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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機に設けられる発光表示部であって、
　遊技機を正面視したときの遊技機中心側（以下内側という）に位置する内側発光体と、
　遊技機を正面視したときの遊技機外周側（以下外側という）に位置する外側発光体と、
　前記内側発光体及び外側発光体の手前側に配置される光分離体とを備え、
　前記光分離体には、前記内側発光体の照射光を手前側に通過させる内側開口部と、前記
外側発光体の照射光を手前側に通過させる外側開口部が形成されているとともに、前記内
側開口部の外側であり前記外側開口部の内側となる位置には、前記内側発光体の照射光と
前記外側発光体の照射光を混合させないための遮光壁が手前側に向かって突設され、
　前記遮光壁の内側には、前記内側発光体の照射光を遊技者側に反射するための、前記内
側発光体の外側を囲む凹状の反射面が形成されており、
　前記光分離体は、前記内側発光体の照射光を前記遊技者側に集めるように誘導して、遊
技者が視認する光量を増加させることを特徴とする発光表示部。
【請求項２】
　前記内側発光体及び外側発光体を覆うレンズ部を備え、
　前記レンズ部として、内側発光体を覆う内側レンズと、外側発光体を覆う外側レンズと
を備え、
　遊技機に設置した状態において前記レンズ部を正面視したときには、前記外側レンズの
横幅よりも前記内側レンズの横幅の方が狭く見え、遊技を行う遊技者の位置から前記レン
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ズ部を視認したときには、前記外側レンズの横幅と前記内側レンズの横幅がほぼ同等に見
えるように形成されていることを特徴とする請求項１記載の発光表示部。
【請求項３】
　前記内側発光体及び外側発光体は発光体基板の表面に設けられ、前記光分離体は前記発
光体基板と対向する裏面を備え、前記発光体基板の表面と前記光分離体の裏面との間には
所定の間隙が形成されており、
　前記間隙には、前記内側発光体と前記外側発光体の照射光を混合させないための仕切り
部が設けてあることを特徴とする請求項１又は２記載の発光表示部。
【請求項４】
　前記発光表示部は、遊技機に設けられた透光性を有する正面パネルのいずれかの辺の外
側に配置されるものであり、
　前記光分離体の内側開口部の内側かつ前記正面パネルの外側には、前記内側発光体の照
射光を前記正面パネルの外周辺端部に入射させないための遮光部が設けられていることを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発光表示部。
【請求項５】
　前記内側発光体及び外側発光体は、それぞれ、所定の軌跡で列を成すように配置された
複数の発光体から構成され、前記内側発光体の列と前記外側発光体の列は略平行に形成さ
れているとともに、前記内側発光体の列を構成する発光体と、前記外側発光体の列を構成
する発光体とは、列方向と直交する方向には並列しないように配置され、
　前記反射面は、前記遮光壁の内側の面を凹ませ外側の面を突出させて形成されており、
前記外側発光体に対応する複数の外側開口部は、前記遮光壁の外側の面の突出部の間に位
置するように配置されていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の発
光表示部。
【請求項６】
　前記内側発光体は、前記光分離体を正面視したときに、前記遮光壁に半分ほど隠れてし
まう位置に配置されており、前記内側開口部及び反射面は、前記内側発光体を、正面視し
て前記内側開口部の中央部に位置させることができるように形成されていることを特徴と
する請求項５記載の発光表示部。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の発光表示部を備えた遊技機であって、
　前記発光表示部の内側発光体及び外側発光体の点灯及び消灯を、それぞれ制御可能な制
御部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】
　この発明は、遊技機に設けられる発光表示部及び発光表示部を備えた遊技機に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スロットマシンなどの遊技機においては、電球やＬＥＤなどの発光体を着色カバ
ーで覆い、発光表示部を形成している。そして、光源の照射光を遊技者側に向けるために
、種々の工夫がなされている。例えば、特許文献１には、発光体の光を傾斜反射板に反射
させて遊技者側に向けるようにした電飾装置が開示されており、引用文献２には、発光部
からの光を反射部で反射し拡散部にて拡散させる照明装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３４６０６４号公報
【特許文献２】特開２００８－１６１４５６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、発光表示部として設定可能な遊技機の部位は無制限ではないため、設定部位に
よっては、異なる発光色の発光部を隣接させて配置するような場合には、光が混ざらない
ようにし、かつ上述したような照射方向の調節を行うことが困難である。その結果、表示
が単調なものになり、客を惹きつける演出表示が行えない。
　そこで、本願発明は、遊技機において、狭小な箇所に複数の発光体を配置しても光が混
ざり合うことなく、表現力豊かな発光表示部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】
【０００５】
　各請求項に記載された発明は、上記した目的を達成するためになされたものであり、本
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、以下に説明する。
　なお、括弧内の符号は、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）
　請求項１記載の発明は、遊技機(1)に設けられる発光表示部（サイドランプ40）であっ
て、遊技機(1)を正面視したときの遊技機中心側（以下内側という）に位置する内側発光
体（内側ＬＥＤ51）と、遊技機(1)を正面視したときの遊技機外周側（以下外側という）
に位置する外側発光体（外側ＬＥＤ52）と、前記内側発光体(51)及び外側発光体(52)の手
前側に配置される光分離体（リフレクタ60）とを備えている。また、前記光分離体(60)に
は、前記内側発光体(51)の照射光を手前側に通過させる内側開口部(61)と、前記外側発光
体(52)の照射光を手前側に通過させる外側開口部(62)が形成されているとともに、前記内
側開口部(61)の外側であり前記外側開口部(62)の内側となる位置には、前記内側発光体(5
1)の照射光と前記外側発光体(52)の照射光を混合させないための遮光壁(64)が手前側に向
かって突設されている。そして、前記遮光壁(64)の内側には、前記内側発光体(51)の照射
光を遊技者側に反射するための、前記内側発光体(51)の外側を囲む凹状の反射面(65)が形
成されており、前記光分離体(60)は、前記内側発光体(51)の照射光を前記遊技者側に集め
るように誘導して、遊技者が視認する光量を増加させることを特徴とする。
【０００６】
　本発明に係る発光表示部(40)は、遊技機(1)の電飾等に用いられるものであり、上記構
成の他にも、光分離体(60)の手前側に設けられ内側発光体(51)及び外側発光体(52)の照射
光を拡散するためのレンズ部(70)を備えていてもよい。
　ここで、発光表示部(40)は、遊技機(1)の中心から側方や上下方向にずれた位置、例え
ばスロットマシンの正面パネルの周囲や、パチンコ遊技機の盤面の周囲に設けられるもの
であって、発光表示部(40)が遊技機(1)の正面右側に設けられる場合には、左側に位置す
るのが内側発光体(51)、右側に位置するのが外側発光体(52)となり、逆に、発光表示部(4
0)が遊技機(1)の正面左側に設けられる場合には、右側に位置するのが内側発光体(51)、
左側に位置するのが外側発光体(52)となる。また、発光表示部(40)が遊技機(1)の中心よ
りも上側に設けられる場合には、下側に位置するのが内側発光体(51)、上側に位置するの
が外側発光体(52)となり、逆に、発光表示部(40)が遊技機(1)の中心よりも下側に設けら
れる場合には、上側に位置するのが内側発光体(51)、下側に位置するのが外側発光体(52)
となる。
【０００７】
　前記内側発光体(51)及び外側発光体(52)は、電球やＬＥＤとすることができ、それぞれ
複数個設けられていてもよい。
　前記光分離体(60)は、内側発光体(51)及び外側発光体(52)の照射光を分離して誘導する
ためのものであり、前記遮光壁(64)を挟んで内側開口部(61)と外側開口部(62)が設けられ
た板状の部材とすることができる。前記反射面(65)は、遮光壁(64)に形成された内側開口
部(61)と連通する凹部とすることができ、「内側発光体(51)の外側を囲む」とは、光分離
体(60)を正面視したとき、内側開口部(61)を通して見える内側発光体(51)の外側を囲むよ
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うに形成されているという意味である。
【０００８】
　本発明によれば、外側発光体(52)の照射光は外側開口部(62)を通過して正面側に届き、
内側発光体(51)の照射光は、内側開口部(61)を通過して正面側に届くとともに、遮光壁(6
4)に形成された反射面(65)に反射して、内側方向、すなわち遊技者の方向にも届くものと
なる。この際、内側発光体(51)と外側発光体(52)の設置距離が短くても、内側発光体(51)
の照射光が外側発光体(52)の照射光と混じり合うことがない。従って、狭いスペースにお
いて、見る方向によって発光色等の表示態様が異なり、表現力豊かな演出を実行させるこ
とができる。
　（請求項２）
　請求項２記載の発明は、上記した請求項１記載の発明の特徴点に加え、前記内側発光体
(51)及び外側発光体(52)を覆うレンズ部(70)を備え、前記レンズ部(70)として、内側発光
体(51)を覆う内側レンズ(71)と、外側発光体(52)を覆う外側レンズ(72)とを備え、遊技機
に設置した状態において前記レンズ部(70)を正面視したときには、前記外側レンズ(72)の
横幅よりも前記内側レンズ(71)の横幅の方が狭く見え、遊技を行う遊技者の位置から前記
レンズ部(70)を視認したときには、前記外側レンズ(72)の横幅と前記内側レンズ(71)の横
幅がほぼ同等に見えるように形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、前記レンズ部(70)は、例えば着色された透光部材であって、発光体の照射光を
拡散させることができるように形成されていてもよい。
　本発明は、遊技を行う遊技者に対して、内側発光体(51)の照射光がより多く届くように
なっている。従って、例えば遊技機(1)の隣の席に付いた場合と、遊技機(1)に着席した場
合とで、発光表示部(40)で行われる演出の印象が異なるものとなる。さらに、遊技者には
、外側レンズ(72)と同じ幅で内側レンズ(71)が見えることにより、狭いスペースでも２列
の表示を見せることが可能となる。
　（請求項３）
　請求項３記載の発明は、上記した請求項１又は２記載の発明の特徴点に加え、前記内側
発光体(51)及び外側発光体(52)は発光体基板(50)の表面に設けられ、前記光分離体(60)は
前記発光体基板(50)と対向する裏面(68)を備え、前記発光体基板(50)の表面と前記光分離
体(60)の裏面(68)との間には所定の間隙(P)が形成されており、前記間隙(P)には、前記内
側発光体(51)と前記外側発光体(52)の照射光を混合させないための仕切り部（遮光スリー
ブ67）が設けてあることを特徴とする。
【００１０】
　ここで、「仕切り部」は、内側発光体(51)の照射光が外側発光体(52)の照射光を通過さ
せるための外側開口部(62)の方に漏れたり、逆に、外側発光体(52)の照射光が内側発光体
(51)の照射光を通過させるための内側開口部(61)の方に漏れたりしないようにするための
ものであり、光分離体(60)に一体的に設けてもよいし、発光体基板(50)に一体的に設けて
もよい。あるいは、遮光板などの別部材を間隙(P)に差し込むなどして後付で取り付ける
ものであってもよい。
　本発明によれば、発光表示基板(50)の表面と、その手前側に配置される光分離体(60)と
の間に、発光表示基板(50)の電気配線を保護するための間隙(P)を設けた場合でも、仕切
り部(67)があることによって、内側発光体(51)の照射光は外側開口部(62)に至ることがな
く、また外側発光体(52)の照射光は内側開口部(61)に至ることがない。従って、内側発光
体(51)と外側発光体(52)の照射光が混じり合うことなく、個別の発光表示をシャープに見
せることができる。
【００１１】
　（請求項４）
　請求項４記載の発明は、上記した請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発明の特徴点
に加え、前記発光表示部(40)は、遊技機(1)に設けられた透光性を有する正面パネル(8)の
いずれかの辺の外側に配置されるものであり、前記光分離体(60)の内側開口部(61)の内側
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かつ前記正面パネル(8)の外側には、前記内側発光体(51)の照射光を前記正面パネル(8)の
外周辺端部に入射させないための遮光部（パネル側遮光壁91）が設けられていることを特
徴とする。
　ここで、正面パネル(8)は、遊技機の正面に設置される表示パネルであって、着色され
た透光性部材であってもよいし、透明な部材に着色部材を貼付又は印刷したものであって
もよい。また、遊技機内部に収納された回転リール(10)を見ることができる透明な図柄表
示窓(8A)を有しているようなものであってもよい。
【００１２】
　前記「遮光部」は、光分離体(60)に設けられていてもよいし、光分離体(60)が取り付け
られる遊技機(1)の基体（例えば前扉３）に設けられていてもよい。「遮光部」としては
、正面パネル(8)の側端部からの光の入射を防ぐことができる態様のものであれば、遮光
壁のようなものに限られず、正面パネル(8)の周縁部を覆う遮光性のシールなどであって
もよい。
　本発明によれば、正面パネル(8)と近接して発光表示部(40)が設けられていても、内側
発光体(51)の照射光が正面パネル(8)に漏れて、正面パネル(8)の周囲が発光し、正面パネ
ル(8)の本来の表示の妨げになるようなことがない。
【００１３】
　（請求項５）
　請求項５記載の発明は、上記した請求項１乃至４のいずれか１項に記載の発明の特徴点
に加え、前記内側発光体(51)及び外側発光体(52)は、それぞれ、所定の軌跡で列を成すよ
うに配置された複数の発光体から構成され、前記内側発光体(51)の列と前記外側発光体(5
2)の列は略平行に形成されているとともに、前記内側発光体(51)の列を構成する発光体と
、前記外側発光体(52)の列を構成する発光体とは、列方向と直交する方向には並列しない
ように配置され、前記反射面(65)は、前記遮光壁(64)の内側の面を凹ませ外側の面を突出
させて形成されており、前記外側発光体(62)に対応する複数の外側開口部(62)は、前記遮
光壁(65)の外側の面の突出部（凸部66）の間に位置するように配置されていることを特徴
とする。
【００１４】
　ここで、「所定の軌跡で列を成す」とは、複数の内側発光体(51)を順次繋ぐ線、及び複
数の外側発光体(52)を順次繋ぐ線が、所定の軌跡を形作るように配置されているという意
味であり、「所定の軌跡」は、直線状であっても曲線状であってもよい。また、各発光体
の列を構成する個々の発光体が、「列方向と直交する方向には並列しない」とは、各列に
含まれる発光体がいわゆる千鳥状に並ぶように配置されていることを意味するものである
。
　本発明における遮光壁(64)は、内側面には凹状の反射面(65)が形成され、外側面には反
射面(65)の裏側となる突出部(66)が形成されているものである。つまり、遮光壁(64)を薄
板状の部材で形成しても、凹状の反射面(65)を形成可能となっているものである。そして
、内側発光体(51)と外側発光体(52)は千鳥状に配置されているので、内側開口部(61)と外
側開口部(62)も千鳥状に配置され、外側開口部(62)が突出部(66)と干渉することがない。
【００１５】
　本発明によれば、より狭いスペースにおいても、２列の発光体の照射光が混ざり合うこ
となく、鮮明な発光表示を行わせることができる。
　（請求項６）
　請求項６記載の発明は、上記した請求項５記載の発明の特徴点に加え、前記内側発光体
(51)は、前記光分離体(60)を正面視したときに、前記遮光壁(64)に半分ほど隠れてしまう
位置に配置されており、前記内側開口部(61)及び反射面(65)は、前記内側発光体(51)を、
正面視して前記内側開口部(61)の中央部に位置させることができるように形成されている
ことを特徴とする。
【００１６】
　本発明は、発光体の設置スペースがより狭い場合であっても、内側発光体(51)と外側発
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光体(52)の照射光を分離することができ、２列分の発光表示を遊技者に見せることができ
る。
　（請求項７）
　請求項７記載の発明は、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の発光表示部(40)を備え
た遊技機(1)であって、前記発光表示部(40)の内側発光体(51)及び外側発光体(52)の点灯
及び消灯を、それぞれ制御可能な制御部（制御装置30）を備えていることを特徴とする。
　本発明は、請求項１乃至６に係る発光表示部(40)を搭載するのに適した遊技機(1)であ
り、上記構成の他にも、遊技を実行するための遊技装置（例えばリールユニットや遊技盤
）や、遊技装置を作動させるための操作スイッチ類を有していてもよい。
【００１７】
　本発明によれば、発光表示部(40)の内側発光体(51)と外側発光体(52)を同時に点灯させ
たり、別々に点灯させたり、異なる発光色で点灯させたりして、種々の演出表示を実行さ
せることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、以上のように構成されているので、狭小な箇所に複数の発光体を配置しても
光が混ざり合うことなく、表現力豊かな発光表示部を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態であって、遊技機１としてのスロットマシンの外観正面図で
ある。
【図２】前扉を開いた遊技機１の斜視図である。
【図３】上扉４の部分分解斜視図である。
【図４】リフレクタ60の正面図である。
【図５】リフレクタ60の斜視図である。
【図６】レンズ部70の斜視図である。
【図７】サイドランプ40の横断面図である。
【図８】サイドランプ40の横断面図である。
【図９】本実施の形態の変形例であって、サイドランプ40の横断面図である。
【図１０】変形例に係るサイドランプ40の横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明を実施するための好適な形態を、遊技機としてスロットマシンを例に、図面に基
づき説明する。
　本実施の形態における遊技機１は、図１及び図２に示すように、大きく分けて、正面側
に開口部を有する筐体２と、筐体１の開口部を開閉可能に塞ぐ前扉３とから構成されてい
る。そして、この前扉３は、筐体２の開口上部を開閉可能に塞ぐ上扉４と、筐体２の開口
下部を開閉可能に塞ぐ下扉５とに分割されている。
　（筐体２）
　筐体２は、図２に示すように、前面（遊技者と対峙する正面）側に開口する箱体である
。そして、筐体２の開口上部の内部には、３個の回転リール10を備えたリールユニット20
と、制御装置30が収納されており、開口下部の内部には、電源ユニットとホッパーユニッ
ト15が設置されている。
【００２１】
　ここで、リールユニット20は、筐体２に着脱自在に形成されており、制御装置30はリー
ルユニット20の枠体に固定されている。制御装置30は、ＣＰＵ、ＲＯＭなど種々の電子部
品を装着した制御基板を、基板ケースに収納したものであり、遊技機１の作動を制御する
ためのものである。前記制御基板としては、主として遊技を制御するためのメイン基板と
、主として遊技に付随する演出を制御するためのサブ基板とが設けられている。メイン基
板とサブ基板は、別々の基板ケースに収納されていてもよい。ホッパーユニット15はメダ
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ルを貯留するとともに入賞時等にはメダルを払い出す払い出し装置である。
　（上扉４）
　前扉３のうち、上扉４は、筐体２の側板にヒンジを介して回転自在に軸支された板状の
扉であり、図１に示すように、略中央部に回転リール10を正面側から見ることができる図
柄表示窓8Aを有している。また、図柄表示窓8Aの上方には画像表示部７が設けられ、画像
表示部７の上方には上部ランプ41が設けられているとともに、画像表示部７の側方には上
部スピーカ100が設けられている。さらに、図柄表示窓8Aの側方には、サイドランプ40が
設けられている。
【００２２】
　ここで、上扉４は、上扉４の外観を成す上扉枠６と、上扉枠６の内側に設けられる基体
９（図３参照）と、基体９の正面側に配置される正面パネル８とを備えている。
　上扉枠６は、図１及び図３に示すように、中央よりも下側が前後に貫通する開口部6Aと
なっている枠部材である。開口部6Aの上方には、図１に示すように、画像表示部７の表示
画面を視認可能とする窓部6Bが形成されているとともに、窓部6Bの上方には、上部ランプ
41のランプカバー6Dが設けられている。また、窓部6Bの両側には、上部スピーカ100のス
ピーカグリル6Cが設けられている。さらに、開口部6Aの両側には、図３に示すように、サ
イドランプ40の一部を成すリフレクタ60が形成されているとともに、リフレクタ60の手前
側にはレンズ部70が設けられている。なお、サイドランプ40の詳細については後述する。
【００２３】
　基体９は、略中央部に、前後に貫通する開口部（図示せず）が形成された板部材である
。そして、基体９の開口部の両側にはサイドランプ40の発光体を固定するための発光体固
定部90が設けてあり、発光体固定部90の上方には、上部スピーカ100のスピーカユニット
が固定されている。発光体固定部90は上扉枠６のリフレクタ60の奥側に位置し、上部スピ
ーカ100は同じくスピーカグリル6Cの奥側に位置するようになっている。また、図示して
いないが、基体９の中央上部には、画像表示部７としての液晶表示装置が固定されている
。液晶表示装置の液晶画面は、上扉枠６の窓部6Bから視認可能となっている。さらに、液
晶表示装置の上方には、上部ランプ41に内蔵される発光体が固定されている。
【００２４】
　正面パネル８は、透明なアクリル板に種々の絵柄を印刷して成り、中央部に透明な可視
部を設けて、図柄表示窓8Aを形成してあるものである。正面パネル８は、基体９の正面側
に配置され、正面パネル８を固定した基体９を上扉枠６に収納固定することにより、正面
パネル８が基体９の開口部を正面側から塞ぎ上扉枠６の開口部6Aを裏面側から塞ぐように
なっている。そして、上扉４を閉めた状態で、筐体２の内部に収納されているリールユニ
ット20の回転リール10が、図柄表示窓8Aから視認できるようになっている。
　なお、図２に示すように、上扉枠６の一方の側端部には筐体２側のヒンジと係合可能な
ヒンジが設けられ、対向側の側端部にはラッチ錠が設けられている。そして、ヒンジに固
定された上扉４を閉じると、ラッチ錠が筐体２側に設けられたロック片と係合して自動的
にロックされ、筐体２の開口上部が閉塞される。また、下扉４を解放した状態で、下扉４
の裏側（奥側）下部に設けられた解除つまみ（図示せず）を下方に引き下げることにより
、上扉４のロックが解除されるようになっている。
【００２５】
　（下扉５）
　前扉３のうち、下扉５は、筐体２の側板にヒンジを介して回転自在に軸支された上扉４
よりも幅厚の扉であり、下扉５の上部は、遊技機１を作動させるためのカウンター状の操
作部となっている。また、下扉５の下部には、ホッパーユニット15から払い出されたメダ
ルを貯めておくことができる下皿13が形成されており、下皿13の奥側の壁には、下部スピ
ーカ110が設けられている。
　前記操作部には、遊技メダルを投入するためのメダル投入口14、回転リール10の回転を
開始及び停止させるためのスタートスイッチ11及びストップスイッチ12などが設けられて
いる。さらに、図２に示すように、下扉５の裏面側には、前記メダル投入口14から投入さ



(8) JP 5938796 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

れたメダルを誘導しながらメダルの正偽を判断するためのメダルセレクター16が設けられ
ている。メダルセレクター16を通過したメダルは、ホッパーユニット15に転送され、メダ
ルセレクター16によりキャンセルされたメダルは、図１に示す下皿13に排出される。そし
て、下扉５を閉めると、ラッチ錠により自動的にロックされ、筐体２の開口下部が閉塞さ
れるものである。また、下扉５は、鍵穴に所定の鍵を差し込んで回すことによりロックが
解除され、下扉５を解放することにより、上扉４のロックを解除することができるように
なっている。
【００２６】
　なお遊技機１は、メイン基板により行われる当選判定の抽選結果が所定の当選役に当選
し、前記ストップスイッチ12の操作により当選図柄が入賞の態様となるように回転リール
10を停止させることができると入賞となり、ホッパーユニット15からメダルが払い出され
たり、ボーナスゲームなどの有利な遊技が開始されるようになっている。
　（サイドランプ40）
　次に、サイドランプ40について詳述する。
　サイドランプ40は、図３に示すように、発光体基板50と、上扉枠６の正面両側端部に形
成され発光体基板50の手前側に配置されるリフレクタ60と、リフレクタ60を正面側から覆
うレンズ部70とを備えている。なお、図３は正面右側のサイドランプ40の斜視図であるが
、正面左側のサイドランプ40は、右側のサイドランプ40と同様の構成が左右対称に形成さ
れている。
【００２７】
　（発光体基板50）
　発光体基板50は、基体９の発光体固定部90に固定される板状の基板であり、その表面に
は、発光体としてのＬＥＤが複数設けられている。ＬＥＤとしては、遊技機１を正面視し
たときの遊技機中心側（内側）に位置する内側ＬＥＤ51と、遊技機１を正面視したときの
遊技機外周側（外側）に位置する外側ＬＥＤ52とが、それぞれ複数個設けられている。ま
た、内側ＬＥＤ51と外側ＬＥＤ52は、それぞれ縦に１列ずつ設けられており、発光体基板
50の表面に千鳥状に配置されている。すなわち、図４に示すように、内側ＬＥＤ51と外側
ＬＥＤ52は、直線状の軌跡Ｌ１，Ｌ２で列を成すように配置され、内側ＬＥＤ51の列と外
側ＬＥＤ52の列は略平行に形成されているとともに、内側ＬＥＤ51の列を構成するＬＥＤ
と、外側ＬＥＤ52の列を構成するＬＥＤとは、列方向と直交する方向（すなわち横方向）
には並列せず、互い違いとなるように（千鳥状に）配置されている。
【００２８】
　なお、内側ＬＥＤ51と外側ＬＥＤ52は、サブ基板の制御に基づき、別個に点灯制御が可
能となっている。すなわち、内側ＬＥＤ51の列と外側ＬＥＤ52の列を別々に、異なる発光
色で点灯点滅させることができるようになっている。
　（リフレクタ60）
　リフレクタ60は、内側ＬＥＤ51及び外側ＬＥＤ52の照射光をそれぞれ所定の方向に誘導
するための光分離体であって、上扉枠６の側面板を内側に屈曲して形成された板状の部分
である（図７、８参照）。そして、リフレクタ60は、図４及び図５に示すように、正面63
から手前側に突設され正面63の前方空間を左右に分ける縦長板状の遮光壁64と、正面63の
遮光壁64よりも内側に位置する縦長方形の内側開口部61と、正面63の遮光壁64よりも外側
に位置する円形の外側開口部62とを備えている。内側開口部61及び外側開口部62は、前後
に貫通する開口部であり、基体９を上扉枠６に固定した状態で正面視したとき、発光体固
定部90に固定された発光体基板50の内側ＬＥＤ51及び外側ＬＥＤ52がそれぞれ開口の略中
央部に位置するように形成されている。そして、内側開口部61は内側ＬＥＤ51の照射光を
、外側開口部62は外側ＬＥＤ52の照射光を、それぞれ前方に通過させることができるよう
になっている。また、遮光壁64は、内側開口部61を通過した内側ＬＥＤ51の照射光と、外
側開口部62を通過した外側ＬＥＤ52の照射光とが混じり合わないようにするためのもので
ある。
【００２９】
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　ここで、図４に示すように、内側ＬＥＤ51は、リフレクタ60を正面視したときに、遮光
壁64に半分ほど隠れてしまう位置に配置されている。このため、図５（Ａ）に示すように
、遮光壁64の内側面には、正面視したとき内側ＬＥＤ51の外側を取り囲むように形成され
た凹状の反射面65が設けられているとともに、内側開口部61の外側の辺を遮光壁64の付け
根部分に食い込ませるようにしてある。これによって、内側ＬＥＤ51は、正面視して内側
開口部61の中央部に位置するものとなる。このように形成されていることから、内側ＬＥ
Ｄ51の照射光は、前方に遮光壁64があっても内側開口部61を通過し正面側に届くものであ
る。ただし、正面側には届くものの、反射面65に反射して内側に屈折し、外側には導出さ
れないようになっている（図８参照）。なお、遮光壁64は薄肉の部材であるため、反射面
65は、遮光壁64の内側を凹ませ外側を突出させて形成してあるが、内側ＬＥＤ51及び外側
ＬＥＤ52が千鳥状に配置されていることから内側開口部61及び外側開口部62も互い違いに
なっており、反射面65の反対側の面にできる凸部66は、上下に並ぶ二つの外側開口部62の
中間に位置するようになっている。従って、凸部66が外側ＬＥＤ52の光路を塞ぐことはな
い。
【００３０】
　一方、図７に示すように、リフレクタ60の裏面68と、発光体基板50の表面との間には、
間隙Ｐが形成されている。これは、発光体基板50の表面にプリントされている配線が放電
等の悪影響を与えたり、発光体基板50が他の部材からの静電気により悪影響を受けたりし
ないように、基板表面から他の部材までに一定の距離を保つことが求められるからである
。しかし、この間隙があることにより、内側ＬＥＤ51の照射光と外側ＬＥＤ52の照射光と
が、リフレクタ60の奥側で混じり合ってしまうおそれがある。そこで、リフレクタ60の裏
面68には、外側開口部62の縁部から背面側に突出する筒状の遮光スリーブ67が形成されて
いる。外側ＬＥＤ52の照射光は遮光スリーブ67の内壁で反射して外側開口部62へと導出さ
れ、内側ＬＥＤ51の照射光は遮光スリーブ67の外壁で反射して外側開口部62内へは導出さ
れないので、照射光どうしが混じり合うことがない。なお、遮光スリーブを、内側開口部
61の縁部にも設けるようにしてもよい。
【００３１】
　ところで、発光体固定部90の内側には、図３及び図７、８に示すように、発光体固定部
90の内側に配置される正面パネル８の側端面と対向する遮光部としてのパネル側遮光壁91
が形成されている。パネル側遮光壁91は、リフレクタ60の内側開口部61よりも内側に位置
しており、内側ＬＥＤ51の照射光はこのパネル側遮光壁91によって遮られ、正面パネル８
の側辺端部から入射することがない。このため、正面パネル８の端部がサイドランプ40の
発光表示に伴って発光し、正面パネル８を裏面から照射するバックライト等（図示せず）
による表示が影響を受けるようなことがない。
　（レンズ部70）
　レンズ部70は、発光体の照射光を拡散するためのカバー部材であり、本実施の形態にお
いては、内側ＬＥＤ51を覆う内側レンズ71と、外側ＬＥＤ52を覆う外側レンズ72が別体で
設けられている。
【００３２】
　内側レンズ71は、図１及び図３に示すように、縦長の本体部71Aと、本体部71Aから内側
方向に伸びる張出部71Bを備えている。張出部71Bは、図１に示すように、上扉枠６の開口
部6Aの上縁部に添って遊技機１の中心側に延び、内側レンズ71は正面パネル８の側方及び
上方角部を囲むような形になっている。そして、図３に示すように、内側レンズ71の内面
（上扉枠６に取り付けたとき表面となる面の反対側の面）には、光を分散させるための複
数の凹凸が設けられている。
　また、外側レンズ72は、縦長の本体部72Aと、本体部72Aから内側方向に伸びる屈曲部72
Bを備えている。屈曲部72Bは、図１に示すように、上扉枠６のスピーカグリル6Cの内側を
囲むように形成されている。そして、特に図示しないが、外側レンズ72の内面にも、内側
レンズ71と同様の凹凸が設けられている。
【００３３】
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　さらに、図３及び図７、８に示すように、内側レンズ71の本体部71Aの前方外側端部に
は、高さ方向にわたり、正面側に開放する凹部73aが形成されており、外側レンズ72の本
体部72Aの前方内側端部には、高さ方向にわたり、背面側に突出し、前記凹部73aと係合可
能な凸部73bが形成されている。そして、内側レンズ71の凹部73aと外側レンズ72の凸部73
bを係合させることにより、内側レンズ71と外側レンズ72が一体となり、リフレクタ60の
正面側を覆うものとなる。また、凹部73aと凸部73bは、図７、８に示すように、リフレク
タ60の遮光壁64の正面側に位置するようになっており、内側レンズ71の本体部71Aはリフ
レクタ60の遮光壁64の内側を覆い、外側レンズ72の本体部72Aは遮光壁64の外側を覆うも
のとなる。
【００３４】
　なお、内側レンズ71の張出部71B及び外側レンズ72の屈曲部72Bは、各本体部71A,72Aか
ら分岐して、それぞれ、基体９の所定位置に設けられた発光体（図示せず）を覆うように
なっている。これらは、サイドランプ40には含まれず、レンズ部70は、遊技機１の正面に
ある他の発光表示部のレンズ部を兼ねているということができる。このように、サイドラ
ンプ40のレンズ部70は、正確には、内側レンズ71の本体部71A及び外側レンズ72の本体部7
2Bというべきものであるが、説明の便宜上、本体部71A,72Bを省略して、内側レンズ71、
外側レンズ72というものとする。
　さて、レンズ部70を上扉枠６に取り付けると、内側レンズ71の凹部73aと外側レンズ72
の凸部73bがリフレクタ60の遮光壁64のちょうど正面側に位置するので（図７、８参照）
、内側レンズ71と外側レンズ72の接合部73は、遮光壁64に添うように形成される。このよ
うに形成することにより、レンズ部70が発光表示したときに遮光壁64の陰が映ることがな
い。なお、内側レンズ71と外側レンズ72を遮光壁64の先端部に係合させるようにしてもよ
い。
【００３５】
　そして、サイドランプ40を正面視すると、図１及び図６（Ａ）に示すように、内側レン
ズ71の横幅すなわち内側レンズ71の内側端部から接合部73までの目視距離Ｔ１は、外側レ
ンズ72の横幅すなわち接合部73から外側レンズ72の外側端部までの目視距離Ｔ２よりも短
くなっている。一方、サイドランプ40を、遊技を行う遊技者の目線から見た場合には、図
６（Ｂ）に示すように、内側レンズ71の横幅Ｔ１と外側レンズ72の横幅Ｔ２は、ほぼ同一
となるように形成されている。
　（サイドランプ40の発光表示）
　上記構成を有するサイドランプ40は、内側ＬＥＤ51及び外側ＬＥＤ52の点灯制御によっ
て、様々な発光表示を行わせることができる。例えば、内側ＬＥＤ51の列のみを点灯させ
れば、内側レンズ71のみが発光するし、外側ＬＥＤ52の列のみを点灯させれば、外側レン
ズ72のみが発光する。内側ＬＥＤ51の列と外側ＬＥＤ52の列の双方を点灯させれば、内側
レンズ71と外側レンズ72の双方が発光する。この場合、内側ＬＥＤ51の発光色と外側ＬＥ
Ｄ52の発光色が異なっていても、色が混じり合うことがない。
【００３６】
　さらに、レンズ部70は、正面視したときと、遊技を行う遊技者の目線で見たときとで、
視認可能となる発光部位の広さが異なるように形成されているので、遊技機１に着席して
いる遊技者には、例えば通路を歩行中の遊技者とは趣が異なる発光態様を提供可能となる
。
　なお、上記の場合、内側レンズ71の張出部71B及び外側レンズ72の屈曲部72Bは、内部に
配置されたＬＥＤを点灯させて本体部71A,72Aと同時に発光させてもよいし、別々に発光
させてもよい。本実施の形態では、サイドランプ40のレンズ部70が他のランプのレンズ部
も兼ねる構成としてあったが、もちろん、各ランプごとにレンズ部を設けてもよい。この
場合のサイドランプ40のレンズ部70は、張出部71Bや屈曲部72Bを有しない本体部71A,72A
のみからなる構成となる。
【００３７】
　（総括）
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　以上のように、本実施の形態は、単一の発光体基板50に設けられた発光体の照射光を、
正面側と遊技者側にそれぞれ照射可能としてあるだけでなく、リフレクタ60の遮光壁64に
反射面65を形成し、発光体を千鳥状に配置することにより、発光表示部の横幅が狭くても
光が混ざらないようにしている。このため、遊技者の視点において従来と同じ面積で２倍
の表現力を発揮でき、部品点数の削減、ひいては遊技機の製造コスト削減を図ることがで
きるものである。
　なお、上記した実施の形態では、正面パネル８の側方に形成された発光表示部（サイド
ランプ40）について述べたが、本発明に係る発光表示部は、正面パネル８の側方にあるも
のに限られず、例えば正面パネル８の上側に形成されたものであってもよい。また、正面
パネル８の周囲に限られず、例えば下扉の側方や下方に設けられていてもよい。
【００３８】
　また、上記した実施の形態では、リフレクタ60が上扉枠６に一体形成で設けられていた
が、リフレクタ60を別部材にして上扉枠６に着脱自在に形成してもよいものである。
　また、内側発光体としての内側ＬＥＤ51と外側発光体としての外側ＬＥＤ52がそれぞれ
複数個、縦に列を成すように設けられていたが、発光体はＬＥＤに限られず、内側発光体
及び外側発光体はそれぞれ単一のものであってもよい。あるいは、発光体の列を２列以上
（例えば内側、外側、中間）としてもよい。そして、発光体の列は直線状には限られず、
例えば２列の発光体を円弧状に並べてもよい。この場合でも、各列の発光体が列方向と直
交する方向には並列しないように千鳥状に並べて配置することにより、狭いスペースを有
効活用することができる。
【００３９】
　また、上記した実施の形態では、レンズ部70を内側レンズ41と外側レンズ72に分割して
あったが、単一のレンズ部で内側発光体及び外側発光体を覆うようにしてもよい。また、
発光体基板50は内側発光体用と外側発光体用を別々に設けてもよい。
　さらに、内側発光体と外側発光体の発光色がリフレクタ60の奥側で混ざらないようにす
るための仕切り部としては、遮光スリーブ67に限られず、遮光壁64の奥側の位置から突出
する仕切り板を設けてもよい。この場合、仕切り板は別部材を隙間Ｐの間に挿入するもの
であってもよい。また、内側発光体の照射光が正面パネル８に漏れないようにするための
遮光部としてのパネル側遮光壁91は、リフレクタ60に設けてもよいし、正面パネル８の側
端部と内側発光体との間に別部材を挿入するものでもよい。あるいは、正面パネル８の側
面縁部に遮光性のシールを貼り付けてもよい。
【００４０】
　（変形例）
　ここで、「仕切り部」の変形例を図９及び図１０に示す。
　変形例に係る「仕切り部」は、基体９の発光体固定部90に設けられている。すなわち、
図９及び図１０に示すように、発光体固定部90の正面部には、発光体基板50の正面とリフ
レクタ60の裏面68との間隙Ｐの間に位置する仕切り板92が設けられている。仕切り板92は
、パネル側遮光壁91の前端部を屈曲して形成してあり、内側ＬＥＤ51に対応する位置には
導光開口94（図１０参照）が、外側ＬＥＤ52に対応する位置には導光開口93（図９参照）
が、それぞれ形成されている。そして、導光開口93,94の周囲には、背面側に突出する突
部93a,94aが設けられており、各突部93a,94aは、発光体基板50の正面に当接するようにな
っている。このため、内側ＬＥＤ51は突部94aに囲まれ、外側ＬＥＤ52は突部93aに囲まれ
た形となり、周囲への光漏れがほとんど無くなる。そして、内側ＬＥＤ51の照射光は導光
開口94によりリフレクタ60の内側開口部61に誘導され、外側ＬＥＤ52の照射光は導光開口
93によりリフレクタ60の外側開口部62に誘導される。
【００４１】
　なお、発光体基板50は、突部93a,94aと、発光体固定部90に設けられた二つの突起90aと
の間に挟持されて固定されるようになっている。また、突部93a,94aによって、発光体基
板50の正面と仕切り板92の裏面との間には間隙ｐが確保されるようになっている。つまり
、仕切り板92は、発光体の光を分離し所定方向に導くリフレクタとしての機能と、発光体
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　このように、図示した変形例によれば、内側ＬＥＤ51と外側ＬＥＤ52の照射光がリフレ
クタ60の裏面側で混じり合うことがほとんど無いので、よりシャープな発光表示を実現さ
せることができるものとなる。
【００４２】
　本発明はスロットマシン以外の遊技機、例えばパチンコ遊技機などにも応用できるもの
である。また、発光表示部は前扉３に設ける場合に限られず、遊技機の筐体２に設けても
よいものである。
【符号の説明】
【００４３】
　１　遊技機　　　　　　　　　　　　　２　筐体
　３　前扉　　　　　　　　　　　　　　４　上扉
　５　下扉　　　　　　　　　　　　　　６　上扉枠
　７　液晶ユニット　　　　　　　　　　８　正面パネル
　９　基体　　　　　　　　　　　　　　10　回転リール
　11　スタートスイッチ　　　　　　　　12　ストップスイッチ
　13　下皿　　　　　　　　　　　　　　14　メダル投入口
　15　ホッパーユニット　　　　　　　　16　メダルセレクター
　20　リールユニット　　　　　　　　　30　制御装置
　40　サイドランプ(発光表示部)        41  上部ランプ
　50　発光体基板　　　　　　　　　　　51　内側ＬＥＤ（内側発光体）
　52　外側ＬＥＤ（外側発光体）　　　　60　リフレクタ（光分離体）
　61　内側開口部　　　　　　　　　　　62　外側開口部
　63　正面　　　　　　　　　　　　　　64　遮光壁（遮光壁）
　65　反射面　　　　　　　　　　　　　66　凸部
　67　遮光スリーブ（仕切り部）　　　　68　裏面
　70　レンズ部　　　　　　　　　　　　71　内側レンズ
　72　外側レンズ
　90　発光体固定部　　　　　　　　　　91　パネル側遮光壁（遮光部）
　92　仕切り板（仕切り部）　　　　 93,94　導光開口
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