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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部抽選結果が特定結果となった場合に、特定の図柄組合せ態様を形成し得るように複
数のリールの停止制御を行うように構成したスロットマシンにおいて、
　前方をクリアカバーで覆われ、前記内部抽選結果が特定結果となったか否かに関連する
情報を報知する報知装置と、
　該報知装置を制御する制御装置と、
　を設け、
　前記報知装置は、
　レンズ部材を有し、電気的駆動源の作用に基づき所定の動作を行う第１可動演出部材と
、
　所定色の光を発する発光装飾装置と、からなる第１役物ユニットと、
　前記第１可動演出部材の側方、かつ後方に配置され、電気的駆動源の作用に基づいて前
記第１可動演出部材とは異なる動作を行う第２可動演出部材を有し、該第２可動演出部材
の動作により前記報知を行う第２役物ユニットと
　を備え、
　前記第１可動演出部材は、円筒形状の部材により形成され、
　前記レンズ部材は、前記第１可動演出部材を形成する円筒形状の部材の側面に複数配設
される側面レンズを含み、
　該側面レンズのうち少なくとも１つは、前記第２可動演出部材へ光を照射可能な照射レ
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ンズ部材で構成し、
　前記第１役物ユニットは、
　前記発光装飾装置から発せられた光が入射する位置（例えば、発光装飾装置の前方を被
覆する位置）に前記第１可動演出部材を配設することにより、前記入射光が前記レンズ部
材を介して放射されるように構成され、
　前記第２役物ユニットは、
　前記照射レンズ部材から照射された光を前方へ反射させる反射板と、
　該反射板により反射した光を透過させる色変換シートと、を備え、
　前記色変換シートは、所定の演出情報が印字されており、前記反射板から所定の色光が
照射された場合のみ前記所定の演出情報を表示し、
　前記制御装置は、
　前記第１可動演出部材を動作させずに、前記発光装飾装置を発光させて報知を行う発光
演出態様と、
　前記第１可動演出部材の動作に伴う、前記発光装飾装置の発光態様の変化により報知を
行う動作発光演出態様と
　のいずれをも実行可能であることを特徴とするスロットマシン。
【請求項２】
　前記第１可動演出部材は、前記発光装飾装置側から前方に突出し前記電気的駆動源の駆
動を伝達する回転軸に、有底円筒形状の部材が前記回転軸に中心を一致させて形成される
とともに、該有底円筒形状の部材のうち前記回転軸の突出端部に形成される円形の底面と
、該円形の底面の外周に連接して形成される前記有底円筒形状の部材の側面の各々に前記
レンズ部材を配設することにより、前記発光装飾装置からの光を前方および側方に放射す
ることを特徴とする請求項１に記載のスロットマシン。
【請求項３】
　前記レンズ部材は、前記発光装飾装置から照射される光を屈折させる屈折レンズで構成
され、前記第１可動演出部材の動作によって、前記屈折レンズにより、前記発光装飾装置
から照射される光の屈折方向を変化させることで、光の発光態様を変化させることを特徴
とする請求項２に記載のスロットマシン。
【請求項４】
　前記照射レンズ部材は、前記複数のリールの停止操作を行うための停止操作ボタンの操
作に基づき、前記第２可動演出部材へ前記所定の色光を照射することを特徴とする請求項
３に記載のスロットマシン。
【請求項５】
　前記報知装置は、前面扉を構成するメインフレームの上部に、所定の固定部材を用いて
取り付けられていることを特徴とする請求項１から４の何れか一項に記載のスロットマシ
ン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部抽選結果が特定結果となった場合に、特定の図柄組合せ態様を形成し得
るように複数のリールの停止制御を行うように構成したスロットマシンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数の図柄を外周面に表示したリール（ドラム）等の変動表示手段を例えば
３個備えて、これらのリールを回転させることで複数の図柄を変動表示させてゲームを実
行し、各リールの停止により表示窓内に停止表示した図柄が予め設定された有効ライン上
において所定の図柄組合せ態様を形成した場合に、所定の価値を遊技者に付与するように
したスロットマシン等の遊技機が一般的に知られている。
【０００３】
　このようなスロットマシンにおいては、遊技者による所定数（通常１～３枚）の遊技媒
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体（メダルや遊技球）の投入操作、あるいはクレジットからの賭けボタン操作（ベット操
作）に基づく賭数の入力後、スタートレバーを操作することにより前記リールを回転させ
て図柄を変動表示させ、一定時間後自動的にまたは遊技者が各リールに対応して各々備え
られたリール停止ボタンを操作することにより各リールの回転を順次停止させて図柄組合
せ態様（停止表示態様）が確定される。そして、リールが停止した際に、前記賭数の入力
に応じて有効化された有効ライン上に形成された図柄組合せ態様が、予め定められた所定
の図柄組合せ態様（入賞態様）となった場合に入賞が確定（成立）し、入賞種類に対応し
た数の遊技媒体が遊技者に付与される。ここで、遊技者が遊技を開始するために遊技媒体
を投入することおよび予めスロットマシンに預け入れた（クレジット）遊技媒体の記憶数
から賭けボタン操作に応じてクレジット数を減算することに基づく賭数の入力を総称して
ベットまたは賭入力と呼ぶ。
【０００４】
　そして、通常スロットマシンには、ゲームの実行に関連して各種入賞に当選するか否か
の抽選を予め行う機能（内部抽選機能：抽選手段）が備えられており、内部抽選の結果が
入賞に当選（内部入賞が成立：入賞フラグが成立）した場合に限り、所定の図柄が有効ラ
イン上に停止して入賞態様を形成することが許可され、極力入賞を成立できるようにリー
ル制御（引込制御）が行われる。なお、内部抽選に当選することを「入賞フラグが成立す
る」ということもある。
　一方、抽選結果が入賞の当選とならなかった場合（入賞フラグ不成立）は、遊技者がい
かなるタイミングでリールの停止操作を行っても、所定の図柄が有効ライン上に停止して
入賞態様を形成することがないようにリール制御（所謂、蹴飛ばし制御）が行われる。
【０００５】
　また、一般に、入賞フラグが成立した場合には、遊技者側にそれを報知する機能を備え
たスロットマシンもあり、これまで採用されている入賞フラグの報知手段には、入賞フラ
グの成立を知らせるランプや音の点灯・発生という方法が知られている。
　この入賞フラグの成立をランプや音の点灯・発生によって知らせる方法では、入賞フラ
グが成立した場合に、スロットマシンの前面等に備えられた表示ランプを激しく点灯させ
たり、スピーカから祝福のメロディを連続的に流すことによって遊技者に入賞フラグの成
立を知らせるということが行われている。
【０００６】
　このように入賞フラグの成立をランプや音の点灯・発生によって知らせる方法の場合で
は、入賞フラグが成立すると、ランプの点灯やメロディの発生によって、遊技者だけでな
く周囲の人にも入賞フラグが成立したことが知られてしまうので、その後のゲームが落ち
着いて行えなくなるという問題から、通常時と入賞フラグ成立時とでリールの回転開始の
態様を異ならせることにより、入賞フラグの成立を遊技者にのみ確実に報知するものがあ
った（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－１９７７２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、近年のスロットマシンは、多彩な演出を行うことで遊技者のみならず、
周囲の人に対しても入賞フラグの成立を知らせることが主流であり、このような演出を行
うことで遊技店全体を活気付け、集客を行うことが効果的である。
　また、遊技者に関しても周囲の人に対して入賞フラグが成立したことをアピールでき、
優越感に浸ることができるため、多彩な演出で入賞フラグ成立を祝福するとその後の遊技
に対するモチベーションも変わってくる。
【０００８】
　本発明は、内部抽選結果の報知（入賞フラグの成立）を、従来にない斬新な報知とする
ことで遊技者の興趣を高めることができるスロットマシン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】
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【０００９】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、
　内部抽選結果が特定結果となった場合に、特定の図柄組合せ態様を形成し得るように複
数のリールの停止制御を行うように構成したスロットマシンにおいて、
　前方をクリアカバーで覆われ、前記内部抽選結果が特定結果となったか否かに関連する
情報を報知する報知装置と、
　該報知装置を制御する制御装置と、
　を設け、
　前記報知装置は、
　レンズ部材を有し、電気的駆動源の作用に基づき所定の動作を行う第１可動演出部材と
、
　所定色の光を発する発光装飾装置と、からなる第１役物ユニットと、
　前記第１可動演出部材の側方、かつ後方に配置され、電気的駆動源の作用に基づいて前
記第１可動演出部材とは異なる動作を行う第２可動演出部材を有し、該第２可動演出部材
の動作により前記報知を行う第２役物ユニットと
　を備え、
　前記第１可動演出部材は、円筒形状の部材により形成され、
　前記レンズ部材は、前記第１可動演出部材を形成する円筒形状の部材の側面に複数配設
される側面レンズを含み、
　該側面レンズのうち少なくとも１つは、前記第２可動演出部材へ光を照射可能な照射レ
ンズ部材で構成し、
　前記第１役物ユニットは、
　前記発光装飾装置から発せられた光が入射する位置（例えば、発光装飾装置の前方を被
覆する位置）に前記第１可動演出部材を配設することにより、前記入射光が前記レンズ部
材を介して放射されるように構成され、
　前記第２役物ユニットは、
　前記照射レンズ部材から照射された光を前方へ反射させる反射板と、
　該反射板により反射した光を透過させる色変換シートと、を備え、
　前記色変換シートは、所定の演出情報が印字されており、前記反射板から所定の色光が
照射された場合のみ前記所定の演出情報を表示し、
　前記制御装置は、
　前記第１可動演出部材を動作させずに、前記発光装飾装置を発光させて報知を行う発光
演出態様と、
　前記第１可動演出部材の動作に伴う、前記発光装飾装置の発光態様の変化により報知を
行う動作発光演出態様と
　のいずれをも実行可能であることを特徴とする。
【００１０】
　ここで、「内部抽選結果が特定結果となったこと」とは、例えば、内部抽選により特別
入賞（ボーナス入賞）等の入賞に当選したことである。
　また、第１可動演出部材の「電気的駆動源に基づく動作」とは、電気的駆動源としての
駆動モータの回転運動に連動する回転動作等である。
　ここで、第２可動演出部材の「電気的駆動源に基づく第１可動演出部材とは異なる動作
」とは、電気的駆動源としての駆動モータの回転運動を変換した直線動作等である。
　ここで、「色変換シート」とは、対応する光が照射された場合に照射光に反応して発光
するものである。例えば、赤色光に対応する色変換シートは、裏面から赤色光が照射され
るとその光に反応して、前面側から見ると赤く発光しているように見える。一方、この色
変換シートの裏面から赤色光とは異なる色光（例えば、青色光）を照射した場合には、そ
の色光には反応せずそのまま透過させるという特性を有する。
【００１１】
　請求項１に記載の発明によれば、従来にない斬新な報知装置を構成することができ、内
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部抽選結果を遊技者に報知する際の演出を迫力感のあるものとすることができるので、遊
技者の興趣を高めることができる。
　また、可動により報知機能を実現する第２可動演出部材が、他の報知装置である第１可
動演出部材に設けたレンズ部材からの光によって照射されるという従来にない斬新な報知
を行うことができる。
　さらに、第１可動演出部材に設けたレンズ部材から照射された光により第２可動演出部
材の色変換シートに印字した演出情報が表示されるという報知機能を発揮することで、従
来にない斬新な報知を行うことができる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のスロットマシンにおいて、
　前記第１可動演出部材は、前記発光装飾装置側から前方へ突出し前記電気的駆動源の駆
動を伝達する回転軸に、有底円筒形状の部材が前記回転軸に中心を一致させて形成される
とともに、該有底円筒形状の部材のうち前記回転軸の突出端部に形成される円形の底面と
、該円形の底面の外周に連接して形成される前記有底円筒形状の部材の側面の各々に前記
レンズ部材を配設することにより、前記発光装飾装置からの光を前方および側方に放射す
ることを特徴とする。
【００１３】
　請求項２に記載の発明によれば、多方向に光を放出することができ、内部抽選結果の報
知をより一層多彩にすることができる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のスロットマシンにおいて、
　前記レンズ部材は、前記発光装飾装置から照射される光を屈折させる屈折レンズで構成
され、前記第１可動演出部材の動作によって、前記屈折レンズにより、前記発光装飾装置
から照射される光の屈折方向を変化させることで、光の発光態様を変化させることを特徴
とする。
【００１５】
　請求項３に記載の発明によれば、第１可動演出部材の動作と屈折レンズによる光の屈折
方向の変化が相まって、発光装飾装置による発光方向だけでは表現できない光の変化を実
現でき、従来にない斬新な報知装置を実現することができる。
【００２２】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載のスロットマシンにおいて、
　前記照射レンズ部材は、前記複数のリールの停止操作を行うための停止操作ボタンの操
作に基づき、前記第２可動演出部材へ前記所定の色光を照射することを特徴とする。
【００２３】
　請求項４に記載の発明によれば、複数のタイミングで報知機能が発揮され、内部抽選結
果に対する遊技者の期待感を高めることができ、興趣を高めることができる。
【００２４】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から４に記載のスロットマシンにおいて、
　前記報知装置は、前面扉を構成するメインフレームの上部に、所定の固定部材を用いて
取り付けられていることを特徴とする。
【００２５】
　請求項５に記載の発明によれば、遊技者が認識しやすい位置に報知装置を容易に取り付
けることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、従来にない斬新な報知装置を構成することができ、内部抽選結果を遊
技者に報知する際の演出を迫力感のあるものとすることができる。
　また、可動演出部材より報知を行うことで、より多彩な報知を行うことが可能となり、
スロットマシンの興趣性を極めて高めることができる。
　また、可動により報知機能を実現する第２可動演出部材が、他の報知装置である第１可
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動演出部材に設けたレンズ部材からの光によって照射されるという従来にない斬新な報知
を行うことができる。
　さらに、第１可動演出部材に設けたレンズ部材から照射された光により第２可動演出部
材の色変換シートに印字した演出情報が表示されるという報知機能を発揮することで、従
来にない斬新な報知を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
　図１は、本発明に係るスロットマシンの一例を示す外観正面図である。図２は、本実施
形態のスロットマシン１の前面扉２の背面図である。
【００２８】
　スロットマシン１は、前面が開放した箱形の筐体の内部に、変動表示手段としてのリー
ル８や、メダル払出装置（メダルホッパー）等の各種機器が設けられるとともに、この筐
体の前面に前面扉２が片開き形式に開閉可能に設けられることで概略構成されている。
【００２９】
　前面扉２は、略矩形状に形成されたメインフレーム２１に、上部ユニット３、メインパ
ネルユニット４、下部パネルユニット５、下皿ユニット６、及び各種操作スイッチ等が配
設されて構成される。
　メインフレーム２１は、上側略１／３の領域にメインパネルユニット４を配設するため
の開口部が設けられ、一方の長辺には前面扉２を筐体に取り付けるための取付プレート２
３が固着されている。取付プレート２３の上下２箇所には、前面扉２を筐体に対して開閉
可能とするためのヒンジ２４、２４が設けられている。
【００３０】
　メインフレーム２１の上方には、上部ユニット３が配設されている。上部ユニット３は
、所定のベース部材に演出ユニット３６０やスピーカ３０６Ｌ、３０６Ｒ等を配置されて
構成される。上部ユニット３の底面の一部がメインフレーム２１の上辺部（開口部の上方
）に係合され、所定の固定部材（例えば、パネル固定部材）によって固着されることによ
り、上部ユニット３はメインフレーム２１に取り付けられる。
　スロットマシン１では、この上部ユニット３内の演出部材を動作させて所定の演出を行
うことにより、例えば、特別入賞に内部当選したことを報知する。この上部ユニット３に
ついての詳細な構成は後述する。
【００３１】
　メインフレーム２１に形成された開口部には、メインパネルユニット４が配設される。
メインパネルユニット４は、前面側にメインパネル４１を備え、このメインパネル４１の
略中央には後方を視認可能な（例えば透明の）図柄表示窓部４２が形成されている。この
図柄表示窓部４２を透して、筐体内に配設されたリール８を視認可能となっている。
【００３２】
　リール８は、複数の（例えば３つ）円筒形のリール８ａ、８ｂ、８ｃ、すなわち、第１
リール（左リール）８ａ、第２リール（中リール）８ｂ、及び、第３リール（右リール）
８ｃが水平方向に並設されて構成されている。これらのリール８ａ、８ｂ、８ｃの外周面
には、所定の配列に従って複数の図柄が配置されている。複数の図柄としては、ボーナス
入賞に対応する特別入賞図柄（例えば、７、ＢＡＲ）と、特別入賞図柄以外の図柄（例え
ば、リプレイ、ベル、スイカ、チェリー、ブランク等）がある。
【００３３】
　各リール８ａ、８ｂ、８ｃにはそれぞれ、リール用モータ（ステッピングモータ、図示
略）が設けられており、各リール８ａ、８ｂ、８ｃを独立して回転駆動ならびに回転停止
することが可能となっている。
　リール用モータによりリール８ａ、８ｂ、８ｃを回転させることにより、図柄表示窓部
４２から視認される複数種類の図柄を、例えば上から下へと循環するように変動させる（
変動表示）。一方、リール８ａ、８ｂ、８ｃが停止している状態では、各リール８ａ、８
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ｂ、８ｃについて、連続する所定数（例えば、３つ）の図柄が図柄表示窓部４２を介して
視認可能となっており、つまり図柄表示窓部４２には３×３の計９つの図柄が停止表示さ
れることとなる。
【００３４】
　図柄表示窓部４２から視認される３×３の図柄行列に対しては、複数の有効化可能ライ
ンが設定されている。すなわち、例えば、各リール８ａ、８ｂ、８ｃ中段の図柄を横切る
有効化可能ライン（中段横ライン）、各リール８ａ、８ｂ、８ｃ上段の図柄を横切る有効
化可能ライン（上段横ライン）、各リール８ａ、８ｂ、８ｃ下段の図柄を横切る有効化可
能ライン（下段横ライン）、第１リール８ａ下段－第２リール８ｂ中段－第３リール８ｃ
上段にかけて各リール８ａ、８ｂ、８ｃを斜めに横切る有効化可能ライン（右上がりの斜
めライン）、及び、第１リール８ａ上段－第２リール８ｂ中段－第３リール８ｃ下段にか
けて各リール８ａ、８ｂ、８ｃを斜めに横切る有効化可能ライン（右下がりの斜めライン
）の５ラインが、有効化可能ラインとして設定されている。
【００３５】
　そして、遊技者によるメダルの投入又はクレジットからの入力（以下、ベット操作と称
する）によって設定されたベット数（賭数）に応じて所定の有効化可能ラインが有効化さ
れ、この有効ライン上に形成された図柄組合せ態様に基づいて入賞の成立／不成立が判断
される。例えば、ベット数１では中段横ラインが有効ラインとなり、ベット数２では中段
横ラインに加え、上下段横ラインが有効ラインとなり、ベット数３では上中下段横ライン
に加え、右上がり、右下がりの斜めラインが有効ラインとなる。
　なお、ベット数が３の場合でのみゲームを実行可能な所謂３枚がけ専用としてもよく、
この場合は常に５つの有効化可能ラインが有効ラインとなる。また、ベット数には無関係
にすべてのラインを有効としてもよい。
【００３６】
　メインパネルユニット４において、図柄表示窓部４２の上方には、所定の装飾の他、入
賞役構成や入賞役に対応する配当等が表示された配当表示パネル４３が配設されている。
　図柄表示窓部４２の下方には、クレジット数表示部４４、払出数表示部４５、獲得枚数
表示部４６が設けられている。クレジット数表示部４４は、クレジットとして記憶されて
いるメダル数を表示し、払出数表示部４５は、ボーナスゲーム時の払出枚数を表示するも
のである。また、獲得枚数表示部４６は入賞成立時の獲得枚数を表示するものである。こ
れらの表示部４４、４５、４６は、後方を透視可能な透明部材の奥に、例えば、７セグメ
ントのＬＥＤからなる表示部を備えて構成され、その点灯状態によって各種情報を表示す
る。
【００３７】
　クレジット数表示部４４の左方には、各種遊技状態を表示する遊技状態表示部４７が設
けられており、その奥に配されたランプの点灯状態により現在の遊技状態を表示する。遊
技状態表示部４７は、例えば、ベット操作が行われスタートレバー７３によるゲームのス
タート操作が有効であることを示すスタート表示部、遊技者がスタートレバー７３を操作
してからリールが回転するまでに待ち時間がある（前回のゲーム開始から一定時間経過し
ていないためにリールの回転開始を待機している状態）ことを示すウェイト表示部、再遊
技入賞（リプレイ入賞）が成立してリプレイゲームが付与されたことを示すリプレイ表示
部、スロットマシン１が遊技可能な待機状態であることを示しベット操作を示唆するイン
サートメダル表示部、で構成される。
【００３８】
　獲得枚数表示部４６の右方には、ベット操作によって設定されたベット数（最高３枚）
を表示するベット数表示部４８が設けられている。このベット数表示部４８は、その奥に
配されたランプの点灯状態によりメダルのベット数を表示する。
【００３９】
　メインフレーム２１の開口部の下方（メインパネルユニット４と下部パネルユニット５
に挟まれる部分）には、前方側に突出する段部２２が形成されている。
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　段部の上面２２ａには、メダル投入口７２、１ベットボタン（図示略）、マックスベッ
トボタン７１が設けられている。
　メダル投入口７２は、段部上面２２ａの正面視右側（前面扉２の開放端側）に配設され
ている。遊技者がこのメダル投入口７２にメダルを投入してベット操作を行うことにより
、ゲームが実行可能となる。このメダル投入口７２から投入されたメダルが通過する経路
には、メダルの通過を検知するセレクタユニット９１が設けられており、このセレクタユ
ニット９１による検出情報をもとにメダルの投入枚数がカウントされる。
【００４０】
　１ベットボタン及びマックスベットボタン７１は、段部上面２２ａの正面視左側に配設
されている。１ベットボタンは、押圧操作を一度行う毎にクレジットから１枚ずつ入力で
き、マックスベットボタン７１は、押圧操作を一度行うことでクレジットからベット数の
限度数（例えば、３枚）まで入力できる。
【００４１】
　段部正面２２ｂには、クレジット選択ボタン（精算ボタン）７３、リールストップボタ
ン７４、スタートレバー７５、メダル詰まり解消ボタン７６、及び鍵穴７７が設けられて
いる。
　クレジット選択ボタン７３は、メダル投入口７２から投入されたメダル又は入賞が成立
することにより払い出されるメダルをクレジットとして記憶可能なクレジット状態と、記
憶不能な非クレジット状態を切り換えるためのものである。例えば、クレジット状態にお
いて、メダル投入口７２から最大ベット数（例えば、３枚）を超えるメダルが投入された
場合は、最大ベット数を超えた分のメダルは、所定数（例えば５０枚）までクレジットと
してスロットマシン１に記憶され、以降のゲームで使用できる。また、クレジットとして
記憶可能な所定数を超えるメダルが投入された場合は、受け皿６２に返却される。一方、
非クレジット状態では、最大ベット数を超えた分のメダルは受け皿６２に返却される。
【００４２】
　リールストップボタン７４は、第１リール８ａ、第２リール８ｂ、及び第３リール８ｃ
とそれぞれ１対１で対応付けられて設けられた第１リールストップボタン７４ａ、第２リ
ールストップボタン７４ｂ、及び第３リールストップボタン７４ｃで構成され、停止操作
に応じて対応するリール８ａ、８ｂ、８ｃの回転をそれぞれ停止させるためのものである
。これらのリールストップボタン７４ａ、７４ｂ、７４ｃは、例えば、有色半透明の樹脂
部材などで形成されている。また、リールストップボタン７４ａ、７４ｂ、７４ｃの奥に
は、該リールストップボタン７４ａ、７４ｂ、７４ｃの操作により各リールを停止可能な
状態であることを、点灯により報知するためのストップボタンＬＥＤ（図示略）がそれぞ
れ設けられている。
【００４３】
　スタートレバー７５は、一区切りのゲームを開始させるための操作レバーである。メダ
ル詰まり解消ボタン７６は、メダル投入口７２内でメダル詰まりが発生した場合にこれを
解消するためのものである。鍵穴７７は、前面扉２を開く際、又はスロットマシン１のエ
ラー（例えば、ホッパーエラー）状態をリセットする際に鍵を差し込むためのものである
。
【００４４】
　メインフレーム２１の段部２２の下方には、前面扉２の下部領域を構成する下側パネル
ユニット５が配設される。下側パネルユニット５は、所定のベース（枠体）に装飾パネル
がはめ込まれて構成されており、装飾パネルには、例えば、スロットマシンの機種名や入
賞役等が表示される。
　メインフレーム２１の最下部（下側パネルユニット５の下方）には、下皿ユニット６が
配設される。下皿ユニット６は、灰皿６１、メダルを貯留するための受け皿６２、スピー
カの前面を覆うスピーカカバー６３、メダル払出口６４等を備える。スピーカカバー６３
の後方には、スピーカ９３が配設される。
【００４５】
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　メインフレーム２１の背面側には、メダル投入口７２から投入されたメダルを検知する
メダルセレクタユニット９１、投入されたメダルを流下させるメダル流路９２、スピーカ
９３、遊技制御装置（図示略）からの制御信号を中継する中継基板ユニット９４等が配設
される。
　また、各種操作ユニット等が配設された段部２２の背面側は、所定のカバー９５によっ
て覆われている。
【００４６】
　本実施形態のスロットマシン１においてゲームを行う場合、まず、メダル投入口７２か
らメダルを投入するか、或いはマックスベットボタン７１や１ベットボタンを操作してク
レジットから賭数を入力する。ベット操作がなされると、ベット数に応じて有効ラインが
設定され、スタートレバー７５の操作が有効な状態、すなわちゲームを開始可能な状態と
なる。そして、スタートレバー７５を操作すると、遊技制御装置（図示略）において内部
抽選処理がなされて入賞の当選／非当選が決定されるとともに、リール８の変動が開始さ
れる。
　所定時間経過後、リールストップボタン７４ａ、７４ｂ、７４ｃの操作に基づいて、リ
ール８ａ、８ｂ、８ｃの回転が停止されることで、図柄表示窓部４２に所定の図柄が停止
表示される。このとき、内部抽選結果が特定結果となった場合（例えば、特別入賞（ボー
ナス入賞）や小役入賞に内部当選した場合）に、特定の図柄組合せ態様（内部当選した入
賞に対応する図柄組合せ態様）を形成し得るように複数のリールの停止制御が行われる。
そして、内部当選した入賞に対応する図柄組合せ態様が有効ライン上に形成された場合に
入賞が成立し、当該入賞に対応する遊技価値が付与される（例えば、入賞メダルが払い出
される）。以上で一区切りのゲームが終了し、以降、この操作を繰り返すことによってゲ
ームを進行させるようになっている。
【００４７】
　本実施形態のスロットマシン１では、上部ユニット３が、内部抽選結果が特定結果とな
ったことを報知する報知装置として機能する。
　報知装置としての上部ユニット３の構成について、図３～１２を参照して説明する。
　図３は上部ユニット３の正面図で、図４は上部ユニット３を正面から見た分解斜視図で
ある。
　図３、４に示すように、上部ユニット３は、例えば、戦闘用ヘリコプターを模した役物
（戦闘用ヘリ役物）を有する演出ユニット３６０、上部フレーム３０４、及び役物収納ユ
ニット３８０を備えて構成されている。
【００４８】
　上部フレーム３０４は、正面視略矩形状に形成され、後方に奥行きのある箱状体からな
る。上部フレーム３０４と、後述する役物収納ユニット３８０で囲まれた空間に、演出ユ
ニット３６０が収納されることとなる。
　上部フレーム３０４の中央部には、後方に配設される演出ユニット３６０の役物を視認
可能とする正面視凸型の開口部３０４ａが形成されている。また、上部フレーム３０４の
前面左右上隅部にはスピーカカバー３０４ｂ、３０４ｂが配設されており、この後方にス
ピーカ３０６Ｌ、３０６Ｒが配設される。
【００４９】
　上部フレーム３０４の開口部３０４ａには、上部フレーム３０４に取り付けられる演出
ユニット３６０の前方を覆うようにクリアカバー３０５が配設される。クリアカバー３０
５は、透明な材質からなり、演出ユニット３６０の戦闘用ヘリ役物はこのクリアカバー３
０５を通して視認される。
【００５０】
　上部フレーム３０４の周囲壁の一部をなす上部壁体の前面には、発光装置３０３、及び
発光装置３０３を覆うカバー部材３０１を取り付けるための取付部３０４ｃが形成されて
いる。発光装置３０３は、例えば、有色透明のカバー部材の内部にＬＥＤ基板が配設され
てなり、このカバー部材の前面に、ロータ部材（ヘリコプターの回転翼を模した部材）３
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０２を取り付けるためのロータ取付部３０３ａが形成されている。
【００５１】
　上部フレーム３０４の取付部３０４ｃに、ロータ部材３０２付きの発光装置３０３が取
り付けられ、さらに、発光装置３０３及びロータ部材３０２を覆うようにカバー部材３０
１が取り付けられる。なお、カバー部材３０１及び発光装置３０３のカバー部材は、例え
ば、発光装置３０３内のＬＥＤから照射された光を屈折／散乱させるためにレンズ状に加
工されている。
　そして、発光装置３０３内のＬＥＤが発光することによりロータ部材３０２が照射され
ると、戦闘用ヘリ役物の一部をなすロータが浮かび上がり、回転しているように見える演
出が行われる。
【００５２】
　演出ユニット３６０は、役物ベース３２０に、ヘリ役物ユニット３７０及びガトリング
役物ユニット３３０等が取り付けられて構成されている。
　ここで、役物ベース３２０、ヘリ役物ユニット３７０、及びガトリング役物ユニット３
３０の個々の構造について、図５～１２を参照して説明する。
【００５３】
　図５は役物ベース３２０の正面図で、図６は役物ベース３２０を背面から見た斜視図で
ある。
　役物ベース３２０は、上部フレーム３０４の開口部３０４ａとほぼ同じ外形を有し、す
なわち正面視凸型に成型されている。
　役物ベース３２０の周囲には、下方が開放された略コ字状の前方周囲壁３２１０がベー
ス板３２１３から前方に向けて形成され、上方が開放された略コ字状の後方周囲壁３２１
１がベース板３２１３から後方に向けて形成されている。また、前方周囲壁３２１０の一
部をなす上部壁体には、前方に突出する廂３２１２が延設されている。なお、前方周囲壁
３２１０と後方周囲壁３２１１は、部分的に一枚板で形成されているところもある。
【００５４】
　ベース板３２１３の中央部には、矩形状の開口部（第１開口部）３２２が形成されてお
り、この第１開口部３２２の周縁から後方に向けて仕切り壁３２５が形成されている。こ
の仕切り壁３２５により囲まれた部分には、ヘリ役物ユニット３７０が配設される。
【００５５】
　仕切り壁３２５の一部をなす上部壁体３２５Ｔには、上方に向けて一対の起立壁３２４
ａ、３２４ａが形成されている。この起立壁３２４ａ、３２４ａで挟まれたスライダベー
ス載置部３２４にヘリベースユニット３５０のスライダベース３５３の前部が載置される
。また、上部壁体３２５（スライダベース載置部３２４）の中央には、スライダベース３
５３のスリット３５３１に対応する位置にＵ字状の切欠部３２４ｂが形成されている。
　仕切り壁３２５の一部をなす側部壁体３２５Ｌ、３２５Ｒには、ヘリ役物３４０を前後
に摺動可能に取り付けるためのブッシュ挿嵌部３２５ａ、３２５ａが形成されている。ま
た、側部壁体３２５Ｌ、３２５Ｒには、裏箱３５０を取り付けるための裏箱取付部３２９
が形成されている。
【００５６】
　第１開口部３２２の左右には、円形状の開口部（第２開口部）３２１Ｌ、３２１Ｒが形
成されており、この第２開口部３２１Ｌ、３２１Ｒの周縁から前方に向けて、周面を凹凸
に加工された装飾壁３２１４が形成されている。この第２開口部３２１Ｌ、３２１Ｒには
、ヘリ役物ユニット３７０の左右に配設される一対のガトリング役物ユニット３３０Ｌ、
３３０Ｒの回転体ユニット３３８Ｌ、３３８Ｒが配置される。
【００５７】
　第２開口部３２１Ｌ、３２１Ｒの上下各２箇所には、ガトリング役物ユニット３３０Ｌ
、３３０Ｒを取り付けるためのガトリング役物取付部３２８が形成されている。また、第
２開口部３２１Ｌ、３２１Ｒの上部近傍には、翼部材３０７Ｌ、３０７Ｒを取り付けるた
めの翼部材取付孔３２６が形成されている。
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　役物ベース３２０の背面左右上隅及びこれに対向する位置には、上部制御ベース３０９
を取り付けるための上部制御ベース取付部３２７が形成されている。また、役物ベース３
２０の左右上部に正面視Ｌ字型又は逆Ｌ字型に形成された部分３２３Ｌ、３２３Ｒには、
役物ベース３２０を上部フレーム３０４に取り付けた状態でスピーカ３０６Ｌ、３０６Ｒ
が位置することとなる。
　役物ベース３２０は上述した構造を有する。
【００５８】
　図７は、ヘリ役物３４０を前面から見た斜視図である。
　ヘリ役物３４０は、戦闘用ヘリコプターのコクピット部を模した役物であり、ヘリ本体
３４２はほぼ一体的に成形されている。
　ヘリ役物３４０は、前面に前方窓部３４２Ｃ、その左右に側方窓部３４２Ｌ、３４２Ｒ
を備え、これらの窓部３４２Ｃ、３４２Ｌ、３４２Ｒは透明な材質で形成されている。ま
た、前方窓部３４２Ｃ、側方窓部３４２Ｌ、３４２Ｒで囲まれた部分は後方に開放された
中空部となっている。この中空部の開放端は、後方に配設されるヘリベースユニット３５
０を構成するヘリレンズ３５５の膨出部３５５１とほぼ同じ形状に形成されている。
【００５９】
　また、前方窓部３４２Ｃの内側には、赤色光に対応する第１色変換シート３４５ａが貼
着されている。さらに、第１色変換シート３４５ａには、顔を模した演出情報が印字され
た青色光に対応する第２色変換シート３４５ｂが貼着されている。つまり、顔の形に切り
抜かれた第２色変換シート３４５ｂが第１色変換シート３４５ａに貼着されている（図１
１、１２参照）。
【００６０】
　これらの第１色変換シート３４５ａ及び第２色変換シート３４５ｂは、対応する光が照
射された場合に照射光に反応して発光するものである。
　例えば、赤色光に対応する第１色変換シート３４５ａは、裏面から赤色光が照射される
とその赤色光に反応して、前面側から見ると赤く発光しているように見える。一方、この
第１色変換シート３４５ａの裏面から青色光が照射された場合には、その青色光には反応
せずそのまま透過させる。
　逆に、青色光に対応する第２色変換シート３４５ｂは、裏面から青色光が照射されると
その青色光に反応して前面側から見ると青く発光しているように見える。一方、第２色変
換シート３４５ｂの裏面から赤色光が照射された場合には、その赤色光には反応せずその
まま透過させる。
【００６１】
　つまり、ヘリ役物３４０に後方から赤色光が照射されると、第１色変換シート３４５ａ
が反応して全面が赤色に発光して見え、後方から青色光が照射されると、第２色変換シー
ト３４５ｂが反応して青色の演出情報が浮かび上がって見えることとなる。
【００６２】
　ヘリ役物３４０の頂部には、ヘリベースユニット３５０のスライダ３５２に係合するた
めの係合ピン３４３が形成されている。また、ヘリ役物３４０の左右側面の下部には、役
物ベース３２０に摺動可能に取り付けるための摺動軸３４４が形成されており、摺動軸３
４４の周囲は摺動抵抗を軽減する摺動部材（ブッシュ）３４１Ｌ、３４１Ｒで覆われてい
る。
【００６３】
　図８は、ヘリベースユニット３５０を背面から見た分解斜視図である。
　図８に示すように、ヘリベースユニット３５０は、ヘリベース３５４の前面側にヘリ用
ＬＥＤ基板３５６、ヘリレンズ３５５が配設され、背面側に上部中継基板３５８が配設さ
れ、上方からモータセット３５７付きのスライダユニット３５９が配設されて構成される
。
【００６４】
　ヘリベース３５４は、正面視略矩形状に成形され、前方に奥行きのある箱状体からなる
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。
　ヘリベース３５４の上部壁体３５４１には、スライダベース３５３の中央部を載置する
ための切欠部３５４１ａが形成されている。また、ヘリベース３５４の上部壁体３５４１
から後方に向けて、スライダベース３５３の後部を載置するためのスライダベース載置部
３５４３が延設されている。スライダベース載置部３５４３には、スライダベース３５３
を固定するためのＵ字状切欠部３５４３ａが形成されている。
【００６５】
　ヘリベース３５４の背面側上部には、モータセット３５７を載置するためのモータ載置
部３５４２が設けられている。このモータ載置部３５４２とスライダベース載置部３５４
３は一体的に形成されている。
　ヘリベース３５４の前面には、ヘリ用ＬＥＤ基板３５６及びヘリレンズ３５５を取り付
けるためのボス等の取付部が形成されている（図示略）。
【００６６】
　ヘリ用ＬＥＤ基板３５６は、ヘリベース３５４の前面開口部とほぼ同じ矩形状の外形を
有する板状の部材である。
　ヘリ用ＬＥＤ基板３５６の前面略中央であって、ヘリレンズ３５５の膨出部３５５１に
覆われる位置には、ヘリレンズ３５５を照射するための複数のＬＥＤ３５６１が設けられ
ている。これらのＬＥＤ３５６１は、演出制御装置（図示略）からの制御に基づいて、例
えば赤色光を発する。
　ヘリ用ＬＥＤ基板３５６の４隅には、ヘリベース３５４に取り付けるための貫通孔（大
）３５６２と貫通孔（小）３５６３が縦並びに形成されている。また、ＬＥＤ３５６１を
囲むように貫通孔３５６４が形成されている。
　ヘリ用ＬＥＤ基板３５６の背面下部には、演出制御装置からの配線を接続するための配
線接続部３５６５が設けられている。
【００６７】
　ヘリ用ＬＥＤ基板３５６は、ヘリベース３５４の前面に配設される。例えば、ヘリベー
ス３５４の前面に形成された位置決めピン（図示略）を貫通孔（小）３５６３に挿通させ
るとともに、ヘリベース３５４の前面に形成されたボス（図示略）を貫通孔３５６４に挿
通させることにより、ヘリ用ＬＥＤ基板３５６はヘリベース３５４に取り付けられる。こ
のとき、配線接続部３５６５は、ヘリベース３５４の下部に形成された開口部（図示略）
に嵌通され、背面に露出される。
【００６８】
　ヘリレンズ３５５は、ヘリ用ＬＥＤ基板３５６とほぼ同じ形状の外形を有する板状の部
材であり、ヘリ用ＬＥＤ基板３５６のＬＥＤ３５６１から照射された光を屈折／散乱させ
るために全面がレンズ状に加工されている。
　ヘリレンズ３５５の略中央は、前方に向けて膨出部３５５１が形成されており、この膨
出部３５５１を介して放射された光がヘリ役物３４０の後方開放部から入射し、ヘリ役物
３４０を照らすこととなる。
【００６９】
　また、膨出部３５５１の前面であって、第２色変換シート３４５ｂに対応する位置には
、ガトリング役物ユニット３３０から照射された光を、ヘリ役物３４０の前方窓部３４２
Ｃに向けて反射させるための反射板３５５ａが設けられている（図１１参照）。ガトリン
グ役物ユニット３３０から照射された光は、反射板３５５ａで反射され、ヘリ役物３４０
の後方開口部から入射してヘリ役物３４０を照らすこととなる。このとき、ガトリング役
物ユニット３３０から青色光が照射された場合は、第２色変換シート３４５ｂで形成され
た演出情報が青色に浮かび上がって表示される。
【００７０】
　ヘリレンズ３５５の４隅であって、ヘリ用ＬＥＤ基板３５６の貫通孔（大）３５６２に
対応する位置には、貫通孔３５５３が形成されている。また、膨出部３５５１の周囲であ
って、ヘリ用ＬＥＤ基板３５６の貫通孔３５６４に対応する位置には、後方に向けてボス
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受部３５５２が形成されている。
【００７１】
　ヘリレンズ３５５は、ヘリベース３５４の前面にヘリ用ＬＥＤ基板３５６を介して配設
される。例えば、ヘリベース３５４の前面に形成されたボス（図示略）をヘリ用ＬＥＤ基
板３５６の貫通孔３５６４を介してボス受部３５５２に嵌合させることにより、ヘリレン
ズ３５５はヘリベース３５４に取り付けられる。
　また、上部中継基板３５８は、ヘリベース３５４の背面側に配設される。
【００７２】
　スライダユニット３５９は、スライダベース３５３、スライダ３５２、及びスライダカ
バー３５１で構成されている。
　スライダベース３５３は、平面視Ｔ字状に形成され、周囲壁に囲まれた部分がスライダ
３５２の収納部３５３５となる。
　スライダベース３５３の前部中央にはスリット３５３１が形成され、後部中央にはモー
タセット３５７のヘリカム（平面カム）３５７２を挿通するための円形開口部３５３２が
形成されている。また、スリット３５３１及び円形開口部３５３２の両側方には、前後方
向にガイド３５３３が敷設されている。このガイド３５３３により、スライダ３５２が摺
動するときの摩擦を小さくしている。
　スライダベース３５３の前部両端及び後部両端には、スライダカバー３５１を取り付け
るためのカバー取付部３５３４、３５３７が形成されている。また、スライダベース３５
３の後部には、モータセット３５７を取り付けるためのモータ取付部３５３６が下方に向
けて形成されている。
【００７３】
　また、スライダベース３５３の円形開口部３５３２の片側近傍には、スライダ３５２の
位置を検出するためのセンサ３５３８が設けられている。センサ３５３８は、例えば、上
下方向に対向配置された発光素子と受光素子（図示略）を備え、発光素子から出射された
光を受光素子において感知することにより、発光素子と受光素子との間に遮蔽物があるか
否かを検出する。そして、センサ３５３８によって発光素子－受光素子間にスライダ３５
２が位置しているか否かが検出され、これに基づいてスライダ３５２の位置が特定される
。
【００７４】
　スライダ３５２は、平面視Ｔ字状に形成され、スライダベース３５３のスライダ収納部
３５３５と同じ外形を有する。スライダ３５２の前端部には、スライダベース３５３のス
リット３５３１を介してヘリ役物３４０の係合ピン３４３を係合するための係合孔３５２
１が形成されている。また、係合孔３５２１の後方には、スライダカバー３５１のスリッ
ト３５１１と係合するボス３５２２が上方に向けて形成されている。
　スライダ３５２の後部には、スライダベース３５３の円形開口部３５３２の直径とほぼ
同じ長さのスリット３５２３が形成されている。スライダベース３５３の円形開口部３５
３２に挿通されたモータセット３５７のヘリカム凸部３５７２ａが、このスリット３５２
３に係合される。
　また、スライダ３５２の後部の一端部は、センサ３５３８の発光素子－受光素子間に非
接触で配設するために、薄板状に形成されている。
【００７５】
　スライダカバー３５１は、平面視Ｔ字状に形成された板状の部材であり、スライダベー
ス３５３と同じ外形を有する。
　スライダカバー３５１の前部であって、スライダベース３５３のスリット３５３１に対
応する位置にはスリット３５１１が形成されている。また、スライダベース３５３のカバ
ー取付部３５３４に対応する位置には貫通孔３５１２が形成されている。
　スライダカバー３５１の後部であって、スライダベース３５３のカバー取付部３５３７
に対応する位置には、貫通孔３５１３が形成されている。
【００７６】
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　スライダベース３５３のスライダ収納部３５３５にスライダ３５２が載置され、その上
方からスライダカバー３５１が取り付けられる。例えば、スライダカバー３５１の貫通孔
３５１２、３５１３にネジを挿通し、スライダベース３５３のカバー取付部３５３４、３
５３７にネジ留めすることにより、スライダカバー３５１はスライダベース３５３に固着
され、スライダ３５２は摺動可能に収納される。このとき、スライダ３５２のボス３５２
２は、スライダカバー３５１のスリット３５１１に係合される。
【００７７】
　モータセット３５７は、駆動モータ３５７１と、駆動モータ３５７１のモータ軸に固着
されたヘリカム３５７２とで構成される。ヘリカム３５７２の上面周縁部には、スライダ
３５２のスリット３５２３に係合する凸部３５７２ａが設けられている。
【００７８】
　スライダベース３５３の円形開口部３５３２にヘリカム３５７２を挿通させるとともに
、貫通孔３５７１ａにネジを挿通し、スライダベース３５３のモータ取付部３５３６にネ
ジ留めすることにより、スライダベース３５３に取り付けられる。このとき、ヘリカム凸
部３５７２ａは、スライダ３５２のスリット３５２３に係合される。
【００７９】
　駆動モータ３５７１の駆動によりヘリカム３５７２が回転すると、ヘリカム凸部３５７
２がスライダ３５２のスリット３５２３に沿って回転することによって、回転運動が直線
運動に変換され、スライダ３５２は前後方向に摺動することとなる。つまり、スライダ３
５２の摺動量は、ヘリカム３５７２の直径にほぼ等しくなる。
【００８０】
　上述したスライダユニット３５９は、スライダベース３５３の中央部がヘリベース３５
４の切欠部３５４１ａに位置し、スライダベース３５３の後部がスライダベース載置部３
５４３に位置し、駆動モータ３５７１がモータ載置部３５４２に位置するように、ヘリベ
ース３５４に載置される。このとき、スライダベース３５３の後部のカバー取付部３５３
７から下方に現れるネジの先端部が、Ｕ字状切欠部３５４３ａに係合されることとなる。
　このようにして、ヘリベースユニット３５０は構成される。
【００８１】
　そして、ヘリベースユニット３５０の前面に裏箱３０８が配置され、さらに前方からヘ
リ役物３４０が配設されることによりヘリ役物ユニット３７０が構成される。ヘリ役物ユ
ニット３７０において、駆動モータ３５７１が駆動されると、これに伴いスライダ３５２
が前後に摺動され、これに連動してヘリ役物３４０が動作する。同時に、ヘリ用ＬＥＤ基
板３５６のＬＥＤ３５６１から照射された光は、ヘリ役物３４０の前方窓部３４２Ｃ及び
、側方窓部３４２Ｌ、３４２Ｒを介して前方及び側方へ放射される。すなわち、ヘリ役物
ユニット３７０では、ヘリ役物３４０が前後に浮遊するような演出が行われる。
【００８２】
　上述したように、ヘリ役物ユニット（第２役物ユニット）３７０は、駆動モータ（電気
的駆動源）３５７１の作用に基づき直線動作を行うヘリ役物（第２可動演出部材）３４０
と、所定色（例えば、赤色）の光を発するヘリ用ＬＥＤ基板（第２発光装飾装置）３５６
と、を備えて構成され、ヘリ役物３４０の動作とヘリ用ＬＥＤ基板３５６からの発光によ
り、内部抽選結果が特定結果となったことを報知する。
【００８３】
　なお、役物ベース３２０にヘリ役物ユニット３７０を取り付ける際には、役物ベース３
２０にヘリ役物３４０、裏箱３０８、及びヘリベース３５４を配設した後、ヘリ役物３４
０の係合ピン３４３をスライダベース３５３のスリット３５３１を介してスライダ３５２
の係合孔３５２１に係合させた状態で、スライダユニット３５９をヘリベース３５４に載
置させることとなる。
【００８４】
　図９は、ガトリング役物ユニット３３０を背面から見た分解斜視図である。なお、図９
には、正面視左側に配置されるガトリング役物ユニット３３０Ｌについて示している。ま
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た、正面視右側に配置されるガトリング役物ユニット３３０Ｒは、ガトリング役物ユニッ
ト３３０Ｌとほぼ左右対象に反転した構成となっている。
　図９に示すように、ガトリング役物ユニット３３０Ｌは、ガトリングベース３３４の前
面側にガトリング用ＬＥＤ基板３３３と回転体ユニット３３８が配設され、背面側に動力
伝達機構３３６と駆動モータ３３７等が配設されて構成されている。
【００８５】
　ガトリングベース３３４は、正面視略矩形状に成形された板状の部材であり、片方の側
辺（図９では左側辺）に沿って起立壁３３４６が形成されている。
　ガトリングベース３３４の中央下部には、回転体ベース３３１の回転軸３３１５を挿通
するための貫通孔３３４３が形成され、前面側には回転軸３３１５を支持する軸受け部（
図示略）が貫通孔３３４３に連通して前方に突出して形成されている。
　また、ガトリングベース３３４の略中央には、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３の配線接
続部３３３４を嵌通するための鉤状の開口部３３４１が形成されている。鉤状開口部３３
４１の左右には、前面からガトリング用ＬＥＤ基板３３３を取り付けるためガトリング用
ＬＥＤ基板取付部３３４２が形成されている。
　ガトリングベース３３４の背面には、駆動モータ３３７を取り付けるためのモータ取付
部３３４４や、センサ３３５を取り付けるためのセンサ取付部３３４７等が形成されてい
る。また、ガトリングベース３３４の４隅には、貫通孔３３４５が形成されている。
【００８６】
　ガトリング用ＬＥＤ基板３３３は、ガトリングベース３３４とほぼ同じ矩形状の外形を
有する板状の部材である。
　ガトリング用ＬＥＤ基板３３３の中央下部には、回転体ベース３３１の回転軸３３１５
を挿通するための開口部３３３２が形成されている。
【００８７】
　ガトリング用ＬＥＤ基板３３３の前面であって、開口部３３３２の周縁近傍（回転体レ
ンズ３３２に覆われる位置）には、回転体レンズ３３２を照射するための複数のＬＥＤ３
３３１が設けられている。これらのＬＥＤ３３３１は、赤色光を発する赤色ＬＥＤと青色
光を発する青色ＬＥＤで構成される。そして、ＬＥＤ３３３１は、演出制御装置（図示略
）からの制御に基づいて、赤色光又は青色光を発する。例えば、内部抽選結果が特定結果
（ボーナス入賞の内部当選）となったことを報知する場合には赤色光を発し、その他の演
出（例えば、小役入賞の内部当選）を行う場合には青色光を発する。
【００８８】
　ガトリング用ＬＥＤ基板３３３の背面側であって、開口部３３３２の上方（ガトリング
ベース３３４の鉤状開口部３３４１に対応する位置）には、演出制御装置（図示略）から
の配線を接続するための配線接続部３３３４が設けられている。また、配線接続部３３３
４の左右（ガトリングベース３３４のガトリング用ＬＥＤ基板取付部３３４２に対応する
位置）には貫通孔３３３３が形成されている。
【００８９】
　ガトリング用ＬＥＤ基板３３３は、ガトリングベース３３４の前面に配設される。例え
ば、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３の貫通孔３３３３にネジを挿通して、ガトリングベー
ス３３４のガトリング用ＬＥＤ基板取付部３３４２にネジ留めすることにより、ガトリン
グ用ＬＥＤ基板３３３はガトリングベース３３４に固着される。このとき、配線接続部３
３３４は、ガトリングベース３３４の鉤状開口部３３４１に嵌通され、背面に露出される
。
【００９０】
　回転体ユニット３３８は、回転体レンズ３３２及び回転体ベース３３１で構成されてい
る。回転体ベース３３１は、有底円筒形状に形成され、その底面３３１１には複数（図９
では６個）の開口部３３１３が同心円状に形成され、周面３３１２（有底円筒形状の側面
）には複数（図９では６個）のＵ字状切欠部３３１４が同一間隔で形成されている。また
、底面３３１１の中心には、後方に向けて回転軸３３１５が形成され、回転軸３３１５を
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挟んで対向する位置には回転体レンズ３３２を取り付けるための回転体レンズ取付部３３
１６が形成されている。
【００９１】
　回転体レンズ３３２は、中央に回転体ベース３３１の回転軸３３１５を挿通するための
開口部３３２３を有するリング状の部材である。回転体レンズ３３２において、回転体ベ
ース３３１の底面に形成された開口部３３１３に対応する位置には前方に膨出した前面レ
ンズ３３２１が形成されており、Ｕ字状切欠部３３１に対応する位置には半円状の側面レ
ンズ３３２２が形成されている。
　前面レンズ３３２１及び側面レンズ３３２２は、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３のＬＥ
Ｄ３３３１から照射される光を屈折させる屈折レンズで構成される。また、側面レンズ３
３２２のうち少なくとも１つはヘリ役物３４０へ光を照射可能な照射レンズ部材で構成さ
れる。なお、本実施形態では、側面レンズ３３２２のすべてが、特定の位置（例えば、ヘ
リ役物３４０の側方に対向する位置）において、ヘリ役物３４０へ光を照射するように構
成されている。
【００９２】
　回転体レンズ３３２の中央の開口部３３２３に回転体ベース３３１の回転軸３３１５を
挿通させるとともに、前面レンズ３３２１及び側面レンズ３３２２を回転体ベース３３１
の対応する部位に嵌合させ、さらに取付孔３３２４にネジを挿通して回転体ベース３３１
の回転体レンズ取付部３３１６にネジ留めすることにより、回転体レンズ３３２は回転体
ベース３３１に固着される。
【００９３】
　回転体ユニット３３８は、ガトリングベース３３４の前面に、ガトリング用ＬＥＤ基板
３３３を介して取り付けられる。例えば、ガトリングベース３３４の軸受け部（図示略）
、及び軸受け部に連通する貫通孔３３４３に、前方から回転軸３３１５を挿通させること
により回転自在に取り付けられる。
【００９４】
　動力伝達機構３３６は、回転体ベース３３１の回転軸３３１５が固着される役物ギア３
３６ａと、駆動モータ３３７のモータ軸が固着されるモータギア３３６ｂと、で構成され
ている。また、役物ギア３３６ａには円盤状の検出用プレート３３６ｃが固着されており
、検出用プレート３３６ｃには半径方向に切欠部が形成されている。
　動力伝達機構３３６は、回転体ユニット３３８と駆動モータ３３７を連結し、駆動モー
タ３３７の動力を回転体ユニット３３８に伝達する。
【００９５】
　センサ３３５は、例えば、前後方向に対向配置された発光素子と受光素子（図示略）を
備え、発光素子から出射された光を受光素子において感知することにより、発光素子と受
光素子との間に遮蔽物があるか否かを検出する。センサ３３５の発光素子と受光素子の間
に検出用プレート３３６ｃが非接触の状態で配設される。
　そして、センサ３３５により検出用プレート３３６ｃの切欠部の通過が検出され、これ
に基づいて回転体ユニット３３８の回転位置が特定される。センサ３３５による検出結果
に基づいて駆動モータ３３７を制御することで、側面レンズ３３２２の一つが特定の位置
（例えば、ヘリ役物３４０の側方に対向する位置）となるように固定することができる。
【００９６】
　動力伝達機構３３６の役物ギア３３６ａは、ガトリングベース３３４の背面側に現れた
回転体ベース３３１の回転軸３３１５の先端に固着される。モータギア３３６ｂは、駆動
モータ３３７のモータ軸３３７ａに固着される。
　そして、駆動モータ３３７の一方の対角に位置する２箇所の貫通孔３３７ｂをガトリン
グベース３３４のモータ取付部（先端凸型）３３４４に挿嵌させるとともに、他方の対角
に位置する２箇所の貫通孔３３７ｂにネジを挿通し、モータ取付部（先端凹部）３３４４
にネジ留めすることにより、駆動モータ３３７及び動力伝達機構３３６はガトリングベー
ス３３４に取り付けられる。
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　また、ガトリングベース３３４のセンサ取付部３３４５には、役物ギア３３６ａに固着
された検出用プレート３３６ｃを発光素子－受光素子間に配設した状態でセンサ３３５が
取り付けられる。
【００９７】
　このようにして、ガトリング役物ユニット３３０は構成される。そして、ガトリング役
物ユニット３３０において、駆動モータ３３７が駆動されると、これに伴い回転体ユニッ
ト３３８が回転される。同時に、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３のＬＥＤ３３３１から照
射された光（例えば、赤色光）は、回転体レンズ３３２により透過又は遮断されるととも
に、乱反射を生じながら前方及び側方へ放射される。これにより、ガトリング役物ユニッ
ト３３０では、ガトリング砲が連射されているような演出が行われる。
【００９８】
　すなわち、ガトリング役物ユニット（第１役物ユニット）３３０は、駆動モータ（電気
的駆動源）３３７の作用に基づき回転動作を行う回転体ユニット３３８（第１可動演出部
材）３４０と、所定色（例えば、赤色）の光を発するガトリング用ＬＥＤ基板（第１発光
装飾装置）３３３と、を備えて構成される。
【００９９】
　具体的には、回転体ユニット３３８は、回転軸３３１５に、回転体ベース３３１（有底
円筒形状の部材）をその中心が回転軸３３１５に一致するように設けて形成され、回転体
ベース３３１のうち、回転軸３３１５の突出端部に形成される円形の底面３３１１及び底
面３３１１の外周に連接して形成される周面３３１２（有底円筒形状の側面）の各々に前
面レンズ３３２１及び側面レンズ３３２２が配設されている。そして、回転体ユニット３
３８は、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３から発せられた光が入射する位置、例えば、ガト
リング用ＬＥＤ基板３３３のＬＥＤ３３３１を覆う位置に配設されている。これにより、
ガトリング用ＬＥＤ基板３３３のＬＥＤ３３３１からの光は前面レンズ３３２１及び側面
レンズ３３２２を介して前方及び側方に放射されることとなる。
【０１００】
　また、前面レンズ３３２１及び側面レンズ３３２２は、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３
のＬＥＤ３３３１から照射される光を屈折させる屈折レンズで構成されている。これによ
り、前面レンズ３３２１及び側面レンズ３３２２から光が放射されるとともに、回転体ユ
ニット３３８の回転動作によって、前面レンズ３３２１及び側面レンズ３３２２で乱反射
する光が増大されることとなり、光の発光態様を大きく変化させることができる。すなわ
ち、回転体ユニット３３８の回転動作と前面レンズ３３２１及び側面レンズ３３２２によ
る光の屈折方向の変化が相まって、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３のＬＥＤ３３３１によ
る発光方向だけでは表現できない光の変化を実現でき、従来にない斬新な報知態様を実現
することができる。
【０１０１】
　このように、ガトリング役物ユニット３３０は、回転体ユニット３３８の動作とガトリ
ング用ＬＥＤ基板３３３からの発光、及び回転体ユニット３３８の動作に伴う発光態様の
変化により、内部抽選結果が特定結果となったことを報知する。このとき、回転体ユニッ
ト３３８の回転動作によってガトリング用ＬＥＤ基板３３３から照射された光の発光態様
は大きく変化することとなる。
【０１０２】
　演出ユニット３６０は、上述した役物ベース３２０に、ヘリ役物ユニット３７０及びガ
トリング役物ユニット３３０Ｌ、３３０Ｒ等が取り付けられて構成される。具体的には、
以下のようにして、役物ベース３２０にヘリ役物ユニット３７０、ガトリング役物ユニッ
ト３３０Ｌ、３３０Ｒ、及び各種部材が取り付けられる。
【０１０３】
　図４に示すように、役物ベース３２０の翼部材取付孔３２６には、前方から翼部材３０
７Ｌ、３０７Ｒが取り付けられる。このとき、翼部材３０７Ｌ、３０７Ｒは、その一端が
役物ベース３２０の第１開口部３２２に臨むように配置され、戦闘用ヘリ役物の主要部を
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なすヘリ役物３４０から翼が延びて見えるように取り付けられる（図３参照）。
【０１０４】
　役物ベース３２０の第１開口部３２２には、ヘリ役物３４０が配設される。このとき、
ヘリ役物３４０の頂部に形成された係合ピン３４３を役物ベース３２０のＵ字状切欠部３
２４ｂに係合させるとともに、ヘリ役物３４０の摺動部材３４４を役物ベース３２０のブ
ッシュ挿嵌部３２５ａに係合させる。
【０１０５】
　そして、役物ベース３２０には、ヘリ役物３４０の後方から裏箱３０８が配設される。
例えば、裏箱３０８の側壁前面に形成された貫通孔３０８３にネジを挿通し、役物ベース
３２０の裏箱取付部３２９にネジ留めすることにより、裏箱３０８は役物ベース３２０に
固着される。
　このとき、裏箱３０８の周囲壁３０８１と役物ベース３２０の仕切り壁３２５の表面は
接合され、裏箱３０８の上壁中央に形成されたＵ字状切欠部３０８１ａと役物ベース３２
０の上部壁体３２５Ｔの中央に形成されたＵ字状切欠部３２４ｂにより、ヘリ役物３４０
の係合ピン３４３の移動範囲を制限するスリットが形成されることとなる。このスリット
の長さは、スライダ３５２の摺動量とほぼ同じ（若干長い）とされる。
【０１０６】
　役物ベース３２０には、スライダユニット３５９を取り付ける前のヘリベースユニット
３５０がさらに裏箱３０８の後方から配設される。例えば、裏箱の側壁後面に設けられた
ボス３０８４を、ヘリベース３５４に取り付けられたヘリレンズ３５５の貫通孔３５５３
及びヘリ用ＬＥＤ基板３５６の貫通孔（大）３５６２を介してヘリベース３５４の前面に
形成されたボス受部（図示略）に嵌合させることにより、ヘリベースユニット３５０は役
物ベース３２０に取り付けられる。このとき、ヘリレンズ３５５の膨出部３５５１は、裏
箱３０８の開口部３０８２に嵌合され、ヘリ役物３４０の後方開口部に位置することとな
る。
【０１０７】
　そして、役物ベース３２０のスライダベース載置部３２４には、ヘリ役物３４０の係合
ピン３４３をスライダベース３５３のスリット３５３１を介してスライダ３５２の係合孔
３５２１に係合させた状態で、スライダユニット３５９（スライダベース３５３）の前部
が載置される。このとき、スライダベース３５３の中央部はヘリベース３５４の切欠部３
５４１ａに位置し、スライダベース３５３の後部はスライダベース載置部３５４３に位置
し、駆動モータ３５７１はモータ載置部３５４２に位置することとなる。また、スライダ
ベース３５３の後部のカバー取付部３５３７から下方に現れるネジの先端部は、ヘリベー
ス３５４のＵ字状切欠部３５４３ａに係合されることとなる。
【０１０８】
　役物ベース３２０の第１開口部３２２の左右には、第２開口部３２１Ｌ、３２１Ｒに回
転体ユニット３３８Ｌ、３３８Ｒが臨むようにガトリング役物ユニット３３０Ｌ、３３０
Ｒが配置される。例えば、ガトリングベース３３４の上部及び下部に形成された貫通孔３
３４５にネジを挿通させ、ガトリング役物取付部３２８にネジ留めすることにより、ガト
リング役物ユニット３３０Ｌ、３３０Ｒは役物ベース３２０に固着される。このとき、回
転体ユニット３３８Ｌ、３３８Ｒは、その回転が妨げられないように第２開口部３２１Ｌ
、３２１Ｒ内に配設される。
【０１０９】
　ヘリ役物ユニット３７０及びガトリング役物ユニット３３０Ｌ、３３０Ｒを取り付けら
れた役物ベース３２０には、後方から役物収納ユニット３８０が取り付けられる。例えば
、上部制御ベース３０９に形成された貫通孔３０９１に後方からネジを挿通し、役物ベー
ス３２０の上部制御ベース取付部３２７にネジ留めすることにより、役物ベース３２０は
上部制御ベース３０９に取り付けられる。また、後方に向けて凹室３１０２を形成された
サブベースユニット３１０は、４隅の貫通孔３１０１にネジを挿通し、上部制御ベース３
０９の背面に形成された取付部（図示略）にネジ留めすることにより、上部制御ベース３
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０９に取り付けられる。
【０１１０】
　そして、演出ユニット３６０及び役物収納ユニット３８０は、上部制御ベース３０９に
形成された貫通孔３０９２にネジを挿通し、上部フレーム３０４の取付部（図示略）にネ
ジ留めすることにより、上部フレーム３０４に固着される。このとき、上部フレーム３０
４に配設されたスピーカ３０６Ｌ、３０６Ｒは、上部制御ベース３０９に形成されたスピ
ーカ収納部３０９３に収納されるとともに、ネジ留めにより固定される。
【０１１１】
　上部ユニット３は、上述した構成を有する。すなわち、一対のガトリング役物ユニット
３３０Ｌ、３３０Ｒ及びヘリ役物ユニット３７０は、上部フレーム３０４及び役物収納ユ
ニット３８０で構成される収納枠体に収納される。つまり、この収納枠体には、一対のガ
トリング役物ユニット３３０Ｌ、３３０Ｒが左右方向に配設されるとともに、一対のガト
リング役物ユニット３３０Ｌ、３３０Ｒの間に後方側に凹んで中央収納部（サブベースユ
ニット３１０の凹室）３０１２が形成され、この中央収納部３０１２にヘリ役物ユニット
３４０が配設されている。
【０１１２】
　そして、スロットマシン１では、内部抽選結果が特定結果（例えば、ボーナス入賞の内
部当選）となった場合に、報知装置としての上部ユニット３により内部抽選結果が特定結
果となったことを報知する（いわゆる一発告知）。
　具体的には、スロットマシン１全体の制御を行う遊技制御装置（図示略）は、演出制御
装置（図示略）を制御して、ガトリング役物ユニット３３０Ｌ、３３０Ｒ及びヘリ役物ユ
ニット３７０に所定の演出を行わせることにより、内部抽選結果が特定結果となったこと
を報知する。
　例えば、内部抽選結果が特定結果となった場合に即座に（スタートレバーの操作直後に
）ボーナス報知を行っても良いし、内部抽選結果が特定結果となったゲームにおいてリー
ルストップ操作が行われて当該ゲームが終了した後にボーナス報知を行っても良い。
【０１１３】
　より具体的には、第１役物ユニットとしてのガトリング役物ユニット３３０Ｌ、３３０
Ｒにおいて、回転体ユニット（第１可動演出部材）３３８を駆動モータ（電気的駆動源）
３３７の作用に基づいて回転させるとともに、ガトリング用ＬＥＤ基板（第１発光装飾装
置）３３３からの発光（例えば、赤色光）により回転体レンズ３３２を照射させることで
、内部抽選結果が特定結果となったことを報知する。
　また、第２役物ユニットとしてのヘリ役物ユニット３７０において、ヘリ役物（第２可
動演出部材）３４０を駆動モータ（電気的駆動源）３５７１の作用に基づいて前後方向に
摺動させるとともに、ヘリ用ＬＥＤ基板（第２発光装飾装置）３５６からの発光（例えば
、赤色光）によりヘリ役物３４０を照射させることで、内部抽選結果が特定結果となった
ことを報知する。
【０１１４】
　すなわち、本実施形態のスロットマシン１では、内部抽選結果が特定結果（例えば、ボ
ーナス入賞の内部当選）となった場合には、戦闘用ヘリ役物全体が赤色光で照射され、ヘ
リコプターが前後に浮遊しながら、ガトリング砲を連射しているような激しい演出が行わ
れることとなる。
【０１１５】
　上述したように、本実施形態のスロットマシン１は、従来にない斬新な報知装置（上部
ユニット３）を備え、内部抽選結果を遊技者に報知する際の演出を迫力感のあるものとす
ることができるので、遊技者の興趣を高めることができる。
　また、可動演出部材を有するヘリ役物ユニット３７０及びガトリング役物ユニット３３
０Ｌ、３３０Ｒにより報知を行うことで、より多彩な報知を行うことが可能となり、スロ
ットマシンの興趣性を極めて高めることができる。
【０１１６】
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　さらに、本実施形態のスロットマシン１では、ガトリング役物ユニット３３０のガトリ
ング用ＬＥＤ基板３３３から光を発し、回転体ユニット３３８を照射するとともに、この
光でヘリ役物３４０をも照射することにより、回転体ユニット３３８及びヘリ役物３４０
の動作を伴わない発光だけによる演出を行う（以下、発光演出と称する）。
【０１１７】
　図１０はガトリング役物ユニット３３０及びヘリ役物ユニット３７０の主要部を示す平
面図で、図１１は図１０におけるＡ－Ａ断面図である。また、図１２は、色変換シートの
一例を示す説明図である。
　図１０に示すように、ヘリ役物ユニット３７０は、一対のガトリング役物ユニット３３
０の間に配設されている。また、ヘリ役物３４０は、回転体ユニット３３８の側方、かつ
後方に配置されている。
　通常の遊技状態においては、図１０に示すように、回転体ユニット３３８の側面レンズ
３３２２の１つは、ヘリ役物３４０の側方にほぼ対向する位置となるように回転位置を制
御され、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３から発せられた光は側面レンズ３３２２によりヘ
リ役物３４０に照射されるようになっている。
【０１１８】
　つまり、図１０に示す状態において、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３から光（赤色光又
は青色光）が発せられると、側面レンズ３３２２は、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３から
の光をヘリ役物３４０に照射する。そして、側方窓部３４２Ｌ、３４２Ｒを介してヘリ役
物３４０の内部に入射した光は、ヘリ役物３４０の後方に位置する反射板３５５ａによっ
てヘリ役物の前方窓部３４２Ｃに向けて反射される。そして、前方窓部３４２Ｃに貼着さ
れた第１色変換シート３４５ａ又は第２色変換シート３４５ｂが入射光に反応することに
より、前方窓部３４２Ｃが発光して見える。
【０１１９】
　例えば、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３から青色光が発せられた場合は、前方窓部３４
Ｃの第２色変換シート３４５ｂが反応して青色の演出情報が浮かび上がって見える発光演
出が行われる。また、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３から赤色光が発せられた場合は、前
方窓部３４２Ｃの第１色変換シート３４５ａが反応して前方窓部３４２Ｃの全面が赤色に
発光して見える発光演出が行われる。
【０１２０】
　この発光演出では、前方窓部３４２Ｃにおける発光態様により、内部抽選結果が特定結
果となったこと以外の情報を遊技者に報知する（内部抽選結果が特定結果となったことは
、役物ユニット３３０、３７０の動作、及び発光により報知される）。
　例えば、ボーナス入賞に内部当選した場合に高確率で発光演出が行われるものとし、ボ
ーナス入賞に内部当選していない場合には低確率で発光演出が行われるものとすれば、発
光演出により遊技者の期待感を煽ることができ、遊技に対する興趣を高めることができる
。
【０１２１】
　また例えば、発光演出の一態様として、リールストップボタン７４ａ、７４ｂ、７４ｃ
のそれぞれの操作に基づいて発光演出が実行されるようにし、ボーナス入賞に内部当選し
た場合には１～３回目のすべてのリールストップ操作の後に発光演出が行われるようにす
れば、発光演出によって内部抽選結果（ボーナス入賞への内部当選）に対する期待感を高
めることができる。なお、ボーナス入賞に内部当選した場合は、３回目のリールストップ
操作に伴い発光演出が実行された後、ヘリ役物３４０及び回転体ユニット３３８の動作及
び赤色発光による報知に移行させるようにしてもよい。
【０１２２】
　図１３は、発光演出の一例を示すタイミングチャートである。図１３では、ガトリング
役物ユニット３３０から青色光が照射されることによりヘリ役物３４０の前方窓部３４２
Ｃに演出情報を表示させる発光演出について示している。
　例えば、スタートレバー７５の操作に基づいて発光演出態様が決定され、決定された発
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光演出態様に従って発光演出フラグがオンとされる。そして、ガトリング用ＬＥＤ基板３
３３の青色ＬＥＤ３３３１は、発光演出フラグのオン／オフ状態に基づいて制御され、青
色光を発する。 
【０１２３】
　図１３の左半分は、ボーナス入賞に内部当選せず、１、２回目のリールストップ操作に
基づいて発光演出を実行する場合について示している。
　発光演出フラグは、例えば、スタートレバー７５の操作に基づいてオンとされ、２回目
のリールストップ操作に基づいてオフされる。ガトリング用ＬＥＤ基板３３３の青色ＬＥ
Ｄ３３３１は、１、２回目のリールストップ操作の後にオンとされ青色光を発し、ヘリ役
物３４０の前方窓部３４２Ｃには演出情報が表示される。また、３回目のリールストップ
操作の後は、発光演出フラグがオフとなっているので、青色ＬＥＤ３３３１はオフのまま
となり、ヘリ役物３４０の前方窓部３４２Ｃに演出情報は表示されない。
【０１２４】
　このような発光演出によると、１、２回目のリールストップ操作の後に演出情報が表示
されることから、遊技者はボーナス入賞に内部当選していることを期待する。しかし、３
回目のリールストップ操作の後に演出情報は表示されないので、結果としてボーナス入賞
に内部当選していないことを認識する。
【０１２５】
　図１３の右半分は、ボーナス入賞に内部当選して、１～３回目のリールストップ操作に
基づいて発光演出を実行する場合について示している。
　発光演出フラグは、例えば、スタートレバー７５の操作に基づいてオンとされ、３回目
のリールストップ操作に基づいてオフされる。ガトリング用ＬＥＤ基板３３３の青色ＬＥ
Ｄ３３３１は、１～３回目のリールストップ操作の後にオンとされ青色光を発し、ヘリ役
物３４０の前方窓部３４２Ｃには、すべてのリールストップ操作に対応して演出情報が表
示される。また、３回目の発光演出の後には、回転体ユニット３３８を回転させる第１回
転モータ（駆動モータ３３７）が駆動されるとともに、ヘリ役物３４０を前後に摺動させ
る第２回転モータ（駆動モータ３５７１）が駆動される。同時にガトリング用ＬＥＤ基板
３３３の赤色ＬＥＤ３３３１がオンとされ、回転体ユニット３３８及びヘリ役物３４０は
赤色光で照射される。なお、図１３には示していないが、ヘリ用ＬＥＤ基板３５６の赤色
ＬＥＤ３５６１からも赤色光が照射されることとなる。
【０１２６】
　このような発光演出によると、１、２回目のリールストップ操作の後に演出情報が表示
されることから、遊技者はボーナス入賞に内部当選していることを期待する。そして、３
回目のリールストップ操作の後にも演出情報が表示され、さらに回転体ユニット３３８お
よびヘリ役物３４０の動作及び赤色発光による演出が行われることで、ボーナス入賞に内
部当選したことを認識する。
【０１２７】
　上述したように、スロットマシン１において、ヘリ役物ユニット（第２役物ユニット）
３７０は、ガトリング役物ユニット３３０の側面レンズ（照射レンズ部材）３３２２から
照射された光を前方へ反射させる反射板３５５ａと、該反射板３５５ａにより反射した光
を透過させる第１色変換シート３４５ａ及び第２色変換シート３４５ｂと、を備え、第２
色変換シート３４５ｂは、所定の演出情報が印字されており、反射板３５５ａから青色光
が照射された場合のみ演出情報を表示する。つまり、ガトリング用ＬＥＤ基板３３３から
照射された光を、ヘリ役物３４０を照射するための光源として利用する。
【０１２８】
　これにより、第１可動演出部材としての回転体ユニット３３８に設けたレンズ部材から
照射された青色光により、第２可動演出部材としてのヘリ役物３４０の第２色変換シート
３４５ｂに印字した演出情報が表示されるという報知機能を発揮することとなり、従来に
ない斬新な報知を行うことができる。
【０１２９】
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　また、ガトリング役物ユニット３３０の側面レンズ（照射レンズ部材）３３２２は、複
数のリールの停止操作を行うためのリールストップ操作に基づいて、ヘリ役物（第２可動
演出部材）３４０へ青色光を照射する。
【０１３０】
　これにより、複数のタイミングで報知機能が発揮され、内部抽選結果に対する遊技者の
期待感を高めることができ、興趣を高めることができる。
【０１３１】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発
明は上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能であ
る。
【０１３２】
　上記実施形態では、ガトリング役物ユニット３３０からヘリ役物３４０に青色光が照射
されたときにヘリ役物３４０の前方窓部３４２Ｃに演出情報が表示される発光演出につい
て説明したが、例えば、ガトリング役物ユニット３３０からヘリ役物３４０に赤色光が照
射されたときにヘリ役物３４０の前方窓部３４２Ｃが赤色発光する発光演出を実行するよ
うにしても良い。
　この場合、ヘリ役物３４０の前方窓部３４２Ｃにおける発光演出が、演出情報の表示で
あるか、赤色発光であるかによって、ボーナス入賞への期待値を変化させるようにしても
よい。
【０１３３】
　また、小役入賞の内部当選に対応して発光演出が実行されるようにすることで、小役入
賞に内部当選したことを報知することができる。例えば、リールストップ操作に基づいて
、ヘリ役物３４０に青色光を照射して前方窓部３４２Ｃに演出情報を表示させるようにす
れば、演出情報が表示されるタイミングにより内部当選した小役入賞の種類を報知するこ
とができる。
　この場合、発光演出に対応する小役入賞が成立しない（発光演出による矛盾報知）こと
で、ボーナス入賞に内部当選していることを示唆するようにしてもよい。
【０１３４】
　また、発光演出を実行する場合には、回転体ユニット３３８を時計回りと反時計回りの
交互に細かく回動させるようにしてもよい。これにより、ヘリ役物３４０の前方窓部３４
２Ｃに表示される演出情報の発光態様は一様にならず、多彩な発光演出を実現できる。つ
まり、回転体ユニット３３８を微細に回動させながら発光演出を実行させると、照射レン
ズ部材が屈折レンズで構成されているので、第１色変換シート３４５ａ及び第２色変換シ
ート３４５ｂに照射される光が常に一定のものとはならず、より多彩な発光ができるよう
になる。
【０１３５】
　さらに、ヘリ役物３４０の前方窓部３４２Ｃに設けられる色変換シートの種類（対応す
る色光）や数、発光演出の態様（実行タイミング）、色変換シートの発光により報知する
情報の種類等は特に制限されず、様々な組合せが考えられる。また、ヘリ用ＬＥＤ基板３
５６を複数の色光を出射可能な構成とし、このヘリ用ＬＥＤ基板３５６からの光により発
光演出を実現するようにしてもよい。
【０１３６】
　また、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意
図される。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】本発明に係るスロットマシンの一例を示す外観正面図である。
【図２】本実施形態のスロットマシン１の前面扉２の背面図である。
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【図３】上部ユニット３の正面図である。
【図４】上部ユニット３を正面から見た分解斜視図である。
【図５】役物ベース３２０の正面図である。
【図６】役物ベース３２０を背面から見た斜視図である。
【図７】ヘリ役物３４０を前面から見た斜視図である。
【図８】ヘリベースユニット３５０を背面から見た分解斜視図である。
【図９】正面視左側に配置されるガトリング役物ユニット３３０Ｌを背面から見た分解斜
視図である。
【図１０】ガトリング役物ユニット３３０及びヘリ役物ユニット３７０の主要部を示す平
面図である。
【図１１】図１０におけるＡ－Ａ断面図である。
【図１２】色変換シートの一例を示す説明図である。
【図１３】発光演出の一例を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
【０１３８】
３３０Ｌ、３３０Ｒ　ガトリング役物ユニット（第１可動演出部材）
３３１　回転体ベース
３３２　回転体レンズ
３３３　ガトリング用ＬＥＤ基板
３３３１　赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ
３３７　駆動モータ
３３８　回転体ユニット（第１可動演出部材）
３４０　ヘリ役物（第２可動演出部材）
３４２　ヘリ本体
３４２Ｃ　前方窓部
３４２Ｌ、３４２Ｒ　側方窓部
３４４　第１色変換シート（赤色光に対応）
３４５　第２色変換シート（青色光に対応）
３５５　ヘリレンズ
３５５ａ　反射板
３５５１　膨出部
３５６　ヘリ用ＬＥＤ基板
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