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(57)【要約】
【課題】光源が点状に見えるのを抑制して、レンズカバ
ーの透明部をほぼ均一に照明することができるようにす
る。
【解決手段】光源２１と、光源２１から放出された光を
透過させる透明部２２２、及び光を透過させずに光を反
射させると共に、光源２１を隠す大きさの不透明部２２
３を有するレンズカバー２２と、レンズカバー２２の不
透明部２２３で反射した光を、レンズカバー２２側に反
射させるリフレクター２３とを備える。光源２１は、レ
ンズカバー２２を正面から視認した状態で、レンズカバ
ー２２の不透明部２２３によって隠れる位置に配置され
る。
【選択図】図３



(2) JP 2011-78466 A 2011.4.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の遊技領域又は筐体の前面に設けられる電飾装置であって、
　光源と、
　前記光源から放出された光を透過させる透明部、及び前記光を透過させずに前記光を反
射させると共に、前記光源を隠す大きさの不透明部を有するレンズカバーと、
　前記レンズカバーの前記不透明部で反射した前記光を、前記レンズカバー側に反射させ
るリフレクターとを備え、
　前記光源は、前記レンズカバーを正面から視認した状態で、前記レンズカバーの前記不
透明部によって隠れる位置に配置されることを特徴とする遊技機の電飾装置。
【請求項２】
　前記透明部は、文字、記号、マークまたは図形等によって構成され、前記不透明部は、
前記透明部の輪郭に沿って形成されることを特徴とする請求項１に記載の遊技機の電飾装
置。
【請求項３】
　前記リフレクターは、その全体が絶縁性材料で形成されることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の遊技機の電飾装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の遊技領域、又は遊技機の筐体における前面に設けられ、遊技状態に
応じて点灯又は点滅する遊技機の電飾装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機（弾球遊技機）、パチスロ機等の遊技機においては、遊技状態に応じて光源
が点灯又は点滅することにより、その光で文字、記号、マーク、図形等によって構成され
る強調部を照明することで強調表示する電飾装置が設けられている（例えば、特許文献１
参照。）。
【０００３】
　図６は、従来の電飾装置の分解斜視図を示す。この電飾装置は、リフレクター（光反射
部材）１１０、ＬＥＤ（発光ダイオード）等の光源１２０、及びレンズカバー１３０を備
えている。ＬＥＤ１２０は、リフレクター１１０に取り付けられている。また、レンズカ
バー１３０とリフレクター１１０は一体に組み付けられる。これにより、光源１２０は、
レンズカバー１３０とリフレクター１１０によって形成される空間に配置される。リフレ
クター１１０は、階段状に形成された左右方向拡散部１１１，及び上下方向拡散部１１２
を有している。レンズカバー１３０の表面には、強調部１３０Ａが形成されている。
【０００４】
　この電飾装置は、光源１２０が点灯又は点滅するとその光がリフレクター１１０の左右
方向拡散部１１１及び上下方向拡散部１１２により左右方向、及び上下方向に拡散されて
レンズカバー１３０を照射する。これにより、レンズカバー１３０の強調部１３０Ａを光
源１２０の光によって均等に照明して、遊技者の遊技感覚を高めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１５６００１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の電飾装置は、遊技者が遊技機の前面側から（図６のＥ方向から）
電飾装置を視認した場合、光源１２０の点灯又は点滅時に、レンズカバー１３０を通して
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光源１２０の点灯部分が点状に光って見えるという問題がある。このため、レンズカバー
１３０の強調部１３０Ａが不均一の明るさになり、これを見た遊技者が違和感を感じる虞
がある。
【０００７】
　本発明は、上述の課題に鑑みなされたもので、光源が点状に見えるのを抑制して、レン
ズカバーの透明部をほぼ均一に照明することができるようにした遊技機の電飾装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、第１の発明は、遊技機の遊技領域又は筐体の前面に設けられ
る電飾装置であって、光源と、前記光源から放出された光を透過させる透明部、及び前記
光を透過させずに前記光を反射させると共に、前記光源を隠す大きさの不透明部を有する
レンズカバーと、前記レンズカバーの前記不透明部で反射した前記光を、前記レンズカバ
ー側に反射させるリフレクターとを備え、前記光源は、前記電飾装置を正面から視認した
状態で、前記レンズカバーの前記不透明部によって隠れる位置に配置されることを特徴と
する。なお、レンズカバーの不透明部で光源が隠れる位置としては、不透明部の真後ろの
位置を挙げることができる。
【０００９】
　この電飾装置によれば、遊技機の前面側から電飾装置を視認した際、光源がレンズカバ
ーの不透明部によって隠されるので、光源が点滅又は点灯している場合でも、レンズカバ
ーを通して、光源の点灯部分を直接視認することができない。従って、光源とレンズカバ
ーとの距離が近い場合でも、光源が点状に見えるのを抑制でき、遊技者等が電飾装置を視
認した際に違和感を感じるのを抑制できる。
【００１０】
　また、光源の光は、レンズカバーの不透明部及びリフレクターにより反射を繰り返して
、レンズカバーの透明部を間接的に照明するので、比較的少数の光源によって広範囲を照
明できる。
【００１１】
　さらに、第２の発明は、第１の発明において、前記透明部は、文字、記号、マークまた
は図形等によって構成され、前記不透明部は、前記透明部の輪郭に沿って形成される。こ
の構成により、光源が点灯又は点滅した際にその光で文字、記号、マークまたは図形が強
調表示されるので、遊技者等に文字、記号、マークまたは図形を確実に認識させることが
できる。
【００１２】
　さらに、第３の発明は、第１または２の発明において、前記リフレクターが全体的に絶
縁性を有している。この構成により、光源が実装される回路基板又は配線等がリフレクタ
ーに接触した場合でも、回路基板がショートすることはない。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明における遊技機の電飾装置によれば、光源がレンズカバーの不透明部によって隠
れる位置に配置されているので、光源が点灯又は点滅している際に遊技者等が遊技機の前
面側から電飾装置を視認した際に、光源がレンズカバーを通して点状に見えるのを抑制で
きる。これにより、レンズカバーの透明部をほぼ均一な明るさで照明することができる。
　また、従来は光源レンズカバーとの距離を十分とらなければ一様に面発光させることが
できなかったが、本発明では、光源とレンズカバーとの距離が短くてもきれいに面発光さ
せることができるため、電飾装置自体の厚さを薄くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態を適用した弾球遊技機の正面図である。
【図２】電飾装置を示す分解斜視図である。
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【図３】電飾装置の正面図である。
【図４】電飾装置の構成及び作用を説明するための概略縦断面図である。
【図５】レンズカバーの裏面図である。
【図６】従来の電飾装置を示す分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の一実施形態を
適用した弾球遊技機の正面図である。なお、以下の説明においては、図１、３における図
面手前を「前方または前面」とし、図面奥を「後方または裏面」とし、左方を「左方」と
し、右方を「右方」とする。
【００１６】
　図１に示すように、弾球遊技機１は、遊技施設に据え付けられる外枠２と、外枠２によ
って支持される遊技盤３と、遊技盤３の後方に配置され、かつ遊技に係わる図柄、数字等
で構成される演出情報１１を表示可能な表示装置（図示略）と、中央部に円形のガラス板
が嵌め込まれ、外枠２の左部に上下方向のヒンジ軸により開閉可能に支持された前扉４と
を備えている。また、前面右下に設けられたハンドル５を時計方向へ回転操作することに
より、前扉４の下方に設けられた球貯留皿６に貯留されている遊技球が、図示略の発射装
置から後述の遊技盤３の前面に形成された遊技領域３１に打ち込まれることにより所定の
遊技が行われる。
【００１７】
　遊技盤３は、前面に帯状のガイドレール１０によって包囲される円形の遊技領域３１を
有している。遊技領域３１には、主な部品として、遊技領域３１に打ち込まれた遊技球の
流下方向を変化させる多数の遊技釘、表示装置に表示される演出情報１１を透視可能とす
る透視窓３２、透視窓３２の周囲を装飾する合成樹脂製の装飾枠１３、遊技領域３１に打
ち込まれた遊技球が入賞可能な図柄始動口１４及び遊技球が入賞不能な閉鎖状態及び遊技
球が入賞可能な開放状態に変化可能な大入賞口１５等が配置されている。
【００１８】
　また、遊技領域３１の最下部には、図柄始動口１４、大入賞口１５等に入賞しなかった
外れ遊技球を遊技盤３の裏面側に排出するアウト口１６が設けられている。
【００１９】
　遊技領域３１における装飾枠１３には、電飾装置２０が設けられている。電飾装置２０
は、図２に示すように、光源としての複数のＬＥＤ（発光ダイオード）２１と、ＬＥＤ２
１の光により照明される合成樹脂製のレンズカバー２２と、レンズカバー２２により反射
された光をさらにレンズカバー２２側に反射させる合成樹脂製のリフレクター２３とを備
えている。
【００２０】
　ＬＥＤ２１は、リフレクター２３の後面に配置される回路基板２４の前面に実装される
。本実施形態では、複数のＬＥＤ２１は互いに間隔を開けて設けられているが、ＬＥＤ２
１は１個以上あればよい。回路基板２４の裏面には、ＬＥＤ２１に電力を供給するための
コネクタ２５及び電線２６が設けられている。
【００２１】
　回路基板２４には、回路基板２４をリフレクター２３の後面に取り付ける際に位置決め
することができるように、位置決め孔２４ａ及び位置決め切欠き２４ｂが設けられている
。更に、回路基板２４には、回路基板２４をリフレクター２３の後面に締結するためのね
じ（図示略）の通し孔２４ｃが設けられている。なお、光源はＬＥＤ２１に限らず、ラン
プ等の各種発光手段を使用しても良い。
【００２２】
　レンズカバー２２は、透明な合成樹脂材によって成型され、裏面側が解放された容器状
に形成されている。すなわち、レンズカバー２２は、前面部２２０と、前面部２２０の外
周縁から全周に亘って後方へ折曲した側壁部２２１とを有している。
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【００２３】
　レンズカバー２２の前面部２２０における表面には、透明部２２２が設けられている。
この透明部２２２は、レンズカバー２２の素材である透明樹脂をそのまま露出させること
により形成される。なお、レンズカバー２２における透明部２２２は、完全な透明である
必要はなく、ＬＥＤ２１の光を透視でき得る程度の半透明であっても良い。
【００２４】
　透明部２２２は、文字、記号、マーク、図形等によって形成され、照明されることによ
り強調表示される。なお、本実施形態における透明部２２２は、「トップを」という文字
２２２ａ，２２２ｂ、２２２ｃ、２２２ｄによって構成される。この透明部２２２は、遊
技状態に応じてＬＥＤ２１が点灯又は点滅することにより、その光によって照明されて強
調表示されるように構成されている。
【００２５】
　文字２２２ａ～２２２ｄの周囲には、各文字の輪郭に沿って、光を透過させず且つＬＥ
Ｄ２１を前面から隠す大きさの不透明部２２３が設けられている。また、側壁部２２１に
もＬＥＤ２１の光を透過不能な不透明部２２４が設けられる。本実施形態においては、不
透明部２２３、２２４は、レンズカバー２２の素材である透明樹脂の前面部２２０及び側
壁部２２１における表面に光を反射可能な表面処理（例えば、アルミなどの金属材料を蒸
着メッキ）を施すことによって形成される。なお、不透明部２２３、２２４は、金属材料
以外の材料を蒸着メッキ以外の処理方法によって形成してもよい。
【００２６】
　レンズカバー２２における前面部２２０の裏面には、多数の凹凸によって形成される光
拡散部２２５が設けられている。光拡散部２２５は、透明部２１０に対応する裏面側及び
その近傍にだけ設けられ、不透明部２２３、２２４に対応する裏面側には設けられていな
い。なお、光拡散部２２５は、光源２１の光を乱反射させることで拡散する形状であれば
任意の形状でよい。
【００２７】
　リフレクター２３は、例えば白色の合成樹脂等の不透明材料によって周囲に鍔のある皿
状に形成されている。リフレクター２３には、金属メッキ等の導電材料は一切設けられて
いない。このリフレクター２３における平坦な前面、すなわち反射面２３０には、ＬＥＤ
２１を貫通させる複数の貫通孔２３１が設けられている。また、リフレクター２３におけ
る反射面２３０の裏面には、回路基板２４の位置決め孔２４ａ及び位置決め切欠き２４ｂ
に嵌合可能な円柱状の位置決め突起２３２、２３３が設けられている。更に、リフレクタ
ー２３には、取り付け用ねじの通し孔２３４が設けられている。
【００２８】
　この電飾装置２０は、ＬＥＤ２１、レンズカバー２２及びリフレクター２３が一体に組
み付けられることで形成される。ここでは、レンズカバー２２の内側にリフレクター２３
が挿入され、レンズカバー２２の前面部２２０の裏面とリフレクター２３の反射面２３０
との間には、間隔ｄが形成される。なお、図４は、説明を分かりやすくするために、間隔
ｄを比較的広く示している。
【００２９】
　複数のＬＥＤ２１は、リフレクター２３の貫通孔２３１を貫通して、リフレクター２３
の反射面２３０よりもレンズカバー２２側へ突出して配置される。また、主に図３に示す
ように、ＬＥＤ２１は、レンズカバー２２の前面部２２０における不透明部２２３に相当
する領域の真後ろに配置される。
【００３０】
　次に、この電飾装置２０の作用を説明する。図４に示すように、遊技状態に応じてＬＥ
Ｄ２１が点灯又は点滅すると、ＬＥＤ２１から放出された光は、矢印で示すように、レン
ズカバー２２における前面部２２０の不透明部２２３によりリフレクター２３の反射面２
３０に向けて反射される。さらに光は、リフレクター２３の反射面２３０によりレンズカ
バー２２の透明部２２２を含む前面部２２０のほぼ全域に向けて反射される。このように
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、レンズカバー２２の透明部２２２は、ＬＥＤ２１から放出された光により直接照明され
ないで、不透明部２２３で反射された光をリフレクター２３の反射面２３０で反射させら
れた光によって間接的に照明されるため、レンズカバー２２の透明部２２２をほぼ均一的
に照明することができる。
【００３１】
　透明部２２２を照明する光は、光拡散部２２５により拡散される。これにより、透明部
２２２の全域は、ほぼ均一の明るさで照明されて強調表示される。
【００３２】
　また、ＬＥＤ２１が点灯又は点滅した状態で、遊技者等が電飾装置２０を正面から視認
した場合には、ＬＥＤ２１はレンズカバー２２の不透明部２２３によって隠されるので、
遊技者等はＬＥＤ２１の点灯部分を直接視認することはできない。従って、ＬＥＤ２１と
レンズカバー２２の前面部２２０の裏面との間隔ｄが狭い場合でも、ＬＥＤ２１の点灯部
分が点状に見えるのを抑制できる。これにより、遊技者等が違和感を感じることなく透明
部２２２を視認できる。また、レンズカバー２２の側壁部２２２にも不透明部２２４が設
けられているので、遊技者等が電飾装置２０をその下方、上方、右側方、又は左側方から
視認した場合でも、ＬＥＤ２１の点灯部分が直接見えるのを抑制できる。
【００３３】
　また、リフレクター２３が全体的に絶縁性を有し、かつ導電性を有する表面処理が一切
施されていないので、仮にＬＥＤ２１、回路基板２４の通電部がリフレクター２３に接触
した場合でも、回路基板２４がショートすることはない。
【００３４】
　なお、本実施形態においては、電飾装置２０を弾球遊技機１における遊技領域３１に設
けられる装飾枠１３に配置したが、電飾装置２０は任意の位置に設けることができる。ま
た、本実施形態では、本発明の電飾装置２０を弾球遊技機１に適用した例について説明し
たが、電飾装置２０は弾球遊技機に限らず、スロットマシン機等の各種の遊技機に適用で
きる。なお、電飾装置２０をスロットマシン等に適用する場合は、遊技者から視認可能な
筐体の前面に設けられる。
【符号の説明】
【００３５】
１　弾球遊技機
２　外枠
３　遊技盤
４　前扉
５　ハンドル
６　球貯留皿
１０　ガイドレール
１１　演出情報
１３　装飾枠
１４　図柄始動口
１５　大入賞口
１６　アウト口
２０　電飾装置
２１　ＬＥＤ（光源）
２２　レンズカバー
２３　リフレクター
２４　回路基板
２４ａ　位置決め孔
２４ｂ　位置決め切欠き
２４ｃ　通し孔
２５　コネクタ
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２６　電線
３１　遊技領域
３２　透視窓
２２０　前面部
２２１　側壁部
２２２　透明部
２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ、２２２ｄ　文字
２２３、２２４　不透明部
２２５　光拡散部
２３０　反射面
２３１　貫通孔
２３２、２３３　位置決め突起
２３４　ねじ通し孔

【図１】 【図２】
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