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(57)【要約】
　　【課題】可動演出体が演出位置へと作動して所定の
演出を行う際に、可動演出体が発光表示部に発光表示さ
れる演出表示の妨げとならず、可動演出体と発光表示部
の演出表示とが調和した演出を効果的に行うことができ
、しかも可動演出体の構造等を極力簡素化できるように
する。
　　【解決手段】演出用の発光表示手段１３，１０５と
、発光表示手段１３，１０５の発光表示部２０，１０６
の前側に突出する演出位置Ａと発光表示部２０から退避
する退避位置Ｂとの間で出退移動可能な可動演出体２２
とを備え、可動演出体２２は発光表示部２０，１０６の
演出表示２７を直接的又は間接的に視認可能な視認部４
９を備え、可動演出体２２が演出位置Ａへと作動する演
出動作に同期して発光表示部２０，１０６に、視認部４
９を介して視認される演出表示２７を発光表示する
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演出用の発光表示手段（１３，１０５）と、該発光表示手段（１３，１０５）の発光表
示部（２０，１０６）の前側に突出する演出位置（Ａ）と該発光表示部（２０）から退避
する退避位置（Ｂ）との間で出退移動可能な可動演出体（２２）とを備えた弾球遊技機に
おいて、前記可動演出体（２２）は前記発光表示部（２０，１０６）の演出表示（２７）
を直接的又は間接的に視認可能な視認部（４９）を備え、前記可動演出体（２２）が前記
演出位置（Ａ）へと作動する演出動作に同期して前記発光表示部（２０，１０６）に、前
記視認部（４９）を介して視認される前記演出表示（２７）を発光表示することを特徴と
する弾球遊技機。
【請求項２】
　前記発光表示手段（１３）は前記演出表示（２７）である演出画像を発光表示する画像
表示手段であることを特徴とする請求項１に記載の弾球遊技機。
【請求項３】
　前記可動演出体（２２）は主演出体（３８）と、該主演出体（３８）を前記演出位置（
Ａ）と前記退避位置（Ｂ）との間で出退自在に支持する支持部材（３９）とを備え、前記
主演出体（３８）、前記支持部材（３９）の少なくとも一方に前記視認部（４９）を備え
たことを特徴とする請求項１又は２に記載の弾球遊技機。
【請求項４】
　前記視認部（４９）は前後方向に貫通して形成された透視孔（５４）であることを特徴
とする請求項１～３の何れかに記載の弾球遊技機。
【請求項５】
　前記視認部（４９）は前記発光表示部（２０）からの光を乱反射して発光する乱反射部
（９８）を有することを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の弾球遊技機。
【請求項６】
　前記可動演出体（２２）は前記発光表示部（２０）からの光を前記乱反射部（９８）に
集光する集光部（１００）を有することを特徴とする請求項５に記載の弾球遊技機。
【請求項７】
　前記支持部材（３９）はその長手方向に１個又は複数個の前記視認部（４９）を備え、
前記主演出体（３８）に対する帯状の可撓配線（５６）を、その幅方向を前記発光表示部
（２０，１０６）に対して略直角方向にして前記支持部材（３９）の裏側に配置したこと
を特徴とする請求項３に記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の弾球遊技機に関し、画像表示手段と可動演出体とを組み合わ
せて遊技状態を演出するようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の弾球遊技機には、遊技盤の遊技領域の略中央部に画像表示手段を配置す
ると共に、この画像表示手段の画像表示部を支持する支持枠に特別図柄表示手段と可動演
出体とを配置し、特定の遊技状態のときに可動演出体の作動と、この作動に同期して画像
表示部に表示される演出画像とを組み合わせて、その遊技状態の演出を行うようにしたも
のがある（特許文献１）。
【０００３】
　この弾球遊技機では、特別図柄始動手段が遊技球を検出すると、特別図柄表示手段の特
別図柄が所定時間変動して大当たり態様、外れ態様の何れかで停止する。一方、特別図柄
の変動に同期して画像表示手段の複数個（例えば３個）の演出図柄が所定の変動パターン
で所定時間変動して、変動後の特別図柄が大当たり態様となる場合には全てが揃う大当た
り演出態様で停止し、また特別図柄が外れ態様となる場合には少なくとも１個が異なる外
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れ演出態様で停止する。
【０００４】
　そして、変動中の演出画像の変動パターンが変動後に大当たり演出態様となる信頼度の
高い特定の変動パターンの場合に、１個の演出図柄を除く他の演出図柄が揃うリーチにな
れば、可動演出体が画像表示手段の画像表示部側に突出し、この可動演出体の突出動作に
同期して画像表示手段の画像表示部に特定の演出画像を表示して、可動演出体の作動と画
像表示部の演出画像とを組み合わせて、変動後に大当たりとなる可能性が高いことを予告
する予告演出を行う。
【特許文献１】特開２００７－２２２３４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　可動演出体はキャラクタその他の主演出体と、この主演出体を演出位置と退避位置との
間で出退自在に支持する支持部材とを備えている。そして、演出時には画像表示部に表示
される演出画像に同期して主演出体が出退するだけであって、支持部材が画像表示部に表
示される演出画像の妨げになる等、必ずしも画像表示部側の演出画像と調和のとれた演出
とはなっていない。
【０００６】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、可動演出体が演出位置へと作動して所定の
演出を行う際に、可動演出体が発光表示部に発光表示される演出表示の妨げとならず、可
動演出体と発光表示部の演出表示とが調和した演出を効果的に行うことができ、しかも可
動演出体の構造等を極力簡素化できる弾球遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、演出用の発光表示手段１３，１０５と、該発光表示手段１３，１０５の発光
表示部２０，１０６の前側に突出する演出位置Ａと該発光表示部２０から退避する退避位
置Ｂとの間で出退移動可能な可動演出体２２とを備えた弾球遊技機において、前記可動演
出体２２は前記発光表示部２０，１０６の演出表示２７を直接的又は間接的に視認可能な
視認部４９を備え、前記可動演出体２２が前記演出位置Ａへと作動する演出動作に同期し
て前記発光表示部２０，１０６に、前記視認部４９を介して視認される前記演出表示２７
を発光表示するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、可動演出体２２が演出位置Ａへと作動して所定の演出を行う際に、可
動演出体２２が発光表示部２０，１０６に発光表示される演出表示２７の妨げとならず、
可動演出体２２と発光表示部２０，１０６の演出表示２７とが調和した演出を効果的に行
うことができ、しかも可動演出体２２の構造等を極力簡素化できる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１２は本発明をパチンコ
機に採用した第１の実施例を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の外
枠２と、この外枠２の前側にヒンジ３により縦軸廻りに開閉自在に枢着された前枠４とを
備えている。前枠４の前側にはガラス扉５と前面板６とが上下に配置され、前枠４に対し
てヒンジ３と同じ側のヒンジ７により縦軸廻りに開閉自在に枢支されている。
【００１０】
　前面板６の前側には発射用の遊技球を貯留する球供給皿８が配置され、その側方に遊技
球を発射する発射手段（図示省略）の発射ハンドル９が設けられている。ガラス扉５の裏
側には、このガラス扉５に対応するように前枠４に遊技盤１０（図２参照）が着脱自在に
装着されている。
【００１１】
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　遊技盤１０の前面には、図２に示すように、発射手段から発射された遊技球を案内する
ガイドレール１１が略円弧状に配置されると共に、そのガイドレール１１の内側の遊技領
域１２に画像表示手段（発光表示手段）１３、普通図柄始動手段１４、特別図柄始動手段
１５、大入賞手段１６、普通入賞手段１７等の各種の遊技部品が配置されている。なお、
遊技領域１２はガラス扉５の窓孔１８に対応している。
【００１２】
　画像表示手段１３は例えば遊技領域１２の略中央に配置されており、遊技盤１０に装着
された支持枠１９と、この支持枠１９の略中央に配置された液晶式、プラズマ式等の画像
表示部（発光表示部）２０とを備えている。支持枠１９には普通図柄表示手段２１が設け
られると共に、可動演出体２２が画像表示部２０に対して出退自在に設けられている。ま
たガラス扉５の窓孔１８内に対応する位置に特別図柄表示手段２３が設けられている。
【００１３】
　普通図柄表示手段２１は普通図柄を変動表示するためのもので、複数種類の普通図柄（
例えば２種類の「○」「×」）に対応する複数個の発光素子により構成されており、普通
図柄始動手段１４が遊技球を検出することを条件に２つの発光素子が交互に点灯するよう
に所定時間点滅して、普通図柄始動手段１４の遊技球の検出時に抽選した乱数値が予め定
められた当たり判定値と一致した場合に当たり態様の「○」側の発光素子が点灯し、それ
以外の場合に外れ態様の「×」側の発光素子が点灯して停止するようになっている。
【００１４】
　特別図柄表示手段２３は、１個又は複数個、例えば１個の特別図柄を変動表示可能な７
セグメント式等の表示手段により構成されており、特別図柄始動手段１５が遊技球を検出
することを条件に特別図柄を所定時間変動表示して、特別図柄始動手段１５の遊技球の検
出時に抽選された乱数値が予め定められた大当たり乱数値と一致した場合に所定の大当た
り態様で、それ以外の場合に外れ態様で停止するようになっている。
【００１５】
　画像表示部２０は矩形状、その他の形状であって、図２に二点鎖線で示し、また図１０
に示すように遊技中は演出図柄２５ａ～２５ｃとその背景画像２６とが発光表示され、ま
た特定の遊技状態の場合には、図２に示すように可動演出体２２の作動と同期して予告演
出画像（演出表示）２７が発光表示される。
【００１６】
　演出図柄２５ａ～２５ｃは画像表示部２０の適当な位置に複数個、例えば３個表示され
、その各演出図柄２５ａ～２５ｃは特別図柄表示手段２３の特別図柄の変動に同期して変
動を開始し、所定の変動パターンを経て所定時間変動した後、特別図柄の変動終了に同期
して所定の順序で順次停止する。
【００１７】
　演出図柄２５ａ～２５ｃの変動後の停止図柄は、特別図柄表示手段２３の特別図柄が大
当たり態様で停止する場合には全てが揃う大当たり演出態様となり、特別図柄が外れ態様
で停止する場合には少なくとも一部が異なる外れ演出態様となる。例えば、特別図柄が大
当たり態様で停止する場合には演出図柄２５ａ～２５ｃは「７・７・７」等で停止し、特
別図柄が外れ態様で停止する場合には演出図柄２５ａ～２５ｃは「３・４・５」等で停止
する。
【００１８】
　特別図柄始動手段１５は固定式入賞口２８と電動チューリップ等の可変式入賞口２９と
を上下に備えている。可変式入賞口２９は普通図柄表示手段２１の変動後の普通図柄が当
たり態様を停止表示したときに所定時間開放するようになっている。
【００１９】
　画像表示手段１３の支持枠１９は、図３、図４に示すように開口３０に対応して遊技盤
１０の前面に装着された前飾り体３１と、開口３０に対応して遊技盤１０の裏面に装着さ
れた装着枠３２とを備えている。
【００２０】
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　装着枠３２には矩形状等の表示窓３３が形成され、その表示窓３３に対応して装着枠３
２の裏側に画像表示部２０が装着されている。前飾り体３１は遊技盤１０の前面に当接す
る前飾り板３４と、表示窓３３の上部から左右両側に跨がって略門形状に配置され且つ前
飾り板３４の前面に突出して装着された装飾体３７とを備えている。前飾り板３４の内周
側には、表示窓３３の前側を取り囲む周壁３４ａが設けられている。
【００２１】
　支持枠１９には画像表示部２０の上側で前飾り体３１と装着枠３２との間に所定の収容
空間３６があり、可動演出体２２は通常この収容空間３６に収まって前から前飾り体３１
により覆われている（図２の二点鎖線参照）。
【００２２】
　なお、この画像表示手段１３は前飾り体３１と装着枠３２とを遊技盤１０に対して前後
両側から装着するようにしているが、前飾り体３１と装着枠３２とを結合して、その装着
枠３２が開口３０に嵌合するように遊技盤１０に対して前側から装着するようにしてもよ
い。
【００２３】
　可動演出体２２は、正面視丸形等の主演出体３８と、先端で主演出体３８を支持する支
持部材３９とを備え、画像表示部２０の前側に近接して配置されており、表示画面の駆動
手段３５の駆動により、図２に示すように画像表示部２０の略中央の演出位置Ａと、画像
表示部２０の上側に外れた退避位置Ｂとの間で出退移動自在である。
【００２４】
　主演出体３８は自己発光式、支持部材３９は透過視認式であり、退避位置Ｂから演出位
置Ａへと作動する演出動作（突出動作又は出退動作）を行う際に、その演出動作に同期し
て主演出体３８が発光し、支持部材３９に対応する部分を含む主演出体３８の周辺全体に
わたって画像表示部２０に予告演出画像２７が放射状に発光表示されたときに、その主演
出体３８の発光と画像表示部２０の予告演出画像２７とにより、発光状態の主演出体３８
を中心として予告演出を行うようになっている。
【００２５】
　主演出体３８は図５～図８に示すように、光透過性を有し且つ前面側の発光表示部４０
に装飾模様その他の演出用の表示４０ａが付された合成樹脂製の発光カバー４２と、この
発光カバー４２を裏側から支持する環状等の支持部４３と、この支持部４３に設けられ且
つ発光カバー４２の発光表示部４０を裏側から発光させる複数個のＬＥＤ等の発光素子４
４とを備えている。発光カバー４２の裏面には、発光素子４４からの光により発光表示部
４０を発光させる凹凸状の乱反射部４５が設けられている。なお、乱反射部４５に代えて
拡散板を設けてもよい。
【００２６】
　支持部４３は支持部材３９の先端に一体に設けられており、その裏側の基板４６と共に
周方向に複数個のネジ４７により発光カバー４２の裏側に結合されている。発光素子４４
は基板４６の前面に分散して装着されている。なお、この実施例では、主演出体３８の裏
側を基板４６により塞ぐようになっているが、前側が開放する有底円筒状の支持部４３を
用いて、この支持部４３の底部で主演出体３８の裏側を塞ぐようにしてもよい。
【００２７】
　支持部材３９は光透過性を有する合成樹脂製であって、長手方向に１個又は複数個の視
認部４９を備え、主演出体３８が演出位置Ａへと作動した際に、これに同期して画像表示
部２０に表示される予告演出画像２７を視認部４９を介して直接的又は間接的に視認する
ようになっている。
【００２８】
　支持部材３９は例えば略真っ直ぐな棒状であって、図５～図８に示すように画像表示部
２０の前面と略平行な幅方向に一対の側壁５１と、この一対の側壁５１の前端を幅方向に
連結する前壁５２と、長手方向に所定の間隔をおいてに配置され且つ一対の側壁５１及び
前壁５２に一体に形成された連結壁５３とを備え、その前壁５２に視認部４９が長手方向
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に複数個形成されている。
【００２９】
　支持部材３９は一対の側壁５１の後側が若干広がる断面台形状であり、その各側壁５１
は画像表示部２０に対して直角に近い状態に配置されている。視認部４９は前壁５２に前
後方向に貫通して形成された透視孔５４により構成され、この透視孔５４は側壁５１及び
連結壁５３に近接して長手方向に長い長孔状に形成されている。なお、側壁５１の外面、
前壁５２の前面にはその全面に凹凸状の乱反射部を設けてもよい。また前壁５２は省略し
てもよい。
【００３０】
　支持部材３９の裏側内部には、一方の側壁５１と連結壁５３との間に挟持凹部５９が形
成され、その挟持凹部５９に主演出体３８に対する可撓配線５６が裏側から着脱自在に挿
入されている。可撓配線５６は帯状であって、その幅方向を画像表示部２０に対して略直
角にした状態で一方の側壁５１に沿って支持部材３９の長手方向に設けられ、画像表示部
２０の中央前方又はそれよりも若干上側から透視孔５４を経て画像表示部２０の予告演出
画像２７を視認したときに透視孔５４の視野内に入らないように、上側の側壁５１に沿っ
て配置されている。可撓配線５６はコネクタ５７を介して基板４６の裏側のコネクタ５８
に接続されている。
【００３１】
　支持部材３９の基部は画像表示部２０の外側で支持台６２に前後方向の枢軸６３により
揺動自在に支持され、クランク機構６４を含む連動機構６５を介してモータ等の駆動手段
３５により上下方向に揺動するようになっている。支持台６２は前後に支持壁６６を有す
るケース状であって、画像表示部２０に対して左右方向の一方側で且つ画像表示部２０の
上部側又は画像表示部２０よりも上側等の適当箇所に配置され、画像表示手段１３の支持
枠１９側、例えば装着枠３２の取り付け面６７にネジ等で固定されている。
【００３２】
　枢軸６３は支持台６２の前後の支持壁６６に跨がって支架されている。駆動手段３５は
支持台６２の支持壁６６の裏側に固定されている。連動機構６５はクランク機構６４の他
に、駆動手段３５の駆動軸６８に固定された駆動ギヤー６９と、支軸７０により支持台６
２に回転自在に設けられ且つ駆動ギヤー６９に噛合する従動ギヤー７１とを有する。
【００３３】
　クランク機構６４は従動ギヤー７１に固定されたクランクピン７２と、支持部材３９の
基部側に設けられ且つクランクピン７２が摺動自在に係合する長孔等の摺動部７３とを有
し、駆動手段３５の駆動により従動ギヤー７１が往復回転したときに、クランクピン７２
及び摺動部７３を介して支持部材３９を枢軸６３廻りに上下方向に揺動させるようになっ
ている。
【００３４】
　なお、支持部材３９はバネ７４により上昇側である退避位置Ｂ側へと付勢されている。
バネ７４には枢軸６３に巻き掛けられ且つ両端が支持部材３９と支持台６２とに係合する
捩じりバネが使用されているが、他の引っ張りバネ又は圧縮バネを使用してもよい。また
支持台６２には支持部材３９の原点位置、即ち主演出体３８が退避位置Ｂのときの支持部
材３９の位置を検出する位置検出手段（図示省略）が設けられている。支持台６２と支持
部材３９との間に、支持部材３９を原点位置で規制するストッパー機構を設けてもよい。
【００３５】
　図９はパチンコ機の制御系を示す。パチンコ機の制御系は主制御基板８０と演出制御基
板８１とを備えている。主制御基板８０はパチンコ機全体の遊技動作の制御を司るもので
、普通図柄始動手段１４が遊技球を検出したときに乱数値を抽選して当たりか否かを判定
し、当たりの場合に普通図柄表示手段２１の変動後の普通図柄が当たり態様で停止した後
に特別図柄始動手段１５の可変式入賞口２９を所定時間開放させる普通図柄系制御手段８
２の他に、乱数抽選手段８３、判定手段８４、特別図柄制御手段８５、停止態様決定手段
８６、変動パターン決定手段８７、コマンド送信手段８８、特別遊技発生手段８９を備え
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ている。
【００３６】
　乱数抽選手段８３は特別図柄始動手段１５が遊技球を検出したときに乱数値を抽選し、
判定手段８４は乱数抽選手段８３で抽選された乱数値を大当たり乱数値と照合して大当た
りか否かを判定するようになっている。特別図柄制御手段８５は特別図柄始動手段１５の
遊技球の検出を契機に特別図柄表示手段２３の特別図柄を所定時間変動させて、判定手段
８４の判定結果が大当たりのときに大当たり態様で、外れのときに外れ態様で夫々停止す
べく特別図柄を制御するようになっている。
【００３７】
　停止態様決定手段８６は判定手段８４の判定結果が大当たりのときに演出図柄２５ａ～
２５ｃの停止態様を抽選し決定するためのものである。変動パターン決定手段８７は判定
手段８４の判定結果が大当たりのときの大当たり変動パターンを、外れのときの外れ変動
パターンを抽選し決定するためのもので、判定手段８４の判定結果に応じて予め定められ
た複数種類の大当たり変動パターン、外れ変動パターンの中から、そのときの演出図柄２
５ａ～２５ｃの変動に供する１つの変動パターンを選択し決定するようになっている。
【００３８】
　大当たり変動パターン、外れ変動パターンには変動時間の長短、演出図柄２５ａ～２５
ｃの変動中のリーチの有無等に応じて夫々複数の種類のものがある。例えば、大当たり変
動パターンには変動時間の違いによって大当たり変動パターン１、大当たり変動パターン
２、大当たり変動パターン３、・・・等のように多種類のパターンが準備されており、ま
た外れ変動パターンには変動時間の違い、リーチの有無によってリーチあり外れ変動パタ
ーン１、リーチあり外れ変動パターン２、リーチなし外れ変動パターン１、リーチなし外
れ変動パターン２、・・・等のように多種類のパターンが準備されている。
【００３９】
　なお、一般的にリーチあり外れ変動パターンはリーチなし外れ変動パターンに比較して
変動時間が長く、またリーチあり外れ変動パターンの一部である１種類又は複数種類は、
大当たり変動パターンの変動時間に近い変動時間を有するものがある。また変動時間の長
い変動パターンの場合には、変動時間の短いリーチあり変動パターン、リーチなし変動パ
ターンに比較して出現率は低いが、変動後に特別図柄が大当たり態様となる信頼度が大に
なっている。
【００４０】
　特別図柄制御手段８５は特別図柄始動手段１５の遊技球の検出を契機に特別図柄表示手
段２３の特別図柄を変動させて、変動パターン決定手段８７で決定された変動パターンの
変動時間に従って変動した後に、判定手段８４の大当たり、外れの判定結果に応じて特別
図柄を大当たり態様、外れ態様の何れかで停止させるようになっている。コマンド送信手
段８８は停止態様決定手段８６で決定された停止態様コマンド、変動パターン決定手段８
７で決定された変動パターンコマンド、各変動パターン毎の変動停止コマンドを演出制御
基板８１側へと一方向通信により送信するようになっている。
【００４１】
　特別遊技発生手段８９は判定手段８４が大当たりと判定した場合に、特別図柄が大当た
り態様で停止した後に遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を発生させるためのもの
で、例えば大入賞手段１６を所定時間ずつ複数回開放させるようになっている。なお、特
別遊技での大入賞手段１６の開閉パターン等は適宜決定することが可能である。また特別
遊技では大入賞手段１６の開放に加えて、又は大入賞手段１６の開放とは別に、特別図柄
の大当たり態様の種類を条件に大当たりの抽選確率を変える確率変動、その他の遊技者に
有利な要素を付加してもよい。
【００４２】
　演出制御基板８１には主制御基板８０から送信される各コマンドを解析して画像表示手
段１３の画像表示部２０に表示される演出図柄２５ａ～２５ｃ、背景画像２６、予告演出
画像２７を制御し、また可動演出体２２の作動、主演出体３８の発光を制御するためのも
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ので、コマンド受信手段９０、演出図柄制御手段９１、予告演出決定手段９２、演出画像
制御手段９３、可動演出制御手段９４、発光演出制御手段９５等を備えている。
【００４３】
　コマンド受信手段９０はコマンド送信手段８８から演出制御基板８１側に送信される各
コマンドを受信して解析するためのものである。演出図柄制御手段９１は主制御基板８０
からの変動パターンコマンドに従って特別図柄表示手段２３の特別図柄の変動に同期して
演出図柄２５ａ～２５ｃを所定の変動パターンで所定時間変動させて、停止コマンドがあ
ったときに演出図柄２５ａ～２５ｃを大当たり演出態様又は外れ演出態様で停止させるよ
うになっている。なお、３個の演出図柄２５ａ～２５ｃは、特別図柄が大当たり態様で停
止する場合には全てが揃うように停止態様コマンドで指定された停止態様で停止し、それ
以外の場合にはリーチの有無に応じて演出図柄制御手段９１側で選択された停止態様で停
止する。
【００４４】
　予告演出決定手段９２は大当たり変動パターンの一部又は全てと、大当たり変動パター
ンの変動時間に近い変動時間を有するリーチあり外れ変動パターンの一部である１種類若
しくは複数種類又は全ての変動パターンコマンドがあったときに、その変動パターンコマ
ンドを条件に乱数値を抽選して予告演出を行うか否かを決定するようになっている。なお
、大当たり変動パターンの場合は外れ変動パターンよりも予告演出の抽選率が高くなるよ
うにしてもよい。その場合、各変動パターン毎に抽選率を変えてもよい。
【００４５】
　演出画像制御手段９３は変動パターンコマンドに従って複数種類の背景画像２６の何れ
かを選択して、演出図柄２５ａ～２５ｃの背景画像２６を制御し、また予告演出決定手段
９２が予告演出を決定した場合には演出図柄２５ａ～２５ｃがリーチになった後に、可動
演出体２２の演出動作、主演出体３８の発光に同期して、演出位置Ａにある主演出体３８
を中心として、支持部材３９側を含む４方向に放射状の予告演出画像２７を発光表示する
ように制御可能である。
【００４６】
　このため画像表示部２０に予告演出画像２７が発光表示された場合には、遊技者はその
予告演出画像２７の内、支持部材３９の裏側に対応する線状、帯状の予告演出画像２７を
各透視孔５４を経て直接視認することになる。なお、この予告演出画像２７は閃光的に表
示してもよいし、点滅表示してもよい。また予告演出画像２７は線状、帯状の他、透視孔
５４に対応するように放射方向の複数箇所にスポット的に表示してもよい。予告演出画像
２７により光透過性を有する支持部材３９が適宜輝度で発光するようにしてもよい。
【００４７】
　可動演出制御手段９４は主演出体３８の演出動作を制御するためのもので、予告演出決
定手段９２が予告演出を決定して演出図柄２５ａ～２５ｃがリーチになった場合に、駆動
手段３５の駆動により主演出体３８を退避位置Ｂから画像表示部２０の略中央の演出位置
Ａへと移動させ、その演出位置Ａで発光素子４４の発光による予告演出を行った後に、主
演出体３８を退避位置Ｂへと戻すように制御する。なお、主演出体３８は演出位置Ａで所
定時間停止してもよいし、上下方向に一定範囲で揺動するようにしてもよい。また演出位
置Ａに到達後、直ちに退避位置Ｂへと戻すようにしてもよい。
【００４８】
　発光演出制御手段９５は主演出体３８を発光制御するもので、予告演出決定手段９２が
予告演出を決定して演出図柄２５ａ～２５ｃがリーチになり主演出体３８が演出位置Ａへ
と作動した際に、その作動に同期して発光素子４４の発光により主演出体３８を発光させ
る。このときの主演出体３８の発光は、画像表示部２０の予告演出画像２７と同時でもよ
い。また主演出体３８を数回点滅発光させ、その点滅発光中に画像表示部２０の予告演出
画像２７の表示とを同時又は時間差をおいて行うようにしてもよい。
【００４９】
　このパチンコ機では、遊技中に次のような制御並びに演出を行う。即ち、特別図柄始動
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手段１５が遊技球を検出すると、乱数抽選手段８３が乱数値を抽選し、その乱数値が大当
たり乱数値と同じであるか否かにより判定手段８４が大当たりか否かの判定を行う。そし
て、判定結果が大当たりであれば、停止態様決定手段８６が演出図柄２５ａ～２５ｃの停
止態様を決定する。また判定結果が大当たりであれば、変動パターン決定手段８７が複数
種類の大当たり変動パターンの何れかを選択し、外れであれば、変動パターン決定手段８
７が複数種類の外れ変動パターンの何れかを選択する。
【００５０】
　続いて特別図柄表示手段２３の特別図柄が変動を開始し、変動パターン決定手段８７で
選択された変動パターンにより指定された変動時間だけ変動した後に、判定手段８４での
大当たり、外れの判定結果に応じて大当たり態様、外れ態様の何れかで停止する。そして
、判定手段８４が大当たりと判定した場合には、特別図柄が大当たり態様で停止した後に
、特別遊技発生手段８９による特別遊技が発生して大入賞手段１６が複数回開放する等、
遊技者は有利な状態で遊技を継続できる。
【００５１】
　一方、停止態様決定手段８６が演出図柄２５ａ～２５ｃの停止態様を決定し、変動パタ
ーン決定手段８７が演出図柄２５ａ～２５ｃの変動パターンを決定すると、コマンド送信
手段８８が演出制御基板８１側へと夫々のコマンドを送信する。演出制御基板８１側では
、変動パターンコマンドを受信すると、演出図柄制御手段９１の制御により特別図柄の変
動開始に同期して演出図柄２５ａ～２５ｃが変動を開始し（図１１（ａ）参照）、その変
動パターンに従って所定時間変動する。
【００５２】
　各演出図柄２５ａ～２５ｃは図１１（ｂ）（ｃ）に示すように左、右、中等の順序で停
止状態に近い揺れ変動に移行し、停止コマンドに従って大当たり演出態様、外れ演出態様
の何れかで最終的に停止する。また演出画像制御手段９３の制御により、演出図柄２５ａ
～２５ｃの背景画像２６が表示される。
【００５３】
　例えば、判定手段８４の大当たりの判定により変動パターン決定手段８７が大当たり変
動パターンの何れかを選択した場合、又は大当たり変動パターンの変動時間に近い特定の
リーチあり外れ変動パターンの何れかを選択した場合には、予告演出決定手段９２が予告
演出を行うか否かを決定する。そして、予告演出決定手段９２が予告演出を決定すれば、
演出図柄２５ａ～２５ｃがリーチになった後、主演出体３８の作動、主演出体３８の発光
、画像表示部２０の予告演出画像２７の組み合わせにより予告演出を行う。
【００５４】
　即ち、主演出体３８は通常は図１２（ａ）に示すように退避位置Ｂにあるが、３個の演
出図柄２５ａ～２５ｃが所定の変動パターンで変動する間に、図１２（ａ）に示すように
その２個の演出図柄２５ａ，２５ｃが揃うリーチになれば、可動演出制御手段９４の制御
により駆動手段３５が起動する。そして、この駆動手段３５の駆動により連動機構６５の
クランク機構６４等を介して支持部材３９が枢軸６３廻りに下降方向に揺動するため、図
１２（ｂ）に示すように主演出体３８が退避位置Ｂから画像表示部２０の略中央の演出位
置Ａへと作動する。このとき支持部材３９は画像表示部２０の一方の上隅側から中央側へ
と一方の対角線に沿って傾斜した状態になる。
【００５５】
　主演出体３８が演出位置Ａまで移動すると、図１２（ｃ）に示すように発光演出制御手
段９５の制御により、この主演出体３８に同期してその停止時に発光素子４４が発光し、
発光カバー４２の発光表示部４０が発光状態になる。一方、演出画像制御手段９３の制御
により、主演出体３８の発光に同期して画像表示部２０の支持部材３９側を含む部分に４
本の予告演出画像２７が発光して表示される。なお、図１２（ｃ）では各発光状態を斜線
で示す。
【００５６】
　従って、４本の予告演出画像２７の内、支持部材３９の裏側に対応する予告演出画像２
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７は支持部材３９に形成された長手方向に複数個の透視孔５４を介して視認されることに
なり、発光状態の主演出体３８を中心として予告演出画像２７がＸ状に発光表示されるこ
とになる。
【００５７】
　このため画像表示部２０の前面に支持部材３９があるにも拘わらず、この支持部材３９
が画像表示部２０側の予告演出画像２７の妨げとならず、可動演出体２２と画像表示部２
０の予告演出画像２７とが調和した予告演出が可能となり、従来に比較して演出効果が向
上する利点がある。
【００５８】
　予告演出は変動パターン決定手段８７が大当たり変動パターンの何れかを選択した場合
、又は大当たり変動パターンの変動時間に近い特定のリーチあり外れ変動パターンの何れ
かを選択した場合に、予告演出決定手段９２が予告演出を行うか否かを決定して行うため
、このような予告演出があれば、遊技者に対して大当たりに対する期待感を抱かせること
ができる。
【００５９】
　その後、駆動手段３５の駆動により支持部材３９が退避方向に揺動して主演出体３８が
退避位置Ｂへと戻ると共に、画像表示部２０に３個の演出図柄２５ａ～２５ｃ、背景画像
２６が再度表示され、その演出図柄２５ａ～２５ｃが所定の変動パターンで変動を継続し
、停止コマンドにより大当たり演出態様、外れ演出態様の何れかで停止する。
【００６０】
　なお、主演出体３８が退避位置Ｂへと戻る際には、主演出体３８の発光は終了し、画像
表示部２０の予告演出画像２７は消えるが、主演出体３８は発光状態のままで戻す等、他
の演出形態を採ってもよい。
【００６１】
　機構上、主演出体３８を支持する支持部材３９は画像表示部２０の上隅側を支点として
枢軸６３廻りに揺動するため、演出位置Ａでは主演出体３８が画像表示部２０の略中央に
位置するにも拘わらず、その支持部材３９の移動量を比較的小さくでき、しかも機構的に
も小型化することができる。
【００６２】
　また主演出体３８が画像表示部２０の略中央の演出位置Ａにあり、この主演出体３８を
中心に発光状態の支持部材３９と画像表示部２０の予告演出画像２７とが一体となって、
放射状の線群、帯群等のように一つの纏まりのある群を形成するため、演出効果が更に向
上する。
【００６３】
　更に支持部材３９に形成された長手方向に複数個の透視孔５４を介して予告演出画像２
７を透視するようにしているため、支持部材３９に発光素子等を設けて発光させる場合に
比較して構造的に簡素化でき、製造コストも低減できる。しかも一対の側壁５１を画像表
示部２０の前面に対して直角に近い状態に配置し、その両側壁５１を長手方向の複数箇所
で連結壁５３により幅方向に連結しているため、支持部材３９に透視孔５４の開口量を大
きくしながらがも支持部材３９の強度を確保できる。
【００６４】
　支持部材３９を画像表示部２０に近接して配置することにより、透視孔５４を介して画
像表示部２０の予告演出画像２７を十分透視することもできる。この場合、透視孔５４の
周辺を構成する支持部材３９が予告演出画像２７の光により発光するようにしてもよいが
、支持部材３９を光遮断性のない材料で成形する等、透視孔５４の周辺部分での予告演出
画像２７からの光を支持部材３９により遮断するようにすれば、透視孔５４から予告演出
画像２７を更に容易に視認することができる。
【００６５】
　また主演出体３８の発光素子４４への配線に帯状の可撓配線５６を使用し、その幅方向
が画像表示部２０に対して略直角方向となるように支持部材３９の裏側に配置されている
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ため、透視孔５４から演出画像２７を透視する際に可撓配線５６が大きな障害になること
はない。
【００６６】
　図１３、図１４は本発明の第２の実施例を例示する。この実施例では、支持部材３９は
一対の側壁５１と複数個の連結壁５３とにより梯子状に構成され、幅方向の寸法に対して
前後方向の寸法が小さくなっている。各側壁５１の前端には内側に屈曲する屈曲部９７が
長手方向に設けられ、その一方の屈曲部９７の裏側に挟持凹部５９及び可撓配線５６が配
置されている。また画像表示部２０の予告演出画像２７は、支持部材３９の各透視孔５４
に対応するように放射方向に所定の間隔をおいて間欠的に表示されている。
【００６７】
　支持部材３９は透視孔５４を介して画像表示部２０の予告演出画像２７を視認可能であ
るため、この実施例のように幅方向の寸法を大にしても、それによって画像表示部２０の
予告演出画像２７の邪魔になることはない。なお、予告演出画像２７は間欠的に表示でも
よいし、連続的に表示してもよい。
【００６８】
　図１５は本発明の第３の実施例を例示する。この実施例では、支持部材３９は円弧状に
湾曲して構成され、その長手方向である円弧方向に複数個の透視孔５４が形成されている
。画像表示部２０の予告演出画像２７は、支持部材３９の透視孔５４の配列に対応する円
弧状の演出画像２７を有し、その演出画像２７が主演出体３８の周辺に複数個表示されて
いる。
【００６９】
　なお、予告演出画像２７の各演出画像２７は、順次支持部材３９の透視孔５４に対応す
るように、主演出体３８を中心として実線、一点鎖線、二点鎖線で示す如く矢示方向に連
続的又は間欠的に回転移動する。
【００７０】
　この実施例のように支持部材３９は真っ直ぐである必要はなく、画像表示部２０に表示
される予告演出画像２７等に応じて円弧状その他の形状に湾曲又は屈曲させることも可能
である。
【００７１】
　図１６は本発明の第４の実施例を例示する。この図１６（ａ）（ｂ）では、支持部材３
９は一対の側壁５１と前壁５２と連結壁５３とを有する略台形状であって、その前壁５２
が光透過性を有する視認部４９となっており、前面側に予告演出画像２７からの光を乱反
射させる乱反射部９８が支持部材３９の長手方向に設けられている。各側壁５１の内面は
予告演出画像２７からの光を視認部４９へと反射させる平坦な鏡面等の反射面９９となっ
ている。
【００７２】
　図１６（ｃ）の支持部材３９では、反射面９９が円弧状の鏡面等により構成されている
。なお、反射面９９により集光部１００が構成されている。
【００７３】
　このようにすれば、画像表示部２０に予告演出画像２７を表示したときに、前壁５２の
視認部４９を構成する乱反射部９８が予告演出画像２７からの光を受けて乱反射するため
、遊技者は視認部４９の発光を通じて予告演出画像２７を間接的に見ることになる。従っ
て、支持部材３９の視認部４９は、予告演出画像２７を直接的に視認する他、間接的に視
認するものでもよい。
【００７４】
　また支持部材３９には視認部４９に集光する反射面９９があるため、画像表示部２０が
液晶式等の場合でも、視認部４９を明るく発光させることができる。しかも、支持部材３
９の前壁５２に透視孔５４を形成する第１の実施例等に比較して支持部材３９の剛性の低
下を防止でき、支持部材３９の断面積を小さくする等、その小型化を図ることができる。
【００７５】



(12) JP 2013-66776 A 2013.4.18

10

20

30

40

50

　図１７、図１８は本発明の第５の実施例を例示する。この実施例の支持部材３９には、
光透過性を有する前壁５２に視認部４９が設けられ、この視認部４９の裏側に、画像表示
部２０の予告演出画像２７からの光を視認部４９に集光する集光レンズ１０１が設けられ
ている。なお、集光レンズ１０１により集光部１００が構成されている。
【００７６】
　視認部４９は支持部材３９の長手方向に沿って長く設けられ、また集光レンズ１０１は
断面凸面状であって、視認部４９と前後に相対向するように支持部材３９の一対の側壁５
１の後端側に裏側から嵌合されている。視認部４９は集光レンズ１０１の焦点上、又は焦
点距離の近傍、例えば焦点距離内でその近くに配置されており、視認部４９に筋状又は帯
状に光を集光するようになっている。なお、集光レンズ１０１は両端の連結壁５３間で側
壁５１間に嵌合して固定してもよいし、接着等で固定してもよい。連結壁５３は集光レン
ズ１０１と干渉しないように側壁５１の高さよりも低くなっている。
【００７７】
　このように支持部材３９の裏側に視認部４９に対応して集光レンズ１０１を設けること
により、画像表示部２０に支持部材３９の裏側に予告演出画像２７が表示されたときに、
その光を視認部４９に対して筋状又は帯状に集光できるため、視認部４９の乱反射部９８
の発光をより明瞭にすることができる。
【００７８】
　なお、この実施例では、支持部材３９の長手方向に複数個の連結壁５３があり、視認部
４９を支持部材３９の長手方向の複数個に区切っているが、視認部４９は主演出体３８が
演出位置Ａに位置したときに前飾り体３１から露出する部分に、支持部材３９の長手方向
に沿って１個設けてもよい。
【００７９】
　図１９は本発明の第６の実施例を例示する。この実施例では、支持部材３９には凸レン
ズ１０２からなる視認部４９が設けられている。凸レンズ１０２はその焦点が画像表示部
２０の表示面に略一致している。凸レンズ１０２を支持部材３９の前壁５２に設ける場合
には、図１９（ａ）又は（ｂ）に示すように前又は裏側に突出して一体に成形してもよい
し、前後両側に突出するように一体に形成してもよい。また図１９（ｃ）に示すように前
壁５２の孔に対応して凸レンズ１０２を前側又は裏側から接着等で固定してもよい。なお
、視認部４９は支持部材３９の長手方向に１個又は複数個設けられている。
【００８０】
　このように視認部４９に、焦点が画像表示部２０の表示面に略一致するか、その近傍に
位置する凸レンズ１０２を設けることにより、画像表示部２０上に表示される予告演出画
像２７を拡大して透視することができる。
【００８１】
　図２０は本発明の第７の実施例を例示する。この実施例では、支持部材３９が遮光性を
有する合成樹脂材料により成型されており、この支持部材３９の幅方向の両側に長手方向
に補強リブ１０３が設けられている。図２０（ａ）では側壁５１の後端側に補強リブ１０
３が設けられている。図２０（ｂ）では側壁５１の後部側が略平行に、前部側が前窄まり
状に構成され、その屈曲部分の外側に補強リブ１０３が形成されている。
【００８２】
　このように遮光性を有する支持部材３９を使用すれば、透視孔５４の周辺部分での予告
演出画像２７からの光を遮光できるため、透視孔５４から画像表示部２０の予告演出画像
２７をより鮮明に透視することができる。また支持部材３９の幅方向の両側に補強リブ１
０３を設けることによって、支持部材３９自体の剛性が向上すると共に、遮光領域を幅方
向の両側に広げることができる。なお、図２０（ａ）に二点鎖線で示すように遮光シート
１０４を貼着すれば、支持部材３９を光透過性の合成樹脂材料により成型することも可能
である。
【００８３】
　図２１、図２２は本発明の第８の実施例を例示する。この実施例では、遊技盤１０は合
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成樹脂製であって、この遊技盤１０の裏側に演出用の発光表示手段１０５が、前側に発光
表示手段１０５の周辺部分を覆う前飾り体３１が夫々装着され、その前飾り体３１に可動
演出体２２が取り付けられている。
【００８４】
　発光表示手段１０５は発光表示部１０６を備えている。発光表示部１０６は基板１０７
と、この基板１０７の前面に所定間隔で縦横に配置されたＬＥＤ等の多数の発光素子１０
８を備え、その発光素子１０８を選択的に発光させることにより、必要に応じて演出図柄
２５ａ～２５ｃ、予告演出画像２７等の演出表示を表示するようになっている。可動演出
体２２は主演出体３８と、主演出体３８を支持する支持部材３９とを備え、発光表示部１
０６の前側に突出する演出位置Ａと、発光表示部１０６から退避する退避位置Ｂとの間で
出退自在である。
【００８５】
　支持部材３９には透視孔５４からなる１個又は複数個の視認部４９が設けられている。
視認部４９は主演出体３８が演出位置Ａに位置したときに発光表示部１０６の１個又は複
数個の発光素子１０８に対応するように配置され、例えば支持部材３９の長手方向に複数
個設けられている。
【００８６】
　この場合には、予告演出時に可動演出体２２が演出位置Ａに突出すると共に、この可動
演出体２２の演出位置Ａへの突出に同期して、少なくとも支持部材３９の裏側に対応する
方向の発光素子１０８を含む複数方向、例えば演出位置Ａの主演出体３８を中心に対角線
方向の各発光素子１０８がＸ方向に発光して予告演出表示を行う。図２２の黒色部分は発
光状態の発光素子１０８を示す。なお、対角線上にある発光素子１０８以外の発光素子１
０８の一部を散点状に発光させてもよいし、全てを発光させてもよい。
【００８７】
　このようにすれば、遊技者は可動演出体２２の支持部材３９の裏側に対応する発光素子
１０８による発光表示を透視孔５４を通じて視認することができ、各実施例の場合と同様
に調和の取れた予告演出が可能である。また発光素子１０８がＬＥＤ等の場合には、高い
発光輝度を得ることができるため、遊技盤１０の裏側に発光表示部２０を配置しても、そ
の発光表示を支持部材３９の視認部４９を通じて容易に視認可能である。なお、輝度の高
い発光表示部１０６としては有機ＥＬ等を利用することも可能である。
【００８８】
　図２３、図２４は本発明の第９の実施例を例示する。この実施例では、主演出体３８は
複数個の演出体１０９により構成され、また各演出体１０９は演出位置Ａと退避位置Ｂと
の間で支持部材３９を介して上下一対の支持機構１１０により左右の遠近方向に往復移動
自在に支持され、駆動手段３５の駆動モータ１１１により出退駆動される。各演出体１０
９は画像表示部２０の前面の演出位置Ａで当接又は近接して１個の主演出体３８を構成す
るように半割り状になっており、その上下両側には透視孔５４等の視認部４９を有する支
持部材３９が設けられている。
【００８９】
　各支持機構１１０は装着枠３２内で画像表示部２０の上下両側に配置されており、左右
方向に配置された前後一対の案内レール１１２と、この案内レール１１２により左右方向
に摺動自在に支持された摺動体１１３とを有し、その各摺動体１１３に支持部材３９が連
結されている。案内レール１１２、駆動モータ１１１は図外のブラケット等により装着枠
３２に取り付けられている。
【００９０】
　駆動手段３５は、各摺動体１１３の前後に相対向する側に形成されたラック１１４と、
このラック１１４が前後両側から噛合するピニオン１１５と、このピニオン１１５を回転
駆動する駆動モータ１１１とを備え、駆動モータ１１１の正逆転により各演出体１０９が
演出位置Ａと退避位置Ｂとの間で同期して出退する。
【００９１】
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　なお、上側の支持機構１１０は表示窓３３の前側を取り囲む周壁３４ａの上壁部３４ｂ
により、下側の支持機構１１０は周壁３４ａの下壁部３４ｃにより上側から夫々覆われて
いる。また周壁３４ａの左右両側の側壁部３４ｄには、演出体１０９及び支持部材３９に
対応して切り欠き部３４ｅが形成されている。
【００９２】
　画像表示部２０には各演出体１０９が演出位置Ａに移動して１個の主演出体３８を構成
する際に、主演出体３８を中心として所定の予告演出画像２７が発光表示される。このと
きの予告演出画像２７はその一部が支持部材３９の視認部４９の裏側に対応して表示され
る。
【００９３】
　このように主演出体３８を複数個に分割された演出体１０９により構成し、画像表示部
２０の前面の演出位置Ａで複数個の演出体１０９が結合して１個の主演出体３８を構成す
ることにより、小さい演出体１０９を使用しながらも、演出位置Ａにおける主演出体３８
をより大きくすることができる。主演出体３８が複数個の演出体１０９に分割されている
ため、その各演出体１０９を退避位置Ｂに退避させて収容空間に収容するに際しても、比
較的小さい収容空間に収容することができる。
【００９４】
　しかも主演出体３８が複数個の演出体１０９に分かれているので、それを支持する支持
部材３９に視認部４９を設けて、その視認部４９を経て画像表示部２０に表示される予告
演出画像２７を視認できるため、その支持部材３９が画像表示部２０の予告演出画像２７
の邪魔になるようなこともない。
【００９５】
　なお、この実施例では、左右２個の演出体１０９により主演出体３８を構成し、その各
演出体１０９を左右方向に移動させるようにしているが、上下方向又は斜め方向に２個の
演出体１０９により１個の主演出体３８を構成してもよいし、周方向に３個以上の演出体
１０９で構成するようにしてもよい。また複数個の演出体１０９が同一方向に往復移動し
て、その各演出体１０９が演出位置Ａで重なったり離れたりするようにしてもよい。
【００９６】
　以上、本発明の各実施例について詳述したが、本発明はこの各実施例に限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施例で
は、視認部４９として透視孔５４、凸レンズ１０２、光透過性を有する乱反射部９８等を
例示しているが、その他のものでもよい。
【００９７】
　視認部４９は支持部材３９が特定の方向に長い部材の場合には、その長手方向に沿って
長く構成し、それを支持部材３９の長手方向に１個又は複数個設けてもよい。また視認部
４９は支持部材３９の長手方向に長く構成する必要はなく、幅方向に長く構成してもよい
。更に丸孔、角孔等の視認部４９を支持部材３９の長手方向に複数個列状に配置してもよ
い。また支持部材３９が円形状、雲形状等の形状の場合には、その支持部材３９の一部分
である１個又は複数個の特定部に視認部４９を設けてもよい。
【００９８】
　可動演出体２２の主演出体３８は円形状に構成されているが、その他の形状でもよいし
、主演出体３８と支持部材３９とに区別し得ない構造でもよい。また主演出体３８の作動
による演出時に、この主演出体３８の前面側が裏側の発光素子４４の発光により発光する
ようにしているが、この主演出体３８は発光しないようにしてもよいし、その特定の一部
分のみがスポット的に発光するようにしてもよい。
【００９９】
　主演出体３８の演出位置Ａは画像表示部２０の前側で支持部材３９の一部が画像表示部
２０の前側に位置する箇所であればよく、画像表示部２０の略中央である必要はない。ま
た可動演出体２２は演出位置Ａと退避位置Ｂとの間で出退可能であればよく、その主演出
体３８の出退方向は揺動運動の他、上下方向、左右方向等の直線運動等でもよい。支持部
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材３９の正面視形状は直線状、ジグザグ状、円弧状、Ｌ字状等、画像表示部２０に表示さ
れる演出画像２７と調和する形状であれば任意の形状を選択することができる。画像表示
部２０に表示される予告演出画像２７等の演出画像は、主演出体３８を中心にその周辺に
表示すればよく、放射状である必要はない。
【０１００】
　また実施例では、可動演出体２２の演出位置Ａへの作動に同期して、主演出体３８の発
光と画像表示部２０に表示される予告演出画像２７とによって予告演出を行うようにして
いるが、支持部材３９の基部側の延長上に対応して前飾り体３１に支持部材３９と同幅程
度の発光表示部１０６を設け、主演出体３８の作動に同期してこの発光表示部１０６が発
光する表示演出を行うようにしてもよい。この場合には、画像表示部２０の外側領域に跨
がって表示演出が行なわれるため、演出効果をより高めることができる。
【０１０１】
　画像表示部２０には主演出体３８の作動に同期して支持部材３９の裏側に対応する部分
と他の部分とに同じ予告演出画像２７を表示するようにしているが、支持部材３９の裏側
に対応する部分と他の部分とで表示画像を異ならせてもよい。
【０１０２】
　また主演出体３８の裏側に対応する部分にも演出画像２７を表示するようにしておけば
、駆動手段３５の故障等により主演出体３８が退避位置Ｂで作動しなくなった場合にも、
演出画像２７との整合性を保つことができる。
【０１０３】
　主演出体３８が作動した際には、画像表示部２０の演出図柄２５ａ～２５ｃは所定時間
（例えば主演出体３８が退避するまでの間）表示しないようにしてもよいし、演出位置Ａ
の主演出体３８、演出画像２７と重ならない別の表示位置に移動させて表示するようにし
てもよい。このようにすれば、主演出体３８、演出画像２７による演出の妨げを防止でき
る。
【０１０４】
　また実施例では大当たりの予告演出を例示しているが、遊技中の演出であれば、他の予
告演出でもよいし、予告以外の演出でもよい。要するに主演出体３８の作動と組み合わせ
て行う所定の演出であればよい。可撓配線５６は帯状である必要はない。
【０１０５】
　遊技盤１０の画像表示手段１３には液晶式、プラズマ式を、発光表示手段１０５には発
光素子式を夫々例示しているが、これらにはその他の電気式表示手段、例えば有機ＥＬ、
無機ＥＬ等を使用してもよい。また本発明はアレンジボール機、雀球遊技機等の他の弾球
遊技機においても同様に実施可能であることは云うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明の第１の実施例を示すパチンコ機の斜視図である。
【図２】同遊技盤の正面図である。
【図３】同遊技盤の側面断面図である。
【図４】同遊技盤の平面断面図である。
【図５】同可動演出体の正面図である。
【図６】同可動演出体の背面図である。
【図７】同支持部材の断面図である。
【図８】同可動演出体の一部破断平面図である。
【図９】同制御系のブロック図である。
【図１０】同画像表示部の説明図である。
【図１１】同演出図柄の図柄変動の説明図である。
【図１２】同予告演出の説明図である。
【図１３】本発明の第２の実施例を示す画像表示部、可動演出体の正面図である。
【図１４】同支持部材の断面図である。
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【図１５】本発明の第３の実施例を示す画像表示部、可動演出体の正面図である。
【図１６】本発明の第４の実施例を示し、（ａ）は画像表示部、支持部材の側面断面図、
（ｂ）は画像表示部、支持部材の平面断面図、（ｃ）は画像表示部、支持部材の側面断面
図である。
【図１７】本発明の第５の実施例を示す支持部材の平面断面図である。
【図１８】同画像表示部、支持部材の側面断面図である。
【図１９】本発明の第６の実施例を示す画像表示部、支持部材の側面断面図である。
【図２０】本発明の第７の実施例を示す画像表示部、支持部材の側面断面図である。
【図２１】本発明の第８の実施例を示す遊技盤の断面図である。
【図２２】同遊技盤の正面図である。
【図２３】本発明の第９の実施例を示す可動演出体、画像表示手段等の一部破断正面図で
ある。
【図２４】同遊技盤の断面図である。
【符号の説明】
【０１０７】
１０　遊技盤
１３　画像表示手段（発光表示手段）
２０　画像表示部（発光表示部）
２２　可動演出体
２７　予告演出表示（演出表示）
３８　主演出体
３９　支持部材
４９　視認部
５４　透視孔
５６　可撓配線
９８　乱反射部
１００　集光部
１０５　発光表示手段
１０６　発光表示部
Ａ　演出位置
Ｂ　退避位置
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(20) JP 2013-66776 A 2013.4.18

【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月25日(2013.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演出用の発光表示手段と、該発光表示手段の発光表示部の前側に突出する演出位置と前
記発光表示部の前側から退避する退避位置との間で前記発光表示部に沿って移動可能な可
動演出体とを備えた弾球遊技機において、
　前記可動演出体は発光式の演出体と、光透過性を有し且つ前記演出体を前記両位置間で
移動可能に支持する支持部材と、前記演出体に接続され且つ前記支持部材に沿ってその裏
側に長手方向に設けられた可撓配線とを備え、
　前記支持部材は幅方向に一対の側壁と、該一対の側壁の前端側を幅方向に連結する前壁
とを一体に備え、
　前記可撓配線は一方の前記側壁に沿って長手方向に配置し、
　前記発光表示部は前記演出体の前記演出位置での発光に同期して演出表示を表示する
　ことを特徴とする弾球遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、可動演出体と発光表示部の演出表示とが調
和した演出を効果的に行うことができ、しかも可動演出体の構造等を極力簡素化できる弾
球遊技機を提供することを目的とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、演出用の発光表示手段と、該発光表示手段の発光表示部の前側に突出する演
出位置と前記発光表示部の前側から退避する退避位置との間で前記発光表示部に沿って移
動可能な可動演出体とを備えた弾球遊技機において、前記可動演出体は発光式の演出体と
、光透過性を有し且つ前記演出体を前記両位置間で移動可能に支持する支持部材と、前記
演出体に接続され且つ前記支持部材に沿ってその裏側に長手方向に設けられた可撓配線と
を備え、前記支持部材は幅方向に一対の側壁と、該一対の側壁の前端側を幅方向に連結す
る前壁とを一体に備え、前記可撓配線は一方の前記側壁に沿って長手方向に配置し、前記
発光表示部は前記演出体の前記演出位置での発光に同期して演出表示を表示するものであ
る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
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　本発明によれば、可動演出体と発光表示部の演出表示とが調和した演出を効果的に行う
ことができ、しかも可動演出体の構造等を極力簡素化できる利点がある。
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