
ステップＳ１１２では、変動表示用の特定処理を実行する。当該特定処理では、変動用
コマンド及び種別コマンドに基づいて、図柄表示装置１２０における図柄の変動表示時間
や、図柄の表示位置（画面表示範囲）、リーチ表示やリーチ演出を含めた図柄の変動表示
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態様及び最終的に停止表示させる図柄の種類を特定し、それら特定した情報をＲＡＭ２１
４に記憶させる。その後、本コマンド判定処理を終了する。
【０１３１】
一方、ステップＳ１０１において、変動用コマンドを入力していないと判定した場合に
は、ステップＳ１１３に進み、その他の特定処理を実行した後に、本コマンド判定処理を
終了する。その他の特定処理では、入力しているコマンドが停止表示コマンド，大当たり
開始コマンド及び大当たり終了コマンドである場合には、それぞれに対応した処理を実行
する。また、その他の特定処理では、コマンドを入力していないと判定した場合には、そ
のまま処理を終了するとともに、入力したコマンドが解析できない場合にもそのまま処理
を終了する。
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【０１３２】
次に特別演出用処理について、図１３のフローチャートを参照しながら説明する。
【０１３３】
特別演出用処理では、先ずステップＳ２０１にて、特別演出が発生する変動表示回中で
あるか否かを判定する。当該変動表示回中で無い場合には、そのまま特別演出処理を終了
し、当該変動表示回中である場合には、ステップＳ２０２に進む。
【０１３４】
ステップＳ２０２では、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア２２１に位置切替モ
ード用フラグが格納されているか否かを判定する。位置切替モード用フラグが格納されて
いると判定された場合、ステップＳ２０３に進む。
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【０１３５】
ステップＳ２０３では、可変表示機構１５０を駆動させる（詳しくは表示部材１５１を
支持部材１５３に沿ってスライド移動させる）タイミングか否かを判定する。当該タイミ
ングは、図柄の変動表示の開始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置９
２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、図柄の変動表示の開始後においてステ
ップＳ２０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリア２２２
が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント値に達し
た場合にステップＳ２０３にて肯定判定をする。そして、ステップＳ２０４に進み第１位
置切替モード用処理を実行する。第１位置切替モード用処理では、可変表示機構１５０の
スライド用モータ１６３に対して駆動信号を出力する。この駆動信号に基づいてスライド
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用モータ１６３が所定回数回転し、既に説明したように、表示部材１５１が支持部材１５
３に沿って下方にスライド移動する。これにより、表示部材１５１の位置が変化し、当該
表示部材１５１が図柄表示装置１２０の表示画面１２１に対して重なる前記演出位置に配
置されることとなる（図７（ｂ）参照）。
【０１３６】
ステップＳ２０２又はステップＳ２０３にて否定判定がなされた場合には、本特別演出
処理を終了する。
【０１３７】
ステップＳ２０４の処理を実行した後には、ステップＳ２０５に進み、今回の変動表示
回において可変表示機構１５０の表示モードを切り替えるか否か、すなわち表示部材１５

10

１を回転させる演出を行うか否かを判定する。具体的には、表示切替モード用フラグがＲ
ＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア２２１に格納されているか否かを判定する。
【０１３８】
表示切替モード用フラグが格納されている場合には、ステップＳ２０６に進み、ステッ
プＳ２０６において表示部材１５１を回動させるタイミングか否かを判定する。当該タイ
ミングは、図柄の変動表示の開始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置
９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、上述の如く図柄の変動表示の開始後
においてステップＳ２０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタ
エリア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウ
ント値に達した場合にステップＳ２０６にて肯定判定をする。そして、ステップＳ２０７
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に進み表示切替モード用処理を実行する。以下、図１４（表示切替モード用処理を示すフ
ローチャート）に基づき表示切替モード用処理の一連の流れについて説明する。
【０１３９】
表示切替モード用処理では、先ずステップＳ３０１にて、回動用モータ１５９が駆動中
であるか否かを判定する。すなわち、回動用モータ１５９に対して駆動信号が出力されて
いるか否かを判定する。回動用モータ１５９に対して駆動信号が出力されていない場合に
は、ステップＳ３０２にて回動用モータ１５９の駆動処理、すなわち回動用モータ１５９
への駆動信号の出力処理を行った後、ステップＳ３０３に進む。一方、ステップＳ３０１
にて肯定判定をした場合には、すなわち回動用モータ１５９に対して駆動信号が出力され
ていると判断した場合には、そのままステップＳ３０３に進む。
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【０１４０】
ステップＳ３０３では、スライド用モータ１６３が駆動中であるか否かを判定する。す
なわち、スライド用モータ１６３に対して駆動信号が出力されているか否かを判定する。
ステップＳ３０３にて、スライド用モータ１６３に対して駆動信号が出力されておらず、
スライド用モータ１６３が停止中であると判定した場合には、ステップＳ３０４に進み、
スライド用モータ１６３を駆動させるタイミングであるか否かを判定する。具体的には、
スライド用モータ１６３に対して、当該スライド用モータ１６３を逆回転させることによ
り、表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１を上昇させる駆動信号（以下、上方スライド用動
作指示信号と称する）を出力するタイミングであるか否かを判定する。当該タイミングは
、回動用モータ１５９の回動開始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置
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９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、上述の如く回動用モータ１５９の回
動開始後において前記ステップＳ２０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミン
グ用カウンタエリア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上
記所定のカウント値に達した場合にステップＳ３０４にて肯定判定をする。ステップＳ３
０４にてスライド用モータ１６３に対して上方スライド用動作指示信号を出力するタイミ
ングであると判定（肯定判定）した場合にはステップＳ３０５に進む。ステップＳ３０５
では、スライド用モータ１６３の駆動処理を、すなわちスライド用モータ１６３に対して
上方スライド用動作指示信号の出力を開始する。
【０１４１】
ステップＳ３０５にて上方スライド用動作指示信号の出力を停止した後、又はステップ
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Ｓ３０４にて上方スライド用動作信号を出力するタイミングでないと判定された後は、ス
テップＳ３０６に進む。ステップＳ３０６では、スライド用モータ１６３を駆動させるタ
イミングであるか否かを判定する。具体的には、スライド用モータ１６３に対して当該ス
ライド用モータ１６３を正回転させることにより、表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１を
降下させる駆動信号（以下、下方スライド用動作指示信号と称する）を出力するタイミン
グであるか否かを判定する。当該タイミングは、回動用モータ１５９の回動開始後におけ
る所定のカウント値の情報として表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている
。そして、上述の如く回動用モータ１５９の回動開始後において前記ステップＳ２０１に
て肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリア２２２が更新され、当
該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント値に達した場合にステッ

10

プＳ３０６にて肯定判定をする。ステップＳ３０６にてスライド用モータ１６３に対して
下方スライド用動作指示信号を出力するタイミングであると判定（肯定判定）した場合に
はステップＳ３０７に進む。ステップＳ３０７では、スライド用モータ１６３の駆動処理
を、すなわちスライド用モータ１６３に対して下方スライド用動作指示信号の出力を開始
する。
【０１４２】
一方、ステップＳ３０３にて肯定判定をし、スライド用モータ１６３が駆動中であると
判定した場合には、ステップＳ３０８に進み上方スライド用動作指示信号の出力を停止す
るタイミングであるか否かを判定する。当該停止タイミングは、回動用モータ１５９の回
動開始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め
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記憶されている。そして、上述の如く回動用モータ１５９の回動開始後において前記ステ
ップＳ２０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリア２２２
が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント値に達し
た場合にステップＳ３０８にて肯定判定をする。ステップＳ３０８にて上方スライド用動
作指示信号を停止するタイミングであると判定（肯定判定）した場合にはステップＳ３０
９に進む。ステップＳ３０９では、スライド用モータ１６３の駆動停止処理、すなわち上
方スライド用動作指示信号の出力を停止する処理を実行する。
【０１４３】
ステップＳ３０９にて上方スライド用動作指示信号の出力を停止した後、又はステップ
Ｓ３０８にて上方スライド用動作信号の出力を停止するタイミングでないと判定された後
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は、ステップＳ３１０に進む。ステップＳ３１０においては、下方スライド用動作指示信
号の出力を停止するタイミングであるか否かを判定する。当該停止タイミングは、回動用
モータ１５９の回動開始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置９２のＲ
ＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、上述の如く回動用モータ１５９の回動開始後
において前記ステップＳ２０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウ
ンタエリア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定の
カウント値に達した場合にステップＳ３１０にて肯定判定をする。ステップＳ３１０にて
下方スライド用動作指示信号を停止するタイミングであると判定（肯定判定）した場合に
はステップＳ３１１に進む。ステップＳ３１１では、スライド用モータ１６３の駆動停止
処理、すなわち下方スライド用動作指示信号の出力を停止する処理を実行する。

40

【０１４４】
ステップＳ３１１にて下方スライド用動作指示信号の出力を停止した後、ステップＳ３
０７にて下方スライド用動作指示信号の出力処理を行った後、又はステップＳ３０６，Ｓ
３１０にて否定判定をした場合には、ステップＳ３１２に進む。ステップＳ３１２では、
回動用モータ１５９の回転を停止させるタイミングであるか否かを判定する。当該停止タ
イミングは、回動用モータ１５９の回動開始後における所定のカウント値の情報として表
示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、上述の如く回動用モータ
１５９の回動開始後において前記ステップＳ２０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４
のタイミング用カウンタエリア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２
２の値が上記所定のカウント値に達した場合にステップＳ３１２にて肯定判定をする。ス

50

(23)

JP 2010‑88492 A 2010.4.22

テップＳ３１２にて回動用モータ１５９を停止させるタイミングであると判定（肯定判定
）した場合にはステップＳ３１３に進み、回動用モータ１５９の停止処理を実行する。詳
しくは、回動用モータ１５９への駆動信号の出力を停止する。その後、ステップＳ３１４
に進み、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア２２１に格納された表示切替モード用
フラグを消去する。
【０１４５】
ステップＳ３１４にて表示切替モード用フラグを消去した後は、本表示切替モード用処
理を終了する。
【０１４６】
なお、既に説明したように本実施の形態においては表示切替モードを複数パターン有し

10

ており、それら各モード毎に両モータ１５９，１６３の回転方向，回転開始・終了タイミ
ング及び回転速度は異なっている。具体的には、回動用モータ１５９の回転方向，回転開
始・終了タイミング及び回転速度と、スライド用モータ１６３の回転方向，回転開始・終
了タイミング及び回転速度とが、上述した第１表示切替モード〜第４表示切替モードに対
して個々に対応づけられている。このため、ステップＳ３０２において回動用モータ１５
９に出力される駆動信号や、ステップＳ３０５，３０７においてスライド用モータ１６３
に出力される駆動信号は各モード毎に異なるものとなっている。
【０１４７】
以下、表示切替モード用処理における各種処理が行われるタイミングの一例について図
１５のタイミングチャートに基づき詳細に説明する。図１５は、第１表示切替モード（表
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示部材１５１の回転方向が正方向且つ回転速度が低くなるように設定されているモード）
において、表示制御装置９２から各モータ１５９，１６３に出力される信号の切り替え態
様を示している。なお、同図１５においては、理解を容易なものとするため、各タイミン
グにおける表示部材１５１の状態を簡略化して示している。
【０１４８】
図１５に示すように、第１表示切替モードにおいては、特別演出が発生してから所定の
期間が経過したｔ１のタイミングにて、表示制御装置９２から回動用モータ１５９に正回
転用動作指示信号が出力される。この正回転用動作指示信号は、表示部材１５１を１回転
させるのに要するパルス数を有しており、この正回転用動作指示信号に基づいて回動用モ
ータ１５９が回動することにより表示部材１５１が正回転することとなる。
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【０１４９】
同じくｔ１のタイミングでは、表示制御装置９２からスライド用モータ１６３に対して
当該スライド用モータ１６３を逆回転させる上方スライド用動作指示信号が出力される。
この上方スライド用動作指示信号は、表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１を所定量上昇さ
せるように規定されたパルス数を有している。このパルス数に基づいてスライド用モータ
１６３が逆回転することにより、表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１が表示部材１５１を
用いた回転演出を行う際の上限位置まで移動する。
【０１５０】
両モータ１５９，１６３が回転を開始した後、ｔ２のタイミングでは、表示部材１５１
の回転角度が上述した第１角度ＡＮＧ１（４５°）に達する。このｔ２のタイミングにて
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上方スライド用動作指示信号を出力を停止することにより、スライド用モータ１６３の回
転が止まる。つまり表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１が上述した上限位置に配置され、
それ以上の上方への移動が回避される。
【０１５１】
次に、ｔ３のタイミングでは、表示部材１５１の回転角度が第２角度ＡＮＧ２（１３５
°）に達する。このｔ３のタイミングにおいては、表示制御装置９２からスライド用モー
タ１６３に対して当該スライド用モータ１６３を正回転させる下方スライド用動作指示信
号が出力される。この下方スライド用動作指示信号は、表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ
１を所定量降下させるように規定されたパルス数を有している。このパルス数に基づいて
スライド用モータ１６３が正回転することにより、回動中心軸線Ｘ１が表示部材１５１回
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転時の下限位置まで移動する。
【０１５２】
その後、ｔ４のタイミングでは、表示部材１５１の回転角度が上述した第４角度ＡＮＧ
４（２２５°）に達する。このｔ４のタイミングにて下方スライド用動作指示信号の出力
を停止する。これに基づきスライド用モータ１６３の回転、すなわち表示部材１５１の回
動中心軸線Ｘ１の降下が終了する。つまり表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１が上述した
下限位置に配置され、更なる下方への移動が回避される。
【０１５３】
更に、ｔ５のタイミングでは、表示部材１５１の回転角度が第５角度ＡＮＧ５（３１５
°）に達する。このｔ５のタイミングにおいて、表示制御装置９２からスライド用モータ

10

１６３に対して当該スライド用モータ１６３を逆回転させる上方スライド用動作指示信号
を出力する。この上方スライド用動作指示信号は、表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１を
所定量上昇させるように規定されたパルス数を有している。このパルス数に基づいてスラ
イド用モータ１６３が正回転することにより、回動中心軸線Ｘ１が演出初期位置まで移動
する。
【０１５４】
続くｔ６のタイミングでは、表示部材１５１の回転角度が上述した第６角度ＡＮＧ６（
３６０°）に達する。このｔ６のタイミングにて上方スライド用動作指示信号の出力を停
止する。これに基づきスライド用モータ１６３の回転、すなわち表示部材１５１の回動中
心軸線Ｘ１の上昇が終了する。つまり表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１が上述した演出
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初期位置に配置される。これと同時に、正回転用動作支持信号の出力を停止する。これに
基づき回動用モータ１５９の回転、すなわち表示部材１５１の回転が止まる。
【０１５５】
なお、表示部材１５１の回転回数は１回に限定されるものではない。以上詳述した一連
の動作（制御）を繰り返すことにより、表示部材１５１の回転回数を任意に変更すること
が可能である。
【０１５６】
次に、第２表示切替モード（回転方向が正方向且つ回転速度が高くなるように設定され
ているモード），第３表示切替モード（回転方向が逆方向且つ回転速度が低くなるように
設定されているモード），第４表示切替モード（回転方向が逆方向且つ回転速度が高くな
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るように設定されているモード）における制御タイミングについて、第１表示切替モード
との相違点を中心に適宜図１５を参照しながら説明する。
【０１５７】
第２表示切替モードにおいては、各モータ１５９，１６３の回転スピードが倍になるよ
うに、つまり各駆動信号の周波数が２倍になるように設定されており、それら各モータ１
５９，１６３の動作が第１表示切替モードが適用されている場合の半分の期間で完了する
構成となっている。
【０１５８】
第３表示切替モードにおいては、表示部材１５１が逆方向に回転する。つまり、回動用
モータ１５９には、表示制御装置９２から逆回転用動作指示信号が出力される。このよう
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な相違点に基づいて、スライド用モータ１６３に対して出力されるスライド用駆動信号も
第１表示切替モードとは異なるものとなっている。因みに、表示部材１５１が１回転する
のに要する期間は第１表示切替モードと同等となるように設定されており、以下の説明で
使用するｔ１〜ｔ６のタイミングは上述した第１表示切替モードの説明に用いたｔ１〜ｔ
６のタイミングと同様となるように構成されている。
【０１５９】
第４表示切替モードについては、第２表示切替モードと同様に、第１表示切替モードに
対して各モータ１５９，１６３の回転スピードが倍になるように、つまり各駆動信号の周
波数が２倍になるように設定されており、それら各モータ１５９，１６３の動作が、第１
表示切替モード適用時の半分の期間で完了する構成となっている。更には、第３表示切替
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モードと同様に、回動用モータ１５９に対して当該回動用モータ１５９を逆回転させる逆
回転用動作指示信号を出力する構成となっている。つまり、第１表示切替モードに対して
、第２表示切替モード及び第３表示切替モードにおける同第１表示切替モードとの相違点
を併せて適用している。
【０１６０】
以上詳述したように各タイミングにて動作指示信号を切り替えることにより、回動用モ
ータ１５９の動きとスライド用モータ１６３の動きとに相関を持たせることが可能となっ
ている。
【０１６１】
再び図１３に戻り、ステップＳ２０５又はステップＳ２０６において否定判定がなされ
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た場合、又はステップＳ２０７において表示切替モード用処理が行われた後には、ステッ
プＳ２０８以降に進む。
【０１６２】
先ずステップＳ２０８においては、変動表示の終了タイミングであるか否かを判定する
。変動表示の終了タイミングでない場合には、そのまま本特別演出用処理を終了する。変
動表示処理の終了タイミングである場合には、ステップＳ２０９以降に進み、可変表示機
構１５０を用いた特別演出の終了に関する処理を実施する。
【０１６３】
ステップＳ２０９では、第２位置切替モード用処理（復帰処理）を実行する。これによ
り、表示部材１５１を収容部１６８内の待機位置に復帰させる。具体的には、第２位置切
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替モード用処理では、可変表示機構１５０のスライド用モータ１６３に対する駆動信号（
詳しくは上方スライド用動作指示信号）を出力する。これにより、スライド用モータ１６
３が所定量回転し、表示部材１５１が支持部材１５３に沿って上方に移動する。このよう
に表示部材１５１をスライド移動させることにより、同表示部材１５１と図柄表示装置１
２０の表示画面１２１との重なりが回避される（図７（ｂ）参照）。すなわち、表示部材
１５１が収容部１６８に格納されることにより、パチンコ機１０前方からの当該表示部材
１５１の視認が不可となる。ステップＳ２０９にて表示部材１５１を待機位置に復帰させ
た後は、ステップＳ２１０に進む。ステップＳ２１０では、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラ
グ格納エリア２２１に格納された位置切替モード用フラグを消去する。ステップＳ２１０
にて位置切替モード用フラグを消去した後、又はステップＳ２０８にて否定判定をした場
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合には、表示部材１５１を用いた本特別演出処理を終了する。
【０１６４】
以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０１６５】
可変表示機構１５０の表示部材１５１を有する構成とすることで、演出の多様化に貢献
している。また、その表示部材１５１を図柄表示装置１２０（詳しくは表示画面１２１）
の前方に配置することにより、表示画面１２１を用いた演出と表示部材１５１を用いた演
出を関連させることができ、表示画面１２１及び表示部材１５１による一体的な演出を実
現可能としている。
【０１６６】
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表示部材１５１の回動に基づく最外部位ＯＭの移動に合わせて、表示部材１５１（詳し
くは回動中心軸線Ｘ１）がスライド移動する構成とした。詳しくは、最外部位ＯＭが回動
中心軸線Ｘ１を越えて上昇し第１境界ＢＬ１に近づく場合には、回動中心軸線Ｘ１（表示
部材１５１全体）が同第１境界ＢＬ１から離れる側にスライド移動し、最外部位ＯＭが回
動中心軸線Ｘ１を越えて下降し第２境界ＢＬ１に近づく場合には、回動中心軸線Ｘ１（表
示部材１５１全体）が同第２境界ＢＬ２から離れる側にスライド移動する構成とした。例
えば、各境界ＢＬ１，ＢＬ２によって挟まれた範囲内で表示部材を回転させる場合には、
回動中心軸線Ｘ１から最外部位ＯＭまでの距離寸法を両境界ＢＬ１，ＢＬ２の間隔寸法の
半分以下に抑えることで、同表示部材を各境界ＢＬ１，ＢＬ２との干渉を回避しつつ回動
させることが可能である。しかしながら、このような構成においては、表示部材における
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回動中心軸線Ｘ１の位置が限定されやすくなり、ひいては表示部材の形状（例えばデザイ
ン）が制限を受けやすくなると想定される。更には、スライド方向と直交する方向（例え
ば左右方向）における演出範囲を広げることが困難となり得る。
【０１６７】
この点、本実施の形態においては上述の如く、表示部材１５１の回動に合わせて同表示
部材１５１がスライド移動する構成とすることにより、前記各種不都合の発生を抑えるこ
とが可能となっている。すなわち、限られら範囲内での表示部材１５１の大型化を図りつ
つ演出範囲の拡張を実現し、更には表示部材の形状に対する制限を弱めることを可能とし
ている。これにより、表示部材１５１を用いた表示演出によって遊技者に対し多大なイン
パクトを与えることが可能となっている。

10

【０１６８】
表示部材１５１が回動する場合に、収容部１６８との重なりが回避されているため、表
示部材１５１の回動に基づいてその一部が収容部１６８に隠れて視認しにくくなるといっ
た不都合が生じにくくなっている。
【０１６９】
また、ステージユニット１３２上を流下する遊技球との干渉が回避されやすくなってお
り、表示部材１５１を用いた演出を行った場合であっても、遊技球の流下は阻害されない
。特にステージユニット１３２上を流下する遊技球は、作動口２３７に導かれやすくなっ
ている。このような遊技者にとって有利となり得る遊技球の流れを妨げない構成とするこ
とにより、表示部材１５１を用いた演出を好適なものとすることができる。更には、表示
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部材１５１を用いた演出が行われる場合に、遊技球の発射操作を停止する必要も無いため
、遊技進行の円滑化に貢献可能となっている。
【０１７０】
パチンコ機１０においては、遊技者から視認可能となる領域が限られている。遊技球が
流下する遊技領域２３４と表示部材１５１とを近づけて配置することにより、その限られ
た領域にて両者を共存させやすくなる。この場合、表示部材１５１の動作範囲は遊技領域
２３４を狭めることの無いように設定されることが好ましい。しかしながら、このように
動作範囲が規制されている場合に、その規制に準じて表示部材を小型化したり、演出範囲
全体を縮小したりすることは、表示部材１５１の存在意義を弱める要因となり得るため好
ましくない。この点、本実施の形態によれば、上述の如く遊技領域２３４（詳しくはステ
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ージユニット１３２）に接近する際に回動中心軸線Ｘ１を移動させることにより、その動
作範囲の広がりを部分的に抑えている。これにより、演出範囲全体を上述した規制に応じ
て縮小する必要が無くなり、限られたスペース内で表示部材１５１の演出範囲を拡大する
ことができる。
【０１７１】
表示部材１５１のスライド方向への移動によって、当該表示部材１５１が収容部１６８
に格納される構成とした。すなわち、表示部材１５１が回動する際の位置調整のためのス
ライド方向と、表示部材１５１を演出位置へ移動させる場合のスライド方向とを揃える構
成とした。これにより、表示部材１５１のスライド移動に関する構成を併用することがで
き、構成の簡略化に貢献できる。特に、表示部材１５１を表示画面１２１の前方に配する
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構成においては、表示画面１２１が表示部材１５１の動作領域確保に起因して後退するこ
とは同表示画面１２１の視認性向上の点から見て好ましくない。すなわち、限られたスペ
ースに表示部材１５１を設置する必要があるため、同表示部材１５１を動作させるための
構成が大型化することは好ましくない。この点、本実施の形態においては上述の如くスラ
イド移動に関する構成を併用したことにより、同構成を小型化している。これにより、表
示部材１５１を有する構成とすることにより演出の多様化を図りつつ、表示画面１２１の
視認性を担保することが可能となっている。
【０１７２】
表示部材１５１をステージユニット１３２（詳しくは奥側ステージ面１３８）の上方に
配置することにより、表示画面１２１前方のスペースを好適に利用している。ステージユ
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ニット１３２と表示部材１５１とを前後に並べて配置する構成と比較して、遊技領域１０
４からの表示画面１２１の離れを好適に抑制できる。
【０１７３】
例えば、１のモータを有する構成とし、動力伝達機構を介してそのモータの駆動力を表
示部材１５１及び回動中心軸線Ｘ１に伝えることにより上述した２つの異なる動作に用い
ることも可能である。しかしながら、このような変更を行った場合には、構造の複雑化及
び大型化を招くだけでなく、各動作の相関が強まりすぎて両動作の自由度が損なわれやす
くなると懸念される。この点、上述の如く、個別に設けられたモータ１５９，１６３から
の駆動力を用いることにより、表示部材１５１を回転移動させるとともに、回動中心軸線
Ｘ１をスライド移動させる構成とし、表示制御装置９２によってそれら各モータ１５９，
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１６３を制御することにより、表示部材１５１の回転移動のタイミングと回動中心軸線Ｘ
１のスライド移動のタイミングとに相関を持たせる構成とすることにより、前記各不都合
の発生を抑えることができる。これにより、演出に関わる構成の省スペース化を図りつつ
、表示部材１５１を用いた演出の多様化を促進でき、実用上好ましい構成を実現可能とな
っている。
【０１７４】
表示部材１５１の回動が行われている最中に回動中心軸線Ｘ１のスライド移動を行う構
成とした。これにより、表示部材１５１を用いた演出の迅速化に貢献することが可能とな
っている。また、それら２つの動作を段階的に行う場合と比較して、表示部材１５１を用
いた演出の流麗さを向上することができる。これにより、表示部材１５１を用いた演出の
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興趣向上に貢献している。
【０１７５】
（第２の実施の形態）
本実施の形態では、演出に関する構成、詳しくは表示領域可変機構２５０及びそれに関
連する構成が上記第１の実施の形態と異なっている。そこで以下、表示領域可変機構２５
０及びそれに関連する構成について詳細に説明する。
【０１７６】
先ず、図１６〜図１８に基づき遊技盤ユニット２３０について詳細に説明する。図１６
は遊技盤ユニット２３０の正面図、図１７は遊技盤ユニット２３０の一部を分解して示す
分解斜視図、図１８は図１６のＡ−Ａ線部分断面図である。
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【０１７７】
図１６に示すように、遊技盤ユニット２３０は、内枠１３の窓孔２９を塞ぐ略矩形状の
遊技領域形成板２３３を有している。遊技領域形成板２３３は、無色透明のポリカーボネ
ート樹脂からなり、その前面には内レール２３１及び外レール２３２が取り付けられてい
る。当該遊技領域形成板２３３の前面は、これら内外のレール２３１，２３２により略円
形状に区画された遊技領域２３４が形成されている。
【０１７８】
遊技領域形成板２３３には、自身の板厚方向（前後方向）に貫通する大小複数の貫通孔
が形成されており、各貫通孔には一般入賞口２３５，可変入賞装置２３６，作動口２３７
，スルーゲート２３８及びセンターフレーム２３９がそれぞれ配設されている。一般入賞
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口２３５〜センターフレーム２３９に関しては上記第１の実施の形態と同様の構成である
ため、詳細な説明は省略する。
【０１７９】
その他に、遊技領域２３４の上部右側には第１特定ランプ部２４０及び第２特定ランプ
部２４１が設けられており、遊技領域２３４の下部、詳しくは可変入賞装置２３６の下方
にはアウト口２４２が形成されている。各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口２
４２を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。また、遊技領域
２３４には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘２４３が植設され
ているとともに、風車（役物）２４４等が配設されている。図１８に示すように、可変入
賞装置２３６や作動口２３７などを遊技領域形成板２３３に固定するためのネジの長さ寸
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法や、釘２４３における遊技領域形成板２３３内に打ち込まれている部位の長さ寸法は遊
技領域形成板２３３の厚み寸法よりも十分に小さくなっており、これらネジ及び釘２４３
は遊技領域形成板２３３の背面にまでは達していない。なお、第１特定ランプ部２４０及
び第２特定ランプ部２４１については、上記第１の実施の形態と同様の構成であるため、
詳細な説明は省略する。
【０１８０】
また、図１７等に示すように、遊技領域形成板２３３の背側の一部には絵柄等の装飾が
付与されてなる第１シート材２４５及び第２シート材２４６（いわゆるセルシート）が取
り付けられている。詳しくは、各シート材２４５，２４６は遊技領域形成板２３３の背面
に対して貼り付けられている。これら各シート材２４５，２４６によって遊技領域形成板
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２３３の意匠性の向上が図られているとともに、当該遊技領域形成板２３３の背面の一部
が後方から覆われた状態となっている。なお、シート材２４５，２４６をネジ等の固定手
段によって固定することも可能である。
【０１８１】
第１シート材２４５は、遊技領域形成板２３３におけるセンターフレーム２３９によっ
て囲われた領域よりも上側の領域、詳しくはセンターフレーム２３９の上部及び側部を構
成する屋根フレーム２３９ａよりも上側の領域を覆っている。また、第２シート材２４６
は、遊技領域形成板２３３におけるセンターフレーム２３９によって囲われた領域よりも
下側の領域、詳しくはセンターフレーム２３９の下部を構成するステージフレーム２３９
ｂよりも下側の領域を覆っている。両シート材２４５，２４６は遮光性を有しているため
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、遊技領域形成板２３３における中央領域においては遊技領域形成板２３３の後方の視認
が許容されるとともに、中央領域を挟んだ両側（詳しくは上下両側）においては遊技領域
形成板２３３の後方の視認が不可となっている。以下便宜上、後方の視認が許容されてい
る領域を透過領域Ｅ１と称する。
【０１８２】
図１７等に示すように、遊技領域形成板２３３の背面には、両シート材２４５，２４６
に対応して段差状に凹んだ収容段差部２３３ａ，２３３ｂが形成されている。これら収容
段差部２３３ａ，２３３ｂに各シート材２４５，２４６が収容されることで、遊技領域形
成板２３３の後方への両シート材２４５，２４６の突出が抑えられている。なお、第１シ
ート材２４５に関しては、遊技領域形成板２３３の貫通孔に連通する開口が複数形成され
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ており、上述した可変入賞装置２３６やセンターフレーム２３９等との干渉が回避されて
いる。
【０１８３】
以上詳述した遊技盤ユニット２３０の後方には、作動口２３７への入賞等をトリガとし
て図柄を可変表示する図柄表示装置２４７が設けられている（図１８等参照）。以下、図
１８及び図１９を用いて図柄表示装置２４７について説明する。図１９は、遊技盤ユニッ
ト２３０及び図柄表示装置２４７の構成を示す斜視図である。
【０１８４】
図１９に示すように、図柄表示装置２４７は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置
として構成されている。より具体的には、図柄の変動表示や各種演出を表示する表示画面
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（液晶ディスプレイ）２４８と、その表示画面２４８を囲う枠部２４９とを備えており、
後述する表示制御装置によって表示画面２４８に表示される内容が制御される。
【０１８５】
また、表示画面２４８はその面積が遊技領域２３４よりも広くなっており、前方から見
て遊技領域２３４の全体が表示画面２４８に含まれるように図柄表示装置２４７が配置さ
れている。
【０１８６】
表示画面２４８には、例えば左、中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上
下方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め設
定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示された場合には、特別遊
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技状態（以下、大当たりという）が発生することとなる。
【０１８７】
図柄表示装置２４７は、遊技盤ユニット２３０の奥側に、当該遊技盤ユニット２３０に
対して所定の間隔を隔てて配置されており、枠部２４９が樹脂ベース２８に対してネジ止
めされることにより、内枠１３に対して一体化されている。このため、内枠１３が回動等
した場合であっても、遊技盤ユニット２３０と図柄表示装置２４７とが相対位置の関係を
維持したまま内枠１３に追従して移動する。すなわち、上記所定の間隔が維持される構成
となっている。このように図柄表示装置２４７と遊技盤ユニット２３０との間に所定の間
隔を確保することにより、可変入賞装置２３６や作動口２３７等の遊技領域形成板２３３
の背面からの突出を許容しつつ、それら可変入賞装置２３６等と図柄表示装置２４７との
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干渉が回避されている（図１８参照）。
【０１８８】
また、遊技領域２３４に打ち出され、一般入賞口２３５、可変入賞装置２３６及び作動
口２３７等に入った遊技球は、遊技領域形成板２３３に形成された貫通孔を通って遊技盤
ユニット２３０の奥側（すなわち図柄表示装置２４７側）へと導かれる。この場合に、図
１６等に示すように、遊技領域形成板２３３と図柄表示装置２４７との間に形成された空
間には排出通路形成部材が設けられており、奥側へと導かれた遊技球はこの排出通路形成
部材に形成された排出通路を通過してパチンコ機１０の外部へ排出される。
【０１８９】
以上詳述したように遊技領域形成板２３３と図柄表示装置２４７との間に所定の空間を
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設けることにより、同空間への各種部材の配置を可能としている。
【０１９０】
本実施の形態においては、遊技盤ユニット２３０を介して視認される表示領域の位置及
びその範囲を変化させる表示領域可変機構２５０を備えている。そこで以下、その表示領
域可変機構２５０及びそれに関連する構成について図２０及び図２１に基づき詳細に説明
する。図２０は遊技盤ユニット２３０及び表示領域可変機構２５０を示す分解斜視図、図
２１は図２０の部分断面図である。
【０１９１】
図２０等に示すように、表示領域可変機構２５０は、遊技盤ユニット２３０の背面側、
詳しくは遊技盤ユニット２３０と図柄表示装置２４７とによって挟まれた前記空間内に配
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置されている。表示領域可変機構２５０は、表示画面２４８に対して重なる複数（本実施
の形態におていは６つ）の遮蔽ユニット２５１と、それら遮蔽ユニット２５１の移動方向
を規定する一対のレール部材２７０，２９０（詳しくは下側レール部材２７０及び上側レ
ール部材２９０）とによって構成されている。
【０１９２】
遮蔽ユニット２５１は主として、表示領域の一部を遮蔽する遮蔽体２５２と、当該遮蔽
体２５２を支持する支持部２５３とからなる。遮蔽体２５２は、遮光性を有する有色の合
成樹脂材料によって形成されており、遊技領域形成板２３３の背面に沿って上下方向に延
びる角柱状をなしている。遮蔽体２５２の長さ寸法は透過領域Ｅ１における上下方向の長
さ寸法よりも大きく設定されており、同遮蔽体２５２の各端部が前後方向にて各シート材
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２４５，２４６と重なるように配置されている。なお、遮蔽体２５２を構成し、当該遮蔽
体２５２の長手方向に延びる各周面には所定の絵柄等の各種装飾が付与（詳しくは印刷）
されているが、これら各絵柄についての詳細は後述する。
【０１９３】
遮蔽体２５２には、当該遮蔽体２５２の長手方向と同一方向（上下方向）に延びる貫通
孔２６０が形成されており、当該貫通孔２６０にアルミニウム等の軽金属によって形成さ
れた円柱状の軸体２６１が挿通されている。この軸体２６１は貫通孔２６０に挿通された
状態で遮蔽体２５２に接着されており、それら遮蔽体２５２及び軸体２６１が一体化され
ている。軸体２６１の中心軸線Ｘ２は、貫通孔２６０と同様に遮蔽体２５２の長手方向（
上下方向）に延びており、遊技領域形成板２３３の背面に対して平行となっている。そし
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て、この中心軸線Ｘ２を中心として遮蔽体２５２が回動可能となっている。軸体２６１に
おける支持部２５３側の端部は当該支持部２５３に連結されている。支持部２５３が下側
レール部材２７０に移動可能に支持されている。
【０１９４】
下側レール部材２７０は、排出通路形成部材の後方に配置されている。すなわち、下側
レール部材２７０は排出通路形成部材と図柄表示装置２４７との間に挟まれた位置に配さ
れている。下側レール部材２７０は左右方向（水平方向）に延びており、その全長は遊技
領域形成板２３３の幅寸法（左右方向における長さ寸法）とほぼ同等となるように形成さ
れている。更に詳しくは、下側レール部材２７０は遊技領域形成板２３３の背面と平行と
なるように形成されている。

10

【０１９５】
また、下側レール部材２７０は、遊技領域形成板２３３の背面に固定された１組の下側
支持部材３００を介することで遊技領域形成板２３３の背面に対して所定の間隔を隔てた
状態で固定されている（下側支持部材３００に関しては図２０等参照）。つまり、下側支
持部材３００によって遊技領域形成板２３３の背面から離間した状態で固定されている。
なお、下側支持部材３００は取付部材３０５によって遊技領域形成板２３３の背面に固定
されている。
【０１９６】
下側支持部材３００による遊技領域形成板２３３からのオフセット量は、上述した排出
通路形成部材等の遊技領域形成板２３３からの突出量よりも大きく設定されており、それ

20

ら排出通路形成部材等と下側レール部材２７０（表示領域可変機構２５０）との干渉が回
避されている。なお、下側レール部材２７０は、第２シート材２４６の後方に配置されて
おり、その全域において同第２シート材２４６と重なっている。これにより、パチンコ機
１０の正面側からは、下側レール部材２７０を視認しにくくなっている。
【０１９７】
ここで、図２１に基づき下側レール部材２７０と支持部２５３との相互の関係について
詳細に説明する。下側レール部材２７０は、遊技領域形成板２３３の背面と平行な前側板
部２７５と、当該前側板部２７５に対し所定の間隔を隔てて対峙する後側板部２７６と、
それら両板部２７５，２７６を繋ぐ底板部２７７とによって構成されており、これら各板
部２７５，２７６，２７７の内面によって当該下側レール部材２７０の長手方向と同一方
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向に延びる溝部２７８が形成されている。溝部２７８は左方，右方及び上方に向けて開放
されており、この溝部２７８に遮蔽ユニット２５１の支持部２５３が嵌まっている、詳し
くは、支持部２５３は、その上部が溝部２７８から突出した状態で嵌まっている。
【０１９８】
支持部２５３はその外殻を構成する本体２５４を備えている。本体２５４は全体として
略直方体状をなしており、前側板部２７５に対向する前側壁部２５５と、後側板部２７６
に対向する後側壁部２５６と、底板部２７７に対向する下側壁部２５７とを有している。
【０１９９】
下側レール部材２７０の前側板部２７５及び後側板部２７６には、遮蔽ユニット２５１
の移動方向を規制する規制部２８０が形成されている。規制部２８０は、前側板部２７５
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から溝部２７８内方（すなわち前側壁部２５５）側に起立するとともに相互に対向する２
つの板状部２８１と、後側板部２７６から溝部２７８内方（すなわち後側壁部２５６）側
に起立するとともに相互に対向する２つの板状部２８２とからなり、それら各板状部２８
１，２８２の先端が支持部２５３の前側壁部２５５及び後側壁部２５６にそれぞれ接触し
ている。これにより、遮蔽ユニット２５１の前後方向への位置ずれが抑えられている。よ
り詳しくは、板状部２８１，２８２は、下側レール部材２７０の両端部に渡って形成され
ている。このため支持部２５３が移動した場合であっても板状部２８１，２８２と壁部２
５５，２５６の接触が維持され、支持部２５３の移動方向が規制されることとなる。
【０２００】
また、規制部２８０は、相対向する前側の板状部２８１によって挟まれてなる前側ガイ
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ド溝２８３と、相対向する後側の板状部２８２によって挟まれてなる後側ガイド溝２８４
とを有している。支持部２５３の壁部２５５，２５６には、ガイド溝２８３，２８４と同
一方向に延びているとともに、それらガイド溝２８３，２８４に嵌まる突条部２５５ａ，
２５６ａが一体成形されており、それら突条部２５５ａ，２５６ａの上下両面がガイド溝
２８３，２８４に対して接触していることで、遮蔽ユニット２５１の浮き上がり等が抑え
られている。これにより、支持部２５３の下側壁部２５７と、下側レール部材２７０の底
板部２７７との位置関係が一定に保たれている。以上詳述した規制部２８０及び突条部２
５５ａ，２５６ａによって支持部２５３の移動方向が一の方向に規定されている。
【０２０１】
すなわち、遮蔽ユニット２５１は、支持部２５３が溝部２７８の規制部２８０に沿って
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摺動することにより、左右方向へスライド移動可能となっている。換言すれば、遮蔽ユニ
ット２５１は下側レール部材２７０によって規定された所定の方向への移動を許容された
状態で支持されている。このように遮蔽ユニット２５１のスライド移動方向を規制する点
に着目すれば、下側レール部材を「規制手段」又は「案内手段」と称することも可能であ
る。
【０２０２】
軸体２６１における支持部２５３側と反対の端部は遮蔽体２５２から上方に向けて延出
しており（以下、この延出した部分を延出部２６２と称する）、この延出部２６２に対応
して上述した上側レール部材２９０が設けられている。
【０２０３】
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上側レール部材２９０は、下側レール部材２７０の長手方向と同一の方向（水平方向）
に延びており、その全長は下側レール部材２７０の全長と同等となっている。更には、下
側レール部材２７０と同様に遊技領域形成板２３３の背面と平行となるように形成されて
いる。また、下側レール部材２７０と同様に１組みの上側支持部材３１０を介して遊技領
域形成板２３３に固定されていることにより、遊技領域形成板２３３に対して所定の隙間
が確保されている。そして、上側レール部材２９０は第１シート材２４５の背面側に配置
されており、その全体が第１シート材２４５と前後に重なっている。このため、上側レー
ル部材２９０パチンコ機１０前方から視認しづらくなっている。なお、上側支持部材３１
０についても下側支持部材３００と同様に、取付部材３１５によって遊技領域形成板２３
３に固定されている。
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【０２０４】
上側レール部材２９０には、前記延出部２６２に対応するとともに、下側レール部材２
７０側に開放され、当該下側レール部材２７０の溝部２７８に対向する陥欠部２９３が形
成されている。換言すれば、陥欠部２９３は、パチンコ機１０における前後位置（遊技領
域形成板２３３に対する前後位置）が下側レール部材２７０の溝部２７８と同一且つ当該
溝部２７８と平行となるように形成されている。
【０２０５】
陥欠部２９３は、相互に対向するとともに軸体２６１の中心軸線方向と同一方向に延び
る一対の対向板部２９４，２９５によって構成されており、それら両対向板部２９４，２
９５の間に軸体２６１の延出部２６２が挟まれている。これにより、軸体２６１の先端側
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における位置ずれ（詳しくは前後方向への位置ずれ）が抑えられている。更に、両対向板
部２９４，２９５は、上側レール部材２９０の両端部に渡って形成されており、遮蔽ユニ
ット２５１が移動する際には、延出部２６２が陥欠部２９３内を摺動する。これにより上
側レール部材２９０と遮蔽ユニット２５１との引っ掛かり状態が維持される。
【０２０６】
また、軸体２６１の延出部２６２は陥欠部２９３よりも上方、すなわち上側レール部材
２９０の内部空間側に突出しており、その先端には当該軸体２６１の放射方向に延びる円
板状のストッパ２６３が一体成形されている。ストッパ２６３においては、自身の板面が
対向板部２９４，２９５の先端に所定の間隔を隔てて対峙している。これにより、遮蔽ユ
ニット２５１と上側レール部材２９０とを組み合わせる際に遮蔽ユニット２５１が上側レ
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ール部材２９０から抜け落ちるといった不都合が生じにくくなっている。また、対向板部
２９４，２９５との間に所定の間隔が確保されていることで、遮蔽ユニット２５１が移動
した際のストッパ２６３と対向板部２９４，２９５との支えが回避されている。
【０２０７】
なお、上述の如く下側レール部材２７０及び上側レール部材２９０の両側の端部には、
左右両側への開放部位が形成されており、これら開放部位を通じて支持部２５３を挿入す
ることで、遮蔽ユニット２５１の組み付けがなされる。すなわち、前記開放部位は遮蔽ユ
ニット２５１を挿入する挿入部２８６，２９６を構成している。
【０２０８】
以上詳述したように遮蔽ユニット２５１の上下に配された下側レール部材２７０及び上
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側レール部材２９０によって同遮蔽ユニット２５１の移動方向が規定されることで、遮蔽
ユニット２５１の倒れや位置ずれ等が好適に抑えられている。
【０２０９】
ここで、図２１に基づき遮蔽ユニット２５１の駆動に関する構成について詳細に説明す
る。
【０２１０】
支持部２５３の本体２５４内には、下側レール部材２７０により規定された所定方向へ
のスライド移動を実現する動力源として第１ステッピングモータ２６５が収容されている
。より詳しくは、第１ステッピングモータ２６５に対応して本体２５４に形成された第１
収容部２５４ａ内に当該第１ステッピングモータ２６５が嵌まった状態で固定されている
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。
【０２１１】
第１ステッピングモータ２６５における回転軸としての鉄心２６５ａは遊技領域形成板
２３３に対して直交する方向（すなわち前後方向）に延びており、その先端部には円板状
をなすとともにその外周に複数の歯が形成されたピニオン（歯車）２６５ｂが装着されて
いる。ピニオン２６５ｂの外周部（詳しくは歯の部分）は、下側壁部２５７に形成された
開口２５７ａを介して底板部２７７側に突出しており、下側レール部材２７０側に設けら
れた長尺状のラック２６６に対して噛み合っている。より詳細には、ラック２６６は、下
側レール部材２７０の長手方向寸法とほぼ同一の長さ寸法を有しており、その長手方向に
ピニオン２６５ｂに対応する複数の歯が配列されてなる。下側レール部材２７０の底板部
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２７７にはラック２６６を設置する設置部２７９が形成されており、ラック２６６は設置
部２７９に嵌まった状態で接着材により固定されている。
【０２１２】
第１ステッピングモータ２６５が動作し鉄心２６５ａが回動することにより、ピニオン
２６５ｂとラック２６６とが噛み合う。これにより、下側レール部材２７０に対して遮蔽
ユニット２５１がスライド移動することとなる。すなわち、上述したピニオン２６５ｂ及
びラック２６６によって第１ステッピングモータ２６５に発生する動力を伝える動力伝達
手段が構成されている。
【０２１３】
また、本体２５４の後側壁部２５６には、第１収容部２５４ａに連なる開口部２５６ｂ
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が形成されており、当該開口部２５６ｂを介して図示せぬ配線が第１ステッピングモータ
２６５に接続されている。更に、下側レール部材２７０の後側板部２７６には上記配線が
通る長孔２７６ａが形成されており、この配線を介して、第１ステッピングモータ２６５
と下側レール部材２７０の外部に配置された図示せぬ中継基板とが電気的に接続されてい
る。
【０２１４】
同図２１に示すように、本体２５４内には、遮蔽体２５２の回転移動を実現する動力源
として第２ステッピングモータ２６７が収容されている。より詳しくは、第２ステッピン
グモータ２６７に対応して本体２５４に形成された第２収容部２５４ｂ内に当該第２ステ
ッピングモータ２６７が嵌まった状態で固定されている。
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【０２１５】
第２ステッピングモータ２６７における回転軸としての鉄心２６７ａは前記軸体２６１
の中心軸線方向と同一の方向（すなわち上下方向）に延びており、その先端部が本体２５
４の上側壁部２５８に形成された貫通孔２５８ａから突出している。軸体２６１には鉄心
２６７ａに対応する穴状の嵌合部２６４が形成されており、この嵌合部２６４に対して鉄
心２６７ａが嵌まることで、それら鉄心２６７ａと軸体２６１とが連結されている。つま
り、第２ステッピングモータ２６７の動作に伴って鉄心２６７ａが回動することで軸体２
６１が回動する。これにより、遮蔽体２５２が回動することとなる。
【０２１６】
なお、本体２５４の後側壁部２５６には第２収容部２５４ｂに連通する連通孔２５６ｃ
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が形成されている。この連通孔２５６ｃを介して図示せぬ配線が第２ステッピングモータ
２６７に連なっている。この配線は前記長孔２７６ａを介して前記中継基板に繋がってお
り、当該配線によって第２ステッピングモータ２６７と中継基板とが電気的に接続されて
いる。
【０２１７】
本実施の形態においては特に、駆動源としてステッピングモータ２６５，２６７を用い
る構成とした。ステッピングモータ２６５，２６７においては、前記中継基板を介して入
力されるパルス数に依存してその回転角度が決定される。このため、第１ステッピングモ
ータ２６５においては下側レール部材２７０上でのスライド量を当該パルス数によって規
定することができ、第２ステッピングモータ２６７においては遮蔽体２５２の回転状態（
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すなわち遮蔽体２５２の向き）を当該パルス数によって規定することができる。これによ
り、遮蔽ユニット２５１の位置決め制御を好適に実現可能となっている。
【０２１８】
次に、遮蔽ユニット２５１の前後位置を変更する構成、詳しくはレール部材２７０，２
９０をスライド移動させる構成について説明する。
【０２１９】
既に説明したように、下側レール部材２７０は、下側支持部材３００によって支持され
ている。下側支持部材３００は、下側レール部材２７０の左右両端に配置されており、遊
技領域形成板２３３の背面と直交する方向に延びるレール状をなしている。なお、下側支
持部材３００がレール状をなす点に着目すれば、「下側支持部材３００」を「下側支持レ
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ール３００」と称することも可能である。
【０２２０】
下側支持部材３００には、下側レール部材２７０が搭載される搭載部３０１が形成され
ている。搭載部３０１は、下側支持部材３００の長手方向と同一方向に延びるとともに、
下側レール部材２７０の底板部２７７と平行な平面状をなしている。底板部２７７におい
て搭載部３０１と対向している部位には、それら搭載部３０１に当接する合成樹脂製の当
接部材２８７が装着されており、これら当接部材２８７が搭載部３０１上を摺動可能とな
っている。
【０２２１】
また、下側支持部材３００には、搭載部３０１に対して下側レール部材２７０を挟んで

40

対向し、同下側レール部材２７０の浮き上がりを規制する規制部３０２が形成されている
。下側レール部材２７０の板状部２８１，２８２が規制部３０２に当たることで、当接部
材２８７の搭載部３０１からの離れが規制される。
【０２２２】
下側レール部材２７０における溝部２７８の両端側には、当該下側レール部材２７０を
下側支持部材３００に沿って移動させる動力源としての第３ステッピングモータ２８８が
設けられている。第３ステッピングモータ２８８は上述した第１ステッピングモータ２６
５と同様の構成、すなわち鉄心及びピニオンを備えている。下側支持部材３００には第３
ステッピングモータ２８８のピニオンに対応する（噛み合う）ラック３０３が固着されて
いる。ラック３０３は下側支持部材３００の長手方向に複数の歯が配列されてなる帯状を
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なしており、第３ステッピングモータ２８８が回転することによって、下側レール部材２
７０が下側支持部材３００の長手方向（すなわち前後方向）にスライド移動する。
【０２２３】
また、上述の如く上側レール部材２９０は、上側支持部材３１０によって支持されてい
る。上側支持部材３１０は、上側レール部材２９０の左右両端に配置されており、遊技領
域形成板２３３の背面と直交する方向、すなわち下側支持部材３００と同一の方向に延び
るレール状をなしている。なお、上側支持部材３１０がレール状をなす点に着目すれば、
「上側支持部材３１０」を「上側支持レール３１０」と称することも可能である。
【０２２４】
上側支持部材３１０には、下側支持部材３００と同様に、上側レール部材２９０が搭載
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される搭載部３１１が形成されている。搭載部３１１は、上側支持部材３１０の長手方向
と同一方向に延びるとともに、上側レール部材２９０において下側レール部材２７０と対
向している部位（以下、下側板部２９１と称する）と平行な平面状をなしている。下側板
部２９１において搭載部３１１と対向している部位には、それら搭載部３１１に当接する
合成樹脂製の当接部材２９７が装着されており、これら当接部材２９７が搭載部３１１上
を摺動可能となっている。
【０２２５】
また、上側支持部材３１０には、搭載部３１１に対して上側レール部材２９０を挟んで
対向し、同上側レール部材２９０の浮き上がりを規制する規制部３１２が形成されている
。上側レール部材２９０の上側板部２９２が規制部３１２に当たることで、当接部材２９

20

７の搭載部３１１からの離れが規制される。
【０２２６】
上側レール部材２９０の両端側には、当該上側レール部材２９０を上側支持部材３１０
に沿って移動させる動力源としての第４ステッピングモータ２９８が設けられている。第
４ステッピングモータ２９８は上述した第３ステッピングモータ２８８と同様の構成、す
なわち鉄心及びピニオンを備えている。上側支持部材３１０には第４ステッピングモータ
２９８のピニオンに対応する（噛み合う）ラック３１３が固着されている。ラック３１３
は上側支持部材３１０の長手方向に複数の歯が配列されてなる帯状をなしており、第４ス
テッピングモータ２９８が回転することによって、上側レール部材２９０が上側支持部材
３１０の長手方向（すなわち前後方向）にスライド移動する。より具体的には、遮蔽ユニ
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ット２５１と上側レール部材２９０とが一体となって前後方向にスライド移動する。
【０２２７】
各ステッピングモータ２８８，２９８が駆動することにより、下側レール部材２７０，
上側レール部材２９０及び遮蔽ユニット２５１が支持部材３００，３１０に沿ってスライ
ド移動する。特に、それらステッピングモータ２８８，２９８においては、後述する表示
制御装置によってその回転開始・終了タイミング及び回転速度が同一となるように制御さ
れている。このため、両ステッピングモータ２８８，２９８が駆動することにより、下側
レール部材２７０，上側レール部材２９０及び遮蔽ユニット２５１は一体的に移動するこ
ととなる。このように、レール部材２７０，２９０をスライド移動させることにより、遮
蔽ユニット２５１と遊技領域形成板２３３との間隔を変化させることが可能となっている

40

。
【０２２８】
次に、図２０〜図２２に基づき上述した遮蔽体２５２について詳細に説明する。図２２
（ａ）は遮蔽体２５２をその軸線方向から見た概略図、図２２（ｂ）は遮蔽体２５２の回
動状態を示す概略図、図２２（ｃ）は遮蔽体２５２と遊技領域形成板２３３及び図柄表示
装置２４７との関係を示す概略図である。
【０２２９】
図２０等に示すように、遮蔽体２５２は軸線方向に延びる複数の外周面を備えている。
より詳しくは、遮蔽体２５２は三角柱状をなすとともに、３つの異なる外周面２５２ａ〜
２５２ｃを備えている。すなわち、中心軸線と直交する断面がいずれの位置においても同
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様の三角形状をなしている。それら各外周面２５２ａ〜２５２ｃは、略長方形状をなすと
ともに、それぞれ異なる幅寸法（すなわち、外周面２５２ａ〜２５２ｃ自身の短手方向に
おける長さ寸法）を有している。換言すれば、回動方向（各外周面２５２ａ〜２５２ｃの
並設方向）における長さ寸法が異なっている。更に言い換えれば、隣り合う外周面２５２
ａ〜２５２ｃとの境界間の間隔寸法、すなわちそれら外周面２５２ａ〜２５２ｃに沿った
長さ寸法が異なっている。以下説明の便宜上、幅寸法の小さな順に第１外周面２５２ａ，
第２外周面２５２ｂ，第３外周面２５２ｃと称する。
【０２３０】
図２０〜図２２に示すように各外周面２５２ａ〜２５２ｃはそれぞれ平面状をなしてい
る。そして、軸体２６１の中心軸線Ｘ２（すなわち回転中心）からの第１外周面２５２ａ

10

までの最短距離寸法Ｌ１と、中心軸線Ｘ２からの第２外周面２５２ｂまでの最短距離寸法
Ｌ２と、中心軸線Ｘ２から第３外周面２５２ｃまでの最短距離寸法Ｌ３とが同一となって
いる。このため、図２２（ｂ）に示すように各外周面２５２ａ〜２５２ｃが遊技領域形成
板２３３（詳しくはその背面）に対して平行となった状態、すなわち所定の表示位置に配
置された状態においては、それら各外周面２５２ａ〜２５２ｃが同一の仮想平面Ｐ上に位
置することとなる。すなわち、各外周面２５２ａ〜２５２ｃが仮想平面Ｐ上に位置してい
る状態においては、各外周面２５２ａ〜２５２ｃと遊技領域形成板２３３との間隔寸法Ｄ
１は同一又は略同一となる。
【０２３１】
仮想平面Ｐは、遊技領域形成板２３３の背面と平行となるように構成されており、各外
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周面２５２ａ〜２５２ｃが上述した回動中心軸線Ｘ２を中心として所定の表示位置に配置
された場合には、それら各外周面２５２ａ〜２５２ｃの少なくとも一部が仮想平面Ｐ上で
互いに重なり合う構成となっている。言い換えれば、回動中心軸線Ｘ２を中心に外周面２
５２ａ〜２５２ｃの切り替えが行われた場合には、それら各外周面２５２ａ〜２５２ｃの
少なくとも一部が上述した仮想平面Ｐの一部にそれぞれ重なるように、各外周面２５２ａ
〜２５２ｃは形成されている。第１外周面２５２ａ及び第３外周面２５２ｃについては特
に、回動中心軸線Ｘ２を中心に切り替えが行われた場合には、第１外周面２５２ａは仮想
平面Ｐにおける第３外周面２５２ｃの配置される領域にその全体が含まれる。なお、第２
外周面２５２ｂについても同様に、回動中心軸線Ｘ２を中心に切り替えが行われた場合に
は、第１外周面２５２ａは仮想平面Ｐにおける第２外周面２５２ｂの配置される領域にそ
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の全体が含まれる構成としてもよい。
【０２３２】
また、間隔寸法Ｄ１は、遮蔽体２５２が回転した場合の第１外周面２５２ａの移動範囲
Ｅ２と遊技領域形成板２３３とが重ならないように設定されている。このため、遮蔽体２
５２が回転した場合に第１外周面２５２ａと遊技領域形成板２３３との干渉が好適に回避
される。なお、図２２（ｂ）には移動範囲Ｅ２の一部のみを示す。
【０２３３】
ここで、図２２（ｂ）に基づいて遮蔽体２５２の状態切替及びそれに関連する構成につ
いて詳細に説明する。遮蔽体２５２は上述した第２ステッピングモータ２６７によって３
つの異なる状態に切替可能となっている。具体的には、第１外周面２５２ａが遊技領域形
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成板２３３に対向する（平行となる）第１の状態を基準として、第２外周面２５２ｂが遊
技領域形成板２３３に対向する（平行となる）第２の状態と、第３外周面２５２ｃが遊技
領域形成板２３３に対向する（平行となる）第３の状態とに切替可能となっている。
【０２３４】
また、これら外周面２５２ａ〜２５２ｃ同士の内角は全て鋭角となっている。より詳し
く説明すれば、第１外周面２５２ａ及び第２外周面２５２ｂの内角Ａ１と、第２外周面２
５２ｂ及び第３外周面２５２ｃの内角Ａ２と、第３外周面２５２ｃ及び第１外周面２５２
ａの内角Ａ３とはそれぞれ９０°よりも小さく設定されている（図２２（ａ）参照）。換
言すれば、図２２（ｂ）に示すように、第１外周面２５２ａが仮想平面Ｐ上に配置されて
いる場合、当該第１外周面２５２ａの面方向（すなわち前後方向）において第２外周面２
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５２ｂ全体及び第３外周面２５２ｃ全体がそれぞれ第１外周面２５２ａに重なり、第２外
周面２５２ｂが仮想平面Ｐ上に配置されている場合、当該第２外周面２５２ｂの面方向（
すなわち前後方向）において第１外周面２５２ａ全体及び第３外周面２５２ｃ全体がそれ
ぞれ第２外周面２５２ｂに重なり、第３外周面２５２ｃが仮想平面Ｐ上に配置されている
場合、当該第３外周面２５２ｃの面方向（すなわち前後方向）において第１外周面２５２
ａ全体及び第２外周面２５２ｂ全体がそれぞれ第３外周面２５２ｃに重なっている。
【０２３５】
言い換えれば、第１外周面２５２ａが仮想平面Ｐ上に配置されている場合、当該第１外
周面２５２ａのパチンコ機１０の後方への投影範囲内に第２外周面２５２ｂ及び第３外周
面２５２ｃが含まれることとなり、第２外周面２５２ｂが仮想平面Ｐ上に配置されている
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場合、当該第２外周面２５２ｂのパチンコ機１０の後方への投影範囲内に第１外周面２５
２ａ及び第３外周面２５２ｃが含まれることとなり、第３外周面２５２ｃが仮想平面Ｐ上
に配置されている場合、当該第３外周面２５２ｃのパチンコ機１０の後方への投影範囲内
に第１外周面２５２ａ及び第２外周面２５２ｂが含まれることとなる。
【０２３６】
遮蔽体２５２の第１の状態から第２の状態への切り替えに際して、第２外周面２５２ｂ
は、自身の正面側（図２２（ｂ）における反時計回り方向）に向けて回転する。第２の状
態から第１の状態に復帰する際には、上記回転方向と逆側（図２２（ｂ）における時計回
り方向）に回転する。以下、前者の回転を正回転、そして前者の回転方向を正回転方向と
称するとともに、後者の回転を逆回転、そして後者の回転方向を逆回転方向と称する。
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【０２３７】
第１の状態から第３の状態に切り替えられる際には、第３外周面２５２ｃの正面側（図
２２（ｂ）における時計回り方向）に向けて回転する。すなわち逆回転する。第３の状態
から第１の状態に復帰する際には、上記回転方向と逆側（図２２（ｂ）における反時計回
り方向）に回転する。すなわち正回転する。
【０２３８】
第１の状態から第２の状態又は第３の状態に切り替えがなされる場合には、遮蔽体２５
２の回動に基づいて、当該遮蔽体２５２における同遮蔽体２５２の回動中心軸線Ｘ２から
最も離れた部位、すなわち第２外周面２５２ｂと第３外周面２５２ｃとの境界部位Ｂ１（
以下、第１境界部位Ｂ１と称する）は仮想平面Ｐよりも後側（図柄表示装置２４７側）に
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て移動することとなる。すなわち、第１境界部位Ｂ１が通過する軌道Ｔは仮想平面Ｐより
も前側に張り出すことが回避されている。
【０２３９】
回動中心軸線Ｘ２と第１境界部位Ｂ１との距離寸法Ｌ４は間隔寸法Ｄ１よりも大きく設
定されている。より詳しくは、回動中心軸線Ｘ２及び遊技領域形成板２３３の間隔寸法Ｄ
２は、距離寸法Ｌ４よりも小さく設定されているとともに、回動中心軸線Ｘ２及び表示画
面１２１の間隔寸法Ｄ３は距離寸法Ｌ４よりも大きく設定されている。これにより、遮蔽
体２５２の動作スペースを確保しつつ、遮蔽体２５２を遊技領域形成板２３３に対して近
づけることが可能となっている。つまり、第１境界部位Ｂ１が仮想平面Ｐよりも後側を移
動する構成とすることにより、回動中心軸線Ｘ２よりも前側における動作スペースを減縮
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している。
【０２４０】
より詳しく説明すれば、図２２（ｂ）に示すように、遮蔽体２５２は、第１の状態にお
いて回動中心軸線Ｘ２と第１境界部位Ｂ１との距離寸法Ｌ４が回動中心軸線Ｘ２と遊技領
域形成板２３３との間隔寸法Ｄ２よりも大きくなり、且つ回動中心軸線Ｘ２と図柄表示装
置２４７の表示画面２４８との間隔寸法Ｄ３よりも距離寸法Ｌ４が小さくなるように配置
されている。これにより、回動中心軸線Ｘ２よりも前側の領域を減縮しつつ、回動中心軸
線Ｘ２よりも後側の領域を拡大し、遮蔽体２５２（詳しくは第１境界部位Ｂ１）の動作領
域を好適に確保している。つまり、回動中心軸線Ｘ２と遊技領域形成板２３３及び表示画
面２４８の一方とによって挟まれた領域のうち第１境界部位Ｂ１が通過する側を積極的に
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広げ、第１境界部位Ｂ１が通過しない側を積極的に狭めることにより、遊技領域形成板２
３３及び表示画面２４８によって挟まれた空間を好適に利用している。
【０２４１】
また、回動中心軸線Ｘ２と第１境界部位Ｂ１との距離寸法Ｌ４は、当該距離寸法Ｌ４を
２倍した値が遊技領域形成板２３３及び表示画面２４８の間隔寸法Ｄ４よりも大きくなる
ように形成されている。言い換えれば、遮蔽体２５２は、回動中心軸線Ｘ２を固定したま
ま当該遮蔽体２５２を１回転させることは不可となるような大きさを有している。
【０２４２】
図２２（ｃ）に示すように、第２の状態及び第３の状態間での切り替えに関しては、第
２の状態からの逆回転及び第３の状態からの正回転により状態の切り替えが行われる。つ
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まり、第１の状態を経由することなく第２の状態及び第３の状態間での直接の切り替えが
可能となっている。言い換えれば、上述した第１境界部位Ｂ１が回動中心軸線Ｘ２と遊技
領域形成板２３３との間を通過することにより第２の状態及び第３の状態間の切り替えが
行われる。本実施の形態においては特に、第２の状態及び第３の状態の切り替えに関して
特徴的な構成を有している。以下、その切り替えに関する構成について説明する。
【０２４３】
第１の状態を経由することなく第２の状態及び第３の状態間の切り替えがなされる場合
には、当該遮蔽体２５２における第１境界部位Ｂ１が遮蔽体２５２の回動に基づいて仮想
平面Ｐよりも前側（図柄表示装置２４７側）の領域を通過する。このような切り替え動作
がなされる場合には、上述した支持部材３００，２１０及び第３ステッピングモータ２８
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８によって遮蔽ユニット２５１が後方へ（すなわち図柄表示装置１２０の表示画面１２１
側へ）スライド移動される。つまり、回動中心軸線Ｘ２の位置が図柄表示装置１２０の表
示画面１２１側に移ることとなる。特に、第１境界部位Ｂ１が可動中心軸線Ｘ２と遊技領
域形成板２３３との間を通過する際にはその移動量が最大となる。詳しくは、遮蔽体２５
２が回動中心軸線Ｘ２及び遊技領域形成板２３３の間隔寸法Ｄ２が距離寸法Ｌ４よりも大
きくなる位置に配置されることとなる。かかる位置の変更によって、回動中心軸線Ｘ２と
遊技領域形成板２３３及び表示画面２４８の一方とによって挟まれた領域のうち第１境界
部位Ｂ１が通過する側を積極的に広げるとともに、第１境界部位Ｂ１が通過しない側を積
極的に狭めることが可能となり、遊技領域形成板２３３及び表示画面２４８によって挟ま
れた空間における動作領域の確保を可能としている。
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【０２４４】
遮蔽体２５２の回動に合わせて回動中心軸線Ｘ２の位置を前後に移動させることにより
同遮蔽体２５２の第１境界Ｂ１が通過する通過軌道ＰＳ２は、遮蔽体２５２の回動中心軸
線Ｘ２の位置が遊技領域形成板２３３側に固定された状態にて同遮蔽体２５２が回動した
場合に第１境界Ｂ１を通過する仮想円ＣＬ２の内側に位置している。通過軌道ＰＳ２は前
後に圧縮された略楕円状をなしており、その左右の大きさは仮想円ＣＬ２における左右の
大きさと同等であるものの、同通過軌道ＰＳ２の前後の大きさは仮想円ＣＬ２における前
後の大きさよりも小さくなっている。
【０２４５】
なお、遮蔽体２５２における最大幅は第３外周面２５２ｃの幅寸法であり、遮蔽体２５
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２はその幅寸法が間隔寸法Ｄ４よりも小さくなるように形成されている。そして、上述し
た間隔寸法Ｄ３は、第３外周面２５２ｃにおける第１境界部位Ｂ１と反対側の境界部位（
以下、第２境界部位Ｂ２と称する）と表示画面２４８との干渉を回避可能な程度の大きさ
を確保されていることにより、上述した第２の状態及び第３の状態の切替が可能となって
いる。
【０２４６】
次に、図２３に基づき複数の遮蔽ユニット２５１の相互関係について説明する。図２３
（ａ）は第１の状態を示す概略図、図２３（ｂ）は第２の状態を示す概略図、図２３（ｃ
）は第３の状態を示す概略図である。なお、図２３（ａ）〜（ｃ）においては、３つの遮
蔽ユニット２５１を用いて動作を簡略化して示すが、遮蔽ユニット２５１の個数は３つに
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限定されるものではない。
【０２４７】
図２３（ａ）に示すように、第１外周面２５２ａが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット２５１の第１外周面２５２ａが、隣り合う遮蔽ユニット２５１の第１
外周面２５２ａと接触している（隙間無く連続している）。具体的には、各第１外周面２
５２ａの縁部同士が接触した状態となっている。換言すれば、各第１外周面２５２ａが連
なることで、一つの連続した遮蔽面が形成されている。このように各遮蔽ユニット２５１
が隣接している場合であっても、第１外周面２５２ａ及び第２外周面１５２ｂの内角Ａ１
と、第１外周面２５２ａ及び第３外周面２５２ｃの内角Ａ３とはそれぞれ９０°よりも小
さいため、遮蔽体２５２同士が縁部以外の部位で接触することを回避し、第１外周面２５
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２ａの連続性が担保されている。すなわち各第１外周面２５２ａ間に隙間が生じにくくな
っている。
【０２４８】
図２３（ｂ）に示すように、第２外周面２５２ｂが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット２５１の第２外周面２５２ｂが、隣り合う遮蔽ユニット２５１の第２
外周面２５２ｂと接触している。具体的には、上述した第１外周面２５２ａの場合と同様
に、各第２外周面２５２ｂの縁部同士が接触した状態となっている。換言すれば、各第２
外周面２５２ｂが連なることで、一つの連続した遮蔽面が形成されている。このように各
遮蔽ユニット２５１が隣接している場合であっても、第２外周面２５２ｂ及び第１外周面
２５２ａの内角Ａ１と、第２外周面２５２ｂ及び第３外周面２５２ｃの内角Ａ２とはそれ
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ぞれ９０°よりも小さいため、遮蔽体２５２同士が縁部以外の部位で接触することを回避
し、第２外周面２５２ｂの連続性が担保されている。すなわち各第２外周面２５２ｂ間に
隙間が生じにくくなっている。
【０２４９】
図２３（ｃ）に示すように、第３外周面２５２ｃが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット２５１の第３外周面２５２ｃが、隣り合う遮蔽ユニット２５１の第３
外周面２５２ｃと接触している。具体的には、上述した第１外周面２５２ａの場合と同様
に、各第３外周面２５２ｃの縁部同士が接触した状態となっている。換言すれば、各第３
外周面２５２ｃが連なることで、一つの連続した遮蔽面が形成されている。このように各
遮蔽ユニット２５１が隣接している場合であっても、第３外周面２５２ｃ及び第１外周面
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２５２ａの内角Ａ３と、第３外周面２５２ｃ及び第２外周面２５２ｂの内角Ａ２とはそれ
ぞれ９０°よりも小さいため、遮蔽体２５２同士が縁部以外の部位で接触することを回避
し、第３外周面２５２ｃの連続性が担保されている。すなわち各第３外周面２５２ｃ間に
隙間が生じにくくなっている。
【０２５０】
以上詳述した、各遮蔽面は、遊技領域形成板２３３の背面に平行な平面状をなしており
、その左右方向（すなわち各レール部材２７０，２９０の長手方向）の幅寸法がそれぞれ
異なっている。具体的には、第１の状態における遮蔽面の幅寸法＜第２の状態における遮
蔽面の幅寸法＜第３の状態における遮蔽面の幅寸法となっている。これにより、遊技領域
形成板２３３に対する間隔を一定に保ちながら、遮蔽ユニット２５１の配列方向（左右方
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向）における遮蔽範囲を好適に変化させることが可能となっている。
【０２５１】
ここで、図２４及び図２５に基づき表示領域可変機構２５０の動作について説明する。
図２４（ａ）〜（ｄ）は第１の状態と第２の状態との切替動作を示す動作説明図であり、
図２４（ｅ）〜（ｇ）は第１の状態と第３の状態との切替動作を示す動作説明図であり、
図２５（ａ）〜（ｆ）は第２の状態と第３の状態との切替動作を示す動作説明図である。
【０２５２】
先ず、第１の状態と第２の状態との切替動作について説明する。第１の状態から第２の
状態への切り替えに際しては、表示領域可変機構２５０は（ａ）→（ｂ）→（ｃ）→（ｄ
）の順に動作する。
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【０２５３】
図２４（ａ）に示すように、第１外周面２５２ａが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット２５１（詳しくは第１外周面２５２ａ）が相互に連なっている。ここ
で、第２の状態への移行を促がす信号が中継基板を介して各遮蔽ユニットに伝わると、そ
れら遮蔽ユニット２５１は下側レール部材２７０に沿ってスライド移動し、図２４（ｂ）
に示す相互に離間した状態となる。このように遮蔽ユニット２５１が離間した状態にてそ
れぞれ正回転することにより、第１外周面２５２ａが仮想平面Ｐから離れるとともに第２
外周面２５２ｂが同仮想平面Ｐ上に配置される（図２４（ｃ）参照）。
【０２５４】
図２４（ｂ）に示したスライド量は各遮蔽ユニット２５１が回転した際に相互干渉を回
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避できる程度に設定されている。これにより、図２４（ｂ）から図２４（ｃ）への移行が
円滑に行われるため、切り替えに要する期間の短縮が可能となる。
【０２５５】
図２４（ｃ）に示すように、各遮蔽ユニット２５１の回転が完了すると、第２外周面２
５２ｂ間の隙間を詰めるように遮蔽ユニット２５１が下側レール部材２７０に沿って再び
スライド移動する。そして、第２外周面２５２ｂが集ることで一連の遮蔽面が形成され、
第２の状態への切り替えが完了する（図２４（ｄ）参照）。
【０２５６】
一方、第２の状態から第１の状態への切り替えに際しては、表示領域可変機構２５０は
（ｄ）→（ｃ）→（ｂ）→（ａ）の順に動作する。
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【０２５７】
具体的には、図２４（ｄ）に示すように各第２外周面２５２ｂが連なっている状態から
、それら各第２外周面２５２ｂが分離するように、各遮蔽ユニット２５１がスライド移動
する（図２４（ｃ）参照）。これにより、第２外周面２５２ｂから第１外周面２５２ａへ
の切り替えが可能な作動隙が確保される。各遮蔽ユニット２５１が回転移動し、図２４（
ｂ）に示す状態となった後には、遮蔽ユニット２５１が再びスライド移動する。そして、
図２４（ａ）に示すように、各第１外周面２５２ａが集ることで一連の遮蔽面を形成され
、第１の状態への切り替えが完了する。
【０２５８】
次に、第１の状態と第３の状態との切替動作について説明する。第１の状態から第３の
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状態への切り替えに際しては、表示領域可変機構２５０は（ｅ）→（ｆ）→（ｇ）の順に
動作する。
【０２５９】
第１の状態から第３の状態に移行する際には、図２４（ｆ）に示すように、遮蔽ユニッ
ト２５１が下側レール部材２７０に沿ってスライド移動する。これにより、各遮蔽ユニッ
ト２５１間に所定の隙間が確保され、それら遮蔽ユニット２５１の回転移動が可能となる
。各遮蔽ユニット２５１が逆回転することにより第１外周面２５２ａが仮想平面Ｐから離
れるとともに、第３外周面２５２ｃが仮想平面Ｐと重なる位置に移動する。かかる場合、
回転の終了とともに第３外周面２５２ｃ同士が連なり、一連の遮蔽面が形成される。これ
により第３状態への切り替えが完了する。すなわち、上述した第１状態から第２状態への
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切り替えよりも少ない期間で切り替えが完了することとなる。
【０２６０】
一方、第３の状態から第１の状態への切り替えに際しては、表示領域可変機構２５０は
（ｇ）→（ｆ）→（ｅ）の順に動作する。
【０２６１】
具体的には、図２４（ｇ）に示すように各第３外周面２５２ｃが連なっている状態から
、各遮蔽ユニット２５１が回転移動する。これにより、第３外周面２５２ｃと第１外周面
２５２ａとが入れ替わり、図２４（ｆ）に示すように第１外周面２５２ａが仮想平面Ｐ上
に配置された状態となる。かかる状態においては、各第１外周面２５２ａ間に所定の隙間
が形成されている。ここで、各遮蔽ユニット２５１はそれら隙が詰まるようにスライド移
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動を行い、図２４（ｅ）に示す状態へと移行される。すなわち、第１外周面２５２ａ同士
が接触し、一連の遮蔽面が形成される。これにより、第３の状態から第１の状態への切り
替えが完了する。
【０２６２】
それら各第２外周面２５２ｂが分離するように、各遮蔽ユニット２５１がスライド移動
する（図２４（ｃ）参照）。これにより、第２外周面２５２ｂから第１外周面２５２ａへ
の切り替えが可能な作動隙が確保される。各遮蔽ユニット２５１が回転移動し、図２４（
ｂ）に示す状態となった後には、遮蔽ユニット２５１が再びスライド移動する。そして、
図２４（ａ）に示すように、各第１外周面２５２ａが集ることで一連の遮蔽面が形成され
、第１の状態への切り替えが完了する。
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【０２６３】
以上詳述したスライド移動の際には、上記所定の表示位置に配置されている各外周面２
５２ａ〜２５２ｃが遊技領域形成板２３３の背面に対して平行な状態で維持される。すな
わち、外周面２５２ａ〜２５２ｃと遊技領域形成板２３３との間隔が一定に保たれること
となる。これにより、スライド移動に伴って遮蔽体２５２と遊技領域形成板２３３とが近
づくことが回避されている。
【０２６４】
次に、図２５に基づき第２の状態と第３の状態との切替動作について説明する。第２の
状態から第３の状態への切り替えに際しては、表示領域可変機構２５０は（ａ）→（ｂ）
→（ｃ）→（ｄ）→（ｅ）→（ｆ）の順に動作する。
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【０２６５】
図２５（ａ）に示すように、第２外周面２５２ｂが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット２５１（詳しくは第２外周面２５２ｂ）が相互に連なっている。ここ
で、第３の状態への移行を促がす信号が中継基板を介して各遮蔽ユニット２５１に伝わる
と、それら遮蔽ユニット２５１は下側レール部材２７０に沿ってスライド移動し、図２５
（ｂ）に示すように相互に離間した状態となる。このように各遮蔽ユニット２５１が離間
することにより、各遮蔽ユニット２５１における外周面の切り替えが許容された状態とな
る。このように第２外周面２５２ｂが仮想平面Ｐ上に位置している状態では、各遮蔽ユニ
ット２５１の回動中心軸線Ｘ２と遊技領域形成板２３３との間隔寸法Ｄ２は、回動中心軸
線Ｘ２と図柄表示装置２４７の表示画面２４８との間隔寸法Ｄ３よりも小さく設定されて
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いる。より詳細には、間隔寸法Ｄ２は回動中心軸線Ｘ２と第１境界部位Ｂ１との距離寸法
Ｌ４よりも小さくなるように設定されており、間隔寸法Ｄ３は同距離寸法Ｌ４よりも大き
くなるように設定されている。
【０２６６】
以上詳述したように各遮蔽ユニット２５１が離間した状態にて、各遮蔽ユニット２５１
は同タイミング且つ同速度で回動を開始し、回動が終了するまでそれら各遮蔽ユニット２
５１の回転速度が一定に保たれたまま移動する。
【０２６７】
各遮蔽ユニット２５１が正方向（具体的には時計回り）に回動すると、第１境界部位Ｂ
１が遊技領域形成板２３３に対して近づく側に移動する。これと同期して遮蔽ユニット２
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５１（詳しくは両レール部材２７０，２９０）は、同遮蔽ユニット２５１の回動中心軸線
が遊技領域形成板２３３から離れる側、すなわち図柄表示装置１２０の表示画面１２１側
に一定の速度でスライド移動する。また、遮蔽ユニット２５１の第２境界部位Ｂ２及び第
３境界部位Ｂ３と図柄表示装置２４７との間には両者の干渉を回避可能な程度の隙間が確
保されている。このため、それら境界部位Ｂ２，Ｂ３と図柄表示装置２４７とが支えて上
述した遮蔽ユニット２５１の動作が妨げられることはない。
【０２６８】
各遮蔽ユニット２５１の回転角度が予め定められた第１規定角度ＡＮＧ１（本実施の形
態においては７３°）に達することに同期して、すなわち第１境界部位Ｂ１が回動中心軸
線Ｘ２と遊技領域形成板２３３とによって挟まれた領域に到達することに同期して、各遮
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蔽ユニット２５１の表示画面１２１側へのスライド移動が完了する（図２５（ｄ）参照）
。かかる状態においては、各遮蔽ユニット２５１のスライド量が最大となり、上述した間
隔寸法Ｄ２よりも間隔寸法Ｄ３の方が小さくなっている。より詳細には、間隔寸法Ｄ２は
、距離寸法Ｌ４よりも大きくなり、間隔寸法Ｄ３は距離寸法Ｌ４よりも小さくなっている
。すなわち、回動中心軸線Ｘ２よりも前側での第１境界部位Ｂ１の動作領域を拡大するこ
とにより同第１境界部位Ｂ１の移動を許容しつつ、回動中心軸線Ｘ２よりも後側での動作
領域を減縮することによりスペースの有効利用が図られている。
【０２６９】
なお、第１境界部位Ｂ１が遊技領域形成板２３３側に近づくことに伴って、他の境界部
位Ｂ２，Ｂ３が表示画面２４８に接近することとなる。上述した間隔寸法Ｄ３は、このよ

10

うに境界部位Ｂ２，Ｂ３が表示画面２４８に接近した状態であっても、それら境界部位Ｂ
２，Ｂ３と表示画面２４８と干渉を回避可能な動作領域が確保されるように設定されてい
る。
【０２７０】
各遮蔽ユニット２５１が更に回動し、前記第１規定角度ＡＮＧ１を超えると、遮蔽ユニ
ット２５１（詳しくは両レール部材２７０，２９０）は、同遮蔽ユニット２５１の回動中
心軸線が遊技領域形成板２３３に対して近づく側、すなわち図柄表示装置１２０の表示画
面１２１から離れる側に一定の速度でスライド移動する（図２５（ｅ）参照）。つまり、
遮蔽ユニット２５１はその回動に合わせて徐々に前方へ移動する。これにより、上述した
間隔寸法Ｄ２が徐々に減少するとともに、それに合わせて間隔寸法Ｄ３が徐々に増加する

20

。
【０２７１】
各遮蔽ユニット２５１の回転角度が予め定められた第２規定角度ＡＮＧ２（本実施の形
態においては１４６°）に達することに同期して、すなわち第３外周面２５２ｃが遊技領
域形成板２３３の背面と平行となる位置に配置されることに同期して、各遮蔽ユニット２
５１の遊技領域形成板２３３側へのスライド移動が完了する（図２５（ｆ）参照）。これ
により、各間隔寸法Ｄ２，Ｄ３の関係は、第２外周面２５２ｂが仮想平面Ｐ上に配置され
ている状態と同様の関係に戻ることとなる。かかる状態においては、第３外周面２５２ｃ
が仮想平面Ｐ上に配置されているとともに、それら第３外周面２５２ｃによって連続面が
形成され、第３の状態への切り替えが完了する。すなわち、図２５（ｂ）に示した、各遮

30

蔽ユニット２５１の離間量（スライド量）は、第３外周面２５２ｃが仮想平面Ｐ上に配置
された状態にて連続するように設定されている。
【０２７２】
一方、第３の状態から第２の状態への切り替えに際しては、以上詳述した順序と逆の順
序で表示領域可変機構２５０が動作する。つまり、表示領域可変機構２５０が（ｆ）→（
ｅ）→（ｄ）→（ｃ）→（ｂ）→（ａ）の順に動作することにより、状態の切り替えが完
了することとなる。以下、一連の動作について簡単に説明する。
【０２７３】
図２５（ｆ）に示すように、第３外周面２５２ｃが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット２５１（詳しくは第３外周面２５２ｃ）が相互に連なっている。ここ

40

で、第２の状態への移行を促がす信号が中継基板を介して各遮蔽ユニット２５１に伝わる
と、それら遮蔽ユニット２５１は正方向（具体的には時計回り）に回動する。なお、各遮
蔽ユニット２５１は同タイミング且つ同速度で回動を開始し、回動が終了するまでそれら
各遮蔽ユニット２５１の回転速度が一定に保たれたまま移動する。
【０２７４】
このような遮蔽ユニット２５１の回動に基づき第１境界部位Ｂ１は遊技領域形成板２３
３に対して近づく側に移動する。これと同期して遮蔽ユニット２５１（詳しくは両レール
部材２７０，２９０）は、同遮蔽ユニット２５１の回動中心軸線が遊技領域形成板２３３
から離れる側、すなわち図柄表示装置１２０の表示画面１２１側に一定の速度でスライド
移動する。
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【０２７５】
各遮蔽ユニット２５１の回転角度が予め定められた第３規定角度ＡＮＧ３（本実施の形
態においては７３°）に達することに同期して、すなわち第１境界部位Ｂ１が回動中心軸
線Ｘ２と遊技領域形成板２３３とによって挟まれた領域に到達することに同期して、各遮
蔽ユニット２５１の表示画面１２１側へのスライド移動が完了する（図２５（ｄ）参照）
。かかる状態においては、各遮蔽ユニット２５１のスライド量が最大となり、上述した間
隔寸法Ｄ２よりも間隔寸法Ｄ３の方が小さくなっている。より詳細には、間隔寸法Ｄ２は
、距離寸法Ｌ４よりも大きくなり、間隔寸法Ｄ３は距離寸法Ｌ４よりも小さくなっている
。
【０２７６】

10

各遮蔽ユニット２５１が更に回動し、前記第３規定角度ＡＮＧ３を超えると、遮蔽ユニ
ット２５１（詳しくは両レール部材２７０，２９０）は、同遮蔽ユニット２５１の回動中
心軸線が遊技領域形成板２３３に対して近づく側、すなわち図柄表示装置１２０の表示画
面１２１から離れる側に一定の速度でスライド移動する（図２５（ｃ）参照）。つまり、
遮蔽ユニット２５１はその回動に合わせて徐々に前方へ移動する。これにより、上述した
間隔寸法Ｄ２が徐々に減少するとともに、それに合わせて間隔寸法Ｄ３が徐々に増加する
。
【０２７７】
各遮蔽ユニット２５１の回転角度が予め定められた第４規定角度ＡＮＧ４（本実施の形
態においては１４６°）に達することに同期して、すなわち第３外周面２５２ｃが遊技領

20

域形成板２３３の背面と平行となる位置に配置されることに同期して、各遮蔽ユニット２
５１の遊技領域形成板２３３側へのスライド移動が完了する（図２５（ｄ）参照）。これ
により、各間隔寸法Ｄ２，Ｄ３の関係は、第２外周面２５２ｂが仮想平面Ｐ上に配置され
ている状態と同様の関係に戻ることとなる。
【０２７８】
かかる状態においては、各遮蔽ユニット２５１（詳しくは各第２外周面２５２ｂ）の間
に所定の隙間が形成されている。ここで、それら遮蔽ユニット２５１はレール部材２７０
，２９０に沿ってスライド移動し、図２５（ａ）に示すように相互に接した状態となる。
これにより、第２外周面２５２ｂによる連続面が形成され、第２の状態への切り替えが完
了する。なお、上述した第２規定角度ＡＮＧ２と第４規定角度ＡＮＧ４とは同一となるよ

30

うに設定されている。
【０２７９】
次に、以上詳述した表示領域可変機構２５０を演出として用いるために設定された各種
駆動モードと、表示領域可変機構２５０及び図柄表示装置２４７の相互の関係とについて
図２４に基づき説明する。図２６はパチンコ機１０の正面からみた表示領域可変機構２５
０と図柄表示装置２４７との関係を示す概略図である。図２６（ａ）群は遮蔽ユニット２
５１が左右両側に二分された状態、図２６（ｂ）群は遮蔽ユニット２５１が右側に偏倚さ
れた状態、図２６（ｃ）群は遮蔽ユニット２５１が左側に偏倚された状態、図２６（ｄ）
群は遮蔽ユニット２５１が中央に集められた状態を示し、図２６（１）群は第１外周面２
５２ａによる遮蔽状態、図２６（２）群は第２外周面２５２ｂによる遮蔽状態、図２６（

40

３）群は第３外周面２５２ｃによる遮蔽状態を示す。
【０２８０】
表示領域可変機構２５０の駆動モードとしては、標準モード（標準状態）に対して遮蔽
位置を変更する第１種駆動モードと、標準モードに対して遮蔽量を変更する第２種駆動モ
ードとが設定されている。すなわち、標準モードは各種駆動モードが実行される際の起点
となっている。
【０２８１】
標準モードにおいては、図２６（ａ１）に示すように、遮蔽ユニット２５１が左右両側
に二分して（それぞれ３つづつに分けて）配置されており、両シート材２４５，２４６及
び遮蔽ユニット２５１（詳しくは遮蔽体２５２）によって区画された透過領域Ｅ１の一部
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（中央部分）を介して、図柄表示装置２４７の表示画面２４８が視認可能となっている。
より具体的には、隣接する遮蔽体２５２同士が相互に接触し、それら遮蔽体２５２によっ
て連続する二つの遮蔽面が形成されることとなる。この遮蔽面により透過領域Ｅ１を左右
に６分割したうちの凡そ右側１／６の領域と左側１／６の領域とが覆われ、透過領域Ｅ１
の凡そ中央４／６の領域を介して、図柄表示装置２４７の表示画面２４８が視認可能とな
る。この場合、表示画面２４８においてキャラクタや文字（例えば数字）等の所定の図柄
が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽ユニット２５１との重なりを回避するように設定され
ており、具体的には、略長方形状をなす所定の領域に図柄が表示される。表示領域Ｅ３に
おいて上記図柄が変動表示され、予め定められた図柄が停止した場合や、予め定められた
図柄の組合せが停止した場合に、遊技者に有利な大当たり状態に移行される。なお、標準

10

モードにおける遮蔽ユニット２５１の位置を標準位置と称する。
【０２８２】
以下、始めに第１種駆動モードについて説明し、後に第２種駆動モードについて説明す
る。
【０２８３】
第１種駆動モードは、第１位置切替モードと、第２位置切替モードと、第３位置切替モ
ードと、第４位置切替モードとからなる。
【０２８４】
第１位置切替モードは、各遮蔽ユニット２５１を図２６（ａ）に示す標準位置から図２
６（ｂ）に示す所定位置にスライド移動させるモードである。具体的には、標準モードに

20

て左側に配置されている遮蔽ユニット２５１を右方に移動させ、全ての遮蔽ユニット２５
１を右側に集約するモードである。このように遮蔽ユニット２５１が右側に偏倚し、整列
された状態においては、隣接する遮蔽体２５２同士が接触し、それら遮蔽体２５２によっ
て連続する一の遮蔽面が形成されることとなる。この遮蔽面により透過領域Ｅ１を左右に
３分割したうちの凡そ右側１／３の領域が覆われ、透過領域Ｅ１の左側２／３の領域を介
してのみ、図柄表示装置２４７の表示画面２４８が視認可能となる。このように遮蔽され
る範囲が変更されることに伴って、図柄表示装置２４７の表示画面２４８において所定の
図柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽ユニット２５１との重なりを回避するように変更
される。詳しくは、略長方形状をなす所定の領域が表示領域Ｅ３として設定される。
【０２８５】

30

第２位置切替モードは、各遮蔽ユニット２５１を図２６（ａ）に示す標準位置から図２
６（ｃ）に示す所定位置にスライド移動させるモードである。具体的には、標準モードに
て右側に配置されている遮蔽ユニット２５１を左方に移動させ、全ての遮蔽ユニット２５
１を左側に集約するモードである。このように遮蔽ユニット２５１が左側に偏倚し、整列
された状態においては、隣接する遮蔽体２５２同士が接触し、それら遮蔽体２５２によっ
て連続する一の遮蔽面が形成されることとなる。この遮蔽面により透過領域Ｅ１を左右に
３分割したうちの凡そ左側１／３の領域が覆われ、透過領域Ｅ１の右側２／３の領域を介
してのみ、図柄表示装置２４７の表示画面２４８が視認可能となる。このように遮蔽され
る範囲が変更されることに伴って、図柄表示装置２４７の表示画面２４８において所定の
図柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽ユニット２５１との重なりを回避するように変更

40

される。詳しくは、略長方形状をなす所定の領域が表示領域Ｅ３として設定される。
【０２８６】
第３位置切替モードは、図２６（ａ）から図２６（ｄ）に示す位置に、各遮蔽ユニット
２５１をスライド移動させるモードである。具体的には、標準モードにて左右両側に配置
されている各遮蔽ユニット２５１を中央に移動させ、全ての遮蔽ユニット２５１を中央に
集約するモードである。このように遮蔽ユニット２５１が中央に集約されるとともに整列
された状態においては、隣接する遮蔽体２５２同士が接触し、それら遮蔽体２５２によっ
て連続する一の遮蔽面が形成されることとなる。この遮蔽面により透過領域Ｅ１を左右に
３分割したうちの中央１／３の領域が覆われ、透過領域Ｅ１の左側１／３の領域及び右側
１／３の領域を介して、図柄表示装置２４７の表示画面２４８が視認可能となる。すなわ
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ち、透過領域Ｅ１が遮蔽面によって左右に２分された状態となる。このように遮蔽される
範囲が変更されることに伴って、図柄表示装置２４７の表示画面２４８において所定の図
柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽ユニット２５１との重なりを回避するように変更さ
れる。すなわち、複数の遮蔽ユニット２５１によって形成された遮蔽面を挟んだ両側に表
示領域Ｅ３が配置されることとなる。詳しくは、上述した左側１／３の領域及び右側１／
３の領域にそれぞれ略長方形状をなす所定の領域が表示領域Ｅ３として設定される。
【０２８７】
第４位置切替モードは、第１位置切替モード〜第３位置切替モードによって変更された
遮蔽ユニット２５１の位置と表示領域Ｅ３とを、上記標準モード（標準状態）に復帰させ
るモードである。具体的には、図２６（ａ１）に示すように、表示領域Ｅ３を挟んだ左右

10

両側に遮蔽ユニット２５１をそれぞれ３つづつ配置させるモードである。換言すれば、遮
蔽ユニット２５１によって形成された複数の遮蔽面の間に表示領域Ｅ３を配置させるモー
ドである。
【０２８８】
遊技状況に応じて、上述した各種モードの切替を行うことにより、表示領域Ｅ３と遮蔽
領域との位置を変更し、多様な演出を行うことが可能となっている。
【０２８９】
次に、第２種駆動モードについて説明する。第２種駆動モードは、第１表示切替モード
〜第５表示切替モードとからなる。
20

【０２９０】
先ず上述した標準モード（標準状態）についてより詳しく説明する。標準モードにおい
ては、図２６（ａ１）に示すように、各遮蔽体２５２の第１外周面２５２ａがパチンコ機
１０の正面側を向いた状態となっている。すなわち、上述した各遮蔽面は複数の第１外周
面２５２ａによって構成されている。
【０２９１】
第１表示切替モードは、図２６（１）に示す第１外周面１５２ａによる遮蔽状態から図
２６（２）に示す第２外周面２５２ｂに示す遮蔽状態に移行するモードである。具体的に
は、各遮蔽ユニット２５１の遮蔽体２５２を回転させることで、第２外周面２５２ｂがパ
チンコ機１０の正面側を向く状態（上記第２の状態）に切り替えるモードである。第２外
周面２５２ｂによって一連の遮蔽面が構成されることで、その遮蔽される領域は通常状態

30

よりも大きくなる。このように遮蔽される範囲が変更（拡大）されることに伴って、図柄
表示装置２４７の表示画面２４８において所定の図柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽
面との重なりを回避するように縮小される。第２外周面２５２ｂには上述したように所定
の絵柄（具体的には「ｃｈａｎｃｅ」の文字）が付与されている。第１外周面２５２ａか
ら第２外周面２５２ｂへの切り替えによって、上記絵柄がパチンコ機１０前方から視認可
能となり、遊技者に対して大当たり抽選に当選する可能性が高いことを示唆することがで
きる。
【０２９２】
第２表示切替モードは、図２６（１）に示す第１外周面２５２ａによる遮蔽状態から図
２６（３）に示す第３外周面２５２ｃによる遮蔽状態に移行するモードである。具体的に

40

は、各遮蔽ユニット２５１の遮蔽体２５２を回転させることで、第３外周面２５２ｃがパ
チンコ機１０の正面側を向く状態（上記第３の状態）に切り替えるモードである。第３外
周面２５２ｃによって一連の遮蔽面が構成されることで、その遮蔽される領域は通常状態
よりも大きくなる。このように遮蔽される範囲が変更（拡大）されることに伴って、図柄
表示装置２４７の表示画面２４８において所定の図柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽
面との重なりを回避するように縮小される。第３外周面２５２ｃには上述したように所定
の絵柄（具体的には「ｂｉｇ

ｃｈａｎｃｅ」の文字）が付与されている。第１外周面２

５２ａから第３外周面２５２ｃへの切り替えによって、上記絵柄がパチンコ機１０前方か
ら視認可能となり、遊技者に対して大当たり抽選に当選する可能性が上述した「ｃｈａｎ
ｃｅ」が表示される場合よりも更に高いことを示唆することができる。
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【０２９３】
なお、第１外周面２５２ａには複数の絵柄（詳しくは星をモチーフとした絵柄）が付与
されており、第１外周面２５２ａがパチンコ機１０の正面に向いた状態においては、それ
ら星がパチンコ機１０前方から視認可能となっている。
【０２９４】
第３表示切替モードは、第１外周面２５２ａによる遮蔽状態から図２６（３）に示す第
２外周面２５２ｂによる遮蔽状態に移行するモードである。具体的には、各遮蔽ユニット
２５１の遮蔽体２５２を回転させることで、第３外周面２５２ｃがパチンコ機１０の正面
側を向く状態を経由し、第２外周面２５２ｂがパチンコ機１０の正面側を向く状態（上記
第２の状態）に切り替えるモードである。より詳しくは、各遮蔽体２５２が逆回転するこ

10

とにより第３外周面２５２ｃによって遮蔽面が構成された状態へ移行し、所定の期間（０
．５秒程度）経由した後、更に逆回転することにより第２外周面２５２ｂによって一連の
遮蔽面が構成された状態へ移行するモードである。第２外周面２５２ｂが形成された後、
図柄表示装置２４７の表示画面２４８において所定の図柄が表示される表示領域Ｅ３は、
遮蔽面との重なりを回避するように縮小される。
【０２９５】
第４表示切替モードは、第１外周面２５２ａによる遮蔽状態から図２６（２）に示す第
３外周面２５２ｃによる遮蔽状態に移行するモードである。具体的には、各遮蔽ユニット
２５１の遮蔽体２５２を回転させることで、第２外周面２５２ｂがパチンコ機１０の正面
側を向く状態を経由し、第３外周面２５２ｃがパチンコ機１０の正面側を向く状態（上記

20

第３の状態）に切り替えるモードである。より詳しくは、各遮蔽体２５２が正回転するこ
とにより第２外周面２５２ｂによって遮蔽面が構成された状態へ移行し、所定の期間（０
．５秒程度）経由した後、更に正回転することにより第３外周面２５２ｃによって一連の
遮蔽面が構成された状態へ移行するモードである。第３外周面２５２ｃが形成された後、
図柄表示装置２４７の表示画面２４８において所定の図柄が表示される表示領域Ｅ３は、
遮蔽面との重なりを回避するように縮小される。
【０２９６】
第５表示切替モードは、遮蔽体２５２を、第１外周面２５２ａによって遮蔽面が形成さ
れている状態に復帰させるモードである。すなわち、第２の状態又は第３の状態から第１
の状態に切り替えるモードである。

30

【０２９７】
以上詳述した第１種駆動モード及び第２種駆動モードを複合して適用することで、図２
６（ａ１）〜（ｄ３）に示す多様な演出が可能となっている。また、図柄表示装置２４７
における表示領域Ｅ３の位置及び大きさは、上述した各駆動モードに対応して変化する構
成となっているため、遊技者に対して注目すべき対象を明確に示すことができる。
【０２９８】
本実施の形態における電気的構成は、前記第１の実施の形態における電気的構成とほぼ
同じである。故に、以下、電気的構成に関する詳細な説明を省略し、第１の実施の形態に
置ける相違点について説明する。
【０２９９】

40

表示制御装置３２０に設けられた表示制御基板３２１には、ＭＰＵ３２２が搭載されて
いる。ＭＰＵ３２２には、当該ＭＰＵ３２２により実行される各種の制御プログラムや固
定値データを記憶したＲＯＭ３２３と、そのＲＯＭ３２３内に記憶される制御プログラム
の実行に際して各種データ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ３２４と、割
込み回路，タイマ回路，データ出力回路等の各種回路とが内蔵されている。
【０３００】
ＭＰＵ２１２には入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ３２２
の入力ポートには、音声ランプ制御装置９１が接続されている。また、ＭＰＵ３２２の出
力ポートには、図柄表示装置２４７が接続されているとともに、中継基板を介して表示領
域可変機構２５０（詳しくは各ステッピングモータ２６５，２６７，２８８）が接続され
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ている。
【０３０１】
ＭＰＵ３２２では、主制御装置９０から出力され音声ランプ制御装置９１を経由して出
力されてくる演出用コマンド（変動用コマンド，種別コマンド，停止表示コマンド，大当
たり開始コマンド及び大当たり終了コマンド等）を取得するとともに、入力コマンドを解
析し又は入力コマンドに基づき所定の演算処理を行って図柄表示装置２４７の表示制御を
実行する。また、ＭＰＵ３２２では、上記演出用コマンドに基づいて表示領域可変機構
２５０の表示モード（駆動モード）の設定を行う。
【０３０２】
ＲＯＭ３２３には、遮蔽ユニット２５１の回動位置の情報及びスライド位置の情報が記

10

憶されているとともに、それら各情報に１対１で対応させて表示領域の切り替えに関する
情報が記憶されている。これら各種情報は、上述した演出用コマンドに対応付けがなされ
ており、遊技状況に応じてそれら各種情報に基づいた演出モードの切り替えを行うことに
より、多様な演出を実現可能となっている。
【０３０３】
また、ＲＯＭ３２３には、各表示切替モードに対応して個々に対応して各モータ２６５
，２６７，２８８の動作態様を定めたプログラム、すなわち遮蔽体２５２の回転速度，回
転開始及び終了タイミングと、遮蔽ユニット２５１のスライド移動の移動速度，移動開始
及び終了タイミングと、レール部材２７０，２９０のスライド移動の移動速度，移動開始
及び終了タイミングとを規定したプログラムが表示制御装置３２０のＲＯＭ３２３に記憶

20

されている。
【０３０４】
例えば、上述した第２種駆動モードの第１表示切替モードにおいて、各遮蔽体２５２の
回転速度を統一するとともに、各遮蔽体２５２の回動開始タイミングと回動終了タイミン
グとを統一するように規定されたプログラムや、各遮蔽体２５２の回転移動及び各遮蔽ユ
ニット２５１のスライド移動のタイミングが規定されたプログラムが記憶されており、こ
のプログラムに基づいて各ステッピングモータ２６５，２６７の駆動制御がなされること
で、第１表示切替モードが実行される際の各遮蔽ユニット２５１の干渉が回避されつつ、
それら各遮蔽ユニット２５１の回転動作が同期される構成となっている。同様に、第２表
示切替モードにおいて、各遮蔽体２５２の回転速度を統一するとともに、各遮蔽体２５２

30

の回動開始タイミングと回動終了タイミングとを統一するように規定されたプログラムや
、各遮蔽体２５２の回転動作及び各遮蔽ユニット２５１のスライド移動のタイミングが規
定されたプログラムが記憶されている。
【０３０５】
また、第３表示切替モードにおいて、各遮蔽体２５２の回転速度を統一するとともに、
各遮蔽体２５２の回動開始タイミングと回動終了タイミングとを統一するように規定され
たプログラムや、各遮蔽体２５２の回転移動，各遮蔽ユニット２５１のスライド移動及び
各レール部材２７０，２９０のスライド移動のタイミングが規定されたプログラムが記憶
されており、このプログラムに基づいて各ステッピングモータ２６５，２６７，２８８の
駆動制御がなされることで、第３表示切替モードが実行される際の遮蔽ユニット２５１と

40

遊技領域形成板２３３及び図柄表示装置２４７の干渉が回避されつつ、それら各遮蔽ユニ
ット２５１の回転動作が同期される構成となっている。同様に、第４表示切替モードにお
いて、各遮蔽体２５２の回転速度を統一するとともに、各遮蔽体２５２の回動開始タイミ
ングと回動終了タイミングとを統一するように規定されたプログラムや、各遮蔽体２５２
の回転移動，各遮蔽ユニット２５１のスライド移動及び各レール部材２７０，２９０のス
ライド移動のタイミングが規定されたプログラムが記憶されている。
【０３０６】
次に、表示制御装置３２０のＭＰＵ３２２における表示領域可変機構２５０の駆動モー
ドの設定に関する各種処理を説明する。
【０３０７】
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ＭＰＵ３２２では、動作電力が供給されている間、予め定められた複数種の処理を所定
の順序で繰り返し実行するための通常処理が実行される。当該通常処理における駆動モー
ドの設定に関する処理として、音声ランプ制御装置９１から入力したコマンドの種類を特
定し、その特定したコマンドに対応した処理を実行するコマンド判定処理と、上記表示領
域可変機構２５０を伴った演出を行うための特別演出用処理とが少なくとも設定されてい
る。以下、これら各処理について説明する。
【０３０８】
先ず、コマンド判定処理について図２７のフローチャートを参照しながら説明する。
【０３０９】
コマンド判定処理では、始めにステップＳ４０１にて、変動用コマンドが入力している

10

か否かを判定する。なお、音声ランプ制御装置９１から入力した各種コマンドは、ＲＡＭ
２１４に設けられたコマンド格納エリアに格納され、次回用の変動用コマンドが入力され
ることに基づいて消去される。
【０３１０】
変動用コマンドを入力している場合には、ステップＳ４０２にて、変動用コマンドに駆
動モードの特定を行うべき情報、すなわち前記位置切替モード及び前記表示切替モードの
特定を行うべき情報が含まれているか否かを判定する。具体的には、変動用コマンドに含
まれる第１変動種別カウンタＣＳ１の値の情報が、ＲＯＭ３２３に記憶された駆動モード
用の値群の情報に含まれているか否かを判定する。駆動モードの特定を行うべき情報が含
まれている場合には、ステップＳ４０３〜ステップＳ４１２の駆動モードの特定用処理を

20

実行し、駆動モードの特定を行うべき情報が含まれていない場合にはそのままステップＳ
４１３に進む。
【０３１１】
駆動モードの特定用処理では、先ずステップＳ４０３にて、第１位置切替モードの情報
が含まれているか否かを判定する。第１位置切替モードの情報が含まれている場合にはス
テップＳ４０４にて第１位置切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ４０９
に進む。第１位置切替モード用特定処理では、ＲＡＭ３２４の各種駆動フラグ格納エリア
のうち第１位置切替フラグ格納エリア（第１位置切替状態情報記憶手段）に第１位置切替
フラグ（第１位置切替状態情報）を格納する。第１位置切替モード用フラグは、第１ステ
ッピングモータ２６５に対して駆動信号を出力し、全ての遮蔽ユニット２５１を表示領域

30

Ｅ１の右側に偏倚させるフラグであり、遮蔽ユニット２５１を用いた演出が完了した後、
詳しくは特別演出が発生してから予め定められた期間が経過した後、消去される。
【０３１２】
ステップＳ４０３において、第１位置切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ４０５にて、第２位置切替モードの情報が含まれているか否かを判定
する。第２位置切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ４０６にて第２位
置切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ４０９に進む。第２位置切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ３２４の各駆動フラグ格納エリアのうち、第２位置切替フラ
グ格納エリア（第２位置切替状態情報記憶手段）に第２位置切替フラグ（第２位置切替状
態情報）を格納する。第２位置切替モード用フラグは、第１ステッピングモータ２６５に

40

対して駆動信号を出力し、全ての遮蔽ユニット２５１を表示領域Ｅ１の左側に偏倚させる
フラグであり、遮蔽ユニット２５１を用いた演出が完了した後、詳しくは特別演出が発生
してから予め定められた期間が経過した後、消去される。
【０３１３】
ステップＳ４０５において、第２位置切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ４０７にて、第３位置切替モードの情報が含まれているか否かを判定
する。第３位置切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ４０８にて第３位
置切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ４０９に進む。第３位置切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ３２４の各駆動フラグ格納エリアのうち、第３位置切替フラ
グ格納エリア（第３位置切替状態情報記憶手段）に第３位置切替フラグ（第３位置切替状
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態情報）を格納する。第３位置切替モード用フラグは、第１ステッピングモータ２６５に
対して駆動信号を出力し、全ての遮蔽ユニット２５１を表示領域Ｅ１の中央に集約させる
フラグであり、遮蔽ユニット２５１を用いた演出が完了した後、詳しくは特別演出が発生
してから予め定められた期間が経過した後、消去される。
【０３１４】
一方、ステップＳ４０８にて第３位置切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、そのままステップＳ４０９に進む。
【０３１５】
ステップＳ４０９では、第１表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定する。
第１表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ４１０にて第１表示切替

10

モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ４１７に進む。第１表示切替モード用の
特定処理では、ＲＡＭ３２４の各駆動フラグ格納エリアのうち、第１表示切替フラグ格納
エリア（第１表示切替状態情報記憶手段）に第１表示切替フラグ（第１表示切替状態情報
）を格納する。第１表示切替モード用フラグは、各ステッピングモータ２６５，２６７に
対して駆動信号を出力し、第１外周面１５２ａによって一連の遮蔽面が形成された状態か
ら、第２外周面１５２ｂによって一連の遮蔽面が形成された状態に切り替えるように各ス
テッピングモータ２６５，２６７を動作させるフラグであり、遮蔽ユニット２５１を用い
た演出が完了した後、詳しくは特別演出が発生してから予め定められた期間が経過した後
、消去される。
【０３１６】

20

ステップＳ４０９において、第１表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ４１１にて、第２表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定
する。第２表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ４１２にて第２表
示切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ４１７に進む。第２表示切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ３２４の各種駆動フラグ格納エリアのうち、第２表示切替フ
ラグ格納エリア（第２表示切替状態情報記憶手段）に第２表示切替フラグ（第２表示切替
状態情報）を格納する。第２表示切替モード用フラグは、各ステッピングモータ２６５，
２６７に対して駆動信号を出力し、第１外周面１５２ａによって一連の遮蔽面が形成され
た状態から、第３外周面１５２ｃによって一連の遮蔽面が形成された状態に切り替えるよ
うに各ステッピングモータ２６５，２６７を動作させるフラグであり、遮蔽ユニット２５

30

１を用いた演出が完了した後、詳しくは特別演出が発生してから予め定められた期間が経
過した後、消去される。
【０３１７】
ステップＳ４１１において、第２表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ４１３にて第３表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定す
る。第３表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ４１４にて第３表示
切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ４１７に進む。第３表示切替モード
用の特定処理では、ＲＡＭ３２４の各駆動フラグ格納エリアのうち、第３表示切替フラグ
格納エリア（第３表示切替状態情報記憶手段）に第３表示切替フラグ（第３表示切替状態
情報）を格納する。第３表示切替モード用フラグは、各ステッピングモータ２６５，２６

40

７，２８８に対して駆動信号を出力し、第１外周面１５２ａによって一連の遮蔽面が形成
された状態から、第３外周面１５２ｃによって一連の遮蔽面が形成された状態を経由して
第２外周面１５２ｂによって一連の遮蔽面が形成された状態に切り替えるように各ステッ
ピングモータ２６５，２６７，２８８，２９８を動作させるフラグであり、遮蔽ユニット
２５１を用いた演出が完了した後、詳しくは特別演出が発生してから予め定められた期間
が経過した後、消去される。
【０３１８】
ステップＳ４１３において、第３表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ４１５にて、第４表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定
する。第４表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ４１６にて第４表
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示切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ４１７に進む。第４表示切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ３２４の各種駆動フラグ格納エリアのうち、第４表示切替フ
ラグ格納エリア（第４表示切替状態情報記憶手段）に第４表示切替フラグ（第４表示切替
状態情報）を格納する。第４表示切替モード用フラグは、各ステッピングモータ２６５，
２６７，２８８に対して駆動信号を出力し、第１外周面１５２ａによって一連の遮蔽面が
形成された状態から、第２外周面１５２ｂによって一連の遮蔽面が形成された状態を経由
して第３外周面１５２ｃによって一連の遮蔽面が形成された状態に切り替えるように各ス
テッピングモータ２６５，２６７，２８８，２９８を動作させるフラグであり、遮蔽ユニ
ット２５１を用いた演出が完了した後、詳しくは特別演出が発生してから予め定められた
期間が経過した後、消去される。

10

【０３１９】
ステップＳ４１５において、第４表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、そのままステップＳ４１７に進む。
【０３２０】
ステップＳ４１７では、変動表示用の特定処理を実行する。当該特定処理では、変動用
コマンド及び種別コマンドに基づいて、図柄表示装置２４７における図柄の変動表示時間
や、図柄の表示位置（画面表示範囲）、リーチ表示やリーチ演出を含めた図柄の変動表示
態様及び最終的に停止表示させる図柄の種類を特定し、それら特定した情報をＲＡＭ３２
４に記憶させる。その後、本コマンド判定処理を終了する。
【０３２１】

20

一方、ステップＳ４０１において、変動用コマンドを入力していないと判定した場合に
は、ステップＳ４１８に進み、その他の特定処理を実行した後に、本コマンド判定処理を
終了する。その他の特定処理では、入力しているコマンドが停止表示コマンド，大当たり
開始コマンド及び大当たり終了コマンドである場合には、それぞれに対応した処理を実行
する。また、その他の特定処理では、コマンドを入力していないと判定した場合には、そ
のまま処理を終了するとともに、入力したコマンドが解析できない場合にもそのまま処理
を終了する。
【０３２２】
次に特別演出用処理について、図２８のフローチャートを参照しながら説明する。
【０３２３】

30

特別演出用処理では、先ずステップＳ５０１にて、特別演出が発生する変動表示回中で
あるか否かを判定する。当該変動表示回中で無い場合には、そのまま特別演出処理を終了
し、当該変動表示回中である場合には、ステップＳ５０２に進む。
【０３２４】
ステップＳ５０２では、ＲＡＭ３２４の各種駆動フラグ格納エリアに位置切替モード用
フラグが格納されているか否かを判定する。位置切替モード用フラグが格納されていると
判定された場合、ステップＳ５０３に進む。ステップＳ５０３では、表示領域可変機構２
５０を駆動させる（詳しくは遮蔽ユニット２５１をレール部材２７０，２９０に沿って左
右にスライド移動させる）タイミングか否かを判定する。当該タイミングは、図柄の変動
表示の開始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置３２０のＲＯＭ３２３

40

に予め記憶されている。そして、図柄の変動表示の開始後においてステップＳ５０１にて
肯定判定される度にＲＡＭ３２４のタイミング用カウンタエリアが更新され、当該タイミ
ング用カウンタエリアの値が上記所定のカウント値に達した場合にステップＳ５０３にて
肯定判定をする。そして、ステップＳ５０４に進み位置切替モード用処理を実行する。位
置切替モード用処理では、表示領域可変機構２５０の第１ステッピングモータ２６５に対
して駆動信号を出力する。この駆動信号に基づいて第１ステッピングモータ２６５が所定
量回転し、既に説明したように、レール部材２７０，２９０に沿って左右方向にスライド
移動する。これにより、遮蔽体２５２の位置が変化し、遮蔽される領域が変更される（図
２６参照）。
【０３２５】
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ステップＳ５０４の処理を実行した後、又はステップＳ５０３にて否定判定がなされた
場合には、ステップＳ５０５において図柄表示装置２４７の表示画面２４８（表示領域）
の切り替えタイミングであるか否かを判定する。当該タイミングは、図柄の変動表示の開
始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置３２０のＲＯＭ３２３に予め記
憶されている。そして、上述の如く図柄の変動表示の開始後においてステップＳ５０１に
て肯定判定される度にＲＡＭ３２４のタイミング用カウンタエリアが更新され、当該タイ
ミング用カウンタエリアの値が上記所定のカウント値に達した場合にステップＳ５０５に
て肯定判定をする。そして、ステップＳ５０６に進み表示画面切替処理を実行する。具体
的には、上述した表示領域可変機構２５０（詳しくは遮蔽体２５２）に対して重ならない
位置に図柄表示装置２４７の表示範囲（表示領域）Ｅ３を移動させる（図２６参照）。

10

【０３２６】
ステップＳ５０６にて表示画面の切り替えを行った後は、ステップＳ５０７に進み、今
回の変動表示回において表示領域可変機構２５０の表示モードを切り替えるか否か、すな
わち遮蔽体２５２を回転させ外周面２５２ａ〜２５２ｃの位置を変更するか否かを判定す
る。具体的には、表示切替モード用フラグがＲＡＭ３２４の各種駆動フラグ格納エリアに
格納されているか否かを判定する。
【０３２７】
表示切替モード用フラグが格納されている場合には、ステップＳ５０８に進み、ステッ
プＳ５０８において表示モード切替用処理の開始タイミングであるか否かを判定する。当
該開始タイミングは、図柄の変動表示の開始後における所定のカウント値の情報として表

20

示制御装置３２０のＲＯＭ３２３に予め記憶されている。そして、上述の如く図柄の変動
表示の開始後においてステップＳ５０１にて肯定判定される度にＲＡＭ３２４のタイミン
グ用カウンタエリアが更新され、当該タイミング用カウンタエリアの値が上記所定のカウ
ント値に達した場合にステップＳ５０８にて肯定判定をする。そして、ステップＳ５０９
に進み表示切替モード処理を実行する。
【０３２８】
ここで、表示切替モード用処理について、図２９のフローチャートを参照しながら説明
する。
【０３２９】
表示切替モード用処理では、先ずステップＳ６０１にて、第１ステッピングモータ２６

30

５が駆動中であるか否かを判定する。すなわち、第１ステッピングモータ２６５に対して
駆動信号が出力され、遮蔽ユニット２５１がレール部材２７０，２９０に沿ってスライド
移動しているかどうかを判定する。第１ステッピングモータ２６５に対して駆動信号が出
力されておらず、同第１ステッピングモータ２６５が駆動していない場合には、ステップ
Ｓ６０２に進み、第１ステッピングモータ２６５に対して駆動信号を出力するタイミング
であるか否かを判定する。当該タイミングは、特別演出処理開始後における所定のカウン
ト値の情報として表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、特別
演出処理開始後、前記ステップＳ５０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミン
グ用カウンタエリア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上
記所定のカウント値に達した場合にステップＳ６０２にて肯定判定をする。ステップＳ６

40

０２にて第１ステッピングモータ２６５に駆動信号を出力するタイミングであると判定（
肯定判定）した場合にはステップＳ６０３に進み、第１ステッピングモータ駆動信号出力
処理を実行する。すなわち、第１ステッピングモータ２６５への駆動信号の出力を開始す
る。
【０３３０】
ステップＳ６０１にて肯定判定をした後、又はステップＳ６０３にて第１ステッピング
モータ駆動信号の出力処理を行った後は、ステップＳ６０４に進み第１ステッピングモー
タ２６５に対する駆動信号の出力を停止し、第１ステッピングモータ２６５の回動を停止
するタイミングであるか否かを判定する。当該タイミングは、特別演出処理開始後におけ
る所定のカウント値の情報として表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている
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。そして、特別演出処理開始後、前記ステップＳ５０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２
１４のタイミング用カウンタエリア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア
２２２の値が上記所定のカウント値に達した場合にステップＳ６０４にて肯定判定をする
。ステップＳ６０４にて第１ステッピングモータ駆動信号を停止させるタイミングである
と判定（肯定判定）した場合にはステップＳ６０５に進み、第１ステッピングモータ駆動
信号の停止処理を実行する。
【０３３１】
ステップＳ６０５にて第１ステッピングモータ駆動信号の出力を停止した後、又はステ
ップＳ６０２にて否定判定がなされた後は、ステップＳ６０６に進む。ステップＳ６０６
では第２ステッピングモータ２６７が駆動中であるか否かを判定する。すなわち、第２ス

10

テッピングモータ２６７に対して駆動信号が出力され、遮蔽体２５２が回動中心軸線Ｘ２
を中心に回動しているかどうかを判定する。第２ステッピングモータ２６７に対して駆動
信号が出力されていない場合には、ステップＳ６０７に進み、第２ステッピングモータに
対して駆動信号を出力するタイミングであるか否かを判定する。当該タイミングは、第２
ステッピングモータ２６７の回動開始後における所定のカウント値の情報として表示制御
装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、特別演出処理開始後、前記ステ
ップＳ５０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリア２２２
が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント値に達し
た場合にステップＳ６０７にて肯定判定をする。ステップＳ６０７にて第２ステッピング
モータ２６７に対して駆動信号を出力するタイミングであると判定（肯定判定）した場合

20

にはステップＳ６０８に進み、第２ステッピングモータ２６７に対して駆動信号の出力を
開始する。
【０３３２】
ステップＳ６０８にて第２ステッピングモータ駆動信号の出力を開始した後は、ステッ
プＳ６０９に進む。ステップＳ６０９では、第３・第４ステッピングモータ２８８，２９
８が駆動中であるか否かを判定する。すなわち、第３・第４ステッピングモータ２８８，
２９８に対して駆動信号が出力され、遮蔽ユニット２５１（詳しくはレール部材２７０，
２９０）が支持部材３００，３１０に沿ってスライド移動しているかどうかを判定する。
第３・第４ステッピングモータ２８８，２９８が駆動していない場合には、ステップＳ６
１０に進み、第３・第４ステッピングモータ２８８，２９８に対して遮蔽ユニット２５１

30

（詳しくはレール部材２７０，２９０）を後方へスライド移動させるように規定された駆
動信号（以下、後方スライド用動作指示信号と称する）を出力するタイミングであるか否
かを判定する。当該タイミングは、特別演出処理開始後における所定のカウント値の情報
として表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、特別演出処理開
始後、前記ステップＳ５０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウン
タエリア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカ
ウント値に達した場合にステップＳ６１０にて肯定判定をする。ステップＳ６１０にて第
３・第４ステッピングモータ２８８，２９８に後方スライド用動作指示信号を出力するタ
イミングであると判定（肯定判定）した場合にはステップＳ６１１に進む。ステップＳ６
１１では、第３・第４ステッピングモータ２８８，２９８に対して後方スライド用動作指

40

示信号を出力する処理を実行する。
【０３３３】
ステップＳ６１１にて後方スライド用動作指示信号の出力を停止した後、又はステップ
Ｓ６１０にて否定判定をした後は、ステップＳ６１２に進む。ステップＳ６１２では、第
３・第４ステッピングモータ２８８，２９８に対して遮蔽ユニット２５１（詳しくはレー
ル部材２７０，２９０）を前方へスライド移動させるように規定された駆動信号（以下、
前方スライド用動作指示信号と称する）を出力するタイミングであるか否かを判定する。
当該タイミングは、特別演出処理開始後における所定のカウント値の情報として表示制御
装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、特別演出処理開始後、前記ステ
ップＳ５０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリア２２２
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が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント値に達し
た場合にステップＳ６１２にて肯定判定をする。ステップＳ６１２にて第３・第４ステッ
ピングモータ２８８，２９８に対して前方スライド用動作指示信号を出力するタイミング
であると判定（肯定判定）した場合にはステップＳ６１３に進む。ステップＳ６１３では
、第３・第４ステッピングモータ２８８，２９８に対して前方スライド用動作指示信号を
出力する処理を実行する。
【０３３４】
一方、ステップＳ６０９にて肯定判定をした場合、すなわち第３・第４ステッピングモ
ータ２８８，２９８が駆動中であると判定した場合には、ステップＳ６１４に進む。ステ
ップＳ６１４では、後方スライド用動作指示信号の出力を停止し、第３・第４ステッピン

10

グモータ２８８，２９８の回動を止めるタイミングであるか否かを判定する。当該タイミ
ングは、特別演出処理開始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置９２の
ＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、特別演出処理開始後、前記ステップＳ５０
１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリア２２２が更新され
、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント値に達した場合にス
テップＳ６１４にて肯定判定をする。ステップＳ６１４にて第３・第４ステッピングモー
タ２８８，２９８に対する後方スライド用動作指示信号の出力を停止するタイミングであ
ると判定（肯定判定）した場合には、ステップＳ６１５に進む。ステップＳ６１５では、
後方スライド用動作指示信号の出力停止処理を実行する。
【０３３５】

20

ステップＳ６１５にて後方スライド用動作指示信号の出力を停止した後、又はステップ
Ｓ６１４にて否定判定をした後は、ステップＳ６１６に進む。ステップＳ６１６では、前
方スライド用動作指示信号の出力を停止し、第３・第４ステッピングモータ２８８，２９
８の回動を止めるタイミングであるか否かを判定する。当該タイミングは、特別演出処理
開始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め記
憶されている。そして、特別演出処理開始後、前記ステップＳ５０１にて肯定判定される
度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリア２２２が更新され、当該タイミング用カ
ウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント値に達した場合にステップＳ６１６にて肯
定判定をする。ステップＳ６１６にて第３・第４ステッピングモータ２８８，２９８に対
する前方スライド用動作指示信号の出力を停止するタイミングであると判定（肯定判定）
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した場合には、ステップＳ６１７に進む。ステップＳ６１７では、前方スライド用動作指
示信号の出力停止処理を実行する。
【０３３６】
ステップＳ６１７にて前方スライド用動作指示信号の出力を停止した後、ステップＳ６
１３にて前方スライド用動作指示信号の出力を開始した後、又はステップＳ６１２，Ｓ６
１６にて否定判定をした後は、ステップＳ６１８に進む。ステップＳ６１８では、第２ス
テッピングモータ２６７に対する駆動信号の出力を停止するタイミングであるか否かを判
定する。当該タイミングは、特別演出処理開始後における所定のカウント値の情報として
表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、特別演出処理開始後、
前記ステップＳ５０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリ

40

ア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント
値に達した場合にステップＳ６１８にて肯定判定をする。ステップＳ６１８にて第２ステ
ッピングモータ２６７に対する駆動信号の出力を停止するタイミングであると判定（肯定
判定）した場合には、ステップＳ６１９に進む。ステップＳ６１９では、第２ステッピン
グモータ２６７に対する駆動信号の出力を停止する処理を実行する。
【０３３７】
ステップＳ６１９にて第２ステッピングモータ２６７に対する駆動信号停止処理を行っ
た後、又はステップＳ６０４，Ｓ６０７,Ｓ６１８にて否定判定をした後は、本表示切替
モード用処理を終了する。
【０３３８】
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なお、既に説明したように本実施の形態においては表示切替モードを複数パターン有し
ており、それら各モード毎に各モータ２６５，２６７，２８８の回転方向，回転開始・終
了タイミング及び回転速度は異なっている。具体的には、第１ステッピングモータ２６５
の回転方向，回転開始・終了タイミング及び回転速度と、第２ステッピングモータ２６７
の回転方向，回転開始・終了タイミング及び回転速度と、第３・第４ステッピングモータ
２８８，２９８の回転方向，回転開始・終了タイミング及び回転速度とが、上述した第１
表示切替モード〜第４表示切替モードによって個々に対応づけられている。このため、ス
テップＳ６０３において第１ステッピングモータ２６５に出力される信号や、ステップＳ
６０８において第２ステッピングモータ２６７に出力される信号や、ステップＳ６１１，
Ｓ６１５において第３・第４ステッピングモータ２８８，２９８に出力される信号は各モ
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ード毎に相違する。
【０３３９】
以下、表示切替モード用処理の一例（具体的には第３表示切替モードにおける各種処理
）について図３０のタイミングチャートに基づき詳細に説明する。図３０は、第３表示切
替モード（遮蔽ユニット２５１が第１の状態から第２の状態に第３の状態を経由して切り
替えられるモード）において、表示制御装置３２０から各ステッピングモータ２６５，２
６７，２８８，２９８に出力される信号の切り替え態様を示す概略図である。なお、同図
３０においては、理解を容易なものとするため、各タイミングにおける遮蔽ユニット２５
１の状態を簡略化して示している。
【０３４０】

20

第３表示切替モードにおいては、特別演出が発生してから所定の期間が経過したＴ１の
タイミングで、表示制御装置３２０から各第１ステッピングモータ２６５に対して遮蔽ユ
ニット２５１における回動中心軸線Ｘ２間の距離を拡大するようにそれら各第１ステッピ
ングモータ２６５の回転方向が規定された駆動信号（以下、拡大用動作指示信号と称する
）を同第１ステッピングモータ２６５に対して出力する。この拡大用動作指示信号は、第
１の状態から第２の状態への遮蔽ユニット２５１の切り替えを許容する程度の隙間が各遮
蔽ユニット２５１間に形成されるように規定されたパルスの数を有しており、当該拡大用
動作指示信号に基づいて第１ステッピングモータ２６５が所定量回動することにより、各
遮蔽ユニット２５１がレール部材２７０，２９０に沿って左右に展開（スライド移動）す
る。

30

【０３４１】
第１ステッピングモータ２６５の回動開始後、所定の期間が経過しＴ２のタイミングに
達すると、第１ステッピングモータ２６５に対する拡大用動作信号の出力を停止するとと
もに、第２ステッピングモータ２６７に対してそれら第２ステッピングモータ２６７を逆
回転させる駆動信号（以下、逆回転用動作指示信号と称する）の出力を開始する。この逆
回転用動作指示信号は、遮蔽体２５２を回動中心軸線Ｘ２を中心として回動させることに
より、第１の状態から第３の状態への切り替え、すなわち第１外周面２５２ａが仮想平面
Ｐ上に位置している状態から第３外周面２５２ｃが仮想平面Ｐ上に位置している状態への
切り替えを行うための所定のパルス数を有している。すなわち、このパルス数に基づいて
第２ステッピングモータ２６７が逆回転することにより、遮蔽ユニット２５１が第１の状

40

態から第２の状態に切り替えられ、それら遮蔽ユニット２５１の第３外周面２５２ｃによ
る連続面が形成される。
【０３４２】
遮蔽ユニット２５１の第１の状態から第３の状態への切り替えが完了したタイミング、
すなわち特別演出開始から所定の期間が経過したＴ３のタイミングにて、第２ステッピン
グモータ２６７への逆回転用動作指示信号の出力を停止する。つまり、一時的に遮蔽ユニ
ット２５１の回動を停止させ、あたかも第３の状態にて停止したかのように見せる演出を
行う。その後、若干の期間を経過した後、すなわちＴ４のタイミングにて再び第２ステッ
ピングモータ２６７に対して逆回転用動作指示信号を出力する。この逆回転用動作指示信
号は、遮蔽体２５２を回動中心軸線Ｘ２を中心として回動させることにより、第３の状態
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から第２の状態への切り替え、すなわち第３外周面２５２ｃが仮想平面Ｐ上に位置してい
る状態から第２外周面２５２ｂが仮想平面Ｐ上に位置している状態への切り替えを行うた
めの所定のパルス数を有している。すなわち、このパルス数に基づいて第２ステッピング
モータ２６７が逆回転することにより、遮蔽ユニット２５１が第３の状態から第２の状態
に切り替えられ、第２外周面２５２ｂによる連続面が形成される。以下、その第３の状態
から第２の状態への切り替えについて詳細に説明する。
【０３４３】
Ｔ４のタイミングにおいては、遮蔽ユニット２５１（詳しくは両レール部材２７０，２
９０）を後方へスライド移動させるように規定された駆動信号（以下、後方スライド用動
作指示信号と称する）を第３ステッピングモータ２８８に対して出力する。この後方スラ

10

イド用動作指示信号に基づいて第３ステッピングモータ２８８が回動することにより、遮
蔽ユニット２５１の回動中心軸線Ｘ２が遊技領域形成板２３３から離れる側にスライド移
動することとなる。詳しくは、図２５（ｆ）→図２５（ｅ）→図２５（ｄ）に示したよう
に、遮蔽体２５２の第１境界Ｂ１が回動中心軸線Ｘ２よりも前方へ同回動中心軸線Ｘ２か
ら離れるように変位しつつ、回動中心軸線Ｘ２が後方にスライド移動することにより、回
動中心軸線Ｘ２よりも前側での第１境界部位Ｂ１の動作スペースが確保されることとなる
。
【０３４４】
次に、Ｔ４のタイミングから更に所定の期間が経過し、Ｔ５のタイミングに達すると、
遮蔽ユニット２５１の第１境界部位Ｂ１が回動中心軸線Ｘ２と前後に並んだ状態となる（
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図２５（ｄ）参照）。このＴ５のタイミングにて、第３ステッピングモータ２８８に対す
る後方スライド用動作指示信号の出力を停止するとともに、前方スライド用動作指示信号
の出力を開始する。この前方スライド用動作指示信号に基づいて第３ステッピングモータ
２８８が回動することにより、遮蔽ユニット２５１の回動中心軸線Ｘ２が遊技領域形成板
２３３に近づく側にスライド移動することとなる。詳しくは、図２５（ｄ）→図２５（ｂ
）に示したように、遮蔽体２５２の第１境界Ｂ１が回動中心軸線Ｘ２よりも前方へ同回動
中心軸線Ｘ２から離れるように変位する。これにより、遮蔽ユニット２５１と遊技領域形
成板２３３との離れが抑えられることとなる。
【０３４５】
その後、Ｔ６のタイミングでは、遮蔽ユニット２５１の第２外周面２５２ｂが仮想平面
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Ｐと重なるとともに、第２ステッピングモータ２６７及び第３ステッピングモータ２８８
への動作指示信号の出力を停止する。この状態では、各遮蔽ユニット２５１の回動中心軸
線Ｘ２間の距離が、それら遮蔽ユニット２５１の間に隙間が形成される程度に保たれてい
る。そこで、同Ｔ６のタイミングにおいて、遮蔽ユニット２５１における回動中心軸線Ｘ
２間の距離を縮小するようにそれら各第１ステッピングモータ２６５の回転方向が規定さ
れた駆動信号（以下、縮小用動作指示信号と称する）を第１ステッピングモータ２６５に
対して出力する。この縮小用動作指示信号は、第２外周面２５２ｂが連続し、それら第２
外周面２５２ｂ間の隙間が０となるように規定されたパルスの数を有している。つまり、
この縮小用動作指示信号に基づいて第１ステッピングモータ２６５が所定量回動すること
により各遮蔽ユニット２５１がレール部材２７０，２９０に沿って左右にスライド移動し

40

、Ｔ７のタイミングにて第２外周面２５２ｂによる連続面が形成された状態、すなわち第
２の状態への切り替えが完了することとなる。このＴ７のタイミングにて、第１ステッピ
ングモータ２６５への縮小用動作指示信号の出力を停止し、表示切替モード用処理が終了
する。
【０３４６】
以上詳述したように各Ｔ１〜Ｔ７のタイミングにて各ステッピングモータ２６７，２８
８に出力する動作指示信号を切り替えることにより、回動用の第２ステッピングモータ２
６７の動きとスライド用の第３ステッピングモータ２８８の動きとに相関を持たせること
が可能となっている。
【０３４７】
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再び図２８に戻り、ステップＳ５０９にて表示モードの切り替え処理を行った後、又は
ステップＳ５０８にて否定判定がなされた場合には、ステップＳ５１０に進む。このステ
ップＳ５１０において表示画面の切り替え処理の開始タイミングであるか否かを判定する
。当該タイミングは、図柄の変動表示の開始後における所定のカウント値の情報として表
示制御装置３２０のＲＯＭ３２３に予め記憶されている。そして、上述の如く図柄の変動
表示の開始後においてステップＳ５０１にて肯定判定される度にＲＡＭ３２４のタイミン
グ用カウンタエリアが更新され、当該タイミング用カウンタエリアの値が上記所定のカウ
ント値に達した場合にステップＳ５１０にて肯定判定をする。そして、ステップＳ５１１
に進み表示画面切替処理を実行する。表示画面切替処理においては、上述した表示領域可
変機構２５０（詳しくは遮蔽体２５２）に対して重なりを回避するようにして表示領域Ｅ

10

３を縮小する（図２６参照）。表示領域可変機構２５０の状態に対応する表示画面２４８
における表示領域Ｅ３のサイズ及びその位置に関する情報は、予め所定の情報として表示
制御装置３２０のＲＯＭ３２３に記憶されている。
【０３４８】
ステップＳ５０７，Ｓ５１０において否定判定がなされた場合、又はステップＳ５１１
において表示画切替処理が行われた場合には、ステップＳ５１２以降に進み、表示領域可
変機構２５０を用いてた特別演出の終了に関する処理を実施する。
【０３４９】
先ずステップＳ５１２においては、変動表示の終了タイミングであるか否かを判定する
。変動表示の終了タイミングでない場合には、そのまま本特別演出用処理を終了する。変

20

動表示処理の終了タイミングである場合には、ステップＳ５１３に進み、遮蔽ユニット２
５１の復帰処理を実行する。具体的には、復帰処理では第５表示切替モード用処理と第４
位置切替モード用処理を実行する。第５表示切替モード用処理では、表示領域可変機構２
５０の第１ステッピングモータ２６５及び第２ステッピングモータ２６７に対して所定の
順序で駆動信号を出力する。これにより、各ステッピングモータ２６５，２６７が所定量
回転し、既に説明したように、遮蔽体２５２が軸体２６１を中心として回転、更に遮蔽ユ
ニット２５１がスライド移動する。このように遮蔽体２５２を回転させることで遮蔽体２
５２の第１外周面２５２ａがパチンコ機１０の正面側を向き、遮蔽体２５２によって遮蔽
される領域が変更されるとともに、それら第１外周面２５２ａによって連続面が形成され
た状態、すなわち通常状態（第１の状態）となる（図２６参照）。第４位置切替モード用
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処理では、表示領域可変機構２５０の第１ステッピングモータ２６５に対して駆動信号を
出力する。これにより、第１ステッピングモータ２６５が所定量回転し、既に説明したよ
うに、下側レール部材２７０に沿って左右方向にスライド移動する。このように遮蔽体２
５２の位置を変化させることにより、遮蔽される領域が変更される。詳しくは、図２６（
ａ１）に示すように遮蔽ユニット２５１が左右両側に偏倚した通常状態となる。
【０３５０】
そして、ステップＳ５１３の復帰処理を実行した後は、ステップＳ５１４に進み、表示
画面切替処理を実行する。具体的には、表示領域可変機構２５０の通常状態への復帰に基
づいて、表示画面２４８における表示領域Ｅ３の大きさ及び位置を通常状態へと復帰させ
る。

40

【０３５１】
ステップＳ５１３，Ｓ５１４の各処理に基づいて表示領域可変機構２５０及び表示画面
２４８の表示領域Ｅ３を通常状態に復帰させた後は、ステップＳ５１５にて表示切替モー
ド用フラグ及び位置切替モード用フラグを消去する。ステップＳ５１５にて各フラグを消
去した後、又はステップＳ５１０，Ｓ５１２にて否定判定した場合には、本特別演出用処
理を終了する。
【０３５２】
以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３５３】
遮蔽ユニット２５１が回動することにより、所定の絵柄が付与された外周面２５２ａ〜
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２５２ｃが切り替る構成とした。これにより、パチンコ機１０の正面側から視認される絵
柄を各種演出に応じて変更することができ、演出の多様化を実現することができる。
【０３５４】
また、これら外周面２５２ａ〜２５２ｃは正面側を向いた状態での遊技領域形成板２３
３との間隔が統一されている。具体的には、外周面２５２ａ〜２５２ｃのうちいずれかが
正面を向いた場合に、その外周面がパチンコ機１０の奥側に移動することにより見づらく
なるといった不都合の発生が回避されている。このため、各外周面２５２ａ〜２５２ｃの
見やすさを担保し、演出の迫力が損なわれることを抑制している。
【０３５５】
遮蔽体２５２を介してその後方が視認されることが回避されている。詳しくは、遮蔽体

10

２５２が透明性を有さない構成となっている。これにより、図柄表示装置２４７における
視認可能な範囲と視認不可な範囲を明確に差別化でき、演出時の表示領域の変化を明確な
ものとすることができる。故に、大型の表示画面２４８を有する構成であっても、遊技者
に注目すべき部位を明確に示すことができ実用上好ましい構成を実現できる。
【０３５６】
第１外周面２５２ａと各外周面２５２ｂ，２５２ｃの内角はそれぞれ鋭角となるように
形成されており、第１外周面２５２ａがパチンコ機１０の正面側を向いた場合（第１の状
態）、他の２つの外周面２５２ｂ〜２５２ｃは、第１外周面２５２ａの背後に隠れること
となる。故に、第１外周面２５２ａが正面を向いた状態では、他の外周面２５２ｂ，２５
２ｃがパチンコ機１０の正面側から視認されにくくなっている。これにより、第１外周面

20

２５２ａを用いた演出を明確なものとすることができ、複数の外周面を有する構成を採用
したことに起因する演出の紛らわしさを低減することができる。なお、第２外周面２５２
ｂがパチンコ機１０の正面側を向いた場合（第２の状態）においても同様に、他の外周面
２５２ａ，２５２ｃが第２外周面２５２ｂの背後に隠れることとなる。また、第３外周面
２５２ｃがパチンコ機１０の正面側を向いた場合（第３の状態）においても同様に、他の
外周面２５２ａ，２５２ｂが第３外周面２５２ｃの背後に隠れることとなる。これにより
、各外周面２５２ａ〜２５２ｃを用いた演出を明確に差別化することができる。
【０３５７】
各外周面２５２ａ〜２５２ｃの幅寸法がそれぞれ異なるものとなっている。このため、
それら各外周面２５２ａ〜２５２ｃによって遮蔽される範囲、すなわち図柄表示装置２４

30

７の覆われる範囲が異なるものとなる。このように、遮蔽される範囲を変化させることで
、斬新な演出の実現に貢献することができる。本実施の形態においては特に、遮蔽される
範囲が変更されることに伴って、図柄表示装置２４７の表示範囲が変化する構成となって
いる。これにより、多様な表示形態を実現することができ、演出の多様化に貢献している
。
【０３５８】
表示領域可変機構２５０が遊技領域形成板２３３と図柄表示装置２４７との間に配置さ
れているため、それら遊技領域形成板２３３と図柄表示装置２４７とに挟まれた領域を利
用して、立体的な演出を可能としている。
【０３５９】

40

遮蔽体２５２（詳しくその回動中心軸線Ｘ２）が上下方向に延びる構成とした。このた
め、遮蔽体２５２を回動させる際の重力による影響を抑えることができ、円滑な回転操作
を可能としている。また、第１の状態〜第３の状態のいずれの状態においても、遮蔽体２
５２が自重により回転し、位置ずれが生じるといった不都合を生じにくくなっている。こ
のため、第２ステッピングモータ２６７の駆動力を小さくし、当該第２ステッピングモー
タ２６７の小型化を促進できる。
【０３６０】
また、複数の遮蔽ユニット２５１（詳しくは遮蔽体２５２）を用いることで、遮蔽の態
様を多様化している。かかる場合、各遮蔽ユニット２５１間に隙間がされると、その隙間
から図柄表示装置２４７が視認されることとなり、遮蔽機能が十分に発揮されなくなるこ

50

(57)

JP 2010‑88492 A 2010.4.22

とが懸念される。この点、本実施の形態においては、複数の遮蔽体２５２の各外周面２５
２ａ〜２５２ｃによって連続する遮蔽面が形成されるため、遮蔽機能が損なわれるといっ
た不都合が生じにくくなっている。
【０３６１】
更には、遮蔽体２５２が第１ステッピングモータ２６５によって正逆の両方向に回動す
る構成とした。これにより、遮蔽体２５２の回動中心軸線Ｘ２から最も遠い部位（詳しく
は第２外周面２５２ｂ及び第３外周面２５２ｃの第１境界部位Ｂ１）が回動中心軸線Ｘ２
と遊技領域形成板２３３との間（詳しくは、仮想平面Ｐよりも前方の領域）を移動するこ
となく、各外周面２５２ａ〜２５２ｃの切替表示を可能としている。これにより、遊技領
域形成板２３３と遮蔽体２５２（詳しくは回動中心軸線Ｘ）との間に境界部位Ｂ１の通過

10

隙を必ずしも設定する必要がなくなり、それら遊技領域形成板２３３と遮蔽体２５２との
間隔を狭めることができる。故に、より遊技者に近い位置での演出が実現可能となり、演
出の迫力向上を期待することができる。
【０３６２】
各外周面２５２ａ〜２５２ｃを切り替える際には、第１外周面２５２ａを基準として正
逆回転するため、第１外周面２５２ａにおける第２外周面２５２ｂ及び第３外周面２５２
ｃとの境界（端部）は仮想平面Ｐよりも前側の領域を移動することとなる。かかる場合、
各外周面２５２ａ〜２５２ｃのうち第１外周面２５２ａの幅寸法が他の外周面２５２ｂ，
２５２よりも小さくなるように遮蔽体２５２を形成したことで、すなわち、回動中心軸線
Ｘ２から第１外周面２５２ａ及び第２外周面２５２ｂの境界部位までの距離寸法と、回動

20

中心軸線Ｘ２から第１外周面２５２ａ及び第３外周面２５２ｃの境界部位までの距離寸法
とが、回動中心軸線Ｘから第２外周面２５２ｂ及び第３外周面２５２ｃの境界部位Ｂ１ま
での距離寸法よりも小さくなるように設定したことで、仮想平面Ｐよりも前側の領域にお
ける前記境界（端部）の動作スペースを小さくすることができる。これにより、外周面２
５２ａ〜２５２ｃすなわち仮想平面Ｐを遊技領域形成板２３３の背面に近づけて配置する
ことが可能となる。故に、遊技者に対して、より近い位置での演出（遮蔽体２５２を用い
た演出）を実現でき、それら演出の迫力を向上することができる。
【０３６３】
遮蔽体２５２の回動に基づく第１境界部位Ｂ１の移動に合わせて、遮蔽体２５２（詳し
くは回動中心軸線Ｘ２）がスライド移動する構成とした。具体的に説明すれば、第１境界

30

部位が回動中心軸線Ｘ２を越えて遊技領域形成板２３３に近づく場合には、遮蔽ユニット
２５１及びレール部材２７０，２９０が同遊技領域形成板２３３から離れる側にスライド
移動し、第１境界部位Ｂ１が回動中心軸線Ｘ２を越えて図柄表示装置２４７の表示画面２
４８に近づく場合には、遮蔽ユニット２５１及びレール部材２７０，２９０が表示画面２
４８から離れる側に移動する構成とした。例えば、遊技領域形成板２３３及び図柄表示装
置２４７によって挟まれた空間内で遮蔽体２５２を回動させる場合には、回動中心軸線Ｘ
２から最外部位としての第１境界部位Ｂ１までの距離寸法を遊技領域形成板２３３及び図
柄表示装置２４７の間隔寸法Ｄ４の半分以下に抑えることで、同遮蔽体をそれら遊技領域
形成板２３３及び図柄表示装置２４７との干渉を回避しつつ回動させることが可能である
。より詳しくは、回動中心軸線Ｘ２及び遊技領域形成板２３３の間隔寸法Ｄ２と、回動中
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心軸線Ｘ２及び図柄表示装置２４７の間隔寸法Ｄ３とのうち小さいほうよりも、回動中心
軸線Ｘ２と第１境界部位Ｂ１までの距離寸法のほうが小さくなるように遮蔽体２５２を形
成することで、同遮蔽体をそれら遊技領域形成板２３３等との干渉を回避しつつ回動させ
ることが可能となる。しかしながら、このような構成においては、遮蔽体における回動中
心軸線Ｘ１の位置や、各外周面の大きさが限定されやすくなり、ひいては表示部材の形状
（例えばデザイン）が制限を受けやすくなると想定される。更には、スライド方向と直交
する方向（例えば左右方向）における演出範囲を広げることが困難となり得る。
【０３６４】
この点、本実施の形態においては上述の如く、遮蔽体２５２の回動に合わせて遮蔽ユニ
ット２５１（詳しくはレール部材２７０，２９０）がスライド移動する構成とすることに
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より、前記各種不都合の発生を抑えることが可能となっている。すなわち、限られら範囲
内での遮蔽体２５２の大型化を図りつつ演出範囲の拡張を実現し、更には表示部材の形状
に対する制限を弱めることを可能としている。これにより、遮蔽体２５２を用いた表示演
出によって遊技者に対し多大なインパクトを与えることが可能となっている。
【０３６５】
特に、遮蔽体２５２の前後方向での動作領域を小さくすることができるため、遊技領域
形成板２３３と図柄表示装置２４７との間隔を狭めることが可能となる。これにより、図
柄表示装置２４７を遊技者に対して近づけやすくでき、視認性を確保しやすくすることが
できる。また、遮蔽体２５２の回動中心軸線Ｘ２が移動する構成としたため、遮蔽体２５
２の遊技領域形成板２３３に対する動作隙を常時確保する必要がない。これにより、遮蔽

10

体２５２の回動時以外は当該遮蔽体２５２を遊技領域形成板２３３に対して近づけて配置
することが可能となっており、遮蔽体２５２の視認性の向上に貢献している。
【０３６６】
更には、レール部材２７０，２９０に沿って遮蔽ユニット２５１がスライド移動する構
成となっており、このスライド方向が遊技領域形成板２３３の背面と平行になっている。
このため、遮蔽ユニット２５１と遊技領域形成板２３３との間隔の広がりを抑制すること
が可能となっている。
【０３６７】
表示領域可変機構２５０は、遊技領域形成板２３３に取り付けられている。これら表示
領域可変機構２５０及び遊技領域形成板２３３は共に遊技機固有となる構成である。この
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ように遊技機固有となる構成を一にまとめることにより、パチンコ機１０のリユース性の
向上、具体的にはリユース時の交換作業の容易化に貢献している。
【０３６８】
（第３の実施の形態）
本実施の形態では、遊技盤ユニット２３０を介して視認される表示領域の位置及びその
範囲を変化させる構成、すなわち表示領域可変機構４００に関する構成が上記第２の実施
の形態と異なっている。そこで以下、表示領域可変機構４００及びそれに付随する構成に
ついて詳細に説明する。なお、以下の説明では、図３１〜図３３に基づいて上記第２の実
施の形態との相違点を中心に説明し、同一の構成については基本的に説明を省略する。図
３１は本実施の形態における表示領域可変機構４００を正面から見た概略図、図３２は図
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３１のＣ−Ｃ線部分断面図、図３３（ａ）及び図３３（ｂ）は図３１の部分拡大図である
。因みに、図３１及び図３２においては、表示領域可変機構４００に関連する構成、例え
ば遊技盤ユニット２３０や図柄表示装置２４７等を二点鎖線で示している。
【０３６９】
図３１に示すように、本実施の形態における表示領域可変機構４００は、上記第２の実
施の形態と同様に、複数（本実施の形態におていは６つ）の遮蔽ユニット４１０と、それ
ら遮蔽ユニット４１０の移動方向を規定する一対のレール部材４６０，４８０（詳しくは
下側レール部材４６０及び上側レール部材４８０）とを備えている。表示領域可変機構２
５０は、図３２に示すように遊技盤ユニット２３０の背面側、詳しくは遊技盤ユニット２
３０と図柄表示装置２４７とによって挟まれた空間内に配置されているが、同表示領域可
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変機構２５０の配置に関しては第２の実施の形態と同様であるため詳細な説明は省略する
。
【０３７０】
またそれら各レール部材４６０，４８０は、上記第２の実施の形態と同様に、複数の支
持レールを介して遊技領域形成板２３３に取り付けられている。そして、それら支持レー
ル４０５，４０６は前後方向に延びており、これら支持レール４０５，４０６によって各
レール部材４６０，４８０が前後方向に移動可能な状態で支持された状態となっている。
レール部材４６０，４８０には、支持レール４０５，４０６に設けられたラックに対応す
るピニオンが装着された駆動モータが取り付けられており、同駆動モータが駆動すること
によって、レール部材４６０，４８０、すなわち遮蔽ユニット４１０がスライド移動され
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る。なお、これらスライド移動に関する構成については、第２の実施の形態と同様である
ため詳細な説明は省略する。
【０３７１】
遮蔽ユニット４１０は、遮蔽体４１１と、その遮蔽体４１１を下側から支持する下側支
持部材４２０と、同遮蔽体４１１を上側から支持する上側支持部材４４０とによって構成
されている。これら各支持部材４２０，４４０がレール部材４６０，４８０によって支持
されることで、遮蔽ユニット４１０が組み付けられた状態となっている。上記第２の実施
の形態では遮蔽体を片側の端部にて支持する構成（片持ち支持する構成）としたのに対し
て、本実施の形態では遮蔽体を両側の端部にて支持する構成（両持ち支持する構成）とし
た点が相違している。先ず、各レール部材４６０，４８０及び各支持部材４２０，４４０

10

について説明する。なお、「支持部材４２０，４４０」によってレール部材４６０，４８
０と遮蔽体４１１とが連結される点に着目すれば、それら「支持部材４２０，４４０」を
「連結部材４２０，４４０」と称することも可能である。
【０３７２】
図３２及び図３３（ｂ）に示すように、下側支持部材４２０は遮蔽体４１１の下側の端
部に設けられている。下側レール部材４６０は上記第２の実施の形態と同様に、前側板部
４６１，後側板部４６２及び底板部４６３によって構成されており、それら各板部４６１
，４６２，４６３の内面によって当該下側レール部材４６０の長手方向（すなわちレール
方向）に延びる溝部４６４が形成されている。溝部４６４は、左方，右方及び上側レール
部材４８０と対向する側に開放されており、その内部に遮蔽ユニット４１０の下側支持部

20

材４２０が嵌まった状態となっている。
【０３７３】
下側レール部材４６０の前側板部４６１及び後側板部４６２には、下側支持部材４２０
の上下方向への移動を規制する第１規制部４６５が形成されている。第１規制部４６５は
、前側板部４６１から溝部４６４の内側へ起立するとともに、所定の間隔を隔てて対向す
る一対の前側板状部４６６と、後側板部４６２から溝部４６４の内側へ起立するとともに
、所定の間隔を隔てて対向する一対の後側板状部４６７とによって構成されている。より
具体的には、これら各板状部４６６，４６７は下側レール部材４６０の長手方向（すなわ
ちレール方向）に延びており、前側板状部４６６によって前側ガイド溝４６８が形成され
、後側板状部４６７によって後側ガイド溝４６９が形成されている。

30

【０３７４】
下側支持部材４２０は、第２の実施の形態と同様に本体４２１を有している。本体４２
１の前側壁部４２２及び後側壁部４２３には、下側レール部材４６０の各ガイド溝４６８
，４６９に嵌まる突条部４２４，４２５が形成されている。これら突条部４２４，４２５
及びガイド溝４６８，４６９が当接した状態にて下側支持部材４２０が移動することによ
り（摺動することにより）、同下側支持部材４２０の上下方向への移動（例えば浮き上が
り等）が規制されることとなる。これら突条部４２４，４２５におけるレール方向の長さ
、すなわち突条部４２４，４２５における左右両端の距離（スパン）によって、レール部
材４６０による下側支持部材４２０の支持長さＨＬ１が規定されており、この支持長さＨ
Ｌ１が所定の長さとなるように設定されていることで、下側支持部材４２０の左右への回

40

動や倒れが回避されている。
【０３７５】
これら各突条部４２４，４２５の長さは、遮蔽体４１１の外周面４１１ａ〜４１１ｃの
うち最も幅寸法の小さい第１外周面４１１ａによって連続面が形成された場合に、隣接す
る遮蔽体４１１の各突条部４２４，４２５と干渉しないように設定されている。詳しくは
、第１外周面４１１ａの幅よりも小さくなるように設定されている。
【０３７６】
下側レール部材４６０の底板部４６３には、下側支持部材４２０の前後方向への移動を
規制する第２規制部４７０が形成されている。第２規制部４７０は、底板部４６３から溝
部４６４の内側へ起立するとともに、下側レール部材４６０の長手方向（すなわちレール
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方向）に延びる突条部４７１を有している。
【０３７７】
下側支持部材４２０における本体４２１の底側壁部４２６には、下側レール部材４６０
の突条部４７１が嵌まる嵌合溝４２７が形成されている。嵌合溝４２７の内壁面４２７ａ
，４２７ｂと突条部４７１の板面４７１ａ，４７１ｂとが当接した状態にて下側支持部材
４２０が移動することにより（摺動することにより）、下側支持部材４２０の前後方向へ
の移動が規制されることとなる。
【０３７８】
以上詳述した、第１規制部４６５及び第２規制部４７０によって下側支持部材４２０の
移動方向が一の方向に規定されている。

10

【０３７９】
次に、図３２及び図３３（ａ）に基づいて、上側支持部材４４０及び上側レール部材４
８０について説明する。上側支持部材４４０は、遮蔽体４１１において下側支持部材４２
０と反対側の端部（すなわち上側の端部）に設けられており、下側支持部材４２０とほぼ
同様の構成を有している。具体的には、上側支持部材４４０の外殻を構成するとともに、
遮蔽体４１１を回動可能に支持する本体４４１を有している。本体４４１には、遮蔽体４
１１の軸体４１５が挿入される挿入部４４１ａが形成されており、この挿入部４４１ａに
対して軸体４１５が回動可能な状態で嵌合されている。これにより、遮蔽体４１１及び上
側支持部材４４０が、遮蔽体４１１の回動を許容した状態で一体化されている。
【０３８０】

20

上側レール部材４８０は、下側レール部材４６０とほぼ同様の構成を有している。具体
的には、前側板部４８１，後側板部４８２及び底板部４８３を有してなり、それら各板部
４８１，４８２，４８３の内面によって当該下側レール部材４６０の長手方向（すなわち
レール方向）に延びる溝部４８４が形成されている。つまり、上側レール部材４８０には
、下側レール部材４６０の溝部４６４と同一方向に延びる溝部４８４が形成されている。
この溝部４８４に対して上側支持部材４４０の本体４４１が嵌まっている。
【０３８１】
上側レール部材４８０の前側板部４８１及び後側板部４８２には、下側レール部材４６
０と同様に、上側支持部材４４０の上下方向への移動を規制する第１規制部４８５が形成
されている。第１規制部４８５は、前側板部４８１から溝部４８４の内側へ起立するとと

30

もに、所定の間隔を隔てて対向する一対の前側板状部４８６と、後側板部４８２から溝部
４８４の内側へ起立するとともに、所定の間隔を隔てて対向する一対の後側板状部４８７
とによって構成されている。前側板状部４８６によって前側ガイド溝４８８が形成され、
後側板状部４８７によって後側ガイド溝４８９が形成されている。
【０３８２】
上側支持部材４４０の前側壁部４４２及び後側壁部４４３には、下側支持部材４２０と
同様に、上側レール部材４８０の各ガイド溝４８８，４８９に嵌まる突条部４４４，４４
５が形成されている。これら突条部４４４，４４５及びガイド溝４８８，４８９が当接し
た状態にて上側支持部材４４０が移動することにより、すなわち摺動することにより、同
上側支持部材４４０の上下方向への移動（例えば浮き上がり等）が規制されることとなる

40

。これら突条部４４４，４４５におけるレール方向の長さ、すなわち突条部４４４，４４
５における左右両端の距離（スパン）によって、レール部材４８０による上側支持部材４
４０の支持長さＨＬ２を規定されており、この支持長さＨＬ２が所定の長さとなるように
設定されていることで、上側支持部材４４０の左右への回動や倒れが回避されている。
【０３８３】
これら各突条部４４４，４４５の長さは、遮蔽体４１１の外周面４１１ａ〜４１１ｃの
うち最も幅寸法の小さい第１外周面４１１ａによって前記連続面が形成された場合に、隣
接する遮蔽体４１１の各突条部４４４，４４５と干渉しないように設定されている。詳し
くは、第１外周面４１１ａの幅よりも小さくなるように設定されている。
【０３８４】
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上側レール部材４８０の底板部４８３には、下側レール部材４６０と同様に、上側支持
部材４４０の前後方向への移動を規制する第２規制部４９０が形成されている。第２規制
部４９０は、底板部４８３から溝部４８４の内側へ起立するとともに、上側レール部材４
８０の長手方向（すなわちレール方向）に延びる突条部４９１を有している。
【０３８５】
上側支持部材４４０における本体４４１の底側壁部４４６には、上側レール部材４８０
の突条部４９１が嵌まる嵌合溝４４７が形成されている。嵌合溝４４７の内壁面４４７ａ
，４４７ｂ及び突条部４９１の板面４９１ａ，４９１ｂが当接した状態にて上側支持部材
４４０が移動することにより、すなわち摺動することにより、上側支持部材４４０の前後
方向への移動が規制されることとなる。

10

【０３８６】
以上詳述した上側レール部材４８０の第１規制部４８５及び第２規制部４９０によって
、上側支持部材４４０の移動方向が、下側レール部材４６０の第１規制部４６５及び第２
規制部４７によって規定された方向と同一となるように規定されている。
【０３８７】
＜駆動機構５００の説明＞
ここで、遮蔽ユニット４１０の駆動に関する構成について説明する。なお、遮蔽体４１
１を回動させる構成（例えば回動用ステッピングモータ５５５）については、第２の実施
の形態と同様の構成（例えば第１ステッピングモータ１６５）であるため詳細な説明は省
略し、遮蔽ユニット４１０をスライド移動させる構成、具体的には駆動機構５００につい

20

て詳細に説明する。
【０３８８】
駆動機構５００は、遮蔽ユニット４１０に連結された連結手段５１０と、遮蔽ユニット
４１０に対して別個独立して設けられた駆動源を有し、連結手段５１０を介して遮蔽ユニ
ット４１０を移動させる駆動ユニット５５０とによって構成されている。
【０３８９】
＜連結手段５１０の構成＞
連結手段５１０は、駆動ユニット５５０における一の駆動源に発生した駆動力を各支持
部材４２０，４４０にそれぞれ伝達する動力伝達部材としてのベルト部材５１１，５２１
と、それら支持部材４２０，４４０及びベルト部材５１１，５２１を連結する連結部材５
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３１，５４１とを備えている。上述した遮蔽ユニット４１０は、レール部材４６０，４８
０の両端に配置されている。各ベルト部材５１１，５２１は、レール部材４６０，４８０
（詳しくは支持部材４２０，４４０）と駆動ユニット５５０とに跨って設けられており、
その長さ寸法が相違しているものの、基本的な構成は同様となっている。以下便宜上、下
側支持部材４２０に取り付けられた「ベルト部材５１１」を「下側ベルト部材５１１」、
上側支持部材４４０に取り付けられた「ベルト部材５２１」を「上側ベルト部材５２１」
と称し、先ず下側ベルト部材５１１及びそれに付随する構成について図３１〜図３４に基
づき説明する。その後、配置等に関する相違点を踏まえて上側ベルト部材５２１について
詳細に説明する。なお、図３４は連結手段に関する構成を分解して示す一部破断斜視図で
ある。

40

【０３９０】
図３４等に示すように、下側ベルト部材５１１は、帯状をなすベース部５１２を有して
いる。ベース部５１２の一側面には多数の歯部５１３が一体成形されている。歯部５１３
は、下側ベルト部材５１１の長手方向に並ぶようにして等間隔で配置されている。下側ベ
ルト部材５１１は、それら歯部５１３が上側レール部材４８０側を向くようにして、下側
レール部材４６０に組み付けられている。
【０３９１】
下側レール部材４６０には、下側ベルト部材５１１を収容するベルト収容溝４７２が形
成されている。ベルト収容溝４７２は、駆動ユニット５５０側の端部（詳しくは動力源が
配置されている側の端部）が開放されており、この開放された部分を介して下側ベルト部
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材５１１が駆動ユニット５５０側に延びている。ベルト収容溝４７２の溝幅（幅寸法）及
び溝深さ（深さ寸法）は、下側ベルト部材５１１の幅寸法及び厚さ寸法と同等となるよう
に設定されている（図３３（ｂ）参照）。これにより、ベルト収容溝４７２内での下側ベ
ルト部材５１１の撓み変形が発生しにくくなっている。
【０３９２】
また、ベルト収容溝４７２は、下側レール部材４６０における溝部４６４側に開放され
ており、この開放された部分（開放部４７３）を介して下側ベルト部材５１１の一部、具
体的には歯部５１３が溝部４６４内に露出する構成となっている。言い換えれば、開放部
４７３は、下側ベルト部材５１１の溝部４６４内への飛び出しを規制しつつ、歯部５１３
を露出可能となるように形成されている。この開放部４７３を介して、下側ベルト部材５

10

１１に取り付けられた前記連結部材５４１が溝部４６４の内側、すなわち下側支持部材４
２０側に突出している。
【０３９３】
図３４に示すように、連結部材５３１は、下側ベルト部材５１１における駆動ユニット
５５０側と反対の端部に取り付けられており、下側ベルト部材５１１の歯部５１３に係合
する係合部５３２と、下側支持部材４２０に嵌合する嵌合部５３３とを有してなる。係合
部５３２は、下側ベルト部材５１１の歯部５１３に対応して形成された複数の突起５３２
ａを有してなり、全体として櫛状をなしている。各突起５３２ａが歯部５１３同士の隙間
部分に挟まることにより、下側ベルト部材５１１と連結部材５３１とが連結されている。
【０３９４】
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嵌合部５３３は、係合部５３２が歯部５１３と係合している状態にて、ベルト収容溝４
７２の開放部４７３を介して溝部４６４の内側に突出するように形成されている。下側支
持部材４２０の前側壁部４２２には嵌合部５３３に対応する嵌合穴４２８が形成されてい
る。嵌合穴４２８に対して嵌合部５３３が嵌まることにより、下側ベルト部材５１１と下
側支持部材４２０とが連結部材５３１を介して一体化されている。このように下側ベルト
部材５１１及び下側支持部材４２０が一体化されていることにより、下側ベルト部材５１
１のベルト収容溝４７２に沿った移動に追従して下側支持部材４２０がスライド移動する
こととなる。
【０３９５】
次に、図３３（ａ）に基づき、上側ベルト部材５２１及びそれに付随する構成について
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説明する。上側ベルト部材５２１は、下側ベルト部材５１１と同様に、ベース部５２２及
び歯部５２３によって構成されており、それら歯部５２３が下側レール部材４６０と反対
側を向くようにして、すなわち下側ベルト部材５１１の歯部５１３と同一側を向くように
して上側レール部材４８０に組み付けられている。
【０３９６】
上側レール部材４８０には、上側ベルト部材５２１を収容するベルト収容溝４９２が形
成されている。ベルト収容溝４９２についても下側レール部材４６０のベルト収容溝４７
２と同様に、駆動ユニット５５０側の端部（詳しくは動力源側の端部）に開放されており
、その開放された部分を介して上側ベルト部材５２１が駆動ユニット５５０側に延びてい
る。また、ベルト収容溝４９２は、溝部４８４の内側に開放されており、この開放された
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部分（開放部４９３）を介して連結部材５４１が取り付けられている。
【０３９７】
連結部材５４１は、上述した連結部材５３１と同様に上側ベルト部材５２１の歯部５１
３に係合する係合部５４２（詳しくは突起５４２ａ）と、上側支持部材４４０の嵌合穴４
４８に嵌合する嵌合部とを備えている。上側ベルト部材５２１及び上側支持部材４４０が
連結部材５３１を介して一体化されていることにより、上側ベルト部材５２１のベルト収
容溝４９２に沿った移動に追従して上側支持部材４４０がスライド移動することとなる。
【０３９８】
なお、各ベルト部材５１１，５２１と連結部材５３１，５４１とを別体で設ける必要は
必ずしもなく、それらベルト部材及び連結部材を一体成形することも可能である。
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【０３９９】
因みに、ベルト部材５１１，５２１は、耐熱性を有する合成樹脂材料によって形成され
ている。詳しくは、ベルト部材５１１，５２１を形成している材料には、ガラス繊維等の
補強材は混入されておらず、その代わりに、それらベルト部材５１１，５２１の内部に同
ベルト部材５１１，５２１と同等の長さを有する複数のワイヤがそれらベルト部材５１１
，５２１に沿って埋設されている。これらワイヤによって、ベルト部材５１１，５２１の
強度の向上と、ベルト部材５１１，５２１の大きさが熱によって変化するといった不都合
の回避がなされている。また、ガラス繊維等を用いない構成とすることでレール部材４６
０，４８０に対する攻撃性を低下させ、ベルト収容溝４７２，４９２内を移動する際のレ
ール部材４６０，４８０との摺動音の低減を図っている。特に、表示領域可変機構４００

10

は遊技領域形成板２３３及び図柄表示装置２４７によって挟まれた領域に配置されており
、熱がこもりやすくなると想定される。この点、上述の如くベルト部材５１１，５２１の
変形を抑えることにより実用上好ましい構成を実現できる。
【０４００】
＜駆動ユニット５５０の構成＞
次に、図３１及び図３５を参照し、駆動ユニット５５０について詳細に説明する。図３
５は図３１の部分拡大図である。
【０４０１】
駆動ユニット５５０は、前記動力源としてのスライド用ステッピングモータ５６０と、
前記各ベルト部材５１１，５２１をスライド用ステッピングモータ５６０に導く案内手段

20

５７０と、それらスライド用ステッピングモータ５６０及び案内手段５７０が設けられた
ハウジング５８０とによって構成されている。
【０４０２】
ハウジング５８０は、上述したようにレール部材４６０，４８０の一側に配置されてお
り、それら各レール部材４６０，４８０の端部に跨るように形成されている。より具体的
には、ハウジング５８０はレール部材４６０，４８０の並設方向に延びる長板状をなして
おり、その両側の端部に各レール部材４６０，４８０に連結する連結部（図示略）が設け
られている。ハウジング５８０は、それら連結部とレール部材４６０，４８０とが連結さ
れた状態にてネジ等の固定具を用いてそれら各レール部材４６０，４８０に対して固定さ
れ、両レール部材４６０，４８０と一体化されている。このようにハウジング５８０によ

30

って両レール部材４６０，４８０を繋ぐことにより、それらレール部材４６０，４８０の
相対位置の変化を生じにくくしている。
【０４０３】
ハウジング５８０において下側レール部材４６０よりも上側且つ上側レール部材４８０
よりも下側となる位置に、前記スライド用ステッピングモータ５６０が配置されている。
スライド用ステッピングモータ５６０は、ハウジング５８０の背面側に取り付けられてお
り、その軸部５６１がハウジング５８０に形成された孔部を介して同ハウジング５８０の
前面側に突出している。より詳しくは、スライド用ステッピングモータ５６０は、軸部５
６１の回動中心軸線が前後方向を向いた状態で固定されている。軸部５６１の先端、すな
わち前記孔部を介して突出している部分には、両ベルト部材５１１，５２１の歯部５１３

40

，５２３に係合する歯車５６２が取り付けられている。
【０４０４】
図３５等に示すように、ハウジング５８０には、歯車５６２を収容する凹状の歯車収容
部５８１が形成されており、この収容部５８１をレール方向両側（左右両側）から挟むよ
うにして下側ベルト部材５１１と上側ベルト部材５２１とが配置されている。すなわち、
下側ベルト部材５１１及び上側ベルト部材５２１は、各歯部５１３，５２３が歯車５６２
を挟んで対向するように配置されている。
【０４０５】
より具体的に説明すれば、下側ベルト部材５１１は、その歯部５１３が表示領域可変機
構４００の内側（レール部材４６０，４８０側）を向くように配されており、上側ベルト
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部材５２１は、その歯部５２３が表側領域可変機構の外側（レール部材４６０，４８０と
反対側）を向くように配されている。つまり、両ベルト部材５１１，５２１は、下側ベル
ト部材５１１が歯車５６２よりも外側、且つ上側ベルト部材５２１が歯車５６２よりも内
側となるように配置されている。
【０４０６】
図３１に示すように、各ベルト部材５１１，５２１においてレール部材４６０，４８０
から延出している部位は、歯車５６２と係合している部位を除いた他の部位が包被部材に
よって覆われている。具体的には、下側ベルト部材５１１において歯車５６２と下側レー
ル部材４６０との間に位置する部位を収容するインナーケーシング５７１と、下側ベルト
部材５１１において歯車５６２を挟んで下側レール部材４６０と反対側となる部位を収容

10

するアウターケーシング５７２とを備えている。
【０４０７】
インナーケーシング５７１は中空状をなしており、その片側の端部が下側レール部材４
６０のベルト収容溝４７２の端部（開放部分）に連なっている。インナーケーシング５７
１の他方の端部は、スライド用ステッピングモータ５６０の歯車５６２側に開放されてい
る。アウターケーシング５７２についてもインナーケーシング５７１と同様に中空状をな
しており、その片側の端部がインナーケーシング５７１と所定の間隔を隔てて対峙してい
る。詳しくは、歯車５６２と下側ベルト部材５１１との噛み合い部分を隔ててインナーケ
ーシング５７１と対峙している。
【０４０８】

20

これら各ケーシング５７１，５７２は、その内周面が下側ベルト部材５１１の外周に当
接するように形成されている。これにより、ケーシング５７１，５７２内での下側ベルト
部材５１１の移動経路のばらつき（すなわち位置ばらつき）が抑えられている。ハウジン
グ５８０には、これらケーシング５７１，５７２を収容する凹状のケーシング収容部５８
２，５８３が形成されている。
【０４０９】
ケーシング収容部５８２，５８３は、ケーシング５７１，５７２を挟む一対の対向壁部
５８２ａ，５８２ｂ，５８３ａ，５８３ｂによって構成されている（図３１参照）。対向
壁部５８２ａ，５８２ｂの間隔寸法は、ケーシング５７１の厚み寸法（詳しくはベルト部
材５１１が挿入された状態での同ベルト部材５１１の厚み方向と同じ方向における大きさ

30

）と同等となるように形成されており、対向壁部５８３ａ，５８３ｂの間隔寸法は、ケー
シング５７２の厚み寸法と同等となるように形成されている。これによりケーシング５７
１，５７２の変位（移動や変形）を抑え、下側ベルト部材５１１の移動経路のばらつきを
抑制することが可能となっている。なお、ケーシング収容部５８２，５８３を形成するこ
とによって、ハウジング５８０の剛性の向上が図られている。つまり、それらケーシング
収容部５８２，５８２（詳しくは対向壁部５８２ａ，５８２ｂ，５８３ａ，５８３ｂ）は
、ハウジング５８０の補強部としての機能を有している。
【０４１０】
上側ベルト部材５２１についても同様に、インナーケーシング５７３及びアウターケー
シング５７４によって上側レール部材４８０からの延出部分が覆われており、歯車５６２

40

に係合していない部分の露出が抑えられる構成となっている。また、ハウジング５８０に
は、これら両ケーシング５７３，５７４に対応してケーシング収容部５８４，５８５（詳
しくは対向壁部５８４ａ，５８４ｂ，５８５ａ，５８５ｂ）が形成されている。ケーシン
グ５７３，５７４がケーシング収容部５８４，５８５に収容されることにより、上側ベル
ト部材５２１及びケーシング５７３，５７４の変形が抑えられている。これにより、上側
ベルト部材５２１の移動経路のばらつきが抑制されている。
【０４１１】
ケーシング収容部５８２〜５８５は歯車収容部５８１に連なっており、それらケーシン
グ収容部５８２〜５８５と歯車収容部５８１との境界部位には、ケーシング５７１〜５７
４の端部に形成された膨出部５７５〜５７８が嵌まる凹部５８６〜５８９が設けられてい
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る。凹部５８６〜５８９に対して膨出部５７５〜５７８が嵌まることにより、ケーシング
５７１〜５７４の位置決めがなされ、ケーシング５７１〜５７４とベルト部材５１１，５
２１との摩擦等により、ケーシング５７１〜５７４の位置がずれるといった不都合を生じ
にくくしている。なお、ケーシング５７１〜５７４の他方の端部においても同様に膨出部
５７５〜５７８が形成されており、それら膨出部５７５〜５７８が凹部に嵌まることによ
って、上述した不都合を更に生じにくくしている。
【０４１２】
また、図３５等に示すように、ハウジング５８０において歯車５６２を挟んだ両側には
、各ベルト部材５１１，５２１のベース部５１２，５２２に対して当接する当接部５９１
，５９２が形成されている。このように、ベルト部材５１１，５２１に対して裏側から当

10

接することにより、歯車５６２と歯部５１３，５２３との逃げを規制し、両者の噛み合い
を担保しやすくしている。
【０４１３】
以上詳述した、ケーシング５７１〜５７４及びケーシング収容部５８２〜５８５によっ
て上述した案内手段５７０が構成されている。
【０４１４】
なお、本実施の形態においては特に、ケーシング５７１〜５７４とハウジング５８０（
詳しくはケーシング収容部５８２〜５８５）とを別体で設けることにより、それら各構成
に対して異なる材料を適用することが可能となっている。詳しくは、ハウジング５８０に
対しては、ガラス繊維等を含有する高強度の合成樹脂材料等を適用し、ベルト部材５１１

20

，５２１と接触するケーシング５７１〜５７４に関しては、ガラス繊維等を含まない合成
樹脂材料を適用している。ハウジング５８０はレール部材４６０，４８０を繋いでおり、
このような構成に対して高強度の材料を適用することにより、表示領域可変機構４００剛
性向上を実現している。一方、ケーシング５７１〜５７４に対して、ガラス繊維等を含ま
ない材料を適用することによって摩擦抵抗の低減を図り、ベルト部材５１１，５２１への
攻撃性の低下や、摺動音（擦れ音）の低減を図ること可能となっている。
【０４１５】
＜遮蔽ユニット４１０の動作説明＞
ここで、図３６に基づき遮蔽ユニット４１０の動作について説明する。図３６は遮蔽ユ
ニット４１０の動作を示す概略図である。

30

【０４１６】
スライド用ステッピングモータ５６０が所定の方向（例えばパチンコ機１０の正面視に
て時計回り）に回転することにより、遮蔽ユニット４１０は図３６（ａ）→図３６（ｂ）
→図３６（ｃ）の順にスライド移動することとなる。詳しくは、スライド用ステッピング
モータ５６０の所定方向への回転に基づいて、下側ベルト部材５１１が下側レール部材４
６０と反対側に押される。これと同期して、上側ベルト部材５２１が上側レール部材４８
０と反対側に押される。このようにベルト部材５１１，５２１がレール部材４６０，４８
０と反対側、すなわちアウターケーシング５７２，５７４側に押されることによって、駆
動ユニット５５０に近づく側に両支持部材４２０，４４０が同期して移動する。これによ
り、遮蔽ユニット４１０は、レール部材４６０，４８０に沿って駆動ユニット５５０に近

40

づく側にスライド移動することとなる。なお、アウターケーシング５７２，５７４の全長
は、遮蔽ユニット４１０のスライド移動量Ｓを踏まえて設定されている。このため、図３
６（ｃ）に示すように遮蔽ユニット４１０が駆動ユニット５５０側に最も近づいた状態で
あっても、アウターケーシングからベルト部材５１１，５２１が飛び出すことはない。
【０４１７】
スライド用ステッピングモータ５６０が前記所定方向と反対（例えばパチンコ機１０の
正面視にて反時計回り）に回転することにより、遮蔽ユニット４１０は図３６（ｃ）→図
３６（ｂ）→図３６（ａ）の順にスライド移動することとなる。詳しくは、スライド用ス
テッピングモータ５６０の所定方向への回転に基づいて、下側ベルト部材５１１が下側レ
ール部材４６０側に押される。これと同期して、上側ベルト部材５２１が上側レール部材
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４８０側に押される。このようにベルト部材５１１，５２１がレール部材４６０，４８０
側、すなわちインナーケーシング５７１，５７３側に押されることによって、駆動ユニッ
ト５５０から離れる側に両支持部材４２０，４４０が同期して移動する。これにより、遮
蔽ユニット４１０は、レール部材４６０，４８０に沿って駆動ユニット５５０と離れる側
にスライド移動することとなる。
【０４１８】
以上詳述したように、一のスライド用ステッピングモータ５６０の回動に基づいて、両
支持部材４２０，４６０を駆動することにより、構成の簡素化を図りつつ、遮蔽ユニット
４１０のスライド移動を好適なものとすることができる。つまり、駆動力の供給源を１に
定め、その駆動力を複数のベルト部材５１１，５２１を用いて遮蔽体４１１の両端部に伝

10

えることにより、遮蔽ユニット４１０のスライド移動に際して、遮蔽体４１１における一
方の端部の移動が他方の端部の移動に対して遅れるといった不都合を生じにくくすること
が可能となっている。
【０４１９】
＜複数の遮蔽ユニット４１０を駆動する構成の集約＞
本実施の形態においては、遮蔽ユニット４１０を複数（詳しくは６つ）備えている。以
下、図３１，図３３及び図３７に基づきこれら各遮蔽ユニット４１０を個々に独立して駆
動する構成について説明する。図３７（ａ）は表示領域可変機構４００の主要な構成を示
す概略図、図３７（ｂ）は上側レール部材４８０の構成を示す概略図、図３７（ｃ）は下
側レール部材４６０の構成を示す概略図である。

20

【０４２０】
図３１に示すように、前記駆動ユニット５５０は、レール部材４６０，４８０を挟んだ
両側（詳しくは左右両側）に配置されており、それら各駆動ユニット５５０によって遮蔽
ユニット４１０を２組に分けて駆動する構成となっている。詳しくは左側の駆動ユニット
５５０によって左側の３つの遮蔽ユニットを駆動し、右側の駆動ユニット５５０によって
右側の３つの遮蔽ユニットを駆動する構成となっている。以下便宜上、左側の「駆動ユニ
ット５５０」を「左側駆動ユニット５５０Ｌ」と称し、右側の「駆動ユニット５５０」を
「右側駆動ユニット５５０Ｒ」と称する。これら左側駆動ユニット５５０Ｌ及び右側駆動
ユニット５５０Ｒは同様の構成を有するため、先ず、左側駆動ユニット５５０Ｌ及びそれ
に付随する構成について説明する。

30

【０４２１】
左側駆動ユニット５５０Ｌは、当該左側駆動ユニット５５０Ｌ側に偏倚して配置された
第１左側遮蔽ユニット４１０ａを駆動する第１スライド用ステッピングモータ５６０ａと
、第１左側遮蔽ユニット４１０ａよりも右側駆動ユニット５５０Ｒ側に偏倚して配置され
た第２左側遮蔽ユニット４１０ｂを駆動する第２スライド用ステッピングモータ５６０ｂ
と、第２左側遮蔽ユニット４１０ｂよりも右側駆動ユニット５５０Ｒ側に偏倚して配置さ
れた第３左側遮蔽ユニット４１０ｃを駆動する第３スライド用ステッピングモータ５６０
ｃとを有している。
【０４２２】
第１スライド用ステッピングモータ５６０ａに対応する第１下側ベルト部材５１１ａと

40

、第２スライド用ステッピングモータ５６０ｂに対応する第２下側ベルト部材５１１ｂと
、第３スライド用ステッピングモータ５６０ｃに対応する第３下側ベルト部材５１１ｃと
は、下側ベルト部材５１１の厚み方向に並べて配置されている。遮蔽ユニット４１０が設
置されている領域に対して近い側の第１スライド用ステッピングモータ５６０ａから延び
る第１下側ベルト部材５１１ａは、それよりも遠い側のステッピングモータ５６０ｂ，５
６０ｃから延びる下側ベルト部材５１１ｂ，５１１ｃに対して内側を通るように配されて
おり、第１スライド用ステッピングモータ５６０ａよりも外側に配置された第２ステッピ
ングモータ５６０ｂから延びる第２下側ベルト部材５１１ｂは、それよりも遠い側の第３
ステッピングモータ５６０ｃから延びる第３下側ベルト部材５１１ｃよりも内側を通るよ
うに配されている。すなわち、第１下側ベルト部材５１１ａ→第２下側ベルト部材５１１
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ｂ→第３下側ベルト部材５１１ｃの順に内側から外側に並設されている。
【０４２３】
ここで、図３７（ｂ）に基づき各ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃを下側レール部材４６
０に収容する構成について詳細に説明する。下側レール部材４６０（詳しくは前側板部４
６１）には、複数のベルト収容溝４７２が上下に並設されている。具体的には、前側板部
４６１の前側板状部４６６よりも下側には、同前側板状部４６６に対して所定の間隔を隔
てて対向する第１区画壁部４７４が形成されている。これら前側板状部４６６及び第１区
画壁部４７４によって第１下側ベルト部材５１１ａを収容する第１ベルト収容溝４７２ａ
が構成されている。また、第１区画壁部４７４よりも下側（第１下側ベルト部材５１１ａ
のベース部５１２側）には、同第１区画壁部４７４に対して所定の間隔を隔てて対向する

10

第２区画壁部４７５が形成されている。これら両区画壁部４７４，４７５によって第２下
側ベルト部材５１１ｂを収容する第２ベルト収容溝４７２ｂが構成されている。そして、
第２区画壁部４７５及び底板部４６３によって第３下側ベルト部材５１１ｃを収容する第
３ベルト収容溝４７２ｃが構成されている。これら各ベルト収容溝４７２ａ〜４７２ｃに
収容された下側ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃは、下側レール部材４６０の前側板部４６
１と平行な仮想平面上、すなわち遊技領域形成板２３３と平行な仮想平面上に配置された
状態となっている。
【０４２４】
この仮想平面上には、下側ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃに加え、前記ハウジング５８
０のケーシング収容部５８２，５８３や各ステッピングモータ５６０ａ〜５６０ｃの歯車

20

５６２も配置されている。このように、各種構成を同一の仮想平面上に集約することによ
り、駆動ユニット５５０の薄型化を促進している。
【０４２５】
上側ベルト部材５２１についても同様に、第１スライド用ステッピングモータ５６０ａ
に対応する第１上側ベルト部材５２１ａと、第２スライド用ステッピングモータ５６０ｂ
に対応する第２上側ベルト部材５２１ｂと、第３スライド用ステッピングモータ５６０ｃ
に対応する第３上側ベルト部材５２１ｃとは、上側ベルト部材５２１の厚み方向に並べて
配置されている。遮蔽ユニット４１０が設置されている領域に対して近い側の第１スライ
ド用ステッピングモータ５６０ａから延びる第１上側ベルト部材５２１ａは、それよりも
遠い側のステッピングモータ５６０ｂ，５６０ｃから延びる上側ベルト部材５２１ｂ，５

30

２１ｃに対して内側を通るように配されており、第１スライド用ステッピングモータ５６
０ａよりも外側に配置された第２ステッピングモータ５６０ｂから延びる第２上側ベルト
部材５２１ｂは、それよりも遠い側の第３ステッピングモータ５６０ｃから延びる第３上
側ベルト部材５２１ｃよりも内側を通るように配されている。すなわち、第１上側ベルト
部材５２１ａ→第２上側ベルト部材５２１ｂ→第３上側ベルト部材５２１ｃの順に内側か
ら外側に並設されている。
【０４２６】
ここで、図３７（ａ）に基づき、各ベルト部材５２１ａ〜５２１ｃを上側レール部材４
８０に収容する構成について詳細に説明する。上側レール部材４８０（詳しくは前側板部
４８１）には、複数のベルト収容溝４９２が上下に並設されている。具体的には、前側板

40

部４８１の前側板状部４８６よりも上側には、同前側板状部４８６に対して所定の間隔を
隔てて対向する第１区画壁部４９４が形成されている。これら前側板状部４８６及び第１
区画壁部４９４によって第１上側ベルト部材５２１ａを収容する第１ベルト収容溝４９２
ａが構成されている。また、第１区画壁部４９４よりも上側（第１上側ベルト部材５２１
ａの歯部５２３ａ側）には、同第１区画壁部４９４に対して所定の間隔を隔てて対向する
第２区画壁部４９５が形成されている。これら両区画壁部４９４，４９５によって第２上
側ベルト部材５２１ｂを収容する第２ベルト収容溝４９２ｂが構成されている。そして、
第２区画壁部４９５及び底板部４８３によって第３上側ベルト部材５２１ｃを収容する第
３ベルト収容溝４９２ｃが構成されている。
【０４２７】

50

(68)

JP 2010‑88492 A 2010.4.22

また、上述した各スライド用ステッピングモータ５６０は、第１スライド用ステッピン
グモータ５６０ａ→第２スライド用ステッピングモータ５６０ｂ→第３スライド用ステッ
ピングモータ５６０ｃの順に内側から外側に並べて配置されている。
【０４２８】
各下側ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃ，各上側ベルト部材５２１ａ〜５２１ｃ及び各ス
テッピングモータ５６０ａ〜５６０ｃを上述したような配置とすることにより、それら各
種構成を同一仮想平面上に配置しつつ、パチンコ機１０の正面視において各下側ベルト部
材５１１ａ〜５１１ｃや各上側ベルト部材５２１ａ〜５２１ｃが交差することを好適に回
避している。これにより、下側ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃや上側ベルト部材５２１ａ
〜５２２ａの捻れを回避することが可能となっている。

10

【０４２９】
右側駆動ユニット５５０Ｒは、左側駆動ユニット５５０Ｌと対称となるように設けられ
ている。以下、右側駆動ユニット５５０Ｒに関する構成について説明する。
【０４３０】
右側駆動ユニット５５０Ｒは、当該右側駆動ユニット５５０Ｒ側に偏倚して配置された
第１右側遮蔽ユニット４１０ｄを駆動する第４スライド用ステッピングモータ５６０ｄと
、第１右側遮蔽ユニット４１０ｄよりも左側駆動ユニット５５０Ｌ側に偏倚して配置され
た第２右側遮蔽ユニット４１０ｅを駆動する第５スライド用ステッピングモータ５６０ｅ
と、第２右側遮蔽ユニット４１０ｅよりも左側駆動ユニット５５０Ｌ側に偏倚して配置さ
れた第３右側遮蔽ユニット４１０ｆを駆動する第６スライド用ステッピングモータ５６０

20

ｆとを有している。
【０４３１】
第４スライド用ステッピングモータ５６０ｄに対応する第４下側ベルト部材５１１ｄと
、第５スライド用ステッピングモータ５６０ｅに対応する第５下側ベルト部材５１１ｅと
、第６スライド用ステッピングモータ５６０ｆに対応する第６下側ベルト部材５１１ｆと
は、第４下側ベルト部材５１１ｄ→第５下側ベルト部材５１１ｅ→第６下側ベルト部材５
１１ｆの順に上側レール部材４８０から遠ざかるようにして配置されている。
【０４３２】
ここで、図３７（ｂ）に基づき、下側レール部材４６０について説明する。下側レール
部材４６０において前記ベルト収容溝４７２ａ〜４７２ｃ群が形成されている側に対して
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下側支持部材４２０を挟んだ反対側には（詳しくは後側板部４８２）には、複数のベルト
収容溝４７２が上下に並設されている。具体的には、前側板部４６１と同様に第３区画壁
部４７６及び第４区画壁部４７７が形成されており、後側板状部４６７及び第３区画壁部
４７６によって第４下側ベルト部材５１１ｄを収容する第４ベルト収容溝４７２ｄが構成
され、両区画壁部４７６，４７７によって第５下側ベルト部材５１１ｅを収容する第５ベ
ルト収容溝４７２ｅが構成され、第４区画壁部４７７及び底板部４６３によって第６下側
ベルト部材５１１ｆを収容する第６ベルト収容溝４７２ｆが構成されている。
【０４３３】
また、上述した各スライド用ステッピングモータ５６０ｄ〜５６０ｆは、第４スライド
用ステッピングモータ５６０ｄ→第５スライド用ステッピングモータ５６０ｅ→第６スラ

40

イド用ステッピングモータ５６０ｆの順に内側から外側に並べて配置されている。
【０４３４】
上側ベルト部材５２１についても同様に、第４スライド用ステッピングモータ５６０ｄ
に対応する第４上側ベルト部材５２１ｄと、第５スライド用ステッピングモータ５６０ｅ
に対応する第５上側ベルト部材５２１ｅと、第６スライド用ステッピングモータ５６０ｆ
に対応する第６上側ベルト部材５２１ｆとは、上側ベルト部材５２１の厚み方向に並べて
配置されている。詳しくは、第４上側ベルト部材５２１ｄ→第５上側ベルト部材５２１ｅ
→第６上側ベルト部材５２１ｆの順に下側レール部材４６０から遠ざかるようにして配置
されている。
【０４３５】
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ここで、図３７（ａ）に基づき、上側レール部材４８０について説明する。上側レール
部材４８０において前記ベルト収容溝４９２ａ〜４９２ｃ群が形成されている側に対して
上側支持部材４４０を挟んだ反対側には（詳しくは後側板部４８２）には、複数のベルト
収容溝４９２が上下に並設されている。具体的には、後側板部４８２には前側板部４８１
と同様に第３区画壁部４９６及び第４区画壁部４９７が形成されており、後側板状部４８
７及び第３区画壁部４９６によって第４上側ベルト部材５２１ｄを収容する第１ベルト収
容溝４９２ｄが構成され、両区画壁部４９６，４９７によって第５上側ベルト部材５２１
ｅを収容する第５ベルト収容溝４９２ｅが構成され、第４区画壁部４９７及び底板部４８
３によって第６上側ベルト部材５２１ｆを収容する第６ベルト収容溝４９２ｆが構成され
ている。

10

【０４３６】
これら各ステッピングモータ５６０ｄ〜５６０ｆ、各ベルト部材５１１ｄ〜５１１ｆ，
５２１ｄ〜５２１ｆ等を下側レール部材４６０の後側板部４６２と平行な仮想平面上に配
置することにより左側駆動ユニット５５０と同様に右側駆動ユニット５５０の薄型化を実
現している。
【０４３７】
以上詳述した第２の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０４３８】
遮蔽体４１１を両支持部材４２０，４４０によって支持し、それら両支持部材４２０，
４４０が移動することに基づいて、遮蔽ユニット４１０がスライド移動する構成とした。

20

これにより、遮蔽ユニット４１０のスライド移動の円滑化に貢献している。
【０４３９】
１のスライド用ステッピングモータ５６０によって、両支持部材４２０，４４０を駆動
することにより、両支持部材４２０，４４０の移動を同期しやすくしている。これにより
、支持部材４２０，４４０のうちいずれか一方の動作に対して他方の動作が遅れるといっ
た不都合が生じにくくなっている。
【０４４０】
また、仮に両支持部材４２０，４４０の一方に駆動力を伝達し、他方がそれに追従して
移動する構成とした場合、少なくとも他方の支持部材のレール部材による支持長さ（支持
スパン）、詳しくはレール方向における支持長さを長くする等の対策を講じ、上述したよ

30

うな動作の遅れを抑える必要が生じる。しかしながら、このように支持長さを長くするこ
とは、複数の遮蔽ユニットを有する構成においては、隣接する遮蔽ユニットの存在により
制限される。確かに、各遮蔽ユニットの支持部分を前後にオフセットして配置することに
より、支持長さを担保することは可能であるが、このような対策は表示領域可変機構の厚
みを増加させる要因となり、限られたスペースへの配置を妨げることとなる。つまり、遊
技領域形成板２３３と図柄表示装置２４７との離れが促進されやすくなる。これは、表示
画面２４８の視認性を悪化させる要因となり得るため好ましくない。
【０４４１】
この点、上述の如く下側支持部材４２０及び上側支持部材４４０の両者に駆動力を伝え
る構成とし、両支持部材４２０，４４０の動作にずれが生じることを抑制することにより

40

、前記支持長さを短くすることが可能となる。これにより、複数の遮蔽ユニットを有する
構成を採用したとしても、表示領域可変機構の厚みを増加させることなく、すなわち表示
領域可変機構４００の薄型化を図りつつ、演出の多様化を促進することができる。
【０４４２】
特に、複数の遮蔽体４１１の外周面を組み合わせることにより、連続面を形成する構成
としたことにより、各遮蔽ユニット４１０を近づける必要がある。この点、上述の如く支
持長さを短くすることが可能であるため、遮蔽ユニット４１０を十分に近づけて配置する
ことが可能となっている。
【０４４３】
なお、上述の如く支持長さを長くすることにより、遮蔽ユニットの傾きを抑制したとし
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ても、他の支持部材側に発生するモーメントを払拭することは困難であると考えられ、そ
のようなモーメントは遮蔽ユニットの動作を妨げる要因となり得るため好ましくない。こ
の点、本実施の形態においては、遮蔽ユニット４１０の両支持部材４２０，４４０に駆動
力を伝える構成とすることにより、上述したモーメントの発生を抑えることができ、遮蔽
ユニット４１０の円滑な移動を実現できる
更に、上述の如く支持長さを短くすることにより、遮蔽ユニットの移動範囲が支持長さ
の確保のために減縮されるといった不都合の発生を抑えることができる。これにより、遮
蔽ユニットを用いた演出をより広範囲で行うことが可能となり、演出をよりダイナミック
なものとすることができる。
【０４４４】

10

各遮蔽体４１１は複数の外周面を有しており、これら各外周面を切り替えることにより
多様な演出を可能とし、各外周面の幅寸法に差違を設けることにより演出の差別化を図っ
ている。これら外周面の幅寸法のうち最小となるものは、上述の如くこれら外周面を組み
合わせることにより連続面を形成する構成を採用したことに起因して、前記支持長さによ
る影響を受けやすくなっている。つまり、外周面の幅寸法は支持長さによって左右され易
くなっている。これは、外周面の幅寸法の差を大きくすることを妨げる要因となり得るた
め好ましくない。この点、本実施の形態においては、支持長さによる影響を抑えることが
可能となっており、各外周面の差別化、すなわちそれら外周面を用いた演出の差別化に貢
献している。
【０４４５】

20

駆動ユニット５５０（詳しくはハウジング５８０）をレール部材４６０，４８０の左右
両側に配置し、表示領域可変機構４００が環状をなす構成とした。これにより、表示領域
可変機構４００の剛性向上に貢献している。特に、ハウジング５８０によって両レール部
材４６０，４８０を繋ぐことにより、下側レール部材４６０と上側レール部材４８０との
相対位置のずれを生じにくくしている。ケーシング収容部５８２〜５８５を複数形成する
ことにより、ハウジング５８０の剛性向上に貢献している。これにより、可変機構４００
の剛性を一層好適に向上することができる。
【０４４６】
一の駆動ユニット５５０により、全ての遮蔽ユニット４１０を駆動する構成とした場合
、ベルト部材５１１，５２１の全長が長くなりやすくなる。ベルト部材５１１，５２１の

30

全長が長くなることは、ベルト部材５１１，５２１の伸縮による影響が大きくなると想定
される。これは、スライド用ステッピングモータ５６０の回転に対する遮蔽ユニット４１
０の追従性（応答性）を低下させる要因となり得るため好ましくない。この点、本実施の
形態に示したように、左側駆動ユニット５５０Ｌ及び右側駆動ユニット５５０Ｒによって
遮蔽ユニット４１０を２組に分けて駆動する構成とすることにより、ベルト部材５１１，
５２１の全長を短くすることができ、上述したような不都合を生じにくくすることができ
る。これにより、スライド用ステッピングモータ５６０の回転に対する遮蔽ユニット４１
０の追従性（応答性）を担保し、支持部材４２０，４４０のずれを抑制することが可能と
なる。
【０４４７】

40

下側ベルト部材５１１の歯部５１３と上側ベルト部材５２１の歯部５２３とが、歯車５
６２を挟んで対峙する構成とした。これにより、駆動ユニット５５０の薄型化に貢献して
いる。特に、本実施の形態に示すように、遊技盤ユニット２３０と図柄表示装置２４７と
の間に表示領域可変機構４００を配置する構成においては、同表示領域可変機構４００の
厚みが大きくなることに起因して、図柄表示装置２４７の視認性が低下し得るため好まし
くない。この点、上述の如く駆動ユニット５５０（すなわち表示領域可変機構４００）を
薄型化に貢献することにより、図柄表示装置２４７の視認性を担保しやすくでき、実用上
好ましい構成を実現できる。
【０４４８】
なお、両ベルト部材５１１，５２１の歯部５１３，５２３が、歯車５６２を挟んで対峙
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する構成としたことにより、歯部５１３，５２３と歯車５６２との掛かり代が、スライド
用ステッピングモータ５６０の軸部に発生する応力によって小さくなることを抑制してい
る。詳しくは、スライド用ステッピングモータ５６０の軸部５６１と歯車５６２の歯部と
が離れていることに起因して、歯車とベルト部材との噛み合い基づく応力が発生しやすく
なると想定される。この応力によって軸部がベルト部材から離れる側に傾くと、歯部５１
３，５２３と歯車５６２との掛かり代が小さくなり得る。この点、両ベルト部材５１１，
５２１の歯部５１３，５２３が歯車５６２に対して同歯車５６２を挟んだ両側から噛み合
う構成とすることにより、下側ベルト部材５１１との噛み合いに起因して発生する応力と
、上側ベルト部材５２１との噛み合いに起因して発生する応力とが互いに打ち消しあうよ
うに作用することととなる。これにより、軸部５６１が一方のベルト部材から離れること

10

を抑制でき、歯部５１３，５２３と歯車５６２との掛かり代の減少を抑えることが可能と
なっている。
【０４４９】
下側ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃ及び上側ベルト部材５２１ａ〜５２１ｃを同一仮想
平面上に配置し、互いに交差しない構成とした。これにより、駆動ユニット５５０の薄型
化に貢献している。
【０４５０】
一のスライド用ステッピングモータ５６０を用いて両支持部材４２０，４４０を駆動す
る構成とした。これにより、両支持部材４２０，４４０の移動を同期させやすくしている
。例えば、各支持部材４２０，４４０をそれぞれ個別のモータによって駆動する構成とし

20

た場合には、それら各モータの動作を同期させる必要が生じる。これは、モータの回転制
御を複雑化させる要因になると懸念される。また、複数のモータを必要とすることにより
、表示領域可変機構４００の大型化や重量の増加を招来し得るため好ましくない。この点
、一のスライド用ステッピングモータ５６０によって遮蔽ユニット４１０のスライド移動
を可能とすれば、上述した不都合を好適に回避することができ、実用上好ましい構成を実
現できる。
【０４５１】
なお、上述した各実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよ
い。ちなみに、以下の別形態の構成を、上記各実施の形態における構成に対して、個別に
適用してもよく、相互に組み合わせて適用してもよい。

30

【０４５２】
また、複数の実施の形態にて共通で使用している部分名称や部材名称等に関しては、１
つの実施の形態で用いられている部分番号や部材番号のみを付した状態で記載するが、こ
れに限定されるものではない。すなわち、予め指定した他の実施の形態に用いられている
部分番号や部材番号を適応することも可能である。
【０４５３】
（１）上記第１の実施の形態では、表示部材１５１を駆動させる駆動部を複数種有する
構成とした。詳しくは、表示部材１５１を回動させる回動用モータ１５９と、同表示部材
１５１をスライド移動させるスライド用モータ１６３との異なる２つの駆動部を有する構
成とした。これを変更し、１の駆動部によって表示部材を回転移動及びスライド移動させ

40

る構成としてもよい。以下、図３８に基づきその具体例について説明する。図３８（ａ）
は、可変表示機構７００を簡略化して示す概略図、図３８（ｂ）群は表示部材の位置と回
動の様子を示す概略図、図３８（ｃ）群は駆動機構の動作態様を簡略化して示す概略図で
ある。
【０４５４】
図３８（ａ）に示すように、可変表示機構７００は、表示部材７０１，ベース部材７０
２及び支持部材７０４を備えている。ベース部材７０２には、表示部材７０１を回転移動
させるとともに、それら表示部材７０１及びベース部材７０２をスライド移動させる駆動
モータ７０５が設けられている。駆動モータ７０５における軸部７０６は左右方向に延び
ており、その先端にはピニオン７０７が固定されている。また可変表示機構７００は、ピ
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ニオン７０７に対応する回動用ラック７１０及びスライド用ラック７２０を備えている。
【０４５５】
回動用ラック７１０はピニオン７０７に係合しているとともに、回動用軸体７１１を介
して表示部材７０１に連結されており、駆動モータ７０５に生じる駆動力が当該回動用ラ
ック７１０を介して表示部材７０１に伝わる構成となっている。詳しくは、回動用軸体７
１１の先端には当該回動用軸体７１１の軸線方向と同一方向に突出する複数の歯部が形成
されたベース部材側歯車７１２が取り付けられており、このベース部材側歯車７１２に対
して表示部材７０１に固定された表示部材側歯車７１５が係合している。表示部材側歯車
７１５の回動中心軸線は回動用軸体７１１の回動中心軸線と直交する方向、詳しくは前後
方向にのびており、これら両歯車７１２，７１５によって駆動モータ７０５から伝わる駆

10

動力の向きが変更される。
【０４５６】
スライド用ラック７２０についても同様に、ピニオン７０７に係合しているとともに、
スライド用軸体７２１を介してスライド機構７３０に連結されている。スライド機構７３
０は、スライド用軸体７２１を介して伝わる動力を受けるベルト部材７３１を有している
。スライド用軸体７２１のベルト部材７３１側の先端部にはベルト部材７３１の歯部に係
合する歯車７２２が装着されており、スライド用軸体７２１の回動に基づいて、ベルト部
材７３１と歯車との噛み合いが変化することとなる。ベルト部材７３１は支持部材７０３
に固定されている。このため、スライド用軸体７２１が回動することによりベース部材７
０２及び表示部材７０１が支持部材７０３（詳しくはベルト部材７３１）に沿ってスライ

20

ド移動することとなる。
【０４５７】
以上詳述した構成により、駆動モータ７０５の動力に基づいて発生する力の加わる方向
を相違させ、１の駆動モータ７０５によって回転移動及びスライド移動の二つの異なる動
作を可能としている。
【０４５８】
また、本変形例における可変表示機構７００についても上記第１の実施の形態と同様に
、表示制御装置９２によって駆動モータ７０５の回転方向が制御される。この回転制御に
基づいて、表示部材７０１のスライド移動と回転移動とが規定されている。以下、図３８
（ｂ）群及び図３８（ｃ）群に基づき、本変形例における可変表示機構７００の動作につ

30

いて説明する。
【０４５９】
図３８（ｂ１）に示す状態から駆動モータ７０５が正方向に回動すると、回動用軸体７
１１及びスライド用軸体７２１がともに正回転する（図３８（ｃ２）参照）。これにより
、表示部材７０１の最外部位ＯＭが第２境界ＢＬ２側に回動するとともに、表示部材７０
１及びベース部材７０２が第１境界ＢＬ１側に移動する（図３８（ｂ２）参照）。駆動モ
ータ７０５の回転角度が第１角度（例えば９０°）に到することで、最外部位ＯＭは第２
境界ＢＬ２と回動中心軸線Ｘ３との間によって挟まれた領域に達するとともに、表示部材
７０１及びベース部材７０２の第１境界ＢＬ１側へのスライド量が最大となる。言い換え
れば、上述したピニオン７０７及びラック７１０，７２０等の各ギア比は、駆動モータ７

40

０５が予め定められた量だけ正回転することにより、最外部位ＯＭが前記挟まれた領域に
達するとともに、表示部材７０１及びベース部材７０２の第１境界ＢＬ１側へのスライド
量が最大となるように設定されている。
【０４６０】
図３８（ｂ２）に示す状態から、駆動モータ７０５が逆方向に回動すると、回動用軸体
７１１及びスライド用軸体７２１がともに逆回転する（図３８（ｃ３）参照）。これによ
り、表示部材７０１の最外部位ＯＭが第１境界ＢＬ１側に回動するとともに、表示部材７
０１及びベース部材７０２が第２境界ＢＬ２側に移動する（図３８（ｃ３）参照）。駆動
モータ７０５の回転角度が第２角度（例えば１８０°）に到することで、最外部位ＯＭは
第１境界ＢＬ１と回動中心軸線Ｘ３との間によって挟まれた領域に達するとともに、表示
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部材７０１及びベース部材７０２の第２境界ＢＬ２側へのスライド量が最大となる。言い
換えれば、上述したピニオン７０７及びラック７１０，７２０等の各ギア比は、駆動モー
タ７０５が予め定められた量だけ逆回転することにより、最外部位ＯＭが前記挟まれた領
域に達するとともに、表示部材７０１及びベース部材７０２の第２境界ＢＬ２側へのスラ
イド量が最大となるように設定されている。
【０４６１】
但し、以上詳述した変形例を採用した場合、駆動モータ７０５に生じる動力を常に両ラ
ック７１０，７２０に伝える構成であることで、以下の不都合を生じ得る。すなわち駆動
源を統一することで、表示部材の回転方向と同表示部材のスライド方向とが相関が強まる
こととなる。例えば、表示部材７０１を用いた演出を開始する際に収容部１６８に格納さ

10

れた状態から表示画面１２１に重なる演出位置に移動する際、また演出位置から収容部１
６８内にスライド移動する際にも回動が継続されることとなり、演出の開始と終りの区別
がつきにくくなると想定される。これは、演出のメリハリが弱まる要因となり得るため好
ましくない。故に、望ましくは上記第１の実施の形態に示すように駆動部を回動用及びス
ライド用で区別して設け、それら各モータ１５９，１６３の動作（例えば開始・終了タイ
ミング）を表示制御装置９２によって制御することにより、表示部材１５１の動作領域を
減ずる構成とするとよい。
【０４６２】
なお、以上詳述した変更と同様の変更を第２の実施の形態及び第３の実施の形態に適用
することも可能である。

20

【０４６３】
（２）上記各実施の形態では、回動中心軸線Ｘ１と表示部材１５１との相対位置が変化
しない構成としたがこれを変更し、回動中心軸線と表示部材との相対位置が変化する構成
とすることも可能である。つまり、回動中心軸線と表示部材との相対位置を変化させるこ
とにより、表示部材の動作領域を部分的に小さくする構成としてもよい。以下、図３９に
基づきその具体例について説明する。図３９は第１の実施の形態における表示部材の変形
例を示す概略図である。
【０４６４】
図３９（ａ）に示すように、表示部材７４０には、ベース部材７４１の軸体７４２が嵌
まる軸受け孔７４３が設けられている。軸受け孔７４３は延出部７４０ａと同一方向に延
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びる長孔状をなしており、その内部を軸体７４２が移動可能となっている。言い換えれば
、軸体７４２と軸受け孔７４３とが軸受け孔７４３の長手方向に相対移動可能となってい
る。
【０４６５】
可変表示機構７３９には、表示部材７４０をスライド移動させることにより、それら軸
体７４２と軸受け孔７４３との相対位置を変更する相対位置変更用モータ７４４が設けら
れている。この相対位置変更用モータ７４４に対して表示制御装置９２から駆動信号が出
力されることにより、表示部材７４０とベース部材７４１との相対位置が変更される。
【０４６６】
同図３９（ａ）に示すように、表示部材７４０が演出初期位置に配置されている場合に

40

は、軸体７４２は軸受け孔７４３における長手方向の中央に位置している。この状態から
表示部材７４０が回動し、その最外部位ＯＭがステージユニット１３２（詳しくは第２境
界ＢＬ２）側に移動する場合には、図３９（ｂ）に示すように、相対位置変更用モータ７
４４が駆動し、表示部材７４０が上昇する。これにより、最外部位ＯＭと第２境界ＢＬ２
との干渉が回避される。
【０４６７】
また、表示部材７４０が演出初期位置に配置されている状態から、表示部材７４０が回
動し、その最外部位ＯＭが収容部１６８（詳しくは第１境界ＢＬ１）側に移動する場合に
は、図３９（ｃ）に示すように、相対位置変更用モータ７４４が駆動し、表示部材７４０
が下降する。これにより、最外部位ＯＭと第１境界ＢＬ１との干渉が回避される。
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【０４６８】
次に、図４０に基づき他の変形例について説明する。図４０は第１の実施の形態におけ
る表示部材の変形例を示す概略図である。
【０４６９】
図４０（ａ）に示すように、表示部材７４６の回動中心軸線Ｘ４は、表示部材７４６か
ら離れた位置に存在している。表示部材７４６と回動中心軸線Ｘ４（詳しくは軸体７４７
）は、伸縮可能に設けられた連結機構７４８を介して連結されている。連結機構７４８は
、軸体７４７に固定された軸側連結部材７４８ａと表示部材７４６に固定された表示側連
結部材７４８ｂとを有してなる。軸側連結部材７４８ａは中空状をなしており、表示側連
結部材７４８ｂの一部が当該軸側連結部材７４８ａ内に挿通されている。そして、表示側
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連結部材７４８ｂが軸側連結部材７４８ａに沿ってスライドすることにより、表示部材７
４６と軸体７４７との相対位置が変化する構成となっている。
【０４７０】
可変表示機構７４９には、連結機構７４８を駆動する連結機構駆動用モータ７５０が設
けられており、この連結機構駆動用モータ７５０に対して表示制御装置９２から駆動信号
が出力されることにより、表示部材７４６と軸体７４７との相対位置が変更される。
【０４７１】
同図４０（ａ）に示すように、表示部材７４６が演出初期位置に配置されている場合に
は、連結機構７４８の表示側連結部材７４８ｂが最大に伸張した状態となっている。この
状態から表示部材７４６が回動し、その最外部位ＯＭがステージユニット１３２（詳しく
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は第２境界ＢＬ２）側に移動する場合には、連結機構駆動用モータ７５０が駆動し、表示
側連結部材７４９ｂが軸体７４７側にスライド移動する（図４０（ｂ）参照）。この連結
機構７４８の動作に基づいて表示部材７４６と軸体７４７との距離が小さくなり、最外部
位ＯＭと第２境界ＢＬ２との干渉が回避される。
【０４７２】
また、表示部材７４６が演出初期位置に配置されている状態から、同表示部材７４６が
回動し、その最外部位ＯＭが収容部１６８（詳しくは第１境界ＢＬ１）側に移動する場合
には、連結機構駆動用モータ７５０が駆動し、表示側連結部材７４９ｂが軸体７４７側に
スライド移動する（図４０（ｃ）参照）。この連結機構７４８の動作に基づいて表示部材
７４６と軸体７４７との距離が小さくなり、最外部位ＯＭと第１境界ＢＬ１との干渉が回
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避される。
【０４７３】
以上詳述したように、回動中心軸線そのものを移動させるのではなく、表示部材におけ
る回動中心となる位置を変更することにより、表示部材の動作領域を部分的に狭めること
が可能である。但し、かかる構成の変更を採用した場合には、各種モータからの駆動力を
伝達するための構成が煩雑化すると想定される。故に、上記各実施の形態に示したように
、回動中心軸線の位置を変更する構成を採用することが好ましい。
【０４７４】
（３）上記第１の実施の形態では、表示部材１５１を収容する収容部１６８を有する構
成としたが、この収容部１６８を省略することも可能である。例えば、表示部材１５１を
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用いた演出が行われる場合には、表示部材１５１を表示画面１２１の中央に配置するとと
もに、表示部材１５１を用いた演出が行われない場合には、表示部材１５１を表示画面１
２１の端に寄せて配置する構成としてもよい。
【０４７５】
また、上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、遮蔽体２５２を常時視認可能
な構成としたがこれを以下のように変更してもよい。すなわち、第１の実施の形態と同様
に、遮蔽体２５２を用いた演出を行わない場合に、それら遮蔽体２５２を収容する収容部
を設け、同収容部内に遮蔽体２５２が収容されることにより、それら遮蔽体２５２の視認
が不可となる構成としてもよい。
【０４７６】
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（４）上記第１の実施の形態では、表示部材１５１を収容する収容部１６８を表示画面
１２１よりも上方に配置したが、これを変更し、収容部を表示画面１２１の下方に配置す
ることも可能である。但し、かかる変更を行う場合には、ステージユニット１３２との干
渉を回避する必要が生じる。例えば、ステージユニット１３２の後方に収容部を形成する
ことも可能である。しかしながら、かかる変更を行うと、表示画面１２１を更に後方へ移
設する必要が生じ好ましくない。また、ステージユニット１３２を省略することも可能で
あるが、かかる変更により遊技球の流下経路の多様化が妨げられることは好ましくない。
故に、望ましくは収容部を表示画面１２１の上方に配置するとよい。
【０４７７】
（５）上記第１の実施の形態では、表示部材１５１が上下方向にスライド移動する構成
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としたが、これに限定されるものではない、例えば、表示部材１５１が左右方向にスライ
ド移動する構成とすることも可能である。かかる変更を適用する場合には、表示部材１５
１の収容部を表示画面１２１の左方又は右方に設けるとよい。
【０４７８】
（６）上記第１の実施の形態では、表示部材１５１の回動中心軸線Ｘ１が前後方向に延
びる構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、第２の実施の形態や第３の
実施の形態と同様に、回動中心軸線が上下方向に延びる構成とすることも可能である。
【０４７９】
（７）上記第１の実施の形態では、表示部材１５１の回転移動とスライド移動とが並行
して行われる構成としたが、これを変更し、回転移動とスライド移動とが段階的に行われ
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る構成とすることも可能である。
【０４８０】
また、上記第２の実施の形態及び上記第３の実施の形態においても同様に、第２の状態
と第３の状態との切り替えの際に、回転移動とスライド移動とが段階的に行われる構成と
することも可能である。
【０４８１】
（８）上記第１の実施の形態では、表示部材１５１が３６０°以上回転する構成とした
が、これに限定されるものではない。表示部材１５１の回転角度は任意である。例えば、
表示部材１５１の回転角度を３６０°以下としてもよい。
【０４８２】
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（９）上記第１の実施の形態では、表示部材１５１の上方へのスライド量が最大となっ
ている状態にて、表示部材１５１の最外部位ＯＭが回動中心軸線Ｘ１と第２境界ＢＬ２と
の間に挟まれた領域を通過する構成としたが、これを以下のように変更することも可能で
ある。すなわち、スライド量が最大ではない状態にて外部位ＯＭが回動中心軸線Ｘ１と第
２境界ＢＬ２との間に挟まれた領域を通過する構成としてもよい。但し、このような変更
を行った場合、表示部材の動作領域が広がりやすくなると懸念される。故に、望ましくは
、第１の実施の形態に示した構成を採用するとよい。
【０４８３】
（１０）上記第１の実施の形態では、「表示部材」における「特定部位」として、表示
部材１５１の最外部位ＯＭを有する構成としたが、「特定部位」は必ずしも最外部位であ
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る必要はない。例えば、表示部材の動作範囲と近接している部材等が存在する場合には、
それら部材に対して最も近づく部位を「特定部位」とすることも可能である。
【０４８４】
（１１）上記第１の実施の形態では、表示部材１５１がギターを模す構成としたが、こ
れに限定されるものではない。表示部材１５１の形状は任意である。
【０４８５】
（１２）上記第２の実施の形態及び上記第３の実施の形態では、遮蔽ユニット２５１を
構成する軸体２６１の回動中心軸線Ｘ３から遮蔽体２５２の各外周面２５２ａ〜２５２ｃ
までの距離寸法が同一となる構成としたが、これら各距離寸法がそれぞれ異なる構成とし
てもよい。
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【０４８６】
以下、図４１に基づきその変形例について説明する。図４１（ａ）は遮蔽体の変形例を
示す概略図、図４１（ｂ）は第１の状態から第２の状態への切り替えを示す動作説明図で
である。
【０４８７】
図４１（ａ）に示すように、遮蔽体７６０を構成する各外周面７６０ａ，７６０ｂ，７
６０ｃと、軸体７６１の中心軸線Ｘ３との距離寸法Ｌ７，Ｌ８，Ｌ９はそれぞれ異なって
いる。具体的にはＬ７＞Ｌ８＞Ｌ９となっている。
【０４８８】
図４１（ｂ）に示すように、遮蔽体７６０が回動することによって、遊技領域形成板２
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３３に対して第１外周面７６０ａが対峙している状態から（第１の状態）から、遊技領域
形成板２３３に対して第２外周面７６０ｂが対峙している状態（第２の状態）に移行され
た場合、遊技領域形成板２３３と遮蔽体７６０との距離が一時的に広がることとなる。す
なわち、第２外周面７６０ｂが仮想平面Ｐから後退することとなる。このように第２外周
面７６０ｂが仮想平面Ｐから離れた後、上述の如く支持部材３１０，３２０に沿って遮蔽
ユニット７５１の前後位置を変更することにより、具体的には遮蔽ユニット７５１を前方
に移動させることにより、第２外周面７６０ｂが再び仮想平面Ｐに重なる位置に復帰する
こととなる。これにより、第２外周面７６０ｂが後退することで視認性が悪化するといっ
た不都合の発生を抑制することができる。
【０４８９】
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なお、第３外周面７６０ｃが遊技領域形成板２３３と対峙する場合においても、同様の
位置合わせが行われる。これにより、第３外周面７６０ｃの視認性の担保が図られている
。
【０４９０】
以上、詳述したように、回動中心軸線Ｘ３から各外周面までの距離寸法がそれぞれ異な
る構成とした場合であっても、回転後の外周面と仮想平面Ｐとの距離に応じて回動中心軸
線Ｘ３（詳しくは遮蔽ユニット７５１及びレール部材２７０，２９０）が前後にスライド
移動する構成とすることにより、各外周面７６０ａ〜７６０ｃと遊技領域形成板２３３と
が対峙した状態でのそれらの距離を一定に保つことが可能となる。
【０４９１】
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因みに、以上詳述した変形例を第３の実施の形態に適用することも可能である。このよ
うな変更を行う場合には、例えば表示領域可変機構４００全体が前後にスライドする構成
とすればよい。
【０４９２】
（１３）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、遮蔽体２５２の回動中心軸
線Ｘが上下に延びる構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、図４２（ａ
）に示すように遮蔽体７７０の回動中心軸線Ｙが左右に延びる構成とすることも可能であ
る。但し、かかる構成を採用した場合、重力に抗して遮蔽体７７０を回動させる必要が生
じる。これにより各外周面の切り替え操作を機敏に行うことが困難となり得る。故に、望
ましくは、回動中心軸線Ｙは上下に延びる構成とするとよい。なお、回動中心軸線が左右
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に延びる構成とした場合、シート材７７１，７７２を遊技領域形成板２３３の右部及び左
部に配し、それらシート材７７１，７７２の後方にレール部材７７３，７７４を配置する
とよい。
【０４９３】
（１４）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、遮蔽体２５２の回動方向に
並設された外周面全てを「表示面」として利用したが、これに限定されるものではない。
回動方向に並設された複数の外周面を有する構成にあっては、それら外周面のうち隣り合
う２つの外周面を「表示面」として用いればよい。すなわち、外周面２５２ａ〜２５２ｃ
のうち２つのみを「表示面」として利用することも可能である。
【０４９４】
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また、遮蔽体が四角柱状をなす構成とし、回動方向に４つの異なる外周面が並設される
構成とした場合、これら外周面のうち隣り合う２つの外周面を「表示面」として利用する
ことも可能であるし、隣接する３つの外周面を「表示面」として利用することも可能であ
る。特に図４２（ｂ）に示すように遮蔽体７８０の外周面７８０ａ〜７８０ｄを備え、回
動中心軸線からの距離寸法が外周面７８０ａ，７８０ｃ，７８０ｄで同一である場合には
、これら３つの異なる外周面７８０ａ，７８０ｃ，７８０ｄを表示面として利用すること
で実用上好ましい構成を実現できる。すなわち、上記実施の形態と同様に、回動中心軸線
を前後方向に移動させることなく、同一の仮想平面Ｐ上に重なる構成とすることができる
。更には、遮蔽体７８０の正逆回転により各外周面７８０ａ，７８０ｃ，７８０ｄの切り
替えを円滑に行うことができる。
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【０４９５】
なお、同図４２（ｂ）に示すように遮蔽体７８０を隣り合う外周面７８０ａ〜７８０ｄ
同士の内角が９０°となる直方体状とした場合、いずれの外周面７８０ａ，７８０ｃ，７
８０ｄがパチンコ機１０の正面側を向いた場合であっても残り全ての外周面全域がその後
方投影領域内に含まれることとなる。これにより、複数の遮蔽体７８０を有する構成とし
ても、隣り合う遮蔽体７８０同士を近づけやすくでき、連続面の形成を容易なものとする
ことができる。
【０４９６】
また、図４２（ｂ）に示す遮蔽体７８０においては、外周面７８０ｄを挟んだ両側の外
周面７８０ａ，７８０ｃのそれぞれの長さ寸法が同一となるように形成した。すなわち、
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回動中心軸線から外周面７８０ａにおける外周面７８０ｂ側の端部の距離寸法と、回動中
心軸線から外周面７８０ｃにおける外周面７８０ｂ側の端部までの距離寸法とが同一とな
るように遮蔽体７８０を形成した。これを以下のように変更することも可能である。外周
面７８０ａと外周面７８０ｃの長さ寸法を異なるものとし、上述した各端部までの距離寸
法が異なるように遮蔽体７８０を形成することも可能である。かかる場合、回動中心軸線
と遊技領域形成板２３３との距離寸法が、各外周面７８０ａ，７８０ｃのうち長さ寸法が
短い側の外周面における外周面７８０ｂ側の端部と回動中心軸線との距離寸法よりも小さ
くなるように遮蔽体７８０を形成することが望ましい。このように遮蔽体７８０を形成す
ることにより、遊技領域形成板２３３に対して、仮想平面Ｐ（すなわち演出位置）を近づ
けつつ、演出範囲を広げることができる。すなわち、遊技者に対して近い位置での演出を
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可能としつつ、演出範囲を広げることが可能となり、実用上好ましい構成を実現できる。
【０４９７】
因みに、遮蔽体が五角柱以上の多角柱状をなす構成とすることも可能である。但し、遮
蔽体が五角以上の多角柱状をなす構成とした場合、外周面同士の内角が９０°よりも大き
な部分が存在することとなる。かかる場合、一部の外周面は「表示面」として利用するこ
とが困難となり得る。故に、遮蔽体の外周面によって「表示面」を効率的に構成するには
、三角柱状又は四角柱状とすることが好ましい。これにより、遮蔽体の外周面を無駄なく
利用でき、実用上好ましい構成を実現できる。
【０４９８】
更には、遮蔽体２５２が柱状をなす構成としたが、これを変更し、遮蔽体が板状をなす
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構成としたり、筒状をなす構成としたりすることも可能である。
【０４９９】
（１５）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、各外周面２５２ａ〜２５２
ｃ間の内角Ａ１，Ａ２，Ａ３を全て鋭角としたが、これら各内角Ａ１，Ａ２，Ａ３のうち
いずれか１つを直角とすることも可能である。また、それら各内角Ａ１，Ａ２，Ａ３のう
ちいずれか１つを鈍角とすることも可能である。但し、内角を鈍角とした場合、仮想平面
Ｐ上に配置されていない他の外周面同士が干渉しやすくなることに起因して、隣り合う遮
蔽体２５２同士を近づけにくくなると想定される。故に、好ましくは、角内角Ａ１，Ａ２
，Ａ３は、鋭角又は直角とするとよい。
【０５００】
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（１６）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、各外周面２５２ａ〜２５２
ｃが平面状をなす構成としたが、これを変更し、各外周面２５２ａ〜２５２ｃが一定の曲
率を有する曲面状をなす構成とすることも可能である。例えば、各外周面２５２ａ〜２５
２ｃを回動中心軸線Ｘの放射方向外側に向けて凸となる湾曲状としてもよいし、放射方向
内側に向けて凸となる湾曲状としてもよい。かかる場合、各外周面２５２ａ〜２５２ｃの
曲率は、少なくともそれら各外周面２５２ａ〜２５２ｃにおける回動方向両側の縁部間で
同一となるように形成することが望ましい。これにより、第１〜第３の状態において、各
外周面２５２ａ〜２５２ｃを仮想曲面上に重ねることが可能となる。
【０５０１】
また、各外周面２５２ａ〜２５２ｃ間の境界部位を角状としが、これを変更し、各外周
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面２５２ａ〜２５２ｃ間の境界部位にコーナーＲを形成してもよい。
【０５０２】
（１７）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、演出の切り替えに伴って複
数の遮蔽体２５２における同じ外周面２５２ａ〜２５２ｃを遊技領域形成板２３３側に向
ける構成としたが、これを以下のように変更することも可能である。すなわち、各遮蔽体
２５２が演出の切り替えに伴ってそれぞれ異なる外周面２５２ａ〜２５２ｃを遊技領域形
成板２３３側に向ける構成としてもよい。例えば、図４２（ｃ）に示すように、中央の遮
蔽体２５２の第１外周面２５２ａが仮想平面Ｐ上に配置された状態で、左側の遮蔽体２５
２の第２外周面２５２ｂ及び右側の遮蔽体２５２の第３外周面２５２ｃも仮想平面Ｐ上に
配置される構成とすることも可能である。上記実施の形態に示したように、個々の遮蔽体
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２５２は第１の状態〜第３の状態のいずれの状態であっても、その外周面２５２ａ〜２５
２ｃは仮想平面Ｐ上に位置する（図２２（ｂ）参照）。このため、遮蔽体２５２間の外周
面２５２ａ〜２５２ｃの繋りを維持しつつ、それら外周面２５２ａ〜２５２ｃによって形
成される遮蔽面の幅、すなわち遮蔽領域の大きさを様々に変化させることが可能となる。
すなわち、複数の遮蔽体２５２の異なる外周面２５２ａ〜２５２ｃの組み合わせによって
遮蔽面を形成することで、上述したような遮蔽パターンの多様化を図ることができる。
【０５０３】
（１８）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、各遮蔽体２５２が同一の構
成を有する構成としたが、これら各遮蔽体がそれぞれ異なる構成を有する構成とすること
も可能である。例えば、図４２（ｄ）に示すように、三角柱状の遮蔽体７９０と直方体状
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の遮蔽体７９１とを組み合わせて（混在させて）用いることも可能である。
【０５０４】
また、同図４２（ｄ）に示すように、それぞれの軸体７９２，７９３（詳しくは回動中
心軸線）は、遊技領域形成板２３３の背面と平行な同一の仮想平面上に配置する必要は無
く、前後方向にずらして配置することも可能である。但し、このように回動中心軸線を前
後方向にずらす構成を採用した場合、表示領域可変機構の大型化や、保持部材の構造の複
雑化を招来しやすくなると想定され好ましくない。故に、望ましくは、各遮蔽体の回動中
心軸線は同一平面状に配置するとよい。
【０５０５】
（１９）上記第１の実施の形態では、遊技領域形成板２３３の上部、詳しくは第１シー
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ト材２４５の後方に上側レール部材２９０を配置し、遊技領域形成板２３３の下部、詳し
くは第２シート材２４６の後方に下側レール部材２７０を配置したが、これら両レール部
材２７０，２９０を相互に入れ替えることも可能である。
【０５０６】
また、上側レール部材２９０に関しては、省略することも可能である。更には、上側レ
ール部材２９０に代えて、下側レール部材２７０を配置し、遊技領域形成板２３３の上部
及び下部にて、遮蔽ユニット２５１を駆動させる構成としてもよい。
【０５０７】
上記実施の形態においては、下側レール部材２７０側に動力部としての第１ステッピン
グモータ２６５を設けたが、これと同様の構成を上側レール部材２９０側にも追加し、両
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レール部材２７０，２９０側の各ステッピングモータを同期して駆動することにより、各
遮蔽体２５２をスライド移動させる構成としてもよい。
【０５０８】
（２０）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、ステッピングモータ２６５
，２６７を用いる構成としたが、これを以下のように変更することも可能である。例えば
、ステッピングモータ２６５，２６７に代えてＤＣモータ等の他のモータを用いることも
可能である。但し、この場合、遮蔽体２５２の位置や向きを検出するセンサ等の検出手段
を設け、これら検出手段を介して得られる遮蔽体２５２の位置情報及び向き情報を表示制
御装置３２０（詳しくは表示制御基板３２１）に入力し、これら各情報に基づいて、遮蔽
ユニット２５１の位置及び向きを制御するフィードバック制御を行うことが望ましい。
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【０５０９】
なお、下側レール部材２７０の長手方向への遮蔽ユニット２５１のスライド移動（直線
移動）に関しては、第１ステッピングモータ２６５に代えてリニアモータを用いる構成と
することで、位置制御を容易化しつつ、より機敏な動作の実現に貢献できる。
【０５１０】
（２１）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、表示領域可変機構２５０（
詳しくは下側レール部材２７０）を排出通路形成部材の後方に配置したが、これに限定さ
れるものではなく、排出通路形成部材と並設することも可能である。例えば、排出通路形
成部材と下側レール部材２７０とを上下に並設するとよい。これにより、遊技領域形成板
２３３と図柄表示装置２４７との間隔寸法を更に小さくすることが可能となるとともに、
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遮蔽体２５２の大型化に貢献できる。
【０５１１】
（２２）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、シート材２４５，２４６に
よって、下側レール部材２７０及び上側レール部材２９０を遮蔽する構成とし、パチンコ
機１０の前方からの下側レール部材２７０及び上側レール部材２９０の視認を困難なもの
としたが、これらシート材２４５，２４６を省略することも可能である。
【０５１２】
また、遊技領域形成板２３３と同等の大きさを有する図柄表示装置２４７（詳しくは表
示画面２４８）を有する構成としたが、これを変更し、図柄表示装置２４７（詳しくは表
示画面２４８）をシート材２４５，２４６間の透過領域Ｅ１に対応する大きさとしてもよ
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い。但し、リユースを考慮すると、図柄表示装置２４７（詳しくは表示画面２４８）は上
記実施の形態に示すように全面液晶とすることが好ましい。
【０５１３】
なお、シート材２４５，２４６は遊技領域形成板２３３の背面側でなく正面側に配する
ことも可能である。
【０５１４】
（２３）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、遮蔽体２５２が自身の後方
の図柄表示装置２４７を遮蔽する構成としたが、遮蔽しない構成とすることも可能である
。例えば、遮蔽体２５２を有色透明な合成樹脂材料によって形成し、後方の図柄表示装置
２４７の視認が可能となる程度の透明性を付与してもよい。また、外周面２５２ａ〜２５
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２ｃに付与された各種絵柄についても同様に、それら絵柄を通して後方の図柄表示装置２
４７の視認が可能となるように透明性を付与してもよい。
【０５１５】
更には、各遮蔽体２５２を図柄表示装置２４７の前方以外の部分に配置することも可能
である。すなわち、遮蔽体２５２は必ずしも図柄表示装置２４７の前側に重なるように配
置する必要はない。例えば、図柄表示装置が遊技領域形成板２３３における中央に配置さ
れる構成においては、その図柄表示装置との重なりを回避した位置に配置することも可能
である。より具体的には、図柄表示装置との重なりを回避し、且つ遊技領域形成板の遊技
領域に対して重なる位置に遮蔽体２５２を配置してもよい。かかる構成においては、遮蔽
体２５２の前方を遊技球が流下することとなるが、これら遊技球の流下経路に対する遮蔽
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体２５２の距離は、いずれの外周面２５２ａ〜２５２ｃが正面側を向いた場合であっても
一定に保たれる。遊技領域を流下する遊技球の動きを見ながら、遮蔽体２５２を用いた演
出を見た場合であっても、遮蔽体２５２の見え方に距離的な違和感が生じることを抑制で
きる。
【０５１６】
（２４）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、遮蔽ユニット２５１を構成
する軸体２６１の先端部にストッパ２６３を形成したが、これを省略することも可能であ
る。
【０５１７】
また、ストッパ２６３を上側レール部材２９０の断面に対応させることで、レール方向
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以外の方向への移動を規制する構成としてもよい。なお、このような構成の変更を行った
場合には、軸体２６１の成形が困難になると想定される。ストッパ部を軸体２６１に対し
て別体で形成することによりそのような不都合を好適に回避できる。
【０５１８】
更には、ストッパ２６３に代えて上側レール部材２９０の溝部内をそのレール方向に転
がる回転体（例えばローラ）を設けることも可能である。
【０５１９】
（２５）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、遮蔽体２５２が正回転及び
逆回転の２つの方向に回転することで、各外周面２５２ａ〜２５２ｃの切り替えを行った
が、これに限定されるものではない。例えば、遮蔽体２５２の回転方向を１の方向に限定
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することも可能である。これにより、回転制御の簡略化を図ることができる。
【０５２０】
（２６）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、各遮蔽体２５２の外周面２
５２ａが個々に独立した絵柄を有する構成としたが、複数の遮蔽体２５２の外周面２５２
ａによって１つの連続した絵柄が形成される構成としてもよい。また、外周面２５２ｂ，
２５２ｃについても同様に、複数の外周面２５２ｂによって「ｃｈａｎｃｅ」の文字を構
成してもよいし、複数の外周面２５２ｃによって「ｂｉｇ

ｃｈａｎｃｅ」の文字を構成

してもよい。
【０５２１】
（２７）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、各遮蔽体２５２の端部同士
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（各外周面２５２ａ〜２５２ｃ同士の境界部位）が接触する構成としたが、これを変更し
、各遮蔽体２５２の端部同士が前後に重なる構成とすることも可能である。これにより、
遮蔽体２５２間の隙間を介して図柄表示装置２４７が視認可能となることを回避し遮蔽機
能を好適なものとすることができる。
【０５２２】
（２８）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、表示領域可変機構２５０を
用いた演出により、表示画面２４８において遮蔽される領域が大きくなる構成としたが、
これを変更し、表示領域可変機構２５０を用いた演出により、表示画面２４８において遮
蔽される領域が小さくなる構成とすることも可能である。
【０５２３】
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具体的には、通常状態においては第３外周面２５２ｃがパチンコ機１０の正面側を向く
構成とし、演出によって、第１外周面２５２ａ，２５２ｂと切り替わる構成とすればよい
。
【０５２４】
（２９）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、遮蔽体２５２と軸体２６１
とを別体で設けたが、これらを一体で設けてもよい。
【０５２５】
また、軸体２６１を遮蔽体２５２内に配置したが、これに代えて軸体２６１を遮蔽体２
５２の外部に配置することも可能である。但しかかる変更を行った場合、遮蔽体２５２の
各外周面２５２ａ〜２５２ｃの大型化と、遮蔽体２５２の動作隙の確保とを両立すること
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は困難となり得る。更には、「表示面」の数を増やすことも困難となり得る。故に、望ま
しくは、軸体２６１を遮蔽体２５２内、例えば「表示面」によって挟まれた領域に配置す
るとよい。
【０５２６】
（３０）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、複数の遮蔽体２５２（具体
的には３つ又は６つの遮蔽体２５２）によって連続面を形成する構成としたが、必ずしも
これに限定されるものではない。連続面を形成する以外に、個々の遮蔽体２５２によって
複数の異なる位置にて個別に遮蔽を行う構成としてもよい。かかる場合、各遮蔽体を挟ん
だ両側に表示領域を設定することにより、表示領域を複数に分けて設定することができ、
更なる演出の多様化に貢献することができる。遮蔽体を少なくとも２つ有していれば、２

10

つの遮蔽体を離間して配置することにより、複数の異なる部位での遮蔽を可能とし表示領
域の分化を好適に促進できる。例えば、遮蔽体を４つ有する構成とした場合、それら遮蔽
体をそれぞれ離間して配置し、各遮蔽体の両側に表示領域（５つに分化された表示領域）
を設定するとよい。
【０５２７】
また、連続面を形成する際には、隣接する遮蔽体が少なくとも２つあればよい。更には
、複数の遮蔽体によって形成される連続面が複数設定され、それら各連続面が互いに離間
して配置される構成とすることも可能である。かかる場合、それら各連続面を挟んだ両側
に表示領域を設定することで、更なる演出の多様化に貢献することができる。例えば、６
つの遮蔽体を有する構成とした場合、２つの遮蔽体によって形成される連続面（３つの連
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続面）を互いに離間して配置し、それら連続面の両側に表示領域（計４つ）を設定すると
よい。
【０５２８】
（３１）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、遮蔽ユニット２５１の駆動
モードとして、位置切り替えモードと表示切替モードとを個別に設定する構成としたが、
これら各位置切り替えモードと表示切替モードとを統合する構成としてもよい。例えば、
第１位置切替モードを第１駆動モード，第１位置切替モードと第１表示切替モードとの組
み合わせを第２駆動モード，第１位置切替モードと第２表示切替モードとの組み合わせを
第３駆動モード等とするとよい。これにより、複数の切替動作をまとめることができモー
ド切替に要する動作の簡略化及び時間の短縮を実現することができる。
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【０５２９】
また、表示領域可変機構２５０を用いた演出終了後には必ず標準状態に復帰させる構成
としたが、表示領域可変機構２５０を用いた演出が連続する場合には、駆動状態を維持す
る構成とすることも可能である。これにより、表示領域可変機構の動作が多発し表示領域
が過度に切り替わることにより視認性が悪化することを抑制できる。
【０５３０】
（３２）上記各実施の形態では、音声ランプ制御装置９１から出力されるコマンドに基
づいて表示制御装置９２が制御される構成としたが、これに代えて、主制御装置９０から
出力されるコマンドに基づいて、表示制御装置９２が音声ランプ制御装置９１を制御する
構成としてもよい。また、音声ランプ制御装置９１と表示制御装置９２とが別々に設けら
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れた構成に代えて、両制御装置９１，９２が一の制御装置として設けられた構成としても
よい。また、主制御装置９０から音声ランプ制御装置９１に出力されるコマンドの構成も
任意である。
【０５３１】
また、音声ランプ制御装置９１は、主制御装置９０からのコマンドを入力した場合に、
当該コマンドをそのまま表示制御装置９２に出力するのではなく、音声ランプ制御装置９
１において図柄の変動表示パターンなどを特定するとともに、その特定結果を含めた情報
を表示制御装置９２に出力する構成としてもよい。
【０５３２】
更には、表示領域可変機構２５０と表示制御装置９２とは図示せぬ中継基板を介して電
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気的に接続される構成としたが、この中継基板を省略することも可能である。
【０５３３】
（３３）上記各実施の形態では、リーチ演出に伴って可変表示機構１５０を駆動させる
構成としたが、可変表示機構１５０を用いた演出をリーチ演出以外の場面で用いることも
可能である。例えば、大当たり状態に移行された場合の演出等の他の演出に適用すること
も可能である。
【０５３４】
（３４）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、表示領域Ｅ３において図柄
の変動表示を行う構成とし、表示画面２４８における上記表示領域Ｅ３以外の領域におい
ては、画像の表示を行わない構成としたが、これを変更し、表示領域Ｅ３以外の領域にて

10

背景等の画像の表示を行うことも可能である。但し、かかる場合には、遮蔽体２５２を透
明又は半透明な材料により形成し、それら遮蔽体２５２を介してその背後に表示される画
像が視認可能となるようにこうせいすることが望ましい。
【０５３５】
また、表示領域Ｅ３においては、図柄等の表示を行う構成としたが、図柄以外の背景等
の絵柄を表示することも可能である。更には、図柄の変動表示を行う構成に代えて、図柄
等の静止表示を行う構成とすることも可能である。
【０５３６】
（３５）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、遮蔽体２５２の各外周面２
５２ａ〜２５２ｃの幅寸法（隣接する外周面との境界部位間の長さ寸法）がそれぞれ異な

20

る構成としたが、複数の「表示面」の切り替えを良好に行うことに着眼すれば、これら各
外周面２５２ａ〜２５２ｃの幅寸法を同一とすることも可能である。すなわち、２５２ａ
〜２５２ｃの幅寸法を同一とした場合であっても、演出の切り替え（具体的には遮蔽体の
回転動作）の円滑化を図ることができる。かかる場合、各外周面２５２ａ〜２５２ｃに異
なる装飾を付与することで、演出の多様化が達成される。
【０５３７】
（３６）上記第２の実施の形態及び第３の実施の形態では、各外周面２５２ａ〜２５２
ｃを平面状としたが、これら各外周面に凸状又は凹状のデザイン（例えば文字，数字，絵
柄等）を付与することも可能である。この場合、ベースとなる平面部分又は隣合う外周面
との境界部位が仮想平面Ｐ上に重なる構成とするとよい。

30

【０５３８】
（３７）上記第３の実施の形態では、駆動ユニット５５０をレール部材４６０，４８０
の左右両側に配置する構成とした。すなわち、左側駆動ユニット５５０Ｌ及び右側駆動ユ
ニット５５０Ｒを有する構成としたが、これに限定されるものではない。両駆動ユニット
５５０Ｌ，５５０Ｒのうちいずれか一方を省略することも可能である。このような変更を
行った場合には、遮蔽ユニット４１０ａ〜４１０ｆを駆動する構成を一の駆動ユニットに
まとめるとよい。
【０５３９】
（３８）上記第３の実施の形態においては、駆動ユニット５５０をレール部材４６０，
４８０の左右両側に配置する構成としが、各駆動ユニット５５０の配置は任意である。但

40

し、駆動ユニット５５０はパチンコ機１０の正面視において、表示領域Ｅ３との重なりを
回避する位置に配置することが好ましい。例えば、駆動ユニット５５０をレール部材４６
０の下方及びレール部材４８０の上方にそれぞれ配置し、それら各駆動ユニット５５０が
各シート材１２８，１２９によって覆われる構成とするとよい。
【０５４０】
（３９）上記第３の実施の形態においては、スライド用ステッピングモータ５６０の歯
車５６２よりも外側に下側ベルト部材５１１を配し、同歯車５６２よりも内側に上側ベル
ト部材５２１を配する構成としたが、この配置が逆となるようにベルト部材５１１，５２
１を入れ替えてもよい。すなわち、歯車５６２よりも内側に下側ベルト部材５１１を配し
、同歯車５６２よりも外側に上側ベルト部材５２１を配する構成としてもよい。
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【０５４１】
（４０）上記第３の実施の形態においては、動力伝達部材としてベルト部材５１１，５
２１を用いる構成とした。詳しくは、ベルト部材５１１，５２１を湾曲させることにより
、同ベルト部材５１１，５２１とスライド用ステッピングモータ５６０とを直接繋ぐ構成
とした。これを変更し、他のギア部材等を介してベルト部材５１１，５２１とスライド用
ステッピングモータ５６０とを繋ぐ構成としてもよい。このようにギア部材等を中継させ
ることにより、ベルト部材を湾曲させる必要が無くなる。これにより、ベルト部材の強度
向上を図り、ベルト部材の撓み等の変形を抑えやすい構成を実現できる。
【０５４２】
（４１）上記第３の実施の形態においては、スライド用ステッピングモータ５６０を両
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レール部材４６０，４８０の中間位置に配置して、下側ベルト部材５１１の全長と上側ベ
ルト部材５２１の全長との寸法差を生じにくくしたが、これに限定されるものではない、
ステッピングモータ５６０の位置は任意である。例えば、ステッピングモータ５６０を両
レール部材４６０，４８０の一方側に偏倚して配置することも可能である。但し、ベルト
部材の全長が長くなると、支持部材の移動に関する応答性が低下しやすくなる。これは、
両支持部材４２０，４４０を同期して移動させることを困難なものとする要因になり得る
ため好ましくない。故に、望ましくは、ステッピングモータは両レール部材の中間位置に
偏倚して配置するとよい。
【０５４３】
（４２）上記第３の実施の形態においては、スライド用ステッピングモータ５６０を、

20

軸部５６１の中心軸線が前後方向に延びるように配置したが、これに限定されるものでは
ない。例えばスライド用ステッピングモータを、軸部の中心軸線が上下方向に延びるよう
に配置してもよいし、軸部の中心軸線が左右方向に延びるように配置してもよい。但し、
このような変更を行った場合には、併せてベルト部材の配置を変更する必要が生じる。こ
れは駆動ユニット５５０の厚みを増加する要因となり得るため好ましくない。
【０５４４】
（４３）上記第３の実施の形態においては、ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃをベルト部
材５１１の厚み方向に並設する構成としたが、各ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃの配置は
任意である。例えば、ベルト部材５１１ａ〜５１１ｂをベルト部材５１１の幅方向に並設
することも可能である。

30

【０５４５】
また、ベルト部材５１１を歯部５１３が上方を向くように配置したが、これを以下のよ
うに変更することも可能である。すなわち、ベルト部材５１１を歯部５１３が下方を向く
ように配置することも可能であるし、ベルト部材５１１を歯部５１３が前方又は後方を向
くように配置することも可能である。
【０５４６】
なお、以上詳述した変更をベルト部材５１１ｄ〜５１１ｆ，５２１ａ〜５２１ｃ，５２
１ｄ〜５２１ｆの各組みに適用してもよい。
【０５４７】
（４４）上記第３の実施の形態においては、ベルト収容溝４７２ａ〜４７２ｃを下側レ

40

ール部材４６０の前側板部４６１に形成し、ベルト収容溝４７２ｄ〜４７２ｆを下側レー
ル部材４６０の後側板部４６２に形成した。すなわち、下側支持部材４２０を挟んでベル
ト部材５１１ａ〜５１１ｃ及びベルト部材５１１ｄ〜５１１ｆを配置した。これを変更し
、ベルト部材５１１ａ〜５１１ｆを下側支持部材４２０の一側に、すなわち下側レール部
材４６０の板部４６１〜４６３の何れかにまとめて配置することも可能である。
【０５４８】
（４５）上記第３の実施の形態においては、ベルト部材５１１，５２１をスライド用ス
テッピングモータ５６０の歯車５６２を挟んだ両側に配置したが、これに限定されるもの
ではない。ベルト部材５１１，５２１を同一側に配置することも可能である。すなわち、
下側ベルト部材５１１の歯部５１３と、上側ベルト部材５２１の歯部５２３とは必ずしも
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対峙している必要はなく、下側ベルト部材５１１の歯部５１３と、上側ベルト部材５２１
の歯部５２３とが同一側を向くように各ベルト部材５１１，５２１を配置することも可能
である。但し、このような変更を行った場合には、両ベルト部材５１１，５２１による各
支持部材４２０，４４０の動作方向を統一するため、駆動力の伝達方向を反転させる構成
を併用することが好ましい。例えば、ベルト部材５１１，５２１をそれぞれ環状とすると
よい。
【０５４９】
（４６）上記第３の実施の形態においては、下側支持部材４２０及び上側支持部材４４
０を一つのスライド用ステッピングモータ５６０によって駆動する構成としたが、これを
変更し、下側支持部材４２０を駆動するステッピングモータと、上側支持部材４４０を駆

10

動するステッピングモータとを個別に設けてもよい。但し、このような変更を行う場合に
は、各支持部材４２０，４４０の位置を検知する検知手段を個別に設け、それら検知手段
からの位置情報に基づいてそれら各支持部材４２０，４４０の移動が同期するようにフィ
ードバック制御を行うことが好ましい。
【０５５０】
（４７）上記第３の実施の形態においては、「駆動力伝達部」として、ベルト部材５１
１，５２１を有する構成としたが、ベルト部材５１１，５２１に代えてチェーン部材やケ
ーブル部材を有する構成としてもよい。なお、ケーブル部材を有する構成とした場合には
、ケーブルに段差等の引っ掛かりを設け、ステッピングモータ（詳しくは歯車）との噛み
合いを可能とするとともに、噛み合いのずれを生じにくくするとよい。

20

【０５５１】
なお、例えば遮蔽ユニットの移動方向を上下方向とした場合には、駆動力伝達部を紐等
によって構成し、それら紐を巻き上げることにより、遮蔽ユニットを上昇させ、自重落下
させることによって同遮蔽ユニットを下降させることも可能である。但し、このような構
成を採用した場合には、遮蔽ユニットの自重に依存して移動するため、機敏な動きを実現
することは困難になると考えられる。更には、遮蔽ユニットの移動方向が、自重による移
動が困難な方向（例えば左右方向）に設定された場合、１のスライド用ステッピングモー
タによって遮蔽ユニットの往復移動をさせることが困難となる。例えば、往用のスライド
用ステッピングモータと復用のスライド用ステッピングモータを設けることにより、これ
に対処することが可能ではあるが、構成が煩雑化すると考えられ、好ましくない。以上の

30

理由から、スライド用ステッピングモータによる押し引きに対応できるもの（例えば上述
したベルト等）を「駆動力伝達部」として用いることが好ましい。
【０５５２】
（４８）上記第３の実施の形態では、「規定手段」としてケーシング５７１〜５７４を
有する構成としたが、これら各ケーシング５７１〜５７４を省略することも可能である。
これらケーシング５７１〜５７４を省略する場合には、ハウジング５８０のケーシング収
容部の溝幅や溝深さをベルト部材５１１，５２１に合わせて変更しケーシング収容部の内
周面でベルト部材５１１，５２１を挟むことによって、それらベルト部材５１１，５２１
の撓みや捻れを抑制するとよい。
【０５５３】

40

（４９）上記第３の実施の形態では、左側駆動ユニット５５０Ｌと右側駆動ユニット５
５０Ｒとを対称となるように構成した。これにより、各駆動ユニット５５０Ｌ，５５０Ｒ
のスライド用ステッピングモータ５５５ａ〜５５５ｆの取付方向を揃えたり、ケーシング
５７１〜５７４の取付方向を揃えたりすることが可能となり、メンテナンス等の容易化を
図ったが、これを以下のように変更することも可能である。つまり、左側駆動ユニット５
５０Ｌ及び右側駆動ユニット５５０Ｒを完全に同一のものを用いてもよい。言い換えれば
、左側駆動ユニット５５０Ｌを反転して用いてもよい。この場合、部品点数の削減を図る
ことができるだけでなく、駆動ユニット５５０の更なる薄型化に貢献することが可能とな
る。具体的には、ハウジング５８０においては、スライド用ステッピングモータを装着す
ることにより、同スライド用ステッピングモータのハウジングからの突出量に依存して、
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ハウジングの厚み寸法が決定されやすいと想定される。左側駆動ユニットをレール部材の
前板部側に偏倚して配置し、ステッピングモータをハウジングの後側に配置することによ
り、ステッピングモータの突出量に依存して駆動ユニット５５０の厚み寸法が大きくなる
ことを抑制できる。つまり、ステッピングモータを前側に配置する場合と比較して、レー
ルの幅寸法と同程度のステッピングモータの突出量にいては駆動ユニットの実質的な厚み
寸法としてカウントされることがなく、駆動ユニットの厚み寸法への影響を抑えることが
可能となる。同様に、右側駆動ユニットをレール部材の後板部側に偏倚して配置し、ステ
ッピングモータをハウジングの前側に配置することにより、ステッピングモータの突出量
に依存して駆動ユニットの厚み寸法が大きくなることを抑制できる。これにより、駆動ユ
ニットの薄型化を促進でき、実用上好ましい構成を実現できる。

10

【０５５４】
（５０）上記第３の実施の形態に示すように、遮蔽体４１１の両側の端部に支持部材４
２０，４４０を有する構成においては、回動用ステッピングモータ５５５を上側支持部材
４４０に設けることも可能である。
【０５５５】
（５１）上記第３の実施の形態では、下側ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃの長さ、詳し
くは各ステッピングモータ５６０ａ〜５６０ｃと各遮蔽ユニット４１０ａ〜４１０ｃとの
を伝達経路の長さ（距離）を積極的に相違させることにより、それらベルト部材５１１ａ
〜５１１ｃの誤組み付けを抑制したが、これを変更し、各ベルト部材５１１ａ〜５１１ｃ
の長さが同等となるように構成してもよい。これにより、各遮蔽ユニット４１０ａ〜４１

20

０ｃにおける駆動力の伝達に伴うタイムラグを同等とすることができ、各遮蔽ユニット４
１０ａ〜４１０ｃの動作を揃えることが可能となる。
【０５５６】
例えば、ステッピングモータ５６０ａ〜５６０ｃの配列を逆とし、第１ステッピングモ
ータ５６０ａと第３ステッピングモータ５６０ｃとの位置を入れ替えるとよい。
【０５５７】
なお、同様の変更を下側ベルト部材５１１ｄ〜５１１ｆ，上側ベルト部材５２１ａ〜５
２１ｆ及びステッピングモータ５６０ｄ〜５６０ｆに対して適用することも可能である。
【０５５８】
（５２）上記第３の実施の形態では、各レール部材４６０，４８０の第１規制部４６５
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，４８５によって、全ての遮蔽ユニット４１０の移動を規制する構成とした。これを変更
し、各遮蔽ユニット４１０の移動を個別に規制する第１規制部を、それら各遮蔽ユニット
４１０に個々に対応して設けてもよい。
【０５５９】
（５３）上記第３の実施の形態においては、各ベルト部材５１１ａ〜５１１ｆに対して
、個々に対応するベルト収容溝４７２ａ〜４７２ｆを形成した。これを変更し、複数のベ
ルト部材が同一のベルト収容溝に収容される構成としてもよい。例えば、ベルト部材５１
１ａとベルト部材５１１ｆとがベルト収容溝４７２ａ内に収容される構成とすることも可
能である。しかしながら、このように、複数のベルト部材が一のベルト収容溝内で並存す
る構成とした場合、既に説明した支持長さを確保することが難しくなりえる。故に、好ま
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しくは、各ベルト部材に対応するベルト収容溝を個別に設ける構成とするとよい。
【０５６０】
（５４）上記第２及び第３の実施の形態では、遮蔽体２５２が回動する際に、その軸位
置を前後方向、すなわち遊技領域形成板２３３及び図柄表示装置２４７の並設方向に移動
させることにより、それら遮蔽体２５２の遊技領域形成板２３３及び図柄表示装置２４７
に対する動作隙を確保する構成とした。これを変更し、遮蔽体２５２が回動する際に、隣
り合う他の遮蔽体２５２との軸間距離を変更するように回動中心軸線の位置を左右方向に
、すなわち遮蔽体２５２の並設方向に移動させ、それら各遮蔽体２５２の動作隙を確保す
る構成としてもよい。これにより、遮蔽体２５２同士を近づけつつ動作隙を確保すること
ができ、限られたスペースに複数の遮蔽体２５２を配する構成を好適に実現できる。なお
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、遮蔽体２５２の左右両側に固定された遮蔽役物等を配し、それら遮蔽役物の間を遮蔽体
２５２が移動する構成に対して、上記思想を適用することも可能である。つまり、遮蔽体
２５２が一方の遮蔽役物に近づく側に回動する際に、同遮蔽体２５２の回動中心軸線を他
方の遮蔽役物側に移動させるとよい。これにより、遮蔽体２５２の動作スペースの広がり
を抑え、限られたスペース内で遮蔽役物との共存を好適に実現できる。
【０５６１】
（５５）上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特
定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域
に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ
機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。

10

【０５６２】
また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを
備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップス
イッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認
できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組み合わせが成立していた場合にはメダル
の払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。
【０５６３】
また、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に
貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作
されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された

20

遊技機にも本発明を適用できる。
【０５６４】
＜上記実施の形態から抽出される発明群について＞
以下、上述した実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等
を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記実施の形態において
対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定され
るものではない。
【０５６５】
特徴Ａ１．回動可能に設けられた表示部材（表示部材１５１や遮蔽体２５２）と、
前記表示部材を回動させるとともに、当該表示部材の回動位置（例えば回動中心軸線Ｘ

30

１，Ｘ２）を移動させる駆動手段（モータ１５９，１６３等）と
を備え、
前記回動位置の移動範囲には、第１位置及び第２位置が設けられており、
前記表示部材において特定の回動動作が行われる過程で前記回動位置が前記第１位置か
ら前記第２位置に変更されることによって、当該特定の回動動作において前記表示部材の
外周面における特定部位（例えば最外部位ＯＭや第１境界Ｂ１）が通過する軌道（例えば
通過軌道ＰＳ１，ＰＳ２）の少なくとも一部が、前記回動位置が前記第１位置に固定され
た状態で前記表示部材の回動動作が行われた場合における前記特定部位の軌道（例えば仮
想円ＣＬ１，ＣＬ２）の内側を通るように構成されていることを特徴とする遊技機。
【０５６６】

40

特徴Ａ１によれば、表示部材の回動位置は、第１位置から第２位置へ移動可能な構成と
なっている。駆動手段により特定の回動動作が行われる過程において当該表示部材の回動
位置を第１位置から第２位置へ移動させることにより、表示部材の特定部位が通過する軌
道（通過軌道）を変化させることができる。つまり、表示部材の特定部位が通過する軌道
の広がりを部分的に抑えることが可能となっている。通過軌道の広がりを部分的に抑制可
能であるため、仮に通過軌道の一部を減縮する必要がある場合であっても、その影響が演
出範囲全体に及び同演出範囲全体を減縮する必要が生じることを回避しやすくできる。故
に、表示部材の動作領域を狭めつつ、演出範囲の拡大を図ることが可能となる。
【０５６７】
例えば表示部材を大型化すれば、同表示部材を用いた演出の迫力向上に貢献することが
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できる。しかしながら、遊技機においては遊技者から視認可能となる部分が限定されてい
るため、周辺部品等との共存を考慮しつつ表示部材の動作領域を確保することは難しいと
想定される。特に、表示部材を回動可能とした構成においては、回動位置を中心として、
例えばその放射方向全域に同等の動作領域を確保する必要が生じ得る。本特徴においては
特に、表示部材の回動位置を表示部材の回転動作に応じて移動させることにより、部分的
に動作領域を狭めることができる。これにより、表示部材を大型化することにより演出範
囲を広げつつ、周辺部品等との干渉を回避しやすくできる。故に、限られたスペースにお
いて表示部材による演出を実行可能な範囲を好適に広げることができる。
【０５６８】
なお、「回動位置を移動させる」は、例えば回動中心軸線と表示部材との相対位置が一

10

定に保たれる構成においてはそれら回動中心軸線及び表示部材を移動させたり、回動中心
軸線と表示部材との相対位置を変更可能な構成においてはそれら回動中心軸線及び表示部
材の少なくとも一方を移動させたりすることを含む。
【０５６９】
特徴Ａ２．前記駆動手段を制御することにより前記表示部材を回動させる回動制御と前
記駆動手段を制御することにより前記回動位置を移動させる位置移動制御とを実行するこ
とにより、前記表示部材の表示態様を変化させる駆動制御手段（表示制御装置９２，３２
０）を備え、
前記駆動制御手段は、前記特定の回動動作を行わせる場合に、前記表示部材の前記回動
位置が前記第１位置から前記第２位置に移動するように前記位置移動制御を実行するとと

20

もに、前記回動位置が移動する側とは反対側に前記表示部材の前記特定部位が変位するよ
うに前記回動制御を実行する駆動制御モードを有していることを特徴とするＡ１に記載の
遊技機。
【０５７０】
特徴Ａ２によれば、駆動制御手段（詳しくは駆動制御モード）によって表示部材の回動
と回動位置の移動とを制御することにより、表示部材の表示態様を変化させることができ
る。
【０５７１】
例えば、表示部材及びその回動位置に関する各動作を連動させる機構等を用いて、上述
した表示部材の動作態様（特定の回動動作等）を実現することも可能であると考えられる

30

。しかしながら、かかる対応を行った場合には、構造の複雑化が顕著なものとなり得る。
これは、特徴Ａ１にて説明したように限られたスペースに表示部材等を配置することを想
定すれば、好ましいものではない。更には、機構的側面からの対応では上記各動作が制約
を受けやすくなり、動作態様の多様化が困難なものとなり得る。この点、本特徴において
は、それら不都合の発生を抑制し、実用上好ましい構成を実現できる。
【０５７２】
特徴Ａ３．前記駆動手段は、
前記表示部材を回動させる回動用駆動部（回動用モータ１５９や第２ステッピングモー
タ２６７）と、
前記表示部材の回動位置を前記第１位置から前記第２位置に移動させる位置移動用駆動

40

部（スライド用モータ１６３や第１ステッピングモータ２６５）と
を有してなり、
前記回動用駆動部を駆動制御する回動制御と、前記位置移動用駆動部を駆動制御する位
置移動制御とを実行することにより、前記表示部材の表示態様を切り替える駆動制御手段
（例えば表示制御装置９２，３２０）を備え、
前記駆動制御手段は、前記特定の回動動作を行わせる場合に、前記表示部材の前記回動
位置が前記第１位置から前記第２位置に移動するように前記位置移動制御を実行するとと
もに、前記回動位置が移動する側とは反対側に前記表示部材の前記特定部位が変位するよ
うに前記回動制御を実行する駆動制御モードを有していることを特徴とするＡ１に記載の
遊技機。

50

(88)

JP 2010‑88492 A 2010.4.22

【０５７３】
特徴Ａ３によれば、回動用駆動部と位置移動用駆動部の動作を駆動制御手段によって制
御する構成とした。これにより、特徴Ａ１に示した構成を実現することができる。
【０５７４】
仮に、表示部材の回転移動及び回動位置の移動を実現するための駆動力を１の駆動部か
ら供給される駆動力によって賄う構成とした場合、その駆動力を表示部材の回動用及び回
動位置の移動用に分化する機構等を採用することにより特徴Ａ１に示した構成を実現する
ことが可能である。しかしながら、このような対応を講じた場合には、表示部材の回転移
動と回動位置の移動とに相関が生じやすくなるばかりでなく、駆動力の伝達経路が複雑化
したり、表示部材の動作パターンに対する制約が強まったりしやすくなると想定される。

10

この点、本特徴に示すように、それぞれの動作に対応する駆動部を別途設けることにより
、動作パターンの陳腐化を抑制でき、表示部材を用いた演出を好適なものとすることがで
きる。
【０５７５】
特徴Ａ４．前記駆動制御モードは、前記回動制御と前記位置移動制御とが並行して行わ
れるように設定されていることを特徴とするＡ２又はＡ３に記載の遊技機。
【０５７６】
特徴Ａ４によれば、回動制御及び位置移動制御を並行して行う構成としたことにより、
それら各制御を段階的に行う構成と比較して表示部材を用いた演出の迅速化及び円滑化に
貢献できる。なお、段階的に制御を行う場合と比較して、表示部材を用いた演出の流麗さ

20

を向上することができ、実用上好ましい構成を実現できる。
【０５７７】
因みに、本特徴を「前記駆動制御モードは、前記回動制御を実行している最中に、前記
位置移動制御を実行するように設定されていることを特徴とするＡ２又はＡ３に記載の遊
技機」と置き換えてもよい。
【０５７８】
特徴Ａ５．前記表示部材は、遊技機構成体（例えばステージユニット１３２や遊技領域
形成板２３３）と対向する位置に配置されており、
前記特定の回動動作が行われる場合に前記特定部位が通過する軌道において少なくとも
前記遊技機構成体側となる部分は、前記回動位置が前記第１位置に固定された状態で前記

30

表示部材の回動動作が行われた場合における前記特定部位の軌道の内側に位置しているこ
とを特徴とするＡ１乃至Ａ４のいずれか１つに記載の遊技機。
【０５７９】
特徴Ａ１等に本特徴に示す構成を適用することにより、実用上好ましい構成を実現でき
る。すなわち、本特徴によれば、特定の回動動作が行われる場合に特定部位が通過する軌
道（便宜上、第１通過軌道と称する）において少なくとも遊技機構成体側となる部分は、
回動位置が第１位置に固定された状態で表示部材の回動動作が行われた場合における特定
部位の軌道（便宜上、第２通過軌道と称する）の内側に位置している。遊技機構成体側に
て第１通過軌道が第２通過軌道よりも外側に張り出すことを回避することで、表示部材の
特定部位が遊技機構成体側を通過する場合にそれら特定部位及び遊技機構成体が干渉する

40

ことを回避しやすくできる。このように演出範囲を部分的に狭めることにより、表示部材
の演出範囲全体が遊技機構成体との干渉を回避すべく減縮されることを抑制できる。
【０５８０】
なお、本特徴を「前記特定の回動動作が行われる場合に前記特定部位が通過する軌道は
、少なくとも予め定められた方向においては、前記回動位置が前記第１位置に固定された
状態で前記表示部材の回動動作が行われた場合における前記特定部位の軌道からの突出が
回避されるように当該軌道の内側に位置されていることを特徴とするＡ１乃至Ａ４のいず
れか１つに記載の遊技機」と置き換えてもよい。
【０５８１】
特徴Ａ６．前記特定の回動動作が行われる場合、前記回動位置が前記第１位置と前記第
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２位置との間で往復動されることにより、当該特定の回動動作において前記特定部位が通
過する特定軌道はその少なくとも一部が、前記回動位置が前記第１位置に固定された状態
で前記表示部材の回動動作が行われた場合における前記特定部位の仮想軌道の内側を通る
とともに、前記特定軌道の全体が前記仮想軌道の外側とならないように構成されているこ
とを特徴とするＡ１乃至Ａ４のいずれか１つに記載の遊技機。
【０５８２】
特徴Ａ６によれば、特定軌道の仮想軌道からの張り出しが回避されている。このように
特定軌道全体を仮想軌道内に収めることにより、特徴Ａ１に示した効果を一層顕著なもの
とすることができる。
【０５８３】

10

特徴Ａ７．遊技機構成体（例えばステージユニット１３２や遊技領域形成板２３３）と
対向する位置において回動可能となるように設けられた表示部材（表示部材１５１や遮蔽
体２５２）と、
前記表示部材を回動させるとともに、同表示部材の回動位置を移動させる駆動手段（モ
ータ１５９，１６３等）と
を備え、
前記表示部材の回動に基づいて前記表示部材の外周部における特定部位が前記遊技機構
成体に対して近づく側に変位する過程で、前記表示部材の前記回動位置を前記遊技機構成
体側とは反対側に移動させることにより前記特定部位が通過する通過軌道と前記遊技機構
成体との重なりを回避することを特徴とする遊技機。

20

【０５８４】
特徴Ａ７によれば、表示部材が回動し同表示部材の特定部位が遊技機構成体に対して近
づく側に変位する過程で、表示部材の回動位置が遊技機構成体から離れる側に移動する。
これにより、特定部位の通過軌道と遊技機構成体と重なりが回避される。このように表示
部材の回動に応じて同表示部材の回動位置を変更可能とすることにより、遊技機構成体と
表示部材との距離（間隔）を小さくすることができる。
【０５８５】
一般的に遊技機においては、遊技者から視認可能となる領域は限られており、この限ら
れた範囲内で各種構成を配置する必要があるため、各種構成間の距離、特に動作スペース
等を大きくすることは好ましくない。この点、本特徴に示すように表示部材の回転移動に

30

対応して同表示部材の回動位置と遊技機構成体との間隔を変更する構成とすれば、表示部
材を遊技機構成体に対して近づけて配置することが可能となる。これにより、表示部材及
び遊技機構成体を限られたスペース内で好適に共存させることが可能となり、実用上好ま
しい構成を実現できる。
【０５８６】
なお、例えば「遊技機構成体」を、透明性を有し遊技機構成体を通じ遊技機前方から表
示部材が視認可能となるように形成されたパネル部材によって構成するとよい。上述の如
く遊技機構成体に対して表示部材を近づけて配置することが可能であれば、同表示部材の
視認性を向上させることが可能となり、表示部材を用いた演出を好適なものとすることが
できる。

40

【０５８７】
特徴Ａ８．前記駆動手段を制御することにより前記表示部材を回動させる回動制御と前
記駆動手段を制御することにより前記回動位置を移動させる位置移動制御とを実行するこ
とにより、前記表示部材の表示態様を変化させる駆動制御手段（表示制御装置９２，３２
０）を備え、
前記駆動制御手段は、前記表示部材の前記回動位置が前記遊技機構成体から離れる側に
変位するように前記回動制御を実行するとともに、前記表示部材の前記特定部位が変位す
る側とは反対側に前記表示部材の前記回動位置が移動するように前記位置移動制御を実行
する駆動制御モードを有していることを特徴とするＡ７に記載の遊技機。
【０５８８】
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特徴Ａ８によれば、特徴Ａ２に示した効果と同様の効果を奏する。すなわち、表示部材
に付随する構成の複雑化を抑制し、それら各種構成の省スペース化を図ることができる。
これにより、限られたスペースにおける周辺部品等との共存を好適なものとすることがで
きる。また、表示部材に関する各動作同士の制約を低減し、動作態様の多様化に貢献する
ことができる。
【０５８９】
なお、本特徴に「前記遊技機構成体（ステージユニット１３２）は、遊技球の流下経路
を規定する流下経路規定部（奥側ステージ面１３８）を有し、前記駆動手段は、前記流下
経路規定部に沿って流下する遊技球の流下経路と前記表示部材の前記特定部位との干渉を
回避するように前記表示部材を移動させる」構成を適用することにより、以下の優れた効

10

果を奏する。表示部材を用いた演出を行う場合には、同表示部材を遊技者に対してなるべ
く近づけて配置することが好ましい。これにより、表示部材の見やすさの向上と、同表示
部材を用いた演出の迫力向上に貢献できる。しかしながら、一般的に、遊技機の前面部分
には遊技球が流下する遊技領域が設けられており、表示部材をなるべく前側に配置するに
はその遊技領域を流下する遊技球との干渉を回避する必要がある。この点、遊技機構成体
が遊技球の流下経路を規定する流下経路規定部を有することにより、その流下経路規定部
に沿って流下する遊技球の流下経路のばらつきを抑えることが可能である。このようにば
らつきが抑えられた流下経路との干渉を回避するようにして表示部材における特定部位の
通過軌道を設定することにより、遊技球の流下を担保しつつ、表示部材を遊技者に対して
近づけて配置することができ、実用上好ましい構成を実現できる。

20

【０５９０】
また、本特徴に「前記遊技機構成体は、絵柄を表示する表示画面の外側に配置されてい
るとともに、前記表示部材を収容する収容部（収容部１６８）を構成し、前記表示部材は
、前記表示画面に対して遊技機前方から重なる演出位置と、前記収容部に収容され、遊技
機前方から視認不可となる待機位置との両位置に移動可能に設けられている」構成を適用
することにより、以下の優れた効果を奏する。表示画面の前方スペースにて表示部材によ
る演出を行うことにより、表示画面に表示される絵柄との相関をもたせた一体的な演出を
行いやすくことができる。これにより、演出の多様化を図りつつ遊技機における演出の統
一感の向上に貢献できる。また、表示部材による演出を行わない場合には、当該表示部材
を収容部の待機位置に移動させることにより、表示画面に表示される絵柄を視認しやすく

30

でき、同表示画面を用いた演出を好適に実行できる。このように、収容部を有する構成と
した場合には、表示部材の回動に基づいて当該表示部材の一部が収容部内を通過して視認
しにくくなると想定される。このような不都合は、表示部材の大型化によって演出範囲を
広げようとした場合には一層顕著なものとになり得る。この点、上述した構成を適用する
ことにより、表示部材の回動に基づいて当該表示部材の少なくとも一部が収容部に隠れて
見えにくくなるといった不都合を回避しやすくできる。具体的には、表示部材の回動に基
づいて特定部位が収容部に近づく側に変位する場合には、回動位置が収容部から離れる側
に移動することにより、収容部側での通過軌道の膨らみを抑えることが可能となる。これ
により、表示部材が収容部に隠れてみえにくくなることを抑制できる。つまり、通過軌道
の広がりを部分的に抑えることにより、収容部と通過軌道との重なりの回避を考慮して表

40

示部材の演出範囲全体を小さくする必要がなくなる。故に、表示部材を用いた演出範囲の
広域化を図りつつ、それに伴って発生し得る収容部との重なりを回避しやすくできる。
【０５９１】
特徴Ａ９．前記駆動手段は、
前記表示部材を回動させる回動用駆動部（回動用モータ１５９や第２ステッピングモー
タ２６７）と、
前記表示部材の前記回動位置を前記遊技機構成体に対して近づく側及び離れる側に移動
させる位置移動用駆動部（スライド用モータ１６３や第１ステッピングモータ２６５）と
を有してなり、
前記回動用駆動部を駆動制御する回動制御と前記位置移動用駆動部を駆動制御する位置
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移動制御とを実行することにより、前記表示部材の表示態様を変化させる駆動制御手段（
表示制御装置９２）を備え、
前記駆動制御手段は、
前記表示部材の前記特定部位が前記遊技機構成体に対して近づく側に変位すように前記
回動制御を実行する場合に前記表示部材の前記回動位置が前記遊技機構成体に対して離れ
る側に移動するように前記位置移動制御を実行する第１駆動制御モードと、
前記表示部材の前記特定部位が前記遊技機構成体に対して離れる側に変位すように前記
回動制御を実行する場合に前記表示部材の前記回動位置が前記遊技機構成体に対して近づ
く側に移動するように前記位置移動制御を実行する第２駆動制御モードと
を有していることを特徴とするＡ７に記載の遊技機。

10

【０５９２】
特徴Ａ９によれば、回動用駆動部及び位置移動用駆動部の動作を駆動制御手段によって
制御する構成とした。これにより、特徴Ａ７に示した構成を実現することができる。
【０５９３】
仮に、表示部材の回転移動及び回動位置の移動を実現するための駆動力を１の駆動部か
ら供給される駆動力によって賄う構成とした場合、駆動力を表示部材の回転移動用及び回
動位置の移動用に分化する機構等を採用することにより、特徴Ａ７に示した構成を実現す
ることが可能である。しかしながら、このような対応を講じた場合には、表示部材の回転
移動と回動位置の移動とに相関が生じやすくなるばかりでなく、動力の伝達経路が煩雑化
したり、表示部材の動作パターンに対する制約が強まったりすると想定される。この点、
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本特徴に示すように、それぞれの動作に対応する駆動部を別途設けることにより、動作パ
ターンの陳腐化を抑制でき、表示部材を用いた演出を好適なものとすることができる。
【０５９４】
また、第１駆動制御モード及び第２駆動制御モードを有する構成とすることにより、表
示部材の動作スペースの広がりを好適に抑えつつ、遊技機構成体と表示部材とを近づけて
配置することが可能となる。例えば、遊技機構成体によって挟まれた空間に表示部材を配
置する構成を採用した場合、表示部材の動作スペースの広がりを抑えることによりそれら
遊技機構成体同士の間隔を狭めやすくできる。これにより、実用上好ましい構成を実現で
きる。
【０５９５】

30

特徴Ａ１０．前記遊技機構成体は、所定の間隔を隔てて設けられた第１遊技機構成体（
例えばステージユニット１３２や遊技領域形成板２３３）及び第２遊技機構成体（例えば
収容部１６８や図柄表示装置２４７）によって構成されており、
前記表示部材は、それら第１遊技機構成体及び第２遊技機構成体の間に挟まれた空間に
配置されており、
前記第１駆動制御モードは、前記表示部材の前記特定部位が前記第１遊技機構成体に対
して近づく側に移動するように前記回動制御を実行する場合に前記表示部材の前記回動位
置が前記第２遊技機構成体に対して近づく側に移動するように前記位置移動制御を実行す
る駆動制御モードであり、
前記第２駆動制御モードは、前記表示部材の前記特定部位が前記第２遊技機構成体に対

40

して近づく側に移動するように前記回動制御を実行する場合に前記表示部材の前記回動位
置が前記第１遊技機構成体に対して近づく側に移動するように前記位置移動制御を実行す
る駆動制御モードであることを特徴とするＡ９に記載の遊技機。
【０５９６】
特徴Ａ１０によれば、表示部材は、２つの遊技機構成体によって挟まれた空間に配置さ
れている。このように区画された空間に表示部材が配置されている構成においては、特徴
Ａ９等に示した効果を一層顕著なものとすることができる。
【０５９７】
具体的には、表示部材の特定部位が第１遊技機構成体側に変位する場合には回動位置が
第２遊技機構成体側に移動し、表示部材の特定部位が第２遊技機構成体側に変位する場合
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には回動位置が第１遊技機構成体側に移動する。このように特定部位の変位に応じて回動
位置を移動させることにより、第１遊技機構成体及び第２遊技機構成体によって挟まれた
空間を表示部材の動作領域として好適に利用し、両遊技機構成体との干渉を回避しやすく
しつつ、表示部材の大型化すなわち演出範囲の拡大に貢献することができる。故に、遊技
機構成体及び表示部材を一層好適に共存させることが可能となる。
【０５９８】
特徴Ａ１１．前記第１遊技機構成体（ステージユニット１３２）は、遊技球の流下経路
を規定する流下経路規定部（奥側ステージ面１３８）を有し、
前記駆動手段は、前記流下経路規定部に沿って流下する遊技球の流下経路と前記表示部
材の前記特定部位との干渉を回避するように前記表示部材を移動させることを特徴とする

10

Ａ１０に記載の遊技機。
【０５９９】
表示部材を用いた演出を行う場合には、同表示部材を遊技者に対してなるべく近づけて
配置することが好ましい。これにより、表示部材の見やすさの向上と、同表示部材を用い
た演出の迫力向上に貢献できる。しかしながら、一般的に、遊技機の前面部分には遊技球
が流下する遊技領域が設けられており、表示部材をなるべく前側に配置するにはその遊技
領域を流下する遊技球との干渉を回避する必要がある。この点、本特徴によれば、第１遊
技機構成体が遊技球の流下経路を規定する流下経路規定部を有することにより、その流下
経路規定部に沿って流下する遊技球の流下経路のばらつきを抑えている。このようにばら
つきが抑えられた流下経路との干渉を回避するようにして表示部材における特定部位の通

20

過軌道を設定することにより、遊技球の流下を担保しつつ、表示部材を遊技者に対して近
づけて配置することができ、実用上好ましい構成を実現できる。
【０６００】
特徴Ａ１２．前記第２遊技機構成体は、絵柄を表示する表示画面の外側に配置されてい
るとともに、前記表示部材を収容する収容部（収容部１６８）を構成し、
前記表示部材は、前記表示画面に対して遊技機前方から重なる演出位置と、前記収容部
に収容され、遊技機前方から視認不可となる待機位置との両位置に移動可能に設けられて
いることを特徴とするＡ９又はＡ１０に記載の遊技機。
【０６０１】
特徴Ａ１２によれば、表示画面の前方スペースにて表示部材による演出を行うことによ

30

り、表示画面に表示される絵柄との相関をもたせた一体的な演出を行いやすくことができ
る。これにより、演出の多様化を図りつつ遊技機における演出の統一感の向上に貢献でき
る。また、表示部材による演出を行わない場合には、当該表示部材を収容部の待機位置に
移動させることにより、表示画面に表示される絵柄を視認しやすくでき、同表示画面を用
いた演出を好適に実行できる。
【０６０２】
このように、収容部を有する構成とした場合には、表示部材の回動に基づいて当該表示
部材の一部が収容部内を通過して視認しにくくなると想定される。このような不都合は、
表示部材の大型化によって演出範囲を広げようとした場合には一層顕著なものとになり得
る。この点、特徴Ａ１０等に示す構成を適用することにより、表示部材の回動に基づいて
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当該表示部材の少なくとも一部が収容部に隠れて見えにくくなるといった不都合を回避し
やすくできる。具体的には、表示部材の回動に基づいて特定部位が収容部に近づく側に変
位する場合には、回動位置が収容部から離れる側に移動することにより、収容部側での通
過軌道の膨らみを抑えることが可能となる。これにより、表示部材が収容部に隠れてみえ
にくくなることを抑制できる。つまり、通過軌道の広がりを部分的に抑えることにより、
収容部と通過軌道との重なりの回避を考慮して表示部材の演出範囲全体を小さくする必要
がなくなる。故に、表示部材を用いた演出範囲の広域化を図りつつ、それに伴って発生し
得る収容部との重なりを回避しやすくできる。
【０６０３】
なお、本特徴を特徴Ａ１１と組み合せることも可能であるが、この場合「前記第２遊技
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機構成体は、絵柄を表示する表示画面の外側に配置されているとともに、前記表示部材を
収容する収容部を構成し、前記表示部材は、前記表示画面に対して遊技機前方から重なる
演出位置と、前記収容部に収容され、遊技機前方から視認不可となる待機位置との両位置
に移動可能に設けられており、それら両位置間での移動方向は、前記駆動制御モードによ
って規定され前記回動位置の移動方向と同一となるように構成されていることを特徴とす
るＡ９又はＡ１０に記載の遊技機」とするとよい。
【０６０４】
特徴Ａ１３．前記第１遊技機構成体は、透明性を有し当該第１遊技機構成体を通じて遊
技機前方から前記表示部材が視認可能となるように形成されたパネル部材であり、
前記第２遊技機構成体は、同第１遊技機構成体に対して対向するように配置された表示

10

部（図柄表示装置２４７の表示画面２４８）であることを特徴とするＡ１０に記載の遊技
機。
【０６０５】
特徴Ａ１３によれば、第１遊技機構成体を介して表示部材が視認される構成となってお
り、表示部材の視認性を担保しつつ、同表示部材が露出される機会を減じることが可能と
なっている。これにより、表示部材に触れる等して同表示部材に位置ずれ等の不都合が生
じることを好適に回避している。
【０６０６】
上述した構成においては、第１遊技機構成体に対する動作隙を確保等を目的として、表
示部材が同第１遊技機構成体に対して離して配置されると想定される。しかしながら、こ
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れは遊技者から表示部材までの距離を広げ、表示部材を用いた演出の迫力の低下等を招来
する要因となり得るため好ましくない。この点、本特徴においては、第１遊技機構成体に
対して表示部材をなるべく近づけて配置することが可能となり、上述した不都合の発生を
好適に抑制できる。これにより、表示部材の視認性の向上を図り、同表示部材を用いた演
出の迫力を向上することができる。
【０６０７】
また、第１遊技機構成体は透明性を有するパネル部材によって構成されている。これに
より、第１遊技機構成体を介して第２遊技機構成体（表示部）を視認可能としつつ、第２
遊技機構成体の露出を減らし、同第２遊技機構成体の保護を図ることができる。また、表
示部材を第１遊技機構成体及び第２遊技機構成体の間に配置することで、表示部材及び表
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示部による演出に相関を持たせ、演出の多様化を図ることができる。
【０６０８】
このような構成においては、第２遊技機構成体の視認性向上の観点から、第１遊技機構
成体と第２遊技機構成体とをなるべく近づけて配置することが好ましい。この点、特徴Ａ
９に示す構成により、表示部材の演出範囲を広げつつ、両遊技機構成体の間隔を狭めるこ
とができる。これにより、表示部材及び遊技機構成体を好適に共存させることが可能とな
る。
【０６０９】
特徴Ａ１４．前記表示部材は遊技機前方から視認可能となる演出位置及び遊技機前方か
ら視認不可となる待機位置の両位置に移動可能に設けられており、それら両位置間での移
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動方向は、前記駆動制御モードによって規定され前記回動位置の移動方向と同一となるよ
うに構成されていることを特徴とするＡ８乃至Ａ１３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６１０】
限られた範囲に表示部材を配置する場合には、表示部材と他の部材等とが前後に重なる
ように配置するといった対策が講じられると想定される。しかしながら、表示部材を用い
た演出が行われていない場合に同表示部材が演出位置に留まると、他の部材の視認を阻害
する要因となり得るため好ましくない。この点、本特徴に示すように、表示部材を演出位
置と待機位置とに移動可能とすれば、他の部材等との共存を好適なものとすることができ
る。特に、演出位置及び待機位置への移動方向が駆動制御モードによって規定された回動
位置の移動方向と同一とすることにより、構成の簡略化を図ることが可能となる。これに
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より、表示部材の動作に関する構成の設置スペースを減縮でき、他の部材との共存の容易
化に貢献できる。
【０６１１】
特徴Ａ１５．前記駆動制御モードは、前記回動制御と前記位置移動制御とが並行して行
われるように設定されていることを特徴とするＡ８乃至Ａ１４のいずれか１つに記載の遊
技機。
【０６１２】
特徴Ａ１５によれば、回動制御及び位置移動制御を並行して行う構成としたことにより
、それら各制御を段階的に行う構成と比較して表示部材を用いた演出の迅速化及び円滑化
に貢献できる。なお、段階的に制御を行う場合と比較して、表示部材を用いた演出の流麗
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さを向上することができ、実用上好ましい構成を実現できる。
【０６１３】
因みに、本特徴を「前記駆動制御モードは、前記回動制御を実行している最中に、前記
位置移動制御を実行するように設定されていることを特徴とするＡ８乃至Ａ１４のいずれ
か１つに記載の遊技機」と置き換えてもよい。
【０６１４】
特徴Ａ１６．前記駆動制御モードにおける前記回動制御は、前記位置移動制御により前
記回動位置が前記遊技機構成体から最も離れた位置に配置された状態にて、前記表示部材
の前記特定部位が前記通過経路における前記遊技機構成体に最も近い位置に達するように
設定されていることを特徴とするＡ８乃至Ａ１５のいずれか１つに記載の遊技機。

20

【０６１５】
特徴Ａ１６によれば、回動位置の移動量が大きくなることを抑制しやすくでき、表示部
材の動作の迅速化に貢献できる。故に、表示部材を用いた演出範囲を広げつつ、それ起因
して表示部材の動作が緩慢になることを抑制できる。
【０６１６】
特徴Ａ１７．前記回動位置は、前記表示部材の回動中心軸線であり、
前記表示部材における前記特定部位は、当該表示部材において前記回動中心軸線からの
距離が最も大きくなる最外部位（例えば最外部位ＯＭや第１境界Ｂ１）であることを特徴
とするＡ１乃至Ａ１６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６１７】
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表示部材を回動させる構成においては、当該表示部材の回動中心軸線からの距離が最大
となる部位の通過軌道が表示部材の動作領域の外縁を規定し得る。そこで、本特徴に示す
構成を特徴Ａ１〜Ａ１６に適用すれば、特徴Ａ１〜Ａ１６に示した効果を一層好適なもの
とすることができる。
【０６１８】
特徴Ａ１８．前記回動位置は、前記表示部材の回動中心軸線であり、
前記表示部材の回動中心軸線は、同表示部材内を通過して延びていることを特徴とする
Ａ１乃至Ａ１７のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６１９】
特徴Ａ１〜Ａ１７に示した構成に対して本特徴を適用することにより、上述した各効果

40

を一層顕著なものとすることができる。
【０６２０】
また、仮に回動中心軸線が表示部材の外部に設けられている場合には、表示部材を大型
化しにくくなると想定される。これは、演出の迫力向上を妨げる要因となり得るため好ま
しくない。更に、表示部材を１回転させる場合には、特定部位の移動距離と比較して回動
中心軸線の移動距離が大きくなりやすい。これは、演出の迅速化を妨げる要因となり得る
ため好ましくない。この点、本特徴に示すように、表示部材内を通過するように回動中心
軸線を設けることにより、これら各種不都合を払拭でき、実用上好ましい構成を実現でき
る。
【０６２１】
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特徴Ｂ１．回動可能に設けられた表示部材（遮蔽体２５２）を備え、
前記表示部材の外周部には、当該表示部材の回動方向に並設され、境界にてコーナー部
分が生じるようにして連続する複数の周面（例えば外周面２５２ａ〜２５２ｃ）が形成さ
れており、
前記複数の周面のうち隣り合う１組の周面はそれぞれ、少なくとも所定の表示位置に配
置された場合に遊技機前方から視認可能となる第１表示面（例えば第１外周面２５２ａ）
及び第２表示面（例えば第２外周面２５２ｂ）を構成し、
前記第１表示面及び前記第２表示面は、隣り合う周面との境界間の長さ寸法が相互に異
なるように形成されており、
さらに、前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第２表示面が、

10

前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第1表示面を含む仮想面（
仮想平面Ｐ）に重なるように形成されていることを特徴とする遊技機。
【０６２２】
特徴Ｂ１によれば、表示部材が回動することにより、遊技機前方から視認可能となる表
示面（第１表示面及び第２表示面）が切り替えられる。このように一の表示部材の表示面
を切り替えることにより、異なる複数種の演出を行うことができる。また、それら各表示
面の長さ寸法（詳しくは隣り合う周面との境界間の長さ寸法）が異なるため、その演出範
囲に差違を生じさせることができ、演出の多様化に貢献できる。
【０６２３】
また、各表示面は隣接して設けられているため、所定の表示位置に配置される第１表示
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面と第２表示面とを切り替える際に、表示部材の回転量を小さくすることができ、円滑な
切り替えの実現に貢献することができる。
【０６２４】
表示部材が複数の表示面を有する構成とすれば、多様な演出を実現できる反面、それぞ
れの演出の見やすさに差違が生じることが懸念される。特に、表示面に対する遊技者から
の距離が変化すると、表示面を用いた演出に対して違和感が生じやすくなると想定される
。この点、本特徴においては、第１表示面と第２表示面とは、所定の表示位置に配置され
た状態にて仮想面と重なる構成となっている。これにより、第１表示面及び第２表示面と
の表示位置を揃えることができ、第１表示面を用いた演出及び第２表示面を用いた演出の
切り替えに伴って発生する違和感を好適に抑えることができる。
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【０６２５】
なお、上述した「仮想面」は、例えば平面や一定の曲率の曲面によって構成するとよい
。
【０６２６】
また、「コーナー部分」は、周面間における折れ曲がり部分（角部分）や、両側の周面
のいずれとも曲率の連続していない部分（すなわち曲率の異なる部分）等を示す。
【０６２７】
本特徴に示す「さらに、前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記
第２表示面が、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第1表示面
を含む仮想面（仮想平面Ｐ）に重なるように形成されていることを特徴とする遊技機」を
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「さらに、前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第２表示面の少
なくとも一部が、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第１表示面と一致する仮想
面に重なるように形成されていることを特徴とする遊技機」と置き換えることも可能であ
る。
【０６２８】
また、「さらに、前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第２表
示面が、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第1表示面を含む
仮想面（仮想平面Ｐ）に重なるように形成されていることを特徴とする遊技機」を「さら
に、前記表示部材は、前記所定の表示位置に前記第２表示面が配置された場合の当該第２
表示面と隣り合う２つの周面との境界が、前記所定の表示位置に配置された前記第１表示
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面と隣り合う２つの周面との各境界を含む仮想平面上に位置するように形成されているこ
とを特徴とする遊技機」と置き換えてもよい。因みに、本構成における「仮想平面」は、
上述した「仮想面」が第１表示面を含んでなる構成であるのに対して、第１表示面におけ
る隣り合う２つの周面との各境界を含んでなる構成である点で相違している。
【０６２９】
特徴Ｂ２．前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置され前記仮想面に重なっている
状態にて、前記表示部材の回動中心軸線を中心として回動することにより、前記第２表示
面が前記所定の表示位置に配置されて前記仮想面に重なった状態となることを特徴とする
Ｂ１に記載の遊技機。
【０６３０】

10

特徴Ｂ２によれば、表示部材を回動させることにより、第１表示面と第２表示面とが所
定の表示位置、すなわち仮想面に重なる位置に配置される。詳しくは、回動中心軸線（表
示部材）を仮想面に対して近づけたり遠ざけたりするといった別動作を必要とすることな
く、表示面の切り替えを実現することができる。これにより、各表示面の切り替え操作に
関する構成の煩雑化を抑えつつ、演出の多様化を実現することができる。
【０６３１】
特徴Ｂ３．前記表示部材の回動中心軸線（中心軸線Ｘ２）は、前記周面によって囲まれ
た領域の範囲内に設定されており、
前記第１表示面における隣り合う周面との境界間の所定の領域と、前記第２表示面にお
ける隣り合う周面との境界間の所定の領域とが、これら第１表示面と第２表示面とがそれ

20

ぞれ前記所定の表示位置に配置された場合に前記仮想面上における同一の領域に重なるよ
うに、前記第１表示面及び前記第２表示面が形成されていることを特徴とするＢ１又はＢ
２に記載の遊技機。
【０６３２】
仮に中心軸線が表示部材の外部に配されている場合、表示部材を回動させた際の最大回
転半径が大きくなり、表示部材の動作スペースを大きく設定する必要が生じる。また、表
示部材における中心軸線側の周面（例えば中心軸線側を向いた周面）を表示面として活用
することは困難になると想定される。この点、本特徴に示すように、回動中心軸線を前記
周面によって囲まれた領域の範囲内に設定すれば、上述したような不都合を好適に回避し
得る。詳しくは、表示部材の動作スペースを小さくすることができるとともに、表示部材

30

における周面の利用を促進することができる。これにより、表示部材の動作スペースをコ
ンパクトなものとし実用上好ましい構成を実現することができる。
【０６３３】
特徴Ｂ４．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、パ
ネル部材（遊技領域形成板２３３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技機
前方から視認可能となるものであり、
前記第１表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記パネル部材に対
して平行と認識される第１平行領域を有し、
前記第２表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記パネル部材に対
して平行と認識される第２平行領域を有し、
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前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面の前記第１平行領域及び前記パネル部
材の距離寸法と、前記所定の表示位置に配置された前記第２表示面の前記第２平行領域及
び前記パネル部材の距離寸法と、が同一であると認識されるように前記表示部材が形成さ
れていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６３４】
特徴Ｂ４によれば、所定の表示位置に配置された表示面の平行領域とパネル部材との間
隔が一定に保たれる。すなわち、パネル部材に対する各表示面の平行領域の位置ばらつき
が抑えられる。これにより、パネル部材を介して視認される演出（各表示面を用いた演出
）の切り替えに起因して違和感が発生することを好適に抑制できる。
【０６３５】
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なお、表示面の一部に凸状や凹状のデザイン（文字等を含む）が付与されている場合で
あっても、これらデザインのベースとなる部分、例えば一の表示面において隣り合う周面
との境界部位同士を繋ぐ平面を有するのであれば、このベース部分によって「平行領域」
を構成するとよい。また、「平行領域」は必ずしも面状をなす必要は無い。例えば表示面
における隣り合う周面との境界部位によって「平行領域」を構成してもよい。
【０６３６】
因みに「パネル部材」としては、例えば透明材料からなる遊技盤が挙げられる。遊技盤
の前面側には遊技球が流下する遊技領域が形成されている。このようにパネル部材を遊技
盤によって構成した場合には、本特徴に示した構成を「前記所定の表示位置に配置された
前記第１表示面及び前記第２表示面は、遊技盤と対向するとともに、当該遊技盤を通じて

10

遊技機前方から視認可能となるものであり、前記第１表示面は、前記所定の表示位置に配
置された状態において前記遊技盤の前面に対して平行と認識される第１平行領域を有し、
前記第２表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記遊技盤の前面に対
して平行と認識される第２平行領域を有し、前記所定の表示位置に配置された前記第１表
示面の前記第１平行領域及び前記遊技盤の前面の距離寸法と、前記所定の表示位置に配置
された前記第２表示面の前記第２平行領域及び前記遊技盤の前面の距離寸法と、が同一で
あると認識されるように前記表示部材が形成されていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ３の
いずれか１つに記載の遊技機」に置き換えてもよい。
【０６３７】
特徴Ｂ５．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、パ
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ネル部材（遊技領域形成板２３３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技機
前方から視認可能となるものであり、
前記第１表示面及び前記第２表示面のそれぞれが前記所定の表示位置に配置された状態
にて前記パネル部材と平行と認識されるとともに、前記パネル部材からの距離寸法が同一
であると認識されるように前記表示部材が形成されていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ３
のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６３８】
特徴Ｂ５によれば、所定の表示位置に配置された表示面とパネル部材との間隔が一定に
保たれる。すなわち、パネル部材に対する各表示面の位置のばらつきが抑えられる。これ
により、パネル部材を介して視認される演出（各表示面を用いた演出）の切り替えに起因
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して違和感が発生することを好適に抑制できる。
【０６３９】
特徴Ｂ６．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、画
像を表示する表示画面（図柄表示装置２４７の表示画面２４８）の少なくとも一部を遮蔽
するものであり、
前記第１表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記表示画面に対し
て平行と認識される第１平行領域を有し、
前記第２表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記表示画面に対し
て平行と認識される第２平行領域を有し、
前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面の前記第１平行領域及び前記表示画面
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の距離寸法と、前記所定の表示位置に配置された前記第２表示面の前記第２平行領域及び
前記表示画面の距離寸法と、が同一であると認識されるように前記表示部材が形成されて
いることを特徴とするＢ１乃至Ｂ３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６４０】
特徴Ｂ６によれば、所定の表示位置に配置された表示面の平行領域と表示画面との間隔
が一定に保たれる。すなわち、表示画面に対する各表示面の平行領域の位置のばらつきが
抑えられる。これにより、各表示面による遮蔽状態の切り替えに起因して違和感が発生す
ることを好適に抑制できる。
【０６４１】
なお、表示面の一部に凸状や凹状のデザイン（文字等を含む）が付与されている場合で

50

(98)

JP 2010‑88492 A 2010.4.22

あっても、これらデザインのベースとなる部分、例えば一の表示面において隣り合う周面
との境界部位同士を繋ぐ平面を有するのであれば、このベース部分によって「平行領域」
を構成するとよい。また、「平行領域」は必ずしも面状をなす必要は無い。例えば表示面
における隣り合う周面との境界部位によって「平行領域」を構成してもよい。
【０６４２】
特徴Ｂ７．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、画
像を表示する表示画面（図柄表示装置２４７の表示画面２４８）の少なくとも一部を遮蔽
するものであり、
前記第１表示面及び前記第２表示面のそれぞれが前記所定の表示位置に配置された状態
にて前記表示画面と平行と認識されるとともに、前記表示画面からの距離寸法が同一であ

10

ると認識されるように前記表示部材が形成されていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ３のい
ずれか１つに記載の遊技機。
【０６４３】
特徴Ｂ７によれば、所定の表示位置に配置された表示面と表示画面との間隔が一定に保
たれる。すなわち、表示画面に対する各表示面の位置のばらつきが抑えられる。これによ
り、各表示面による遮蔽状態の切り替えに起因して違和感が発生することを好適に抑制で
きる。
【０６４４】
特徴Ｂ８．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、パ
ネル部材（遊技領域形成板２３３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技機
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前方から視認可能となるものであり、
前記第１表示面及び前記第２表示面が前記所定の表示位置に配置されている状態では、
前記パネル部材の正面側から前記表示部材を見た場合に前記所定の表示位置に配置されて
いない側の表示面が視認不可となるように、前記第１表示面及び前記第２表示面の位置関
係が設定されていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ７のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６４５】
特徴Ｂ８によれば、一方の表示面を用いて演出を行っている際には、演出に用いられて
いる表示面についてはパネル部材を介しての視認が許容され、演出に用いられていない他
方の表示面についてはパネル部材を介しての視認が不可とされる。これにより、各表示面
が所定の表示位置に配置されている状態を明確に異なったものとすることができ、それら
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表示面を用いた演出の差違を認識しやすくすることができる。
【０６４６】
また、特徴Ｂ７との組み合わせにおいては特に、表示画面の遮蔽範囲が所定の表示位置
に配置された表示面に依存することとなり、他の表示面による遮蔽が回避される。これに
より、実用上好ましい構成を実現できる。
【０６４７】
特徴Ｂ９．前記表示部材は、前記パネル部材の後方に配置されており、
更に、前記表示部材は、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置されている状態に
おける前記パネル部材の正面側から遊技機後方への当該第１表示面の投影範囲内に前記第
２表示面が含まれるとともに、前記第２表示面が前記所定の表示位置に配置されている状

40

態における前記パネル部材の正面側から遊技機後方への当該第２表示面の投影範囲内に前
記第１表示面が含まれるように形成されていることを特徴とするＢ８に記載の遊技機。
【０６４８】
個々の表示面による演出を差別化するには、本特徴に示すように一方の表示面の後方へ
の投影範囲内に他方の表示面が含まれるように、表示部材を形成するとよい。これにより
、演出に用いられている表示面の背後に他方の表示面が隠れることとなり、パネル部材を
介して視認される表示面を一方に限定しやすくできる。
【０６４９】
特徴Ｂ１０．前記回動中心軸線は、上下に延びるように配置されていることを特徴とす
るＢ１乃至Ｂ９のいずれか１つに記載の遊技機。
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【０６５０】
特徴Ｂ１０によれば、軸部が上下に延びるように配置されているため、表示部材は水平
に回動する（左右方向に回動する）こととなる。これにより、表示部材を回動させる際に
生じる負荷を低減することができる。より具体的に説明すれば、表示部材を縦（詳しくは
上下）に回動させる構成とした場合、重力に抗して表示部材を動作させる必要があり、負
荷が比較的大きくなりやすい。このため、所定の表示位置への配置精度を担保することが
困難となったり、表示部材を駆動させるための構成が大型化したりするといった不都合が
生じ得る。この点、表示部材が水平に回動する構成とすれば、上述した不都合の発生を抑
えることができる。
【０６５１】

10

特徴Ｂ１１．前記回動中心軸線は、前記両表示面の境界から前記回動中心軸線までの距
離寸法が、前記第１表示面における前記両表示面の境界に対して反対側の端部及び前記回
動中心軸線の距離寸法と、前記第２表示面における前記境界に対して反対側の端部及び前
記回動中心軸線の距離寸法との両距離寸法のうち大きいほうの距離寸法よりも、小さくな
るように配置されているとともに、前記仮想面を挟んで二分された領域のうち片側の領域
に配置されており、
前記仮想面を挟んで二分された各領域のうち前記回動中心軸線が配置された側と反対側
の領域内で前記両表示面の境界が移動するように規定された方向へ前記表示部材が回動す
ることにより、前記所定の表示位置に前記第１表示面が配置された状態から前記所定の表
示位置に前記第２表示面が配置された状態への切り替えがなされるとともに、

20

前記規定された方向と反対に前記表示部材が回動することにより、前記所定の表示位置
に前記第２表示面が配置された状態から、前記所定の表示位置に前記第１表示面が配置さ
れた状態への切り替えがなされることを特徴とするＢ１乃至Ｂ１０のいずれか１つに記載
の遊技機。
【０６５２】
表示部材を用いた演出を行うには、表示部材の動作スペースの確保が必要となる。本特
徴に示す構成を適用することで、表示部材が一の方向にのみ回動する場合と比較して、表
示部材の動作スペースを小さくすることができる。
【０６５３】
より具体的に説明すると、表示部材が一の方向にのみ回動する構成とし、この一の方向

30

の回動により、第１表示面と第２表示面とが切り替えられる構成を採用した場合を想定す
れば、それら各表示面の境界とは逆側の端部は、仮想面を挟んだ両側の領域にて移動する
こととなる。すなわち、仮想面を跨いで移動することとなる。かかる場合、表示面の動作
スペースは、仮想面を挟んだ両側の領域において前記端部の移動経路に基づいて確保され
ることとなる。
【０６５４】
この点、本特徴に示すように、相反する方向への回動に基づき、仮想面によって二分さ
れた各領域を前記端部が通過することを回避するように各表示面の切り替えを行えば、仮
想面を挟んだ両側の領域うち片側の領域における表示部材の動作スペースを小さく抑える
ことができる。これにより、動作スペースが大きくなることを抑えつつ、多様な演出の実

40

現に貢献することができる。
【０６５５】
また、両表示面の境界から回動中心軸線までの距離寸法が、前記逆側の端部のうち距離
寸法が大きい側の端部から回動中心軸線までの距離寸法よりも小さく設定されている。こ
れにより、表示面による演出範囲を拡張しつつ、これに起因して仮想面によって二分され
た領域のうち両表示面の境界が移動する側での動作スペースの広がりを抑えることが可能
となり、実用上好ましい構成を実現できる。
【０６５６】
特に特徴Ｂ４等に示すように、パネル部材が存在している場合には、パネル部材に近い
側の領域における前記端部の移動を回避することにより、パネル部材に近い位置、すなわ
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ち遊技者に近い位置での演出を実現することができる。これにより、演出の迫力向上を期
待することができる。
【０６５７】
特徴Ｂ１２．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、
パネル部材（遊技領域形成板２３３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技
機前方から視認可能となるものであり、
前記仮想面を挟んで二分された領域のうち片側の領域内に前記パネル部材が配置されて
いるとともに、当該パネル部材が配置されている側と反対側の領域内に前記回動中心軸線
が配置されていることを特徴とするＢ１１に記載の遊技機。
【０６５８】

10

特徴Ｂ１２によれば、仮想面を挟んで二分された領域のうちパネル部材に近い側の領域
における前記端部の移動を回避することで、パネル部材に対してより近い位置へ表示部材
を近づけることができる。これにより、表示部材を用いた演出を遊技者に対してより近い
位置で行うことが可能となり、パネル部材を介して視認される表示部材を用いた演出の迫
力向上に貢献することができる。
【０６５９】
特徴Ｂ１３．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、
パネル部材（遊技領域形成板２３３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技
機前方から視認可能となるものであり、
前記表示部材は、前記第１表示面における前記両表示面の境界に対して反対側の端部及

20

び前記回動中心軸線の距離寸法と、前記第２表示面における前記境界に対して反対側の端
部及び前記回動中心軸線の距離寸法との両距離寸法のうち大きいほうの距離寸法よりも、
前記回動中心軸線と前記パネル部材との距離寸法が小さくなるように形成されていること
を特徴とするＢ１１又はＢ１２に記載の遊技機。
【０６６０】
特徴Ｂ１３によれば、パネル部材との干渉を回避しつつ、広範囲での演出を可能とする
ことができる。具体的には、第１表示面及び第２表示面の切り替えを行う場合に、両表示
面との境界と逆側の端部のうち回動中心軸線からの距離寸法が大きい側の端部が、仮想面
を超えてパネル部材に近づくことが回避される。これにより、パネル部材に対する動作隙
の拡大を抑制しつつ各表示面の大型化を実現することができる。故に、遊技者と演出位置

30

の離れを抑えつつ、広範囲での演出を可能とすることができる。
【０６６１】
特徴Ｂ１４．前記表示部材は、前記第１表示面における前記両表示面の境界に対して反
対側の端部及び前記回動中心軸線の距離寸法と、前記第２表示面における前記境界に対し
て反対側の端部及び前記回動中心軸線の距離寸法との両距離寸法のうち小さいほうの距離
寸法よりも、前記回動中心軸線と前記パネル部材との距離寸法が小さくなるように形成さ
れていることを特徴とするＢ１３に記載の遊技機。
【０６６２】
特徴Ｂ１４によれば、特徴Ｂ１３に示した効果を一層顕著なものとすることができる。
すなわち、パネル部材に対する動作隙の拡大を抑制しつつ第１表示面及び第２表示面の大

40

型化を実現することができる。故に、遊技者と演出位置の離れを抑えつつ、更に広範囲で
の演出を可能とすることができる。
【０６６３】
なお、特徴Ｂ１３又は特徴Ｂ１４においては、表示部材が前記周面を４つ以上有する構
成である場合、その効果を顕著なものとすることができる。
【０６６４】
特徴Ｂ１５．前記表示部材は、前記パネル部材と前記回動中心軸線との距離寸法が、前
記第１表示面及び前記第２表示面の境界と前記回動中心軸線との距離寸法よりも大きく、
前記第１表示面及び前記第２表示面における前記境界とは逆側の端部であって前記回動中
心軸線からの距離寸法が大きい側の端部から前記回動中心軸線までの距離寸法よりも小さ
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くなるように形成されていることを特徴とするＢ１１乃至Ｂ１４のいずれか１つに記載の
遊技機。
【０６６５】
特徴Ｂ１５によれば、パネル部材に対して表示面（仮想面）を近づけつつ、広範囲での
演出を可能とすることができる。具体的には、回動中心軸線と境界との距離寸法を、回動
中心軸線と仮想面との距離寸法よりも小さくすることで、パネル部材との間を境界が移動
すること、すなわち表示部材の切替機能を担保しつつ、両表示面の長さ寸法を大きくする
ことができる。これにより、遊技者に対して演出が行われる位置を近づけ、更には演出の
規模を拡大でき、演出の迫力向上に貢献できる。
【０６６６】

10

特徴Ｂ１６．前記表示部材の各周面のうち前記第１表示面に対して隣り合うとともに当
該第１表示面を挟んで前記第２表示面の反対側に形成された周面は、所定の表示位置に配
置されることで遊技機前方から視認可能となる第３表示面（例えば第３外周面２５２ｃ）
を構成し、
前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第３表示面が、前記第１
表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第1表示面を含む仮想面（仮想平面
Ｐ）に重なるように形成されており、
前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面，前記第２表示面及び前記第３表示面
は、パネル部材（遊技領域形成板２３３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて
遊技機前方から視認可能となるものであり、

20

前記第１表示面は、当該第１表示面における前記長さ寸法が前記第２表示面における前
記長さ寸法及び前記第３表示面における前記長さ寸法よりも小さくなるように形成され、
前記規定された方向と反対に前記表示部材が回動することにより、前記第１表示面が前
記所定の表示位置に配置された状態から前記第３表示面が前記所定の表示位置に配置され
た状態への切り替えがなされるとともに、
前記規定された方向に前記表示部材が回動することにより、前記第３表示面が前記所定
の表示位置に配置された状態から、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された状
態への切り替えがなされることを特徴とするＢ１１乃至Ｂ１５のいずれか１つに記載の遊
技機。
【０６６７】

30

特徴Ｂ１６によれば、第１表示面（第２表示面と第３表示面に挟まれた表示面）の長さ
寸法が他の表示面の長さ寸法よりも小さく設定されている。このように第１表示面の長さ
寸法を小さくすれば、回動中心軸線をパネル部材に対して近づけることが可能となる。詳
しくは、第１表示面における第２表示面及び第３表示面側の両端部は、それら表示面の切
り替えに際して仮想面によって二分された領域のうちパネル部材側の領域を通過すること
となる。かかる場合、回動中心軸線からの前記両端部までの距離寸法が大きくなると、表
示部材のパネル部材に対する動作スペースを大きくする必要が生じ、仮想面をパネル部材
に近づけることが困難となりやすい。この点、本特徴においては、第１表示面の長さ寸法
が最も小さくなる構成としたことにより、第１表示面における両端部の回転半径を小さく
し、ひいてはパネル部材の動作スペースを小さくすることができる。これにより、仮想面

40

をパネル部材に近づけることが可能となり、より迫力のある演出の実現に貢献することが
できる。
【０６６８】
特徴Ｂ１７．前記表示部材として、個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が設
けられており、
前記第１表示部材と前記第２表示部材とが隣り合うことにより、前記第１表示部材にお
いて当該第１表示部材の所定の表示位置に配置された前記表示面と前記第２表示部材にお
いて当該第２表示部材の所定の表示位置に配置された前記表示面とにより連続面が形成さ
れ、
前記連続面は、前記第１表示部材の前記各表示面と前記第２表示部材の前記各表示面と
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の組み合わせによって、同連続面を形成する各表示面の隣り合う方向における当該連続面
の長さ寸法が変更されるものであり、
前記第１表示部材の前記各表示面及び前記第２表示部材の各表示面の組み合わせのうち
一の組み合わせにより形成される連続面を含む仮想面に、他の組み合わせにより形成され
る連続面が重なるように、前記第１表示部材及び前記第２表示部材が形成されていること
を特徴とするＢ１乃至Ｂ１６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６６９】
特徴Ｂ１７によれば、複数の表示部材によって連続する面が形成されることで、表示態
様を多様化することができる。具体的には、各表示部材がそれぞれ異なる幅の表示面を有
しているため、各表示面の組み合わせによって連続面の幅のバリエーションを増やすこと

10

ができる。これにより、表示面を用いた演出の多様化を図ることができる。
【０６７０】
また、複数の表示部材によって一の連続面、すなわち一の大きな表示面を形成する構成
とすれば、単体の表示部材において表示面を拡大することにより演出範囲を拡張する場合
と比較して、表示部材の動作スペースを小さくすることができる。これにより、省スペー
ス化を図りつつ、演出範囲の拡張を実現することができる。
【０６７１】
なお、「連続面」は、所定の表示位置に配置された第１表示部材の表示面と所定の表示
位置に配置された第２表示部材の表示面とが隙間無く連続しているものを含む他、所定の
表示位置に配置された連続面を遊技機前方より見た場合に、第１表示部材の各表示面と第
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２表示部材の各表示面との間に隙間が無いと認識されるように形成されているものを含む
。例えば、前記所定の表示位置に配置された前記第１表示部材の前記表示面と、前記所定
の表示位置に配置された前記第２表示部材の前記表示面とがそれら表示面の境界部位にお
いて段差なく連続するように構成するとよい。すなわち、第１表示部材の表示面の縁部と
第２表示部材の表示面の縁部とが接する構成とすればよい。
【０６７２】
因みに、第１表示部材における第１表示面と第２表示部材における第１表示面とは同一
の形状を有していてもよいし、異なる形状を有していてもよい。同様に、第１表示部材に
おける第２表示面と第２表示部材における第２表示面とは同一の形状を有していてもよい
し、異なる形状を有していてもよい。
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【０６７３】
特徴Ｂ１８．前記第１表示部材及び前記第２表示部材の回動中心軸線間の距離を変化さ
せるべくそれら第１表示部材及び第２表示部材を移動させる可変機構（一対のレール部材
２７０，２９０や遮蔽ユニット２５１の支持部２５３等）を有することを特徴とするＢ１
７に記載の遊技機。
【０６７４】
特徴Ｂ１等に示すように各表示面が異なる長さ寸法（詳しくは回動方向における仮想面
に沿った長さ寸法）を有する構成においては、表示部材の回動に伴って各表示面が所定の
表示位置に配置された場合、各表示面の縁部の位置が異なることとなる。かかる場合、特
徴Ｂ１７に示した連続面を形成することは困難となり得る。そこで本特徴に示すように、
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各表示部材の相対距離を可変機構によって変化させる構成とすれば、上述したような不都
合を好適に解消することができる。すなわち、表示面の間の隙間や重なり等を解消し上記
連続面を好適に形成することが可能となる。特に、表示面の数の増加や表示部材の数の増
加によって更なる演出の多様化を図る場合、回動中心軸線の位置を固定したまま各表示面
の縁部を合わせることは困難である。この点、回動中心軸線間の距離を変化させる構成と
すれば、上述したような演出の多様化を好適に促進することができる。
【０６７５】
また、可変機構を備える構成とすることで、連続面を形成するだけでなく、連続面が形
成されない状態、すなわち所定の表示位置に配置された第１表示部材の表示面と所定の表
示位置に配置された第２表示部材の表示面とが分離した状態とすることもでき、表示面を
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用いた演出の多様化に貢献し得る。
【０６７６】
特徴Ｂ１９．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示部材の前記各表示面と、前
記所定の表示位置に配置された前記第２表示部材の前記各表示面とに対向するとともに、
前記第１表示部材及び前記第２表示部材が視認可能となるように形成されたパネル部材（
遊技領域形成板２３３）と、
前記第１表示部材及び前記第２表示部材を、前記パネル部材と平行な所定の方向に移動
可能な状態で支持するレール部材（例えば下側レール部材２７０）と、
前記第１表示部材及び前記第２表示部材を前記所定の方向に個別に移動させる駆動部（
第１ステッピングモータ２６５）と、
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前記駆動部を制御する制御手段（表示制御装置３２０のＭＰＵ３２２）と
を備えていることを特徴とするＢ１７に記載の遊技機。
【０６７７】
特徴Ｂ１９によれば、各表示部材をレール部材に沿ってスライド移動させることで、表
示面とパネル部材との間隔寸法を保ったまま、回動中心軸線間の距離を変更することがで
きる。これにより、表示面の切り替え操作に合わせて、連続面の態様を変化させた場合で
あっても、連続面の構成パターンによって表示画面と連続面との隙間が広がるといった不
都合の発生を好適に回避することができる。
【０６７８】
また、各表示部材をレール部材に沿ってスライド移動させることで、連続面の形態を維
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持しつつ、連続面の位置を変更することができるし、連続面だけでなく各表示面が分離し
た状態にすることもできる。これにより、演出の多様化を促進することができる。
【０６７９】
特徴Ｂ２０．前記両表示部材は、画像を表示する表示画面（図柄表示装置２４７の表示
画面２４８）の前方に配置されているとともに、同表示画面の少なくとも一部を遮蔽し、
前記第１表示部材及び前記第２表示部材を、前記表示画面と平行な所定の方向に移動可
能な状態で支持するレール部材（例えば下側レール部材２７０）と、
前記第１表示部材及び前記第２表示部材を前記所定の方向に個別に移動させる駆動部（
第１ステッピングモータ２６５）と、
前記駆動部を制御する制御手段（表示制御装置３２０のＭＰＵ３２２）と
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を備えていることを特徴とするＢ１７に記載の遊技機。
【０６８０】
特徴Ｂ２０によれば、各表示部材をレール部材に沿ってスライド移動させることで、表
示面と仮想面との重なりを担保したまま、回動中心軸線間の距離を変更することができる
。これにより、表示面の切り替え操作に合わせて、連続面の態様を好適に変化させること
ができる。
【０６８１】
両表示部材によって、表示画面の少なくとも一部が遮蔽される構成にあっては、所定の
表示位置に配置された両表示部材の各表示面（詳しくは連続面）と表示画面との間隔寸法
が一定に保たれる。このため、連続面の構成パターンによって表示画面と連続面との隙間

40

が広がり遮蔽機能が低下するといった不都合の発生を好適に回避することができる。
【０６８２】
また、各表示部材をレール部材に沿ってスライド移動させることで、連続面の形態を維
持しつつ、連続面の位置を変更することができるし、連続面だけでなく各表示面が分離し
た状態にすることもできる。これにより、表示画面の遮蔽のバリエーションを増やすこと
ができる。
【０６８３】
特徴Ｂ２１．前記第１表示部材を回動させる第１駆動部（例えば第２ステッピングモー
タ２６７）と、
前記第２表示部材を回動させる第２駆動部（例えば第２ステッピングモータ２６７）と
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、
前記連続面を形成する各表示面の組み合わせを変更させる変更手段（表示制御装置３２
０のＭＰＵ３２２におけるステップＳ５０９の処理を実行する機能）と
を備えていることを特徴とするＢ１７乃至Ｂ２０のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６８４】
特徴Ｂ２１によれば、各駆動部及び変更手段によって連続面の長さ寸法が変更される。
連続面による演出が行われる範囲を変化させることによって当該演出の多様化に貢献する
ことが可能となり、演出の単調化抑制に貢献することができる。
【０６８５】
特徴Ｂ２２．前記変更手段によって前記連続面における各表示面の組み合わせが変更さ
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れ、当該連続面の前記長さ寸法が変更された場合に、その長さ寸法の変更に応じて前記表
示画面における画像の表示領域（表示領域Ｅ３）を変更する表示領域可変手段（表示制御
装置３２０のＭＰＵ３２２におけるステップＳ５１１の処理を実行する機能）を備えてい
ることを特徴とするＢ２１に記載の遊技機。
【０６８６】
特徴Ｂ２２によれば、表示部材（表示面）が遮蔽機能を有しているため、連続面を表示
画面の仕切りとして活用することができる。
【０６８７】
連続面の長さ寸法が変更されることに伴って、表示画面における表示領域を変更するこ
とにより、表示部材と表示画面とを用いた演出を一体的なものとすることができる。

20

【０６８８】
なお、「長さ寸法の変更に応じて前記表示画面における画像の表示領域を変更する」と
は、連続面の長さ寸法が小さくなった場合、表示領域における長さ寸法（連続面を形成す
る各表示面の隣り合う方向における長さ寸法）が大きくなり、連続面の長さ寸法が大きく
なった場合、表示領域における長さ寸法が小さくなることを示す。例えば、表示画面にお
いて連続面により遮蔽される範囲との重なりを回避するように前記表示領域の長さ寸法を
変更するとよい。
【０６８９】
特徴Ｂ２３．前記各表示部材を前記レール部材に沿って移動させ、それら表示部材の位
置を変更することにより、前記第１表示部材及び前記第２表示部材が離間されていて前記
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連続面が形成されていない離間状態と、前記第１表示部材及び前記第２表示部材によって
連続面が形成されている連続状態との異なる二つの状態で前記表示画面の区画態様を切り
替える表示画面区画切替手段（表示制御装置３２０のＭＰＵ３２２におけるステップＳ５
０４の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とするＢ１７乃至Ｂ２２のいずれか
１つに記載の遊技機。
【０６９０】
特徴Ｂ２３によれば、表示部材がレール部材に沿って移動することによりその位置を変
えることで、表示画面が複数又は一の領域に区画される。このような表示画面の区画態様
の切り替えに合わせて表示画面に画像を表示すれば、表示部材と表示画面とを用いた演出
を好適なものとすることができる。
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【０６９１】
特徴Ｂ２４．前記離間状態においては、前記両表示部材の間に当該表示画面における画
像の表示領域（表示領域Ｅ３）を設定するとともに、前記連続状態においては、前記レー
ル部材のレール方向における前記連続面を挟んだ両側のうち少なくとも一方の側に前記表
示領域（表示領域Ｅ３）を設定する表示領域可変手段（表示制御装置３２０のＭＰＵ３２
２におけるステップＳ５０６の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とするＢ２
３に記載の遊技機。
【０６９２】
特徴Ｂ２４によれば、表示画面が複数又は一の領域に区画され、これら区画された領域
に対応して表示領域が設定される。これにより、表示態様の多様化を図ることができる。
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本特徴においては特に、表示部材が遮蔽機能を有しているため、表示画面の仕切りとして
活用することができる。
【０６９３】
複数の表示領域が設定された場合においては特に、それら表示領域の区別がしにくくな
ったり、表示領域間の境を認識しにくくなったりすると想定される。仮に、表示画面に区
画線等を表す構成とした場合であっても、表示用域に表示された画像等と区画線との発光
具合が同程度となることで、上述したような境の認識がしにくくなると想定される。この
点、上述の如く表示部材を仕切りとして活用すれば、表示態様の多様化を実現しつつ、表
示領域の視認性を担保しやすくすることができる。
【０６９４】
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特徴Ｂ２５．前記第１表示面及び前記第２表示面は、前記回動中心軸線（中心軸線Ｘ２
）と平行な平面状をなし、
前記回動中心軸線は、当該回動中心軸線及び前記第１表示面間の間隔（例えば最短距離
寸法Ｌ１）と、当該回動中心軸線及び前記第２表示面間の間隔（例えば最短距離寸法Ｌ２
）とが同一となるように配置されていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ２４のいずれか１つ
に記載の遊技機。
【０６９５】
特徴Ｂ２５によれば、回動中心軸線と各表示面との間隔が同等であるため、表示部材を
回転させた後に、回動中心軸線（すなわち表示部材）を遊技盤に近づけたり遠ざけたりす
ること無く、すなわち前後方向に移動させること無く、前記所定の表示位置における両表

20

示面の重なりを実現することができる。これにより実用上好ましい構成を実現できる。
【０６９６】
特徴Ｂ２６．前記第１表示面及び前記第２表示面は、前記所定の表示位置に配置された
状態にて遊技機正面側を向くように形成されており、
前記第１表示面と前記第２表示面との内角（例えば内角Ａ１）が直角又は鋭角であるこ
とを特徴とするＢ２５に記載の遊技機。
【０６９７】
特徴Ｂ２６によれば、第１表示面と第２表示面との内角が直角又は鋭角となっている。
このため、一方の表示面が所定の表示位置に配置され、遊技盤と対向している状態におい
ては、遊技機前方からの他方の表示面の視認が困難なものとなる。これにより、特徴Ｂ２
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に示す効果と同様の効果を奏することとなる。すなわち、各表示面が所定の表示位置に存
在している状態を明確に異なったものとすることができ、各表示面を用いた演出の差違を
認識しやすくすることができる。
【０６９８】
また、特徴Ｂ１７等（第１表示部材及び第２表示部材により連続面が形成される構成）
との組み合わせにおいては、第１表示面と第２表示面との内角を直角又は鋭角とすること
で、各表示部材の回転動作を許容しつつ、各表示面の縁部同士が当接した状態を実現しや
すくできる。これにより実用上好ましい構成を実現できる。
【０６９９】
特徴Ｂ２７．前記表示部材は、当該表示部材の回動中心軸線と同一の方向に延びる多角

40

柱状をなしていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ２６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７００】
特徴Ｂ２７によれば、表示部材が多角柱状をなしている。この外周面を表示面として利
用することで、簡易な構成によって複数の表示面を形成することができ、実用上好ましい
構成を実現できる。
【０７０１】
特に特徴Ｂ１５（複数の表示部材を有する構成）等との組み合わせにおいては、外周面
を構成する各構成面同士（詳しくは隣接する構成面同士）の内角を全て９０°以下とする
ことで、連続面を形成しやすくすることができる。
【０７０２】
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なお例えば、表示部材を、軸線方向が前記表示部材の回動中心軸線の方向と同一の方向
となるように形成された三角柱状、又は軸線方向が前記表示部材の回動中心軸線の方向と
同一方向となるように形成された四角柱状とするとよい。これにより、回動中心軸線と平
行な各外周面を表示面として利用でき、表示部材における構成の煩雑化を抑えつつ、複数
の表示面を有する構成を好適に実現できる。
【０７０３】
特徴Ｂ２８．前記表示部材の後方に設けられ、画像を表示するとともに、前記表示部材
によって少なくとも一部が遮蔽される表示画面（図柄表示装置２４７の表示画面２４８）
と、
前記所定の表示位置に前記第１表示面が配置される場合に、前記表示部材によって遮蔽
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される遮蔽領域との重なりを回避するように表示画面に表示される画像の表示領域（表示
領域Ｅ３）を変更し、前記所定の表示位置に前記第２表示面が配置される場合に、前記表
示部材によって遮蔽される遮蔽領域との重なりを回避するように表示画面に表示される画
像の表示領域（表示領域Ｅ３）を変更する表示領域可変手段（表示制御装置３２０のＭＰ
Ｕ３２２におけるステップＳ５１１の処理を実行する機能）と
を備えていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ２７のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７０４】
特徴Ｂ２８によれば、表示部材（詳しくは表示面）によって、同表示部材の後方に設け
られた表示画面が遮蔽される。すなわち、表示部材は、自身の表示面を用いた演出機能に
加え、表示画面を遮蔽する遮蔽機能を併せ有している。
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【０７０５】
各表示面の切り替え操作によって、表示画面における遮蔽される領域が変化することで
、更なる演出の多様化に貢献することができる。
【０７０６】
具体的には、所定の表示位置に第１表示面及び第２表示面の少なくともいずれかが配置
されることに基づき、表示画面に表示される画像の表示領域が変更される。これにより、
表示部材と表示画面との両者を合わせた演出を行うことが可能となり、演出の多様化を一
層好適に促進することができる。
【０７０７】
上述したように表示部材の各表示面においてはそれらの長さ寸法が異なっている。これ

30

ら各表示面によって表示画面の一部が遮蔽される構成とすれば、表示画面における視認可
能な範囲が変化することとなる。これに基づき表示領域が変化することで、表示部材と表
示画面とを用いた演出の一体感を一層向上することができる。
【０７０８】
例えば、表示面によって表示画面における視認可能な範囲を狭めることで、遊技者に対
して注目すべき部位を示唆しやすくすることができる。特に表示画面の大型化により、演
出規模を広げている場合には、注目すべき部位を限定することにより、遊技者の注意を所
定の領域に向けやすくし、演出効果の向上に貢献することができる。
【０７０９】
特徴Ｂ２９．前記表示部材の後方に設けられ、画像を表示する表示画面（図柄表示装置
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２４７の表示画面２４８）と、
前記表示部材を回動させる駆動手段（第２ステッピングモータ２６７等）と、
遊技状況に応じて前記第１表示面又は前記第２表示面を前記所定の表示位置に配置する
ように前記駆動手段を駆動制御する駆動制御手段（表示制御装置３２０のＭＰＵ３２２に
おけるステップＳ５０９の処理を実行する機能）と、
前記駆動制御手段による表示面の切替に基づいて、前記表示画面における前記表示領域
を変更する表示領域可変手段（表示制御装置３２０のＭＰＵ３２２におけるステップＳ５
１１の処理を実行する機能）と
を備えていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ２８のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７１０】
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表示部材における各表示面の長さ寸法（回動方向における仮想面に沿った長さ寸法）が
異なっており、所定の表示位置に配置された際の表示画面との重なり具合が異なることと
なる。遊技状態に応じて各表示面が所定の表示位置に配置された際に、表示画面における
画像の表示領域をそれら表示面の配置に合わせて変化させることにより、前後に並設され
た表示部材と表示画面とによる一体的な演出を実現できる。
【０７１１】
特徴Ｂ３０．遊技領域（遊技領域２３４）を形成するとともに、透明性を有する遊技盤
（遊技領域形成板２３３）を備え、
前記表示部材は、前記遊技盤の背面側に配置されているとともに、同遊技盤に対して装
着されていることを特徴とするＢ１乃至Ｂ２９のいずれか１つに記載の遊技機。
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【０７１２】
遊技盤はメンテナンス等の目的で露出される機会が多いと想定される。仮に遊技盤の前
面側すなわち遊技領域側に表示部材を配置した場合、メンテナンス等の度に表示部材が露
出しやすくなり得る。仮に作業者が表示部材に当る等することに起因して表示部材に位置
ずれが生じると、演出が不完全な状態で行われることとなり好ましくない。そこで、本特
徴においては、表示部材を遊技盤の背面側に配置することで、上述したメンテナンス等の
際に表示部材が露出される機会を減らしている。これにより、表示部材の視認性を担保し
つつ、表示部材に位置ずれ等の不都合が生じることを好適に回避している。
【０７１３】
また、一般的に遊技盤は遊技機固有となる構成であり、機種変更等の際には交換の対象
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となりやすい。同様に、演出に係わる構成である表示部材についても遊技機固有の構成と
なりやすいと想定される。これら遊技機固有となり得る構成をまとめることで、機種変更
時の部品交換作業の容易化に貢献できる。これにより、リユースの促進に貢献できる。
【０７１４】
特徴Ｃ１．所定の間隔を隔てて対峙する第１レール部材（下側レール部材４６０）及び
第２レール部材（上側レール部材４８０）を有する支持レールと、
前記第１レール部材及び前記第２レール部材の間に設けられ、それら第１レール部材及
び第２レール部材によって定められた所定の方向に移動可能な状態で支持されている表示
部材（遮蔽体４１１）と、
前記表示部材を前記所定の方向に移動させる駆動機構（駆動機構５００）と

30

を備え、
前記第１レール部材は、前記所定の方向に延びるとともに、前記表示部材の一端部を支
持するように形成されており、
前記第２レール部材は、前記第１レール部材と並行となるように延びるとともに、前記
表示部材の他端部を支持するように形成されており、
前記駆動機構は、
駆動力を発生する駆動部（スライド用ステッピングモータ５６０）と、
前記駆動部及び前記表示部材の前記一端部を繋ぐとともに、前記駆動部に発生した駆動
力を同表示部材の一端部に伝える第１駆動力伝達部（下側ベルト部材５１１）と、
前記駆動部及び前記表示部材の前記他端部を繋ぐとともに、前記駆動部に発生した駆動

40

力を同表示部材の他端部に伝える第２駆動力伝達部（上側ベルト部材５２１）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０７１５】
特徴Ｃ１によれば、表示部材を支持レールに沿って移動させることにより演出を行うこ
とができる。表示部材の両端部にはレール部材が配されており、これらレール部材によっ
てそれら両端部が支持されている。１の駆動部に発生した駆動力は第１駆動力伝達部及び
第２駆動力伝達部を介して表示部材の両端部、すなわち上述の如く各レール部材によって
支持されている部分に伝えられることとなる。このように表示部材の両端部に駆動力が伝
わることにより、表示部材が両レール部材に沿って所定の方向に移動する。
【０７１６】
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例えば表示部材の一端部にのみ動力を伝え、他端部がその一端部の移動に対して従属的
に移動する構成を想定した場合、他端部の動作が一端部の動作に対して遅れやすくなると
考えられる。このような他端部における動作の遅れは、表示部材に揺れや傾き等が生じる
要因となり得る。このような揺れ等の発生を回避しようとすれば、表示部材を機敏に動か
すことが難しくなると懸念される。更には、他端部における動作の遅れ（両端部における
動作の不一致）は、表示部材が大きくなるに従って顕著なものとなり得る。表示部材を演
出に用いることを想定すれば、表示部材の大型化によって迫力のある演出を実現したとし
ても、演出の流麗さ等が損なわれることは好ましくないと考えられる。この点、本特徴に
示すように１の駆動部に発生する駆動力を表示部材の両端部に伝える構成とすれば、表示
部材の両端部の動きがばらつくことを抑制でき、上述した不都合の発生を好適に抑制する

10

ことができる。すなわち、１の動力部を用いることにより、構成の簡略化を図りつつ、両
端部の動きを同期させることが可能となる。これにより、上述した揺れ等の発生を好適に
回避でき、表示部材の機敏で細やかな動きの実現に貢献することができる。また、表示部
材の両端部に駆動力を伝える構成とすることにより、両レール部材の間隔に基づく動作ば
らつきを抑えることが可能となり、表示部材の大型化を促進することが可能となる。故に
、表示部材を用いた演出を好適なものとすることができる。
【０７１７】
特徴Ｃ２．前記表示部材は複数設けられていることを特徴とするＣ１に記載の遊技機。
【０７１８】
特徴Ｃ２によれば、表示部材を複数設けることにより、表示演出の多様化を図ることが

20

できる。しかしながら、表示部材を複数有する構成を採用した場合には、レール部材の大
型化を回避しつつ、各表示部材において上述した支持長さを確保することが困難となり得
る。つまり、表示部材以外の演出に関する構成をコンパクトなものとしつつ、演出の多様
化及び円滑化を図ることは困難であると想定される。この点、特徴Ｃ１に示す構成を適用
することにより、支持長さを短くすることができ、表示部材以外の演出に関する構成をコ
ンパクトなものとすることができる。これにより、複数の表示部材を有する構成とするこ
とにより演出の多様化を図りつつ、それに起因して演出の円滑さが損なわれたり、表示部
材以外の演出に関わる構成の設置スペースが嵩んだりすることを好適に抑制でき、実用上
好ましい構成を実現できる。
【０７１９】
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また、上述の如く表示部材の一端部にのみ動力を伝える構成とし、他端部がその一端部
の移動に対して従属的に移動する構成を想定した場合、一端部を基端として表示部材が傾
きやすくなると想定される。これを抑制するには、第１レール部材における所定の方向で
の支持長さ（支持スパン）を長くする等の対策が必要となり得る。しかしながら、このよ
うに支持長さが長くなることは、表示部材の移動範囲を狭める要因となるため好ましくな
い。更には、支持スパンを長くすることによって表示部材の傾きを抑制したとしても、他
端部に発生するモーメントを払拭することは困難であると考えられ、そのようなモーメン
トは表示部材の動作を妨げる要因となり得るため好ましくない。この点、本特徴において
は、表示部材の両端部に駆動力を伝える構成とすることにより、支持長さを短くすること
ができ、表示部材の移動範囲の拡張に貢献できる。また、上述したモーメントの発生を抑

40

えることにより、表示部材の円滑な移動を実現できる。
【０７２０】
特徴Ｃ３．パネル部（遊技領域形成板２３３）と、
前記パネル部の後方に所定の間隔を隔てて配置され、当該パネル部を通じて遊技機前方
から視認可能となる表示部（図柄表示装置２４７の表示画面２４８）と
を備え、
前記表示部材，前記第１レール部材，前記第２レール部材及び前記駆動機構は、前記パ
ネル部及び前記表示部によって挟まれた領域に配されており、
前記各表示部材は、前記パネル部を通じて遊技機前方から視認可能となるものであり、
前記第１レール部材及び前記第２レール部材は、前記パネル部に沿って配置されている
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ことを特徴とするＣ１又はＣ２に記載の遊技機。
【０７２１】
特徴Ｃ３によれば、パネル部を介して表示部が視認可能となっており、この表示部を用
いた演出が可能となっている。これら表示部とパネル部との間に、表示部材等を配するこ
とで、表示部及び表示部材を組み合わせた多様な演出を実現することができる。また、表
示部材の前方にパネル部を設けることによって、表示部材へのアクセスを回避することが
可能となっている。これにより、遊技者等によって可動物たる表示部材が触られることを
抑制している。
【０７２２】
このようにパネル部を有する構成を採用する場合には、表示部をパネル部に対して近づ

10

けて配置することにより表示部の見やすくすることが好ましい。つまり、表示部とパネル
部との間に形成される隙間はできる限り小さくすることが好ましい。この点、本特徴にお
いては、レール部材をパネル部に沿って配置しており、表示部材の動作領域がパネル部及
び表示部の並設方向に大きくなることを抑制している。つまり、パネル部と表示部との隙
間は、表示部材や駆動機構等の表示演出に関する構成の厚みに依存しやすくなっている。
そこで、特徴Ｃ１等に示した構成を適用することにより、演出に関する構成の薄型化に貢
献でき、表示部材や駆動機構等の演出に関する構成の設置スペース（厚み）を縮小してい
る。故に、表示部材のパネル部からの離れを抑えることで表示部の見やすくしつつ、演出
の多様化を促進することが可能となっている。
【０７２３】

20

なお「パネル部」としては、例えば透明材料からなる遊技盤が挙げられる。遊技盤の前
面側には遊技球が流下する遊技領域が形成されている。このようにパネル部を遊技盤によ
って構成した場合には、本特徴に示した構成を「遊技盤と、前記遊技盤の後方に所定の間
隔を隔てて配置され、当該遊技盤を通じて遊技機前方から視認可能となる表示部とを備え
、前記表示部材と前記第１レール部材と前記第２レール部材と前記駆動機構とは、前記パ
ネル部及び前記表示部によって挟まれた領域に配されており、前記表示部材は前記遊技盤
を通じて遊技機前方から視認可能となるものであり、前記第１レール部材及び前記第２レ
ール部材は前記パネル部に沿って配置されていることを特徴とするＣ１又はＣ２に記載の
遊技機。」に置き換えてもよい。
【０７２４】
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特徴Ｃ４．前記表示部材は、前記第１レール部材及び前記第２レール部材の並設方向に
延びる軸線を中心として回動可能に支持されており、
前記表示部材の外周部には、当該表示部材の回動方向に並設され、境界にてコーナー部
分が生じるようにして連続する複数の周面（例えば外周面２５２ａ〜２５２ｃ）が形成さ
れており、
前記複数の周面のうち隣り合う１組の周面はそれぞれ、少なくとも前記所定の表示位置
に配置された場合に遊技機前方から視認可能となる第１表示面（例えば第１外周面２５２
ａ）及び第２表示面（例えば第２外周面２５２ｂ）を構成し、
前記第１表示面及び前記第２表示面は、隣り合う周面との境界間の長さ寸法が相互に異
なるように形成されており、

40

前記表示部材として、個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が設けられており
、
前記第１表示部材と前記第２表示部材とが隣り合うことにより、前記第１表示部材にお
いて当該第１表示部材の所定の表示位置に配置された前記表示面と前記第２表示部材にお
いて当該第２表示部材の所定の表示位置に配置された前記表示面とにより連続面が形成さ
れ、
前記連続面は、前記第１表示部材の前記各表示面と前記第２表示部材の前記各表示面と
の組み合わせによって、同連続面を形成する各表示面の隣り合う方向における当該連続面
の長さ寸法が変更されるものであることを特徴とするＣ１乃至Ｃ３のいずれか１つに記載
の遊技機。
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【０７２５】
特徴Ｃ４によれば、連続面を形成するには、第１表示面及び第２表示面の前記長さ寸法
の小さい方に合わせて支持長さが決定されやすくなる。言い換えれば、表示面の長さ寸法
が制限を受けやすくなり上述した長さ寸法の差違を大きくすることが難しくなる。これは
、各連続面を用いた演出の差別化を困難なものとする要因となり得るため好ましくない。
確かに、各表示部材においてレール部材により支持されている部分をパネル部と表示部と
の並設方向にオフセットすることも可能であり、表示部材の支持長さと表示面の長さ寸法
との相関を弱め、支持長さを大きくしつつ表示面を小さくすることも可能である。しかし
ながら、このような対応は、上述の如くパネル部及び表示部の離れを大きくする要因とな
り得るため好ましくない。

10

【０７２６】
以上詳述したように、限られたスペースの中で多様な演出を実現するには、表示部材の
支持長さによる表示部材の移動の安定化ではなく、すなわちそのような支持長さに依存す
る安定化手法ではなく、支持長さに依存しない安定化手法を採用することが好ましいと考
えられる。この点、特徴Ｃ１等に示した構成を適用することにより、支持長さに対する依
存を抑えることが可能となり、実用上好ましい構成を実現できる。すなわち、連続面を形
成する各表示面の長さ寸法に対する制限を弱め、各表示面を用いた演出の差違を明確なも
のとしつつ、それに起因してパネル部と表示部との隙間が広がることを抑制できる。
【０７２７】
特徴Ｃ５．前記駆動部は、前記第１レール部材及び前記第２レール部材の離間方向にお

20

ける中間位置又は中間位置付近に配置されていることを特徴とするＣ１乃至Ｃ４のいずれ
か１つに記載の遊技機。
【０７２８】
駆動部に発生する駆動力を第１駆動力伝達部及び第２駆動力伝達部によって表示部材の
両端部に伝える構成においては、一端部での移動と他端部での移動とを同期しやすくでき
る反面、動力をダイレクトに伝える構成ではないことに起因して動力の伝達タイミングに
遅れ（タイムラグ）が発生することが懸念される。具体的には、伝達経路の長さ（距離）
によって動力の伝達タイミングに差が生じるおそれがある。この点、駆動部を両レール部
材の離間方向における中間位置又は中間位置付近に配置することにより、第１駆動力伝達
部における伝経経路の長さと、第２駆動力伝達部における伝達経路の長さとの差違を小さ

30

くすることができる。これにより、一端部及び他端部のうち一方での動作の遅れを好適に
抑制することができる。例えば、第１駆動力伝達部の伝達経路の長さ及び第２駆動力伝達
部の伝達経路の長さが同等となるように構成するとよい。
【０７２９】
特徴Ｃ６．前記表示部材として個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が設けら
れているとともに、前記駆動部として前記第１表示部材に対応する第１駆動部及び前記第
２表示部材に対応する第２駆動部が設けられており、
前記第１駆動部及び前記第２駆動部は、前記第１レール部材及び前記第２レール部材と
同一面上に前記所定の方向にずらして配置されていることを特徴とするＣ１乃至Ｃ５のい
ずれか１つに記載の遊技機。

40

【０７３０】
複数の表示部材を有する構成とすることにより演出の多様化を促進できる反面、そのよ
うに表示部材を複数設けることに起因して演出に関する構成の厚みが増加しやすくなるこ
とが懸念される。そこで、本特徴に示すように各駆動部と両レール部材とを同一面上に配
置するとよい。これにより、上述した厚みの増加を抑制することが可能となり、実用上好
ましい構成を実現できる。
【０７３１】
各駆動部を同一面上に配置した場合、各駆動部に連なる駆動力伝達部の伝達経路が交差
しやすくなると想定される。これを回避すべく駆動力伝達部を例えば前記同一面からオフ
セットして配置することは、演出に関する構成の厚みが増加する要因となり得るため好ま
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しくない。この点、本特徴に示すように、第１駆動部及び前記第２駆動部を所定の方向に
ずらして配置することにより、駆動力伝達部同士の干渉を同一面上にて回避しやすくでき
、上述したような不都合を好適に解消することができる。
【０７３２】
特徴Ｃ７．前記駆動部は、前記支持レールが配置されている領域の外側に配されている
とともに、前記所定の方向に同支持レールと並べて配置されており、
前記表示部材として個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が設けられていると
ともに、前記駆動部として前記第１表示部材に対応する第１駆動部及び前記第２表示部材
に対応する第２駆動部が設けられており、
それら各駆動部及び各表示部材は、前記所定の方向に沿って、前記第１駆動部、前記第

10

２駆動部、前記第１表示部材、前記第２表示部材の順に並べられていることを特徴とする
Ｃ１乃至Ｃ６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７３３】
特徴Ｃ７によれば、複数の駆動部を集約して配置することにより、駆動力伝達部の伝達
経路に関する構成を簡素化しやすくなっている。これにより駆動力の伝達効率を向上する
ことが可能となり、更には演出に関する構成の煩雑化を好適に抑制することが可能となる
。
【０７３４】
また、第１駆動部及び第１表示部材を繋ぐ駆動力伝達部の伝達経路の長さと、第２駆動
部及び第２表示部材を繋ぐ駆動力伝達部の伝達経路の長さとのうち一方が他方に対して極

20

端に長くなることを回避しやすくできる。これにより、各表示部材をそれぞれ動作させる
構成とした場合に、１の表示部材の動作が他の表示部材の動作に対して遅れるといった不
都合を生じにくくすることができる。例えば、各表示部材に対応する駆動力伝達部の伝達
経路の長さが同等となるように、各駆動部及び各表示部材を配置するとよい。
【０７３５】
特徴Ｃ８．前記駆動部は、周方向に複数の歯部が形成された歯車（歯車５６２）を備え
、
前記第１駆動力伝達部及び前記第２駆動力伝達部は、帯状をなす本体部（ベース部５１
２，５２２）と、前記本体部の長手方向に配列され、前記歯部に係合する係合部（歯部５
１３，５２３）とを有してなり、
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更に、それら第１駆動力伝達部及び第２駆動力伝達部は、前記第１駆動力伝達部の係合
部と前記第２駆動力伝達部の係合部とが前記歯車を挟んで対峙するように配置されている
ことを特徴とするＣ１乃至Ｃ７のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７３６】
表示部材を用いて表示演出を行う構成においては、表示部材の移動パターンを細かく設
定したり、表示部材の移動速度を変化させたりすることにより、演出の多様化を図ること
ができる。しかしながらその反面、動きを細やかなものとしたり移動速度を高くしたりす
ることにより駆動部と駆動力伝達部との間に発生する負荷がおおきくなり、同駆動力伝達
部の位置ずれ（滑り等）が生じやすくなると懸念される。仮にこのような位置ずれが生じ
ると、演出が正常に行われなくなり、ひいては遊技意欲の減退を招くと想定される。この
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点、上述の如く歯部と係合部とを有する構成とすれば、上述した位置ずれを好適に抑制で
き、実用上好ましい構成を実現できる。
【０７３７】
また、両駆動力伝達部が歯車を挟んで対峙するように配置されている。これにより、構
成の簡素化を図りつつ、表示部材における一端部の移動と他端部の移動とを同期しやすく
できる。更には、両駆動力伝達部に伝わる駆動力に差が生じるといった不都合を好適に抑
制できる。
【０７３８】
特徴Ｃ９．前記第１駆動力伝達部及び前記第２駆動力伝達部は、それら両駆動力伝達部
が前記駆動部によって移動されることによって前記表示部材を前記所定の方向に移動させ
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るものであり、
前記第１駆動力伝達部の移動経路を規定する第１規定部（ベルト収容溝４７２、ケーシ
ング５７１，５７２及びケーシング収容部５８２，５８３）と、
前記第２駆動力伝達部の移動経路を規定する第２規定部（ベルト収容溝４９２、ケーシ
ング５７３，５７４及びケーシング収容部５８４，５８５）と
を備え、
前記駆動機構は、前記駆動部が搭載されているとともに前記両レール部材に跨って設け
られたベース部（ハウジング５８０）を有し、
前記第１規定部及び前記第２規定部は、前記レール部材に設けられたレール側規定部（
ベルト収容溝４７２，４９２）と、前記ベース部に設けられたベース側規定部（ケーシン

10

グ５７１〜５７４及びケーシング収容部５８２〜５８５）とをそれぞれ有し、
少なくとも前記ベース側規定部は、前記ベルトが嵌まる溝状又は孔状をなすことを特徴
とするＣ１乃至Ｃ８のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７３９】
特徴Ｃ９では、駆動力伝達経路を規定する規定部を設けることによって、駆動力伝達部
に意図せぬ変位（移動や変形）が生じることを抑制することができる。これにより、駆動
力の伝達経路が変化することを回避することができる。
【０７４０】
また、例えばベース部によって両レール部材を繋ぐことにより、両レール部材の相対位
置のずれを生じにくくすることができる。特に、ベース部にベース側規定部を設け、同ベ

20

ース側規定部を溝状又は孔状をなす構成とすることにより、ベース部自身の剛性の向上を
図ることが可能であるため、ベース部による補強機能を好適なものとすることができる。
【０７４１】
特徴Ｃ１０．前記表示部材として個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が前記
所定の方向に並べて設けられているとともに、前記駆動部として前記第１表示部材に対応
する第１駆動部及び前記第２表示部材に対応する第２駆動部が設けられており、
前記第１駆動部及び前記第２駆動部は、前記支持レールが配置されている領域の外側で
あって前記所定の方向に前記支持レールと並ぶ領域において前記所定の方向に並べて配置
されており、
それら両駆動部のうち前記支持レールの配置領域に近い側の一方に繋がる前記第１駆動
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力伝達部及び前記第２駆動力伝達部は、前記両駆動部のうち他方に繋がる前記第１駆動力
伝達部及び前記第２駆動力伝達部よりも前記支持レールの配置領域側に配置されているこ
とを特徴とするＣ１乃至Ｃ９のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７４２】
特徴Ｃ１０によれば、演出に関する構成の薄型化を図りつつ、駆動力伝達部の伝達経路
が入り組むことを回避することができる。例えば、各駆動部を所定方向及び離間方向の両
方向に直交する方向にずらして配置すれば、駆動力伝達部の伝達経路が交差することを回
避し、伝達経路を簡素化することができる。これは駆動力の伝達効率の向上を図るという
点から見れば好ましいと想定される反面、それら駆動部が前記直交する方向にずれている
ことに起因して演出に関する構成の薄型化が妨げられることが懸念される。一方、各駆動
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部を所定の方向に並設すれば、演出に関する構成の薄型化に貢献できる反面、各駆動部に
連なる駆動力伝達部の伝達経路が交差しやすくなると想定される。これは、駆動力の伝達
効率、ひいては駆動タイミングのずれを大きくする要因となり得るため好ましくない。
【０７４３】
この点、本特徴に示すように、内側の駆動部に繋がる駆動力伝達部と、外側の駆動部に
繋がる駆動力伝達部とを、前者が内側且つ後者が外側となるように配置することにより、
演出に関する構成の薄型化と伝達経路の簡素化とを好適に両立することが可能となる。例
えば各駆動部及び各駆動力伝達部を同一平面上に配置するとよい。
【０７４４】
特徴Ｃ１１．前記第１駆動力伝達部及び前記第２駆動力伝達部は、それら両駆動力伝達
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部が前記駆動部によって移動されることによって前記表示部材を前記所定の方向に移動さ
せるものであり、
前記第１レール部材は、前記各表示部材が移動する第１通路部（溝部４６４）と、前記
各表示部材に繋ながれている各第１駆動力伝達部に個々に対応しそれら各第１駆動力伝達
部の移動経路を規定する複数の第１規定部（ベルト収容溝４７２）とを備え、
前記第２レール部材は、前記各表示部材が移動する第２通路部（溝部４８４）と、前記
各表示部材に繋ながれている各第２駆動力伝達部に個々に対応しそれら各第２駆動力伝達
部の移動経路を規定する複数の第２規定部（ベルト収容溝４９２）とを備え、
前記各第１規定部は、前記第１レール部材及び前記第２レール部材の離間方向に並べて
配置されているとともに、前記各第２規定部は、同離間方向に並べて配置されており、

10

更に、前記第１通路部及び前記各第１規定部は前記第１レール部材の幅方向に並べて設
けられているとともに、前記第２通路部及び前記各第２規定部は前記第２レール部材の幅
方向に並べて設けられていることを特徴とするＣ１０に記載の遊技機。
【０７４５】
特徴Ｃ１１によれば、上記特徴Ｃ１０に示した構成を好適に実現できる。複数の表示部
材が所定の方向に並設されている構成においては、それら各表示部材が同一の通路部を通
過する構成とすることにより、演出に関する構成の薄型化を図りつつ、演出の多様化に貢
献できる。また、各駆動力伝達部に対応する規定部を設けることにより、駆動力伝達部に
意図せぬ変位（移動や変形）が生じることを抑制することができる。これにより、駆動力
の伝達経路が変化することを回避することができる。
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【０７４６】
複数の表示部材が同一の通路部を通過する構成においては、上述したような薄型化に貢
献できる反面、表示部材の動作領域と駆動力伝達部の移動経路とが離れやすくなる。これ
は駆動力が表示部材に伝わる際に同表示部材に対してモーメントが生じる要因となり、こ
のモーメントが大きくなることによって表示部材の円滑な移動が妨げられやすくなると懸
念される。この点、本特徴に示すように通路部及び規定部をレール部材の幅方向に並べて
設けることにより、特徴Ｃ１０に示した構成を実現しつつ、複数の表示部材を有する構成
においても表示部材の動作領域と駆動力伝達部の移動経路との離れを抑えることができる
。これにより、上述したようなモーメントが大きくなることを抑制でき、表示部材の円滑
な移動の実現に貢献できる。
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【０７４７】
また、各第１規定部を両レール部材の離間方向に並べて配置するとともに各第２規定部
を同離間方向に並べて配置することにより、各駆動力伝達部を内外にずらして配置するこ
とで演出に関する構成の薄型化を実現することができる。また、表示部材は両レール部材
に跨って設けられているため、上述した離間方向に規定部を並設することで、表示部材（
詳しくは表示部材の動作領域）と駆動力伝達部（詳しくは駆動力伝達部の移動経路）との
距離を同等にしやすくできる。これにより、各表示部材のうち１の表示部材に対して大き
なモーメントが生じることを好適に抑制できる。
【０７４８】
例えば、レール部材が、前記表示部材を挟んで対向する１組みの対向部と、それら対向
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部を繋ぐ連結部とを有する構成とし、それら両対向部の一方に各規定部を並べて形成する
とよい。
【０７４９】
なお、「第１レール部材の幅方向」及び「第２レール部材の幅方向」は、例えば第１レ
ール部材及び第２レール部材の離間方向と前記所定の方向との両方向に直交する方向を示
している。
【０７５０】
因みに、特徴Ｂ１乃至特徴Ｂ３０のいずれか１つを、上記特徴Ａ１乃至特徴Ａ２０に適
用してもよい。また、特徴Ｃ１乃至特徴Ｃ１１のいずれか１つを、上記特徴Ａ１乃至特徴
Ａ２０及び上記特徴Ｂ１乃至特徴Ｂ３０に適用してもよい。
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【０７５１】
以下に、以上の各特徴を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【０７５２】
パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（ハンドル装置５９）と、その操作手段の
操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構５０）と、その発射さ
れた遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（内レール１０１及び外レール１０２に挟まれ
た領域）と、遊技領域内に配置された各遊技部品（釘１１６等）とを備え、それら各遊技
部品のうち所定の通過部（作動口１１３等）を遊技球が通過した場合に遊技者に特典を付
与する遊技機。
【０７５３】

10

スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄
列を最終停止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動
が開始され、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変
動が停止され、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者
に有利な特別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにした遊技機。
【図面の簡単な説明】
【０７５４】
【図１】第１の実施の形態におけるパチンコ機の全体構成を示す斜視図。
【図２】遊技機本体の主要な構成を分解して示す分解斜視図。
【図３】内枠の構成を示す正面図。
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【図４】遊技盤ユニットの構成を示す斜視図。
【図５】遊技盤ユニットの構成を示す正面図。
【図６】裏パックの構成を示す正面図。
【図７】（ａ）は表示部材が収容部内にて待機されている状態を示す概略図、（ｂ）は表
示部材が演出初期位置に配置された状態を示す概略図。
【図８】表示部材の動作を示す動作説明図。
【図９】表示部材の動作を示す動作説明図。
【図１０】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図。
【図１１】遊技制御に用いる各種カウンタの概要を示す説明図。
【図１２】表示制御装置のＣＰＵにより実行されるコマンド判定処理を示すフローチャー
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ト。
【図１３】特別演出処理を示すフローチャート。
【図１４】表示切替モード用処理を示すフローチャート。
【図１５】表示切替モード用処理のタイミングチャート。
【図１６】第２の実施の形態における遊技盤ユニットの構成を示す正面図。
【図１７】遊技盤ユニットの一部を分解して示す分解斜視図。
【図１８】図１６のＡ−Ａ線部分断面図。
【図１９】遊技盤ユニット及び図柄表示装置の構成を示す斜視図。
【図２０】表示領域可変機構の構成を示す分解斜視図。
【図２１】図２０の部分断面図。
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【図２２】（ａ）は遮蔽体をその軸線方向から見た概略図、（ｂ）は遮蔽体の回動状態を
示す概略図、（ｃ）は遮蔽体と遊技領域形成板及び図柄表示装置との関係を示す概略図。
【図２３】（ａ）は第１の状態を示す概略図、（ｂ）は第２の状態を示す概略図、（ｃ）
は第３の状態を示す概略図。
【図２４】（ａ）〜（ｄ）は第１の状態と第２の状態との切替動作を示す動作説明図、（
ｅ）〜（ｇ）は第１の状態と第３の状態との切替動作を示す動作説明図。
【図２５】（ａ）〜（ｆ）は第２の状態と第３の状態との切替動作を示す動作説明図。
【図２６】遊技機正面からみた表示領域可変機構と図柄表示装置の表示領域との関係を示
す概略図。
【図２７】表示制御装置のＣＰＵにより実行されるコマンド判定処理を示すフローチャー
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ト。
【図２８】特別演出処理を示すフローチャート。
【図２９】表示切替モード用処理を示すフローチャート。
【図３０】表示切替モード用処理のタイミングチャート。
【図３１】第３の実施の形態における表示領域可変機構を正面から見た概略図。
【図３２】図３１のＣ−Ｃ線部分断面図。
【図３３】図３２の部分拡大図。
【図３４】連結手段に関する構成を分解して示す一部破断斜視図。
【図３５】図３１の部分拡大図。
【図３６】遮蔽ユニットの動作を示す概略図。
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【図３７】（ａ）は表示領域可変機構の主要な構成を示す概略図、（ｂ）は上側レール部
材の構成を示す概略図、（ｃ）は下側レール部材の構成を示す概略図。
【図３８】表示領域可変機構の変形例を説明するための説明図。
【図３９】表示部材の変形例を説明するための説明図。
【図４０】表示部材の変形例を説明するための説明図。
【図４１】遮蔽ユニットの変形例を説明するための説明図。
【図４２】遮蔽ユニットの変形例を説明するための説明図。
【符号の説明】
【０７５５】
１０…パチンコ機、９２…表示制御装置、１００…遊技盤ユニット、１０３…遊技盤、
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１３０…センターフレーム、１３２…遊技機構成体としてのステージユニット、１３８…
流下経路規定部としての奥側ステージ面、１５０…可変表示機構、１５１…表示部材、１
５８…回動位置を構成する軸体、１５９…回動用駆動部としての回動用モータ、１６３…
位置移動用駆動部としてのスライド用モータ、１６８…収容部、２１１…表示制御基板、
２１２…ＭＰＵ、２１３…ＲＯＭ、２１４…ＲＡＭ、２３３…遊技機構成体としての遊技
領域形成板、２４７…遊技機構成体としての図柄表示装置、２４８…表示画面、２５０…
表示領域可変機構、２５１…遮蔽ユニット、２５２…表示部材としての遮蔽体、２６７…
回動用駆動部としての第２ステッピングモータ、２８８…位置移動用駆動部としての第３
ステッピングモータ、２９８…位置移動用駆動部としての第４ステッピングモータ、３２
０…表示制御装置、３２１…表示制御基板、３２２…ＭＰＵ、３２３…ＲＯＭ、３２４…
ＲＡＭ。
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