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(57)【要約】
　　【課題】前後方向の異なる位置で発光部を発光させ
ることにより三次元的に発光表現でき、電飾効果の十分
な向上を期待できるようにする。
　　【解決手段】対応する各光源４５，４６からの光を
導光する導光体４８，４９を電飾領域３０に前後方向に
複数個備え、導光体４８，４９は各光源４５，４６から
の光により発光し且つその発光状態を前面から視認可能
な発光部５９，６０を有する。導光体４８，４９は電飾
領域３０内で前後に重合して配置された重合部５３，５
４と、電飾領域３０外に配置され且つ各光源４５，４６
からの光を重合部５３，５４へと導光する導光部５５，
５６とを一体に備え、各重合部５３，５４に各発光部５
９，６０を備えている。各発光部５９，６０は導光体４
８，４９に形成されたＶ溝５９ａ，６０ａであり、また
一部又は全部が前後方向に重合していない。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
対応する各光源（４５，４６）からの光を導光する導光体（４８，４９）を電飾領域（３
０）に前後方向に複数個備え、該導光体（４８，４９）は前記各光源（４５，４６）から
の光により発光し且つその発光状態を前面から視認可能な発光部（５９，６０）を有する
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記各発光部（５９，６０）はその一部又は全部が前後方向に重合しないことを特徴とす
る請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
前記導光体（４８，４９）は前記電飾領域（３０）内で前後に重合して配置された重合部
（５３，５４）と、前記電飾領域（３０）外に配置され且つ前記各光源（４５，４６）か
らの光を前記重合部（５３，５４）へと導光する導光部（５５，５６）とを一体に備え、
前記各重合部（５３，５４）に前記各発光部（５９，６０）を備えたことを特徴とする請
求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
前記各発光部（５９，６０）は前記導光体（４８，４９）に形成されたＶ溝（５９ａ，６
０ａ）であることを特徴とする請求項３に記載の遊技機。
【請求項５】
前後２個の前記重合部（５３，５４）の内、前側の前記重合部（５４）は前後両面に相対
応する前記Ｖ溝（６０ａ）を有し、裏側の前記重合部５３は裏面に前記Ｖ溝（５９ａ）を
有することを特徴とする請求項４に記載の遊技機。
【請求項６】
前記各導光部（５５，５６）を前記重合部（５３，５４）に対して反対側に設け、前記電
飾基板（４４）の前記各光源（４５，４６）間に、前記重合部（５３，５４）に対して裏
側から光を当てる別の光源（４７）を設け、該別の光源（４７）と前記各光源（４５，４
６）との間に両者相互間を遮光する遮光体（５０）を設けたことを特徴とする請求項４又
は５に記載の遊技機。
【請求項７】
前記遮光体（５０）に、前記各光源（４５，４６）からの光を前記導光部（５５，５６）
側へと反射させる反射面（６７ａ，６７ｂ）を設けたことを特徴とする請求項６に記載の
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、スロットマシン等の遊技機、取り分けその電飾装置の改良に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の弾球遊技機には、遊技盤の遊技領域に装着された遊技部品、遊技盤を着
脱自在に支持する遊技機本体の前面に装着された遊技部品等に電飾装置が装着され、その
電飾装置を連続的又は間欠的に発光させることにより、その時点の遊技状態等を視覚的に
演出するようにしている。これはスロットマシン等でも同じである。
【０００３】
　この電飾装置には、従来、前後方向に配置された導光体の前面に発光部を設けると共に
、導光体の後端に光源を設け、この光源からの光を導光体を経て発光部へと導光して、そ
の発光部を発光させるようにしたもの（特許文献１）、横方向に配置された導光体の前面
にＶ溝等の発光部を形成し、導光体の一端側に配置された光源からの光を導光体により導
光して発光部を発光させるようにしたもの（特許文献２）等がある。
【特許文献１】特開平９－８４９３０号公報
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【特許文献２】特開２００２－３５５３７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような従来の電飾装置は導光体の前面に発光部を設けた構造であるため、電飾効果
に欠ける欠点がある。即ち、従来の電飾装置にも複数個の導光体を配置したものもあるが
、入賞手段の左右両側に導光体を配置する等、単に二次元的に導光体を配置し、その前面
の発光部を光源からの光により発光させる構造である。このため従来は、二次元的な発光
表現に止まり、十分な電飾効果を期待し難いという問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、前後方向の異なる位置で発光部を発光させ
ることにより三次元的に発光表現でき、電飾効果の十分な向上を期待できる遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、対応する各光源４５，４６からの光を導光する導光体４８，４９を電飾領域
３０に前後方向に複数個備え、該導光体４８，４９は前記各光源４５，４６からの光によ
り発光し且つその発光状態を前面から視認可能な発光部５９，６０を有するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、前後方向の異なる位置で発光部を発光させることにより三次元的に発
光表現でき、電飾効果の十分な向上を期待できる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【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の実施例を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の外枠
２と、この外枠２の前側にヒンジ３により縦軸廻りに開閉自在に枢着された前枠４とを備
えている。前枠４の前側にはガラス扉５と前面板６とが上下に配置され、前枠４に対して
ヒンジ３と同じ側のヒンジ７により縦軸廻りに開閉自在に枢支されている。
【０００９】
　前面板６の前側には発射用の遊技球を貯留する球供給皿８が配置され、その側方に遊技
球を発射する発射手段（図示省略）の発射ハンドル９が設けられている。ガラス扉５の裏
側には、このガラス扉５に対応するように前枠４に遊技盤１０（図２参照）が着脱自在に
装着されている。
【００１０】
　遊技盤１０の前面には、図２に示すように、発射手段から発射された遊技球を案内する
ガイドレール１１が略円弧状に配置されると共に、そのガイドレール１１の内側の遊技領
域１２に画像表示手段１３、普通図柄始動手段１４、特別図柄始動手段１５、大入賞手段
１６、電飾付きの普通入賞手段１７等の各種の遊技部品が配置されている。なお、遊技領
域１２はガラス扉５の窓孔１８に対応している。
【００１１】
　画像表示手段１３は遊技領域１２の略中央に配置されており、遊技盤１０に装着された
支持枠１９と、この支持枠１９の略中央に配置された液晶式等の画像表示部２０とを備え
、その支持枠１９に普通図柄表示手段２１が、遊技領域１２の外側で窓孔１８内に特別図
柄表示手段２２が夫々設けられている。
【００１２】
　普通図柄表示手段２１は普通図柄を変動表示するためのもので、複数種類の普通図柄（
例えば２種類の「○」「×」）に対応する２個の発光素子により構成されており、普通図
柄始動手段１４が遊技球を検出することを条件に各発光素子が交互に点灯するように所定
時間点滅して、普通図柄始動手段１４の遊技球の検出時に抽選した乱数値が予め定められ
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た当たり判定値と一致した場合に当たり態様の「○」側の発光素子が点灯し、それ以外の
場合に外れ態様の「×」側の発光素子が点灯して停止するようになっている。
【００１３】
　特別図柄表示手段２２は、発光部位の変化等で特別図柄を変動表示可能なセグメント式
等の表示手段により構成されており、特別図柄始動手段１５が遊技球を検出することを条
件に特別図柄を所定時間変動表示して、特別図柄始動手段１５の遊技球の検出時に抽選さ
れた乱数値が予め定められた大当たり乱数値と一致した場合に所定の大当たり態様で、そ
れ以外の場合に外れ態様で停止するようになっている。
【００１４】
　画像表示部２０は矩形状その他の形状であって、遊技中は演出図柄２３ａ～２３ｃとそ
の背景画像とが表示される。演出図柄２３ａ～２３ｃは画像表示部２０の適当な位置に複
数個、例えば３個表示されており、特別図柄表示手段２２の特別図柄の変動に同期して変
動を開始し、所定の変動パターンを経て所定時間変動した後、特別図柄の変動終了に同期
して所定の順序で順次停止する。演出図柄２３ａ～２３ｃの変動後の停止図柄は、特別図
柄表示手段２２の特別図柄が大当たり態様で停止する場合には全てが揃う大当たり演出態
様となり、特別図柄が外れ態様で停止する場合には少なくとも一部が異なる外れ演出態様
となる。
【００１５】
　なお、演出図柄２３ａ～２３ｃには例えば０～９までの数字図柄が使用されており、特
別図柄が大当たり態様で停止する場合には演出図柄２３ａ～２３ｃは「７・７・７」等の
大当たり演出態様で停止し、特別図柄が外れ態様で停止する場合には演出図柄２３ａ～２
３ｃは「２・３・４」等の外れ演出態様で停止する。
【００１６】
　特別図柄始動手段１５は固定式入賞口２４と電動チューリップ等の可変式入賞口２５と
を上下に備えている。可変式入賞口２５は普通図柄表示手段２１の変動後の普通図柄が当
たり態様を停止表示したときに所定時間開放するようになっている。
【００１７】
　普通入賞手段１７は図３～図７に示すように、ガイドレール１１の内側に沿って略円弧
状に構成された本体２６と、この本体２６の下部内側縁に配置された複数個、例えば３個
の入賞口２７と、本体２６の前側で入賞口２７の外側に遊技球用の通路２８を円弧状に形
成する通路壁２９とを備え、本体２６の前面側の電飾領域３０に対応してその内部に電飾
ユニット３１が内蔵されている。
【００１８】
　本体２６は前端に前飾り板３２が一体に形成され且つ裏側が開放する円弧状の本体ケー
ス３３と、この本体ケース３３の裏側にネジ等で着脱自在に装着された裏カバー３４とを
備え、本体ケース３３及び裏カバー３４が遊技盤１０の取り付け孔３５に前側から嵌合さ
れ、その前飾り板３２がネジ等により遊技盤１０の前面に着脱自在に装着されている。
【００１９】
　前飾り板３２には本体ケース３３内に対応して電飾領域３０を形成する開口３６が形成
され、その開口３６を塞ぐ電飾カバー３７が本体ケース３３内で前飾り板３２の裏側に当
接して固定されている。電飾カバー３７は電飾ユニット３１を前面側から覆うもので、光
透過性を有する合成樹脂材により成形され、開口３６に嵌合する透視部３８を経て内部の
電飾ユニット３１の発光状態を前面から透視により視認できるようになっている。前飾り
板３２の前面は光を透過しないようにメッキ処理等がなされ、また通路壁２９も同様の処
理がなされている。
【００２０】
　なお、電飾領域３０を形成する開口３６は、図４に示すように本体２６の上部側と、こ
れよりも下側で複数個の入賞口２７に対応する部分とに分かれているが、円弧方向に連続
して１個設けてもよいし、３個以上を含む複数個に分割して設けてもよい。
【００２１】
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　各入賞口２７は前飾り板３２下部側の内縁部に、通路壁２９は前飾り板３２の上下両端
側を除く外縁部に夫々固定され、その各入賞口２７と通路壁２９の周壁部２９ａとの間に
ガイドレール１１に沿って遊技球の通路２８が形成されている。各入賞口２７は図３、図
８に示すように入賞した遊技球を案内通路３９を経て遊技盤１０の裏側へと案内し、遊技
盤１０の裏側で落下通路４０から下方に落下させるようになっている。案内通路３９は本
体ケース３３に、落下通路４０は裏カバー３４に夫々一体に設けられている。裏カバー３
４には、落下通路４０を通過する遊技球を検出する球検出スイッチ４１が設けられている
。通路壁２９の上端は球案内部４２により閉鎖されている。
【００２２】
　電飾ユニット３１は図６～図８に示すように電飾カバー３７、電飾基板４４と、この電
飾基板４４の前面に装着された第１光源４５、第２光源４６及び第３光源４７と、電飾基
板４４の前側に配置された第１導光体４８及び第２導光体４９と、電飾基板４４の前側で
第１光源４５及び第２光源４６と第３光源４７との間を遮光する遮光体５０とを備え、上
下の電飾領域３０に跨がって略円弧状に構成されると共に、本体２６内で前飾り板３２と
裏カバー３４との間に介装されている。
【００２３】
　第１導光体４８、第２導光体４９は光透過性を有する合成樹脂材により構成されており
、電飾領域３０に対応して前後方向に所定の間隔を置いて略平行に配置された重合部５３
，５４と、この重合部５３，５４に対して反対側の端部から裏側へと屈曲する導光部５５
，５６とを一体に備え、各光源４５，４６からの光を導光部５５，５６を経て重合部５３
，５４へと導光するようになっている。なお、第１導光体４８、第２導光体４９が本体２
６に沿って略円弧状であるため、その重合部５３，５４は円弧状に形成され、その幅方向
の端縁に円弧方向に沿って導光部５５，５６が設けられている。
【００２４】
　各導光体４８，４９の重合部５３，５４は板状であって、第１導光体４８の重合部５３
は電飾基板４４の前側に略平行に配置され、この重合部５３の前側に第２導光体４９の重
合部５４が配置されている。第１導光体４８の導光部５５は遊技領域１２の内外方向の内
側に配置され、第２導光体４９の導光部５６は反対の外側に配置されている。導光体４８
，４９の重合部５３，５４と導光部５５，５６との光軸は略直角であり、その両者の屈曲
部の外側には導光部５５，５６からの光を重合部５３，５４の光軸に沿って略直角に反射
する反射面５７，５８が設けられている。
【００２５】
　なお、導光体４８，４９の重合部５３，５４は前後逆に設けてもよいし、導光部５５，
５６は内外逆に設けてもよい。また各導光部５５，５６の後端と各光源４５，４６との間
の間隔は略同じであるが、その間隔に違いを付けてもよい。例えば後側に配置される第１
導光体４８の導光部５５と第１光源４５との間隔を、前側に配置される第２導光体４９の
導光部５６と第２光源４６との間隔よりも大にしてもよい。また導光体４８，４９の導光
部５５，５６の後端は、各光源４５，４６からの光が入り易くなるように電飾基板４４と
略平行になっている。
【００２６】
　導光体４８，４９の重合部５３，５４には発光部５９，６０が設けられている。各発光
部５９，６０は各光源４５，４６から導光部５５，５６を経て重合部５３，５４へと導光
される光により発光して、発光状態を電飾カバー３７の電飾領域３０の透視部３８を経て
前側から視認できるようになっている。
【００２７】
　発光部５９，６０は光を前側に反射するようにＶ溝５９ａ，６０ａによって構成されて
おり、図３、図５に示すように正面視において複雑に屈曲する屈曲模様を構成する等、発
光演出に適した所定の模様になっている。第１導光体４８の発光部５９のＶ溝５９ａは重
合部５３の裏面に形成され、第２導光体４９の発光部６０のＶ溝６０ａは重合部５４の前
後両面に相対応して形成されている。前後のＶ溝６０ａは略同幅であって、前側のＶ溝６
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０ａの深さが小さく、後側のＶ溝６０ａの深さが大になっている。また前後の重合部５３
，５４の各Ｖ溝５９ａ，６０ａは、図５に示すように正面視においてその一部が前後に重
合し、他の部分が前後方向に重合しないように形成されている。
【００２８】
　なお、各発光部５９，６０はその全部が前後に重合しないように配置してもよい。また
第１導光体４８の重合部５３の前後両面にＶ溝５９ａを形成し、第２導光体４９の重合部
５４の前後両面の一方にＶ溝６０ａを形成してもよい。
【００２９】
　電飾基板４４には第１導光体４８、第２導光体４９の各導光部５５，５６の後端に対応
して、幅方向の内側部分に第１光源４５が、外側部分に第２光源４６が夫々導光部５５，
５６に沿って所定の間隔を置いて複数個配置されており、また第１光源４５と第２光源４
６との間の中央部分に第３光源４７が所定の間隔をおいて複数個配置されている。
【００３０】
　第３光源４７は各重合部５３，５４に対して裏側から光を当てるためのものであって、
電飾カバー３７の裏面には、各第３光源４７に対応して乱反射部６４が形成され、第３光
源４７から重合部５３，５４を透過する光により乱反射部６４が発光するようになってい
る。なお、乱反射部６４は粗面状、凹凸状に形成されている。また乱反射部６４は電飾カ
バー３７の前面に形成してもよい。乱反射部６４は第１導光体４８と第２導光体４９との
重合部５３，５４の一方又は両方に設け、電飾カバー３７の乱反射部６４を省略してもよ
い。
【００３１】
　遮光体５０は各導光体４８，４９の導光部５５，５６に近接する遮光壁６５ａ，６５ｂ
を中間の連結部６６で枠状に連結したものであって、第１導光体４８の重合部５３の裏側
に配置され、第１光源４５と第３光源４７、第２光源４６と第３光源４７相互間を遮光す
るようになっている。この遮光体５０の遮光壁６５ａ，６５ｂには、対応する光源４５，
４６からの光を導光体４８，４９の導光部５５，５６側へと反射させる反射面６７ａ，６
７ｂが設けられている。
【００３２】
　なお、電飾基板４４は裏カバー３４にネジ等で着脱自在に固定され、遮光体５０は本体
ケース３３の裏側にネジ等で着脱自在に固定され、また導光体４８，４９は重合部５３，
５４の適当箇所に形成された突起等により前後方向に適当な間隔を置いた状態で遮光体５
０と電飾カバー３７との間に挟まれている。
【００３３】
　このパチンコ機では、例えば遊技中に特別遊技状態が発生すれば、次のような電飾ユニ
ット３１の発光表現により、その特別遊技状態を視覚的に演出する。即ち、特別図柄始動
手段１５が遊技球を検出すると、そのときに抽選した乱数値により大当たりか否かの判定
を行う。判定結果が大当たりであれば、特別図柄表示手段２２の特別図柄、画像表示部２
０の演出図柄２３ａ～２３ｃが所定時間変動した後に大当たり態様、大当たり演出態様で
停止して特別遊技状態が発生し、大入賞手段１６が複数回開放する等、遊技者は有利な状
態で遊技を継続できる。
【００３４】
　特別遊技状態になれば、電飾ユニット３１の光源４５～４７が点灯又は点滅発光して、
発光部５９，６０のＶ溝５９ａ，６０ａの発光により、その特別遊技状態を三次元的な発
光表現により演出する。この演出に際して、第１光源４５が点灯すれば、その光は第１導
光体４８の導光部５５に入り、この導光部５５から反射面５７を経て重合部５３へと導光
されるため、この重合部５３に形成されたＶ溝５９ａがその光を前側へと反射して発光す
る。
【００３５】
　また第２光源４６が点灯すれば、その光は同様に第２導光体４９の導光部５６に入り、
この導光部５６から反射面５８を経て重合部５４へと導光され、この重合部５４の前後両
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面に形成されたＶ溝６０ａがその光を反射して発光する。そして、これらのＶ溝５９ａ，
６０ａにより構成される各発光部５９，６０の発光状態は、電飾領域３０の電飾カバー３
７を介して前面側から視認可能である。また第３光源４７が点灯すると、導光体４８，４
９の重合部５３，５４を透過した光が電飾カバー３７の乱反射部６４に当たり、この乱反
射部６４が発光する。
【００３６】
　このように導光体４８，４９のＶ溝５９ａ，６０ａを前後方向の異なる位置で発光させ
ることにより、光源４５，４６と導光体４８，４９とを組み合わせて構成した簡単な電飾
ユニット３１であるにも拘わらず三次元的な発光表現が可能となり、従来の二次元的な発
光表現に比較して電飾効果の十分な向上を図ることができる。
【００３７】
　特に前後の導光体４８，４９のＶ溝５９ａ，６０ａはその一部又は全部が前後方向に重
合しない配置であるため、各発光部５９，６０の発光状態を前側から確実に視認できると
共に、両発光部５９，６０を同時又は交互に発光させることにより、前後方向の発光位置
の違いを表現できる。
【００３８】
　しかも、前後２個の重合部５３，５４の内、前側の重合部５４には前後両面に相対応す
るＶ溝６０ａがあり、裏側の重合部５３には裏面に発光部５９ａがあるため、前側の発光
部６０の発光状態を後側の発光部５９に比較して明るく明瞭にでき、その発光状態の違い
によって発光部５９，６０相互間に実際の重合部５３，５４の間隔以上の距離感を持たせ
ることができ、より大きな立体感のある発光表現が可能である。
【００３９】
　各発光部５９，６０は光を前面に反射するＶ溝５９ａ，６０ａであり、そのＶ溝５９ａ
，６０ａが導光体４８，４９に形成されているため、導光体４８，４９の構成も簡素化で
きる。また導光体４８，４９は電飾領域３０内で前後に重合して配置された重合部５３，
５４と、電飾領域３０外に配置され且つ各光源４５，４６からの光を重合部５３，５４へ
と導光する導光部５５，５６とを一体に備え、各重合部５３，５４に各発光部５９，６０
を備えているため、簡単な構造の導光体４８，４９を使用して容易且つ安価に製作するこ
とができる。
【００４０】
　各導光体４８，４９は重合部５３，５４に対して反対側から電飾基板４４側へと屈曲す
る導光部５５，５６を有し、この導光部５５，５６に対応して電飾基板４４に光源４５，
４６を設けているため、一方の光源４５，４６からの光が他方の導光体４８，４９に入る
等の惧れもない。
【００４１】
　電飾基板４４には、その幅方向の両側に第１光源４５、第２光源４６があり、その両光
源４５，４６間に第３光源４７があるが、第１光源４５、第２光源４６と第３光源４７と
の間に遮光体５０があるため、電飾基板４４に各光源４５，４６，４７を集中的に配置し
ても、各光源４５，４６，４７からの光が他に入る惧れもない。また遮光体５０には各光
源４５，４６からの光を各導光部５５，５６側へと反射させる反射面６７ａ，６７ｂがあ
るため光の拡散を防止できる。電飾領域３０の前面に、発光部５９，６０を透視可能で且
つ導光体４８，４９を覆う電飾カバー３７を設けているため、その前側を遊技球が通過す
る場合にも、その遊技球による導光体の損傷等を防止できる。
【００４２】
　図９は本発明の第２の実施例を例示する。第２導光体４９の重合部５４に、導光部５６
、反射面５８に対して遠近方向に位置を変えて複数個の発光部６０を設ける場合には、図
９（ａ）～（ｃ）に示すようにしてもよい。
【００４３】
　図９（ａ）では、導光部５６から遠い側のＶ溝６０ａ１の深さが、近い側のＶ溝６０ａ
２の深さよりも深くなっている。また重合部５４の導光部５６と反対側の端面には、シー
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ルの貼付、塗料の塗工等によって反射部５４ａが形成されている。なお、遠い側、近い側
のＶ溝６０ａ１，６０ａ２は傾斜角度が略同じであり、深さの違いによって幅が異なって
いる。また前後のＶ溝６０ａ１，６０ａ２は略同じ幅である。
【００４４】
　このように導光部５６から遠い側のＶ溝６０ａ１の深さを大にすることによって、両Ｖ
溝６０ａ１，６０ａ２の位置の違いによる発光状態のバラツキを防止できる。また反射部
５４ａを設けることによって、前後のＶ溝６０ａ１，６０ａ２間を通過して反射部５９ａ
，６０ａで反射する光により、導光部５６から遠い側のＶ溝６０ａ１の発光状態を良くす
ることができる。
【００４５】
　図９（ｂ）（ｃ）の重合部５４は、導光部５６側が大で先端へと順次小となるように前
後方向の厚さを変えて、導光部５６から遠い側のＶ溝６０ａ１と近い側のＶ溝６０ａ２と
の深さを略同じにしている。このようにしても、各Ｖ溝６０ａ１，６０ａ２が受ける光量
を略同じにでき、両Ｖ溝６０ａ１，６０ａ２の位置の違いによる発光状態のバラツキを防
止できる。なお、図９（ｂ）は重合部５４の裏面側が電飾基板４４と略平行であり、前面
側が斜めになっている。図９（ｃ）は重合部５４の前後両面側が電飾基板４４に対して斜
めになっている。
【００４６】
　図１０は本発明の第３の実施例を例示する。この実施例では、導光体４８，４９の重合
部５３，５４、電飾カバー３７の透視部３８は共に前側に湾曲する円弧状に形成されてい
る。各重合部５３，５４には発光部５９，６０のＶ溝５９ａ，６０ａが夫々形成されると
共に、導光部５５，５６からの光が重合部５３，５４の前面側に拡散し難くなるように、
発光部５９，６０に対応しない位置にシール、塗料等による遮光部５３ｂ，５４ｂが設け
られている。遮光部５３ｂ，５４ｂは各重合部５３，５４の端面まで延びている。
【００４７】
　このように導光体４８，４９から外部に光が漏れない対策を講じれば、重合部５３，５
４を円弧状に湾曲させたりする等、適宜形状に屈曲させて構成することもできる。
【００４８】
　図１１は本発明の第４の実施例を例示する。この実施例では、後側にある第１導光体４
８の重合部５３の裏面を粗面又は凹凸状の傾斜面５３ｃとして、この傾斜面５３ｃにより
発光部５９を構成したものである。傾斜面５３ｃは正面視において第２導光体４９の発光
部６０を含む範囲に形成されるか、又は一部が第２導光体４９の発光部６０と前後方向に
重なるように形成されている。
【００４９】
　この場合には、第１導光体４８の導光部５５から入った光は反射面５７で反射して、粗
面又は凹凸状の傾斜面５３ｃにより構成された発光部５９に当たり、その発光部５９が光
の乱反射により発光する。従って、例えば発光部５９が第２導光体４９の発光部６０を含
む範囲にある場合には、この発光部５９の全体を発光部６０よりも暗く発光させることに
より、明瞭に発光する発光部６０の裏側の背景として淡く発光させることも可能である。
このように導光体４８，４９でその発光部５９，６０を異なる種類のものにしてもよい。
【００５０】
　図１２、図１３は本発明の第５の実施例を例示する。この実施例では、第２導光体４９
は断面略Ｔ字状に構成されている。第２導光体４９には導光部５６の前端に発光部６０兼
用の反射面５８がＶ字状に設けられると共に、この反射面５８からの光が透過するように
両側に重合部５４が形成されている。第１導光体４８は第２導光体４９の導光部５６の両
側に２個配置されており、その重合部５３が第２導光体４９の各重合部５４の裏側に対応
している。
【００５１】
　各重合部５３，５４には前後両面にＶ溝５９ａ，６０ａが形成されている。また電飾基
板４４には、各導光部５５，５６に対応して光源４５，４６が装着されているが、導光部
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５６の両側に重合部５４を有する第２導光体４９側の第２光源４６の数は、第１導光体４
８側の第１光源４５よりも多くなっている。
【００５２】
　この場合にも、第２光源４６からの光により各重合部５４の発光部６０を発光させるこ
とができる。第２導光体４９の導光部５６は電飾領域３０内に配置されているが、その先
端側に発光部６０を構成する反射面５８があり、第２光源４６からの光の一部がこの反射
面５８から前面側へと漏れることにより発光するため、その導光部５６が発光表現の障害
となることはない。
【００５３】
　なお、第２導光体４９側の発光部６０は、遠い側のＶ溝６０ａ１の幅は近い側のＶ溝６
０ａ２の幅よりも大になっている。従って、この実施例では、反射面５８により構成され
る発光部６０を含めてその夫々の幅が異なっている。
【００５４】
　図１４は本発明の第６の実施例を例示する。この実施例では、第１導光体４８と第２導
光体４９とが一体に構成されている。第１導光体４８は重合部５３と導光部５５とをＬ字
状に一体に備え、第２導光体４９の導光部５６は、第１導光体４８の重合部５３の導光部
５５側近傍に前後方向に一体に形成され、その導光部５６の前端からＬ字状に屈曲して重
合部５４が形成されている。
【００５５】
　このように導光部５５，５６を同一側に設ける等により、両導光体４８，４９を一体に
構成することも可能である。なお、両導光体４８，４９の導光部５５，５６間には、所定
の隙間７４を設けるか、又は他の遮光手段を設ける等により、他方の光源４５，４６の光
の影響を受け難くすることが望ましい。
【００５６】
　図１５は本発明の第７の実施例を例示する。この実施例では、導光体４８，４９の重合
部５３，５４の端部に傾斜面５３ｃ，５４ｃを形成して、その傾斜面５３ｃ，５４ｃを発
光部５９，６０としている。第１導光体４８の発光部５９は粗面状とし、第２導光体４９
の発光部６０は平滑面状としている。
【００５７】
　このように導光体４８，４９の発光部５９，６０は共に傾斜面５３ｃ，５４ｃにより構
成してもよい。なお、発光部５９，６０を構成する傾斜面５３ｃ，５４ｃは正面視でジグ
ザグ状に屈曲する等、適宜屈曲形状になっている。
【００５８】
　図１６は本発明の第８の実施例を例示する。この実施例では、導光体４８，４９は重合
部５３，５４と導光部５５，５６とが平板状に形成されている。電飾基板４４は両導光体
４８，４９の一端側に配置されており、この電飾基板４４に各導光体４８，４９に対応し
て光源４５，４６が装着されている。このように導光体４８，４９を板状に構成し、その
一端側に電飾基板４４、光源４５，４６を配置してもよい。
【００５９】
　図１７は本発明の第９の実施例を例示する。この実施例では、導光体４８，４９が前後
に配置され、その後側に光源４５，４６を有する電飾基板４４が配置されている。第１導
光体４８と電飾基板４４との間には、各光源４５，４６相互間を遮光する遮光体５０が設
けられ、その遮光体５０の開口５０ａ，５０ｂを介して各発光部５９，６０の裏側に各光
源４５，４６が対向している。第１導光体４８の発光部５９は前面に粗面状に設けられて
いる。
【００６０】
　このように前後に重合する両導光体４８，４９の裏側に、各発光部５９，６０に対応し
て光源４５，４６を配置してもよい。導光体４８，４９、遮光体５０、電飾基板４４はネ
ジにより一体に結合され、その電飾基板４４が本体ケース３３に固定されている。
【００６１】
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　以上、本発明の各実施例について詳述したが、本発明はこの各実施例に限定されるもの
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、実施例で
は、パチンコ機における電飾付きの普通入賞手段１７について例示しているが、遊技盤１
０に装着される他の遊技部品、前枠４の前面に装着される遊技部品等でも同様に実施可能
であるし、パチンコ機以外の他の弾球遊技機は勿論のこと、スロットマシン等でも実施可
能である。
【００６２】
　また電飾ユニット３１の正面視形状、電飾領域３０の正面視形状等は、それが配置され
る遊技部品の位置、形状等に応じて適宜変更可能である。また実施例では前後に２個の導
光体を備えた場合を例示しているが、その数は３個以上でもよい。導光体４８，４９は、
発光部５９，６０が形成される重合部５３，５４と、光源４５，４６からの光を重合部５
３，５４に導光する導光部５５，５６とが一体であることが望ましいが、重合部５３，５
４と導光部５５，５６とを別構造にしてもよい。
【００６３】
　重合部５３，５４にＶ溝５９ａ，６０ａを形成する場合、後側の重合部５３の前後両面
にＶ溝５９ａを形成し、前側の重合部５４の前後両面の内の前面又は後面にＶ溝６０ａを
形成してもよい。
【００６４】
　また重合部５３，５４の前後両面にＶ溝５９ａ，６０ａを設ける場合、第１の実施例に
重合部５４側を例示するように、後面のＶ溝５９ａ，６０ａを深くし、前後両面のＶ溝５
９ａ，６０ａを略同一幅とする他、前面のＶ溝５９ａ，６０ａを後面よりも広くし又は狭
くしてもよい。
【００６５】
　前後のＶ溝５９ａ，６０ａを略同一幅、略同一深さとしてよい。また前後のＶ溝５９ａ
，６０ａの内、前面のＶ溝５９ａ，６０ａを深くし、後面のＶ溝５９ａ，６０ａを前面側
と略同一幅、前面側よりも広幅又は狭幅にしてもよい。
【００６６】
　従って、重合部５３，５４にＶ溝５９ａ，６０ａを設けるに当たって、前後両面にする
か、前面又は後面の片面のみにするか、またその深さ、幅をどのようにするかは、発光表
現全体を考慮してその中で適宜決定すればよい。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の第１の実施例を示すパチンコ機の斜視図である。
【図２】同遊技盤の正面図である。
【図３】同普通入賞手段の分解斜視図である。
【図４】同普通入賞手段の分解斜視図である。
【図５】同導光体の正面図である。
【図６】図２のａ－ａ線断面図である。
【図７】図２のｂ－ｂ線断面図である。
【図８】図２のｃ－ｃ線断面図である
【図９】本発明の第２の実施例を示す第２導光体の平面断面図である。
【図１０】本発明の第３の実施例を示す電飾ユニットの平面断面図である。
【図１１】本発明の第４の実施例を示す電飾ユニットの平面断面図である。
【図１２】本発明の第５の実施例を示す電飾ユニットの平面断面図である。
【図１３】同正面断面図である。
【図１４】本発明の第６の実施例を示す電飾ユニットの平面断面図である。
【図１５】本発明の第７の実施例を示す電飾ユニットの平面断面図である。
【図１６】本発明の第８の実施例を示す電飾ユニットの平面断面図である。
【図１７】本発明の第９の実施例を示す電飾ユニットの平面断面図である。
【符号の説明】
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【００６８】
３０　電飾領域
４４　電飾基板
４５　第１光源
４６　第２光源
４７　第３光源
４８　第１導光体
４９　第２導光体
５０　遮光体
５３，５４　重合部
５９，６０　発光部
５５，５６　導光部
５９ａ，６０ａ　Ｖ溝
６７ａ，６７ｂ　反射面

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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