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(57)【要約】
【課題】表示装置の表示面積を増大させることなく、立
体的且つ多様な表示内容を投影して遊技内容、演出にバ
リエーションを持たせ、充実度を高める。
【解決手段】遊技盤３上を異なった移動経路に沿って移
動可能に支持された複数個の表示装置７と、該各表示装
置を各移動経路に沿って進退移動させる駆動機構３０と
、を備え、各表示装置は、互いに近接した近接位置と、
離反した離反位置との間を進退自在に構成され、更に表
示装置の離反時にその後方に配置された役物６０が視認
できるように構成している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤近傍を異なった移動経路に沿って夫々移動可能に支持された複数個の表示装置と
、該各表示装置を前記各移動経路に沿って進退移動させる駆動機構と、を備え、
　前記各表示装置は、互いに近接した近接位置と、離反した離反位置との間を進退自在に
構成されており、
　前記各表示装置が近接位置にあるときにはその背面側に隠蔽され、離反位置にあるとき
には露出される役物を備えたことを特徴とする分割型可動画像表示装置。
【請求項２】
　前記役物は、近接位置にある前記各表示装置の背面側に退避した位置と、離反位置にあ
る前記各表示装置間の間隙から前方へ突出した位置との間を進退自在に構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の分割型可動画像表示装置。
【請求項３】
　前記各表示装置は、横方向へ進退自在に支持され、該各表示装置は対向する端縁同志を
近接させた近接位置と、横方向に離反した離反位置との間を進退自在に構成されているこ
とを特徴とする請求項１、又は２に記載の分割型可動画像表示装置。
【請求項４】
　前記各表示装置は、上下方向へ進退自在に支持され、該各表示装置は対向する端縁同志
を近接させた近接位置と、上下方向に離反した離反位置との間を進退自在に構成されてい
ることを特徴とする請求項１、又は２に記載の分割型可動画像表示装置。
【請求項５】
　密集した近接位置と、該近接位置から放射方向に離反した離反位置との間を進退自在に
構成された少なくとも３個の表示装置から構成されていることを特徴とする請求項１、又
は２に記載の分割型可動画像表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一項に記載の分割型可動画像表示装置を備えたことを特徴とす
る遊技盤。
【請求項７】
　請求項６に記載の遊技盤を備えたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、従来、分離不能な一枚のディスプレイにより構成されていた表示装置を、物
理的に複数枚に分離し、且つ個々の表示装置を個別に進退動作させることにより、ディス
プレイの表示内容と連動した変化に富んだ演出を実現できるようにした分割型可動画像表
示装置、遊技盤、及び遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機、スロットマシン等の各種遊技機においては、遊技盤面に設けたＬＣＤ
等の表示装置に遊技内容と関わりのある絵柄、文字、符号等の種々の画像を表示して、遊
技状況を表示したり、演出効果を発揮させるようにしている。
　特許文献１乃至４には、物理的に分離不能、且つ位置固定された一枚の表示装置の表示
面を複数の区画に分割し、各区画内に異なった画像を表示することによって表示内容の多
様化を図った遊技機が開示されている。
　しかし、一枚の表示装置の表示面を複数の区画に分け、各区画上に投影される画像を種
々異ならせたとしても、所詮は画像データを種々操作して平面的な同一表示面上に表示し
た結果に過ぎず、立体感と、多様性と意外性を有した演出を実現するための装置構成とし
ては限界があった。また、制御プログラム等の装置構成が複雑化してコストアップすると
いう問題もあった。
【特許文献１】特開２００４－２５４９３７公報
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【特許文献２】特開２００５－２９６２０２公報
【特許文献３】特開２００７－０６１４５７公報
【特許文献４】特開２００７－１９０１４９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来、遊技機等に装備される表示装置は位置が固定されており、物理的に分割不能で、
しかも面積が極限された平面状の表示面を複数の区画に分割するなどして、表示内容の多
様化、意外性を図っていた。
　しかし、平面状の同一表示面を複数の区画に分割し、各区画内に表出させる画像内容を
種々変化させる場合には、立体感、多様性に乏しく、そのバリエーションに限界があった
。
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、表示装置の表示面積を増大させることなく
、立体的且つ多様な表示内容を投影して遊技内容、演出にバリエーションを持たせ、充実
度を高めることができる分割型可動画像表示装置、遊技盤、及びパチンコ遊技機を提供す
ることを目的としている。
　また、複数に分割された表示装置を個別、或いは連動して動作させるばかりでなく、表
示装置間の間隙奥部に役物を配置し、この役物を前後方向へ出没自在に構成したので、表
示装置に表示された画像と役物との協働によって多様な演出を実現することを可能として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る分割型可動画像表示装置は、遊技盤近
傍を異なった移動経路に沿って夫々移動可能に支持された複数個の表示装置と、該各表示
装置を前記各移動経路に沿って進退移動させる駆動機構と、を備え、前記各表示装置は、
互いに近接した近接位置と、離反した離反位置との間を進退自在に構成されており、前記
各表示装置が近接位置にあるときにはその背面側に隠蔽され、離反位置にあるときには露
出される役物を備えたことを特徴とする。
　従来は、物理的に分割不能な一枚の表示装置を固定的に配置していた。また、面積が極
限された平面状の表示面を複数の区画に分割し、個々の区画内に異なった画像を表示する
などして、表示内容の多様化、意外性を図っていた。しかし、平面状の同一表示面を複数
の区画に分割し、各区画内に表出させる画像内容を種々変化させる場合には、立体感、多
様性に乏しく、そのバリエーションに限界があった。
　本発明では、近接位置と離反位置との間を移動可能に構成された複数個の表示装置を用
い、且つ立体的な映像を作出可能な画像表示装置の構成としたので、従来の不具合を一挙
に解決することができる。表示装置の個数、移動方向等は種々選定可能である。
　更に、複数に分割された表示装置を個別、或いは連動して動作させるばかりでなく、表
示装置間の間隙奥部に役物を配置し、表示装置の離反時にこの役物が遊技盤前方から視認
できるようにしたので、表示装置に投影された画像と、表示装置間に配置された役物との
協働によって多様な演出を実現することができる。
【０００５】
　請求項２の発明に係る分割型可動画像表示装置では、前記役物は、近接位置にある前記
各表示装置の背面側に退避した位置と、離反位置にある前記各表示装置間の間隙から前方
へ突出した位置との間を進退自在に構成されていることを特徴とする。
　役物を前後方向へ出没自在に構成したので、表示装置に投影された画像と、表示装置間
に配置された役物との協働によって更に多様な演出を実現することができる。
　請求項３の発明に係る分割型可動画像表示装置では、前記各表示装置は、横方向へ進退
自在に支持され、該各表示装置は対向する端縁同志を近接させた近接位置と、横方向に離
反した離反位置との間を進退自在に構成されていることを特徴とする。
　請求項４の発明に係る分割型可動画像表示装置では、前記各表示装置は、上下方向へ進
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退自在に支持され、該各表示装置は対向する端縁同志を近接させた近接位置と、上下方向
に離反した離反位置との間を進退自在に構成されていることを特徴とする。
　請求項５の発明に係る分割型可動画像表示装置では、密集した近接位置と、該近接位置
から放射方向に離反した離反位置との間を進退自在に構成された少なくとも３個の表示装
置から構成されていることを特徴とする。
　請求項６の発明に係る遊技盤は、請求項１乃至５の何れか一項に記載の分割型可動画像
表示装置を備えたことを特徴とする。
　請求項７の発明に係る遊技機は、請求項６に記載の遊技盤を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明では、遊技盤上を異なった移動経路に沿って移動可能に支持された複数個の表示
装置と、該各表示装置を前記各移動経路に沿って進退移動させる駆動機構と、を備え、前
記各表示装置は、互いに近接した近接位置と、離反した離反位置との間を進退自在に構成
されているので、表示装置の表示面積を増大させることなく、立体的且つ多様な表示内容
を投影して遊技内容、演出にバリエーションを持たせ、充実度を高めることができる。
　しかも、離反した表示装置間に形成される間隙内に役物を配置して遊技内容の展開に変
化を与えるばかりでなく、当該役物を前方へ突出可能とすることにより、役物の動作に迫
力を与えることができる。
　特に、複数に分割された表示装置を個別、或いは連動して動作させるばかりでなく、表
示装置間の間隙奥部に役物を配置し、この役物を前後方向へ出没自在に構成したので、表
示装置に投影された画像と、表示装置間に配置された役物との協働によって多様な演出を
実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図である。
　この図に示すパチンコ遊技機１は、矩形形状の枠２を有し、この枠２の窓孔に対して裏
側から遊技盤３が着脱可能に取り付けられている。
　遊技盤３の前面側には、図示しないガラス枠が開閉可能に取り付けられている。また遊
技盤３の下部には遊技球を貯留する受け皿部４と、受け皿部４内の遊技球を発射する発射
レバー５等が設けられている。また、受け皿部４の上部には遊技機用ボタンスイッチや、
遊技球の購入ボタン、購入取り消しボタンが設けられている。
　遊技盤の裏面には、液晶画面、主制御基板とサブ制御基板等、遊技の進行、演出に関わ
る裏部品を組み付けた合成樹脂製の機構板（何れも図示せず）が開閉自在に装着されてい
る。遊技盤３における遊技領域３ａの周囲には、発射レバー５を操作することにより発射
装置から発射された遊技球を遊技領域３ａの上部に案内したり、アウト口１５に案内する
外レールＲ１、及び内レールＲ２が設けられている。
　遊技盤３のほぼ中央部には開口部６が設けられ、開口部６の内部には画像表示装置７が
配置されている。画像表示装置７は、例えば、液晶表示装置等の液晶表示パネルによって
構成され、通常動作状態の時は、図示しない特別図柄画像が表示される。また、いわゆる
特別遊技状態の時は、特別遊技状態であることを示す演出画像等が表示される。
【０００８】
　開口部６の下方には、画像表示装置７の特別図柄を可変表示させるための可変入賞装置
８が設けられている。
　開口部６の左右両側には夫々遊技盤３の盤面上を流下する遊技球を受けるステージ部９
が設けられている。ステージ部９に案内された遊技球のうち、ステージ部の所定の入口に
入った遊技球は、始動入賞口１１の真上に位置する出口から遊技盤面へと出て始動入賞口
１１に入賞し易くなり、残りの遊技球はステージ部９上から落下し、多くの場合始動入賞
口１１に入賞しない。
　また、開口部６の左側には、遊技盤の右下部に配置された図示しない普通画像表示装置
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に表示される普通図柄を作動させるためのゲート１３が設けられている。さらに可変入賞
装置８の下方には、特別遊技状態の一つである大当たり状態のときに開成状態になる開閉
扉を有する大入賞口１４が設けられている。
　遊技盤３には図示しない普通入賞口やアウト口１５等が設けられていると共に、風車や
図示しない多数の遊技釘が突設されている。遊技釘は、遊技球の落下速度を遅くすると共
に、落下方向を複雑に変化させて遊技進行上の興趣を高めている。
【０００９】
　普通画像表示装置に表示される普通図柄は、１個または複数個の図柄を変動表示可能で
あり、普通図柄始動口としてのゲート１３が遊技球を検出することを条件に、その図柄が
乱数制御等により所定時間可変して停止するようになっている。
　普通図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄、その他の適宜
の遊技図柄が使用される。そして、ゲート１３を遊技球が通過したことを条件に乱数制御
により普通図柄が所定態様となった場合に、可変入賞装置８に設けられた電動式チューリ
ップから成る可動片を所定時間、開成動作するように構成されている。
　画像表示装置７に表示される特別図柄は、停止図柄が予め定められた図柄の組合せ、例
えば同一図柄の組合せとなった場合に大当たり状態となるように構成されている。また特
別図柄は可変入賞装置８の始動入賞口、又は電動式チューリップの開成動作により遊技球
が誘導される下始動口（図示していない）において遊技球を検出することを条件に乱数制
御等により表示がスクロールする等、所定の変動パターンで所定時間変動（可変）して図
柄で停止するようになっている。その際、有効ライン上に２個の停止図柄が同一となった
場合に、リーチ状態が発生し、このリーチ状態において、有効ライン上の最後の停止図柄
が既に停止している２個の図柄と同一となった場合に大当たり状態が発生する。なお、特
別図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄等が使用可能である
。
【００１０】
　図２（ａ）及び（ｂ）は本発明の画像表示装置（分割型可動画像表示装置）７の閉止状
態における概略構成を示す正面図、及び平面図であり、（ｃ）及び（ｄ）は開放状態にお
ける概略構成を示す正面図、及び平面図である。
　本発明の特徴的な構成は、画像表示装置７を、物理的に分割状態にあり且つ夫々独立し
て移動可能な複数個の、本例では２個の表示装置７Ａ、７Ｂから構成した分割型可動画像
表示装置とした点にある。即ち、本発明の画像表示装置７は、遊技盤３上を異なった移動
経路に沿って移動可能に支持された複数個の表示装置７Ａ、７Ｂと、各表示装置７Ａ、７
Ｂを各移動経路に沿って進退移動させる駆動機構３０（図３）と、を備え、各表示装置７
Ａ、７Ｂは、互いに近接した近接位置と、離反した離反位置との間を進退自在に構成され
ている点が特徴的である。
　図２（ａ）（ｂ）の状態においては、各表示装置７Ａ、７Ｂは近接して内側端縁を密着
させることによって、恰も大面積の一枚の表示装置である如く視認することができ、両表
示装置の各表示面に跨った画像Ｖを投影することにより遊技者は一枚の表示装置であると
錯覚する。本例では、近接位置にある各表示装置７Ａ、７Ｂの表示面は連続した平坦面と
なっているが、近接した端縁を離間させたり、Ｖ字状に交差させるようにしてもよい。
【００１１】
　一方、図２（ｃ）（ｄ）の状態においては、各表示装置７Ａ、７Ｂは観音開き状に左右
（横方向）に離反して分離した状態となる。この離反状態となった各表示装置の表面には
近接状態において２つの表示装置に跨って投影されていた画像Ｖを分割した画像Ｖ１、Ｖ
２を表示し続けても良いし、新たな別個の画像を夫々表示するようにしてもよい。
　各表示装置７Ａ、７Ｂを所定の移動経路に沿って進退させるための駆動機構３０の構成
は種々採用することができる。
　本例では、遊技盤３に形成した開口部６の奥側に凹んだ空所２０を設け、この空間内に
各表示装置７Ａ、７Ｂを配置し、空所２０の底面板２１、及び天面板２２に駆動機構３０
を配置する。
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　駆動機構３０は、図３に詳細を示す如く、底面板２１、及び天面板２２に夫々設けた左
右対称形状のガイドスリット３１、及び３７、３８と、各表示装置７Ａ、７Ｂの下部及び
上部に夫々設けられて各ガイドスリット３１、及び３７、３８内に夫々遊嵌するピン３３
、３４と、天面板２２の上側に配置されたモータ等を含んだ駆動ユニット４０と、を備え
ている。
　各表示装置７Ａ、７Ｂに設けたピン３３、３４は、各ガイドスリット３１、及び３７、
３８内に沿って移動する過程で各表示装置７Ａ、７Ｂを、図２（ａ）（ｂ）に示した近接
位置と、（ｃ）（ｄ）に示した離反位置との間で安定して進退させることができる。
　各表示装置７Ａ、７Ｂと接続する信号線、電力線は、各表示装置７Ａ、７Ｂの動作に追
従し得るように構成する。
【００１２】
　図３（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構を構成する駆動ユニット４０の構成及び動作手
順を示している。
　この駆動ユニット４０は、天面板２２の上面に配置されており、駆動源としてのモータ
４１、及びモータ４１の駆動力を各表示装置７Ａ、７Ｂに伝達する伝達機構４５と、を備
えている。
　天面板２２には、各表示装置７Ａ、７Ｂの上部に設けたピン３４ａ、３４ｂが夫々嵌合
して移動するガイドスリット３７、３８が一対ずつ左右対称に配置されている。
　伝達機構４５は、モータ４１の出力軸に固定したピニオンギヤ４６と、天面板２２に設
けたガイドスリット２２ａにより進退自在に支持され且つピニオンギヤ４６と噛合してピ
ニオンギヤの回転により矢印方向へ直線的に進退する略Ｔ字形状のラックギヤ部材４７と
、天面板２２に設けた２つの軸部４８によって中間部を夫々回動自在に軸支された２つの
リンク片４９と、ラックギヤ部材４７の一端部に設けられて各リンク片４９に設けたピン
４９ａを遊嵌させる長穴４７ａと、各リンク片の他端部寄りに形成されピン３４ａを嵌合
する長穴４９ｂと、一端を各リンク片の一端部寄りに固定されると共に他端部を天面板２
２の適所に固定されて各リンク片を一定方向へ付勢することにより各表示装置７Ａ、７Ｂ
を適正な姿勢に保持するコイルバネ５０と、を有している。
【００１３】
　各リンク片４９は各ピン３４ａを介して各表示装置７Ａ、７Ｂの適所と連結されており
、各リンク片４９によって各表示装置７Ａ、７Ｂを駆動させる。
　ピニオンギヤ４６の開放方向への回転によってラックギヤ部材４７が図３（ａ）のよう
に奥方向へ移動すると、各リンク片４９は軸部４８を中心として矢印方向へ回動するため
、ピン３４ａはガイドスリット３７に沿って奥方へ移動する。このため、各表示装置７Ａ
、７Ｂは図２（ｃ）（ｄ）に示した離反位置に達する。逆に、ピニオンギヤ４６が閉止方
向へ回転すると、ラックギヤ部材４７は（ｂ）の中間状態を経て（ｃ）の後方向へ移動し
、各リンク片４９は軸部４８を中心として矢印方向へ回動するため、ピン３４ａはガイド
スリット３７に沿って奥方へ移動する。このため、各表示装置７Ａ、７Ｂは図２（ａ）（
ｂ）に示した近接位置に達する。
　なお、図示説明した駆動ユニット４０の構成は一例に過ぎず、各表示装置７Ａ、７Ｂを
近接位置と離反位置との間で進退させることができる構成であればよい。
【００１４】
　また、各表示装置７Ａ、７Ｂを同時に動作させる必要はなく、個別に動作させるように
構成してもよい。この場合の駆動機構は、各表示装置毎に個別に設ければよい。
　また、一方の表示装置を固定とし、他方のみを動作させるように構成しても良い。
　本発明の他の特徴は、空所２０の奥部に役物（可動役物）６０を配置し、各表示装置７
Ａ、７Ｂが図２（ａ）（ｂ）に示した近接位置にあるときに各表示装置の背面側に役物６
０が隠蔽状態となり、図２（ｃ）（ｄ）に示した開放した離反状態（開放状態）にあると
きに役物６０を前面から視認できるように露出させた構成にある。
　更に、役物（可動役物）６０を前後方向へ進退自在に構成して、図２（ｃ）（ｄ）に示
した離反状態において役物を前方へ突出させるように構成してもよい。
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　本例では、役物６０を出没させるための手段としてパンタグラフ式の駆動機構６１を用
いている。パンタグラフ式駆動機構６１は、図示しないモータ、或いはソレノイド等の駆
動源からの駆動力によって伸張、収縮することにより、先端部に支持した役物６０を奥部
と前方との間で進退させることができる。
　このように本実施形態では、複数に分割された表示装置を個別、或いは連動して動作さ
せるばかりでなく、表示装置間の間隙奥部に役物６０を配置し、この役物を前後方向へ出
没自在に構成したので、表示装置に投影された画像と、表示装置間に配置された役物との
協働によって多様な演出を実現することができる。
【００１５】
　次に、図４（ａ）及び（ｂ）は夫々本発明の他の実施形態に係る画像表示装置７の構成
、及び動作を示す側部縦断面図である。
　図４（ａ）及び（ｂ）の各実施形態に係る各表示装置７Ａ、７Ｂは、遊技盤面に沿って
上下方向へ進退自在に支持され、各表示装置は対向する端縁同志を近接させた近接位置と
、上下方向に離反した離反位置との間を進退自在に構成されている。
　図４（ａ）の実施形態では各表示装置７Ａ、７Ｂは下端部及び上端部を夫々空所２０の
底面板２１、及び天面板２２に夫々設けたヒンジ部２１Ａ、２２Ａによって上下方向へ回
動自在に軸支されている。なお、各表示装置が回動する方向は図示のように前方であって
もよいし、奥方であってもよい。
　或いは、図３に示した駆動機構と同様な構成の駆動機構によって、各表示装置を上下方
向へ開閉するように構成してもよい。
　更に、空所２０の奥部には役物（可動役物）６０を配置して、離反状態にある表示装置
間に形成される間隙から露出したり、前方へ突出可能に構成している。
　役物６０を進退させるための駆動機構６１としては、本例ではラックアンドピニオン機
構を用いているが、その他の種々の駆動機構を採用可能である。
【００１６】
　図４（ｂ）の実施形態では、底面板２１と天面板２２に夫々退避空所６５、６６を設け
、各表示装置７Ａ、７Ｂが空所２０内に位置する近接位置と、各退避空所６５、６６内に
退避した離反位置との間を進退するように構成している。各表示装置７Ａ、７Ｂを進退さ
せる駆動機構としては、各表示装置７Ａ、７Ｂに一体化したラックギヤ部材６７とピニオ
ンギヤ６８を用いるのが好ましい。
　また、空所２０の奥部にはバネ６２により前方へ付勢された役物（可動役物）６０が収
納されており、役物６０は駆動機構６１によって進退動作する。本例における駆動機構６
１としては、例えばモータの駆動力によって役物６０をバネ６２に抗して後方へ退避させ
て該退避位置でロックすると共に、ロックを解除した際にバネ６２の力により可動役物を
前方へ突出させるロック機構を用いることができる。
【００１７】
　次に、図５は本発明の他の実施形態に係る画像表示装置の構成を示す正面図である。
　この画像表示装置７は、密集した近接位置と、該近接位置から放射方向に離反した離反
位置との間を進退自在に構成された少なくとも３個、本例では４個の表示装置７Ａ～７Ｄ
から構成されている。
　各表示装置７Ａ～７Ｄは、密集した近接位置においては連続した大面積の画像表示装置
を構成する一方で、各表示装置７Ａ～７Ｄが対角線方向へ退避した場合には夫々離反した
位置関係となる。
　各表示装置を個別に動作させてもよい。
　各表示装置７Ａ～７Ｄを進退させるための駆動機構としては、遊技盤等に設けた各スリ
ット７０内に各表示装置に設けたピン７１を嵌合させることによって各表示装置を対角線
方向（放射方向）へ進退自在に構成するとともに、モータによって各表示装置を駆動する
。モータからの駆動力は図示しないギヤ、ワイヤ等を用いて各表示装置に伝達する。
　この画像表示装置７の背面側、即ち各表示装置７Ａ～７Ｄの背面側（空所２０の奥部）
に、図２、図３、或いは図４に示した如き構成を有した役物（可動役物）６０、駆動機構
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６１を配置し、各表示装置が離反位置にあるときに役物６０が前方から視認可能となるよ
うに構成する。更に、役物６０を前方へ突出させるように構成してもよい。
【００１８】
　次に、本実施形態の画像表示装置を利用した遊技演出例について説明する。なお、本実
施形態では２個の表示装置７Ａ、７Ｂから構成した分割型の画像表示装置７を例に挙げて
説明する。
　図６は、本実施形態の画像表示装置を利用して大当たりラウンド演出を行った場合の表
示態様の一例を示した図である。
　画像表示装置７を利用して大当たりラウンド中の演出を行う場合は、画像表示装置７の
各表示装置７Ａ、７Ｂを近接位置に配置して一体化した状態で、画像表示装置７を構成す
る両表示装置７Ａ、７Ｂの各表示面に跨って演出画像を表示する。例えば図６（ａ）（ｂ
）に示すような画像の表示を行う。そして大当たりが遊技者にとって有利な確率変動遊技
を伴う大当たりである場合は、近接位置に配置されていた表示装置７Ａ、７Ｂを左右方向
に離反して、図６（ｃ）に示すように、各表示装置７Ａ、７Ｂの背面側に隠蔽状態にあっ
た可動役物（紋章）６０を前方側に突出させるようにする。この場合、可動役物６０の動
作に合わせて所望の音声、例えば「控えおろう！」といった音声を再生する。一方、大当
たりが確率変動遊技を伴わない場合は、画像表示装置７の表示装置７Ａ、７Ｂを左右方向
に離反することなく、図６（ｂ）に示した画像を継続的に表示する。
【００１９】
　図７は、本実施形態の画像表示装置を利用してリーチ演出を行った場合の表示態様の一
例を示した図である。
　画像表示装置７を利用してリーチ演出を行う場合は、画像表示装置７の各表示装置７Ａ
、７Ｂを近接位置に配置して一体化した状態で、画像表示装置７に３つの図柄を表示する
。そして、図７（ａ）に示すように、３つの図柄のうち２つの図柄が揃ってリーチが発生
すると、画像表示装置７の画像が図７（ｂ）に示すような画像、例えば主人公（遊技者）
と敵とが相対する画像を表示する。この後、所定のタイミングで以って、近接位置に配置
されていた表示装置７Ａ、７Ｂを左右方向に離反して、図７（ｃ）に示すように、各表示
装置７Ａ、７Ｂの背面側に隠蔽状態にあった可動役物（刀）６０を前方側に露出させる。
この後、図７（ｄ）に示すように、可動役物６０を駆動すると共に、その駆動に合わせて
各表示装置７Ａ、７Ｂの表示を行う。そして再び所定のタイミングで以って、画像表示装
置７の各表示装置７Ａ、７Ｂを一体化した後、画像表示装置７に大当たり結果を表示する
。例えば、大当たりに当選している場合は、図８（ａ）に示すような「勝利」を表す演出
画像を表示した後、図８（ｂ）に示すような大当たり図柄画像の表示を行う。一方、大当
たりに当選していない場合は、図８（ｃ）に示すような「敗北」を表す演出画像を表示し
た後、図８（ｄ）に示すようなハズレ図柄画像の表示を行う。
【００２０】
　以上のように本発明では、複数個の表示装置を、遊技盤上を異なった移動経路に沿って
移動させるように構成したので、遊技内容に意外性を発揮させたり、角度、姿勢を異なら
せた表示装置を利用して立体的な映像を作出することができる。
　特に、本発明では、複数の表示装置の位置関係を異ならせることができるので、従来の
ように平面的な同一表示面上において画像データを種々操作する場合とは異なり、立体感
と、多様性と意外性を有した演出を実現することができ、更に制御プログラム等の装置構
成を簡略化してコストダウンを図ることができる。
　また、近接位置においては一枚の表示装置としか見えないにも拘わらず、遊技の進行中
に表示装置が複数に分割し、しかも各表示装置上の表示内容を工夫することにより、バリ
エーションに富んだ遊技内容を演出することが可能となる。
　更に、複数に分割された表示装置を個別、或いは連動して動作させるばかりでなく、表
示装置間の間隙奥部に役物を配置し、表示装置の離反時にこの役物が遊技盤前方から視認
できるようにしたり、該役物を前後方向へ出没自在に構成したので、表示装置に投影され
た画像と、表示装置間に配置された役物との協働によって多様な演出を実現することがで
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　なお、本発明の分割型可動画像表示装置に用いる表示装置としては、液晶表示装置、リ
アプロジェクタ、その他、任意の表示装置を採用することができる。
　本発明の分割型可動画像表示装置、或いは本発明の分割型可動画像表示装置を備えた遊
技盤は、パチンコ遊技機のみならず、スロットマシン、その他、表示装置を有した遊技機
、ゲーム機一般に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図である。
【図２】（ａ）及び（ｂ）は本発明の画像表示装置（分割型可動画像表示装置）の閉止状
態における概略構成を示す正面図、及び平面図であり、（ｃ）及び（ｄ）は開放状態にお
ける概略構成を示す正面図、及び平面図である。
【図３】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は駆動機構を構成する駆動ユニットの構成及び動作手順
を示した図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）本発明の他の実施形態に係る分割型可動画像表示装置の側部縦
断面図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る分割型可動画像表示装置の正面図である。
【図６】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は本実施形態の画像表示装置を利用して大当たりラウン
ド演出を行った場合の表示態様の一例を示した図である。
【図７】（ａ）乃至（ｄ）は本実施形態の画像表示装置を利用してリーチ演出を行った場
合の表示態様の一例を示した図である。
【図８】（ａ）乃至（ｄ）は本実施形態の画像表示装置を利用してリーチ演出を行った場
合の表示態様の一例を示した図である。
【符号の説明】
【００２２】
　１…パチンコ遊技機、３…遊技盤、３ａ…遊技領域、４…皿部、５…発射レバー、６…
開口部、７…画像表示装置、７Ａ、７Ｂ…表示装置、８…可変入賞装置、９…ステージ部
、１１…始動入賞口、１３…ゲート、１４…大入賞口、１５…アウト口、２０…空所、２
１…底面板、２１Ａ、２２Ａ…ヒンジ部、２２…天面板、２２ａ…ガイドスリット、３０
…駆動機構、３１…ガイドスリット、３３…ピン、３４ａ、３４ｂ…ピン、３７…ガイド
スリット、４０…駆動ユニット、４１…モータ、４５…伝達機構、４６…ピニオンギヤ、
４７…ラックギヤ部材、４７ａ…長穴、４８…軸部、４９…リンク片、４９ａ…ピン、４
９ｂ…長穴、５０…コイルバネ、６０…役物（可動役物）、６１…表示装置、６５、６６
…退避空所、６７…ラックギヤ部材、６８…ピニオンギヤ、７０…スリット、７１…ピン



(10) JP 2010-29470 A 2010.2.12

【図１】 【図２】
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