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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒状に形成されたフレームの外周部分に複数の図柄が記された透光性のある透光性シ
ートが巻回された回転リールと、この回転リールの内側に配置されるとともに、前記透光
性シートを裏側から照らすバックライト装置とを備えたスロットマシンであって、
　前記バックライト装置は、光源としての発光ダイオードと、前記透光性シートの裏側へ
向うように、前記発光ダイオードの光を反射する反射板とを備え、
　前記反射板には、前記発光ダイオードを内部に収納可能な溝形に形成されるとともに、
前記回転リールの回転方向に沿って配列された複数の溝形反射部と、
　これら複数の溝形反射部の間の境界に沿って延びるとともに、前記透光性シートの裏面
とほぼ平行となるように平坦に形成されている桟状境界部とが設けられ、
　前記溝形反射部及び前記桟状境界部の表面は、照射された光が乱反射するように、細か
い凹凸が形成された粗面となっているとともに、
　一の溝形反射部に配置された発光ダイオードから前記桟状境界部の一方の側縁をかすめ
て前記透光性シートに到達する光路の当該透光性シートにおける到達位置と、この発光ダ
イオードが配置された溝形反射部に隣接する溝形反射部に配置された別の発光ダイオード
から前記桟状境界部の他方の側縁をかすめて前記透光性シートに到達する光路の当該透光
性シートにおける到達位置とがほぼ一致するように、前記反射板が形成されていることを
特徴とするスロットマシン。
【請求項２】
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　前記複数の溝形反射部のそれぞれの底面は、前記透光性シートの幅方向に延びる細長い
長方形とされ、
　前記発光ダイオードは、前記複数の溝形反射部の底面に複数設けられるとともに、当該
底面の長手方向に略一直線上に配列されていることを特徴とする請求項１記載のスロット
マシン。
【請求項３】
　前記反射板は、金型の内部に溶融状態の合成樹脂を射出することにより成形された射出
成形品であり、
　前記溝形反射部及び前記桟状境界部は、前記金型として、その成形面にしぼ加工が施さ
れたものを利用したことにより、その表面に細かい凹凸が形成された粗面が形成されたも
のとなっていることを特徴とする請求項１又は２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、回転駆動される回転リールの内部に配置されるとともに、当該回転リールの
外周面に巻回された透光性のある透光性シートを裏側から照らすバックライト装置を備え
たスロットマシンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、スロットマシンは、人々に娯楽を提供するための手段として利用されている
。また、スロットマシンは、複数種類の図柄が記されるとともに回転駆動可能に設けられ
た複数の回転リールを備えたものとなっている。このようなスロットマシンでは、メダル
を投入して遊技を開始し、回転駆動させた複数の回転リールを適宜停止させ、これらの回
転リールに表示された図柄が特定の組合せとなったときに入賞となる。そして、入賞する
と、入賞した役に応じた数のメダルがスロットマシンから払い出されることとなる。
　このようなスロットマシンの回転リールの外周面には、複数の図柄が印刷等により記さ
れるとともに、透光性のある材料で帯状に形成された透光性シートが巻回されている。そ
して、回転リールの内側には、透光性シートに記された図柄が鮮明に表示されるように、
透光性シートを裏側から照らすバックライト装置が配置されている。　
【０００３】
　ここで、バックライト装置としては、白熱ランプや発光ダイオード等の比較的コンパク
トに形成された複数の光源と、光源を内部に収納可能な筒状に形成された複数の投射筒枠
を有する投射筒枠形成体とを備え、光源をそれぞれ内部に収納した複数の投射筒枠が、回
転リールの回転方向に配列されたものが採用されている（例えば、特許文献１参照）。
　また、投射筒枠の内面は、白色塗装層等の形成により光を反射する凹面状の反射面とさ
れ、これにより、投射筒枠の全体が凹面状の反射板となっている。このような凹面状の反
射板に光源を収納したので、透光性シートとは反対の方向へ照射された光源の光が、反射
板に当たって透光性シートへ向かって反射され、透光性シートにまで到達するようになる
。このため、光源の光を無駄なく透光性シートの照射に利用することができ、光源の効率
向上を図ることができる。
【特許文献１】特開２００４－１７３９７４号（図３～６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述のようなスロットマシンでは、バックライト装置が光を照射する透
光性シートの照射領域における照度がほぼ均一となるようにしても、透光性シート側に配
置される投射筒枠の端面のうち、互いに隣接する投射筒枠の境界部分となる端面の縁で反
射光の明るさが急激に変化するので、透光性シートの外側から観察すると、当該端面の形
、すなわち、反射板の一部が透光性シートを通して浮き出て見えてしまい、これにより、
透光性シートに記された図柄の表示品質が損なわれる、という問題がある。
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　そこで、各請求項にそれぞれ記載された各発明は、上記した従来の技術の有する問題点
に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、反射板の一部が透光性シートを
通して浮き出て見えることがなく、透光性シートに記された図柄の表示品質が確保される
ようになるスロットマシンを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　各請求項にそれぞれ記載された各発明は、前述の目的を達成するためになされたもので
ある。以下に、各発明の特徴点を、図面に示した発明の実施の形態を用いて説明する。
　なお、符号は、発明の実施の形態において用いた符号を示し、本発明の技術的範囲を限
定するものではない。
　（請求項１）
　（特徴点）
　請求項１記載の発明は、次の点を特徴とする。
　すなわち、請求項１に記載された発明は、円筒状に形成されたフレーム(61A) の外周部
分に複数の図柄が記された透光性のある透光性シート(61B) が巻回された回転リール(61)
と、この回転リール(61)の内側に配置されるとともに、前記透光性シート(61B) を裏側か
ら照らすバックライト装置(80)とを備えたスロットマシン(10)であって、前記バックライ
ト装置(80)は、光源としての発光ダイオード(81)と、前記透光性シート(61B) の裏側へ向
うように、前記発光ダイオード(81)の光を反射する反射板(82)とを備え、前記反射板(82)
には、前記発光ダイオード(81)を内部に収納可能な溝形に形成されるとともに、前記回転
リール(61)の回転方向に沿って配列された複数の溝形反射部(84)と、これら複数の溝形反
射部(84)の間の境界に沿って延びるとともに、前記透光性シート(61B) の裏面とほぼ平行
となるように平坦に形成されている桟状境界部(85)とが設けられ、前記溝形反射部(84)及
び前記桟状境界部(85)の表面は、照射された光が乱反射するように、細かい凹凸が形成さ
れた粗面となっているとともに、一の溝形反射部(84)に配置された発光ダイオード(81)か
ら前記桟状境界部(85)の一方の側縁(85A) をかすめて前記透光性シート(61B) に到達する
光路ａの当該透光性シート(61B) における到達位置と、この発光ダイオード(81)が配置さ
れた溝形反射部(84)に隣接する溝形反射部(84)に配置された別の発光ダイオード(81)から
前記桟状境界部(85)の他方の側縁(85B) をかすめて前記透光性シート(61B) に到達する光
路ｂの当該透光性シート(61B) における到達位置とがほぼ一致するように、前記反射板(8
2)が形成されていることを特徴とする。
【０００６】
　（請求項２）
　（特徴点）
　請求項２記載の発明は、前述した請求項１に記載の発明において、次の特徴点を備えて
いるものである。
　すなわち、請求項２記載の発明は、前記複数の溝形反射部(84)のそれぞれの底面(86A) 
が、前記透光性シート(61B) の幅方向に延びる細長い長方形とされ、前記発光ダイオード
(81)が、前記複数の溝形反射部(84)の底面(86A) に複数設けられるとともに、当該底面(8
6A) の長手方向に略一直線上に配列されていることを特徴とする。
【０００７】
　（請求項３）
　（特徴点）
　請求項３記載の発明は、前述した請求項１又は２記載の発明において、次の特徴点を備
えているものである。
　すなわち、請求項３記載の発明は、前記反射板(82)が、金型の内部に溶融状態の合成樹
脂を射出することにより成形された射出成形品とされ、前記溝形反射部(84)及び前記桟状
境界部(85)が、前記金型として、その成形面にしぼ加工が施されたものを利用したことに
より、その表面に細かい凹凸が形成された粗面が形成されたものとなっていることを特徴
とする。
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【発明の効果】
【０００８】
　（請求項１及び２の効果）
　以上のように構成されている本発明は、以下に記載されるような効果を奏する。
　すなわち、請求項１及び２記載の発明によれば、バックライト装置の反射板に備えられ
ている複数の溝形反射部の表面、及び、これらの溝形反射部同士の境界部分に形成されて
いる桟状境界部の表面に、細かい凹凸を形成し、これらの表面を粗面とし、これらの表面
に照射された光が乱反射するようにしたので、桟状境界部の表面の縁における反射光の明
るさの急激な変化が抑制され、透光性シートの外側から観察しても、桟状境界部の形、す
なわち、反射板の一部が透光性シートを通して殆ど見えることがなくなり、これにより、
透光性シートに記された図柄の表示品質を確保することができる。
【０００９】
　また、互いに隣接する溝形反射部の各発光ダイオードから桟状境界部の該当する側縁を
かすめて透光性シートに到達する光路の当該透光性シートにおける到達位置同士がほぼ一
致するように設定したので、互いに隣接する溝形反射部の発光ダイオードが照らす透光性
シート上の照射領域同士が大幅に重なり合ったり、大幅に離間したりすることが抑制され
るようになる。
                                                                                
【００１０】
　このため、二つの照射領域が重なり合って照度が高くなった高照度部や、離間した二つ
の照射領域の間で照度が低くなった低照度部が大きくなることがなく、バックライト装置
が光を照射する透光性シートの照射領域全体における照度の均一化が図れ、この点からも
、透光性シートに記された図柄の表示品質を確保することができる。
　　（請求項３の効果）
　請求項３記載の発明によれば、上記した請求項１記載の発明の効果に加え、次のような
効果を奏する。
　すなわち、請求項３記載の発明によれば、その成形面にしぼ加工が施された金型を採用
し、この金型で射出成形を行うことにより、溝形反射部及び桟状境界部の表面が粗面とな
った反射板を製造するようにしたので、粗面を形成するために、細かい粒子を被処理面に
衝突させて粗面を形成するサンドブラスト処理や、細かい粉体を混入した塗料を被処理面
に塗ることにより粗面を形成する塗装処理等の二次処理が不要となり、反射板の製造を容
易にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態である一実施形態について、図面に基づい
て説明する。
　図１から図５までの図面は、本実施形態を示すものである。図１は、本実施形態に係る
スロットマシンを示す正面図、図２は、本実施形態に係るスロットマシンの前扉が開いた
状態を示す斜視図、図３は、本実施形態に係るリールユニットを示す側面図、図４は、本
実施形態に係る反射板を示す斜視図、図５は、図４のＶ－Ｖ線における断面図である。
　本実施形態に係るスロットマシン10は、図１及び図２の如く、略六面体の箱状に形成さ
れた筐体20を備えている。この筐体20は、３個の回転リール61が横並びに設けられたリー
ルユニット60等の遊技用装置を収納するものとなっている。
【００１２】
　ここで、回転リール61の各々は、図２に示すように、リールユニット60に回転駆動可能
に支持されているとともに、円筒状に形成されたフレーム61A と、このフレーム61A の外
周面に巻回されるとともに、複数種類の図柄が記された透光性のある透光性シート61B と
を備えたものとなっている。
　また、筐体20の前面開口部には、図１の如く、そのほぼ中央に窓部としてのリール窓42
を備えた前扉30が当該前面開口部を覆うように設けられている。
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　前扉30に設けられたリール窓42は、３個の回転リール61に記された図柄を外部に露出さ
せるための窓であり、３個すべての回転リール61の回転が停止した際に、縦横３個ずつ配
列された計９個の図柄が表示できるように形成されている。
【００１３】
　リール窓42の下方近傍には、左側から、貯留メダルを１枚ずつ投入するためのベットス
イッチ33と、回転リール61の回転を開始させるためのスタートスイッチ35と、貯留メダル
を３枚ずつ投入するためのマックスベットスイッチ34と、３個の回転リール61の回転をそ
れぞれ停止させる３個のストップスイッチ36と、メダルが投入されるメダル投入口31とが
設けられている。
　また、前扉30の下部には、入賞時にメダルを払い出すための払出口32が設けられている
。この払出口32の下方には、受け皿39が設けられ、払出口32の図中右方には、演出音等を
発するスピーカ38が設けられている。一方、前扉30の上部には、入賞時などに点滅する演
出用ランプ37等が設けられている。
【００１４】
　前扉30の裏面には、図２の如く、メダル投入口31に対応する位置に配置されるとともに
、メダル投入口31に投入されたメダルを誘導しながらメダルの真贋を判定するメダルセレ
クタ43等が設けられている。
　筐体20は、スロットマシン10の背部に配置された長方形状の背板24の四方を囲むように
、底部の底板21と、天井部の天板22と、両側に配置された一対の側板23とを設けることに
より、箱状に形成されたものである。
　筐体20の内部には、前述したリールユニット60の他に、スロットマシン10の遊技におけ
る動作を制御する制御装置50と、メダルセレクタ43を通過したメダルを受け止めて貯留し
ておくとともに、貯留しているメダルを入賞時に払出口32から払い出すためのホッパーユ
ニット44と、制御装置50やホッパーユニット44等に電力を供給するための電源装置45とが
収納されている。
【００１５】
　このうち、制御装置50は、スロットマシン10の遊技動作そのものを制御するための電子
回路が形成されたメイン基板51と、スロットマシン10の演出動作を制御するための電子回
路が形成されたサブ基板52とに分割されたものである。
　ここで、メイン基板51及びサブ基板52は、それぞれ専用の基板ケース53，54の内部に収
納されている。
　このうち、メイン基板51は、比較的底の浅い直方体状に形成された基板ケース53の内部
に収納されて保護された状態で、背板24の内側面に取り付けられている。
　一方、サブ基板52は、メイン基板51と同様に、比較的底の浅い直方体状に形成された基
板ケース54の内部に収納されて保護された状態で、図２中左方に配置されている側板23の
内側面に取り付けられている。
【００１６】
　リールユニット60は、図３に示すように、三個の回転リール61を回転自在に支持するた
めに、細長い軸組材を略六面体状に組んだ支持フレーム62を備えたものとなっている。
　この支持フレーム62には、上下の端部が当該支持フレーム62に接合されている取付ステ
ー71を介して、回転リール61を回転駆動するステッピングモーター72が取り付けられてい
る。このステッピングモーター72の駆動軸に回転リール61が取り付けられており、これに
より、回転リール61が支持フレーム62に回転自在に支持されている。
　ここで、回転リール61のフレーム61A は、ステッピングモーター72の駆動軸に取り付け
られるハブ部61C と、このハブ部61C を中心にして放射に延びる複数のスポーク部61D と
、回転リール61の周縁部分となるリム部61E とを備えたものである。
【００１７】
　前述した透光性のある透光性シート61B は、回転リール61のリム部61E の外周縁に沿っ
て取り付けられる帯状のものとなっている。
　このような回転リール61の内側には、透光性シート61B を裏側から照らすバックライト
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装置80が設けられている。
　バックライト装置80は、回転リール61のリム部61E の外周縁に沿って取り付けられた透
光性シート61B の裏面に近接する位置に配置されている。
　ここで、ステッピングモーター72を支持する取付ステー71には、透光性シート61B の裏
面へ向かって延びる腕部71A が設けられており、この腕部71A にバックライト装置80が取
り付けられている。
【００１８】
　また、複数のスポーク部61D は、すべてフレーム61A の一方の側面に偏って設けられて
いる。これにより、回転リール61の回転の際に、フレーム61A の内部に設けられたバック
ライト装置80とスポーク部61D とが干渉しないようになっている。
　次に、本発明に基づくバックライト装置80について説明する。
　バックライト装置80は、図４及び図５に示すように、白色の光を高い輝度で発光する光
源である複数の発光ダイオード81と、回転リール61の透光性シート61B の裏側へ向うよう
に、発光ダイオード81の光を反射する反射板82とを備えたものとなっている。
　また、バックライト装置80の光を発する正面部分は、回転リール61の透光性シート61B 
に応じて湾曲した略長方形の形状とされるとともに、その幅が透光性シート61B とほぼ同
じ寸法となっている。
【００１９】
　さらに、バックライト装置80の背面部分には、支持フレーム62に接合されている取付ス
テー71に向かって延びる被接合部83が設けられ、この被接合部83が支持フレーム62の腕部
71A にネジ等で取り付けられている。
　反射板82は、白色の合成樹脂を溶融状態にして金型の内部に射出することにより成形さ
れた白色の射出成形品である。
　反射板82には、発光ダイオード81を内部に収納可能な溝形に形成されるとともに、回転
リール61の回転方向に沿って配列された複数の溝形反射部84と、これら複数の溝形反射部
84の間の境界に沿って延びるとともに、透光性シート61B の裏面とほぼ平行となるように
平坦に形成されている桟状境界部85とが設けられている。
【００２０】
　このうち、複数の溝形反射部84のそれぞれの底面86A は、透光性シート61B の幅方向に
延びる細長い長方形とされている。このような底面86A の各々には、複数（例えば４個）
の発光ダイオード81が当該底面86A の長手方向に略一直線上に配列された状態で設けられ
ている。
　バックライト装置80に設けられているすべての発光ダイオード81は、反射板82に取り付
けられた１枚のプリント基板86に固定されている。
　プリント基板86は、バックライト装置80の正面形状よりも一回り小さい長方形状に形成
された電気配線用の平板部材である。プリント基板86のバックライト装置80の正面側を向
いた表面は、艶消し又は半艶消しの白色塗料で塗装された面となっている。
【００２１】
　プリント基板86の白色の表面には、溝形反射部84の底部に対応するように、複数の発光
ダイオード81が略一直線上に並んで固定されている。
　そして、各溝形反射部84の底部は、開口されており、この開口を塞ぐように、反射板82
の裏側にプリント基板86が取り付けられている。各溝形反射部84の底面86A は、開口から
露出するプリント基板86の白色の表面となっている。
　この際、反射板82の裏面の図４中右側の側縁には、溝形反射部84の底部開口を塞ぐよう
に配置されたプリント基板86の裏側に回り込む係止フック部87が設けられている。一方、
反射板82の裏面の反対側の側縁部分には、図５に示すように、溝形反射部84の底部開口を
塞ぐように配置されたプリント基板86の裏側に回り込むとともに、先細りとなった楔形に
形成された爪部88A を先端に有する弾性突起部88が設けられている。
【００２２】
　また、反射板82の裏側における図５中上下の端部近傍には、プリント基板86の上下方向
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の位置を決めて当該位置にプリント基板86を固定するために、プリント基板86の上下の端
面を係止する係止壁部89が設けられている。
　プリント基板86は、反射板82の裏面において突き出た溝形反射部84の底部に当接させた
状態で、その図４中左右の端縁が係止フック部87及び弾性突起部88に係止され、上下のの
端縁が係止壁部89に係止され、さらに、その裏面が係止フック部87の先端部分及び弾性突
起部88の爪部88A に係止されることで、反射板82の裏面に固定されている。
　そして、反射板82の裏面において山形となった溝形反射部84の底部に、プリント基板86
の正面側の表面を当接させた状態で、プリント基板86の図４中左右の端縁が係止フック部
87及び弾性突起部88に係止され、プリント基板86の上下端縁が係止壁部89に係止され、さ
らに、プリント基板86の裏面が係止フック部87の先端部分及び弾性突起部88の爪部88A に
係止され、これにより、プリント基板86が反射板82に固定されている。
【００２３】
　なお、弾性突起部88を図５中奥側へ向かって押圧して奥方向へ弾性変形させ、これによ
り、弾性突起部88の先端に設けた爪部88A をプリント基板86から離せば、プリント基板86
の裏面が爪部88A の係止から開放され、これにより、プリント基板86が反射板82から容易
に取り外せるようになっている。また、以上の手順を逆に行えば、プリント基板86の反射
板82への取付作業も容易に行えるようになっている。
　反射板82の溝形反射部84の各々は、図５に示すように、図５中左方の開口側が広がった
略Ｖ字形の縦断面形状を備えたものである。すなわち、各溝形反射部84は、図４及び図５
に示すように、上下に対向する一対の内側面84A, 84Bが「八」の字状に配置され、内側面
84A, 84Bの開口側の間隔が広がっている。
【００２４】
　また、溝形反射部84の各々は、図４に示すように、開口側の左右が広がった略台形状の
横断面形状を備えたものである。すなわち、各溝形反射部84は、図４及び図５に示すよう
に、左右に対向する一対の内側面84C, 84Dが「八」の字状に配置され、内側面84A, 84Bの
開口側が広がっている。
　ここで、桟状境界部85の図４及び図５の上方の側縁85A において、桟状境界部85及び溝
形反射部84の内側面84B は交差し、出隅となる角部を形成している。
　桟状境界部85の図４及び図５の下方の側縁85B において、桟状境界部85及び溝形反射部
84の内側面84A は交差し、側縁85A と同様に、出隅となる角部を形成している。
【００２５】
　そして、溝形反射部84の表面である内側面84A～84D、及び、桟状境界部85の表面は、反
射板82の地色である白色に着色され、且つ、照射された光が乱反射するように、細かい凹
凸が形成された粗面となっている。この粗面は、反射板82を射出成形法で製造するにあた
り、当該金型における当該粗面を成形する成形面に、しぼ加工を予め施しておき、この金
型に溶融状態の合成樹脂を射出することにより形成されたものとなっている。
　これにより、溝形反射部84の表面である内側面84A～84D、及び、桟状境界部85の表面に
照射された光が乱反射するようになり、桟状境界部85の表面の側縁85A, 85Bにおける反射
光の明るさの急激な変化が抑制されるようになっている。これにより、透光性シート61B 
の外側から反射板82を観察しても、桟状境界部85の形、すなわち、反射板82の一部が透光
性シート61B を通して殆ど見えないようになっている。
【００２６】
　また、反射板82は、互いに隣接する溝形反射部84の発光ダイオード81が照らす透光性シ
ート61B 上の照射領域同士が大幅に重なり合ったり、あるいは、大幅に離間したりしない
ようになっている。
　すなわち、反射板82は、図５の如く、一の溝形反射部84の底面に配置された発光ダイオ
ード81から桟状境界部85の一方の側縁85A をかすめて透光性シート61B に到達する光路ａ
の当該透光性シート61B における到達位置と、この発光ダイオード81が配置された溝形反
射部84に隣接する溝形反射部84に配置された別の発光ダイオード81から桟状境界部85の他
方の側縁85B をかすめて透光性シート61B に到達する光路ｂの当該透光性シート61B にお
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ける到達位置とが、どちらもほぼ位置αとなってほぼ一致するように形成されている。
【００２７】
　前述のような本実施形態によれば、次のような効果が得られる。
　すなわち、バックライト装置80の反射板82に設けられている複数の溝形反射部84の表面
である内側面84A～84D、及び、これらの溝形反射部84同士の境界部分に形成されている桟
状境界部85の表面を、細かい凹凸が形成された粗面とし、これらの面に照射された光が乱
反射するようにし、これにより、桟状境界部85の表面の側縁85A, 85Bにおける反射光の明
るさの急激な変化を抑制したので、透光性シート61B の外側から観察しても、桟状境界部
85の形、すなわち、反射板82の一部が透光性シート61B を通して殆ど見えなくなり、これ
により、透光性シート61B に記された図柄の表示品質を確保することができる。
【００２８】
　また、互いに隣接する溝形反射部84の各発光ダイオード81から桟状境界部85の該当する
側縁85A, 85Bをかすめて透光性シート61B に到達する光路ａ，ｂの当該透光性シート61B 
における到達位置同士がほぼ一致するように、反射板82を形成したので、互いに隣接する
溝形反射部84の発光ダイオード81が照らす透光性シート61B 上の照射領域同士が大幅に重
なり合ったり、大幅に離間したりすることが抑制されるようになる。
　このため、二つの照射領域が重なり合って照度が高くなった高照度部や、離間した二つ
の照射領域の間で照度が低くなった低照度部が著しく大きくなることがなく、バックライ
ト装置80が光を照射する透光性シート61B の照射領域全体における照度を均一化すること
ができ、この点からも、透光性シート61B に記された図柄の表示品質を確保することがで
きる。
【００２９】
　さらに、反射板82を射出成型法で製造するにあたり、金型として、反射板82の溝形反射
部84の内側面84A～84D及び桟状境界部85の表面を成形する成形面に、しぼ加工が施された
金型を採用し、この金型で射出成形を行うようにしたので、粗面を形成するために、細か
い粒子を被処理面に衝突させて粗面を形成するサンドブラスト処理や、細かい粉体を混入
した塗料を被処理面に塗ることにより粗面を形成する塗装処理等の二次処理が不要となり
、反射板82の製造を容易にすることができる。
　なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲における変形及び改良などをも含むものである。
【００３０】
　例えば、反射板の溝形反射部としては、開口側が広がった略Ｖ字形の縦断面形状を備え
たものに限らず、内側面が平行となった略Ｕ字形の縦断面形状を有するものでもよく、溝
形反射部の具体的な形状は、実施にあたり適宜選択できる。
　また、反射板としては、射出成型法で製造された合成樹脂製のものに限らず、プレス加
工により製造された金属製のものでもよい。
　粗面としては、その成形面にしぼ加工を施した金型で成形することにより形成されたも
のに限らず、サンドブラスト処理や塗装処理で形成されたものを採用してもよいが、しぼ
加工のものを採用すれば、前記実施形態で説明した効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施形態に係るスロットマシンを示す正面図である。
【図２】前記実施形態に係るスロットマシンの前扉が開いた状態を示す斜視図である。
【図３】前記実施形態に係るリールユニットを示す側面図である。
【図４】前記実施形態に係る反射板を示す斜視図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線における断面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　　10　　　　スロットマシン
　　61　　　　回転リール
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　　61A 　　　フレーム
　　61B 　　　透光性シート
　　80　　　　バックライト装置
　　81　　　　発光ダイオード
　　82　　　　反射板
　　84　　　　溝形反射部
　　85　　　　桟状境界部
　　85A, 85B　側縁
　　86A 　　　底面
　　ａ　　　　光路
　　ｂ　　　　光路

【図１】 【図２】
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【図５】
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