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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導光板と、
　前記導光板に向けて光を照射する発光素子を装着した発光基板と、
　前記発光素子から前記導光板に入射して該導光板の板面に沿う方向に進む光を前記導光
板の一面側に向けて反射させる発光反射部と
　を備えた遊技機において、
　２枚の前記導光板を互いに略平行に配置し、
　前記発光基板を前記２枚の導光板に略平行に配置し、
　前記発光基板の両面側に、前記２枚の導光板の板面に夫々対向するように前記発光素子
を配置し、
　前記２枚の導光板に、前記板面から入射した光を前記発光反射部側に向けて前記板面に
沿う方向に反射させる入射光反射部を設けた
　ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機、スロットマシン等の遊技機に関するもので
ある。
【背景技術】
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【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、各種表示装置を用いて演出が行われるようになっている。
これら演出用の表示装置としては、液晶表示装置、回転リール式表示装置等が一般的であ
るが、それらと併用する形で、或いは単独でいわゆるイルミパネル表示装置が用いられる
場合もある（特許文献１参照）。
　このイルミパネル表示装置は、一面側にＬＥＤ等の発光素子を配置した発光基板を、表
示用の導光板の縁部に沿ってその端面に対向するように配置し、またその導光板に、端面
から入射した発光素子からの光を例えば前面側に反射する微小凹部等よりなる発光反射部
を、任意の文字や図形等を形成するように配置したものであり、発光素子を発光させるこ
とにより、導光板に任意の文字等が浮かび上がるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－０２３６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなイルミパネル表示装置を搭載した従来の遊技機では、導光板に略垂直な方向
に発光基板が配置されるため、その発光基板が導光板の板厚方向に張り出すことによりイ
ルミパネル表示装置を十分に薄型化することができず、前後方向に大きな配置スペースを
要するという問題があった。
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、いわゆるイルミパネル表示装置の薄型
化が可能な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】
　本発明は、導光板５１ａ，５１ｂと、前記導光板５１ａ，５１ｂに向けて光を照射する
発光素子５６ａ，５６ｂを装着した発光基板５７と、前記発光素子５６ａ，５６ｂから前
記導光板５１ａ，５１ｂに入射して該導光板５１ａ，５１ｂの板面に沿う方向に進む光を
前記導光板５１ａ，５１ｂの一面側に向けて反射させる発光反射部６０とを備えた遊技機
において、２枚の前記導光板５１ａ，５１ｂを互いに略平行に配置し、前記発光基板５７
を前記２枚の導光板５１ａ，５１ｂに略平行に配置し、前記発光基板５７の両面側に、前
記２枚の導光板５１ａ，５１ｂの板面に夫々対向するように前記発光素子５６ａ，５６ｂ
を配置し、前記２枚の導光板５１ａ，５１ｂに、前記板面から入射した光を前記発光反射
部６０側に向けて前記板面に沿う方向に反射させる入射光反射部６４を設けたものである
。
　また、導光板５１，５１ａ，５１ｂと、前記導光板５１，５１ａ，５１ｂに向けて光を
照射する発光素子５６，５６ａ，５６ｂを装着した発光基板５７と、前記発光素子５６，
５６ａ，５６ｂから前記導光板５１，５１ａ，５１ｂに入射して該導光板５１，５１ａ，
５１ｂの板面に沿う方向に進む光を前記導光板５１，５１ａ，５１ｂの一面側に向けて反
射させる発光反射部６０とを備えた遊技機において、前記発光基板５７を前記導光板５１
，５１ａ，５１ｂに略平行に配置してもよい。
　また、前記発光素子５６，５６ａ，５６ｂを、その発光部６３が前記導光板５１，５１
ａ，５１ｂの板面に対向するように前記発光基板５７に配置し、前記導光板５１，５１ａ
，５１ｂに、前記板面から入射した光を前記発光反射部６０側に向けて前記板面に沿う方
向に反射させる入射光反射部６４を設けてもよい。この場合、前記入射光反射部６４は、
前記導光板５１，５１ａ，５１ｂの板面に対して略４５度の角度に形成された傾斜面６５
を有するように構成してもよい。
　前記入射光反射部６４を前記導光板５１，５１ａ，５１ｂの縁部に設けてもよい。また
、互いに略平行に配置された２枚の前記導光板５１ａ，５１ｂを備え、前記発光基板５７
の両面側に、前記発光素子５６ａ，５６ｂを前記２枚の導光板５１ａ，５１ｂに夫々対応
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するように配置してもよい。
　また、前記発光素子５６，５６ａ，５６ｂを、その発光部６３が前記導光板５１，５１
ａ，５１ｂの端面に対向するように前記発光基板５７に配置してもよい。
　また、前記導光板５１，５１ａ，５１ｂを挟んで前記発光素子５６，５６ａ，５６ｂに
対向するリフレクタ５８，５８ａ，５８ｂを設けてもよい。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、例えば発光基板を導光板に略垂直に配置する場合と比べてイルミパネ
ル表示装置を薄型化することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るパチンコ機の全体斜視図である。
【図２】同パチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図３】同パチンコ機の要部平面断面図である。
【図４】同パチンコ機の要部側面断面図である。
【図５】同パチンコ機のイルミパネル表示装置の分解斜視図である。
【図６】同パチンコ機のイルミパネル表示装置の正面断面図である。
【図７】同パチンコ機のイルミパネル表示装置の側面断面図である。
【図８】同パチンコ機のイルミパネル表示装置の側面断面図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係るパチンコ機の要部側面断面図である。
【図１０】同パチンコ機のイルミパネル表示装置の分解斜視図である。
【図１１】同パチンコ機のイルミパネル表示装置の側面断面図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態に係るパチンコ機のイルミパネル表示装置の側面断面
図である。
【図１３】本発明の第４の実施形態に係るパチンコ機のイルミパネル表示装置の側面断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図８は本発明をパチンコ機
に採用した第１の実施形態を例示している。図１に示すように、遊技機本体１は、矩形状
の外枠２と、この外枠２の左右一側、例えば左側のヒンジ３ａを介して縦軸心廻りに開閉
自在及び着脱自在に枢着された内枠４とを備えている。
【０００９】
　内枠４には、その上部側に遊技盤５（図２）が例えば前側から着脱自在に装着されてい
る。また、内枠４の前側には、遊技盤５の前側に対応するガラス扉６と、このガラス扉６
の下側に配置された下部開閉扉７とが、ヒンジ３ａと略同一軸心上のヒンジ３ｂにより縦
軸廻りに開閉自在に枢支されている。なお、上下のガラス扉６と下部開閉扉７とを一体に
して、一つの前扉とすることも可能である。
【００１０】
　ガラス扉６には、遊技盤５側の遊技領域５ａに対応するガラス窓８が設けられ、遊技者
はこのガラス窓８を介して遊技領域５ａ内を視認可能である。また下部開閉扉７には、発
射用の遊技球を貯留する上皿９、この上皿９が満杯となったときにその余剰球を受けて貯
留する下皿１０、遊技球を発射する発射手段（図示省略）を作動させるための発射ハンド
ル１１等が設けられている。また、上皿９等を前側から覆う上皿カバー１２上には、演出
用の操作ボタン１３，１４、球貸し操作部１５等が配置されている。
【００１１】
　遊技盤５の前面側には、図２に示すように、発射手段により発射された遊技球を遊技領
域５ａの上部側に案内する外レール１６と、遊技領域５ａの周囲を規定する周壁の少なく
とも一部を構成する内レール１７とが立設されると共に、遊技領域５ａ内には、中央表示
手段１８、普通図柄始動手段１９、第１特別図柄始動手段２０、第２特別図柄始動手段２
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１、第１大入賞手段２２、第２大入賞手段２３、普通入賞手段２４等の各種遊技部品が配
置されている。
【００１２】
　外レール１６及び内レール１７は例えば金属板により構成されており、外レール１６は
遊技盤５の下部側の左右方向略中央位置又はそれよりも左寄りの位置から遊技盤５の左端
側及び上端側を経て右上部側まで略円弧状に配置され、内レール１７は遊技盤５の左上方
から下部側の左右方向略中央まで外レール１６と並行するようにその内側に配設され、更
にそのまま遊技盤５の右縁部近傍まで略円弧状に延設されている。
【００１３】
　このように、外レール１６と内レール１７とは、遊技盤５の左側部分において、互いに
所定距離をおいて内外に配設されており、その外レール１６と内レール１７とで挟まれた
部分が、発射手段により発射された遊技球を遊技領域５ａに案内する発射案内通路２５と
なっている。また、発射案内通路２５から遊技領域５ａへの出口付近には、遊技領域５ａ
側から発射案内通路２５側への遊技球の戻りを防止するための球戻り防止手段２６が配置
されている。
【００１４】
　中央表示手段１８は、液晶式表示装置等よりなる画像表示装置２７をはじめとする各種
表示手段を集約したもので、図２～図４に示すように、例えば遊技盤５に対して前側から
装着される前構造体２８と、画像表示装置２７を備え且つ前構造体２８の後側に対応して
例えば遊技盤５の背面側に装着される後構造体２９とを備えている。なお、画像表示装置
２７は、第１演出図柄表示手段３１、第２演出図柄表示手段３２、第１特別保留個数表示
手段３３、第２特別保留個数表示手段３４等を構成している（図２）。
【００１５】
　前構造体２８は、例えば遊技領域５ａの左右方向略中央における上部側に配置され、遊
技盤５に形成された前後方向貫通状の装着孔３５に対して前側から着脱自在に装着されて
おり、その略中央に画像表示装置２７に対応する例えば略矩形状の表示窓３６が形成され
ている。前構造体２８は、遊技盤５の前面に沿って配置される台板３７と、表示窓３６の
下側を除く領域に配置され且つ台板３７から前側に突出する略門型状の庇部３８と、装着
孔３５の内面側に略沿うように配置され且つ台板３７の背面側から後向きに突出する挿入
壁３９とを備え、台板３７の外周側が装着孔３５の外側で遊技盤５の前面側にネジ等の固
定具により固定されている。発射手段によって発射され、発射案内通路２５により遊技領
域５ａの上部側に案内された遊技球は、庇部３８の頂部で左右に振り分けられ、中央表示
手段１８の左側の左流下経路４０ａと右側の右流下経路４０ｂとの何れかを流下する。
【００１６】
　また前構造体２８には、例えばその前側に普通図柄表示手段４１、普通保留個数表示手
段４２、第１特別図柄表示手段４３、第２特別図柄表示手段４４等の表示手段が配置され
ると共に、例えば表示窓３６の前側下部にはステージ４５とイルミパネル表示装置４６と
が配置されている。ステージ４５は、庇部３８の例えば左側に設けられたワープ入口４７
から入球した遊技球を例えば左右方向に転動させて左右方向中央の中央落下部４８又はそ
の左右の何れかから落下させるもので、台板３７のうち、表示窓３６の下側に配置される
下部台板３７ａの上縁に沿ってその後側に例えば一体に配置されており、ワープ入口４７
に入球した遊技球は例えば左端側のステージ流入口４９からステージ４５上に流入するよ
うになっている。
【００１７】
　イルミパネル表示装置４６は、例えば透明な合成樹脂よりなる前後２枚の導光板５１ａ
，５１ｂを備えている。この導光板５１ａ，５１ｂは、ステージ４５とその後側とを区画
して画像表示装置２７側への遊技球の進入を阻止するための区画板を兼用しており、ステ
ージ４５の後縁側に沿って上向きに立設されている。なお、イルミパネル表示装置４６に
ついての詳細は後述する。
【００１８】
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　後構造体２９は、画像表示装置２７と、この画像表示装置２７を表示窓３６の後側に対
応する所定位置で支持する裏ベース体５２とを備えている。裏ベース体５２は、例えば遊
技盤５の背面よりも後側に配置され且つ略中央に表示用開口部５３ａが形成された背壁部
５３と、装着孔３５の外側で遊技盤５の背面側に固定される固定部５４と、背壁部５３の
外周側と固定部５４とを略前後方向に接続する周壁部５５とを例えば一体に備えており、
背壁部５３の後側に、画像表示装置２７がその表示画面２７ａを表示用開口部５３ａに対
応させた状態で着脱自在に固定されている。
【００１９】
　普通図柄始動手段１９は、普通図柄表示手段４１による図柄変動を開始させるためのも
ので、例えば遊技球が通過可能な通過ゲートにより構成され、通過した遊技球を検出可能
に構成されている。この普通図柄始動手段１９は例えば中央表示手段１８の右側の右流下
経路４０ｂに配置されている。
【００２０】
　普通図柄表示手段４１は、普通図柄を変動表示するためのもので、複数個の普通図柄（
例えば「○」「×」の２種類）に対応する複数個の発光体（例えばＬＥＤ）を備え、普通
図柄始動手段１９が遊技球を検出することに基づいてそれら複数の発光体が所定順序で発
光するように点滅して、普通図柄始動手段１９による遊技球検出時に取得された当たり判
定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致する場合には当たり態様（所定態様）に対
応する例えば「○」側の発光体が点灯し、それ以外の場合には外れ態様に対応する例えば
「×」側の発光体が点灯して停止する。
【００２１】
　なお、普通図柄始動手段１９による遊技球検出時に取得された当たり判定乱数値等の普
通乱数情報は、予め定められた上限保留個数、例えば４個を限度として記憶され、普通図
柄表示手段４１による図柄変動が開始される毎に順次消化される。普通乱数情報の記憶個
数（普通保留個数）は普通保留個数表示手段４２によって遊技者に報知される。
【００２２】
　第１特別図柄始動手段２０は、第１特別図柄表示手段４３による図柄変動を開始させる
ためのもので、例えば開閉手段を有しない非開閉式の入賞手段により構成され、入賞した
遊技球を検出可能となっている。この第１特別図柄始動手段２０は、例えば中央表示手段
１８の中央落下部４８の下側に上向き開口状に配置されている。
【００２３】
　第２特別図柄始動手段２１は、第２特別図柄表示手段４４による図柄変動を開始させる
ためのもので、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能（又は開状態よりも入賞困難）な
閉状態とに変化可能な開閉式の入賞手段により構成され、入賞した遊技球を検出可能であ
り、普通図柄表示手段４１の変動後の停止図柄が当たり態様（所定態様）となった場合に
発生する普通利益状態において、所定時間閉状態から開状態に変化するようになっている
。
【００２４】
　第１特別図柄表示手段４３は、１個又は複数個、例えば１個の第１特別図柄を変動表示
可能な７セグメント式等の表示手段により構成されており、遊技球が第１特別図柄始動手
段２０に入賞することを条件に第１特別図柄を所定時間変動表示して、第１特別図柄始動
手段２０への遊技球入賞時に取得された大当たり判定乱数値が予め定められた大当たり判
定値と一致する場合には１又は複数種類の大当たり態様（第１特別態様）の何れかで、そ
れ以外の場合には例えば１又は複数種類の外れ態様の何れかで夫々停止するようになって
いる。
【００２５】
　第２特別図柄表示手段４４は、１個又は複数個、例えば１個の第２特別図柄を変動表示
可能な７セグメント式等の表示手段により構成されており、遊技球が第２特別図柄始動手
段２１に入賞することを条件に第２特別図柄を所定時間変動表示して、第２特別図柄始動
手段２１への遊技球入賞時に取得された大当たり判定乱数値が予め定められた大当たり判
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定値と一致する場合には１又は複数種類の大当たり態様（第２特別態様）の何れかで、そ
れ以外の場合には例えば１又は複数種類の外れ態様の何れかで夫々停止するようになって
いる。
【００２６】
　なお、第１，第２特別図柄始動手段２０，２１への遊技球入賞時に取得された大当たり
判定乱数値等の特別乱数情報は、予め定められた上限保留個数、例えば各４個を限度とし
て記憶され、第１，第２特別図柄表示手段４３，４４による図柄変動が開始される毎に順
次消化される。特別乱数情報の記憶個数（第１，第２特別保留個数）は、第１，第２特別
保留個数表示手段３３，３４によって遊技者に報知される。
【００２７】
　また本実施形態では、後述する特別利益状態中には第１，第２特別図柄表示手段４３，
４４の図柄変動を開始しない他、第１，第２特別図柄表示手段４３，４４の何れか一方の
図柄変動中には他方の図柄変動を開始せず、両方が同時に変動中となることはないように
制御される。更に、第１，第２特別保留個数が共に１以上である場合には、第１特別図柄
表示手段４３の図柄変動よりも第２特別図柄表示手段４４の図柄変動を優先的に行うよう
に制御される。
【００２８】
　第１，第２演出図柄表示手段３１，３２は、第１，第２特別図柄表示手段４３，４４の
図柄変動を演出するもので、それぞれ１個又は複数個、例えば左右方向に３個の第１，第
２演出図柄を例えば各種の演出画像と共に画像表示装置２７の表示画面２７ａに変動表示
可能に構成されており、第１演出図柄表示手段３１は第１特別図柄表示手段４３による第
１特別図柄の変動と時間的に同期して第１演出図柄を変動させ、第２演出図柄表示手段３
２は第２特別図柄表示手段４４による第２特別図柄の変動と時間的に同期して第２演出図
柄を変動させるようになっている。なお、第１，第２演出図柄表示手段３１，３２は第１
，第２特別図柄の変動と同期することなく第１，第２演出図柄を独自に変動させ又はその
他の演出画像を表示させる場合があってもよい。
【００２９】
　第１，第２大入賞手段２２，２３は、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態
とに変化可能な開閉式入賞手段により構成されており、第１，第２特別図柄表示手段４３
，４４の何れかの変動後の停止図柄態様が大当たり態様（第１，第２特別態様）となった
場合に発生する特別利益状態において、所定の開放パターンに従って開放するようになっ
ている。
【００３０】
　続いて、イルミパネル表示装置４６の構成について、図３～図８等を参照しつつ説明す
る。イルミパネル表示装置４６は、互いに略平行に配置された前後２枚の導光板５１ａ，
５１ｂと、これらの導光板５１ａ，５１ｂに向けて光を照射するＬＥＤ（発光素子）５６
ａ，５６ｂを装着した発光基板５７と、前後のリフレクタ５８ａ，５８ｂと、それら導光
板５１ａ，５１ｂ、発光基板５７、リフレクタ５８ａ，５８ｂ等を直接的又は間接的に支
持する支持フレーム５９とを備えている。
【００３１】
　導光板５１ａ，５１ｂは、アクリル、ポリカーボネート等の透光性を有する合成樹脂に
より、無色透明又は有色透明な例えば略一定板厚（数ｍｍ程度）の略矩形薄板状に形成さ
れている。導光板５１ａ，５１ｂの前面及び背面のうちの例えば背面側には、それら導光
板５１ａ，５１ｂの板面に沿って例えば上向きに進む光を前側に反射する発光反射部６０
が形成されている。この発光反射部６０は、例えば傾斜状の反射面６０ａを有する微小凹
部により構成されており、導光板５１ａ，５１ｂには、この発光反射部６０を所定の形状
（ここでは蝶の形）を形成するように高密度に配置した反射集合体６１ａ，６１ｂが夫々
例えば複数設けられている。なお、前側の導光板５１ａ側の反射集合体６１ａと、後側の
導光板５１ｂ側の反射集合体６１ｂとは、前後に一致しない異なる絵柄等とすることが望
ましい。
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【００３２】
　また、導光板５１ａ，５１ｂには、互いの間隔を保持した状態で支持フレーム５９に固
定するための前固定部６２ａ，後固定部６２ｂが、反射集合体６１ａ，６１ｂの下側を避
けて例えば左右両端側に設けられている。導光板５１ａ側の前固定部６２ａと導光板５１
ｂ側の後固定部６２ｂとは、例えば前向きに突出する同径の円筒状で、互いに前後に対応
する位置に設けられており、それらの内孔は共に前後に貫通している。なお、後固定部６
２ｂの突出長さは例えば導光板５１ａ，５１ｂ間の距離と略一致しており、前固定部６２
ａの突出長さは例えば前側のリフレクタ５８ａの板厚と略一致している。
【００３３】
　発光基板５７は、導光板５１ａ，５１ｂの縁部、例えば下縁部に対応してそれらの前後
方向略中央に、導光板５１ａ，５１ｂと略平行に配置されており、導光板５１ａ側の面（
ここでは前面）にＬＥＤ５６ａが、導光板５１ｂ側の面（ここでは背面）にＬＥＤ５６ｂ
が、夫々発光部６３を前後方向に向けた状態で装着されている。発光基板５７は、例えば
導光板５１ａ，５１ｂの下縁部に沿う細長略矩形状で、その上縁側の少なくとも一部が導
光板５１ａの後側及び導光板５１ｂの前側に位置するように配置されている。ＬＥＤ５６
ａは、導光板５１ａ側の反射集合体６１ａの下側に対応するように発光基板５７の上縁に
沿ってその前面側に所定間隔で配置され、その発光部６３が、導光板５１ａの下縁部近傍
でその背面側に対向している。また、ＬＥＤ５６ｂは、導光板５１ｂ側の反射集合体６１
ｂの下側に対応するように発光基板５７の上縁に沿ってその背面側に所定間隔で配置され
、その発光部６３が、導光板５１ｂの下縁部近傍でその前面側に対向している。
【００３４】
　また、導光板５１ａの下縁部には、ＬＥＤ５６ａの前側に対応して入射光反射部６４ａ
が形成され、導光板５１ｂの下縁部には、ＬＥＤ５６ｂの後側に対応して入射光反射部６
４ｂが形成されている。これら入射光反射部６４ａ，６４ｂは、導光板５１ａ，５１ｂの
一面側から板厚方向に入射した光を発光反射部６０側に向けて導光板５１ａ，５１ｂの板
面に沿う方向（上方向）に反射させるもので、導光板５１ａの下縁部における前面側及び
導光板５１ｂの下縁部における背面側に設けられた略４５度の傾斜面６５により構成され
ている。なお、入射光反射部６４ａ，６４ｂは、導光板５１ａ，５１ｂの下縁側の略全体
に連続的に設けてもよいし、各ＬＥＤ５６ａ，５６ｂに対応するように間欠的に設けても
よい。また、発光基板５７には、ＬＥＤ５６ａ，５６ｂのドライバ（図示省略）が例えば
下部側に設けられると共に、例えば前面側にコネクタ６６が配置されている。
【００３５】
　リフレクタ５８ａは、入射光反射部６４ａ及びＬＥＤ５６ａの近傍を前側から略覆うも
ので、導光板５１ａの下縁部に沿う左右方向の細長状に形成されており、例えば導光板５
１ａの前面側に沿って配置される縦板部６７ａと、例えば縦板部６７ａの下縁側から導光
板５１ａの下縁側及びＬＥＤ５６ａの下側を経て後向きに突設され且つその後端側が発光
基板５７の前面側に略当接する横板部６８ａとを例えば一体に備えている。
【００３６】
　また、リフレクタ５８ｂは、入射光反射部６４ｂ及びＬＥＤ５６ｂの近傍を後側から略
覆うもので、導光板５１ｂの下縁部に沿う左右方向の細長状に形成されており、例えば導
光板５１ｂの背面側に沿って配置される縦板部６７ｂと、例えば縦板部６７ｂの下縁側か
ら導光板５１ｂの下縁側及びＬＥＤ５６ｂの下側を経て前向きに突設され且つその前端側
が発光基板５７の背面側に略当接する横板部６８ｂとを例えば一体に備えている。また、
リフレクタ５８ｂには、前固定部６２ａ及び後固定部６２ｂの後側に対応して例えば縦板
部６７ａの左右両端側に支持部６９が一体に設けられており、その支持部６９にネジ止め
孔６９ａが形成されている。
【００３７】
　このように、導光板５１ａ，５１ｂは、その入射光反射部６４ａ，６４ｂ側の端縁及び
その近傍が発光基板５７とリフレクタ５８ａ，５８ｂとで囲われている。即ち、導光板５
１ａを挟んでその両面側に発光基板５７及びＬＥＤ５６ａとリフレクタ５８ａの縦板部６
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７ａとが対向配置され、更に導光板５１ａの端縁に対向するように、発光基板５７とリフ
レクタ５８ａの縦板部６７ａとの間にリフレクタ５８ａの横板部６８ａが配置されている
。同様に、導光板５１ｂを挟んでその両面側に発光基板５７及びＬＥＤ５６ｂとリフレク
タ５８ｂの縦板部６７ｂとが対向配置され、更に導光板５１ｂの端縁に対向するように、
発光基板５７とリフレクタ５８ｂの縦板部６７ｂとの間にリフレクタ５８ｂの横板部６８
ｂが配置されている。これにより、入射光反射部６４ａ，６４ｂで導光板５１ａ，５１ｂ
の外側に漏れた（又は漏れようとする）光を再び導光板５１ａ，５１ｂ側に誘導すること
ができる。
【００３８】
　なお、リフレクタ５８ａ，５８ｂは、光を反射しやすいように例えば不透明な白色系の
樹脂で形成してもよいし、樹脂の一面側（例えば導光板５１ａ，５１ｂ側）に、塗装、メ
ッキ、蒸着、ホットスタンプ、シール等により光の反射率を高める処理を施してもよい。
【００３９】
　支持フレーム５９は、例えば導光板５１ａ及びリフレクタ５８ａの前側に配置され且つ
導光板５１ａと略平行なベース板７１と、前固定部６２ａ及び後固定部６２ｂに対応して
設けられ且つベース板７１の例えば上部側から後向きに突設された導光板固定基部７２と
、ベース板７１の例えば下部側から後向きに突設された発光基板固定基部７３とを一体に
備えている。導光板固定基部７２は、前固定部６２ａ及び後固定部６２ｂに前側から嵌合
する例えば略円柱状に形成されている。
【００４０】
　導光板５１ａ側の前固定部６２ａ及び導光板５１ｂ側の後固定部６２ｂに支持フレーム
５９側の導光板固定基部７２を前側から挿入し、その導光板固定基部７２をリフレクタ５
８ｂ側の支持部６９に対して例えばその後側からネジ止めすることにより、導光板５１ａ
，５１ｂは一定の隙間を保持した状態で、支持フレーム５９と後側のリフレクタ５８ｂと
で前後に挟持されている。また、前側のリフレクタ５８ａは、その縦板部６７ａの上縁側
を例えば導光板５１ａとベース板７１との間に挿入した状態で、例えばベース板７１に対
してネジ止め等により固定されている。また発光基板５７は、例えばＬＥＤ５６ａ，５６
ｂの下側でリフレクタ５８ａ，５８ｂの横板部６８ａ，６８ｂにより前後に挟持されると
共に、例えばそれよりも下部側で支持フレーム５９側の発光基板固定基部７３に対してネ
ジ止め等により固定されている。
【００４１】
　またイルミパネル表示装置４６は、その下部側の発光基板５７、リフレクタ５８ａ，５
８ｂ、支持フレーム５９等が下部台板３７ａの後側で且つステージ４５の下側に位置し、
導光板５１ａがステージ４５の後縁部に沿って上向きに起立するように配置され、例えば
下部台板３７ａに一体に形成された固定基部７４に対して支持フレーム５９をネジ止めす
ることにより着脱自在に固定されている。なお、下部台板３７ａの後側には、前面側にＬ
ＥＤ７５が配置された発光基板７６が例えばイルミパネル表示装置４６の前側に対応して
配置されている。
【００４２】
　以上のようなイルミパネル表示装置４６では、ＬＥＤ５６ａ，５６ｂを夫々点灯させる
と、それらの発光部６３から照射された光が夫々導光板５１ａ，５１ｂの背面側及び前面
側から板厚方向に入射する。そして、それらの光は入射光反射部６４ａ，６４ｂの傾斜面
６５で反射され、導光板５１ａ，５１ｂの板面に沿って上向きに進んだ後、反射集合体６
１ａ，６１ｂを構成する発光反射部６０によって前側に反射される。これにより、遊技機
本体１の前側の遊技者からは、導光板５１ａ，５１ｂ上に任意の絵柄（ここでは蝶の絵柄
）が明るく浮かび上がったように見える。もちろん、ＬＥＤ５６ａ，５６ｂは異なるタイ
ミングで点灯させてもよいし、同時に点灯させてもよい。
【００４３】
　また本実施形態では、発光基板５７を導光板５１ａ，５１ｂの間に略平行に配置し、Ｌ
ＥＤ５６ａ，５６ｂを、その発光部６３が導光板５１ａの背面，導光板５１ｂの前面に夫
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々対向するように発光基板５７に配置すると共に、導光板５１ａ，５１ｂに、その板厚方
向に入射した光を発光反射部６０側に向けて導光板５１ａ，５１ｂの板面に沿う方向に反
射させる入射光反射部６４ａ，６４ｂを設けているため、２枚の導光板５１ａ，５１ｂを
設けているにも拘わらずイルミパネル表示装置４６を薄型化することが可能である。
【００４４】
　図９～図１１は本発明の第２の実施形態を例示し、第１の実施形態のイルミパネル表示
装置４６を一部変更して、導光板を１枚とした例を示している。なお、イルミパネル表示
装置以外の構成は第１の実施形態と共通である。
【００４５】
　本実施形態のイルミパネル表示装置４６′は、図９～図１１に示すように、１枚の導光
板５１と、この導光板５１に向けて光を照射するＬＥＤ（発光素子）５６を装着した発光
基板５７と、リフレクタ５８と、それら導光板５１、発光基板５７、リフレクタ５８等を
直接的又は間接的に支持する支持フレーム５９とを備えている。
【００４６】
　導光板５１は、アクリル、ポリカーボネート等の透光性を有する合成樹脂により、無色
透明又は有色透明な例えば略一定板厚（数ｍｍ程度）の略矩形薄板状に形成されている。
導光板５１の前面及び背面のうちの例えば背面側には、導光板５１の板面に沿って例えば
上向きに進む光を前側に反射する発光反射部６０が形成されている。この発光反射部６０
は、例えば傾斜状の反射面６０ａを有する微小凹部により構成されており、導光板５１に
は、この発光反射部６０を所定の形状（ここでは蝶の形）を形成するように高密度に配置
した反射集合体６１が例えば複数設けられている。
【００４７】
　また、導光板５１には、支持フレーム５９に固定するための固定部６２が例えば複数設
けられている。固定部６２は、例えば導光板５１の前側に突出する円筒状に形成され、反
射集合体６１の下側を避けて例えば左右両端部に配置されている。
【００４８】
　発光基板５７は、導光板５１の縁部、例えば下縁部に対応してその前後一方側、例えば
前側に導光板５１と略平行に配置されており、導光板５１側の面（ここでは背面）に、Ｌ
ＥＤ５６が発光部６３を導光板５１側、即ち後側に向けた状態で装着されている。発光基
板５７は、例えば導光板５１の下縁部に沿う細長略矩形状で、その上縁側の少なくとも一
部が導光板５１の前側に位置するように配置されている。ＬＥＤ５６は、反射集合体６１
の下側に対応するように発光基板５７の上縁に沿って所定間隔で配置されており、その発
光部６３が、導光板５１の下縁部近傍でその前面側に対向している。
【００４９】
　また、導光板５１の下縁部には、ＬＥＤ５６の後側に対応して入射光反射部６４が形成
されている。この入射光反射部６４は、導光板５１の一面側（ここでは前面側）から板厚
方向に入射した光を発光反射部６０側に向けて導光板５１の板面に沿う方向（上方向）に
反射させるもので、導光板５１の下縁部における背面側に設けられた略４５度の傾斜面６
５により構成されている。なお、入射光反射部６４は、導光板５１の下縁側の略全体に連
続的に設けてもよいし、各ＬＥＤ５６に対応するように間欠的に設けてもよい。また、発
光基板５７には、ＬＥＤ５６のドライバ（図示省略）が例えば下部側に設けられると共に
、例えばＬＥＤ５６の配置面（ここでは背面）とは異なる面（ここでは前面）にコネクタ
６６が配置されている。
【００５０】
　リフレクタ５８は、入射光反射部６４及びＬＥＤ５６の近傍を後側から略覆うもので、
導光板５１の下縁部に沿う左右方向の細長状に形成されており、例えば導光板５１の背面
側に沿って配置される縦板部６７と、例えば縦板部６７の下縁側から導光板５１の下縁側
及びＬＥＤ５６の下側を経て前向きに突設され且つその前端側が発光基板５７の背面側に
略当接する横板部６８とを例えば一体に備えている。また、リフレクタ５８には、導光板
５１側の固定部６２の後側に対応して例えば縦板部６７の左右両端側に支持部６９が一体
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に設けられており、その支持部６９にネジ止め孔６９ａが形成されている。
【００５１】
　このように、導光板５１は、その入射光反射部６４側の端縁及びその近傍が発光基板５
７とリフレクタ５８とで囲われている。即ち、導光板５１を挟んでその両面側に発光基板
５７及びＬＥＤ５６とリフレクタ５８の縦板部６７とが対向配置され、更に導光板５１の
端縁に対向するように、発光基板５７とリフレクタ５８の縦板部６７との間にリフレクタ
５８の横板部６８が配置されている。これにより、入射光反射部６４で導光板５１の外側
に漏れた（又は漏れようとする）光を再び導光板５１側に誘導することができる。なお、
リフレクタ５８は、光を反射しやすいように例えば不透明な白色系の樹脂で形成してもよ
いし、樹脂の一面側（例えば導光板５１側）に、塗装、メッキ、蒸着、ホットスタンプ、
シール等により光の反射率を高める処理を施してもよい。
【００５２】
　支持フレーム５９は、例えば導光板５１の前側に配置され且つ導光板５１と略平行なベ
ース板７１と、導光板５１側の固定部６２に対応して設けられ且つベース板７１の例えば
上部側から後向きに突設された導光板固定基部７２と、ベース板７１の例えば下部側から
後向きに突設された発光基板固定基部７３とを一体に備えている。導光板固定基部７２は
、固定部６２に前側から嵌合する例えば略円柱状に形成されている。
【００５３】
　導光板５１側の固定部６２に支持フレーム５９側の導光板固定基部７２を前側から挿入
し、その導光板固定基部７２をリフレクタ５８側の支持部６９に対して例えばその後側か
らネジ止めすることにより、導光板５１は支持フレーム５９と後側のリフレクタ５８とで
前後に挟持されている。また発光基板５７は、例えばＬＥＤ５６の下側の背面側にリフレ
クタ５８の横板部６８が略当接すると共に、例えばそれよりも下部側で支持フレーム５９
側の発光基板固定基部７３に対してネジ止め等により固定されている。
【００５４】
　またイルミパネル表示装置４６′は、図９等に示すように、その下部側の発光基板５７
、支持フレーム５９等が下部台板３７ａの後側で且つステージ４５の下側に位置し、導光
板５１がステージ４５の後縁部に沿って上向きに起立するように配置され、例えば下部台
板３７ａに一体に形成された固定基部７４に対して支持フレーム５９をネジ止めすること
により着脱自在に固定されている。なお、下部台板３７ａの後側には、前面側にＬＥＤ７
５が配置された発光基板７６が例えばイルミパネル表示装置４６′の前側に対応して配置
されている。
【００５５】
　以上のようなイルミパネル表示装置４６′では、ＬＥＤ５６を点灯させると、その発光
部６３から照射された光が導光板５１の前面側から板厚方向に入射する。そして、その光
は入射光反射部６４の傾斜面６５で反射され、導光板５１の板面に沿って上向きに進んだ
後、反射集合体６１を構成する発光反射部６０によって前側に反射される。これにより、
遊技機本体１の前側の遊技者からは、導光板５１上に任意の絵柄（ここでは蝶の絵柄）が
明るく浮かび上がったように見える。
【００５６】
　また本実施形態では、発光基板５７を導光板５１に略平行に配置し、ＬＥＤ５６を、そ
の発光部６３が導光板５１の前面に対向するように発光基板５７に配置すると共に、導光
板５１に、その前面側から入射した光を発光反射部６０側に向けて導光板５１の板面に沿
う方向に反射させる入射光反射部６４を設けているため、例えば発光基板５７を導光板５
１に略垂直に配置する場合と比べてイルミパネル表示装置４６′を薄型化することが可能
である。
【００５７】
　図１２は本発明の第３の実施形態を例示し、第２の実施形態のイルミパネル表示装置４
６′を一部変更して、入射光反射部６４を導光板５１の縁部とは異なる位置に設けた例を
示している。
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【００５８】
　本実施形態のイルミパネル表示装置４６′では、導光板５１における下縁部よりも上側
の一面側、例えば背面側に入射光反射部６４が設けられている。この入射光反射部６４は
、導光板５１の一面側（ここでは前面側）から板厚方向に入射した光を発光反射部６０側
に向けて導光板５１の板面に沿う方向（上方向）に反射させるもので、略４５度の傾斜面
６５を有する凹部により構成されている。このように、入射光反射部６４は導光板５１の
縁部以外の位置に設けてもよい。
【００５９】
　図１３は本発明の第４の実施形態を例示し、第２の実施形態のイルミパネル表示装置４
６′を一部変更して、発光部６３が導光板５１の端面に対向するようにＬＥＤ５６を装着
した例を示している。
【００６０】
　本実施形態のイルミパネル表示装置４６′では、第２の実施形態と同様、発光基板５７
を導光板５１と略平行に配置しているが、例えばその背面側に装着したＬＥＤ５６は、そ
の発光部６３が導光板５１の下端面に対向するように配置されている。なお、導光板５１
の下端面は板面に略垂直に形成されており、第２の実施形態における入射光反射部６４は
設けられていない。
【００６１】
　以上のようなイルミパネル表示装置４６′では、ＬＥＤ５６を点灯させると、その発光
部６３から照射された光が導光板５１の下端面から入射し、導光板５１の板面に沿って上
向きに進んだ後、反射集合体６１を構成する発光反射部６０によって前側に反射される。
【００６２】
　また本実施形態では、発光基板５７を導光板５１に略平行に配置し、ＬＥＤ５６を、そ
の発光部６３が導光板５１の端面に対向するように発光基板５７に配置しているため、第
１の実施形態と比べて更なる薄型化が可能である。
【００６３】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、導光
板の異なる複数の縁部（例えば下縁部と右縁部など）に対応して発光基板を配置し、それ
ら複数の発光基板に対応して複数種類の発光反射部を設けてもよい。
【００６４】
　導光板の配置位置は任意であり、例えば画像表示装置２７の前側全体を略覆うように配
置してもよい。ＬＥＤ（発光素子）と導光板との間に、ＬＥＤからの光を集光する集光レ
ンズを配置してもよい。
【００６５】
　また、本発明はパチンコ機に限らず、アレンジボール機、雀球遊技機等の他の弾球遊技
機においても同様に実施することが可能である。
【符号の説明】
【００６６】
５１，５１ａ，５１ｂ　導光板
５６，５６ａ，５６ｂ　発光素子
５７　発光基板
６０　発光反射部
６３　発光部
６４　入射光反射部
６５　傾斜面
【要約】
【課題】いわゆるイルミパネル表示装置の薄型化が可能な遊技機を提供する。
【解決手段】導光板５１ａ，５１ｂと、導光板５１ａ，５１ｂに向けて光を照射する発光
素子５６ａ，５６ｂを装着した発光基板５７と、発光素子５６ａ，５６ｂから導光板５１
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ａ，５１ｂに入射して導光板５１ａ，５１ｂの板面に沿う方向に進む光を導光板５１ａ，
５１ｂの一面側に向けて反射させる発光反射部６０とを設け、発光基板５７を導光板５１
ａ，５１ｂに略平行に配置する。また、発光素子５６ａ，５６ｂを、その発光部６３が導
光板５１ａ，５１ｂの板面に対向するように配置し、導光板５１ａ，５１ｂに、板面から
入射した光を発光反射部６０側に向けて板面に沿う方向に反射させる入射光反射部６４を
設けてもよい。
【選択図】図４

【図１】 【図２】
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