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(57)【要約】
【課題】面発光を行うとともに装飾性を有し、製造工数
が少なく且つ生産性の高い導光体を提供する。
【解決手段】導光体は、転写層を射出成形用金型内に固
定し、プラスチック成形品となる樹脂材料をキャビティ
内に射出するインモールド成形によって製造される。転
写層は、積層構造を有し、表側より裏側へ向かって、剥
離層、柄層、ドット印刷部、機能層、金属蒸着層、接着
層の順序で積層された構成を有している。また、剥離層
の表側には、ベースフィルムが貼付されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層構造を有する積層体と、
　インモールド成形により前記積層体に一体化された成形体と、を備え、
　前記積層体には、
　図柄を形成する図柄層と、
　ドットの集合であるドット集合部と、
　前記図柄層の前記成形体側に配置され、前記成形体から前記積層体側に放射された光を
反射する反射層と、
　が含まれること
　を特徴とする導光体。
【請求項２】
　請求項１に記載の導光体において、
　前記ドットは直径が５０～３００μｍであること
　を特徴とする導光体。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の導光体において、
　前記ドット集合部は、反射させる光量に応じて前記ドットの密度が設定されていること
　を特徴とする導光体。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れか１項に記載の導光体において、
　遊技を行う遊技部と、遊技部を収容する収容部と、を備える遊技機に用いられ、前記遊
技部または前記収容部の一部として構成されること
　を特徴とする導光体。
【請求項５】
　積層構造を有し、図柄を形成する図柄層と、ドットの集合であるドット集合部と、前記
図柄層の前記成形体側に配置され、前記成形体から前記積層体側に放射された光を反射す
る反射層と、が含まれる積層体を、固定型と可動型からなる成形金型のキャビティ室内に
配置し、
　前記成形金型を型閉し、
　前記積層体を前記可動型側のキャビティ室の壁面に吸引させ、
　前記成形金型のキャビティ室内に溶融樹脂を射出して充填し、
　前記成形金型を型開すること
　を特徴とする導光体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導光体およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機やスロットマシン等の遊技機には多くのプラスチック部品が使用されている
。そうした部品の中でも遊技者の目に触れる部分に配置される部品は、多少なりとも装飾
性を持たされていることが多い。
【０００３】
　このような装飾性を有する部品の一例として、面発光を行う導光板が挙げられる。
　導光板は、透明な板状体の少なくとも一端面から入射する光源からの光を、板状体の一
方の側面に設けられた反射層によって前記板状体の他方の側面へ反射させることで面発光
を行うようになっている。
【０００４】
　導光板を製造する手法としては、例えば、特許文献１には、ベースフィルムの片面にイ
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ンキにより光拡散透過部が形成された転写シートを射出成形用金型内に固定し、キャビテ
ィ内に透明な樹脂を射出して導光板を成形する点が記載されている。
【０００５】
　そして、導光板の表面にフルカラー印刷や蒸着などによる加飾を施すことで導光板に装
飾性を持たせることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０５－６１０４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、導光板の表面に加飾を施すには、上述のような射出成形を行う工程の他に、加
飾を行う工程が別途必要であり、製造工数が多くなって生産性が良くなかった。例えば、
加飾工程として塗装を行うと、塗装用のマスクや塗装時の固定治具が必要となり、コスト
アップ要因となっていた。また、塗装工程では、ムラや汚れなどの不良により歩留りが低
下するという問題があった。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、面発
光を行うとともに装飾性を有し、製造工数が少なく且つ生産性の高い導光体を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の導光体は、積層構造を有する積層体と、インモールド成形により積層体に一体
化された成形体と、を備える。積層体には、図柄を形成する図柄層と、ドットの集合であ
るドット集合部と、図柄層の前記成形体側に配置され、前記成形体から前記積層体側に放
射された光を反射する反射層と、が含まれる。
【００１０】
　本発明の導光体は、積層体に、図柄層、ドット集合部および反射層が含まれており、面
発光を行うとともに装飾性を有する。また、製造時に、インモールド成形を行う工程の他
に、塗装などの加飾を行う工程を必要とせず、その分製造工数が減少し、生産性も向上す
る。
【００１１】
　したがって、本発明によれば、面発光を行うとともに装飾性を有し、製造工数が少なく
且つ生産性の高い導光体を提供することができる。
　また、本発明の導光体によれば、導光板の裏表面に凹凸面やシボ面を設ける場合にもそ
の上に反射層を設けることができ、凹凸面やシボ面による導光機能も実現可能である。
【００１２】
　なお、ドットは直径が５０～３００μｍであることが好ましい。また、ドット集合部は
、反射させる光量に応じてドットの密度が設定されているとよい。
　なお、本発明の導光体は、遊技機に用いることが可能である。すなわち、本発明の導光
体は、遊技を行う遊技部と、遊技部を収容する収容部と、を備える遊技機に用いられ、遊
技部または収容部の一部として構成される。
【００１３】
　また、本発明は、導光体の製造方法としても実現可能である。具体的には、本発明の導
光体の製造方法は、積層構造を有し、図柄を形成する図柄層と、ドットの集合であるドッ
ト集合部と、前記図柄層の前記成形体側に配置され、前記成形体から前記積層体側に放射
された光を反射する反射層と、が含まれる積層体を、固定型と可動型からなる成形金型の
キャビティ室内に配置し、前記成形金型を型閉し、前記積層体を前記可動型側のキャビテ
ィ室の壁面に吸引させ、前記成形金型のキャビティ室内に溶融樹脂を射出して充填し、前
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記成形金型を型開することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態の導光体を示す正面図である。
【図２】本実施形態の転写層およびプラスチック成形品を示す側断面図である。
【図３】本実施形態のドット集合部を示す拡大図である。
【図４】本実施形態の導光体の製造方法を示す説明図である。
【図５】本実施形態の導光体の製造方法を示す説明図である。
【図６】本実施形態の導光体の製造方法を示す説明図である。
【図７】本実施形態の導光体の製造方法を示す説明図である。
【図８】本実施形態の導光体の製造方法を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明が適用された実施形態について、図面を用いて説明する。
　［１．導光体１の構成］
　図１に示す導光体１は、転写層を射出成形用金型内に固定し、プラスチック成形品とな
る樹脂材料をキャビティ内に射出するインモールド成形によって製造される。
【００１６】
　プラスチック成形品となる樹脂材料としては、透光性を有する合成樹脂が好適であり、
アクリル樹脂や、ポリカーボネート、ＡＢＳ樹脂などであってもよい。そして、プラスチ
ック成形品は、インモールド成形により転写層に一体化される。なお、プラスチック成形
品は、成形体に該当する。
【００１７】
　次に、転写層２０について説明する。
　転写層２０は、積層構造を有し、表側（図２の上側）より裏側（図２の下側）へ向かっ
て、剥離層２１、柄層２２、ドット印刷部２３、機能層２４、金属蒸着層２５、接着層２
６の順序で積層された構成を有している。また、剥離層２１の表側には、ベースフィルム
２７が貼付されている。
【００１８】
　なお、転写層２０は、積層体に該当する。
　ベースフィルム２７には、厚みが２５～５０μｍ程度のフィルム材を用いている。
　剥離層２１は、透光性を有する粘着材からなり、ベースフィルム２７を転写層から剥離
可能とする。
【００１９】
　柄層２２は、転写層２０内に図柄を形成する。本実施形態では、インキを用いて図柄が
形成される。柄層２２は、裏側に金属蒸着層２５が配置される場合には、遮光性の図柄と
なり、裏側に金属蒸着層２５が配置されない場合には、透光性の図柄となる。透光性の図
柄は、プラスチック成形品の側方に配置される光源の発光時には、図柄による反射光があ
るために図柄を視認しやすくなる。また、光源の消灯時と光源の発光時のコントラストも
大きくなる。
【００２０】
　なお、柄層２２は、図柄層に該当する。
　ドット印刷部２３は、ドットの集合であり、転写層２０内にドット柄などの図柄を形成
する。各ドットはインキを用いて形成される。プラスチック成形品の側方に配置される光
源（図示省略）の消光時には、図１（ａ）に例示するように、ドットによる反射光がない
ためにドットの集合（ドット印刷部２３）による図柄を視認しにくくなる。一方、光源の
発光時には、図１（ｂ）に例示するように、ドットによる反射光があるためにドットの集
合（ドット印刷部２３）よる図柄を視認しやすくなる。
【００２１】
　なお、各ドットは、図３に例示するように、歪な円形形状であることが好ましい。これ
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により、光源の発光時に各ドットに照射される光を散乱させることができる。また、各ド
ットは、直径が５０～３００μｍの範囲内であることが好ましい。このドットの直径につ
いては、例えば、ドットの面積＝πｒ２（ｒ：半径）の式から円相当径（＝２ｒ）を求め
、その値をドットの直径とするとよい。ドットが小さいと、プラスチック成形品１０側か
ら照射される光を前方に反射してもその存在に気づかれにくく、ドットが大きいと、プラ
スチック成形品１０側から光が照射されない場合でも、前方から到達する光を反射してそ
の存在が気づかれる可能性が高まる。よって、ドットの直径を上記範囲内に設定すること
で、光源の消灯または発光による演出効果を発揮することができる。
【００２２】
　また、ドット印刷部２３は、反射させる光量に応じてドットの密度が設定されている。
すなわち、ドット印刷部２３においては、ドットの密度が小さくなるほどその部分で反射
させる光量が減少して輝度が小さくなり、一方、ドットの密度が大きくなるほどその部分
で反射させる光量が増加して輝度が大きくなる。よって、ドットの密度が大きくなるに従
って光源の発光時に図柄を視認しやすくなる。また、ドットの密度が大きくなるに従って
光源の消灯時と光源の発光時のコントラストも大きくなる。
【００２３】
　なお、ドット印刷部２３は、ドット集合部に該当する。
　機能層２４は、透光性を有し、表側に柄層２２およびドット印刷部２３を保持する。
　金属蒸着層２５は、アルミニウムやクロームなどの金属を機能層２４の裏側に蒸着させ
ることで形成される。金属蒸着層２５は、プラスチック成形品１０から転写層２０側に放
射された光を反射する。
【００２４】
　なお、金属蒸着層２５は、反射層に該当する。
　接着層２６は、透光性を有する接着剤からなり、インモールド成形時に転写層をプラス
チック成形品に接着させる。
【００２５】
　［２．導光体１の製造方法］
　次に、本実施形態の導光体１の製造方法について説明する。
　まず、導光体１を製造するための製造装置１００について説明する。
【００２６】
　製造装置１００は、図４に示すように、成形金型１１０と、箔送り装置１２０と、一対
のフィルムクランプ１３０，１３０と、を備える。
　成形金型１１０は、固定盤１１１に取り付けられた固定型１１２と可動盤１１３に取り
付けられた可動型１１４とで構成される。固定型１１２には、プラスチック成形品の裏側
部分の形状に対応するキャビティ室１１２ａが設けられている。一方、可動型１１４には
、プラスチック成形品の表側部分の形状に対応するキャビティ室１１４ａが設けられてい
る。また、固定型１１２は、エジェクターピン１１２ｂとエジェクタープレート１１２ｃ
とを備える。エジェクターピン１１２ｂは、固定型１１２のキャビティ室１１２ａ内に突
出させる突出位置と、エジェクターピン１１２ｂの先端を固定型１１２内に引き込んだ抜
去位置とに往復変位可能である。エジェクタープレート１１２ｃは、固定型１１２内部に
配置されるとともに、エジェクターピン１１２ｂの後端に接続されている。
【００２７】
　箔送り装置１２０は、巻き出しローラ１２１と、巻き取りローラ１２２と、を備える。
巻き出しローラ１２１には、転写箔３０が巻回されている。転写箔３０は、縦長のシート
状に形成されたベースフィルム２７の一方の面に転写層２０を所定間隔で積層した構成を
有する。この箔送り装置１２０では、転写箔３０が、巻き出しローラ１２１から固定型１
１２のキャビティ室１１２ａと可動型１１４のキャビティ室１１４ａとの間に送り出され
た後に巻き取りローラ１２２に巻き取られるようになっている。
【００２８】
　フィルムクランプ１３０，１３０は、可動型１１４のキャビティ室１１４ａを挟んで可
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動型１１４と対向する位置に配置され、固定型１１２のキャビティ室１１２ａと可動型１
１４のキャビティ室１１４ａとの間に送り出された転写箔３０を可動型１１４に押し付け
て固定することができる。
【００２９】
　導光体１の製造は、次の（１）～（８）の手順で行う。
　（１）フィルムクランプの解放（図５）
　成形金型１１０を型開させた後に、フィルムクランプ１３０，１３０を可動型１１４か
ら離間させる。このことにより、転写箔３０が、可動型１１４とフィルムクランプ１３０
，１３０とで挟まれず、箔送り装置１２０によって搬送可能な状態となる。
【００３０】
　（２）転写箔の供給（図５）
　箔送り装置１２０が、転写箔３０を巻き出しローラ１２１から固定型１１２のキャビテ
ィ室１１２ａと可動型１１４のキャビティ室１１４ａとの間に送り出し、転写箔３０の転
写層２０が成形金型１１０内部で転写される位置（転写位置）に到達したところで停止さ
せる。転写層２０は、成形金型１１０に設置されたセンサ（図示省略）により転写位置に
セットされる。
【００３１】
　（３）転写箔の固定（図６）
　フィルムクランプ１３０，１３０を可動型１１４に押し付けることでフィルムクランプ
１３０，１３０と可動型１１４との間に転写箔３０を挟み、転写箔３０が動かないように
固定する。
【００３２】
　（４）転写箔の吸引（図６）
　可動型１１４のキャビティ室１１４ａの壁面に形成された吸引口（図示省略）からキャ
ビティ室１１２ａ，１１４ａ内の空気を吸引し、転写箔３０を可動型１１４のキャビティ
室１１４ａの壁面に密着させる。
【００３３】
　（５）型閉（図７）
　可動型１１４を前進させて固定型１１２に密接させ、成形金型１１０を型閉する。また
、エジェクターピン１１２ｂを抜去位置にしてエジェクターピン１１２ｂをキャビティ室
１１２ａから退去させておく。なお、エジェクターピン１１２ｂを抜去位置にするのは型
閉の前後いずれでもよい。これにより、キャビティ室１１２ａ，１１４ａが密閉状になり
、エジェクターピン１１２ｂは、キャビティ室１１２ａ，１１４ａから退去した状態にな
る。
【００３４】
　（６）射出成形（図７）
　固定型１１２のゲート１１２ｄから溶融樹脂を射出してキャビティ室１１２ａ，１１４
ａに充填する。
【００３５】
　（７）転写箔の固定（図８）
　上記（３）と同様、フィルムクランプ１３０，１３０を可動型１１４に押し付けること
でフィルムクランプ１３０，１３０と可動型１１４との間に転写箔３０を挟み、転写箔３
０が動かないように固定する。
【００３６】
　（８）型開（図８）
　可動型１１４を後退させ、成形金型１１０を型開する。その後、エジェクターピン１１
２ｂ突出位置にして、成形品（即ち導光体１）をキャビティ室１１２ａから取り出す。
【００３７】
　［３．効果］
　（１）本実施形態の導光体１は、転写層２０に、柄層２２、ドット印刷部２３および金
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属蒸着層２５が含まれており、面発光を行うとともに装飾性を有する。また、製造時に、
インモールド成形を行う工程の他に、塗装などの加飾を行う工程を必要とせず、その分製
造工数が減少し、生産性も向上する。
【００３８】
　したがって、本実施形態によれば、面発光を行うとともに装飾性を有し、製造工数が少
なく且つ生産性の高い導光体１を提供することができる。
　（２）また、本実施形態の導光体１によれば、プラスチック成形品１０の裏表面に凹凸
面やシボ面を設ける場合にもその上に転写層２０を設けることができ、凹凸面やシボ面に
よる導光機能も実現可能である。
【００３９】
　［４．他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、以下のように様々な態様にて実施することが可能である。
【００４０】
　（１）プラスチック成形品１０は、平板状であってもよいし、湾曲状であってもよく、
棒状などそれ以外の立体形状であってもよい。また、転写層２０をプラスチック成形品１
０の平坦面にインモールド成形してもよいし、転写層２０をプラスチック成形品１０の湾
曲面にインモールド成形してもよい。
【００４１】
　（２）本実施形態の導光体１は、遊技機に用いることが可能である。すなわち、本実施
形態の導光体１は、遊技を行う遊技部と、遊技部を収容する収容部と、を備える遊技機に
用いられ、遊技部または収容部の一部として構成されるといった具合である。
【００４２】
　（３）上記実施形態における１つの構成要素が有する機能を複数の構成要素として分散
させたり、複数の構成要素が有する機能を１つの構成要素に統合させたりしてもよい。ま
た、上記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、上記実施形態の構成の少なくと
も一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加又は置換してもよい。なお、特許請求の
範囲に記載した文言のみによって特定される技術思想に含まれるあらゆる態様が本発明の
実施形態である。
【００４３】
　（４）上述した導光体１の他、導光体１を製造する方法や、導光体１を製造する製造装
置など、種々の形態で本発明を実現することもできる。
【符号の説明】
【００４４】
　１…導光体、１０…プラスチック成形品、２０…転写層、２１…剥離層、２２…柄層、
２３…ドット印刷部、２４…機能層、２５…金属蒸着層、２６…接着層、２７…ベースフ
ィルム、３０…転写箔、１００…製造装置、１１０…成形金型、１１１…固定盤、１１２
…固定型、１１２ａ…キャビティ室、１１２ｂ…エジェクターピン、１１２ｃ…エジェク
タープレート、１１２ｄ…ゲート、１１３…可動盤、１１４…可動型、１１４ａ…キャビ
ティ室、１２０…箔送り装置、１２１…巻き出しローラ、１２２…巻き取りローラ、１３
０…フィルムクランプ。
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