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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＬＥＤの実装作業を容易にし、また少ない発光
素子数でありながらも光斑等を生じさせず均一に照明で
きる等の照明手段を備えた図柄表示装置及び遊技機を提
供する。
【解決手段】スロットマシンに設けられるリール装置の
バックランプ１３０において、リール１０ａの内周面と
一定の距離をおいて対向するように湾曲した乱反射面１
１５ａを有するベース体１１５がリールユニット１００
のベースフレーム１１０に固定される。ベース体の乱反
射面には、所定カ所にＬＥＤ１１７を面実装した透明な
ＦＰＣ基板１１６が当該乱反射面に沿って貼着される。
ＬＥＤが照射した光は、透明なＦＰＣ基板を通して乱反
射面で乱反射して図柄を広範囲に照明するので、従来よ
りも少ない発光素子数で均一な面発光を確保することが
できる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に複数種類の図柄を配列したテープ部材を円筒状の回転体の外周に巻回してなる回
転可能なリールと、前記リールを回転及び停止させて前記図柄の何れかを遊技機の表示位
置へ到来させて表示する駆動手段と、前記表示位置に到来する図柄を前記リールの裏面側
から照明する照明手段とを備えてなる図柄表示装置であって、
　前記照明手段は、前記テープ部材の裏面に対し一定の距離をおいて対向するように湾曲
した乱反射面を有するベース体と、
　発光素子を実装した可撓性を有する透明基板が前記ベース体の前記乱反射面に貼着され
ていることを特徴とする図柄表示装置。
【請求項２】
　前記透明基板はＦＰＣ基板からなることを特徴とする請求項１に記載の図柄表示装置。
【請求項３】
　前記発光素子は面実装発光ダイオードであることを特徴とする請求項１または２に記載
の図柄表示装置。
【請求項４】
　前記透明基板と前記テープ部材との間には光拡散性を有する半透明のフィルタ部材が介
装されていることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の図柄表示装置。
【請求項５】
　前記乱反射面は、前記ベース体の表面にダイヤカットの処理を施して形成されているこ
とを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の図柄表示装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れかに記載の図柄表示装置を備えている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、スロットマシン、パチンコその他の遊技機に関し、詳細には回転可能なリー
ルによって図柄を変動表示させる図柄表示装置及び図柄表示装置を備えた遊技機に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に回胴式遊技機と称されているスロットマシン等の遊技機においては、図柄表示装
置のひとつとしてリール装置が備えられている。リール装置は、通常３個の円筒状のリー
ルが同一の回転軸線上に並べて設けられ、遊技者が行う回転及び停止の操作指示に応じて
リールの周面に配置した図柄を変動表示する。そして、遊技機の表示窓に臨む位置に表示
させた図柄の組み合せに基づいて、入賞またはハズレ等のゲームの勝敗が判定される。
【０００３】
　上述したリール装置においては、表示位置に到来する図柄に向けてリールの内側から光
を照射することで図柄を明るく見せる、バックランプと称される照明手段が備えられてい
る。かかるバックランプは、例えば同じ種類の図柄が一列に揃って表示されたときなど、
特定の態様で表示された図柄を点灯または点滅させて強調して表示するような演出に主に
用いられる。従来のバックランプは、発光素子として小型の白熱ランプが平坦な基板上に
実装されており、リールの周回方向に沿う縦方向の例えば３カ所の表示位置に到来した図
柄をそれぞれの白熱ランプが点灯して各図柄を照明している。
【０００４】
　ところで近年、フルカラーで高輝度の発光ダイオード（以下、発光ダイオードを「ＬＥ
Ｄ」という）が実用化され、遊技機においてもＬＥＤが演出装置の光源として多用されて
きている。特にリール装置においては、演出毎にバックランプの点灯・点滅が高速で頻繁
に繰り返されるため、経時劣化が少なく長寿命であり、更には応答性能が高速である点で
ＬＥＤが注目されてきている。
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【０００５】
　しかし、ＬＥＤは白熱ランプに比較して点光源に近いため、単に基板上の発光素子を白
熱ランプに代えてＬＥＤに置き換えただけでは、図柄に照明斑や色斑等の光斑が生じるな
ど表示品質において課題があった。また、従来のリール装置では、白熱ランプが平坦な基
板上に実装されているために、リールの周面に沿う各表示位置と対向する各白熱ランプと
の距離が異なり、周回方向の図柄間で明るさに違いが生じていた。
【０００６】
　こうした課題を受け、例えば特許文献１には、リールの回転軸と直交する一側面に設け
た配線基板に、いわゆる砲弾型のＬＥＤをリールの周に沿って曲線的に複数配列し、かつ
、ＬＥＤの背後にリフレクタを設けた図柄表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－３３３０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上述した従来技術によれば、リールの幅方向のほぼ中心位置にＬＥＤの発光部
が設定されるようにリード線の長さを調節して配線基板に実装しなければならず、このた
めＬＥＤの実装作業が煩雑になる等の課題があった。また、実装されたＬＥＤのリード線
が折れてしまうと、リールとの距離が一様でなくなり、明るさに違いが生じる場合もあっ
た。また、図柄に色斑等の光斑をできるだけ少なくして照明を均一にするには、ＬＥＤを
密に配列する等、発光素子を数多く実装する必要性もあった。
【０００９】
　本発明は、こうした課題に鑑みてなされたものであり、ＬＥＤの実装作業を容易にし、
また少ない発光素子数でありながらも光斑等を生じさせず均一に照明できる等の照明手段
を備えた図柄表示装置、及びかかる図柄表示装置を備えた遊技機を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するために有効な手段について、必要に応じて作用または効果等を
示しながら説明する。なお、理解を容易にするため、本明細書中の実施の形態において対
応する構成要素を符号とともに括弧書き等で適宜例示するが、これらの具体的構成は本発
明を限定するものではない。
【００１１】
　手段１．表面に複数種類の図柄を配列したテープ部材（リールテープ１０９）を円筒状
の回転体（回転体１０１）の外周に巻回してなる回転可能なリール（リール１０ａ、１０
ｂ、１０ｃ）と、前記リールを回転及び停止させて前記図柄の何れかを遊技機の表示位置
（表示位置ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ３）へ到来させて表示する駆動手段（ステッピングモー
タ１１１）と、前記表示位置に到来する図柄を前記リールの裏面側から照明する照明手段
（バックランプ１３０）とを備えてなる図柄表示装置（リール装置１０）であって、前記
照明手段は、前記テープ部材の裏面に対し一定の距離をおいて対向するように湾曲した乱
反射面（乱反射面１１５ａ）を有するベース体（ベース体１１５）と、発光素子（ＬＥＤ
１１７）を実装した可撓性を有する透明基板（ＦＰＣ基板１１６）が前記ベース体の前記
乱反射面に貼着されていることを特徴とする。
　この手段の図柄表示装置によれば、表示位置に到来する図柄を全体的に均一に照明する
ことができる。また、透明基板を通してベース体の乱反射面で光を乱反射させるので、従
来よりも少ない発光素子数で広く均一な面発光を確保することができる。
【００１２】
　手段２．また、前記透明基板はＦＰＣ基板からなることを特徴とする。
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　この手段によれば、乱反射面に沿ってＦＰＣ基板を曲げてベース体に貼着させることで
、リールのテープ部材と発光素子との距離を一定に固定することができる。これにより、
リールの周回方向に表示される図柄間の明るさの誤差を無くすことができる。
【００１３】
　手段３．また、前記発光素子は面実装発光ダイオード（ＬＥＤ１１７）であることを特
徴とする。
　この手段によれば、発光素子の小型化、高寿命化及び高速化を図るとともに、発光素子
の実装作業の工程を容易・簡素化してコスト低減に貢献する。
【００１４】
　手段４．また、前記透明基板と前記テープ部材との間には光拡散性を有する半透明のフ
ィルタ部材（拡散フィルタ１２０）が介装されていることを特徴とする。
　この手段によれば、更に広範囲で均一な面発光を実現することができる。
【００１５】
　手段５．また、前記乱反射面は、前記ベース体の表面にダイヤカットまたはショットブ
ラスト等の処理を施して形成されていることを特徴とする。
　この手段によれば、容易・簡素化した工程のみでベース体に乱反射面を形成でき、コス
ト低減に貢献する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の図柄表示装置及び遊技機によれば、リールの表示位置に到来する図柄を照明手
段が広範囲かつ均一に照明することができる。また、照明手段の透明基板を通して乱反射
面で光を乱反射させるので、従来よりも少ない発光素子数であっても広範囲で均一な面発
光を確保することができる。また、湾曲するベース体の乱反射面に可撓性を有する透明基
板を貼着させることで、発光素子とテープ部材との距離を一定に固定し、図柄間の明るさ
の誤差を無くすことができる。また、発光素子等の実装作業を容易・簡素化してコスト低
減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る遊技機の一実施形態であるスロットマシンの外観斜視図である。
【図２】図１に示したスロットマシンの前扉を開いた状態でその内部構造を表した正面図
である。
【図３】本発明に係る図柄表示装置の実施例であるリール装置の外観構造を表した斜視図
である。
【図４】図３に示したリール装置を構成する一つのリールユニットの分解斜視図である。
【図５】図４に示したリールの側面図であって、バックランプの動作を説明するための図
である。
【図６】別の実施例によるリールユニットの分解斜視図である。
【図７】図６に示したリールの側面図であって、バックランプの動作を説明するための図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る遊技機の好適な実施形態としてスロットマシン１を図面を参照しな
がら説明する。ここで、図１は、スロットマシン１の外観構造を表した斜視図である。ス
ロットマシン１は、矩形箱状のキャビネット２と、当該キャビネット２に開閉可能に取り
付けられる前扉３とからなる筐体を備えている。通常時においては、図１に示されるよう
に、前扉３がキャビネット２に対し閉塞した状態で施錠されている。
【００１９】
　前扉３の前面側には、遊技者に面する化粧板としてのいわゆるフロントマスクが形成さ
れている。フロントマスクの上段部には、高輝度のＬＥＤを内蔵する上部ランプ５やコー
ナーランプ６ａ、６ｂ、また、左右の放音部７ａ、７ｂなどが配設されている。スロット
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マシン１がリーチや大当たり等の際には、上部ランプ５やコーナーランプ６ａ、６ｂ等が
点灯または点滅して遊技者の視覚に訴える演出を行い、放音部７ａ、７ｂ等に内蔵される
スピーカが効果音や楽音等を出力して遊技者の聴覚に訴える演出を行う。
【００２０】
　また、フロントマスク上段部で各放音部７ａ、７ｂに挟まれる中央位置には、演出画像
表示用の液晶表示ユニット８が、前扉３の背後からその画面を臨ませて取り付けられてい
る。液晶表示ユニット８は、ゲームの進行に応じて適宜選択される動画像を表示して当該
ゲームにストーリー性を与えたり、また、ボーナスゲーム等の大当たりの際には、よりダ
イナミックな画像を表示して、遊技者に高配当の期待感を引き起こしたりするような視覚
演出を行う。
【００２１】
　フロントマスクの中段部には、平坦な樹脂板からなる中パネル９が設けられている。こ
の中パネル９の中央に形成された四角形の透明領域である表示窓９ａを介して、キャビネ
ット２内部に設けられている本発明に関わる図柄表示装置としてのリール装置１０の３個
のリール１０ａ、１０ｂ、１０ｃが視認可能とされている。なお、各リール１０ａ、１０
ｂ、１０ｃは、それぞれ独立して回転可能であり、それぞれの外周面に描かれた縦３個、
横３列の図柄（図示略）が表示窓９ａを介して変動表示されるようになっている。
【００２２】
　中パネル９の下方には、前方に若干突出する卓状のコンパネ部１８が形成されている。
このコンパネ部１８には、ゲームに賭けるメダルを投入するためのメダル投入部１１と、
ゲーム開始を操作指示するためのベットボタン１２と、リール１０ａ、１０ｂ、１０ｃの
回転開始操作をするためのスタートレバー１３と、各リール１０ａ、１０ｂ、１０ｃの回
転停止操作をするためのストップボタン１４ａ、１４ｂ、１４ｃ等がそれぞれ所定の位置
に配設されている。
【００２３】
　フロントマスクの下段部には、スロットマシン１のモデルタイプ等を遊技者へ認識させ
るための、例えば登場キャラクターの絵柄（図示略）などが印刷された略四角形のプラス
チック板である下パネル１５が取り付けられている。
【００２４】
　フロントマスクの最下部には、入賞等の際にメダルを払い出すためのメダル払出口１６
と、メダル払出口１６から払い出されたメダルを貯留するための受け皿４ａが形成された
下皿部材４が取り付けられている。また、下皿部材４には、スピーカを内蔵する放音部１
７ａ、１７ｂがそれぞれ左右位置に形成されている。
【００２５】
　次に、図２を参照して、スロットマシン１の筐体内部の構造を説明する。ここで、図２
は、前扉３を開いた状態でスロットマシン１の内部構造を表した正面図である。上述した
ようにキャビネット２は、矩形の箱体として主に合成木板から形成され、その内部の上部
位置には、スロットマシン１の全体を統括制御するマイコンベースの主制御基板２１が互
いに対向する透明なケース部材に収容されて設けられている。なお、主制御基板２１を収
容するケース部材は、カシメと呼ばれる特殊な封止手段を介して閉塞され、キャビネット
２の背板の内側面に離脱不能に固定されている。
【００２６】
　また、キャビネット２内のほぼ中央に架け渡されて設けられたフレーム２２には、図柄
表示装置としてのリール装置１０が設置されている。リール装置１０には、３個の回転可
能なリール１０ａ、１０ｂ、１０ｃが水平な一つの回転軸線上に並べて設けられている。
なお、リール装置１０の天板部材には、回胴装置基板４０（図３参照）が取り付けられ、
主制御基板２１からの駆動パルス信号を中継し電流増幅して、各リール１０ａ、１０ｂ、
１０ｃに直結するステッピングモータに出力している。つまり、リール１０ａ、１０ｂ、
１０ｃの回転及び停止の動作は、遊技者による操作に応じて主制御基板２１によって制御
される。
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【００２７】
　リール装置１０の下方には、メダル払出装置としてのホッパー装置２３が設置されてい
る。ホッパー装置２３は、複数枚のメダルを貯留可能な概略椀状のホッパー部２３１と、
ホッパー部２３１の下方に連結する払出機構部２３２を備えている。払出機構部２３２の
板金ケース内には、ホッパー部２３１に貯留したメダルを保持する穴が円周に沿って形成
された図示しない払出プレートが備えられている。ホッパー装置２３は、払出プレートを
回転させることで、保持したメダルを放出スリット２３２ａから付勢して外部に放出し、
これにより受け皿４ａにメダルを払い出すようにしている。
【００２８】
　また、ホッパー装置２３に隣接して、ホッパー部２３１から溢れたメダルを貯留するた
めのオーバーフロータンク２４と、スロットマシン１に内蔵される各機器へ所要の電力を
配電するための主電源装置２５が設置されている。
【００２９】
　次に、前扉３の裏面側の構造を説明する。前扉３は、比較的硬質のプラスチックで一体
成形された前面枠３０１をメインフレームとし、前面枠３０１の裏面側で上端部及び左右
の両端部に、それぞれ補強用の板金部材である横フレーム３０２と縦フレーム３０３、３
０４がネジ止め固定されている。
【００３０】
　右側の縦フレーム３０４及びキャビネット２の開口端部にそれぞれ端部が固定されるヒ
ンジ機構（図示略）を介して、前扉３がキャビネット２に対して回動開閉可能に支持され
ている。また、左側の縦フレーム３０３には、施錠機構３２０が設けられている。前扉３
をキャビネット２側に閉じたとき、この施錠機構３２０により自動的に前扉３がキャビネ
ット２に施錠される。
【００３１】
　前扉３の上部、つまり液晶表示ユニット８（図１参照）の裏面側にあたる位置には、サ
ブ制御基板３１が離脱不能に設けられている。なお、サブ制御基板３１は透明なケース部
材に収容されている。また、前面側の放音部７ａ、７ｂに対向してスピーカ３２ａ、３２
ｂがそれぞれ取り付けられている。
【００３２】
　なお、サブ制御基板３１は、主制御基板２１の制御下で、ゲームの進行に応じて上部ラ
ンプ５やコーナーランプ６ｂ、６ｃ等を点灯・点滅させるとともに、スピーカ３２ａ、３
２ｂ等に効果音や楽音等を鳴動させる等の光や音によるゲームの演出制御を主に行ってい
る。
【００３３】
　表示窓９ａを有する中パネル９（図１参照）を前面に取り付けた中パネルユニットの下
方部には、スロットマシン１のベットボタン１２、スタートレバー１３、ストップボタン
１４ａ、１４ｂ、１４ｃ等の操作スイッチ類の出力信号を主制御基板２１へ転送する中継
基板としての中央表示基板３３が配置されている。
【００３４】
　更に中央表示基板３３の下方には、前面のメダル投入部１１から投入されたメダルの適
否を判別して振り分けるメダルセレクタ３４が取り付けられている。メダルセレクタ３４
は、メダル投入部１１に投入されたメダルが適正なものであると選別すると、メダルガイ
ド部３５側にメダルを通過させるとともに、内部のメダルセンサがメダルを検知して主制
御基板２１へ検知信号を出力する。なお、メダルセレクタ３４を通過した正規のメダルは
、メダルガイド部３５に案内されて、ホッパー装置２３のホッパー部２３１に貯留される
。
【００３５】
　前扉３の裏面側下方部には、前面の下パネル１５をユニット化した下パネルユニット３
６が取り付けられている。そして、下パネルユニット３６の裏面に、キャンセルシュート
３７、払出シュート３８及び前面の放音部１７ａ、１７ｂに対向するスピーカ３９ａ、３
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９ｂが取り付けられている。
【００３６】
　キャンセルシュート３７は、メダルセレクタ３４の下方に位置し、メダルセレクタ３４
がメダルの投入受付を拒否したメダルや異物をメダル払出口１６に案内する。一方、払出
シュート３８には、ホッパー装置２３の放出スリット２３２ａと位置整合する開口３８ａ
が形成されている。すなわち、ホッパー装置２３は、放出スリット２３２ａからこれに対
向する開口３８ａを介して払出シュート３８内へメダルを放出し、そのメダルが払出シュ
ート３８に導かれて前面のメダル払出口１６より外部へ払い出されるように形成されてい
る。
【００３７】
　かかる構成のスロットマシン１は、先のゲームにおいて入賞しメダルの払い出しを完了
させた時、または先のゲームにおいてハズレが確定すると待機状態となる。この状態にお
いて、遊技者がベットボタン１２を押圧操作することにより、内部に貯留したメダル（ク
レジット）から当該ゲームにメダルが賭けられゲームが開始する。このゲーム開始の状態
でスタートレバー１３が傾倒操作されると、主制御基板２１は、リール１０ａ、１０ｂ、
１０ｃを一斉に回転させると同時に、表示窓９ａに設定される有効ラインに引き込み停止
制御可能な図柄の組み合せ、すなわち入賞を内部抽選する。
【００３８】
　この内部抽選により何れかの入賞を当選したとき、その結果が主制御基板２１のＲＡＭ
の所定記憶領域に設定される内部当選フラグにセットされる。なお、この内部当選フラグ
がセットされ入賞が内定している状態を「内部当選状態」という。
【００３９】
　次に、主制御基板２１は、ストップボタン１４ａ、１４ｂ、１４ｃが押圧操作されるに
応じて対応するリールを順に停止させる。そして、主制御基板２１は、全てのリール１０
ａ、１０ｂ、１０ｃが停止したのを検知した後、各リールが有効ラインに表示する図柄の
組み合せと、上述の内部当選フラグで参照される当選した入賞に係る図柄の組み合せとが
一致するか否か判定する。そして、何れかの有効ラインにおいて図柄が一致したとき当該
入賞が確定し、配当されるメダルの数だけクレジットが加算される。また、配当された結
果、クレジットがその上限を超える場合には、主制御基板２１はホッパー装置２３を作動
させ、クレジットの上限を超える枚数分のメダルをメダル払出口１６より下皿部材４へ払
い出している。
【００４０】
　このように、スロットマシン１の遊技者は、リール１０ａ、１０ｂ、１０ｃを回転・停
止させる遊技操作を行って変動表示した図柄が揃わなければ賭けたメダルを失うが、内部
当選した組み合せで図柄を揃えることにより入賞が成立し賭けた以上のメダルを獲得し得
るので、技量と運によりメダルを増やすという興趣を伴ったゲームを楽しむことができる
。
【００４１】
　次に、スロットマシン１の筐体内に設けられている図柄表示装置であるリール装置１０
の詳細を説明する。ここで、図３はリール装置１０の外観構造を表した斜視図、図４はリ
ール装置１０を構成する一つのリールユニット１００の構造を表した分解斜視図である。
なお、本明細書では、リール１０ａ、１０ｂ、１０ｃの前方部で表示窓９ａ（図１参照）
に対向する位置を、当該リール１０ａ、１０ｂ、１０ｃの図柄の表示位置ＤＰ１、ＤＰ２
、ＤＰ３と定義している。図柄の表示位置ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ３は、リールテープ１０
９に配列される図柄のピッチにそれぞれ対応して、リール１０ａ、１０ｂ、１０ｃの周回
方向３カ所にそれぞれ設定されている。
【００４２】
　リール装置１０は、図３に示されるように、それぞれ樹脂及び金属の合板材である天板
部材４１と底板部材４２との間に、各リール１０ａ、１０ｂ、１０ｃの回転軸が水平方向
の横一線上に位置するように各リールユニット１００、１００、１００が差し込まれて固



(8) JP 2012-96053 A 2012.5.24

10

20

30

40

50

定されている。なお、リール装置１０の天板部材４１には、各リール１０ａ、１０ｂ、１
０ｃを回転させる駆動手段としてのステッピングモータ１１１へ例えば４相の駆動パルス
信号を供給する回胴装置基板４０が設けられている。
【００４３】
　リール装置１０には、リール１０ａ、１０ｂ、１０ｃの表示位置ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ
３に到来する図柄に向けてリールの内側から光を照射することで図柄を明るく見せる、本
発明に関わる照明手段としてのバックランプ１３０が設けられている。
【００４４】
　リールユニット１００、１００、１００は、何れも同一構造であり、そのためここでは
図４等を参照してその一つを代表して説明する。リール１０ａは、外形が円筒状の骨組み
体である回転体１０１と、回転体１０１の外周面部に無端状に巻回されるリールテープ１
０９とにより形成されている。リールテープ１０９の表面には、図示はしないが複数種類
の図柄が多色刷りのスクリーン印刷等の工程によって周回方向に複数個配列されている。
【００４５】
　リール１０ａの骨組み体を構成する回転体１０１は、ステッピングモータ１１１の駆動
軸１１１ａが嵌着される軸穴１０２ａを有するハブ部１０２と、ハブ部１０２を中心に放
射状に延びる複数本のスポーク部１０３と、スポーク部１０３の先端部分に接続されハブ
部１０２の中心から同心円状に形成された環状の外リング部１０４と、この外リング部１
０４と同一の径寸法を有し、複数カ所の連結部１０５を介して所定の間隔をおいて平行に
位置する環状の内リング部１０６と、一つのスポーク部１０３から内側に向けて延びる舌
片状の遮光片１０７とを有して、樹脂材料を用いた例えば射出成形により一体的に形成さ
れている。
【００４６】
　また、ベースフレーム１１０には、遮光片１０７の通過を検知することで、回転中のリ
ール１０ａの基準位置を検出するフォトセンサからなる基準位置センサ１１２が固定され
ている。また、ベースフレーム１１０の前方部には、スロットマシン１の表示窓９ａ側か
ら見た場合に、隣接するリール１０ｂとの隙間から当該リール装置１０の内部機構が見え
ないようにするための扇状のカバー部材１１９と、リール装置１０の天板部材４１と底板
部材４２との間にリールユニット１００を挿入して固定するための、前部に摘みを有する
弾性係止具１１８、１１８が上下位置に設けられている。
【００４７】
　また、ベースフレーム１１０には、上述したバックランプ１３０が設けられている。本
実施例によるバックランプ１３０は、リール１０ａに巻回されたリールテープ１０９の裏
面（つまりリール１０ａの内周面）に対し一定の距離をおいて対向するように湾曲した面
を有するベース体１１５と、発光素子として面実装タイプのＬＥＤ１１７、１１７、・・
・を複数カ所に実装した可撓性のあるＦＰＣ基板（Flexible Printed Circuits：フレキ
シブルプリント基板）１１６とから主に構成される。かかるバックランプ１３０、１３０
、１３０は、リール装置１０において例えば同じ種類の図柄が隣接するリール１０ａ、１
０ｂ、１０ｃ間で一列に揃って表示されたときなど、入賞等の態様で表示された図柄を点
灯または点滅させて強調して表示するような演出に主に用いられる。
【００４８】
　リール１０ａの内周面に沿って湾曲して形成されたベース体１１５の表面には、ダイヤ
カットまたはショットブラスト（ドライ、ウエット何れでも可）の処理が施されることに
より光を乱反射させる機能を有する乱反射面１１５ａが形成されている。また、ベース体
１１５の少なくとも乱反射面１１５ａが形成される部分は、できるだけ光の反射効率を確
保するため、白系の樹脂若しくは光沢性を有する金属材料から形成され、またはダイヤカ
ット等の表面処理を施した後に光沢性を有するメッキ処理が施されている。また、ベース
体１１５の湾曲する表面に光拡散シートを貼り付けることで乱反射面を形成してもよい。
【００４９】
　ＦＰＣ基板１１６は、透明なベース材に接着層を形成し、この接着層上に回路配線とし
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て導体箔がエッチングされて接着されている。ベース材は例えば１００μｍ厚程度のポリ
イミド絶縁体であり、導体箔は数十μｍ厚程度の銅箔から形成される。そして、ＦＰＣ基
板１１６の所定の位置に複数個のＬＥＤ１１７、１１７、・・・が面実装されている。
【００５０】
　また、バックランプ１３０は、透明なＦＰＣ基板１１６がベース体１１５の乱反射面１
１５ａに沿って貼着されることで形成されている。すなわち、ＦＰＣ基板１１６は、ベー
ス体１１５の乱反射面１１５ａに沿って曲げられて貼着されることで、リール１０ａの内
周面、すなわち各表示位置ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ３にある図柄と対向するＬＥＤ１１７と
の距離をそれぞれ一致させている。
【００５１】
　図５は、リール１０ａの側面図であって上述のバックランプ１３０の動作を説明するた
めの図である。リールユニット１００のベースフレーム１１０に固定されるＦＰＣ基板１
１６は、ＬＥＤ１１７、１１７、・・・を点灯させることにより、対向する表示位置ＤＰ
１、ＤＰ２、ＤＰ３に向けて光を照射する。照射した光の大部分は、表示位置ＤＰ１、Ｄ
Ｐ２、ＤＰ３に停止中のまたは通過中の図柄を直接的に照明するが、一部はリールテープ
１０９の裏面で反射してＦＰＣ基板１１６側へ戻される。戻された反射光は透明なＦＰＣ
基板１１６を通過しベース体１１５の乱反射面１１５ａの広い領域で乱反射し、再びリー
ルテープ１０９の裏面を照明する。また、ＬＥＤ１１７、１１７、・・・から後方へ漏れ
た光の一部も乱反射面１１５ａで乱反射して表示位置ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ３の図柄を照
明する。
【００５２】
　このように本実施例のバックランプ１３０は、乱反射面１１５ａに貼り付けた透明なＦ
ＰＣ基板１１６にＬＥＤ１１７を面実装したため、表示位置ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ３に到
来する図柄を全体的に均一に照明することができる。また、透明な基板を通して乱反射面
１１５ａで光を乱反射させるので、従来よりも少ない数のＬＥＤでより広く均一な面発光
を確保することができる。
【００５３】
　また、ＦＰＣ基板１１６をベース体１１５の乱反射面１１５ａに沿って密着するように
曲げて設けたため、各表示位置ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ３にある図柄とＬＥＤ１１７、１１
７、・・・との距離を一定に固定でき、簡素な構造でありながらも図柄間の明るさの誤差
を容易に無くすことができる。更に、従来のように発光素子の位置を調整しながら半田付
けする等の煩雑な作業を必要とせず、リール装置１０の組み立て作業を簡素化して製造コ
スト等を低減することもできる。
【００５４】
　なお、リール装置１０は、図６の斜視図に示される構成のバックランプ１３０’を有す
るものでもよい。図６に示されるリールユニット１００にあっては、上述したベース体１
１５及びＦＰＣ基板１１６に加え、ＦＰＣ基板１１６を覆うように取り付けられる拡散フ
ィルタ１２０が備えられている。拡散フィルタ１２０は、光拡散性を有する半透明な素材
からなり、ＦＰＣ基板１１６とリールテープ１０９との間に介装されることにより、図柄
をより均一に照明することができる。
【００５５】
　すなわち、図７の側面図に示されるように、ＦＰＣ基板１１６に面実装されたＬＥＤ１
１７、１１７、・・・は、対向する表示位置ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ３に向けて光を照射す
ると、拡散フィルタ１２０で拡散され、表示位置ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ３に停止中のまた
は通過中の図柄を広範囲に照明する。また、拡散フィルタ１２０で反射し戻された一部の
拡散光は、透明なＦＰＣ基板１１６を通過してベース体１１５の乱反射面１１５ａで乱反
射し、再び拡散フィルタ１２０を照明する。また、ＬＥＤ１１７、１１７、・・・から後
方へ漏れた光の一部も乱反射面１１５ａで乱反射して拡散フィルタ１２０を照明する。こ
れにより、更に広範囲で均一な面発光による図柄の照明を実現することができる。
【符号の説明】
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【００５６】
１　スロットマシン
２　キャビネット　　　　　　　　　　　　　３　前扉
４　下皿部材　　　　　　　　　　　　　　　５　上部ランプ
６ａ、６ｂ　コーナーランプ　　　　　　　　７ａ、７ｂ　放音部
８　液晶表示ユニット　　　　　　　　　　　９ａ　表示窓
１０　リール装置　　　　　　　　　　　　　１０ａ、１０ｂ、１０ｃ　リール
１１　メダル投入部　　　　　　　　　　　　１２　ベットボタン
１３　スタートレバー　　　　　　　　　　　１４ａ、１４ｂ、１４ｃ　ストップボタン
１５　下パネル　　　　　　　　　　　　　　１６　メダル払出口
１７ａ、１７ｂ　放音部　　　　　　　　　　１８　コンパネ部
２１　主制御基板　　　　　　　　　　　　　２２　フレーム
２３　ホッパー装置　　　　　　　　　　　　２５　主電源装置
３１　サブ制御基板　　　　　　　　　　　　３２ａ、３２ｂ　スピーカ
３３　中央表示基板　　　　　　　　　　　　３４　メダルセレクタ
３５　メダルガイド部　　　　　　　　　　　３７　キャンセルシュート
３８　払出シュート　　　　　　　　　　　　３９ａ、３９ｂ　スピーカ
４０　回胴装置基板
４１　天板部材　　　　　　　　　　　　　　４２　底板部材
１００　リールユニット
１０１　回転体　　　　　　　　　　　　　　１０２　ハブ部
１０３　スポーク部　　　　　　　　　　　　１０４　外リング部
１０５　連結部　　　　　　　　　　　　　　１０６　内リング部
１０７　遮光片　　　　　　　　　　　　　　１０９　リールテープ
１１０　ベースフレーム　　　　　　　　　　１１１　ステッピングモータ
１１２　基準位置センサ
１１５　ベース体　　　　　　　　　　　　　１１５ａ　乱反射面
１１６　ＦＰＣ基板　　　　　　　　　　　　１１７　ＬＥＤ（発光ダイオード）
１２０　拡散フィルタ　　　　　　　　　　　１３０　バックランプ
ＤＰ１、ＤＰ２、ＤＰ３　表示位置
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