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(57)【要約】
【課題】簡易な構成で光源から離れた位置においても明
るく視認できる遊技機用発光装置を提供する。
【解決手段】ＬＥＤ２１から反射部２３に向けて照射さ
れた照射光を、当該照射光の光軸Ｌと交差しＬＥＤ２１
から遠ざかるにしたがって表示部本体２０ａに漸次近接
する反射面２３ａで反射させて表示部２０の視覚情報２
０ｃの発光態様を変化させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機に組み付けられる遊技機用発光装置であって、
　光源と、
　前記光源より照射された照射光を反射する反射面を有する反射部と、
　前記反射部の反射面から所定の間隔をあけて対向配置され所定の視覚情報を表示する表
示部を具備し、
　前記光源は光軸が反射部と表示部との間に入射するように配置され、前記反射面は前記
光源より照射された照射光の光軸と交差し当該光源から遠ざかるにしたがって前記表示部
に近づくように形成されており、当該反射面からの反射光により前記表示部の視覚情報の
発光態様を変化させる遊技機用発光装置。
【請求項２】
　前記光源は、反射面に向けて照射される照射光の光軸が前記表示部と平行になるように
配置されている請求項１記載の遊技機用発光装置。
【請求項３】
　前記反射部の反射面は光源から遠ざかるにしたがって前記表示部に漸次近接する凹曲面
である請求項１又は請求項２記載の遊技機用発光装置。
【請求項４】
　前記反射部の反射面に光軸と交差する凹凸模様面が形成されている請求項１乃至３のい
ずれか１項記載の遊技機用発光装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４記載のいずれか１項記載の遊技機用発光装置が、遊技盤若しくは
該遊技盤を視認する窓部の周囲に設けられる装飾部の一部として組み付けられている遊技
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機用発光装置及びこれを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機などの遊技機には、外枠に対して開閉可能に設けられた内枠に遊技盤が着脱
可能に組み付けられている。内枠には前面枠が開閉可能に設けられている。
【０００３】
　前面枠の中央部には窓部が形成され、該窓部には透明板（ガラス板、透明樹脂板など）
が設けられている。また窓部の周囲には、前面枠を発光するための発光手段を備えた枠装
飾部が設けられている。また、遊技盤において、図柄表示装置の周囲のセンター枠や釘が
設けられていないスペースにはサイドランプなどの遊技盤装飾部が設けられている。
　これらの装飾部は、遊技機の遊技状態に伴って発光状態が変化し視覚的な演出効果を高
め、遊技者のみならず、周囲の遊技者や遊技台を選定している者などが興味を引くように
なっている。
【０００４】
　発光装置の一例について説明する。ＬＥＤなどの光源からの照射光をアクリル樹脂板な
どの導光板に入射させ、反射光を拡散し、発光面積を拡大している発光装置が提案されて
いる。これは、アクリル樹脂板の反射面に千鳥状の模様（面取り部）が形成されており、
反射光の進行方向には凹凸面が形成された拡散板が設けられている。光源より導光板に入
射した光は面取り部を設けた反射面で各々反射し、拡散板の凹凸で拡散されて見かけ上の
光源が多数あるように光を拡散させている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－１８１１１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、上述した発光装置では、光源の光を導光板に入射させて反射面で反射さ
せて発光させるため、導光板に入射した全ての光を反射できるというわけではないので、
光源から距離が離れた位置では、反射光が暗く認識され易いという課題がある。
　また、光源からの距離によって板厚の異なる導光板を用いる必要があり、成形時にひけ
などの不具合が生じ易く、多数の凹面や凹溝などを設けるため金型構造も複雑になり、コ
ストがかかってしまう。
【０００６】
　本発明の目的は、簡易な構成で光源から離れた位置においても明るく視認できる遊技機
用発光装置及びこれを備えた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上記目的を達成するため、次の構成を備える。
　遊技機に組み付けられる遊技機用発光装置であって、光源と、前記光源より照射された
照射光を反射する反射面を有する反射部と、前記反射部の反射面から所定の間隔をあけて
対向配置され所定の視覚情報を表示する表示部を具備し、前記光源は光軸が反射部と表示
部との間に入射するように配置され、前記反射面は前記光源より照射された照射光の光軸
と交差し当該光源から遠ざかるにしたがって前記表示部に近づくように形成されており、
当該反射面からの反射光により前記表示部の視覚情報の発光態様を変化させることを特徴
とする。
【０００８】
　また、前記光源は、反射面に向けて照射される照射光の光軸が前記表示部と平行になる
ように配置されていることを特徴とする。
【０００９】
　また、前記反射部の反射面は光源から遠ざかるにしたがって前記表示部に漸次近接する
凹曲面であることを特徴とする。また、前記反射部の反射面には光軸と交差する凹凸模様
面が形成されているのが望ましい。
【００１０】
　また、遊技機においては、上述したいずれかの遊技機用発光装置が、遊技盤若しくは該
遊技盤を視認する窓部の周囲に設けられる装飾部の一部として組み付けられていることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　上述した遊技機用発光装置を用いれば、光源から反射部に向けて照射される照射光を、
当該照射光の光軸と交差し光源から遠ざかるにしたがって表示部に近づくように形成され
た反射面で反射させて表示部の視覚情報の発光態様を変化させるので、光源より距離が近
い位置はもちろん距離が離れた位置であっても表示部の視覚情報を明るく視認することが
できる。また、導光板を使用しないため照射光に対する反射光の輝度低下を少なくでき、
簡易な構成で発光領域の広い遊技機用発光装置を提供できる。
【００１２】
　また、光源が反射面に向けて照射される照射光の光軸が表示部と平行になるように配置
されていると、指向性の高い光源を使用して表示部と反射部の狭い空間に光軸が表示部と
平行になるように入射させることで、発光装置の厚みを薄くして狭い設置領域に配置する
ことができる。また、光軸から遠ざかるにしたがって表示部に近づくように反射面が形成
されているので、光軸からの距離にかかわらず、均等に表示部を発光させることができる
。
【００１３】
　また、反射部の反射面は光源から遠ざかるにしたがって凹面が表示部に漸次近接する凹
曲面であると、光源から近い位置であっても離れた位置であっても凹曲面で効率良く反射
して表示部の視覚情報を明るく均等に発光させることができる。更には、反射部の反射面
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に光軸と交差する凹凸模様面が形成されていると、凹凸模様面で反射光が拡散されて視認
性のよい発光装置を提供できる。
【００１４】
　上述したいずれかの遊技機用発光装置が、遊技盤若しくは該遊技盤を視認する窓部の周
囲に設けられる装飾部の一部として組み付けられていると、狭い設置領域に光源を設けて
も広い範囲を光らせることができるので、部品点数を減らして製造コストを削減すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
　図１を参照して本実施形態に係る遊技機の概略構成について説明する。本実施形態では
遊技機の一例としてパチンコ機を例示して説明するものとする。遊技機１は、外枠２と遊
技盤３が設けられた内枠（図示せず）と、該内枠を覆う前面枠４を備えている。図示しな
い内枠はヒンジ５により外枠２に対して開閉可能に取り付けられている。また、前面枠４
は内枠に対して開閉可能に取り付けられている（ヒンジ部図示せず）。前面枠４の中央部
には遊技者が遊技盤３を視認できる窓部６が設けられている。該窓部６の周囲には図示し
ない装飾部やスピーカーなどが設けられる。また、遊技盤３の中央部には、図柄表示装置
（液晶表示装置）９が設けられている。
【００１６】
　また、前面枠４の下方には貸球や賞球を貯留し図示しない発射装置へ球を誘導する上球
受け皿１０ａ、その下方には上球受け皿１０ａの余剰球を貯留する下球受け皿１０ｂ、下
球受け皿１０ｂの左側にタバコの吸殻を収容する灰皿１１、下球受け皿１０ｂの右側に遊
技盤３に遊技球を打ち出すためのハンドル１２が各々設けられている。
【００１７】
　遊技盤３には、上縁部に装飾部７ａを有するセンター役物７、図示しない釘、風車１３
、スルーチャッカー１４、電動チューリップ１５、アタッカー１６、レール１７、サイド
ランプ１８などの盤面部品やアウトロ１９などが設けられている。
【００１８】
　ここで、上記遊技機１に用いられる発光装置の一例について、図２乃至図８を参照して
説明する。以下では、一例としてセンター役物７の装飾部７ａに設けられる表示部２０を
発光させる発光装置を例示して説明する。
【００１９】
　図２において、表示部２０の側方には光源であるＬＥＤ２１が実装されたＬＥＤ基板２
２が設けられ、ＬＥＤ２１の光軸Ｌが表示部２０と反射部２３との間に入射するように配
置されている。ＬＥＤ２１は、単色光用でもフルカラー用でもいずれでもよい。尚、ＬＥ
Ｄ基板２２は表示部２０の端面に突き当てて組み付けられ、ＬＥＤ２１が表示部２０と対
向配置された反射部２３との空間部Ｓに挟み込まれて配置されていてもよい。
　図３において、表示部２０は、遮光性の表示部本体２０ａと該表示部本体２０ａに光透
過性を有する光透過性樹脂材（アクリル樹脂材、ポリカーボネイト樹脂材、フィルム材、
シート材など）２０ｂを重ね合わせて組み付けられている。
【００２０】
　図２において、表示部２０には視覚情報２０ｃが形成されている。本実施例では表示部
本体２０ａに形成された貫通孔２０ｄより光透過性樹脂材２０ｂの一部が露出するように
なっている。尚、視覚情報２０ｃは光透過性樹脂材２０ｂに限らず、光透過性樹脂材２０
ｂを省略した表示部本体２０ａに設けた貫通孔２０ｄであってもよく、貫通孔２０ｄに拡
散レンズなどが嵌め込まれたものであってもよい。また、表示部本体２０ａを光透過性樹
脂材で形成し、視覚情報２０ｃ以外をめっき等により被覆して遮光する二次加工が施され
ていてもよい。
【００２１】
　図３において、ＬＥＤ２１より照射された照射光の光軸Ｌと交差する反射面２３ａを有
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する反射部２３が、表示部２０に組み付けられた光透過性樹脂材２０ｂに対向して空間部
Ｓを介して設けられている。反射部２３の反射面２３ａは、ＬＥＤ２１から遠ざかるにし
たがって凹面が表示部本体２０ａに近づく凹曲面に形成されている。反射部２３は、例え
ば、ＡＢＳ樹脂などの樹脂材が用いられ、ＬＥＤ２１の照射光を反射しやすいように白色
に着色されたものが用いられる。
【００２２】
　ＬＥＤ２１から反射部２３に向けて表示部本体２０ａの長手方向と平行に照射された照
射光は、当該照射光の光軸Ｌと交差しＬＥＤ２１から遠ざかるにしたがって表示部本体２
０ａに近づくように形成された反射面２３で反射させて表示部２０の視覚情報２０ｃの発
光態様を変化させるようになっている。この場合の発光態様は、ＬＥＤ２１の点滅であっ
たり、複数色の同時発光であったり、輝度変化によるグラデーションであるなど様々な発
光態様を含む。
【００２３】
　このように、ＬＥＤ２１から反射部２３に向けて表示部本体２０ａの長手方向と平行に
照射された照射光を反射面２３ａで反射させて視覚情報２０ｃを発光させるので、ＬＥＤ
２１より近い位置はもちろん距離が離れた位置においても視覚情報２０ｃを明るく視認す
ることができる。また、導光板を使用しないため照射光に対する反射光の輝度低下を少な
くし、簡易な構成で発光領域の広い遊技機用発光装置を提供できる。
　また、指向性の高いＬＥＤ２１を使用して表示部本体２０ａと反射部２３との間の狭い
空間部Ｓに光軸Ｌが表示部本体２０ａの長手方向と平行になるように入射させることで、
発光装置の厚みを薄くすることができる。このため発光装置を狭い設置領域に配置するこ
とができる。
【００２４】
　図４に発光装置の他例を示す。図３と同一部材には同一番号を付して説明を援用するも
のとする。
　図４において、反射部２３は、表示部本体２０ａに組み付けられた光透過性樹脂材２０
ｂに対向して空間部Ｓを介して設けられている。反射部２３は、ＬＥＤ２１より照射され
た照射光の光軸Ｌと交差する反射面２３ａが設けられている。反射部２３の反射面２３ａ
は、ＬＥＤ２１から遠くなるにつれて表示部本体２０ａに近づくような傾斜面に形成され
ている。
【００２５】
　ＬＥＤ２１から反射部２３に向けて表示部本体２０ａの長手方向と平行に照射された照
射光は、光軸Ｌと交差する反射面２３ａで反射して反射光が光透過性樹脂材２０ｂを透過
して視覚情報２０ｃの発光態様を変化させる。
【００２６】
　図５に発光装置の他例を示す。図３と同一部材には同一番号を付して説明を援用するも
のとする。
　図５において、ＬＥＤ２１より照射された照射光の光軸Ｌと交差する反射面２３ａを有
する反射部２３が、表示部２０に組み付けられた光透過性樹脂材２０ｂと対向して空間部
Ｓを介して設けられている。反射部２３の反射面２３ａは光源から遠くなるにつれて凸面
が表示部本体２０ａに漸次近接する凸曲面に形成されている。
【００２７】
　ＬＥＤ２１から反射部２３に向けて表示部本体２０ａの長手方向と平行に照射された照
射光は、光軸Ｌと交差する反射部２３の反射面２３ａで反射して反射光が光透過性樹脂材
２０ｂを透過して視覚情報２０ｃの発光態様を変化させる。
【００２８】
　また、図３乃至図５のいずれの形態の反射部２３の反射面２３ａにも、光軸Ｌと交差す
る凹凸模様面（例えば歯面、波面、ローレット面など）が形成されていると、ＬＥＤ２１
より離れた位置でも反射光が拡散されて視認性のよい発光装置を提供できる。
【００２９】
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　また、反射部２３を板状に形成した場合には薄肉に成形できるため成形時のひけなどの
不具合は起こり難いので、生産効率を高めることができる。
【００３０】
　次に、図６乃至図８に発光装置の他例を示す。図６乃至図８は、図３乃至図５の光源を
発光装置の両側に設け、該発光装置の構成を左右対称に設けた実施形態を示す。
　例えば、図６において、表示部２０には、光透過性樹脂材２０ｂの一部が表示部本体２
０ａに露出する視覚情報２０ｃが長手方向で左右対称位置に形成されている。また、反射
部２３の形状が、反射面２３ａの高さがＬＥＤ２１から遠ざかるにしたがって凹面が表示
部本体２０ａに漸次近接する凹曲面に形成されている。よって、反射部２３は、長手方向
中央部を頂点２３ｂとして左右対称に凹曲面が連なる形状をしている。尚、頂点２３ｂの
位置や視覚情報２０ｃの位置は左右いずれかの方向にずらして形成してもよい。
【００３１】
　発光装置の両側に設けられたＬＥＤ２１から反射部２３に向けて照射された照射光は、
光軸Ｌと交差する反射部２３の反射面２３ａで反射して反射光が光透過性樹脂材２０ｂを
透過して視覚情報２０ｃの発光態様を変化させる。
【００３２】
　同様に図７は反射部２３の形状が、反射面２３ａの高さがＬＥＤ２１から遠くなるにつ
れて表示部本体２０ａに漸次近接する傾斜面に形成されている。よって、反射部２３は、
長手方向中央部を頂点２３ｂとして左右対称に傾斜面が連なる形状をしている。尚、頂点
２３ｂの位置や視覚情報２０ｃの位置は左右いずれかの方向にずらして形成してもよい。
【００３３】
　同様に図８は反射部２３の形状が、反射面２３ａの高さがＬＥＤ２１から遠くなるにつ
れて表示部本体２０ａに漸次近接する凸曲面に形成されている。よって、反射部２３は、
長手方向中央部を頂点２３ｂとして左右対称に凸曲面が連なる形状をしている。尚、頂点
２３ｂの位置や視覚情報２０ｃの位置は左右いずれかの方向にずらして形成してもよい。
【００３４】
　以上のように、発光装置の両側にＬＥＤ２１を有していると、同一色で発光させるよう
にしてもよいし、複数色を組み合わせて発光させるようにしてもよいので、発光態様のバ
リエーションを増やして、装飾性や演出効果を高めることができる。
【００３５】
　なお、上記実施の形態は、遊技盤３のセンター役物７の装飾部７ａに設けられる発光装
置について説明したが、サイドランプ１８など他の盤面部品や前面枠４の装飾部に適用す
ることも可能である。
　また、遊技機の一例としてパチンコ遊技機について説明したが、他に例えばアレンジボ
ール遊技機、パチスロ遊技機、雀球遊技機等の他の遊技機にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】遊技機の正面図である。
【図２】発光装置の正面図である。
【図３】図２の発光装置の断面図である。
【図４】他例に係る発光装置の断面図である。
【図５】他例に係る発光装置の断面図である。
【図６】他例に係る発光装置の断面図である。
【図７】他例に係る発光装置の断面図である。
【図８】他例に係る発光装置の断面図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　遊技機
　２　外枠
　３　遊技盤
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　４　前面枠
　５　ヒンジ
　６　窓部
　７　センター役物
　７ａ　装飾部
　９　図柄表示装置
　１０ａ　上球受け皿
　１０ｂ　下球受け皿
　１１　灰皿
　１２　ハンドル
　１３　風車
　１４　スルーチャッカー
　１５　電動チューリップ
　１６　アタッカー
　１７　レール
　１８　サイドランプ
　１９　アウトロ
　２０　表示部
　２０ａ　表示部本体
　２０ｂ　光透過性樹脂材
　２０ｃ　視覚情報
　２０ｄ　貫通孔
　２１　ＬＥＤ
　２２　ＬＥＤ基板
　２３　反射部
　２３ａ　反射面
　２３ｂ　頂点
　Ｌ　光軸
　Ｓ　空間部
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