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(57)【要約】
【課題】演出装置周辺に設けた図柄表示装置の視認性を
低下することなく発光による演出を可能とする。
【解決手段】機前面側へ光を照射可能な第１ＬＥＤ５１
および基板面と平行に光を照射可能な第２ＬＥＤ５２を
有するＬＥＤ基板５０と、ＬＥＤ基板５０との間に間隙
を形成し、駆動手段５３の駆動によりＬＥＤ基板５０の
前側で回転される可動体６０と、可動体６０の外周囲を
囲繞する筒状部材９０とから演出装置４０を構成する。
周壁部９１のＬＥＤ基板５０からの突出寸法は、該ＬＥ
Ｄ基板５０から可動体６０までの離間寸法より大きく設
定されて、第１ＬＥＤ５１からの光は、可動体６０の露
出部７８から前方へ照射されると共に、第２ＬＥＤ５２
からの光は、ＬＥＤ基板５０および可動体６０間の間隙
から可動体６０の外方へ向けて照射されて周壁部９１に
照射される。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域が画成された遊技盤に、前後に開口する開口部が開設され
た枠状装飾体が配設されて、遊技盤の裏側に配設された図柄表示装置が枠状装飾体の開口
部を介して前方に臨むと共に、該枠状装飾体の開口縁部に、動作演出を行なう演出装置が
図柄表示装置の前方に位置するよう配設された遊技機において、
　前記演出装置は、
　機前面側へ光を照射可能な第１発光体および該第１発光体の光の照射方向と交差する方
向へ光を照射可能な第２発光体を備えた発光体基板と、
　前記発光体基板の前側に配置されて前記発光体基板との間に間隙を形成し、駆動手段の
駆動により発光体基板の前側で回転される可動体と、
　前記可動体の外周囲を囲繞する筒状部材とを備え、
　前記可動体は、前記駆動手段に接続され、前記発光体基板の前側に対向するよう配置さ
れて駆動手段の駆動により発光体基板に対向する状態で回転する光透過部材と、前記光透
過部材の前側に配設されたレンズ部材と、前記光透過部材およびレンズ部材の間に配設さ
れる光拡散シートと、前記レンズ部材の前側に配設されて前記光透過部材に固定され、該
光透過部材との間にレンズ部材および光拡散シートを挟持すると共に、当該レンズ部材と
光拡散シートとが重なっている部分が露出する露出部を有する装飾カバー体とから構成さ
れて、
　前記第１発光体からの光は、前記光透過部材およびレンズ部材を透過すると共に前記光
拡散シートで拡散されて前記装飾カバー体の露出部から前方へ照射されると共に、前記第
２発光体からの光は、前記発光体基板および可動体間の間隙から可動体の外方へ向けて照
射され、
　前記筒状部材における周壁部の発光体基板から前方への突出寸法は、該発光体基板から
可動体までの離間寸法より大きく設定されて、前記第２発光体の光が発光体基板および可
動体間の間隙を介して周壁部に照射されるよう構成されると共に、該周壁部の突出寸法が
前記枠状装飾体の開口縁部に近接するにつれて増大するよう構成される
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記枠状装飾体の内周下縁部には、遊技球が転動可能なステージが設けられて、該ステ
ージの側端部に、前記筒状部材の周壁部の一部がステージより上方に位置する状態で前記
演出装置が配設されると共に、該演出装置の外周壁がステージの前後幅の全長に亘って臨
んで、ステージ上を転動する遊技球の筒状部材内への移動を当該周壁部で規制するよう構
成された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記筒状部材における前記周壁部の内面側および前記可動体の外側面は、光を反射し得
るよう形成されると共に、該周壁部における前記発光体基板からの突出寸法を、該発光体
基板から可動体の外側面前端までの寸法以上に設定されて、前記第２発光体からの光を筒
状部材の周壁部と可動体の外周面との間で反射させ得るよう構成した請求項１または２記
載の遊技機。
【請求項４】
　前記遊技盤の前側に遊技領域を透視可能に保護する透明部材を備え、前記筒状部材の前
端部と透明部材との間隙を、遊技球の直径より小さく設定した請求項１～３の何れか一項
に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤に画成された遊技領域に、可動体を有する可動演出装置を配設して遊
技演出を行ない得るよう構成された遊技機に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域の略中央位置に装飾部材が配設されて、該装飾部材の開口部から液晶式やドラム式等
の図柄表示装置を遊技盤裏側から臨ませ、この図柄表示装置で図柄組み合わせゲームやリ
ーチ演出等の遊技演出を行なうよう構成されている。また、この種のパチンコ機では、前
記遊技盤や装飾部材に発光装置を配設して、前記図柄表示装置での図柄変動による演出に
加えて、発光装置による光の演出を行ない得るよう構成されたものが一般に知られている
。このような発光演出としては、例えば特許文献１のように、前記図柄表示装置が臨む前
記装飾部材の開口上縁側に複数の発光体を配設し、該発光体の前側に光を拡散すると共に
複数色の色彩が帯状に着色されたフィルタ部材を設けて、該フィルタ部材を往復移動させ
ることで、フィルタ部材を透過した光を複数色に変化させるよう構成したものが提案され
ている。
【特許文献１】特開２００１－１６１９０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ここで、発光装置が配設されたパチンコ機では、発光体の発光により電飾効果に優れた
演出が期待できるものの、該発光装置の周辺に設けられる部材に対して光の漏れが生じ、
当該発光装置の周辺部材の視認性が低下することが懸念される。特に、発光装置の周辺に
図柄表示装置が配設された構成では、発光装置からの光が図柄表示装置の表示面に写り込
んで、図柄表示装置での図柄変動演出の妨げになる虞があり、結果的に遊技盤全体の視認
性の低下を招来することにも繋がってしまう。この場合に、発光装置の光量を低下させれ
ば、発光装置の周辺部材の視認性が低下するのを防止できるものの、発光装置の発光によ
る演出効果の低下を招来する問題が指摘される。
【０００４】
　そこで、本発明は、演出装置周辺に設けた図柄表示装置の視認性を低下することなく発
光による演出を行ない得る遊技機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】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る遊技機は、
　遊技球が流下可能な遊技領域(20a)が画成された遊技盤(20)に、前後に開口する開口部(
31)が開設された枠状装飾体(30)が配設されて、遊技盤(20)の裏側に配設された図柄表示
装置(17)が枠状装飾体(30)の開口部(31)を介して前方に臨むと共に、該枠状装飾体(30)の
開口縁部に、動作演出を行なう演出装置(40)が図柄表示装置(17)の前方に位置するよう配
設された遊技機において、
　前記演出装置(40)は、
　機前面側へ光を照射可能な第１発光体(51)および該第１発光体(51)の光の照射方向と交
差する方向へ光を照射可能な第２発光体(52)を備えた発光体基板(50)と、
　前記発光体基板(50)の前側に配置されて前記発光体基板(50)との間に間隙(S)を形成し
、駆動手段(53)の駆動により発光体基板(50)の前側で回転される可動体(60)と、
　前記可動体(60)の外周囲を囲繞する筒状部材(90)とを備え、
　前記可動体(60)は、前記駆動手段(53)に連繋接続され、前記発光体基板(50)の前側に対
向するよう配置されて駆動手段(53)の駆動により発光体基板(50)に対向する状態で回転す
る光透過部材(64)と、前記光透過部材(64)の前側に配設されたレンズ部材(70)と、前記光
透過部材(64)およびレンズ部材(70)の間に配設される光拡散シート(74)と、前記レンズ部
材(70)の前側に配設されて前記光透過部材(64)に固定され、該光透過部材(64)との間にレ
ンズ部材(70)および光拡散シート(74)を挟持すると共に、当該レンズ部材(70)と光拡散シ
ート(74)とが重なっている部分が露出する露出部(78)を有する装飾カバー体(76)とから構
成されて、
　前記第１発光体(51)からの光は、前記光透過部材(64)およびレンズ部材(70)を透過する
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と共に前記光拡散シート(74)で拡散されて前記装飾カバー体(76)の露出部(78)から前方へ
照射されると共に、前記第２発光体(52)からの光は、前記発光体基板(50)および可動体(6
0)間の間隙(S)から可動体(60)の外方へ向けて照射され、
　前記筒状部材(90)における周壁部(91)の発光体基板(50)から前方への突出寸法は、該発
光体基板(50)から可動体(60)までの離間寸法より大きく設定されて、前記第２発光体(52)
の光が発光体基板(50)および可動体(60)間の間隙(S)を介して周壁部(91)に照射されるよ
う構成されると共に、該周壁部(91)の突出寸法が前記枠状装飾体(30)の開口縁部に近接す
るにつれて増大するよう構成されることを要旨とする。
【０００６】
　請求項１に係る遊技機では、可動体の外周囲を囲繞する筒状部材における周壁部の発光
体基板からの突出寸法を、該発光体基板から可動体までの離間寸法より大きく設定して、
発光体基板および可動体間の間隙を介して第２発光体からの光が周壁部に照射されるよう
にしたことで、該第２発光体からの光を周壁部で遮って図柄表示装置へ照射されるのを防
止でき、図柄表示装置の視認性を良好な状態に維持し得る。更に、図柄表示装置に近接す
るにつれて前記周壁部の突出寸法が増大するように構成したことで、発光体からの光が周
壁部で確実に遮られ、発光による演出効果を高めることができる。また、発光体基板の前
側に可動体を設けたことで、発光体の発光による演出と可動体の回転による演出との相乗
的な演出が可能となる。更に、前記可動体にレンズ部材および光拡散シートを透過した光
が前面側に照射されることで、可動体前面の光による装飾性を向上しつつ、発光体基板お
よび可動体間の間隙を介して周壁部に光が照射されることで、可動体の外周囲の光による
装飾性を向上し得る。このとき、可動体の外周囲を照明する光は前記筒状部材の周壁部で
遮られるから、図柄表示装置の視認性を低下することはない。
【０００７】
　請求項２に係る遊技機は、前記枠状装飾体(30)の内周下縁部には、遊技球が転動可能な
ステージ(34)が設けられて、該ステージ(34)の側端部に、前記筒状部材(90)の周壁部(91)
の一部がステージ(34)より上方に位置する状態で前記演出装置(40)が配設されると共に、
該演出装置(40)の外周壁(42a,91)がステージ(34)の前後幅の全長に亘って臨んで、ステー
ジ(34)上を転動する遊技球の筒状部材(90)内への移動を当該周壁部(91)で規制するよう構
成されたことを要旨とする。
【０００８】
　請求項２に係る遊技機では、筒状部材の周壁部の一部がステージより上方に位置する状
態で演出装置をステージの側端部に配設することで、ステージの端部まで転動した遊技球
を演出装置の筒状部材でステージに戻すことができる。すなわち、筒状部材が遮光機能だ
けでなく、遊技球の戻し機能を具備することで、該筒状部材の汎用性が向上する。そして
、筒状部材が遊技球の戻し機能を備えることで、ステージの端部まで転動した遊技球をス
テージに戻す部材を別途設ける必要がなく、部品点数を減少させて、コストの低減を図り
得る。
【０００９】
　請求項３に係る遊技機は、前記筒状部材(90)における前記周壁部(91)の内面側および前
記可動体(60)の外側面(79)は、光を反射し得るよう形成されると共に、該周壁部(91)にお
ける前記発光体基板(50)からの突出寸法を、該発光体基板(50)から可動体(60)の外側面(7
9)前端までの寸法以上に設定されて、前記第２発光体(52)からの光を筒状部材(90)の周壁
部(91)と可動体(60)の外側面(79)との間で反射させ得るよう構成したことを要旨とする。
【００１０】
　請求項３に係る遊技機では、第２発光体から筒状部材の周壁部に照射された光は、該周
壁部と可動体の外側面との間で相互に反射されるから、可動体の外側面での発光による装
飾性が一層向上し、発光による高い演出効果を得られる。特に、前記筒状部材の周壁部の
内面や可動体の外側面を凹凸形状に形成すれば、周壁部と可動体の外側面との間での光の
乱反射により発光による装飾性がより一層高められる。
【００１１】
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　請求項４に係る遊技機は、前記遊技盤(20)の前側に遊技領域(20a)を透視可能に保護す
る透明部材(13a)を備え、前記筒状部材(90)の前端部と透明部材(13a)との間隙(S)を、遊
技球の直径より小さく設定したことを要旨とする。
【００１２】
　請求項４に係る遊技機では、遊技盤の遊技領域を透視保護する透明部材と前記筒状部材
の前端部との間隙を、遊技球の直径より小さく設定することで、筒状部材の内部に遊技球
が進入するのを防止できる。すなわち、筒状部材の内部に遊技球が進入するカバー部材を
筒状部材の開口前側に別途設ける必要がないから、部品点数を減少させて、コストの低減
を図り得る。また、カバー部材を設ける構成では、カバー部材により発光による装飾性が
少なからず影響を受けることになるが、透明部材と筒状部材との間隔により遊技球の進入
を規制することで、可動体前面側での発光や可動体外側面側での発光により遊技機前面が
直接装飾でき、発光による装飾性の低下を防止することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、演出装置周辺に設けた図柄表示装置の視認性を低下する
ことなく発光や可動体の動作による演出を行なうことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なうパ
チンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、
「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見
た状態で指称する。
【実施例】
【００１５】
(パチンコ機について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
示しない設置枠台に設置される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、後述する遊技盤
２０(図２参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に組
み付けられて、該遊技盤２０の裏側に対して、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置１
７が着脱し得るよう構成される。また、前記中枠１２の前面側には、装飾用の電飾装置等
が設置された装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１３の
下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組み付けられている。前記前枠
１３には、前記中枠１２に保持された遊技盤２０の前面に、ガラス板や透明な合成樹脂材
により形成された透明保護板１３ａが備えられており、該遊技盤２０を透視保護するよう
構成されている。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する
上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１
４も一体的に開閉するよう構成される。
【００１６】
(遊技盤について)
　前記遊技盤２０は、図３に示すように、略矩形状に形成されたアクリルやポリカーボネ
ート等の透明な合成樹脂材からなる透明板２１と、該透明板２１の裏面に組み付けられる
と共に前記図柄表示装置１７が配設される裏ユニット２５とから構成される。図２に示す
ように、前記透明板２１の前面には、外レール２２ａと内レール２２ｂとが半円弧状に配
設されており、両レール２２ａ,２２ｂにより画成される略円形の遊技領域２０ａに、前
記中枠１２に配設された図示しない打球発射装置から発射されたパチンコ球が遊技領域２
０ａ内に打ち出されて、該遊技領域２０ａ内をパチンコ球が流下して遊技が行なわれるよ
うになっている。なお、打球発射装置から発射されたパチンコ球は、透明板２１の下側か
ら左側に両レール２２ａ,２２ｂで案内されて、遊技領域２０ａの左上部に打ち出される
。
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【００１７】
　また、前記透明板２１には、前記裏ユニット２５に配設された前記図柄表示装置１７の
表示面１７ａに対応して前後に開口する装着口(図示せず)が形成されており、該装着口に
対して枠状装飾体３０が配設される。更に、前記透明板２１の前面には、図２に示す如く
、前記枠状装飾体３０より下方位置に、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞
可能な始動入賞装置２３や特別入賞装置２４が配設されており、該始動入賞装置２３の入
賞口にパチンコ球が入賞することで、前記図柄表示装置１７の表示面１７ａで図柄変動が
開始されるようになっている。また、前記特別入賞装置２４は、入賞口が開閉扉２４ａで
常には閉鎖されており、前記図柄表示装置１７での図柄変動の結果、図柄表示装置１７に
所定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の三つ揃い等)で図柄が停止表示されることで所謂
「大当り」が発生し、これにより開閉扉２４ａが開放して入賞口への入賞により多数の賞
球を獲得し得るようになっている。なお、前記透明板２１の遊技領域２０ａには、前記枠
状装飾体３０の外側位置に多数の遊技釘が植設されて、遊技領域２０ａを流下するパチン
コ球の流下方向が不規則に変更され得るようになっている。
【００１８】
　前記裏ユニット２５は、図３に示すように、前記透明板２１の外郭形状と略整合する大
きさおよび形状に形成されると共に前方に開口する箱枠状に形成されて、該裏ユニット２
５の開口前端部を透明板２１の裏面に当接させた状態で、透明板２１と裏ユニット２５と
が連結固定される。そして、前記裏ユニット２５には、前記透明板２１との間に画成され
る空間に、可動演出装置２６や各種の装飾部材が配設されており、透明板２１を介して可
動演出装置２６や各種の装飾部材を視認し得るようになっている。また、前記裏ユニット
２５には、略矩形状の開口部２５ａが前後に開口するよう開設されると共に、該裏ユニッ
ト２５の裏側に前記図柄表示装置１７が着脱自在に取り付けられており、該開口部２５ａ
を介して図柄表示装置１７が透明板２１の前側から視認し得るようになっている。なお、
図柄表示装置１７としては、液晶表示装置やドラム式の表示装置、ベルト式の表示装置等
の各種図柄を変動表示可能な従来公知の表示装置を用いることができる。また、前記可動
演出装置２６は、前記裏ユニット２５の開口部２５ａの右側部側に可動部材２７が位置す
るよう配設されて、図示しない駆動手段の駆動により可動部材２７が左方向へ傾倒するよ
う構成されている。
【００１９】
(枠状装飾体について)
　図４に示すように、前記枠状装飾体３０は、前後に開口する枠状に形成されて、前記遊
技盤２０(透明板２１)に開設した装着口(図示せず)に取り付けられており、前記裏ユニッ
ト２５に配設された図柄表示装置１７が枠状装飾体３０の開口部３１に臨んで前側から視
認し得るようになっている。また、前記枠状装飾体３０の左側部には、前記遊技領域２０
ａを流下するパチンコ球が通過可能な球入口３２や、該球入口３２に通入したパチンコ球
を枠状装飾体３０の内周下縁部へ誘導する球通路３３が形成されると共に、該枠状装飾体
３０の内周下縁部には、球通路３３を通過したパチンコ球が転動するステージ３４が形成
されている。また、前記枠状装飾体３０におけるステージ３４の右側端部には、前記始動
入賞装置２３へのパチンコ球の入賞に伴って、所定の制御条件下で発光および回転動作さ
れる回転演出装置４０(後述)が配設されている。
【００２０】
　なお、実施例のステージ３４は、左右方向の略中央位置が隆起する起伏状に形成された
、所謂波形ステージ等とも称される第１ステージ部３５ａおよび該第１ステージ部３５ａ
の前側に位置して下に凸となる湾曲状に形成された第２ステージ部３５ｂの前後２列のス
テージ部が設けられている。そして、前記球通路３３を通過したパチンコ球は第１ステー
ジ部３５ａ上に転動し、該第１ステージ部３５ａから第２ステージ部３５ｂに移動したパ
チンコ球が遊技領域２０ａ内に排出されるようになっている。なお、前記第１ステージ部
３５ａにおける隆起部分の頂部には、後方へ向けてパチンコ球を案内する球誘導路３６が
形成されて、前記枠状装飾体３０において前記始動入賞装置２３の入賞口の真上で開口す
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る球排出口３７に、該球誘導路３６が連通するよう構成されており、球誘導路３６を通過
したパチンコ球の始動入賞装置２３への入賞確率を高めている。
【００２１】
(回転演出装置について)
　図５、図６、図７または図８に示すように、前記枠状装飾体３０に配設される前記回転
演出装置４０は、ＬＥＤ基板(発光体基板)５０および駆動モータ(駆動手段)５３が配設さ
れるベース部材４１と、ＬＥＤ基板５０の前側に位置するようベース部材４１に回転可能
に支持され、駆動モータ５３の駆動によりＬＥＤ基板５０の前側で回転される可動体６０
と、当該ベース部材４１に固定されて可動体６０の外周囲を囲繞する筒状部材９０とから
形成されて、駆動モータ５３の駆動により、筒状部材９０の内側で可動体６０が回転する
よう構成される。なお、前記回転演出装置４０を枠状装飾体３０に配設した状態では、前
記可動体６０および筒状部材９０が前面に露出し、前記ベース部材４１は枠状装飾体３０
により被覆されるようになっている。
【００２２】
(ベース部材)
　前記ベース部材４１は、図５～図８に示すように、ＬＥＤ基板５０が設置される本体部
４２と、駆動モータ５３が設置されるモータ設置部４７とを備えている。前記本体部４２
は、略円板状に形成されて外周端縁から前方へ突出し、回転演出装置４０の外周壁の一部
を構成する支持壁４２ａが設けられると共に、該本体部４２の略中心位置に、前後に貫通
する通孔４３ａを有する軸挿通部４３が形成されている。また、前記支持壁４２ａの一部
には、前方に開口する位置決め凹部４２ｃが形成されており、該位置決め凹部４２ｃに前
記筒状部材９０のフランジ片９４を臨ませるようになっている。前記ＬＥＤ基板５０は、
前記軸挿通部４３を挿通し得るよう中心位置が前後に開口した環状に形成されており、該
ＬＥＤ基板５０の中心開口に軸挿通部４３を挿通した状態で前記本体部４２にネジ止めさ
れている。そして、前記本体部４２の前面には、位置決め部４２ｂが複数箇所(実施例で
は４箇所)に形成されており、該位置決め部４２ｂに前記筒状部材９０を固定するように
なっている。また、前記本体部４２の裏面には、前記可動体６０の原位置を検出する原位
置検出センサ４６が取り付けられている。なお、前記原位置検出センサ４６としては、フ
ォトセンサ等の光学式センサを好適に採用できるが、これに限らず、磁気センサやマイク
ロスイッチ、その他従来公知のセンサを可動体６０側に設けられる被検出部に応じて採用
することができる。
【００２３】
　ここで、前記ＬＥＤ基板５０の前面には、図７(b)または図８に示すように、前方(機前
面側)へ光を照射可能な第１ＬＥＤ(第１発光体)５１および該第１ＬＥＤ５１の光の照射
方向と交差する方向へ光を照射可能な第２ＬＥＤ(第２発光体)５２が実装されている。実
施例では、前記ＬＥＤ基板５０の外周端部に、５つの第１ＬＥＤ５１が周方向に略均等に
離間して配置されると共に、周方向に隣接する第１ＬＥＤ５１の略中間位置に１つの第２
ＬＥＤ５２(合計で５つ)が夫々配置されている。なお、実施例の第２ＬＥＤ５２は、前記
ＬＥＤ基板５０と略平行に光を照射し得るよう実装される(図１１参照)。
【００２４】
　前記モータ設置部４７は、前記本体部４２の後方に位置すると共に該本体部４２の略中
心位置から側方へ延在するよう設けられて、本体部４２の裏面とモータ設置部４７の前面
との間に段差が形成されている。前記駆動モータ５３は、前記モータ設置部４７の裏面に
取り付けられて、該モータ設置部４７に前後に貫通するよう形成された通孔４８から突出
させた駆動軸(図示せず)に駆動歯車５４が取り付けられている。また、前記モータ設置部
４７の前面には第１従動歯車５５が回転可能に軸支されており、前記駆動歯車５４と第１
従動歯車５５とが噛合するようになっている。前記モータ設置部４７は、前記本体部４２
の裏側における略中心位置近傍で開口するよう形成されて、モータ設置部４７が本体部４
２の裏側に連通するよう形成されている。そして、前記本体部４２の裏側で、前記第１従
動歯車５５と、前記可動体６０に連結された第２従動歯車６２(後述)と噛合している。す
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なわち、前記駆動モータ５３の駆動により駆動歯車５４が回転されると、前記第１および
第２従動歯車５５,６２が従動されて前記可動体６０が回転するよう構成されている。
【００２５】
(可動体について)
　図９、図１０または図１１に示すように、前記可動体６０は、前記ＬＥＤ基板５０の前
面に対向する光透過部材６４と、該光透過部材６４の前側に配設されたレンズ部材７０と
、光透過部材６４およびレンズ部材７０の間に配設される光拡散シート７４と、レンズ部
材７０の前側に配設される装飾カバー体７６とから構成されている。そして、前記ベース
部材４１の軸挿通部４３に形成した通孔４３ａに挿通される回転軸６１の前端部に前記光
透過部材６４が連結固定されると共に、該回転軸６１の後端部に前記第２従動歯車６２が
連結固定されて、第２従動歯車６２の回転により前記可動体６０が回転軸６１を中心に回
転されるようになっている。ここで、前記第２従動歯車６２の後端部には、径方向へ延出
する位置検出片６３が全周に亘って形成されると共に、該位置検出片６３の所定位置に前
記被検出部としてのスリット６３ａが形成されており、該スリット６３ａを前記原位置検
出センサ４６が検出することで、可動体６０の原位置が検出されるようになっている。な
お、前記スリット６３ａの開口幅は、駆動モータ５３の振動等に起因して位置検出片６３
が僅かに回転された場合であっても、前記原位置検出センサ４６がスリット６３ａを検出
し続けられるように幅広設定される。すなわち、駆動モータ５３の振動等に起因して位置
検出片６３が僅かに回転されたとしても、原位置検出センサ４６の検出・非検出が切り替
わって可動体６０が回転されることはない。
【００２６】
(光透過部材)
　前記光透過部材６４は、図９または図１０に示すように、前記回転軸６１を介して前記
ベース部材４１に回転可能に支持された状態で、前記ＬＥＤ基板５０から所定距離だけ前
側に離間するよう構成されており、光透過部材６４とＬＥＤ基板５０との間に間隙Ｓが画
成されている。すなわち、前記光透過部材６４(可動体６０)は、前記駆動モータ５３の駆
動時に、前記ＬＥＤ基板５０に対向した状態で前記間隙Ｓを保持したまま回転するように
なっている。また、前記光透過部材６４には、前記回転軸６１を中心として周方向に等間
隔で離間する位置に、略円形状に形成された５つの第１レンズ部６５が形成されている。
この第１レンズ部６５は、前記可動体６０を原位置に停止保持した状態で、前記ＬＥＤ基
板５０に設けた前記各第１ＬＥＤ５１の前側に位置している。すなわち、前記可動体６０
を原位置に停止保持した状態で前記第１ＬＥＤ５１を発光させた場合には、各第１ＬＥＤ
５１からの光が対応の第１レンズ部６５を透過するようになっている。ここで、図１１に
示すように、前記第１レンズ部６５は、回転軸６１側の端部から離間するにつれて後方へ
傾斜するよう形成されて、前記各第１ＬＥＤ５１からの光が第１レンズ部６５に対して斜
めに入射するよう構成されており、第１レンズ部６５を透過する光を屈折・拡散させ得る
ようになっている。なお、前記光透過部材６４には、隣接する第１レンズ部６５の間に、
前後に貫通するネジ挿通孔６８が形成されている。
【００２７】
　また、前記光透過部材６４には、中心位置近傍(各第１レンズ部６５より回転軸６１側)
に、前方へ突出する第１シート押え部６６が形成されると共に、各第１レンズ部６５にお
ける回転軸６１から離間する端部に、前方へ突出する第２シート押え部６７が形成されて
いる。すなわち、前記第１および第２シート押え部６６,６７の夫々が前記光拡散シート
７４に当接することで、該光透過部材６４とレンズ部７１の間に配置された光拡散シート
７４を、レンズ部材７０側に押し付けるようになっている。
【００２８】
(レンズ部材)
　前記レンズ部材７０の外郭形状は、図９または図１０に示すように、前記光透過部材６
４の外郭形状より全体的に小型に形成されると共に、正面視において略相似形をなすよう
形成されており、光透過部材６４とレンズ部材７０とを前後に重ね合わせた際に、正面視
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においてレンズ部材７０が光透過部材６４の内側に隠れるようになっている。また、前記
レンズ部材７０には、前記光透過部材６４の第１レンズ部６５と前後に整列する位置に、
前方へ膨出する５つの第２レンズ部７１が夫々形成されており、該第１レンズ部６５を透
過した光が第２レンズ部７１に照射されるようになっている。また、前記レンズ部材７０
の裏面(光透過部材６４との対向面)には光拡散処理がなされており、第１レンズ部６５を
透過した光を拡散して第２レンズ部７１の全体が明輝されるようになっている。ここで、
前記光拡散処理としては、シボ加工等によりレンズ部材７０の裏面に凹凸が形成されてい
る。なお、光拡散処理は、前記第２レンズ部７１の裏面に対応する部位に少なくとも施さ
れていればよい。
【００２９】
　また、前記レンズ部材７０は、前記回転軸６１と前後に対応する位置で最も前方に突出
する球面状に膨出形成されている。そして、前記各第２レンズ部７１から外方に離間する
端部に、後方へ突出する突起部７３が形成されており、レンズ部材７０と光透過部材６４
とを前後に重ね合わせた際に、各突起部７３が光透過部材６４に当接して、第１レンズ部
６５と第２レンズ部７１(光拡散シート７４)との間に空間が形成されるようになっている
。すなわち、前記第１レンズ部６５を透過した光が第２レンズ部７１(光拡散シート７４)
に入射するまでの距離を確保して、該第１レンズ部６５でのレンズ効果を高めている。こ
こで、前記光透過部材６４とレンズ部材７０との間に配設される前記光拡散シート７４は
、該レンズ部材７０の裏面に略整合する形状に形成されて、該光拡散シート７４でレンズ
部材７０の裏面全体を覆うようになっている。また、前記レンズ部材７０には、前記光透
過部材６４に形成されたネジ挿通孔６８と前後に整列する位置に切欠き部７２が夫々形成
されており、光透過部材６４とレンズ部７１とを重ね合わせた際に、ネジ挿通孔６８が前
側に露出するよう構成されている。
【００３０】
(装飾カバー体)
　図９、図１０または図１１に示すように、前記装飾カバー体７６は、前記レンズ部材７
０の前面を覆う前面板７７と、該前面板７７の外周囲から後方へ延出する外側面７９とか
ら後方に開口するよう形成されている。そして、前記前面板７７と外側面７９とで囲まれ
る装飾カバー体７６の内部に、前記光透過部材６４、レンズ部材７０および光拡散シート
７４の夫々が収容されている。前記装飾カバー体７６の前面板７７は、前記レンズ部材７
０と略同一の曲率で球面状に膨出するよう形成されると共に、該レンズ部材７０に設けら
れた各第２レンズ部７１に対応して、前後に開口する５つの露出窓部(露出部)７８が形成
されている。すなわち、前記装飾カバー体７６の前面板７７の裏側にレンズ部材７０を当
接させた際に、各露出窓部７８に第２レンズ部７１が臨むようになっている。
【００３１】
　また、前記装飾カバー体７６には、前記レンズ部材７０の各切欠き部７２と対応する位
置に、該切欠き部７２と嵌合する位置決めボス(図示せず)が後方へ突出するよう形成され
ており、該位置決めボスが対応の切欠き部７２に嵌合することで、装飾カバー体７６に対
してレンズ部材７０および光拡散シート７４の夫々が位置決めされる。そして、前記光透
過部材６４のネジ挿通孔６８に挿通したネジを各位置決めボスの後端部に形成したネジ孔
(図示せず)に螺挿することで、光透過部材６４と装飾カバー体７６とが固定される。すな
わち、前記光透過部材６４を装飾カバー体７６にネジ止めすることで、該光透過部材６４
と装飾カバー体７６との間に配置された前記レンズ部材７０および光拡散シート７４が狭
持固定されて、可動体６０を単一部品として取り扱い得るようになっている。
【００３２】
　また、前記装飾カバー体７６の外側面７９は、前記光透過部材６４の後端部まで延出す
るよう形成されて、該装飾カバー体７６に固定された光透過部材６４、レンズ部材７０お
よび光拡散シート７４の夫々の外周面を被覆している。すなわち、可動体６０の全体とし
て、前記ＬＥＤ基板５０との間に間隙Ｓが画成されている。すなわち、前記第１ＬＥＤ５
１からの光は、前記光透過部材６４の第１レンズ部６５を透過して前記光拡散シート７４
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で拡散され、更に前記レンズ部材７０の第２レンズ部７１を透過して前記装飾カバー体７
６の露出窓部７８から遊技者側(前面側)へ照射されると共に、前記第２ＬＥＤ５２からの
光は、前記ＬＥＤ基板５０および可動体６０の間の間隙Ｓから可動体６０の外方へ向けて
照射されるようになっている。また、前記装飾カバー体７６の外側面７９は、曲面や凹凸
部を有する立体形状に形成されると共に全面に光反射処理がなされている。実施例では、
光反射処理として、装飾カバー体７６の外側面７９に金属メッキを施してある。
【００３３】
(筒状部材について)
　図５、図６、図８または図１１に示すように、前記筒状部材９０は、前記可動体６０(
装飾カバー体７６)の外周囲を囲繞し、回転演出装置４０の外周壁の一部を構成する筒状
の周壁部９１と、該周壁部９１の後端部に設けられた底面板９２とから構成される。そし
て、前記底面板９２の裏面には、前記ベース部材４１(本体部４２)に形成した前記各位置
決め部４２ｂに嵌合する固定突部(図示せず)が後方へ向けて突出するよう形成されており
、各固定突部を位置決め部に嵌合した状態で、ベース部材４１と筒状部材９０とがネジ止
めされる。このとき、前記ベース部材４１の本体部４２に形成した支持壁４２ａの前端部
に前記筒状部材９０の底面板９２が当接して支持される。また、前記底面板９２の略中心
位置には、前記ＬＥＤ基板５０の外郭形状に略整合する円形の開口部９２ａが開設されて
いる。そして、前記ベース部材４１と筒状部材９０とを固定した状態で、図７(b)または
図１１に示すように、前記底面板９２に形成した開口部９２ａにＬＥＤ基板５０が臨んで
、該底面板９２の前面とＬＥＤ基板５０の前面とが略同一平面上に位置するようになって
いる。すなわち、前記筒状部材９０における周壁部９１の内側に、前記ＬＥＤ基板５０に
設置された第１および第２ＬＥＤ５１,５２が位置して、第２ＬＥＤ５２からの光が前記
可動体６０とＬＥＤ基板５０(底面板９２)との間の間隙Ｓを介して周壁部９１に照射され
るようになっている。
【００３４】
　ここで、前記周壁部９１の開口前端は、円筒体を斜めに切断した傾斜状に形成されてお
り、該周壁部９１における前記底面板９２から開口端までの長さ寸法Ｌ(底面板９２から
の突出寸法)が連続的に変化するよう形成されている。そして、前記回転演出装置４０を
枠状装飾体３０に配設した状態では、図１１または図１２に示すように、前記周壁部９１
の開口前端面が前記前枠１３の透明保護板１３ａと略平行になるよう構成される。このと
き、前記回転演出装置４０は、前記枠状装飾体３０の開口部３１(ステージ３４)に近接す
るにつれて前記周壁部９１の前方への突出寸法が増大する傾斜姿勢で配設される。換言す
ると、前記筒状部材９０の底面板９２(ＬＥＤ基板５０)は、鉛直面をなすと共に、ステー
ジ３４側の端部(左端部)が前記図柄表示装置１７の表示面１７ａに近接するよう傾斜して
いる。
【００３５】
　また、前記筒状部材９０における周壁部９１が底面板９２(ＬＥＤ基板５０)から前方へ
突出する最短の長さ寸法Ｌ１は、該ＬＥＤ基板５０から可動体６０までの離間寸法Ｌ２よ
りも大きくなるよう設定されている。具体的には、前記底面板９２(ＬＥＤ基板５０)から
突出する周壁部９１の最短の長さ寸法Ｌ１が、前記底面板９２(ＬＥＤ基板５０)から可動
体６０における外側面７９の前端までの寸法Ｈ以上に設定される。すなわち、前記周壁部
９１全体が底面板９２(ＬＥＤ基板５０)から可動体６０の外側面７９の前端までの寸法Ｈ
以上となっている。従って、前記ＬＥＤ基板５０と略平行に照射される前記第２ＬＥＤ５
２からの光は、前記底面板９２(ＬＥＤ基板５０)と可動体６０との間の間隙Ｓを介して前
記周壁部９１の内周面に常に照射される。
【００３６】
　また、前記筒状部材９０の内周面には、前後方向に延在する溝状部９１ａが周方向に離
間して複数形成されて、該内周面が曲面や凹凸面を有する立体形状を呈すると共に、該筒
状部材９０の全体(周壁部９１および底面板９２)に光反射処理がなされている。なお実施
例では、光反射処理として金属メッキを施してある。また、前記溝状部９１ａは、前記筒
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状部材９０の底面板９２から可動体６０の外側面７９の前端部より前方まで延在するよう
形成されている。すなわち、前記底面板９２(ＬＥＤ基板５０)と可動体６０との間の間隙
Ｓを介して前記周壁部９１の内周面に照射された前記第２ＬＥＤ５２からの光は、該周壁
部９１の内周面と可動体６０の外側面７９との間で複雑に乱反射して機全面側に照射され
る。
【００３７】
　前記筒状部材９０における周壁部９１の外周面には、図５、図６または図８に示すよう
に、外方へ突出する複数(実施例では３つ)のフランジ片９３,９４が形成されると共に、
該フランジ片９３,９４に前後に貫通する通孔９３ａ,９４ａが形成されている。ここで、
１つのフランジ片９４は、前記筒状部材９０の底面板９２より後方に位置するよう形成さ
れており、該底面板９２より後方に位置するフランジ片９４を、前記ベース部材４２に形
成された位置決め凹部４２ｃに臨ませることで、ベース部材４１(本体部４２)の各位置決
め部４２ｂと筒状部材９０の各固定突部とが嵌合して両部材４１,９０を所定の位置関係
で固定し得るようになっている。すなわち、前記ベース部材４２の位置決め凹部４２ｃお
よび筒状部材９０のフランジ片９４は、ベース部材４２と筒状部材９０とを所定の位置関
係に位置合わせする位置合わせ手段として機能している。そして、前記フランジ片９３の
通孔９３ａに後方から挿通したネジを、前記枠状装飾体３０の裏側に形成したネジ孔(図
示せず)に螺挿することで、筒状部材９０(回転演出装置４０)が枠状装飾体３０に固定さ
れる。このとき、前記筒状部材９０および該筒状部材９０の内側に位置する前記可動体６
０の夫々は前記枠状装飾体３０の設置窓３８から露出する一方で、ベース部材４１(モー
タ設置部４７)は枠状装飾体３０と前後に重なって前方から視認し得ないようになってい
る。
【００３８】
　ここで、前記回転演出装置４０は、前記枠状装飾体３０の開口部３１(すなわち図柄表
示装置１７)に近接するにつれて前記周壁部９１の突出寸法Ｌが増大する姿勢で枠状装飾
体３０に配設されて、該回転演出装置４０の外周壁(ベース部材４１の支持壁４２ａおよ
び筒状部材９０の周壁部９１)がステージ３４より上方に位置するようになっている。更
に、回転演出装置４０における前記ステージ３４より上方に位置する部位は、該ステージ
３４の前後幅(第１ステージ部３５ａの後端部から第２ステージ部３５ｂの前端部までの
幅)の全長に亘って、前記ベース部材４１の支持壁４２ａおよび筒状部材９０の周壁部９
１が臨むよう構成されており、ステージ３４の右側端部まで転動して周壁部９１に接触し
たパチンコ球を、ステージ３４側に跳ね返して筒状部材９０内へパチンコ球が進入するの
を規制するようになっている(図１２参照)。また、前記回転演出装置４０を枠状装飾体３
０に取り付けた状態では、前記周壁部９１の開口前端から前記前枠１３の透明保護板１３
ａまでの間隙(すなわち周壁部９１の開口前端から透明保護板１３ａまでの離間寸法Ｌ３)
がパチンコ球の直径寸法より小さくなるよう設定されており、遊技領域２０ａを流下する
パチンコ球が筒状部材９０の内部に進入しないようになっている。すなわち、前記筒状部
材９０の周壁部９１は、該筒状部材９０内へのパチンコ球の進入を規制する規制手段とし
て機能している。
【００３９】
〔実施例の作用〕
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用について説明する。
【００４０】
　前記遊技盤２０に設けた内外のレール２２ａ,２２ｂに沿って遊技領域２０ａに打ち出
されたパチンコ球は、遊技盤２０上に設けた遊技釘等に接触して流下方向を変更しながら
流下する。そして、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が前記始動入賞装置２３に
入賞すると、前記図柄表示装置１７において所要の図柄変動演出が開始され、図柄変動演
出の結果、図柄表示装置１７に特定の図柄組合わせが表示されると大当りが発生し、前記
特別入賞装置２４が開放してパチンコ球の入賞が許容される。そして、前記始動入賞装置
２３にパチンコ球が入賞すると、所定の制御条件下で前記回転演出装置４０の発光により



(12) JP 2010-119666 A 2010.6.3

10

20

30

40

50

発光演出が行なわれると共に、可動体６０の回転により動作演出が行なわれる。
【００４１】
　前記回転演出装置４０は、前記可動体６０が原位置にある状態では、前記ＬＥＤ基板５
０に設けた各第１ＬＥＤ５１の前側に、前記光透過部材６４の第１レンズ部６５およびレ
ンズ部材７０の第２レンズ部７１が夫々位置している。従って、前記可動体６０が原位置
にある状態で各第１ＬＥＤ５１から照射された光は、前記第１レンズ部６５を透過して光
透過部材６４と第２レンズ部７１との間に配置された光拡散シート７４により拡散された
後に、更に第２レンズ部７１を透過し、前記装飾カバー体７６の露出窓部７８を介して遊
技者側(機前面側)へ照射される。
【００４２】
　ここで、前記第２レンズ部７１の裏側には光拡散処理が施されているから、前記光拡散
シート７４で拡散された光が該第２レンズ部７１を透過する際に更に光拡散される。これ
により、前記各第２レンズ部７１(装飾カバー体７６の露出窓部７８)の全体を明輝させる
ことができる。すなわち、前記第１ＬＥＤ５１からの光が点光源のように明輝されるのを
防止できるから、前記可動体６０が原位置にある状態での第１ＬＥＤ５１による光装飾効
果を高めることができる。また、前記光拡散シート７４を設けると共に第２レンズ部７１
に光拡散処理を施すことで、装飾カバー体７６の露出窓部７８を介して遊技者側からＬＥ
Ｄ基板５０が目視されるのを防止でき、回転演出装置４０の装飾性が損なわれることはな
い。
【００４３】
　また、前記可動体６０をＬＥＤ基板５０の前側で回転させた場合には、前記各第１レン
ズ部６５および第２レンズ部７１が周方向に隣接して位置する第１ＬＥＤ５１の前側に順
次移動するから、第１ＬＥＤ５１から照射された光は、前述と同様に第１レンズ部６５を
透過して光透過部材６４と第２レンズ部７１との間に配置された光拡散シート７４により
拡散された後に、更に第２レンズ部７１を透過し、前記装飾カバー体７６の露出窓部７８
を介して遊技者側(機前面側)へ照射される。従って、第１ＬＥＤ５１からの光が点光源の
ように明輝されるのを防止して、前記各第２レンズ部７１(装飾カバー体７６の露出窓部
７８)の全体が明輝することで光装飾効果を高められると共に、装飾カバー体７６の露出
窓部７８を介して遊技者側からＬＥＤ基板５０が目視されるのを防止できる。
【００４４】
　また、前記可動体６０は、前記ＬＥＤ基板５０との間に一定の間隙Ｓを保持したまま、
該ＬＥＤ基板５０の前側で回転される。従って、前記ＬＥＤ基板５０に設けた第２ＬＥＤ
５２からの光は、可動体６０とＬＥＤ基板５０との間の間隙Ｓを介して可動体６０の外方
へ照射される。ここで、前記可動体６０の外側面７９を筒状部材９０で囲繞すると共に、
該筒状部材９０の周壁部９１を底面板９２(ＬＥＤ基板５０)から可動体６０の外周面前端
まで延在するよう形成してあるから、前記第２ＬＥＤ５２からの光は間隙Ｓを介して周壁
部９１の内周面へ照射される。このとき、前記筒状部材９０の全体および可動体６０の外
周面に光反射処理を施してあるから、第２ＬＥＤ５２から周壁部９１の内周面に照射され
た光は、該周壁部９１の内周面と可動体６０の外側面７９との間で相互に反射して機前方
(遊技者側)へ照射される。すなわち、実施例の回転演出装置４０は、前記第１ＬＥＤ５１
の光により可動体６０の前面(すなわち前面板７６側)が明輝されると共に、前記第２ＬＥ
Ｄ５２の光により可動体６０の周り(すなわち外側面７９側)も明輝されるから、光による
装飾性が一層向上し、高い演出効果が得られる。
【００４５】
　また、実施例では、前記周壁部９１の内周面に複数の溝状部９１ａを設けて立体的な形
状に形成すると共に可動体６０の外側面７９も立体的な形状に形成してある。このため、
第２ＬＥＤ５２から周壁部９１の内周面に照射された光は、周壁部９１の内周面と可動体
６０の外側面７９との間で乱反射して、光による装飾性が一段と高められる。更に、前記
周壁部９１の内周面および可動体６０の外側面７９間で光が乱反射することで、前記可動
体６０が回転した際には、可動体６０の外側面７９側での光の発光態様が複雑に変化し、
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実施例のようにＬＥＤ基板５０に第２ＬＥＤ５２を固定的に配設した構成であっても、可
動体６０の外側面７９側の装飾性を一層向上することができる。このように、実施例に係
る回転演出装置４０では、ＬＥＤ基板５０の前側で可動体６０を回転させることで、第１
および第２ＬＥＤ５１,５２の発光による演出と可動体６０の回転による演出との相乗的
な演出が可能となる。
【００４６】
　また、前記回転演出装置４０は、前記枠状装飾体３０に配設された状態で前記ステージ
３４の右側端部に配置されて、回転演出装置４０の外周壁(ベース部材４１の支持壁４２
ａおよび筒状部材９０の周壁部９１)がステージ３４より上方に位置するようになってい
る。このため、パチンコ機１０を遊技者側(正面)から見た状態では、前記枠状装飾体３０
の開口部３１に臨む図柄表示装置１７の表示面１７ａが前記回転演出装置４０に隣接して
位置することになる。このため、前記回転演出装置４０からの光が図柄表示装置１７から
の光に干渉すると、該図柄表示装置１７が視認性の低下を招く可能性がある。そこで、実
施例の回転演出装置４０では、前記可動体６０の外側面７９を囲繞している前記周壁部９
１のＬＥＤ基板５０から突出する最短の長さ寸法Ｌ１を、該ＬＥＤ基板５０から可動体６
０までの離間寸法Ｌ２より大きく設定して、前記第２ＬＥＤ５２からの光が周壁部９１に
照射されるようにしている。すなわち、第２ＬＥＤ５２からの光は前記周壁部９１で遮ら
れるから、図柄表示装置１７からの光に干渉するのを防止でき、図柄表示装置１７の視認
性を良好な状態に維持し得る。更に、前記周壁部９１は、前記枠状装飾体３０の開口部３
１(図柄表示装置１７)に近接するにつれて前方へ突出する長さ寸法Ｌが増大するよう構成
されているから、第２ＬＥＤ５２からの光を周壁部９１で効果的に遮ることができ(図１
２参照)、回転演出装置４０での発光による演出が図柄表示装置１７での図柄変動演出の
妨げになるのを防止すると共に、回転演出装置４０の発光による演出効果も向上すること
ができる。すなわち、前記枠状装飾体３０の開口部３１(図柄表示装置１７)に近接するに
つれて前記周壁部９１の前方への突出長さ寸法Ｌが増大することで、該枠状装飾体３０の
開口部３１側では可動体６０から周壁部９１の開口前端側までの距離が大きくなることか
ら、周壁部９１の開口前端に近づくにつれて光の反射量が少なくなって可動体６０の外縁
が縁取られるように明暗が明確になり、回転演出装置４０での発光による演出と図柄表示
装置１７での演出による光とを明確に区別し得るようになる。
【００４７】
　また、前記回転演出装置４０は、前記回転演出装置４０の外周壁(ベース部材４１の支
持壁４２ａおよび筒状部材９０の周壁部９１)がステージ３４より上方に位置するよう構
成されているから、ステージ３４の端部まで転動したパチンコ球は該回転演出装置４０の
外周壁との接触によりステージ３４側に戻される。すなわち、筒状部材９０が遮光機能だ
けでなく、ステージ３４の端部まで転動したパチンコ球をステージ３４へ戻す球戻し機能
を具備することで、該筒状部材９０の汎用性が向上する。更に、前記筒状部材９０がパチ
ンコ球をステージ３４側に戻すことで、ステージ３４を転動するパチンコ球が筒状部材９
０の内側に進入するのを防止でき、可動体６０の動作不良が発生するのを防止できる。そ
して、ステージ３４の端部まで転動したパチンコ球をステージ３４に戻す部材を別途設け
る必要がなく、部品点数の減少を図りコスト低減をなし得る利点もある。
【００４８】
　また、実施例のパチンコ機１０では、遊技盤２０の遊技領域２０ａを透視保護する前枠
１３の透明保護板１３ａから前記筒状部材９０の開口前端までの離間寸法Ｌ３を、パチン
コ球の直径寸法より狭くなるよう設定したことで、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球
が筒状部材９０の内部に進入することはない。すなわち、筒状部材９０の内部にパチンコ
球が進入するカバー部材を筒状部材９０の開口前端側に別途設ける必要がないから、部品
点数を減少させて、コストの低減を図り得る。また、筒状部材９０の開口前端にカバー部
材を設ける構成では、前記第１ＬＥＤ５１および第２ＬＥＤ５２からの光がカバー部材を
透過する際に輝度の低下が発生したり、カバー部材に発光斑が生ずる等の悪影響を少なか
らず受ける虞があるが、透明保護板１３ａと筒状部材９０の開口前端との離間寸法Ｌ３を
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調整して筒状部材９０の内部へのパチンコ球の進入を規制することで、このようなカバー
部材の悪影響を排除できる。従って、可動体６０の前面での発光や可動体６０外周面での
発光による装飾性の低下を防止できる。
【００４９】
〔変更例〕
　なお、遊技機の構成としては、実施例のものに限らず、種々の変更が可能である。例え
ば、実施例では、遊技盤を透明板と裏ユニットとを積層して構成したが、所定厚のベニヤ
板や合成樹脂板の単体から構成してもよく、また３つ以上の部材を積層して遊技盤２０を
構成するようにしてもよい。
【００５０】
　実施例では、発光体基板としてのＬＥＤ基板に、ＬＥＤ基板に直交する機前面側へ光を
照射可能な第１発光体としての第１ＬＥＤおよび該ＬＥＤ基板と平行に光を照射可能な第
２発光体としての第２ＬＥＤを配設するようにしたが、これに限られるものではなく、従
来公知の各種の発光体を第１および第２発光体として採用できる。また、第２発光体の光
の照射方向としては、発光体基板と平行な方向に限られるものではなく、第１発光体の光
の照射方向と交差する方向に光を照射するよう構成すればよい。
【００５１】
　実施例では、発光体基板としての単一のＬＥＤ基板に第１および第２ＬＥＤを配置した
構成を示したが、発光体基板を複数のＬＥＤ基板から構成して第１ＬＥＤと第２ＬＥＤと
を別々のＬＥＤ基板に実装するようにしてもよい。また、第１および第２ＬＥＤとしては
、発光色が単色のものであってもよく、また複数色を発光し得るものであってもよいこと
は当然である。また、発光体基板に配設する第１発光体および第２発光体の配設数に関し
ても、５つに限定されるものではなく、１つまたは複数の発光体を発光体基板に設けるこ
とができる。更に、発光体基板の形状としても、実施例のものに限られるものではなく、
任意に決定することができる。
【００５２】
　また、実施例では、ＬＥＤ基板や駆動モータを設置するベース部材を設けたが、該ベー
ス部材を必ずしも単独で設ける必要はなく、筒状部材と一体的に形成することもできる。
【００５３】
　更に、可動体の形状・構成も、実施例に示したものに限られるものではない。すなわち
、可動体を構成する光透過部材やレンズ部材、光拡散シート、装飾カバー体の形状の形状
・構成は、演出内容や配設位置等に応じて、任意に変更できる。また、光透過部材に形成
された第１レンズ部の数や形状、形成位置も適宜変更可能である。なお、第２レンズ部や
装飾カバー体の露出部の位置や形状、形成数等についても、第１レンズ部に応じて任意に
変更できる。また、実施例では、光透過部材に第１シート押え部および第２シート押え部
を形成したが、該シート押え部の一方または両方を省略することも可能である。
【００５４】
　実施例では、筒状部材における周壁部の発光体基板からの突出寸法を、該発光体基板か
ら可動体の外周面前端までの寸法以上に設定するよう構成したが、該周壁部の発光体基板
からの突出寸法は、該発光体基板から可動体までの離間寸法より大きくなるよう設定すれ
ば、発光体基板に設けた第２発光体からの光を周壁部で遮って図柄表示装置へ照射される
のを防止でき、図柄表示装置の視認性を良好な状態に維持することができる。
【００５５】
　実施例では、回転演出装置を枠状装飾体に配設するよう構成したが、裏ユニット側に配
設するよう構成することもできる。
【００５６】
　実施例では、発光体基板や駆動手段をベース部材に配設して、該ベース部材と筒状部材
とを固定するよう構成したが、筒状部材に発光体基板や駆動手段を配設するよう構成する
こともでき、ベース部材の省略により部品点数の削減を図り得る利点がある。
【００５７】
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　実施例では、前記回転演出装置の一部が枠状装飾体に設けたステージより上方に位置す
るよう構成したが、これに限られるものではなく、回転演出装置の全体がステージより下
方に位置するようにしてもよい。またステージが形成されていないタイプの枠状装飾体に
回転演出装置を配設することも当然可能である。また、枠状装飾体に対する回転演出装置
の配設位置としても、該枠状装飾体の上縁側に回転演出装置を配設するようにしてもよい
。
【００５８】
　実施例では、前記周壁部の内面側および前記可動体の外周面に金属メッキを施すことで
、該周壁部の内面側および可動体の外周面で光反射し得るようにしたが、これに限られる
ものではない。例えば、周壁部の内面側および可動体の外周面に光反射シールを貼付する
ようにしてもよく、また周壁部や可動体を白色等の光反射率の高い色彩を付与することも
可能である。
【００５９】
　実施例では、筒状部材を円筒状に形成したが、筒状部材の内側で可動体が回転し得るよ
う構成すれば、角筒状に形成してもよい。
【００６０】
　実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるものでは
なく、アレンジボール機やピンボール機等の従来公知の各種遊技機を採用し得る。また、
図柄表示装置としても液晶パネルを用いたものに限らず、ドラム式やベルト式、その他の
形式の図柄表示装置も採用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤を分解して示す側面図である。
【図４】実施例に係る枠状装飾体に回転演出装置を配設して示す正面図である。
【図５】実施例に係る回転演出装置を示す正面図である。
【図６】実施例に係る回転演出装置を示す斜視図である。
【図７】実施例に係る枠状装飾体に取り付けられた状態での回転演出装置を示す側面図で
あって、(a)は枠状装飾体に配設される傾斜姿勢を、筒状部材を取り付けた状態で示し、(
b)は筒状部材を取り外した状態を示す。
【図８】実施例に係る回転演出装置を示す分解斜視図である。
【図９】実施例に係る可動体の分解斜視図である。
【図１０】実施例に係る可動体を分解して示す側面図である。
【図１１】図５におけるＡ－Ａ線断面図であって、実施例に係る回転演出装置の可動体、
ＬＥＤ基板および筒状部材の関係を示す。
【図１２】実施例に係る回転演出装置と図柄表示装置との関係を概略で示す断面図である
。
【符号の説明】
【００６２】
　１３ａ　透明保護板(透明部材)
　１７　図柄表示装置
　２０　遊技盤
　２０ａ　遊技領域
　３０　枠状装飾体
　３１　開口部
　３４　ステージ
　４０　回転演出装置(演出装置)
　５０　ＬＥＤ基板(発光体基板)
　５１　第１ＬＥＤ(第１発光体)
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　５２　第２ＬＥＤ(第２発光体)
　５３　駆動モータ(駆動手段)
　６０　可動体
　６４　光透過部材
　７０　レンズ部材
　７４　光拡散シート
　７６　装飾カバー体
　７８　露出窓部(露出部)
　７９　外側面
　９０　筒状部材
　９１　周壁部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】
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