
JP 2010-94326 A 2010.4.30

(57)【要約】
　【課題】電飾用光透過部材の長さ方向一端から内部に
光を入れて、電飾用光透過部材の表示面全体を発光させ
るようにして、部品点数を低減して構造を簡単に小型に
することができ、しかも、電飾用光透過部材の後側に位
置する他の機器や部材等に制約を受けずに構成すること
ができる、パチンコ遊技機の電飾装置を提供する。
　【解決手段】電飾用光透過部材５０は、遊技盤４の前
面に臨む表示面５１と、電飾用光透過部材５０の長さ方
向一端から内部に入った光が表示面５１の全体を均一に
照明するように光を導く導光手段として、電飾用光透過
部材５０の３角形形状の後側一辺部分を形成する後側傾
斜部５２と、この後側傾斜部５２に形成された複数の凹
凸５６ａを有する乱反射部５６とを有する。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域が前面側に形成された遊技盤を電飾するパチンコ遊技機の電飾装置において、
　前記遊技盤にその前面側に露出するように埋設された盤面平行方向に細長い電飾用光透
過部材と、この電飾用光透過部材の長さ方向一端から内部に光が入るように配設された光
源とを備え、
　前記電飾用光透過部材は、遊技盤の前面に臨む表示面と、電飾用光透過部材の長さ方向
一端から内部に入った光が前記表示面の全体を均一に照明するように前記光を導く導光手
段とを有することを特徴とするパチンコ遊技機の電飾装置。
【請求項２】
　前記電飾用光透過部材は、その長さ方向一端から他端に向かって前後の厚さが徐々に薄
くなる断面３角形形状に形成され、
　前記導光手段は、電飾用光透過部材の前記３角形形状の後側一辺部分を形成する後側傾
斜部と、この後側傾斜部に形成された複数の凹凸を有する乱反射部とを有することを特徴
とする請求項１に記載のパチンコ遊技機の電飾装置。
【請求項３】
　前記乱反射部の複数の凹凸は、前記後側傾斜部の長さ方向と直交する３角波ローレット
からなることを特徴とする請求項２に記載のパチンコ遊技機の電飾装置。
【請求項４】
　前記電飾用光透過部材の表示面に複数の凹凸を有する光拡散部が形成されたことを特徴
とする請求項１～３の何れかに記載のパチンコ遊技機の電飾装置。
【請求項５】
　前記光源はＬＥＤからなり、このＬＥＤが他のＬＥＤを実装したＬＥＤ基板に電飾用光
透過部材の長さ方向一端に向けて実装されたことを特徴とする請求項１～４の何れかに記
載のパチンコ遊技機の電飾装置。
【請求項６】
　前記電飾用光透過部材の長さ方向一端に盤面直角方向の平滑面が形成されたことを特徴
とする請求項１～５の何れかに記載のパチンコ遊技機の電飾装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパチンコ遊技機の電飾装置に関し、特に、遊技盤に盤面平行方向に細長い電飾
用光透過部材を埋設したものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、本願出願人は、パチンコ遊技機において、遊技領域が前面側に形成された遊技盤
を電飾するために、遊技盤に盤面平行方向に細長い電飾用光透過部材を埋設し、この電飾
用光透過部材の表示面を遊技盤の前面に臨ませ、その表示面全体を発光させるようにして
、遊技演出として遊技盤に閃光が発生するように構成できる、電飾装置を実用化している
。そして、電飾用光透過部材の表示面全体を発光させるために、電飾用光透過部材が帯板
状に形成され、電飾用光透過部材の後側に、電飾用光透過部材に沿って複数のＬＥＤが配
置されるとともに、この複数のＬＥＤを実装したＬＥＤ基板が配置されている。
【０００３】
　尚、特許文献１のパチンコ遊技機では、遊技盤に複数の貫通孔が形成され、この複数の
貫通孔に複数のＬＥＤが収容されて、複数のＬＥＤが遊技盤に埋設され、この複数のＬＥ
Ｄは遊技盤の後側に配設されたＬＥＤ基板に実装されている。
【特許文献１】特開２００５－１０２７１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　パチンコ遊技機の電飾装置において、遊技盤に盤面平行方向に細長い電飾用光透過部材
を埋設したものでは、遊技盤の前面に臨む電飾用光透過部材の表示面全体を発光させるた
めに、複数のＬＥＤと、この複数のＬＥＤを実装する比較的大きなＬＥＤ基板が必要にな
るため、部品点数が増えて構造が複雑に大型になり、しかも、電飾用光透過部材の後側に
位置する他の機器や部材等に制約を受けて、複数のＬＥＤやＬＥＤ基板を電飾用光透過部
材の後側に配置できない場合がある。
【０００５】
　本発明の目的は、電飾用光透過部材の長さ方向一端から内部に光を入れて、電飾用光透
過部材の表示面全体を発光させるようにして、部品点数を低減して構造を簡単に小型にす
ることができ、しかも、電飾用光透過部材の後側に位置する他の機器や部材等に制約を受
けずに構成することができる、パチンコ遊技機の電飾装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１のパチンコ遊技機の電飾装置は、遊技領域が前面側に形成された遊技盤を電飾
するパチンコ遊技機の電飾装置において、前記遊技盤にその前面側に露出するように埋設
された盤面平行方向に細長い電飾用光透過部材と、この電飾用光透過部材の長さ方向一端
から内部に光が入るように配設された光源とを備え、前記電飾用光透過部材は、遊技盤の
前面に臨む表示面と、電飾用光透過部材の長さ方向一端から内部に入った光が前記表示面
の全体を均一に照明するように前記光を導く導光手段とを有することを特徴としている。
【０００７】
　ここで、前記電飾用光透過部材は、その長さ方向一端から他端に向かって前後の厚さが
徐々に薄くなる断面３角形形状に形成され、前記導光手段は、電飾用光透過部材の前記３
角形形状の後側一辺部分を形成する後側傾斜部と、この後側傾斜部に形成された複数の凹
凸を有する乱反射部とを有する構成（請求項２）を採用し、この場合、前記乱反射部の複
数の凹凸は、前記後側傾斜部の長さ方向と直交する３角波ローレットからなる構成（請求
項３）を採用してもよい。
【０００８】
　また、前記電飾用光透過部材の表示面に複数の凹凸を有する光拡散部が形成された構成
（請求項４）、前記光源はＬＥＤからなり、このＬＥＤが他のＬＥＤを実装したＬＥＤ基
板に電飾用光透過部材の長さ方向一端に向けて実装された構成（請求項５）、前記電飾用
光透過部材の長さ方向一端に盤面直角方向の平滑面が形成された構成（請求項６）を採用
してもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１のパチンコ遊技機の電飾装置によれば、遊技盤にその前面側に露出するように
埋設された盤面平行方向に細長い電飾用光透過部材と、この電飾用光透過部材の長さ方向
一端から内部に光が入るように配設された光源とを備え、電飾用光透過部材は、遊技盤の
前面に臨む表示面と、電飾用光透過部材の長さ方向一端から内部に入った光が表示面の全
体を均一に照明するように光を導く導光手段とを有するので、電飾用光透過部材の長さ方
向一端から内部に光を入れて、電飾用光透過部材の表示面全体を発光させるようにして、
遊技演出として遊技盤に閃光が発生するように構成でき、そして、従来のものに比べると
、光源（ＬＥＤ）の数を減らしたり専用の基板（ＬＥＤ基板）を省略したりできるので、
部品点数を低減して構造を簡単に小型にすることができ、しかも、電飾用光透過部材の後
側には光源や基板を配置しなくてもよくなるため、電飾用光透過部材の後側に位置する他
の機器や部材等に制約を受けずに、この電飾装置を構成することができる。
【００１０】
　請求項２のパチンコ遊技機の電飾装置によれば、電飾用光透過部材は、その長さ方向一
端から他端に向かって前後の厚さが徐々に薄くなる断面３角形形状に形成され、導光手段
は、電飾用光透過部材の３角形形状の後側一辺部分を形成する後側傾斜部と、この後側傾
斜部に形成された複数の凹凸を有する乱反射部とを有するので、電飾用光透過部材の長さ
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方向一端から内部に入った光を乱反射部で確実に乱反射させ拡散させて、その光が表示面
の全体を均一に照明するように光を確実に導くことができる。
【００１１】
　請求項３のパチンコ遊技機の電飾装置によれば、乱反射部の複数の凹凸は、後側傾斜部
の長さ方向と直交する３角波ローレットからなるので、電飾用光透過部材の長さ方向一端
から内部に入った光が表示面の全体に拡散するように光を乱反射させることができる。
【００１２】
　請求項４のパチンコ遊技機の電飾装置によれば、電飾用光透過部材の表示面に複数の凹
凸を有する光拡散部が形成されたので、表示面から出る光を拡散させて、前側のあらゆる
方向から表示面全体が発光するのを見ることができる。
【００１３】
　請求項５のパチンコ遊技機によれば、光源はＬＥＤからなり、このＬＥＤが他のＬＥＤ
を実装したＬＥＤ基板に電飾用光透過部材の長さ方向一端に向けて実装されたので、専用
のＬＥＤ基板を省略することで、部品点数を低減して構造を簡単に小型にすることができ
、電飾用光透過部材の後側に位置する他の機器や部材等に制約を受けずに、この電飾装置
を確実に構成することができる。
【００１４】
　請求項６のパチンコ遊技機の電飾装置によれば、電飾用光透過部材の長さ方向一端に盤
面直角方向の平滑面が形成されたので、光源の光をこの平滑面から電飾用光透過部材の内
部に確実に入れることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明のパチンコ遊技機の電飾装置は、遊技領域が前面側に形成された遊技盤を電飾す
るものであり、遊技盤にその前面側に露出するように埋設された盤面平行方向に細長い電
飾用光透過部材と、この電飾用光透過部材の長さ方向一端から内部に光が入るように配設
された光源とを備え、電飾用光透過部材は、遊技盤の前面に臨む表示面と、電飾用光透過
部材の長さ方向一端から内部に入った光が表示面の全体を均一に照明するように光を導く
導光手段とを有する。
【００１６】
　図１、図２に示すように、パチンコ遊技機１には、遊技ホールに取付けられる外枠に開
閉枠２が開閉自在に装着され、開閉枠２に開閉扉３が開閉自在に装着されている。開閉枠
２には遊技盤４が装着され、その遊技盤４の前面側に遊技領域５が形成されている。開閉
扉３には窓３ａが形成され、その窓３ａに透明板３ｂが装着され、その透明板３ｂにより
遊技領域５の前側が覆われている。
【００１７】
　開閉扉３の窓３ａの下側に、遊技球を貯留する貯留皿６と、遊技者が操作する発射ハン
ドル７が装着されている。発射ハンドル７が回動操作されると、貯留皿６から発射位置に
導入された遊技球が発射され、ここで、貯留皿６に複数の遊技球が存在する場合には、例
えば、複数の遊技球が約０．６秒間隔で連続発射される。発射された遊技球は、ガイドレ
ール８で案内されて遊技領域５の上部に投入される。
【００１８】
　図２、図３に示すように、遊技盤４には、遊技領域５に、多数の障害釘１０、始動入賞
口装置１１、ゲート１２、大入賞口装置１３、普通入賞口１４、画像表示器１５、役物装
置１６、センタ役物１７が装着され、遊技領域５外に遊技表示盤１８が装着され、遊技盤
４の裏面側に制御装置２０が装着されている。
【００１９】
　始動入賞口装置１１は、センタ役物１７の下側に配置され、所謂電チューを含む構成で
、上始動入賞口１１ａ、下始動入賞口１１ｂ、下始動入賞口１１ｂを開閉する開閉部材１
１ｃ、始動入賞口１１ａ，１１ｂに入賞した遊技球を検出する始動口ＳＷ１１ｄ、開閉部
材１１ｃを開閉駆動する電チューソレノイド１１ｅを有する。開閉部材１１ｃは、左右対
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称の２つの短い羽根部材が盤面直角方向の軸回りに動作するように構成され、閉塞位置で
下始動入賞口１１ｂへの遊技球の入賞を不可能にし、開放位置で下始動入賞口１１ｂへの
遊技球の入賞を可能にする。図２の開閉部材１１ｃは閉塞位置にある。
【００２０】
　ゲート１２はセンタ役物１７の左側に配置され、このゲート１２を通過した遊技球を検
出するゲートＳＷ１２ａが付設されている。ゲート１２を遊技球が通過することを契機に
行われる当り抽選で当選した場合に、補助遊技が発生し、始動入賞口装置１１が作動して
、通常は閉塞の下始動入賞口１１ｂが開閉するように開閉部材１１ｃを動作させる。
【００２１】
　大入賞口装置１３は、始動入賞口装置１１の下側に配置され、大入賞口１３ａ、大入賞
口１３ａを開閉する開閉部材１３ｂ、大入賞口１３ａに入賞した遊技球を検出する大入賞
口ＳＷ１３ｃ、開閉部材１３ｂを開閉駆動する大入賞口ソレノイド１３ｄを有する。開閉
部材１３ｂは、盤面平行方向の軸回りに動作するように構成され、閉塞位置で大入賞口１
３ａへの遊技球の入賞を不可能にし、開放位置で大入賞口１３ａへの遊技球の入賞を可能
にする。図２の開閉部材１３ｂは開放位置にある。
【００２２】
　始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球の入賞を契機に行われる大当り抽選で当選した場
合に、大当り遊技が発生し、大入賞口装置１３が作動して、通常は閉塞の大入賞口１３ａ
が開閉するように開閉部材１３ｂを動作させる。普通入賞口１４は複数設けられ、この普
通入賞口１４に入賞した遊技球を検出する普通入賞口ＳＷ１４ａが付設されている。
【００２３】
　画像表示器１５は、液晶ディスプレイからなり、センタ役物１７の大部分に設けられて
いる。この画像表示器１５には、始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球の入賞を契機に大
当り抽選演出が表示され、その大当り抽選演出では、例えば、演出図柄を用いて図柄変動
や大当り抽選の結果が表示され、また、大当り遊技中には大当り演出が表示される。役物
装置１６はセンタ役物１７の上部に設けられている。尚、センタ役物１７には、画像表示
器１５と役物装置１６の他に種々の電飾も設けられている。
【００２４】
　遊技表示盤１８は、遊技領域５の下部右側に前方へ向けて配置され、７セグメントの特
別図柄表示器１８ａ、○×で表示する普通図柄表示器１８ｂ、４つの特別図柄保留ランプ
１８ｃ、４つの普通図柄保留ランプ１８ｄを備え、これら表示器１８ａ～１８ｄはＬＥＤ
を発光源としている。特別図柄表示器１８ａでは、始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球
の入賞を契機に行われる大当り抽選の結果が変動表示後に表示され、普通図柄表示器１８
ｂでは、ゲート１２を遊技球が通過することを契機に行われる抽選の結果が変動表示後に
表示される。
【００２５】
　特別図柄表示器１８ａの変動表示中に、始動入賞口１１ａ，１１ｂに入賞した遊技球の
数であって、特別図柄表示器１８ａの変動に供しない（後で大当り抽選の結果が得られる
）特別図柄の保留数が最大で４つまで保留され、特別図柄保留ランプ１８ｃには、その特
別図柄の保留数が表示される。同様に、普通図柄表示器１８ｂの変動表示中に、ゲート１
２を通過した遊技球の数であって、普通図柄表示器１８ｂの変動に供しない（後で当り抽
選の結果が得られる）普通図柄の保留数が最大で４つまで保留され、普通図柄保留ランプ
１８ｄには、その普通図柄の保留数が表示される。
【００２６】
　発射ハンドル７を回動操作することで、発射され遊技領域５の上部に投入された遊技球
は、複数の障害釘１０に当たって方向を変えながら落下して、入賞口１１ａ，１１ｂ，１
３ａ，１４の何れかに入賞した場合、そこから遊技領域５外へ排出され、入賞口１１ａ，
１１ｂ，１３ａ，１４の何れにも入賞しなかった場合には、最終的に、遊技領域５の下端
部に形成されたアウト口１９から遊技領域５外へ排出される。
【００２７】
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　図３に示すように、制御装置２０は、メイン制御装置２１とサブ制御装置２５とで構成
されている。メイン制御装置２１は、メイン制御基板２２にＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを備
えて構成され、サブ制御装置２５は、払出制御基板２６、演出制御基板２７、画像制御基
板２８、ランプ制御基板２９を備え、この複数の制御基板２６～２９は夫々ＣＰＵとＲＯ
ＭとＲＡＭを備えて構成されている。
【００２８】
　メイン制御基板２２が、始動口ＳＷ１１ｄ、ゲートＳＷ１２ａ、大入賞口ＳＷ１３ｃ、
普通入賞口ＳＷ１４ａから検出信号を受けて、また、払出制御基板２６から制御情報を受
けて、電チューソレノイド１１ｅ、大入賞口ソレノイド１３ｄ、特別図柄表示器１８ａ、
普通図柄表示器１８ｂ、特別図柄保留ランプ１８ｃ、普通図柄保留ランプ１８ｄを制御す
る。
【００２９】
　メイン制御装置２１は、始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球の入賞を契機に大当り抽
選を行い、この大当り抽選で当選した場合に大当り遊技として大入賞口１３ａを所定の開
閉パターンで開閉させるように大入賞口装置１３を制御し、また、大当り抽選で当選した
場合に確変抽選を行い、大当り抽選の当選確率を確変抽選で落選した場合に所定の低確率
（例えば、約１／３００）に設定し且つ確変抽選で当選した場合に低確率よりも高い高確
率（例えば、約１／３０）に設定するように構成されている。
【００３０】
　払出制御基板２６は、メイン制御基板２２から制御情報を受けて、払出駆動モータ３０
を制御し、入賞口１１ａ，１１ｂ，１３ａ，１４への遊技球の入賞１個について、入賞口
１１ａ，１１ｂ，１３ａ，１４毎に設定された数の遊技球を貯留皿６に払い出す。演出制
御基板２７は、メイン制御基板２２から制御情報を受けて、また、演出ボタン３１から入
力信号を受けて、画像制御基板２８とランプ制御基板２９に夫々制御情報を出力する。
【００３１】
　画像制御基板２８は、演出制御基板２７から制御情報を受けて、画像表示器１５とスピ
ーカ３２を制御する。ランプ制御基板２９は、演出制御基板２７から制御情報を受けて、
主に画像制御基板２８による制御に同期させて、枠ランプ３３と盤ランプ３４と役物装置
１６を制御する。例えば、スピーカ３２と枠ランプ３３は開閉扉３に設けられ、盤ランプ
３４は遊技盤４に設けられている。
【００３２】
　さて、図２に示すように、このパチンコ遊技機１には、遊技盤４を電飾する電飾装置４
０が設けられ、この電飾装置４０は４組の電飾部４１～４４を備えている。画像表示器１
５を挟んで遊技盤４の左斜め上から右斜め下に向かう傾斜直線上に電飾部４１，４２が位
置するように設けられ、画像表示器１５を挟んで遊技盤４の右斜め上から左斜め下に向か
う傾斜直線上に電飾部４３，４４が位置するように設けられている。つまり、前記２つの
傾斜直線は、画像表示器１５の前面部側で交差するＸ形状をなし、このＸ形状のうち画像
表示器１５よりも外周外側に位置する部分に電飾部４１～４４が設けられている。
【００３３】
　各電飾部４１～４４は、遊技盤４自体を電飾する遊技盤電飾部４１ａ～４４ａと、セン
タ役物１７を電飾するセンタ役物電飾部４１ｂ～４４ｂとからなり、各組の遊技盤電飾部
４１ａ～４４ａとセンタ役物電飾部４１ｂ～４４ｂは、同じ前記傾斜直線上に接近した状
態に並べて設けられている。そして、本案特有の構成（電飾装置４０）は、４つの遊技盤
電飾部４１ａ～４４ａのうちの少なくとも１つに適用されている。
【００３４】
　図４～図６に示すように、電飾装置４０は、４つの遊技盤電飾部４１ａ～４４ａのうち
の少なくとも１つにおいて、遊技盤４にその前面側に露出するように埋設された盤面平行
方向に細長いアクリル製の電飾用光透過部材５０と、電飾用光透過部材５０の長さ方向一
端から内部に光が入るように配設された光源として１つのＬＥＤ６０とを備えている。
【００３５】
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　電飾用光透過部材５０は、正面視帯状（細長い矩形形状）に且つ、その長さ方向一端か
ら他端に向かって前後の厚さが徐々に薄くなる断面直角３角形形状に形成され、例えば、
長さが５ｃｍ～１０ｃｍ程度、盤面平行方向の幅が１ｃｍ程度、前後の最大厚さが１～２
ｃｍ程度である。電飾用光透過部材５０を遊技盤４に埋設するために、遊技盤４には細長
い断面矩形形状の取付孔４ａが形成されている。
【００３６】
　電飾用光透過部材５０は、その前面を形成して遊技盤４の前面に臨む表示面５１と、そ
の断面直角３角形形状の後側一片（斜辺）部分を形成する後側傾斜部５２と、その長さ方
向一端に形成された盤面平行方向の平滑面５３とを有する。電飾用光透過部材５０の表示
面５１と後側傾斜部５２とを繋ぐ１対の側面５４は、互いに平行で且つ表示面５１と直交
する平滑面に形成されている。
【００３７】
　ここで、電飾用光透過部材５０は、その長さ方向一端から内部に入った光が表示面５１
の全体を均一に照明するように光を導く導光手段５５を備え、その導光手段５５は、電飾
用光透過部材５０の後側傾斜部５２と、後側傾斜部５２の略全域に形成された複数の凹凸
５６ａを有する乱反射部５６とを有する。
【００３８】
　乱反射部５６の複数の凹凸５６ａは、後側傾斜部５２の長さ方向と直交する３角波ロー
レット５６ａからなり、例えば、そのピッチは１～２ｍｍ程度である。また、電飾用光透
過部材５０の表示面５１の略全域に複数の凹凸５７ａを有する光拡散部５７が形成されて
いる。この光拡散部５７の凹凸５７ａは、表示面５１の長さ方向と直交する３角波ローレ
ット５７ａからなり、例えば、そのピッチは１～２ｍｍ程度である。
【００３９】
　ＬＥＤ６０は、他のＬＥＤを実装したＬＥＤ基板６１に、電飾用光透過部材５０の長さ
方向一端の平滑面５３に接近した位置において、盤面平行方向に平滑面５３に向けて実装
されている。ＬＥＤ基板６１は、ＬＥＤ６０以外に、遊技盤４又はセンタ役物１７等を電
飾するＬＥＤを実装するために遊技盤４の後側に取付けられたものであるが、このＬＥＤ
基板６１を、他のＬＥＤを実装した部分に対して電飾用光透過部材５０の方へ延ばすよう
に形成して、ＬＥＤ基板６１にＬＥＤ６０を確実に実装することができる。
【００４０】
　ここで、４つの遊技盤電飾部４１ａ～４４ａのうちの本案特有の構成でないものについ
て、また、４つのセンタ役物電飾部４１ｂ～４４ｂについては、夫々、例えば、帯板状の
電飾用光透過部材が遊技盤４にその表面側に露出するように埋設され、この電飾用光透過
部材の後側に、電飾用光透過部材に沿って１又は複数のＬＥＤが配置されるとともに、こ
の複数のＬＥＤを実装したＬＥＤ基板が配置されている。
【００４１】
　そして、４組の４組の電飾部４１～４４（遊技盤電飾部４１ａ～４４ａとセンタ役物電
飾部４１ｂ～４４ｂ）が協働して、更に、画像表示器１５が協働して、遊技演出として遊
技盤４にＸの閃光が発生するように構成することができる。尚、センタ役物電飾部４１ｂ
～４４ｂの少なくとも１つを省略可能である。また、この電飾装置４０のＬＥＤは図３に
示す盤ランプ３４の中に含まれるものである。
【００４２】
　以上説明したパチンコ遊技機１の電飾装置４０によれば次の効果を奏する。
　遊技盤４にその前面側に露出するように埋設された盤面平行方向に細長い電飾用光透過
部材５０と、この電飾用光透過部材５０の長さ方向一端から内部に光が入るように配設さ
れたＬＥＤ６０とを備え、電飾用光透過部材５０は、遊技盤４の前面に臨む表示面５１と
、電飾用光透過部材５０の長さ方向一端から内部に入った光が表示面５１の全体を均一に
照明するように光を導く導光手段５５とを有する。
【００４３】
　つまり、電飾用光透過部材５０の長さ方向一端から内部に光を入れて、電飾用光透過部
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材５０の表示面５１全体を発光させるようにして、遊技演出として遊技盤４に閃光が発生
するように構成でき、そして、従来のものに比べると、ＬＥＤの数を減らしたり専用の基
板を省略したりできるので、部品点数を低減して構造を簡単に小型にすることができ、し
かも、電飾用光透過部材５０の後側にはＬＥＤやＬＥＤ基板を配置しなくてもよくなるた
め、電飾用光透過部材５０の後側に位置する他の機器や部材等に制約を受けずに、この電
飾装置４０を構成することができる。
【００４４】
　電飾用光透過部材５０は、その長さ方向一端から他端に向かって前後の厚さが徐々に薄
くなる断面３角形形状に形成され、導光手段５５は、電飾用光透過部材５０の３角形形状
の後側一辺部分を形成する後側傾斜部５２と、この後側傾斜部５２に形成された複数の凹
凸５６ａを有する乱反射部５６とを有するので、電飾用光透過部材５０の長さ方向一端か
ら内部に入った光を乱反射部５６で確実に乱反射させ拡散させて、その光が表示面５１の
全体を均一に照明するように光を確実に導くことができる。
【００４５】
　乱反射部５６の複数の凹凸５６ａは、後側傾斜部５２の長さ方向と直交する３角波ロー
レット５６ａからなるので、電飾用光透過部材５０の長さ方向一端から内部に入った光が
表示面５１の全体に拡散するように光を乱反射させることができる。電飾用光透過部材５
０の表示面５１に複数の凹凸５７ａを有する光拡散部６７が形成されたので、表示面５１
から出る光を拡散させて、前側のあらゆる方向から表示面５１全体が発光するのを見るこ
とができる。
【００４６】
　ＬＥＤ６０が他のＬＥＤを実装したＬＥＤ基板６１に電飾用光透過部材５０の長さ方向
一端に向けて実装されたので、専用のＬＥＤ基板を省略することで、部品点数を低減して
構造を簡単に小型にすることができ、電飾用光透過部材５０の後側に位置する他の機器や
部材等に制約を受けずに、この電飾装置４０を確実に構成することができる。電飾用光透
過部材５０の長さ方向一端に盤面直角方向の平滑面５３が形成されたので、ＬＥＤ６０の
光をこの平滑面５３から電飾用光透過部材５０の内部に確実に入れることができる。
【００４７】
　尚、前記実施例を部分的に次のように変更可能である。
（１）電飾用光透過部材５０の１対の側面５４から内部の光が出ないように、１対の側面
５４に反射膜を形成してもよい。
（２）光源として、１つのＬＥＤ６０ではなく、複数のＬＥＤを設けてもよいし、ＬＥＤ
以外のランプを設けてもよい。
【００４８】
（３）光源とて、発光色が異なる複数のＬＥＤを設け、電飾用光透過部材５０の表示面５
１が種々の色で発光するようにして、遊技演出の効果を高めるようにしてもよい。
（４）電飾用光透過部材５０の表示面５１に形成された複数の凹凸５７ａを有する光拡散
部５７については省略可能である。
【００４９】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、前記開示事項以外の種々の変更を付
加して実施可能である。また、本発明は、遊技盤にその前面側に露出するように埋設され
た盤面平行方向に細長い電飾用光透過部材を備えた種々のパチンコ遊技機の電飾装置に適
用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】パチンコ遊技機の正面図である。
【図２】遊技盤の正面図である。
【図３】パチンコ遊技機の制御系のブロック図である。
【図４】電飾装置の断面図（図５のIV－IV線断面図）である。
【図５】図４のＶ矢視図である。
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【図６】図４のVI矢視図である。
【符号の説明】
【００５１】
１　パチンコ遊技機
４　遊技盤
５　遊技領域
４０　電飾装置
５０　電飾用光透過部材
５１　表示面
５２　後側傾斜部
５３　円滑面
５５　導光手段
５６　乱反射部
５６ａ　３角波ローレット（凹凸）
５７　光拡散部
５７ａ　３角波ローレット（凹凸）
６０　ＬＥＤ（光源）
６１　ＬＥＤ基板
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