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(57)【要約】
【課題】セルシートに、発光源からの照射光を遊技盤前
方に透過させる光透過部を設け、遊技盤を十分に発光さ
せた迫力ある演出を提供し得るようにした遊技機を提供
する。
【解決手段】パチンコ機では、セルシート５５に光透過
部を有し、かつ該光透過部が、紙材７３における空間部
５０に対向する部位に形成された貫通穴部７７と、フィ
ルム材７２における少なくとも該貫通穴部７７に対向す
る部位に形成された透明状部７６と、からなる。これに
より、ＬＥＤ５６からの照射光Ｌを遊技盤３前方に十分
に透過させることができ、遊技盤３における盤面発光の
光量を高めて、遊技盤３を十分に発光させた迫力ある演
出を提供することができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　盤面基板と、該盤面基板に貼着され、フィルム材と該フィルム材の裏面に貼着された紙
材とからなるセルシートと、を有する遊技盤を備え、かつ前記盤面基板の該セルシート裏
面に対向する位置に空間部を形成すると共に、該空間部内に発光源を配置してなる遊技機
において、
　前記セルシートは、前記空間部を通った前記発光源からの照射光を前記遊技盤の前方に
透過させる光透過部を有し、かつ、
　該光透過部は、前記紙材の前記空間部に対向する位置に設けた貫通穴部と、前記フィル
ム材の少なくとも該貫通穴部に対向する位置に設けた光透過性部と、からなる、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記光透過性部は、透明状に形成された透明状部である、
　請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記空間部の前記セルシート裏面と対向する部位に、前記発光源からの前記照射光を拡
散して透過する拡散透過部材を配置し、かつ、
　該拡散透過部材と、前記セルシートにおける該拡散透過部材の少なくとも周囲部分と、
を同系色に構成してなる、
　請求項１又は２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記拡散透過部材及び前記貫通穴部は、前記遊技盤の正面視において所定の絵柄を形成
してなる、
　請求項３記載の遊技機。
【請求項５】
　前記紙材における前記貫通穴部の周囲が遮光処理されてなる、
　請求項１ないし４のいずれか１項記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に係り、特に、遊技盤の少なくとも一部を発光させる
形式の遊技機に用いて好適なセルシート構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、遊技機、例えばパチンコ機として、球受け皿に滞留している遊技球が、発射ハ
ンドルの操作に応じて遊技盤の遊技領域に打ち出された後、遊技領域の障害釘や風車等に
導かれつつ盤面を流下して、各種入賞口に入球し、或いは入球せずに遊技領域下部のアウ
ト口に流入するように構成されたものが知られている。
【０００３】
　このようなパチンコ機では、一般入賞口に入球した際にはそれに対応した個数の遊技球
が払い出され、また始動チャッカーに入球した際にはこれに基づいて当たり外れや演出パ
ターンの抽選が行われると共に所定数の遊技球が払い出される。この抽選結果に基づき選
定された演出パターンに応じて、例えば遊技盤の中央部分に設けられた液晶表示画面や各
種の照明装置を介した視覚的表現、スピーカを介した聴覚的表現などを用い、様々な演出
が行われる。なお、当たり（以下、「大当たり」ともいう）の発生時（つまり、特別遊技
状態の抽選に当選した時）には、アタッカーと呼ばれる大入賞口が開放し、入球に対応し
て多量の遊技球が払い出される遊技者に有利な特別遊技状態となる。
【０００４】
　ところで、上記遊技盤は、木材等の盤面基板上にセルシートが貼着されて製造される。
このような遊技盤を有するパチンコ機では、以下のような構造を備えたものが知られてい
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る。すなわち、該パチンコ機では、盤面基板における所定部分に貫通孔が形成され、盤面
基板の遊技領域面に、絵柄等が描かれたセルシートが貼着され、更に、遊技盤の背面側に
ＬＥＤ（発光ダイオード）が設けられ、該ＬＥＤからの照射光が上記貫通孔を通して、セ
ルシートを、その背面側から照明するように構成される。
【０００５】
　しかし、該構成のパチンコ機では、遊技盤の背面側に設けられたＬＥＤの照射光が、盤
面基板の貫通孔を通してセルシートの所定箇所を照射するものの、ＬＥＤの照射光は指向
性があるため、貫通孔に対応するセルシートの所定箇所に照射される光量に偏りが生じる
。
【０００６】
　そこで、盤面基板を成す板材の前面側にて上記貫通孔の開口を塞ぐ部位に、絵柄が描か
れて着色されたセルシートを設け、かつ遊技盤の遊技領域面の裏面側に、ＬＥＤからの照
射光を拡散させてセルシートの被照射箇所に射出する拡散部材を配置し、ＬＥＤの照射光
を該拡散部材にて拡散してセルシートの被照射箇所に射出し、被照射箇所全体を均等に照
射し、セルシートの被照射箇所全体を均等に光らせ、遊技演出の質を向上させるようにし
たパチンコ機が案出されている（特許文献１参照（図７、図８、段落００９５、００９６
等））。当該パチンコ機では、セルシートの更に前側に、表面に種々の遊技部品や障害釘
を有する透明樹脂板が設けられている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２１７９４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上記特許文献１には、セルシートにおける貫通孔の開口を塞ぐ箇所である被照
射箇所が少なくとも透光性にされる旨の記載はあるものの、セルシート構造そのものの詳
細な記載が無い。盤面基板に貼着されるセルシートは一般に、絵柄が印刷されたフィルム
材と、該フィルム材の裏面に貼着された、トレーシングペーパー等からなる紙材とから構
成される。従って、特許文献１の技術では、フィルム材が透光性を有するとしても、紙材
は投光性が低いトレーシングペーパー等からなるため、透光性が損なわれる。
【０００９】
　このため、特許文献１に記載のパチンコ機は、折角ＬＥＤの照射光で遊技盤を光らせる
構成を有しながらも、セルシート背面側のＬＥＤからの照射光を十分に透過することは困
難であり、遊技盤前側から視認している遊技者に対し、遊技盤を十分に発光させた迫力あ
る演出を提供することは難しかった。
【００１０】
　そこで本発明は、セルシートに、発光源からの照射光を遊技盤前方に透過させる光透過
部を設け、遊技盤を十分に発光させた迫力ある演出を提供し得るように構成し、もって上
述した課題を解決した遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に係る本発明は（例えば図１ないし図７参照）、盤面基板（５４）と、該盤面
基板（５４）に貼着され、フィルム材（７２）と該フィルム材（７２）の裏面に貼着され
た紙材（７３）とからなるセルシート（５５）と、を有する遊技盤（３）を備え、かつ前
記盤面基板（５４）の該セルシート裏面に対向する位置に空間部（５０）を形成すると共
に、該空間部（５０）内に発光源（５６）を配置してなる遊技機（１）において、
　前記セルシート（５５）は、前記空間部（５０）を通った前記発光源（５６）からの照
射光（Ｌ）を前記遊技盤（３）の前方に透過させる光透過部（７６，７７）を有し、かつ
、
　該光透過部は、前記紙材（７３）の前記空間部（５０）に対向する位置に設けた貫通穴
部（７７）と、前記フィルム材（７２）の少なくとも該貫通穴部（７７）に対向する位置
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に設けた光透過性部（７６）と、からなる、
　ことを特徴とする遊技機（１）にある。
【００１２】
　請求項２に係る本発明は（例えば図２及び図７参照）、前記光透過性部（７６）が、透
明状に形成された透明状部（７６）である、
　請求項１記載の遊技機（１）にある。
【００１３】
　なお、本発明における上記「フィルム材」は、薄い膜状のシート等を意味する概念であ
る。
【００１４】
　請求項３に係る本発明は（例えば図５及び図６参照）、前記空間部（５０）の前記セル
シート（５５）裏面と対向する部位に、前記発光源（５６）からの前記照射光（Ｌ）を拡
散して透過する拡散透過部材（５９ａ）を配置し、かつ、
　該拡散透過部材（５９ａ）と、前記セルシート（５５）における該拡散透過部材（５９
ａ）の少なくとも周囲部分と、を同系色に構成してなる、
　請求項１又は２記載の遊技機（１）にある。
【００１５】
　請求項４に係る本発明は（例えば図５及び図７参照）、前記拡散透過部材（５９ａ）及
び前記貫通穴部（７７）が、前記遊技盤（３）の正面視において所定の絵柄を形成してな
る、
　請求項３記載の遊技機（１）にある。
【００１６】
　なお、本発明における上記「絵柄」は、文字や模様など、遊技機に付与されたテーマに
関連した形状等を広く意味する概念である。
【００１７】
　請求項５に係る本発明は（例えば図７参照）、前記紙材（７３）における前記貫通穴部
（７７）の周囲が遮光処理されてなる、
　請求項１ないし４のいずれか１項記載の遊技機（１）にある。
【００１８】
　なお、上記カッコ内の符号は、図面と対照するためのものであるが、これは、発明の理
解を容易にするための便宜的なものであり、特許請求の範囲の記載に何等影響を及ぼすも
のではない。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に係る本発明によると、セルシートに設けた光透過部が、紙材の空間部に対向
する位置に設けた貫通穴部と、フィルム材の少なくとも該貫通穴部に対向する位置に設け
た光透過性部と、からなるので、発光源からの照射光を遊技盤前方に十分に透過させるこ
とができ、従って、遊技盤における盤面発光の光量を高めて、遊技盤を十分に発光させた
迫力ある演出を提供することが可能となる。また、紙材に貫通穴部を設けたことで、セル
シートにおける貫通穴部の部分は光を表面に十分に透過して視認性が良くなり、その他の
部分は紙材の存在により、例えば印刷でフィルム材に形成された絵柄等を色鮮やかに視認
させることが可能になる。その場合、紙材が白色のものであれば、当該効果は一層高まる
ことになる。
【００２０】
　請求項２に係る本発明によると、光透過性部が、透明状に形成された透明状部であるの
で、発光源からの照射光を、遊技盤前方に、より一層明瞭に透過させることが可能になる
。
【００２１】
　請求項３に係る本発明によると、空間部のセルシート裏面と対向する部位に配置した拡
散透過部材と、セルシートにおける該拡散透過部材の少なくとも周囲部分とを同系色に構
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成したので、発光源が発光しない間は、拡散透過部材をその周囲の同系色部分に紛れさせ
、遊技盤前面側から視認している遊技者に、どの部分が発光するから分からない状態にし
ておき、発光源が発光した時点で、予想もしなかった部分が発光する、という意外性をも
たせることができる。
【００２２】
　請求項４に係る本発明によると、拡散透過部材及び貫通穴部が、遊技盤の正面視におい
て所定の絵柄を形成するので、遊技機に付与されているテーマに対応した形状（例えば、
遊技機のテーマが海や山等の自然風物である場合、絵柄は魚、鳥、虫など）で発光する発
光構造を、簡便に実現させることができる。
【００２３】
　請求項５に係る本発明によると、紙材における貫通穴部の周囲が遮光処理されているの
で、貫通穴部の形状そのもので表現される絵柄等を明瞭に浮かび上がらせる構造を、簡単
に実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る遊技機の実施形態として、遊技場等に設置されるパチンコ機を図面
に沿って説明する。なお、後述する実施の形態では、本発明の遊技機をいわゆる第１種特
別電動役物を使用したパチンコ機として述べるが、本発明はこれに限らず、いわゆる第２
種若しくは第３種特別電動役物等を使用したパチンコ機、又は他の種別のパチンコ機にも
適用可能であることは勿論である。
【００２５】
　図１は、本発明に係る実施の形態におけるパチンコ機の外部構造を示す正面図である。
本パチンコ機１は、同図に示すように、発射ハンドル２の操作による不図示の発射装置の
作動で遊技球（いわゆるパチンコ玉）を遊技盤３前面の遊技領域３ａに向かって打ち出し
つつ遊技を行うもので、いわゆる確率変動等の大当たりが発生した状態でアタッカー５に
入球した遊技球に対応する数の遊技球を払い出すように構成されている。
【００２６】
　上記確率変動当たり（「確変当たり」とも言う）とは、抽選の結果、確変モードの大当
たりが当選したとき、少なくとも当該確変モードによる遊技状態において、遊技者に有利
な付加価値を付与し得る特殊状態を意味する。これに対し、当該特殊状態にならない大当
たりとして「通常当たり」がある。
【００２７】
　本パチンコ機１は、開口を有する枠体状の筐体６と、遊技盤３を支持した形で筐体６に
開閉可能に支持された前扉７とを有しており、前扉７の前面には、透明ガラス９を有する
ガラス枠１０が、前扉７の遊技盤保持枠（図示せず）に対して開閉可能に取り付けられて
いる。透明ガラス９の奥側には、遊技盤３が配設されている。前扉７における遊技盤３の
左右には演出用照明装置１１が配設されており、前扉７における上部左右には、スピーカ
ー（図示せず）を有する放音装置１２がそれぞれ配設されている。
【００２８】
　また、ガラス枠１０における中央部右方には、前扉７を筐体６側に施錠又は解放し、或
いは、ガラス枠１０を前扉７側に施錠又は解放するための施錠装置１３が配設されている
。また、図１中の符号１４は、不図示の発射装置によって打ち出された遊技球を遊技盤３
側に案内するガイドレールを示している。また、本パチンコ機１には、遊技中に遊技領域
３ａにて入賞することなく落下した遊技球をパチンコ機背面側に導く不図示のアウト口及
びアウト球通路が設けられている。
【００２９】
　そして、前扉７における遊技盤３の下方には皿ユニット１６が設けられており、皿ユニ
ット１６における右上部には、賞球及び貸球を含む遊技球が供給される球供給口１７が設
けられ、皿ユニット１６における右上部壁面には、球貸ボタン１９ａ及びプリペイドカー
ド返却ボタン１９ｂが設けられている。皿ユニット１６には、該皿ユニット１６上の遊技
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球を、皿ユニット１６下部の球排出口（図示せず）を通して下方に排出するための第１球
抜きボタン２０ａと、皿ユニット１６上の遊技球を球供給口１７付近から上記球排出口を
通して下方に排出するための第２球抜きボタン２０ｂとが設けられている。更に、皿ユニ
ット１６の左下方には灰皿２１及び傾斜部１５が配設され、該傾斜部１５には遊技者参加
ボタン（いわゆるチャンスボタン）２２が配設されている。
【００３０】
　また、遊技領域３ａの中央部分には、ステージＳを有するセンター飾り２３が配設され
ている。センター飾り２３の左右下方には、それぞれ大当たり抽選に寄与しない一般の入
賞が行われる一般入賞口２５，２６が配設されており、センター飾り２３の直下方には、
始動チャッカー２７と、アタッカー５とが順次配設されている。
【００３１】
　始動チャッカー２７は、大当たり抽選実行の契機となり得る入賞が行われるものであり
、開放位置と閉止位置とに開閉動作するように作動させられる。該始動チャッカー２７の
直上方には、いわゆる命釘としての一対の障害釘３０が打ち込まれている。
【００３２】
　アタッカー５は、大当たり発生時に開放され、遊技領域３ａに打ち出されて転動落下す
る遊技球を入賞させるものであり、大当たり発生中、例えば、１回の開放で９個の入球を
完了した時点で閉じ、当該開閉動作を１５回繰り返すように構成される。なお、これらの
入球数並びに開閉動作の回数は、９個や１５回に限定されることはなく、設計に応じて適
宜変更され得るものである。
【００３３】
　遊技領域３ａには、センター飾り２３の四方に風車３１が配設されており、ステージＳ
の下方における始動チャッカー２７の左側に、普通図柄作動ゲート３２が配設されている
。この普通図柄作動ゲート３２は、始動チャッカー２７を開閉動作させるための抽選の契
機となる遊技球通過が行われる役物である。
【００３４】
　遊技領域３ａ右上部には、遊技盤３から遊技中の遊技者に向けて光を発する盤面発光装
置６２が配設されている。この盤面発光装置６２について詳しくは後述する。なお、図１
では、盤面発光装置６２を便宜上、一箇所のみ図示するが、実際には盤面発光装置６２は
、遊技盤３の他の部位にも設けられる。
【００３５】
　遊技領域３ａにおける普通図柄作動ゲート３２、一般入賞口２５，２６及び始動チャッ
カー２７等の周囲には、ステージＳから零れた遊技球や、発射されてからステージＳに関
与せずに落下してくる遊技球を適宜散らし、或いは入球に導くようにするための障害釘３
３を含む多数の障害釘が打ち込まれている。
【００３６】
　上記センター飾り２３は、遊技盤３側に固定された画像表示装置３５を露出する開口３
６を中央部に、ワープ導入口３７を左上部に、該ワープ導入口３７に連通する放出口４を
左下部に、ステージＳを開口３６の下側に、球放出口４９を該ステージＳの中央下部にそ
れぞれ有している。また、ワープ導入口３７の対向位置には、一対の障害釘３９が打ち込
まれている。ワープ導入口３７の周囲や上方側にも、遊技球を適宜散らし、或いは入球に
導くようにするための多数の障害釘（図示せず）が打ち込まれている。このような本パチ
ンコ機１では、遊技領域３ａに打ち出された遊技球Ｂａを始動チャッカー２７等に、ステ
ージＳを介して入球させ又は該ステージＳを介さず直接入球させ得るように遊技が進めら
れる。
【００３７】
　なお、上記「ワープ導入」という語句は、遊技領域３ａに打ち出された遊技球を、当該
遊技領域３ａの比較的下側に位置する不図示の道釘等を経ることなく、始動チャッカー２
７の上に導くことを意味する概念である。また、上記「道釘」とは、遊技領域３ａにおい
て始動チャッカー２７左右に打ち込まれた複数本の障害釘（図示せず）の列を意味するも



(7) JP 2008-295830 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

ので、上方から転動落下してきた遊技球を始動チャッカー２７方向に導く役割を担ってい
る。
【００３８】
　ついで、遊技盤３に配置した盤面発光装置６２の構造及び該遊技盤３の構造について、
図２ないし図７を参照して詳細に説明する。なお、図２は盤面発光装置６２の構造を分解
した状態を遊技盤３の斜め前方から見た状態で示す斜視図、図３は盤面発光装置６２の構
造を分解した状態を遊技盤３の斜め後方から見た状態で示す斜視図、図４は支持部材６０
を遊技盤３の背面から取り付けた状態を示す背面図である。また、図５は、遊技盤３を盤
面基板５４とセルシート５５とに分解した状態で示す斜視図、図６は図４のＡ－Ａ線に沿
う側面断面図、図７はセルシート５５に設けた光透過部を拡大して示す正面図である。
【００３９】
　図２及び図３に示すように、盤面発光装置６２は、遊技盤３における後述の盤面基板５
４の厚さ方向に貫通した空間部５０と、該空間部５０に嵌合した状態で配置されるレンズ
部材５９と、該レンズ部材５９の背面側からネジ止めされることで支持される照明基板５
７と、を有している。
【００４０】
　上記遊技盤３は、盤面基板５４と、該盤面基板５４に貼着されたセルシート５５とを有
している。盤面基板５４の該セルシート５５の裏面に対向する位置には上記空間部５０が
形成され、該空間部５０の内方（後方）に発光ダイオード（以下、ＬＥＤという）５６が
配置されている。上記セルシート５５は、キャブロイド（Ｒ）等からなるフィルム材７２
と、該フィルム材７２の裏面に貼着された紙材７３とから構成される。該紙材７３は、半
透明状のトレーシングペーパー、或いは、半透明ではない白紙などから構成される。
【００４１】
　また、レンズ部材５９及び照明基板５７は、発光源である多数のＬＥＤ５６を支持する
支持部材６０を構成している。該ＬＥＤ５６は、パチンコ機１に搭載された制御部（図示
せず）により、発光強度や発光状態（点灯、点滅）等を制御されて発光駆動する。なお、
本実施の形態では、図１に示すような遊技盤３の正面視右上部に位置するものを特に盤面
発光装置６２として説明するが、遊技盤３上には、図示はしないがこれ以外にも同様の盤
面発光装置６２が設けられている。
【００４２】
　空間部５０は、上記盤面基板５４の表裏を貫通するように形成され、該盤面基板５４の
前側に開口する開口部５１ａ，５１ｂ，５１ｃを有すると共に、遊技盤３背面に空間部５
０と凹部５３とが連通した開口５２を有する。これにより、空間部５０は、遊技盤３の前
面から開口部５１ａ，５１ｂ，５１ｃの各形状にて遊技盤３の厚さ方向に柱状に切削され
、遊技盤３の厚さ方向中間部からは１つの大きな孔部となって遊技盤３背面の開口５２へ
と通じるものとなっている。
【００４３】
　レンズ部材５９は、合成樹脂材からなり、図２に示すように、台座をなすような後端部
５９ｂの前面に、開口部５１ａ，５１ｂ，５１ｃと略々同形状の先端部（拡散透過部材）
５９ａが隆起したように形成され、少なくとも該先端部５９ａは光透過性を有するように
形成されている。なお、レンズ部材５９において、先端部５９ａ以外の部分は必ずしも光
透過性を有しなくてもよい。そして、後端部５９ｂの後部には、平板状のブラケット部５
９ｃと鍔部６１とがそれぞれ突き出すように形成され、該ブラケット部５９ｃの中央には
ネジ穴５９ｄが設けられている。
【００４４】
　レンズ部材５９が空間部５０に組み込まれる際、ブラケット部５９ｃが空間部５０に連
なって形成された凹部６３へと嵌合され、ブラケット部５９ｃに設けられたネジ穴５９ｄ
からネジ（図示せず）が螺入されてネジ止めされることで、レンズ部材５９が遊技盤３に
固定される。なお、凹部６３におけるネジ穴は図示を省略している。
【００４５】
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　また、レンズ部材５９が空間部５０内に挿入されて取り付けられると、鍔部６１及び照
明基板５７は、凹部５３に嵌合されて該凹部５３を塞ぐようになる。鍔部６１及び照明基
板５７は平板状に形成されているため、凹部５３を塞ぐと、凹部５３の内方に空間部を形
成して遊技盤３の背面と面一となる。また、後端部５９ｂにおける鍔部６１の前側には切
り欠き部６７が形成されており、レンズ部材５９が空間部５０に配設された際には、レン
ズ部材５９の内方空間と上記空間部とが一続きとなる。そして、レンズ部材５９は、その
背面側に照明基板５７がネジ止め固定された状態で、ＬＥＤ５６からの照射光Ｌ（図６参
照）を、空間部５０を通る形で遊技盤前側に透過させる。
【００４６】
　照明基板５７は、複数のＬＥＤ５６が遊技盤３前面の開口部５１ａ，５１ｂ，５１ｃの
各形状に沿った配置で実装され、該複数のＬＥＤ５６に通電するためのハーネス（電気的
接続ケーブル）６９を有した状態で、レンズ部材５９の後部にネジ止め固定される。なお
、図２に示す照明基板５７では、開口部５１ｃから遊技盤３前面に光を発するためのＬＥ
Ｄ５６のみを図示しており、他の開口部５１ａ，５１ｂに対応するＬＥＤ５６はその図示
を省略している。
【００４７】
　また、上述した支持部材６０が空間部５０に対応して配設されると、レンズ部材５９が
空間部５０と略々同形状に形成されていることから、空間部５０を形作る遊技盤３の内側
面に接した状態に配設され、空間部５０を内方から支持するものとなる。上記照明基板５
７は、レンズ部材５９の後部に固定されることから、支持部材６０として空間部５０に配
設されると、該空間部５０の背面側の開口５２を塞ぎ、遊技盤３の背面と略々面一の状態
となる。
【００４８】
　ところで、上記セルシート５５は、空間部５０を通ったＬＥＤ５６からの照射光Ｌを遊
技盤３の前方に透過させる光透過部を有している。この光透過部は、図５ないし図７に示
すように、紙材７３における開口部５１ａ～５１ｃに対向する部位（即ち空間部５０に対
向する部位）に形成された貫通穴部７７ａ～７７ｃ（図６ではこれらを総称して貫通穴部
７７として描いた）と、フィルム材７２における少なくとも該貫通穴部７７ａ～７７ｃに
それぞれ対向する部位に形成された透明状部７６ａ～７６ｃ（図６ではこれらを総称して
透明状部７６として描いた）とから構成されている。本実施形態における上記「フィルム
材」という語句は、薄い膜状のシート等を意味する概念である。また、本実施形態では、
フィルム材７２における少なくとも該貫通穴部７７ａ～７７ｃに対向する部位に形成した
部分を、透明状に形成した透明状部７６ａ～７６ｃとして述べるが、このような透明状に
限らず、透過した光が比較的弱い場合であっても、光透過性を有しているのであれば（即
ち、光透過性部であれば）、本発明が成立することは勿論である。そして、光透過性部が
、上記のように透明状の透明状部７６であれば、ＬＥＤ５６からの照射光を遊技盤前方に
、より一層明瞭に透過できることは言うまでもない。
【００４９】
　本実施形態では、貫通穴部７７ａ～７７ｃのみに良好な光透過性を持たせるように、紙
材７３における貫通穴部７７ａ～７７ｃの周囲が、遮光性の高い材料を用いて遮光処理さ
れている。これにより、後部側に装着される照明基板５７に実装された複数のＬＥＤ５６
の照射光が貫通穴部７７ａ～７７ｃから効率良く射出され、従って、貫通穴部７７ａ～７
７ｃの形状そのもので表現される絵柄等を明瞭に浮かび上がらせる構造を、簡単に実現す
ることができる。なお、上記遮光処理として、いわゆる銀止めを挙げることができる。銀
止めは、スロットマシンの回胴リールそれぞれに絵柄を所定数（現行は２１個）ずつ描く
ための技術である。この技術では、まず、回胴リールを形成する透明フィルムに絵柄を印
刷するが、そのままでは、透明フィルムにその裏側から受ける光が上記絵柄の周囲からも
表側に透過するため、絵柄以外の部分（透過させたくない部分）の背面に黒やグレー等の
暗い色の特殊塗料を塗布し、その部分からは光が表側に漏れないようにして、絵柄だけを
視認し易くする。また、銀止め以外にも、遮光処理として蒸着、アルミニウム等の金属め
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っき、遮光性インキの塗布、などを挙げることができる。
【００５０】
　なお、本実施形態において開口部５１ａ～５１ｃ、透明状部７６及び貫通穴部７７は、
図３及び図４における盤面発光装置６２の左側部位に対応するもののみを図示しているが
、実際には、図３及び図４における盤面発光装置６２の右側部位に対応する開口、透明状
部及び貫通穴部も存在しているが、便宜上、それらの図示は省略している。
【００５１】
　空間部５０のセルシート５５裏面と対向する部位には、盤面発光装置６２のＬＥＤ５６
からの照射光Ｌを拡散して透過する拡散透過部材である先端部５９ａが配置されている。
上記セルシート５５のフィルム材７２には、装飾性を高めるための色付けや絵柄が全体的
に印刷されているが、上述したように空間部５０に対向する部位（即ち、先端部５９ａに
対向する部位）は透明にされ（即ち、透明状部７６が形成され）ると共に、先端部５９ａ
と上記セルシート５５における該先端部５９ａの少なくとも周囲部分とは、同系色に構成
されている。
【００５２】
　つまり、例えば、海や空をパチンコ機１に付与したテーマとする場合、先端部５９ａを
青色とするとき、フィルム材７２の対応する部位を同系色の青色にし、或いは、先端部５
９ａを赤色とするとき、フィルム材７２の対応する部位を同系色の赤色にする。これによ
り、ＬＥＤ５６が発光しない間は、先端部５９ａをその周囲の同系色部分に紛れさせ、遊
技盤３の前面側から視認している遊技者に、どの部分が発光するから分からない状態にし
ておき、ＬＥＤ５６が発光した時点で、予想もしなかった部分が発光する、という意外性
をもたせることができる。
【００５３】
　また、先端部５９ａ及び貫通穴部７７ａ～７７ｃは、遊技盤３の正面視において所定の
絵柄を形成している。この絵柄としては、文字や模様など、パチンコ機１に付与されたテ
ーマに関連する内容のものが選択されている。このため、パチンコ機１に付与されたテー
マに対応した形状、例えばパチンコ機１のテーマが海や山等の自然風物である場合に、魚
、鳥や虫などの絵柄で発光する発光構造が簡便に実現する。
【００５４】
　次に、本パチンコ機１による作用について説明する。すなわち、本パチンコ機１に対面
して着座した遊技者が発射ハンドル２を握り、適宜の角度に回動操作すると、不図示の発
射装置の作動で遊技球が所定の時間間隔で遊技領域３ａに向けて連続的に発射される。す
ると、遊技領域３ａに打ち出されて転動落下する多数の遊技球は、始動チャッカー２７や
一般入賞口２５，２６に適時入賞し、或いは、これらに関与せずに転動落下して、遊技領
域３ａ最下部のアウト口（図示せず）から遊技盤３の背面側に排出される。
【００５５】
　つまり、遊技領域３ａに向けて打ち出された多数の遊技球Ｂａは、その一部がワープ導
入口３７から導入されて放出口４からステージＳ上に放出される。そして、更にその一部
が球放出口４９から放出されて始動チャッカー２７に向けて落下し、この始動チャッカー
２７に高確率で入賞する。この際、障害釘３０への当接状況によっては、始動チャッカー
２７に入賞できないこともある。一方、球放出口４９からではなくステージＳから直接に
落下する遊技球もあり、このような遊技球は始動チャッカー２７と異なる方向に向かう。
この際、当該遊技球は、始動チャッカー２７上の一対の障害釘３０の方向に落下せずとも
、障害釘３０の左右に打ち込まれた所謂ジャンプ釘（図示せず）や、このジャンプ釘から
左右方向に配列された道釘（図示せず）にて弾き返されることにより、障害釘３０に絡ん
で始動チャッカー２７に入球することもある。
【００５６】
　ところで、上述のように始動チャッカー２７に遊技球が入賞すると、入賞判定に基づい
て大当たり抽選が行われる。該抽選で当選した場合には、画像表示装置３５の画面上に、
装飾図柄の組み合わせによる大当り抽選結果の報知がなされると共に、アタッカー５が開
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１６に払い出される。
【００５７】
　上述のように大当りが決定した後、或いは、該大当たりが決定するまでの遊技の過程に
おいて、盤面発光装置６２は、制御部の制御に応じて、ＬＥＤ５６の発光強度や発光状態
（点灯、点滅）等を変更させつつ発光駆動して、所定の発光演出を実行する。
【００５８】
　以上説明したように、本実施の形態によると、セルシート５５に設けた光透過部が、紙
材７３における空間部５０に対向する位置に設けた貫通穴部７７（即ち７７ａ～７７ｃ）
と、フィルム材７２における少なくとも該貫通穴部７７に対向する位置に設けた透明状部
７６（即ち７６ａ～７６ｃ）とから構成される。このため、ＬＥＤ５６からの照射光Ｌを
遊技盤３の前方に十分に透過させることができ、それにより、遊技盤３における盤面発光
の光量を高め、遊技盤３を十分に発光させた迫力ある演出を提供することができる。また
、紙材７３に貫通穴部７７を設けたことで、セルシート５５における貫通穴部７７の部分
は光を表面に十分に透過して視認性が良くなり、その他の部分は紙材７３の存在により、
印刷等でフィルム材７２に形成された絵柄等を色鮮やかに視認させることができる。その
場合、紙材７３が白色のものであれば、当該効果は一層高まることになる。
【００５９】
　以上、本発明をその好適な実施の形態に基づいて説明したが、本発明の遊技機は、上記
実施形態の構成にのみ限定されるものではなく、上記実施形態の構成から種々の修正及び
変更を施した遊技機も、本発明の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明に係る実施の形態におけるパチンコ機の外部構造を示す正面図である。
【図２】盤面発光装置の構造を分解した状態を遊技盤の斜め前方から見た状態で示す斜視
図である。
【図３】盤面発光装置の構造を分解した状態を遊技盤の斜め後方から見た状態で示す斜視
図である。
【図４】支持部材を遊技盤の背面から取り付けた状態を示す背面図である。
【図５】遊技盤を盤面基板とセルシートとに分解した状態で示す斜視図である。
【図６】図４のＡ－Ａ線に沿う側面断面図である。
【図７】セルシートに設けた光透過部を拡大して示す正面図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　遊技機（パチンコ機）
　３　　遊技盤
５０　　空間部
５４　　盤面基板
５５　　セルシート
５６　　発光源（ＬＥＤ）
５９ａ　　拡散透過部材（レンズ部材の先端部）
７２　　フィルム材
７３　　紙材
７６　　光透過部、光透過性部（透明状部）
７７　　光透過部（貫通穴部）
７６ａ～７６ｃ　　透明状部
７７ａ～７７ｃ　　貫通穴部
　Ｌ　　照射光
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