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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部材と、この本体部材に開閉可能に支持されて、機前面側を構成する前面部材とを
備え、遊技に関する演出表示がなされる表示部が前記前面部材における可視部の裏側から
臨むように構成された遊技機において、
　密閉型のエンクロージャーを有するスピーカーユニットと、バスレフ型のエンクロージ
ャーを有するスピーカーユニットとを備え、各スピーカーユニットが前記前面部材の上部
と下部とに分けて配置され、
　前記前面部材の下部に配設される前記スピーカーユニットのスピーカーが裏側に臨む放
音口に隣接して設けられると共に、該前面部材の意匠面を構成し、光を透過可能な透過装
飾部と、
　前記前面部材に配設され、前記透過装飾部に向けて発光体から光を照射し得る発光手段
と、
　前記前面部材の下部に配設される前記スピーカーユニットにおいて前記発光体から照射
した光の光軸上から外れて前記透過装飾部と前記発光手段との間に延在する前記エンクロ
ージャーの壁面に設けられ、光を反射し得る反射部とを備え、
　前記発光体からの照射光および該照射光を前記反射部で反射した反射光が前記透過装飾
部を通して視認可能に構成され、
　前記前面部材の上部に配設されるスピーカーユニットは、前記前面部材において前記可
視部の上側に位置すると共に、前記エンクロージャーが前後方向よりも前記可視部の縁辺
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に沿って広くなるように構成された
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、各種の音を出力するスピーカーを備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、前後に開口する矩形枠状に形成されて遊技店の設
置枠台に固定される固定枠としての外枠と、該外枠に対して開閉可能に支持されて遊技盤
を着脱可能に保持する本体枠としての中枠と、該中枠の前側に開閉可能に支持されてパチ
ンコ機前面を装飾すると共に遊技盤を透視保護する装飾枠としての前枠とを基本的に備え
ている。またパチンコ機では、前記遊技盤の盤面に画成した遊技領域の略中央位置に枠状
の装飾部材(所謂センター役物)が配設されて、該装飾部材の開口から液晶式やドラム式等
の図柄表示装置を臨ませ、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
技演出を行うよう構成されている。
【０００３】
　前記パチンコ機では、各種効果音を出力するスピーカーを配設し、図柄表示装置で行わ
れる遊技演出に合わせて各種効果音をスピーカーから出力することで、遊技の臨場感や興
趣を高めるようにしている(例えば、特許文献１参照)。特許文献１のパチンコ機は、遊技
店の設置枠台に設置される外枠に開閉可能に支持され、遊技盤が着脱される可動枠と、こ
の可動枠の前側に開閉可能に配設されたパネル枠および上皿構造体とを備え、可動枠にお
ける遊技盤設置部の下側にスピーカーが配設されている。そして、スピーカーの前側は、
上皿構造体で覆われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－６５７２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のパチンコ機のように、上皿構造体で覆われる可動枠にスピーカーを配設す
ると、遊技者からスピーカーが遠く、音の通りが悪くなることから、音がこもったり、音
の認識度が悪くなるなどの問題が生じる。また、スピーカーを設置するためのスペースを
可動枠に要するだけでなく、スピーカーの前側を覆う上皿構造体にも音を通すための空間
が必要になってしまう。更に、単一方式のスピーカーを配設するだけでは、該スピーカー
で再生可能な音域が偏ってしまい、質のよい効果音を得ることが難しい。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを好適
に解決するべく提案されたものであって、音による効果的な演出をなし得る遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　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に係る発明の遊技機は
、
　本体部材(12)と、この本体部材(12)に開閉可能に支持されて、機前面側を構成する前面
部材(13)とを備え、遊技に関する演出表示がなされる表示部(68)が前記前面部材(13)にお
ける可視部(35)の裏側から臨むように構成された遊技機において、
　密閉型のエンクロージャー(54A,54B)を有するスピーカーユニット(50A,50B)と、バスレ
フ型のエンクロージャー(104)を有するスピーカーユニット(100)とを備え、各スピーカー
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ユニット(50A,50B,100)が前記前面部材(13)の上部と下部とに分けて配置され、
　前記前面部材(13)の下部に配設される前記スピーカーユニット(100)のスピーカー(104)
が裏側に臨む放音口(47a)に隣接して設けられると共に、該前面部材(13)の意匠面を構成
し、光を透過可能な透過装飾部(142)と、
　前記前面部材(13)に配設され、前記透過装飾部(142)に向けて発光体(146)から光を照射
し得る発光手段(140)と、
　前記前面部材(13)の下部に配設される前記スピーカーユニット(100)において前記発光
体(146)から照射した光の光軸上から外れて前記透過装飾部(142)と前記発光手段(140)と
の間に延在する前記エンクロージャー(104)の壁面に設けられ、光を反射し得る反射部(10
4a)とを備え、
　前記発光体(146)からの照射光および該照射光を前記反射部(104a)で反射した反射光が
前記透過装飾部(142)を通して視認可能に構成され、
　前記前面部材(13)の上部に配設されるスピーカーユニット(50A,50B)は、前記前面部材(
13)において前記可視部(35)の上側に位置すると共に、前記エンクロージャー(54A,54B)が
前後方向よりも前記可視部(35)の縁辺に沿って広くなるように構成されたことを要旨とす
る。
　請求項１に係る発明によれば、密閉型のエンクロージャーを有するスピーカーユニット
およびバスレフ型のエンクロージャーを有するスピーカーユニットが、機前面側を構成す
る前面部材に配設されているので、スピーカーを遊技者側に近付けて、スピーカーから出
力した音の認識度を向上させることができる。また、前面部材の上下に振り分けて密閉型
のエンクロージャーを有するスピーカーユニットとバスレフ型のエンクロージャーを有す
るスピーカーユニットとが配設されているので、両スピーカーユニットの夫々の特徴の組
み合わせによって、全体として音質を向上させることができる。しかも、スピーカユニッ
トは何れも前面部材に配設されているので、本体部材側にスピーカーユニットを設置する
ためのスペースを要さず、本体部材の空いたスペースを他の部品等の配設などに有効利用
できる。
　また、可視部の上部スペースを有効利用して、エンクロージャーの内容積を確保するこ
とができる。すなわち、エンクロージャーの内容積を確保するために、前面部材の裏面か
らのエンクロージャーの突出を抑えることができ、本体部材側との取り合いの発生を回避
できる。
【０００８】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記第１のスピーカーユニット(50A,50B)は、前記前面部材(13)の上部に配設されると
共に、前記第２のスピーカーユニット(100)は、該前面部材(13)の下部に配設されること
を要旨とする。
　上記構成によれば、密閉型のエンクロージャーによって比較的指向性が高い第１のスピ
ーカーユニットを遊技者の頭部に近い前面部材の上部に配設し、バスレス型のエンクロー
ジャーによって低音再生に優れた第２のスピーカーユニットを前面部材の下部に配設する
ことで、遊技者に対して両スピーカーユニットから出力した音を効果的に聞かせることが
でき、演出効果を向上し得る。
【０００９】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記前面部材(13)は、遊技に関する演出表示がなされる表示部(68)が該前面部材(13)の
裏側から臨む可視部(35)を有し、
　前記第１のスピーカーユニット(50A,50B)は、前記前面部材(13)において前記可視部(35
)の上側に配設され、
　前記第１のスピーカーユニット(50A,50B)のエンクロージャー(54A,54B)は、前後方向よ
りも前記可視部(35)の縁辺に沿って広くなるように形成されたことを要旨とする。
　上記構成によれば、第１のスピーカーユニットは、可視部の上部スペースを有効利用し
て、エンクロージャーの内容積を確保することができる。すなわち、エンクロージャーの
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内容積を確保するために、前面部材の裏面からのエンクロージャーの突出を抑えることが
でき、本体部材側との取り合いの発生を回避できる。
【００１０】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記第１のスピーカーユニット(50A,50B)のエンクロージャー(54A,54B)は、前側に指向
させて配設されるスピーカー(52A,52B)の設置面よりも前側へ膨出形成された膨出部(63)
を備え、当該膨出部(63)の内側に形成される空間が、当該エンクロージャー(54A,54B)に
おいてスピーカー(52A,52B)が臨む空気室(57)の一部を形成するよう構成されたことを要
旨とする。
　上記構成によれば、第１のスピーカーユニットは、前面部材における前側の空間を利用
して前側へ膨らむ膨出部によって、エンクロージャーの内容積を確保することができる。
すなわち、エンクロージャーの内容積を確保するために、前面部材の裏面からのエンクロ
ージャーの突出を抑えることができ、本体部材側との取り合いの発生を回避できる。
【００１１】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記第２のスピーカーユニット(100)のエンクロージャー(104)は、端面を互いに当接さ
せて組み合わせた複数の構成体(108,110)で箱状に構成されると共に、該構成体(108,110)
間に画成される取付開口(112)に周面を嵌め合わせて配設され、該エンクロージャー(104)
の内外に連通する筒状のダクト(114)を有し、
　前記ダクト(114)の周面から半径方向外側に延出して前記取付開口(112)の開口縁に重な
る鍔部(132)により、ダクト(114)と構成体(108,110)との間を封止する封止構造を備えた
ことを要旨とする。
　上記構成によれば、バスレフ型のエンクロージャーにおいてダクトを該エンクロージャ
ーを構成する構成体と別体に形成しても、ダクトの周面に延出形成されて取付開口の開口
縁に重なる鍔部による封止構造によって、構成体とダクトとの間が封止されているので、
ダクトと構成体との間からの音漏れを防止することができる。これにより、バスレフ型の
エンクロージャーによる音響作用を適切に発揮でき、第２のスピーカーユニットの音質を
向上させることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、異なる方式のエンクロージャーを有する第１のスピーカ
ーユニットと第２スピーカーユニットとが相乗して、音による効果的な演出をなし得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を示す平面図である。
【図３】実施例のパチンコ機について、前枠を開放した状態で示す斜視図である。
【図４】図１のＡ－Ａ線で破断した要部断面図である。
【図５】図４のＢ部拡大図である。
【図６】図１のＣ－Ｃ線断面図である。
【図７】図１のＤ－Ｄ線断面図である。
【図８】図２のＥ－Ｅ線で破断した要部断面図である。
【図９】実施例の前枠の要部を示す分解斜視図である。
【図１０】実施例の前枠設置基体の前側に取り付けられる部材を分解して示す斜視図であ
る。
【図１１】実施例のパチンコ機の上部拡大図である。
【図１２】実施例の前枠の下部を示す正面図であって、上下の球皿装飾カバー、下部装飾
体およびボタン装飾カバーを取り外した状態を示す。
【図１３】実施例の第１上部スピーカーユニットを分解して示す斜視図である。
【図１４】実施例の第２上部スピーカーユニットを分解して示す斜視図である。
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【図１５】(ａ)は実施例の第１音出力部を第１放音口側から見た正面図であり、(ｂ)は(
ａ)のＦ－Ｆ線断面図であり、(ｃ)は(ａ)のＧ－Ｇ線断面図である。
【図１６】実施例の第１ホーン部材を分解して示す斜視図である。
【図１７】実施例の第２音出力部を第２放音口側から見た正面図である
【図１８】(ａ)は図１７のＨ－Ｈ線断面図であり、(ｂ)は図１７のＩ－Ｉ線断面図である
。
【図１９】図１７のＪ－Ｊ線断面図である。
【図２０】実施例の第２ホーン部材および被覆部材を分解して示す斜視図である。
【図２１】実施例の下部スピーカーユニットを斜め前側から見た分解斜視図である。
【図２２】実施例の下部スピーカーユニットを斜め後側から見た分解斜視図である。
【図２３】(ａ)は実施例の第１照明手段の正面図であり、(ｂ)は(ａ)のＫ－Ｋ線断面図で
ある。
【図２４】実施例の第１照明手段を示す分解斜視図である。
【図２５】実施例の前枠の上部を示す正面図であって、右側のホーン部材を取り外した状
態を示す。
【図２６】実施例の前枠の上部を示す正面図であって、左右のホーン部材および被覆部材
を取り外した状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【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、添付図面を参照して以下に
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うパチンコ機Ｐ
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、図１に示すようにパチンコ機１０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)
　図１～図３に示すように、実施例に係るパチンコ機１０は、前後に開口する矩形枠状に
形成されて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１
１の開口前面側に、遊技盤２０を着脱可能に保持する本体枠(本体部材)としての中枠１２
がヒンジ３２,３３を介して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、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置(図示せず)が着脱可能に配設されている。ま
た、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤２０を透視保護するガラス板や透明な合成樹
脂材により形成された板状の透視保護部材１７(図９参照)で前後に開口する窓口(可視部)
３５を覆うよう構成された装飾枠として前枠(前面部材)１３がヒンジ３２,３３を介して
開閉可能に組み付けられている。また、前記外枠１１と中枠１２とおよび中枠１２と前枠
１３の夫々は、前記ヒンジ３２,３３とは反対側の側部(開放端)に設けられた施錠機構(図
示せず)により相互に閉鎖した閉鎖状態に保持されて、パチンコ機１０の前面側から鍵に
より解錠操作することで開放し得るよう構成されている。そして、前枠１３の前面下部位
置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１４および下球受け皿１５が上下に離間して設け
られており、前枠１３と一体的に上下の球受け皿１４,１５を中枠１２に対して開閉可能
に構成されている。なお、図柄表示装置としては、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収
容ケースに収容した液晶表示装置や、ドラム式の図柄表示装置、ドットマトリックス式の
図柄表示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の図柄表示装置を
採用し得る。
【００１６】
　図１に示すように、前記パチンコ機１０の前面右下部には、中枠１２に配設された打球
発射装置１８を作動させる操作ハンドル１６が設けられている。前記操作ハンドル１６は
、左回転方向に付勢された操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー１６ａを右回転
するよう遊技者が回動操作することで打球発射装置１８(図３参照)が作動されて、前記上
球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０の遊技領域２０ａに向けて１球ず
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つ発射されるようになっている。ここで、前記操作レバー１６ａの回動量に応じて前記打
球発射装置１８によるパチンコ球の打球力が強弱変化するよう構成されており、遊技者が
操作レバー１６ａの回動量を調節することで、前記遊技領域２０ａへのパチンコ球の発射
位置(到達位置)を任意に変更し得るようになっている。なお、実施例では前枠１３の前面
右下部に操作ハンドル１６を設けてあるが、中枠１２や球受け皿等に操作ハンドル１６を
設けることも可能である。また、実施例では、上下の球受け皿を前枠１３に設けるよう構
成したが、当該上下の球受け皿の一方または両方を前記中枠１２の前面に対して個別に開
閉可能に組み付けるようにしてもよく、また球受け皿を１つだけ備える構成とすることも
可能である。
【００１７】
(遊技盤)
　図１に示すように、前記遊技盤２０は、ベニヤ材や合成樹脂材により形成された略矩形
状の板部材の前面(盤面)に、略円形状に湾曲させた案内レール２１が配設されており、該
案内レール２１により画成される略円形の遊技領域２０ａに、中枠１２に配設された打球
発射装置１８から発射されたパチンコ球が打ち出されるようになっている。また、遊技盤
２０には、前後に貫通する装着口(図示せず)が適宜位置に開設されており、各装着口に対
して遊技盤設置部品が前側から取り付けられると共に、遊技領域２０ａの最下部位置には
、該遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を排出するアウト口２２が開設されている
。実施例の遊技盤２０には、遊技領域２０ａの略中央で開口する装着口に、前後に開口す
る表示開口部(開口部)２３ａが形成されたセンター役とも称される枠状装飾体２３が取り
付けられ、該枠状装飾体２３の表示開口部２３ａを介して図柄表示装置の表示部６８が遊
技盤２０の前面側に臨むよう構成されている。枠状装飾体２３は、遊技盤２０の盤面より
前側に突出する庇状に形成されており、遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を枠状
装飾体２３の右側または左側に流下するように案内し得るようになっている。なお、遊技
盤２０には、遊技領域２０ａ内に多数の遊技釘が設けられると共に、枠状装飾体２７の左
側方に、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球の接触に伴って回転する所謂「風車」とも
称される回転案内部材が回転自在に支持されており、遊技領域２０ａを流下するパチンコ
球が遊技釘や回転案内部材に接触することで、流下方向が不規則に変化するよう構成され
ている。
【００１８】
　図１に示すように、前記遊技盤２０には、前記遊技盤設置部品として、パチンコ球が入
賞可能な各種の入球部(始動入賞部２４、特別入賞部２５、普通入賞部２６、ゲート部２
７等)や、装飾部品等の各種の遊技盤設置部品が設けられており、遊技領域２０ａに打ち
出されたパチンコ球が入賞部に入賞することで、遊技者に有利な大当り遊技等の特別遊技
状態を生起させるか否かの当り判定や、所定数の賞球の払い出し等が行われることで、所
期の遊技が行われるようになっている。具体的に、パチンコ球の入球(入賞)を契機として
当り判定が行われる始動入賞部２４や、特別遊技状態の発生に伴ってパチンコ球が入球(
入賞)可能となる特別入賞部２５、始動入賞部２４として入賞口を開閉可能な可変始動入
賞部を備える場合に、パチンコ球の入球を契機として入賞口を開放するか否かの開放判定
が行われるゲート部２７が遊技盤２０に配設されている。また、前記遊技盤２０の裏側に
は、可動演出装置や発光演出装置等の各種の演出装置が配設された設置部材(何れも図示
せず)が備えられており、前記図柄表示装置の表示に合わせて演出装置が作動されるよう
構成してある。
【００１９】
(操作手段)
　図１および図２に示すように、前枠１３における上球受け皿１４の左側には、操作手段
２８を構成する操作ボタン２９および別の操作手段を構成する操作スイッチ３０が設けら
れている。操作ボタン２９および操作スイッチ３０は、遊技者の手が届く前枠１３の前側
に配置されており、遊技者により操作可能になっている。操作ボタン２９は、発光装置が
内蔵されて上球受け皿１４の上面より突出する大型の意匠体であって、上球受け皿１４に
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おいてパチンコ球を貯留する上部球貯留部４２の右側に配置されている。そして、操作ボ
タン２９および操作スイッチ３０を操作することで、パチンコ機１０の遊技状態(演出種
類選択用演出が行われる状態、操作変化系演出で演出を変化させる状態、デモ演出モード
等)に応じて各種遊技演出(演出種類選択用演出、操作変化系演出、バトル演出など)を実
行可能に構成される。なお、操作ボタン２９および操作スイッチ３０は、何れも押しボタ
ンである。
【００２０】
（中枠）
　図３に示すように、前記中枠１２は、上縁をなす上フレーム部と、下縁をなして、打球
発射装置１８等が設置された下フレーム部と、左側縁をなす左フレーム部と、右側縁をな
す右フレーム部とから構成され、全体が外枠１１の開口に整合する矩形枠状に形成される
。中枠１２には、遊技盤２０を前側から着脱可能に設置し得る遊技盤保持部１９が設けら
れ、中枠１２の下枠部前面に、打球発射装置１８が配設されている。そして、中枠１２は
、外枠の左上および左下に設けられた上下のヒンジ３２,３３を介して該外枠１１に支持
され、中枠１２は外枠１１に対して左側端部を中心として開閉し得るようになっている。
なお、中枠１２は、上下左右の各フレーム部が一体成形されたものであってもよい。
【００２１】
（前枠）
　図３および図９に示すように、前記前枠１３は、中枠１２の外郭形状に略合致する板状
に形成されると共に前後方向に開口する窓口３５が開設された前枠ベース部材３４と、こ
の前枠ベース部材３４の下方前側に固定される前枠設置基体３６とを備えている。前枠ベ
ース部材３４における窓口３５の上側に延在する上枠部３４ａの前側には、前方に膨出し
て後側に開放する略箱形状に形成された上部装飾カバー３７が取り付けられている。また
、前枠ベース部材３４における窓口３５の左側に延在する左枠部３４ｂの前側には、前方
に膨出して後側に開放する略箱形状に形成された左部装飾カバー３８が取り付けられてい
る。更に、前枠ベース部材３４における窓口３５の右側に延在する右枠部３４ｃの前側に
は、前方に膨出して後側に開放する略箱形状に形成された右部装飾カバー３９が取り付け
られている。すなわち、窓口３５は、上および左右の装飾カバー３７,３８,３９によって
囲われている。前枠ベース部材３４において、上および左右の枠部３４ａ,３４ｂ,３４ｃ
には、前方に向けて光を照射し得る前枠発光体４１が複数実装された前枠発光基板が夫々
配設されており(図９参照)、前枠発光体４１から照射した光によって該枠部３４ａ,３４
ｂ,３４ｃの前側を覆う装飾カバー３７,３８,３９の所定領域を発光させ得るよう構成さ
れている。また、前枠ベース部材３４の上部には、左右に離間して２つの音出力部Ｓ１,
Ｓ２が配設されている(図１参照)。
【００２２】
(前枠設置基体)
　図１０に示すように、前記前枠設置基体３６は、前枠ベース部材３４における窓口３５
の下側に延在する下枠部３４ｄと略同じ外郭形状に形成された板状部材であり、下枠部３
４ｄの後側からネジ止めすることで該下枠部３４ｄの前側に固定される。前枠設置基体３
６には、その前面の上部左側に、上球受け皿１４においてパチンコ球を貯留する部分を画
成する皿状の上部球貯留部４２が取り付けられ、その前面の下部左側に、下球受け皿１５
においてパチンコ球を貯留する部分を画成する皿状の下部球貯留部４３が取り付けられて
いる(図１２参照)。また、前枠設置基体３６には、その前面の上部右側に、操作ボタン２
９を有する操作手段２８を支持する支持ベース４４および該支持ベース４４の下方に延在
して該支持ベース４４を支持可能な載置ベース４５が取り付けられている。なお、支持ベ
ース４４および載置ベース４５は何れも金属製である。更に、前枠設置基体３６には、そ
の前面の下部右側に、前記操作ハンドル１６が取り付けられている。そして、前枠設置基
体３６の前面には、載置ベース４５の下側や、下部球貯留部４３および操作ハンドル１６
の間のスペースに、下部スピーカーユニット１００が配設されると共に、上部球貯留部４
２の下側で、下部球貯留部４３の左側のスペースに照明手段１６０,１８０の１つである
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第１照明手段１６０が配設されている。
【００２３】
　図１および図１０に示すように、前記前枠設置基体３６には、上部球貯留部４２の前側
を覆って上部球皿装飾カバー４６が取り付けられ、該上部球皿装飾カバー４６によって上
球受け皿１４の意匠面が構成されている。また、前枠設置基体３６には、下部球貯留部４
３および下部スピーカーユニット１００の前側を覆って下部球皿装飾カバー(カバー部材)
４７が取り付けられ、該下部球皿装飾カバー４７によって下球受け皿１５の意匠面が構成
されている。更に、前枠設置基体３６には、操作手段２８の前側を覆ってボタン装飾カバ
ー４８が取り付けられ、このボタン装飾カバー４８が前枠１３における下部右側部分の意
匠面を構成している。なお、前枠１３における下部左側部分の意匠面は、第１照明手段１
６０を構成する下部装飾体１６６(装飾体)によって構成される。
【００２４】
(スピーカーユニット)
　図１２および図２６に示すように、前記前枠１３は、遊技に関する効果音や音声、警告
音などの各種の音を出力し得るスピーカー５２Ａ,５２Ｂ,１０２と、このスピーカー５２
Ａ,５２Ｂ,１０２が取り付けられ、スピーカー５２Ａ,５２Ｂ,１０２の裏から出た音を遮
断するエンクロージャー５４Ａ,５４Ｂ,１０４とからなるスピーカーユニット５０Ａ,５
０Ｂ,１００を複数備えている。複数のスピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ,１００は、前
枠１３の上部と下部とに分けて配置され、実施例では遊技盤２０の遊技領域２０ａが臨む
前記窓口３５の上側と下側との夫々にスピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ,１００が配設さ
れている。前枠１３における窓口３５の上側には、左右に離間して２基の上部スピーカー
ユニット(第１のスピーカーユニット)５０Ａ,５０Ｂが配設されており(図１１参照)、前
枠１３における窓口３５の下側には、１基の下部スピーカーユニット(第２のスピーカー
ユニット)１００が配設されている(図１２参照)。
【００２５】
　前記上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂは、上部スピーカー(スピーカー)５２Ａ,５
２Ｂが取り付けられる密閉型の上部エンクロージャー(エンクロージャー)５４Ａ,５４Ｂ
を有し、前枠１３の上部左隅に配設される第１上部スピーカーユニット５０Ａおよび前枠
１３の上部右隅に配設される第２上部スピーカーユニット５０Ｂは、何れも上部エンクロ
ージャー５４Ａ,５４Ｂが密閉型である。下部スピーカーユニット１００は、下部スピー
カー(スピーカー)１０２が取り付けられるバスレフ型の下部エンクロージャー(エンクロ
ージャー)１０４を有している。このように、実施例のパチンコ機１０では、各種の音の
出力を担うスピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ,１００の全てが前枠１３に配設されており
、中枠１２などの前枠(前面部材)１３の後側に配置される機体(本体部材)には、スピーカ
ー単体またはスピーカーを含むスピーカーユニットが配設されていない(図３参照)。また
、パチンコ機には、前枠１３の上部と下部とに、密閉型またはバスレフ型のタイプの異な
るエンクロージャー５４Ａ,５４Ｂ,１０４を有するスピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ,１
００が配設されている。
【００２６】
(上部スピーカーユニット)
　前記左右の上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂは、部品構成および前枠１３に対す
る設置構成が基本的に同じであるので、左側の上部スピーカーユニット５０Ａを参照して
共通する部分について説明する。図２６に示すように、左右の上部スピーカーユニット５
０Ａ,５０Ｂは、その形状がおおよそ左右対称であり、大きさもほぼ同じに設定されてい
る。すなわち、左右の上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂは、音に関する能力が同じ
になるように設定されている。左右の上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂを区別する
場合は、前枠１３を開閉可能に支持するヒンジ３２,３３側を第１上部スピーカーユニッ
ト５０Ａといい、符号の末尾に「Ａ」を付す。また、前枠１３の開放端側を第２上部スピ
ーカーユニット５０Ｂといい、符号の末尾に「Ｂ」を付す。なお、左右の上部スピーカー
ユニット５０Ａ,５０Ｂの共通する部分の説明においては、符号の末尾の「Ａ」または「
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Ｂ」を省略する。
【００２７】
　図１３および図１４に示すように、前記上部スピーカーユニット５０は、箱状に形成さ
れた上部エンクロージャー５４の前面にスピーカー開口５６が開設されており、このスピ
ーカー開口５６に振動板５３を整合させて上部スピーカー５２が該上部エンクロージャー
５４の内側から取り付けられている。すなわち、上部スピーカーユニット５０では、上部
スピーカー５２が振動板５３をスピーカー開口５６を介して前側に臨ませた状態で上部エ
ンクロージャー５４に内部画成された空気室５７内に収容されている(図１５(ｂ)および(
ｃ)参照)。
【００２８】
(上部エンクロージャー)
　図１３および図１４に示すように、前記上部エンクロージャー５４は、後側に開放した
箱状の前箱分体５８と、この前箱分体５８の後側開口を塞ぐように該前箱分体５８に取り
付けられる後箱分体６０とから箱状に構成されている。前箱分体５８の前壁(設置面)５８
ａには、円形状の前記スピーカー開口５６が開設されており、このスピーカー開口５６は
、上部スピーカー５２を前箱分体５８の前壁５８ａ内側に取り付けることで密閉されるよ
うになっている。また、前箱分体５８の後端縁は、外側に比べて内側が凹む段状に形成さ
れている。後箱分体６０は、前側に開放して後側が閉塞した有底円筒状の器状部６０ａと
、この器状部６０ａの前縁から外方へ延出する鍔状部６０ｂとからなり、前箱分体５８の
後端縁に合わせて鍔状部６０ｂの外周縁形状が形成されている。また、後箱分体６０にお
ける鍔状部６０ｂの外周縁は、外側と比べて内側が前方に突出する段状に形成されており
、両箱分体５８,６０を組み合わせた際に、前箱分体５８の後端縁の段状部分と後箱分体
６０の外周縁の段状部分とが互いに噛み合うようになっている(図１５(ｂ)および図１８(
ａ)参照)。そして、両箱分体５８,６０はネジ止め固定されると共に、互いに当接する縁
部が接着剤で接合され、スピーカー開口５６と上部スピーカー５２との間や両箱分体５８
,６０の間などから空気の流通がない密閉された空気室５７を有する上部エンクロージャ
ー５４が構成される。両箱分体５８,６０は、光を透過可能に構成されており、実施例で
は無色透明である。すなわち、上部エンクロージャー５４は、全体として光を透過可能な
透過部材としても機能し、前枠ベース部材３４に配設された前枠発光体４１から照射され
た光を透過し得るようになっている。
【００２９】
　前記上部エンクロージャー５４は、前記両箱分体５８,６０によって構成される中空の
箱状本体から前枠１３における前枠ベース部材３４の前面(取付面)に沿って外方へ延出す
るよう形成された上部ユニット取付部(取付部)６２を複数有している(図１３および図１
４参照)。上部エンクロージャー５４は、上部ユニット取付部６２を介して前枠ベース部
材３４の前面に設けられた取付ボス(図示せず)に前側からネジ止めすることで前枠ベース
部材３４に取り付けられ、この際に、鍔状部６０ｂの後面が前枠ベース部材３４の前面に
対向すると共に該鍔状部６０ｂよりも後方に突出する器状部６０ａが、前枠ベース部材３
４に前後に貫通形成されたユニット開口４９に嵌まるようになっている(図３参照)。この
ように、上部エンクロージャー５２は、器状部６０ａをユニット開口４９に嵌め合わせて
前枠ベース部材３４に配設することで、前枠ベース部材３４の厚みを用いて該前枠ベース
部材３４から後方への突出量を小さくしている。上部ユニット取付部６２は、前箱分体５
８に設けられており、前箱分体５８には、左右方向内側の縁部から窓口３５の開口縁に略
沿うように延出する２つの上部ユニット取付部６２,６２と、左右方向外側の縁部から窓
口３５の開口縁に略沿うように延出する１つの上部ユニット取付部６２とを有している。
なお、上部ユニット取付部６２は、後側に開口する凹状に形成されて、前枠ベース部材３
４の取付ボスを収納可能になっている。
【００３０】
　前記上部エンクロージャー５４は、スピーカー開口５６が開設されて前記上部スピーカ
ー５２が設置される前壁５８ａが下から上に向かうにつれて前方に傾くように形成され、
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後箱分体６０における鍔状部６０ｂの後面が、前枠ベース部材３４の前面に合わせて鉛直
に形成されている。上部スピーカー５２は、前記前壁５８ａの内側に取り付けられて、振
動板５３を前斜め下向きに指向させて前から後に向かうにつれて上方傾斜する姿勢で空気
室５７に収容され、その後部が器状部６０ａの内側に位置している。上部エンクロージャ
ー５４は、空気室５７を画成する箱状本体が、前後寸法よりも窓口３５の開口縁(可視部
の縁辺)に沿って広くなるように形成され、前枠ベース部材３４の前側で空気室５７を広
げて該空気室５７の内容積を確保している(図２６参照)。上部エンクロージャー５４は、
窓口３５側の縁部が該窓口３５の開口縁形状に合わせて形成され、該窓口３５側の縁部が
窓口３５の開口縁に沿って延在するようになっている。
【００３１】
　前記上部エンクロージャー５４は、前側に指向させて上部スピーカー５２が配設される
前記前壁５８ａよりも前側へ膨出形成された膨出部６３によって内容積を拡張するよう構
成されている(図１３および図１４参照)。膨出部６３は、前箱分体５８における左右方向
外側の縁部に、前壁５８ａに設けられたスピーカー開口５６に沿って延在するように設け
られている。また、膨出部６３は、前箱分体５８において後箱分体６０の鍔状部６０ｂの
前側に位置する部分に設けられ、前枠ベース部材３４の前側で空気室５７を画成する前箱
分体５８と鍔状部６０ｂとの間が、膨出部６３の存在によって前壁５８ａと鍔状部６０ｂ
が対向する部分よりも前側に拡張されている。ここで、膨出部６３は、前壁５８ａから左
右方向外側に向けて傾斜する傾斜面と鍔状部６０ｂの外周縁から左右方向内側に向けて傾
斜する傾斜面が交わる尖った凸形状に形成されている。
【００３２】
　図２６に示すように、前記上部エンクロージャー５４には、左右方向外側の上部に、上
方および左右方向外方へ開放する略Ｌ字状に切り欠いて切欠部６４が形成されている。左
側の第１上部エンクロージャー５４Ａを前枠ベース部材３４に取り付けた際に、前枠ベー
ス部材３４の左上角隅において前方へ角箱状に突出する上ヒンジ部３２が、切欠部６４に
収まるようになっている。右側の第２上部エンクロージャー５４Ｂを前枠ベース部材３４
に取り付けた際に、前枠ベース部材３４の左上角隅において前方へ角箱状に突出するセン
サ収容部３１が、切欠部６４に収まるようになっている。なお、センサ収容部３１は、前
枠１３の開放を検知する前枠開放検知センサ(図示せず)が収納される部分である。このよ
うに、左側の第１上部エンクロージャー５４Ａは、前枠ベース部材３４の前面側において
上ヒンジ部３２の横側および下側のスペースに延在するように設けられ、また、右側の第
２上部エンクロージャー５４Ｂは、前枠ベース部材３４の前面側においてセンサ収容部３
１の横側および下側のスペースに延在するように設けられ、前枠ベース部材３４の上右角
部に空気室５７が広がっている。
【００３３】
(音出力部)
　図１５～図１９に示すように、前記左右の上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂは、
該上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂの前側に配設されて該上部スピーカーユニット
５０Ａ,５０Ｂを覆うホーン部材７０,８０と共に音出力部Ｓ１,Ｓ２を夫々構成している
。ここで、前枠１３の上部には、左角隅部に位置して、第１ホーン部材７０によって該前
枠１３における上部左側の意匠を構成する第１音出力部Ｓ１と、右角隅部に位置して、第
２ホーン部材８０によって該前枠１３における上部左側の意匠を構成する第２音出力部Ｓ
２とが設けられている(図１および図２参照)。このように、前枠１３には、第１音出力部
Ｓ１がヒンジ３２,３３側に設けられ、第２音出力部Ｓ２が該前枠１３の開放端側に設け
られている。前述したように、左右の上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂは、その外形
がおおよそ左右対称な形状に形成されると共に、大きさがほぼ同じに設定されており、空
気室５７の容積もほぼ同じになっている(図２６参照)。また、左右の上部スピーカーユニ
ット５０Ａ,５０Ｂは、前枠ベース部材３４への取り付け姿勢もおおよそ左右対称になっ
ている。これに対して、第１音出力部Ｓ１と第２音出力部Ｓ２とは、前枠１３の前面を構
成する意匠形状の上下左右寸法および前後寸法が異なっており、第１音出力部Ｓ１におけ
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る前枠１３の前面を構成する意匠形状が、第２音出力部Ｓ２における前枠１３の前面を構
成する意匠形状よりも小さくなるよう構成されている(図１,図２および図１１参照)。す
なわち、第１音出力部Ｓ１において前枠１３の前面を構成する第１ホーン部材７０が、第
２音出力部Ｓ２において前枠１３の前面を構成する第２ホーン部材８０よりも小さくなる
よう形成されている。このように、第１音出力部Ｓ１は、前枠ベース部材３４の前面で占
める面積および前枠ベース部材３４の前面からの前方への突出寸法の何れもが、第２音出
力部Ｓ２における前枠ベース部材３４の前面で占める面積および前枠ベース部材３４の前
面からの前方への突出寸法に対して小さく設定されている。
【００３４】
(第１音出力部)
　図１５および図１６に示すように、前記第１音出力部Ｓ１は、左側の第１上部スピーカ
ーユニット５０Ａと、この第１上部スピーカーユニット５０Ａの前側を覆うように配設さ
れ、該第１上部スピーカーユニット５０Ａにおける第１上部スピーカー(第１スピーカー)
５２Ａの前側に重なる第１放音口７１およびこの第１放音口７１の開口縁から前方に延出
する第１導音壁７２を有する第１ホーン部材７０とを備えている。第１上部スピーカーユ
ニット５０Ａでは、第１上部エンクロージャー５４Ａが無色透明であり、第１上部エンク
ロージャー５４Ａが光を透過可能な透過部材(第１透過部材)として構成されている。また
、第１上部エンクロージャー５４Ａは、前枠ベース部材３４における左側のユニット開口
４９の周囲に配設された前枠発光体４１の光照射方向前側に重なるように設置されている
(図２６参照)。すなわち、第１上部エンクロージャー５４Ａは、ユニット開口４９に器状
部６０ａを嵌め込んで前枠ベース部材３４に設置した際に、該第１上部エンクロージャー
５４Ａに収容された第１上部スピーカー５２Ａの周囲に位置する前枠発光体４１の少なく
とも１つの前側に、器状部６０ａよりも外側に延出する部分が重なるようになっている。
実施例の第１上部エンクロージャー５４Ａは、左側のユニット開口４９の上側から右側に
かけて該ユニット開口４９に沿って並ぶ５個の前枠発光体４１の前側に重なると共に、該
ユニット開口４９の左側に設けられた３個の前枠発光体４１の前側に重なっている。また
、第１上部エンクロージャー５４Ａには、該第１上部エンクロージャー５４Ａが前側に重
なる前枠発光体４１および該第１上部エンクロージャー５４Ａの周囲に配置された前枠発
光体４１から前方に照射された光によって発光装飾される第１装飾部６６を有している(
図１３参照)。
【００３５】
(第１装飾部)
　図１３に示すように、前記第１装飾部６６は、第１上部エンクロージャー５４Ａの前側
を構成する前箱分体５８に設けられている。第１装飾部６６は、前箱分体５８において、
前壁５８ａに開設されたスピーカー開口５６の上側および左右方向外側(左側)の外周縁部
にかけて、スピーカー開口５６側から外側に向かうにつれて後方へ傾斜する傾斜面に形成
されている。第１装飾部６６は、光を透過可能で、かつ透過する光を拡散可能な処理が施
された部分であり、実施例では前箱分体５８における外周縁部の傾斜に沿って稜部および
谷部が延在する凹凸形状で第１装飾部６６が形成されている。このように、第１音出力部
Ｓ１では、第１上部スピーカーユニット５０Ａの第１上部エンクロージャー５４Ａ自体に
、第１装飾部６６が設けられている。なお、実施例の第１上部エンクロージャー５４Ａは
、前枠ベース部材３４の前側に重なる後箱分体６０の鍔状部６０ｂやユニット開口４９に
収容される器状部６０ａ、前箱分体５８の前壁５８ａなどの第１装飾部６６以外の部分に
、光拡散処理が施されていない。
【００３６】
(第１ホーン部材)
　図１５および図１６に示すように、前記第１ホーン部材７０は、後方に開口する椀状に
形成されたホーン本体の略中央部に、前記第１放音口７１が開設されている。第１ホーン
部材７０は、ホーン本体で前枠ベース部材３４に取り付けられた第１上部エンクロージャ
ー５４Ａの前側を覆い、第１放音口７１を、スピーカー開口５６を介して前斜め下方に臨
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む第１上部スピーカー５２Ａの振動板５３に整合させた状態で前枠ベース部材３４に取り
付けられる。ここで、第１ホーン部材７０は、第１上部エンクロージャー５４Ａの箱状本
体から前枠ベース部材３４の前面に沿って延出する上部ユニット取付部６２を含めて、該
第１上部エンクロージャー５４Ａの前側全体を覆うように構成されている。また、第１ホ
ーン部材７０は、前枠ベース部材３４の後側からネジ止め固定されており、前枠１３を開
放しなければ第１ホーン部材７０を着脱することができず、第１ホーン部材７０を取り外
さなければ第１上部スピーカーユニット５０Ａを前枠ベース部材３４に対して前側から着
脱することができない。
【００３７】
　前記第１ホーン部材７０は、ホーン本体の後側に第１放音口７１を囲うように取り付け
られ、ホーン本体の後面に沿って略放射状に延びる突片を多数有する第１後ホーン飾り７
３と、ホーン本体の前側に第１放音口７１を囲うように取り付けられた環状の第１前ホー
ン飾り７４とを備えている(図１６参照)。また、第１ホーン部材７０は、第１後ホーン飾
り７３と第１前ホーン飾り７４とで挟んで、第１放音口７１に整合するように取り付けら
れた第１放音口飾り７５を有している。第１放音口飾り７５は、多数の小孔が貫通形成さ
れた円形の板状体から構成されている。第１ホーン部材７０は、ホーン本体が光を透過可
能に構成されて、後側に位置する前枠発光体４１からの光の照射により発光した第１装飾
部６６を、該ホーン本体を介して視認可能に構成されている。実施例の第１ホーン部材７
０のホーン本体は、無色透明であり、該ホーン本体を介して第１装飾部６６の意匠形状お
よび第１後ホーン飾り７３を視認可能になっている。なお、第１後ホーン飾り７３は、有
色透明であり、第１前ホーン飾り７４および第１放音口飾り７５は不透明であり、前記前
枠発光体４１からの光の照射によって第１後ホーン飾り７３も発光するようになっている
。
【００３８】
　前記第１ホーン部材７０は、ホーン本体における第１放音口７１の開口縁から前方に向
かうにつれて外方へ傾斜するよう形成された第１導音壁７２によって、第１上部スピーカ
ー５２Ａから出力した音の指向性を高めている。第１導音壁７２は、第１放音口７１の上
側から左右方向内側(右側)にかけての部分よりも、下側から左右方向外側(左側)にかけて
の部分が前方への延出寸法が大きくなるように形成されている。振動板５３が前斜め下方
を向く姿勢で配設された第１上部スピーカー５２Ａに対応して、第１導音壁７２の開放端
によって画成される第１ホーン開口７６が、前斜め下方を指向するように形成されている
。ここで、第１ホーン開口７６は、前記第１放音口７１より大きく設定され、第１導音壁
７２に画成される導音路が第１放音口７１から開放端側に向かうにつれて広くなっている
(図１５(ｂ)参照)。また、第１ホーン部材７０は、ホーン本体において第１導音壁７２と
この第１導音壁７２の外側に延在する外周壁との間に、第１上部エンクロージャー５４Ａ
において前方に突出する膨出部６３が収容されている。すなわち、第１放音口７１の前側
に導音路７２を形成するために該第１放音口７１より前側に突出する第１導音壁７２と、
この第１導音壁７２の開放端に連なって第１上部エンクロージャー５４Ａを収容可能な空
間を画成する外周壁との間に、スペースができてしまうが、このスペースを有効利用して
膨出部６３を収容している。換言すると、第１上部エンクロージャー５４Ａは、第１導音
壁７２と外周壁との間のスペースに応じて膨出部６３を設定することが可能であり、膨出
部６３によって空気室５７の容積を確保し得る。
【００３９】
(第２音出力部)
　図１７～図２０に示すように、前記第２音出力部Ｓ２は、右側の第２上部スピーカーユ
ニット５０Ｂと、この第２上部スピーカーユニット５０Ｂの前側を覆うように配設され、
第２装飾部７９を有する被覆部材７８と、この被覆部材７８の前側を覆うように配設され
、該第２上部スピーカーユニット５０Ｂにおける第２上部スピーカー(第２スピーカー)５
２Ｂの前側に重なる第２放音口８１およびこの第２放音口８１の開口縁から前方に延出す
る第２導音壁８２を有する第２ホーン部材８０とを備えている。第２上部スピーカーユニ
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ット５０Ｂでは、第２上部エンクロージャー５４Ｂが無色透明であり、第２上部エンクロ
ージャー５４Ｂが光を透過可能な透過部材(第２透過部材)として構成されている。また、
第２音出力部Ｓ２において、第２上部エンクロージャー５４Ｂは、前枠ベース部材３４に
おける右側のユニット開口４９の周囲に配設された前枠発光体４１の光照射方向前側に重
なるように設置されている(図２６参照)。すなわち、第２上部エンクロージャー５４Ｂは
、ユニット開口４９に器状部６０ａを嵌め込んで前枠ベース部材３４に設置した際に、該
第２上部エンクロージャー５４Ｂに収容された第２上部スピーカー５２Ｂの周囲に位置す
る前枠発光体４１の少なくとも１つの前側に、器状部６０ａよりも外側に延出する部分が
重なるようになっている。実施例の第２上部エンクロージャー５４Ｂは、右側のユニット
開口４９の上側から左側にかけて該ユニット開口４９に沿って並ぶ５個の前枠発光体４１
のうち、３個の前側に重なると共に、該ユニット開口４９の右側に設けられた３個の前枠
発光体４１の前側に重なっている。
【００４０】
(被覆部材)
　前記第２音出力部Ｓ２において、被覆部材７８は、第２上部エンクロージャー５４Ｂが
重なる前枠発光体４１の光照射方向前側に重なると共に、第２上部エンクロージャー５４
Ｂの外側に位置する前枠発光体４１にもその光照射方向前側に重なるように設置されてい
る。実施例の被覆部材７８は、第２上部エンクロージャー５４Ｂが重なる前枠発光体４１
に加えて、右側のユニット開口４９の上側から右側にかけて該ユニット開口４９に沿って
並ぶ５個の前枠発光体４１のうち、第２上部エンクロージャー５４Ｂの外側に位置する２
個の前枠発光体４１にも重なっている。すなわち、前枠ベース部材３４は、第２上部エン
クロージャー５４Ｂおよび被覆部材７８の両方に加えて第２ホーン部材８０が前側に重な
る前枠発光体４１と、第２上部エンクロージャー５４Ｂに重ならずに被覆部材７８および
第２ホーン部材８０が前側に重なる前枠発光体４１とを有している。また、被覆部材７８
は、第２上部エンクロージャー５４Ｂが前側に重なる前枠発光体４１および該第２上部エ
ンクロージャー５４Ｂの周囲に配置された前枠発光体４１から前方に照射された光によっ
て発光装飾される第２装飾部７９を有している。ここで、右側の第２上部エンクロージャ
ー５４Ｂは、左側の第１上部エンクロージャー５４Ａと異なって、前枠発光体４１の前側
に重なる部位に光拡散処理が施されておらず、該第２上部エンクロージャー５４Ｂに重な
る前枠発光体４１から前方に照射された光の多くが、基本的に前側にそのまま透過するよ
うになっている。
【００４１】
　図２０に示すように、前記被覆部材７８は、後方に開口する略椀状に形成され、略中央
部に第２上部エンクロージャー５４Ｂのスピーカー開口５６と整合する被覆開口７８ａが
開設されている。また、被覆部材７８には、被覆開口７８ａを囲うように該被覆開口７８
ａの開口面よりも前方に出っ張った被覆膨出部７８ｂが形成されている。被覆膨出部７８
ｂは、被覆部材７８の前部において、被覆開口７８ａの左右方向内側(左側)から上側およ
び左右方向外側(右側)にかけて設けられ、実施例では、被覆開口７８ａの右側に延在する
部位が他の部位よりも前方へ出っ張っている。被覆部材７８には、被覆膨出部７８ｂの稜
部に連なって後方に延在する左側、上側および下側にかけての外周壁と、窓口３５の開口
縁に沿って延在する下側の外周壁とに、前記第２装飾部７９が設けられている。ここで、
被覆部材７８は、第２上部エンクロージャー５４Ｂの箱状本体から前枠ベース部材３４の
前面に沿って延出する上部ユニット取付部６２を含めて、該第２上部エンクロージャー５
４Ｂの前側全体を覆うように構成されている(図２５参照)。被覆部材７８は、窓口３５側
の縁部が該窓口３５の開口縁形状に合わせて形成され、該窓口３５側の縁部が窓口３５の
開口縁に沿って延在するようになっている。また、被覆部材７８は、第２上部エンクロー
ジャー５４Ｂの前側を覆うように前枠ベース部材３４に取り付けた際に、前方に出っ張っ
て後側が開放するように形成された被覆膨出部７８ｂの内側に、第２上部エンクロージャ
ー５４Ｂの膨出部６３を収容するようになっている。このように、被覆部材７８は、第２
上部エンクロージャー５４Ｂの外形に合わせて基本的に形成されており、内側に収容した
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第２上部エンクロージャー５４Ｂとの間に大きな間隔をあけないように構成されている。
【００４２】
(第２装飾部)
　前記第２装飾部７９は、光を透過可能で、透過する光を拡散可能な処理が施された部分
であり、実施例では外周壁において前後方向に沿って稜部および谷部が延在する凹凸形状
で第２装飾部７９が形成されている(図２０参照)。このように、第２音出力部Ｓ２では、
第１上部スピーカーユニット５０Ａの第１上部エンクロージャー５４Ａ自体に第１装飾部
６６が設けられた第１音出力部Ｓ１と異なり、第２上部エンクロージャー５４Ｂと別体の
被覆部材７８に第２装飾部７９が設けられている。
【００４３】
(第２ホーン部材)
　図１８および図２０に示すように、前記第２ホーン部材８０は、後方に開口する椀状に
形成されたホーン本体の略中央部に、前記第２放音口８１が開設されている。第２ホーン
部材８０は、前枠ベース部材３４に取り付けられた第２上部エンクロージャー５４Ｂの前
側を覆う被覆部材７８の前側をホーン本体によって覆い、第２放音口８１を、スピーカー
開口５６および被覆開口７８ａを介して前斜め下方に臨む第２上部スピーカー５２Ｂの振
動板５３に整合させた状態になるよう、被覆部材７８と組み付けられる。実施例では、第
２ホーン部材８０が被覆部材７８に対して該被覆部材７８の後側からネジ止め固定されて
いる。また、被覆部材７８は、前枠ベース部材３４の後側からネジ止め固定されており、
前枠１３を開放しなければ被覆部材７８を着脱することができず、被覆部材７８を取り外
さなければ第２上部スピーカーユニット５０Ｂを前枠ベース部材３４に対して前側から着
脱したり、第２ホーン部材８０を被覆部材７８に対して着脱することはできない。
【００４４】
　前記被覆部材７８と前記第２ホーン部材８０との間には、被覆開口７８ａを囲うように
取り付けられ、被覆部材７８の前面に沿って略放射状に延びる突片を多数有する第２後ホ
ーン飾り８３が配設され、この第２後ホーン飾り８３により第２放音口８１の周りを装飾
している(図２０参照)。また、第２ホーン部材８０は、ホーン本体の前側に第２放音口８
１を囲うように取り付けられた環状の第２前ホーン飾り８４を備えている。そして、第２
前ホーン飾り８４と被覆部材７８における被覆開口７８ａの開口縁とで挟んで、被覆開口
７８ａおよび第２放音口８１に整合するように、第２放音口飾り８５が取り付けられてい
る。第２放音口飾り８５は、多数の小孔が貫通形成された円形の板状体から構成されてい
る。第２ホーン部材８０は、ホーン本体が光を透過可能に構成されて、後側に位置する前
枠発光体４１からの光の照射により発光した第２装飾部７９を、該ホーン本体を介して視
認可能に構成されている。実施例の第２ホーン部材８０のホーン本体は、無色透明であり
、該ホーン本体を介して第２装飾部７９の意匠形状および第２後ホーン飾り８３を視認可
能になっている。なお、第２後ホーン飾り８３は、有色透明であり、第２前ホーン飾り８
４および第２放音口飾り８５は不透明であり、前記前枠発光体４１からの光の照射によっ
て第２後ホーン飾り８３も発光するようになっている。
【００４５】
　前記第２ホーン部材８０は、ホーン本体における第２放音口８１の開口縁から前方に向
かうにつれて外方へ傾斜するよう形成された第２導音壁８２によって、第２上部スピーカ
ー５２Ｂから出力した音の指向性を高めている。第２導音壁８２は、第２放音口８１の左
右方向内側(左側)の部分よりも、左右方向外側(右側)から下側にかけての部分が前方への
延出寸法が大きくなるように形成されている。振動板５３が前斜め下方を向く姿勢で配設
された第２上部スピーカー５２Ｂに対応して、第２導音壁８２の開放端によって画成され
る第２ホーン開口８６が、前斜め下方を指向するように形成されている。ここで、第２ホ
ーン開口８６は、前記第２放音口８１より大きく設定され、第２導音壁８２に画成される
導音路が第２放音口８１から開放端側に向かうにつれて広くなっている(図１８参照)。ま
た、第２ホーン部材８０は、ホーン本体において第２導音壁８２とこの第２導音壁８２の
外側に延在する外周壁との間に、第２上部エンクロージャー５４Ｂにおいて前方に突出す
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る膨出部６３を収容する被覆部材７８の被覆膨出部７８ｂが収容されている。すなわち、
第２放音口８１の前側に導音路を形成するために該第２放音口８１より前側に突出する第
２導音壁８２と、この第２導音壁８２の開放端に連なって被覆部材７８および第２上部エ
ンクロージャー５４Ｂを収容可能な空間を画成する外周壁との間に、スペースができてし
まうが、このスペースを有効利用して被覆膨出部７８ｂを収容している。換言すると、第
２上部エンクロージャー５４Ｂは、第２導音壁８２と外周壁との間のスペースに応じて膨
出部６３を設定することが可能であり、膨出部６３によって空気室５７の容積を確保し得
る。
【００４６】
　前記第１音出力部Ｓ１の第１装飾部６６および前記第２音出力部Ｓ２の第２装飾部７９
は、何れも凸と凹とが周回りに並ぶ凹凸形状で形成され、ホーン部材７０,８０を介して
視認可能な意匠形状が第１装飾部６６と第２装飾部７９とで共通している。また、左右の
音出力部Ｓ１,Ｓ２に設けられた後ホーン飾り７３,８３同士、前ホーン飾り７４,８４同
士および放音口飾り７５,８５同士についても、共通する意匠形状で形成されている。こ
のように、第１音出力部Ｓ１と第２音出力部Ｓ２とは、全体として共通する印象を与える
意匠で形成されているが、前述したように第１音出力部Ｓ１のほうが第２音出力部Ｓ２よ
りも小さくなるよう構成されている。第１音出力部Ｓ１は、第１上部スピーカーユニット
５０Ａとこの第１上部スピーカーユニット５０Ａの前側を覆う第１ホーン部材７０との２
つで基本的に構成され、第１上部スピーカーユニット５０Ａの第１上部エンクロージャー
５４Ａに第１装飾部６６が設けられている。これに対して、第２音出力部Ｓ２は、第２上
部スピーカーユニット５０Ｂとこの第２上部スピーカーユニット５０Ｂの前側を覆う被覆
部材７８とこの被覆部材７８の前側を覆う第２ホーン部材８０との３つで基本的に構成さ
れ、被覆部材７８に第２装飾部７９が設けられている。
【００４７】
(音出力部による窓口の装飾)
　図１および図１１に示すように、前記音出力部Ｓ１,Ｓ２のホーン部材７０,８０は、そ
の一部分が前枠ベース部材３４の枠部３４ａ,３４ｂ,３４ｃから窓口３５の開口内側に延
出するように配設され、該ホーン部材７０,８０が窓口３５の開口内側を装飾する装飾体
としても機能している。前枠ベース部材３４は、不透明な部分であって、前枠ベース部材
３４の上および左右の枠部３４ａ,３４ｂ,３４ｃと、上および左右の枠部３４ａ,３４ｂ,
３４ｃの前側に配設された装飾カバー３７,３８,３９によって、前枠１３において窓口３
５の上および左右を囲っている。ホーン部材７０,８０は、少なくとも窓口３５の開口内
側に延出する延出部分が透明であり、当該透明な延出部分を通して該窓口３５内が視認可
能に構成されている。すなわち、ホーン部材７０,８０は、窓口３５の開口内側に延出す
る延出部分が透明であることが必要であるが、実施例のホーン部材７０,８０は、ホーン
本体の一部分が前記延出部分となっているので、延出部分だけでなく枠部３４ａ,３４ｂ,
３４ｃの前側に重なる部分も透明になっている。ホーン部材７０,８０は、左右方向に延
在して前枠ベース部材３４の上部を構成する上枠部３４ａと、上下方向に延在して前枠ベ
ース部材３４の側部を構成する左または右の枠部３４ｂ,３４ｃとの交差部分に配設され
ている。また、ホーン部材７０,８０は、前枠ベース部材３４の前面から前方に突出する
意匠形状で形成されており、窓口３５の開口面に沿った平面的な広がりだけでなく、前後
方向に張り出した三次元的な形状で形成されている(図１および図２参照)。そして、ホー
ン部材７０,８０の前記延出部分についても、前後方向に形状が変化するようになってい
る。
【００４８】
　前記左側の第１ホーン部材７０は、前面視で略円形に形成された右下側の延出部分が、
上枠部３４ａおよび左枠部３４ｂから窓口３５の開口内側に向けて延出しており、この延
出部分が遊技領域２０ａにおいて発射通路２０ｂの上側領域前側に重なっている(図１お
よび図１１参照)。第１ホーン部材７０の延出部分は、右下側に延在する第１導音壁７２
と外周壁とで稜部が構成された前方に張り出した略山形を含み、第１放音口７１を囲うよ
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うに円弧状に延在する稜部が遊技領域２０ａの右上部前側に延在している。また、前枠ベ
ース部材３４には、上枠部３４ａと左枠部３４ｂとの交差部分から窓口３５の開口内側に
向けて延出する第１装飾板９０が配設され、該第１装飾板９０が窓口３５を塞ぐ前記透視
保護部材１７の前面に沿って延在している(図３および図９参照)。第１装飾板９０は、第
１ホーン部材７０における略円弧状の前記延出部分に合わせて略円弧状に形成された無色
透明な板状体であり、当該延出部分の後側開口に整合して該後側開口を塞ぐように構成さ
れる。このように、発射通路２０ｂを介して遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球が
、遊技領域２０ａへの打ち出し直後に第１ホーン部材７０の延出部分および第１装飾板９
０の後側を通るようになっており、透明な延出部分および第１装飾板９０を介してパチン
コ球の通過を視認し得る。ここで、第１音出力部Ｓ１では、窓口３５の内側に第１ホーン
部材７０の一部が延出しているが、第１上部エンクロージャー５４Ａが窓口３５の内側に
延出しないようになっている。
【００４９】
　前記右側の第２ホーン部材８０は、前面視で略円形に形成された左下側の延出部分が、
上枠部３４ａおよび右枠部３４ｃから窓口３５の開口内側に向けて延出しており、この延
出部分が遊技領域２０ａにおいて枠状装飾体２３に案内されて該枠状装飾体２３の右側を
流下する球流下路の上部領域前側に重なっている(図１および図１１参照)。第２ホーン部
材８０の延出部分は、左下側に延在する第２導音壁８２と外周壁とで稜部が構成された前
方に張り出した略山形を含み、第２放音口８１を囲うように円弧状に延在する稜部が遊技
領域２０ａの左上部前側に延在している。また、前枠ベース部材３４には、上枠部３４ａ
と右枠部３４ｃとの交差部分から窓口３５の開口内側に向けて延出する第２装飾板９１が
配設され、該第２装飾板９１が窓口３５を塞ぐ前記透視保護部材１７の前面に沿って延在
している(図３および図９参照)。第２装飾板９１は、第２ホーン部材８０における略円弧
状の前記延出部分に合わせて略円弧状に形成された無色透明な板状体であり、当該延出部
分の後側開口に整合して該後側開口を塞ぐように構成される。このように、発射通路２０
ｂを介して遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球が、前記右側の球流下路に至った際
に第２ホーン部材８０の延出部分および第２装飾板９１の後側を通るようになっており、
透明な延出部分および第２装飾板９１を介してパチンコ球の通過を視認し得る。ここで、
第２音出力部Ｓ２では、窓口３５の内側に第２ホーン部材８０の一部が延出しているが、
第２上部エンクロージャー５４Ｂおよび被覆部材７８が窓口３５の内側に延出しないよう
になっている。
【００５０】
　前記第２ホーン部材８０の延出部分は、第１ホーン部材７０の延出部分よりも、窓口３
５の開口内側への延出寸法が大きく、第１ホーン部材７０の延出部分より窓口３５に臨む
遊技盤２０の前側に重なる領域が広くなっている(図１および図１１参照)。第２ホーン部
材８０の延出部分は、遊技領域２０ａにおける右側の球流下路上部を超えて枠状装飾体２
３の右上部の前側まで延在し、これに対して、第１ホーン部材７０の延出部分は、枠状装
飾体２３にかかっていない。
【００５１】
(下部スピーカーユニット)
　図１２に示すように、前記下部スピーカーユニット１００は、前枠設置基体３６の前面
に前方に張り出して配設された上部球貯留部４２および下部球貯留部４３の左側に隣接し
て、前枠設置基体３６に設置されている。より具体的には、下部スピーカーユニット１０
０は、前枠設置基体３６の上部右側から中央部にかけて配置された上部球貯留部４２より
下側で、前枠設置基体３６の下部において左右方向中央部左寄りに配置された下部球貯留
部４３の左側に配置され、前枠設置基体３６の下部中央部から右側にかけて延在している
。下部スピーカーユニット１００は、下部エンクロージャー１０４の右側下部が、前枠設
置基体３６の下部右側に設置される操作ハンドル１６に合わせて前面視で円弧凹状に切り
欠いた形状で形成されており、該下部エンクロージャー１０４の右側部分が操作ハンドル
１６の上部から左側にかけて延在している。下部スピーカーユニット１００は、その前面



(17) JP 6325937 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

(下部エンクロージャー１０４の前壁面)が、上部球貯留部４２および下部球貯留部４３の
前面と略同じ位置にあるように形成され、パチンコ球を貯留するために前方へ張り出す球
貯留部４２,４３によって前枠設置基体３６の前側に生じるスペースに、下部スピーカー
ユニット１００が収容されるよう構成されている。下部スピーカーユニット１００の前面
左側には、振動板１０３が前方に臨むように下部スピーカー１０２が下部エンクロージャ
ー１０４に配設されている。
【００５２】
　前記下部スピーカーユニット１００は、下部球貯留部４３の前側を覆って、前枠１３の
下部左側から下部中央部までの前面を構成する下部球皿装飾カバー(カバー部材)４７によ
って、スピーカー開口１０６が開設された下部エンクロージャー１０４の前側および下側
が覆われている(図４,図７および図１０参照)。また、下部スピーカーユニット１００は
、操作手段２８の操作ボタン２９を囲って前枠１３下部右側の前面を構成するボタン装飾
カバー４８によって、下部エンクロージャー１０４の右側部分の前側、上側および右側が
覆われている。下部球皿装飾カバー４７には、下部スピーカーユニット１００のスピーカ
ー開口１０６に合わせて前後に貫通形成された下部放音口４７ａが設けられ、この下部放
音口４７ａに、多数の小孔を有する板状の下部放音口飾り４７ｂが嵌め込まれている。そ
して、下部スピーカーユニット１００は、スピーカー開口１０６を介して前側に臨む下部
スピーカー１０２の振動板１０３が下部放音口４７ａに整合し、下部スピーカー１０２か
ら出力した音が下部放音口４７ａを介して前側へ放出されるようになっている。
【００５３】
　図４,図７および図２２に示すように、前記下部スピーカーユニット１００は、下部ス
ピーカー(スピーカー)１０２と、この下部スピーカー１０２が取り付けられるバスレフ型
の下部エンクロージャー(エンクロージャー)１０４とを備えている。下部エンクロージャ
ー１０４は、端面を互いに当接させて組み合わせた複数の構成体１０８,１１０によって
、中空の空気室１０７を内部画成した箱状本体が構成されている。また、下部エンクロー
ジャー１０４は、箱状本体において互いに組み合わせられる構成体１０８,１１０の間に
画成される取付開口１１２に周面を嵌め合わせて配設され、該下部エンクロージャー１０
４の内外に連通する筒状のダクト１１４を有している。実施例の下部エンクロージャー１
０４は、前後２つの構成体１０８,１１０によって空気室１０７を画成しており、箱状本
体が左右方向に横長に形成されている(図６の点線および図１２参照)。下部エンクロージ
ャー１０４は、ダクト１１４が箱状本体の下面から下方に突出して、該ダクト１１４の下
端が下部球皿装飾カバー４７とボタン装飾カバー４８との間から前枠１３の下面に臨んで
いる(図４参照)。また、下部スピーカーユニット１００は、下部エンクロージャー１０４
の前面にスピーカー開口１０６が開設されており、このスピーカー開口１０６に振動板１
０３を整合させて下部スピーカー１０２が箱状本体の内側から取り付けられている。すな
わち、下部スピーカーユニット１００では、下部スピーカー１０２が、その振動板１０３
をスピーカー開口１０６を介して前側に臨ませた状態で下部エンクロージャー１０４の空
気室１０７内に収容されている。なお、実施例の下部エンクロージャー１０４では、下部
スピーカー１０２が下部エンクロージャー１０４の左側に偏った位置に配設され、ダクト
１１４が下部スピーカー１０２の後側から左右方向(実施例では右側)にずらした位置に設
けられている。
【００５４】
　図２１および図２２に示すように、前記下部スピーカーユニット１００は、下部エンク
ロージャー１０４における箱状本体から該下部スピーカーユニット１００の取付面となる
前記前枠設置基体３６の前面に沿って外方へ延出する下部ユニット取付部(取付部)１１６
を有している。実施例の下部エンクロージャー１０４の箱状本体は、第１構成体１０８の
左右の側壁の夫々から左右方向外方へ延出する下部ユニット取付部１１６と、第１構成体
１０８の下壁に左右に離間して設けられ、下方へ延出する下部ユニット取付部１１６とを
有している。下部スピーカーユニット１００は、複数の下部ユニット取付部１１６を、前
枠設置基体３６の前面に該下部ユニット取付部１１６に対応して突設された取付ボス(図
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示せず)に整合させて、該下部ユニット取付部１１６を介して該取付ボスに前側からネジ
止め固定するようになっている。そして、下部スピーカーユニット１００は、前枠ベース
部材３４の後側からネジ止めされて前側を覆う下部球皿装飾カバー４７を取り外すことで
、前側から着脱可能になっている。
【００５５】
(構成体)
　図２１および図２２に示すように、前記第１構成体１０８は、上下左右に延在する壁お
よび該壁の後端間を塞ぐ後壁により前側に開口する箱状に形成され、箱状本体の後側を構
成している。これに対して、第２構成体１１０は、上下左右に延在する壁および該壁の前
端間を塞ぐ前壁により後側に開口する箱状に形成され、箱状本体の前側を構成している。
第２構成体１１０の前壁には、円形状の前記スピーカー開口１０６が前後に貫通形成され
ており、下部スピーカー１０２が前壁内側にネジ止め固定される。第１構成体１０８と第
２構成体１１０とは、該第１構成体１０８の上下左右に延在する壁の前端面(端面)と、該
第２構成体１１０において該前端面に合わせて上下左右に延在する壁の後端面(端面)とを
互いに当接させた状態で接着剤で接合すると共にネジ止め固定されている。ここで、第１
構成体１０８には、上下左右に延在する壁の前部に、前方に臨むネジ孔を有する後構成体
取付部１０８ａが複数箇所設けられ、第２構成体１１０には、上下左右に延在する壁の後
部に、前後に貫通する通孔を有する前構成体取付部１１０ａが、後構成体取付部１０８ａ
に対応して複数箇所設けられている。そして、下部エンクロージャー１０４は、第１構成
体１０８と第２構成体１１０とを前後の端面を互いに突き合わせて、前側から前構成体取
付部１１０ａの通孔を介して後構成体取付部１０８ａのネジ孔にネジ止めしている。この
ように、下部エンクロージャー１０４は、第１構成体１０８に設けられた下部ユニット取
付部１１６を介して前枠設置基体３６に取り付けられているので、構成体取付部１０８ａ
,１１０ａを締結するネジを着脱することで第１構成体１０８を取り外すことなく第２構
成体１１０を第１構成体１０８に対して着脱することができる。そして、第２構成体１１
０を取り外すことで、下部スピーカー１０２も併せて取り外すことができ、下部スピーカ
ー１０２のメンテナンスを行い易い。
【００５６】
(下部エンクロージャーにおける箱状本体の封止構造)
　図２１に示すように、前記第１構成体１０８の前端面には、該前端面よりも凹ませて溝
状の構成体凹部１１８が形成されている。ここで、構成体凹部１１８は、第１構成体１０
８の前端面において壁の厚み方向略中央部に該壁の延在方向に沿って基本的に形成されて
おり、該第１構成体１０８において後構成体取付部１０８ａが設けられた部位においては
該後構成体取付部１０８ａのネジ孔の内側を通るように曲がっている。そして、構成体凹
部１１８は、第１構成体１０８の下壁に形成された前記取付開口１１２の後ろ半分を画成
する凹部分を除いて、該第１構成体１０８の前端面に連続して形成されている。また、図
２２に示すように、第２構成体１１０の後端面には、該後端面より突出させて筋状の構成
体凸部１２０が形成されている。ここで、構成体凸部１２０は、第２構成体１１０の後端
面において壁の厚み方向略中央部に該壁の延在方向に沿って基本的に形成されており、該
第２構成体１１０において前構成体取付部１１０ａが設けられた部位においては該前構成
体取付部１１０ａの通孔の内側を通るように曲がっている。そして、構成体凸部１２０は
、第２構成体１１０の下壁に形成された前記取付開口１１２の前半分を画成する凹部分を
除いて、該第２構成体１１０の後端面に、前記構成体凹部１１８に合わせて連続して形成
されている。下部エンクロージャー１０４において、第１構成体１０８および第２構成体
１１０を組み合わせた際に、構成体凸部１２０が構成体凹部１１８に嵌合すると共に、構
成体凸部１２０を挟む両側の後端面と、構成体凹部１１８を挟む両側の前端面とが互いに
当接して、第１構成体１０８と第２構成体１１０との間を封止する封止構造を構成してい
る(図４参照)。
【００５７】
(ダクト)
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　図４に示すように、前記ダクト１１４は、前記構成体１０８,１１０と別体に形成され
た円筒体であり、一端部を空気室１０７の内側に臨ませると共に他端部を外方に臨ませる
ように、取付開口１１２を介して空気室１０７の内外に延出するように配置されている。
実施例のダクト１１４は、上端部周面に左右に延出するように形成された一対のダクト取
付部１２２,１２２を、第１構成体１０８の後壁内面に前方へ向けて立設されたダクト取
付ボス１２３,１２３に夫々ネジ止めすることで、取付開口１１２を通って上下に延在す
るように配設される(図２１参照)。ここで、ダクト１１４は、取付開口１１２から空気室
１０７内に延出する内延部分が、取付開口１１２から外方へ延出する外延部分よりも長く
なるように設定されている。また、ダクト１１４の内側には、空気室１０７の内外に連通
するポート１１４ａが画成され、このポート１１４ａにおいて前記取付開口１１２の内側
に近接した部位に、該ポート１１４ａを介する空気の流通を許容すると共に異物の侵入を
阻むスクリーン１２４が配設されている(図４,図７および図８参照)。なお、スクリーン
１２４は、多数の小孔が並べて貫通形成された金属製の網状体であって、円形のポート１
１４ａの開口形状に合わせて円形に形成されている。
【００５８】
　図２１および図２２に示すように、前記ダクト１１４は、複数の分割体１２６,１２８
を周方向に組み合わせて筒状に構成されている。実施例のダクト１１４は、該ダクト１１
４の後半分をなす第１分割体１２６と、該ダクト１１４の前半分をなす第２分割体１２８
とを互いの端面を当接させた状態で前後に組み合わせて構成されている。第１分割体１２
６は、前側に開放した半円樋状に形成され、上下に延在する左右の側縁に、前側に臨む前
当接端面が夫々設けられている。第２分割体１２８は、後側に開放した半円樋状に形成さ
れ、上下に延在する左右の側縁に、後側に臨む後当接端面が夫々設けられている。また、
各分割体１２６,１２８の上端部には、左右の側縁から左右に延出する一対のダクト取付
部１２２,１２２が形成されている。ダクト１１４は、第１分割体１２６の前当接端面と
第２分割体１２８の後当接端面とを当接させると共に、第１分割体１２６の左右のダクト
取付部１２２,１２２と第２分割体１２８の左右のダクト取付部１２２,１２２とを重ね合
わせて組み合わせ、前後に重ね合わせたダクト取付部１２２を前記ダクト取付ボス１２３
にネジ止めすることで、両分割体１２６,１２８が一体化される。
【００５９】
　前記各分割体１２６,１２８の内周面には、該内周面より凹ませた取付凹部１３０が周
方向に延在するように形成されており(図２１および図２２参照)、両分割体１２６,１２
８を組み合わせた際に、両分割体１２６,１２８の取付凹部１３０,１３０が周方向に連続
するようになっている。そして、ダクト１１４には、前記スクリーン１２４が、その外周
縁を両取付凹部１３０,１３０に嵌め込んで周方向および上下方向に位置規制された状態
でポート１１４ａの連通方向と交差するように配設されている(図４および図８参照)。す
なわち、ダクト１１４は、ダクト取付ボス１２３からネジを外して第１構成体１０８から
取り外した状態で、両分割体１２６,１２８を分離することができ、スクリーン１２４を
簡単に着脱することができる。なお、実施例では、前後の分割体１２６,１２８が後述す
る分割体凸部１３６および分割体凹部１３８の関係を除いて前後対称に形成されており、
前後を入れ替えても構成体１０８,１１０に取り付け可能である。
【００６０】
(ダクトの封止構造)
　図４および図８に示すように、前記下部エンクロージャー１０４は、ダクト１１４の周
面から半径方向外側に延出して前記取付開口１１２の開口縁に重なる封止鍔部(鍔部)１３
２により、ダクト１１４の周面と構成体１０８,１１０との間を封止する封止構造を備え
ている。各分割体１２６,１２８の外周面には、半径方向外側に向けて延出して外周縁が
半円状に延在する封止鍔部１３２が夫々設けられており、両分割体１２６,１２８を組み
合わせた際に両封止鍔部１３２,１３２が周方向に連なるようになっている。そして、ダ
クト１１４には、その周面全周に亘って封止鍔部１３２,１３２が延在している。封止鍔
部１３２は、下部エンクロージャー１０４における箱状本体の下壁下面(外面)に上下に重
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なり合うように配置され、ダクト１１４の筒状本体部分が通る取付開口１１２の開口縁に
外側から当接して、ダクト１１４の筒状本体部分周面と両構成体１０８,１１０との封止
するよう構成されている。
【００６１】
　図４,図７および図８に示すように、前記ダクト１１４は、該ダクト１１４の周面から
半径方向外側に延出して、前記封止鍔部１３２との間に前記取付開口１１２の開口縁を挟
む位置決め鍔部１３４を備えている。位置決め鍔部１３４は、封止鍔部１３２に対してダ
クト１１４におけるポート１１４ａの連通方向(上下方向)に離間して配置され、実施例で
は封止鍔部１３２の上側に配置してダクト１１４の筒状本体部分周面からの延出寸法が同
じに設定されている。ここで、各分割体１２６,１２８の外周面には、半径方向外側に向
けて延出して外周縁が半円状に延在する位置決め鍔部１３４が夫々設けられており、両分
割体１２６,１２８を組み合わせた際に両位置決め鍔部１３４,１３４が周方向に連なるよ
うになっている。そして、ダクト１１４には、その周面全周に亘って位置決め鍔部１３４
,１３４が延在している。位置決め鍔部１３４は、下部エンクロージャー１０４における
箱状本体の下壁上面(内面)に上下に重なるように配置され、ダクト１１４の筒状本体部分
が通る取付開口１１２の開口縁の一部に内側から当接することで、構成体１０８,１１０
の少なくとも一部分を封止鍔部１３２との間に挟んでダクト１１４の上下位置を規制する
よう構成されている。前記スクリーン１２４を嵌合保持する取付凹部１３０は、分割体１
２６,１２８において外周面に位置決め鍔部１３４が形成される上下位置に対応して内周
面に凹設されており、位置決め鍔部１３４の存在によって取付凹部１３０を形成し得る肉
厚を確保している。
【００６２】
　図２１および図２２に示すように、前記ダクト１１４は、２つの分割体１２６,１２８
において互いに当接する当接端面の一方には、該当接端面より突出する分割体凸部１３６
が形成されると共に、２つの分割体１２６,１２８において互いに当接する当接端面の他
方には、該当接端面より凹んで分割体凸部１３６が嵌め合わせられる分割体凹部１３８が
形成され、分割体凸部１３６と分割体凹部１３８との嵌合により分割体１２６,１２８間
を封止するよう構成されている(図７参照)。第１分割体１２６には、右側の前当接端面に
前方に突出する分割体凸部１３６が形成され、左側の前当接端面に該前当接端面から後方
へ凹む分割体凹部１３８が形成されている。これに対して、 第２分割体１２８には、右
側の後当接端面に該後当接端面から前方へ凹む分割体凹部１３８が形成され、右側の後当
接端面に後方に突出する分割体凸部１３６が形成されている。分割体凸部１３６は、分割
体１２６,１２８の当接端面において該分割体１２６,１２８を構成する壁の厚み方向(左
右方向)略中央部に前記ポート１１４ａの連通方向(上下方向)に沿って形成されている。
分割体凹部１３８は、分割体凸部１３６に合わせて、分割体１２６,１２８の当接端面に
おいて該分割体１２６,１２８を構成する壁の厚み方向(左右方向)略中央部に前記ポート
１１４ａの連通方向(上下方向)に沿って形成されている。実施例のダクト１１４では、位
置決め鍔部１３４より上側部分となる前記内延部分に対応する当接端面だけに、分割体凸
部１３６および分割体凹部１３８が形成されており、封止鍔部１３２より下側部分となる
前記外延部分に対応する当接端面が平坦に形成されている。そして、ダクト１１４では、
分割体１２６,１２８の上端から、位置決め鍔部１３４に対応して形成された取付凹部１
３０の上側近傍までに亘って設けられた分割体凸部１３６および分割体凹部１３８が該取
付凹部１３０にかからないようになっている。第１分割体１２６および第２分割体１２８
を組み合わせた際に、分割体凸部１３６が分割体凹部１３８に嵌合すると共に、分割体凸
部１３６を挟む両側の当接端面と、分割体凹部１３８を挟む両側の当接面とが互いに当接
して、第１分割体１２６と第２分割体１２８との間を封止するようになっている。
【００６３】
(下部スピーカーユニットを利用した発光構造)
　図４～図６に示すように、前記操作手段２８を支持する支持ベース４４には、該支持ベ
ース４４の前側を覆うボタン装飾カバー４８に向けて光を照射可能な下部発光手段(発光
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手段)１４０が配設されている。支持ベース４４は、前枠設置基体３６の前面における上
下方向略中央部に、前方へ張り出すように配設されている。支持ベース４４は、上部球貯
留部４２より右側に位置して、前枠設置基体３６の前面右側に配設されて、実施例では板
金を折り曲げて架台状に形成されている。また、支持ベース４４の下方には、板状の載置
ベース４５が前枠設置基体３６の前面から略水平に前方へ張り出すように配設され(図１
０参照)、載置ベース４５の上面に載置される支持ベース４４にかかる荷重を受け止め可
能に構成される。なお、載置ベース４５も板金で構成されている。支持ベース４４および
載置ベース４５は、下部スピーカーユニット１００における下部エンクロージャー１０４
の上側に少なくとも一部が重なるように配設され、その前端が下部エンクロージャー１０
４の上壁面前縁よりも後側に位置している。すなわち、下部エンクロージャー１０４の上
壁面前部は、支持ベース４４および載置ベース４５よりも前側に出っ張り、支持ベース４
４の前側において上側に露出している。
【００６４】
(ボタン装飾カバー)
　図４および図１０に示すように、前記ボタン装飾カバー４８は、後方および左方に開放
した略箱状に形成されて、支持ベース４４の上側に配設された操作手段２８の操作ボタン
２９が臨むボタン開口４８ａが、上部に開設されている。ボタン装飾カバー４８の右下部
には、後方へ凹んだハンドル凹部４８ｂが形成され、このハンドル凹部４８ｂに開設され
たハンドル開口４８ｃを通して、操作ハンドル１６が前枠設置基体３６に保持される。ボ
タン装飾カバー４８には、支持ベース４４(下部エンクロージャー１０４)より上側に位置
するボタン開口４８ａから該支持ベース４４の前端位置(下部エンクロージャー１０４の
上壁面を前側に延長した位置)の下側までに亘って、光を透過可能な透過装飾部１４２が
設けられている。ここで、ボタン装飾カバー４８は、前面の一部だけに透過装飾部１４２
を設ける構成でもよいが、実施例では、前記ハンドル凹部４８ｂおよびボタン開口４８ａ
を囲う飾り部分を除いて、光を透過可能な透過装飾部１４２になっている。このように、
ボタン装飾カバー４８は、下部放音口４７ａに隣接して設けられて前枠１３の意匠面を構
成する透過装飾部１４２を有している。また、ボタン装飾カバー４８には、前枠１３の前
面を構成する透過装飾部１４２の内側(後側)に、光を透過可能で、かつ透過する光を拡散
可能な装飾拡散部１４３が設けられ(図４～図６参照)、この装飾拡散部１４３の内側(後
側)から光が照射されるようになっている。ここで、実施例の装飾拡散部１４３は、略上
下方向に延在する稜部と谷部とがボタン開口４８ａの周回りに並ぶ凹凸形状で形成されて
おり、１つの稜部を構成する傾斜面の一方だけに梨地加工が施されて、他方の傾斜面が無
色透明になっている。そして、透過装飾部１４２は、無色透明であり、該透過装飾部１４
２を介して装飾拡散部１４３の意匠形状を視認可能であると共に、装飾拡散部１４３の発
光を視認可能であり、装飾拡散部１４３で拡散された光によっても照らされる。
【００６５】
(下部発光手段)
　図４および図５に示すように、前記下部発光手段１４０は、支持ベース４４の前端に配
設されて、載置ベース４５の前端の前側に位置している。また、下部発光手段１４０は、
操作手段２８の下側に位置すると共に、下部エンクロージャー１０４の上側に位置するよ
う配置されている。このように、下部発光手段１４０は、前枠１３の下部に設けられてパ
チンコ球を貯留する下部球貯留部４３およびパチンコ球の発射操作を行う操作ハンドル１
６との間に配設された下部エンクロージャー１０４と、前枠１３の下部に設けられた操作
手段２８との間に配設されている。下部発光手段１４０は、下部エンクロージャー１０４
の上壁面に対して少なくも一部が上下の関係で重なるように配置され(図６参照)、実施例
では下部発光手段１４０の左側から中央部にかけてが下部エンクロージャー１０４の上壁
面に重なっている。そして、下部発光手段１４０の下側には、下部エンクロージャー１０
４の上壁面が略水平に延在しており、下部発光手段１４０よりも下部エンクロージャー１
０４の上壁面前縁が前側に位置している。下部発光手段１４０は、支持ベース４４の前端
に取り付けらる板状の発光手段ベース１４４と、この発光手段ベース１４４の前面に、そ
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の板面を立てた姿勢で取り付けられる下部発光基板１４５と、発光手段ベース１４４に取
り付けられ、下部発光基板１４５の前側を覆う無色透明の発光手段カバー１４７とを備え
ている(図５参照)。下部発光基板１４５は、その板面が上下左右に延在し、下部エンクロ
ージャー１０４の上壁面と交差(実施例では直交)する関係になっている。また、下部発光
基板１４５は、左右方向が長手となる横長形状に形成され、左右に離間して複数の下部発
光体(発光体)１４６が前面に設けられている(図６および図１２参照)。更に、下部発光基
板１４５は、各下部発光体１４６から前方に向けて光を照射し得るよう構成され、該下部
発光基板１４５の前側に延在する透過装飾部１４２に向けて光を照射可能になっている。
そして、下部発光基板１４５は、その左側から中央部にかけての部分が下部エンクロージ
ャー１０４の上壁面に重なり、下部発光基板１４５の下側に下部発光体１４６からの光照
射方向前方に沿って下部エンクロージャー１０４の上壁面が前方へ延在している。
【００６６】
(下部スピーカーユニットの反射構造)
　前記下部エンクロージャー１０４は、下部発光体１４６から照射した光の光軸上から外
れて透過装飾部１４２と下部発光手段１４０との間に延在する上壁面に設けられて、光を
反射し得る反射部１０４ａを有している(図５参照)。そして、下部発光体１４６からの照
射光および該照射光を反射部１０４ａで反射した反射光が透過装飾部１４２を通して視認
可能に構成されている。ここで、反射部１０４ａは、下部エンクロージャー１０４におい
て下部発光基板１４５よりも前側に延在する上壁面に少なくとも設ければよいが、実施例
の下部エンクロージャー１０４は、その外壁面全体が光を反射し得るようになっている。
反射部１０４ａは、下部エンクロージャー１０４の壁面を光を反射し易い白色系の色彩で
構成したり、該壁面を金属メッキなどにより鏡面加工したり、該壁面をなす構成体１０８
,１１０を構成する樹脂材料に反射材を混入するなどにより、光の反射作用を向上させる
構成を用いることができ、実施例では下部エンクロージャー１０４全体が白色である。す
なわち、下部エンクロージャー１０４は、その前壁面が第２の反射部１０４ｂとして機能
するようになっている。
【００６７】
　前記透過装飾部１４２は、下部発光体１４６の光照射方向前側から反射部１０４ａが指
向する方向へ向けて延在するよう設けられている。すなわち、ボタン装飾カバー４８にお
いて、透過装飾部１４２は、下部発光体１４６からの光照射方向前側となる下部発光基板
１４５の前側に相対する領域だけでなく、当該領域から、下部エンクロージャー１０４の
上壁面に設けられた反射部１０４ａが指向する上側に向けて延在するように設けられてい
る(図４参照)。このように、ボタン装飾カバー４８には、下部発光体によって直接照らさ
れる領域だけでなく、反射部１０４ａによる光の反射を考慮して、透過装飾部１４２が設
けられている。
【００６８】
(下部発光手段の導光構造)
　図５に示すように、前記下部発光手段１４０には、下部発光体から前方へ照射した光を
導く導光部１４８が、発光手段カバー１４７に設けられている。導光部１４８は、下部発
光体１４６の光照射方向前側に端面が重なると共に、下部エンクロージャー１０４の上壁
面に沿って延在する透明な第１導光板部１４９と、この第１導光板部１４９の前端に連な
るように形成され、下部エンクロージャー１０４の前壁面に沿って延在すると共に、前側
が透過装飾部１４２で覆われる透明な第２導光板部１５０とを備えている。また、下部エ
ンクロージャー１０４の前壁面には、前側に重なる第２導光板部１５０に対応して、光を
反射し得る第２の反射部１０４ｂが設けられている。そして、下部発光体１４６からの光
の照射による第１導光板部１４９および第２導光板部１５０の発光が、装飾拡散部１４３
および透過装飾部１４２を通して視認可能に構成される。
【００６９】
　前記導光部１４８は、発光手段カバー１４７の前面に一体的に形成され、無色透明な板
状部分である。第１導光板部１４９は、下部エンクロージャー１０４の上壁面に重なる位
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置に設けられ、実施例で発光手段カバー１４７の左側半分下端に、前方に延出するように
形成されている(図６参照)。第１導光板部１４９は、後端面を下部発光基板１４５に左右
方向に並んだ複数の下部発光体１４６の前側に重なるように配置され、下部発光体１４６
の光照射方向前側に重なるように延在している。第１導光板部１４９は、下部エンクロー
ジャー１０４の上壁面の上側に間隔をあけて該上壁面と略平行に延在し、上壁面に設定さ
れた反射部１０４ａと対向配置されている。なお、実施例の第１導光板部１４９は、後側
から前側に向かうにつれて僅かに下方傾斜する下部エンクロージャー１０４の上壁面に対
応して、前下がりに傾斜している(図５参照)。第１導光板部１４９の後端面には、下部発
光体１４６の前側に対応した位置の夫々に、前方に凹む一対の溝および両溝の間の円弧状
凸部によって構成される後光散乱部１５１が形成され、下部発光体１４６から入射した光
が後光散乱部１５１によって第１導光板部１４９に広がるようになっている。また、導光
部１４８は、第１導光板部１４９の前端および第２導光板部１５０の上端とが繋がる前角
部に、第１導光板部１４９が重なる下部発光体１４６の夫々に対応して後方へ凹む前光散
乱部１５２が形成され、導光部１４８に入射された光を前光散乱部１５２によって拡散し
得るようになっている。
【００７０】
　図５に示すように、前記第２導光板部１５０は、第１導光板部１４９の前端から垂下し
て下部エンクロージャー１０４の前壁面に沿って略平行に延在し、前壁面に設定された第
２の反射部１０４ｂと対向配置されている。第２導光板部１５０は、下部エンクロージャ
ー１０４の前壁面との間隔が、第１導光板部１４９と該下部エンクロージャー１０４の上
壁面との間隔よりも小さくなるように設定される。第２導光板部１５０には、該第２導光
板部１５０を前後に貫通するよう形成された孔状の下光散乱部１５３が複数設けられてい
る。第２導光板部１５０に分散配置された複数の下光散乱部１５３の夫々は、該下光散乱
部１５３の上側を画成する上壁が後から前に向かうにつれて下方傾斜するのに対して、該
下光散乱部１５３の下側を画成する下壁が略水平に延在している。すなわち、導光部１４
８において、第１導光板部１４９を通って上側から第２導光板部１５０に広がる光を、複
数の下光散乱部１５３によって該第２導光板部１５０全体に好適に広げることができる。
【００７１】
　前記導光部１４８は、下部発光基板１４５の前側に延在する下部エンクロージャー１０
４の上壁面において載置ベース４５の前縁から前側部分の左右全域に亘って重なっていて
もよいが、実施例では、下部発光基板１４５の左右方向中央部に位置する、下部エンクロ
ージャー１０４における上壁面の右前角隅部を、導光部１４８で覆わないように構成して
ある(図６参照)。すなわち、下部発光体１４６から前方へ照射した光の一部を、導光部１
４８の影響を受けることなく下部エンクロージャー１０４の上壁面に設定された反射部１
０４ａで反射することが可能であり、導光部１４８の有無によって左右方向で光の反射態
様を変化を付けることができる。
【００７２】
(照明手段)
　図１に示すように、前記前枠１３は、湾曲する照明基板１６４,１８４に設けられた照
明発光体(発光体)１６５,１８５によって、該照明発光体１６５,１８５の光照射方向前側
を覆う装飾体１６６,８０の発光演出部１６８,１８８を発光させ得る照明手段１６０,１
８０を備えている。実施例の前枠１３は、該前枠１３の下部左側に配設された第１照明手
段１６０と、該前枠１３の上部右側に配設された第２音出力部Ｓ２が具備する第２照明手
段１８０と有している。図１９,図２０,図２３および図２４に示すように、第１照明手段
１６０および第２照明手段１８０は、厚み方向に湾曲する照明基板１６４,１８４と、こ
の照明基板１６４,１８４の湾曲凸側の面に配設され、該照明基板１６４,１８４の湾曲方
向に並ぶ複数の照明発光体１６５,１８５と、該複数の照明発光体１６５,１８５の光照射
方向前側を覆う装飾体１６６,８０とを備え、前記湾曲する照明基板１６４,１８４におけ
る配設部位に応じて照明発光体１６５,１８５から異なる方向に照射される光によって、
装飾体１６６,８０の発光演出部１６８,１８８を発光させるいう基本的な構成が同じであ
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る。
【００７３】
(第１照明手段)
　図１および図１２に示すように、前記第１照明手段１６０は、上部球貯留部４２の左下
側で、下部球貯留部４３の左側に位置して、前枠設置基体３６の前面に配設されている。
図２３および図２４に示すように、第１照明手段１６０は、前枠設置基体３６の前面に取
り付けられる支持部材１６２と、この支持部材１６２に支持されて、該支持部材１６２に
支持される側と反対側が凸となるように、その厚み方向に湾曲する第１照明基板１６４と
、この第１照明基板１６４の湾曲凸側の面に配設され、該第１照明基板１６４の湾曲方向
に並ぶ複数の第１照明発光体１６５と、複数の第１照明発光体１６５の光照射方向前側を
覆う下部装飾体(装飾体)１６６とを備えている。また、第１照明手段１６０は、第１照明
基板１６４とは別に、光を照射する装飾発光体１７１が複数実装された射光基板１７２を
備え、装飾発光体１７１からの光照射方向前側を支持部材１６２および下部装飾体１６６
によって覆うように構成される。このように、第１照明手段１６０は、装飾発光体１７１
からの光の照射によって、支持部材１６２および下部装飾体１６６を照明することができ
る。
【００７４】
(支持部材)
　図２４に示すように、前記支持部材１６２は、後方に開口する略半球状に形成され、該
支持部材１６２によって画成される空間に前記射光基板１７０が収納されている。支持部
材１６２は、無色透明なベース部分と有色透明な飾り部分とを組み合わせて構成され、全
体として光を透過可能になっている。また、支持部材１６２は、透過する光を拡散し得る
ように構成されており、実施例では、支持部材１６２の前面に、略半球形状の前側頂部か
ら後側開口縁に向けて延びる稜部と谷部とが前後方向を軸とした周回りに並ぶ凹凸形状か
らなる光拡散構造を有しており、当該光拡散構造により支持部材１６２の後側に配置され
た射光基板１７０が前側から視認困難になっている。射光基板１７０は、光拡散構造を有
する略半球状部分から後側に離すと共に、前枠設置基体３６から前側に離れるように、支
持部材１６２に取り付けられ、射光基板１７０の前面に実装された複数の装飾発光体１７
１から前方へ向けて光を照射し得るようになっている。このように、第１照明手段１６０
では、支持部材１６２が第１照明基板１６４を支持するためのベースとして機能するだけ
でなく、装飾発光体１７１からの光によって発光する装飾部分の一部としても機能してい
る。
【００７５】
(第１照明基板)
　図２３(ｂ)に示すように、前記第１照明基板１６４は、支持部材１６２に取り付けられ
た第１基板支持部１７２に配設されて、支持部材１６２の前側に該支持部材１６２から離
れた状態で支持されて、第１照明発光体１６５の光照射方向前側が第１基板カバー１７４
によって覆われている。第１照明基板１６４は、厚み方向に自在に湾曲可能なフレキシブ
ルシートによって構成されており、第１基板支持部１７２の前面に沿って湾曲変形させた
状態で第１基板支持部１７２と第１基板カバー１７４との間に保持されている。第１基板
支持部１７２は、支持部材１６２の略半球状の表面に沿わせて湾曲する板状部分の両長手
辺に壁が設けられて前側に開放した略樋状に形成され、長手方向に離間して設けられた複
数(実施例では２本)の第１基板支持ボス１７２ａで支持されて、支持部材１６２の前側に
離間配置されている。第１基板カバー１７４は、第１基板支持部１７２の湾曲に合わせて
湾曲形成され、両長手辺に後側に向けて突出する壁が設けられて後側に開口した略樋状に
形成され、第１基板支持部１７２の一対の壁の間に嵌め合わせて設置される。そして、第
１照明基板１６４は、第１基板支持部１７２の板状部分と第１基板カバー１７４の壁突端
との間に挟持されて、第１照明発光体１６５が第１基板支持部１７２と第１基板カバー１
７４との間に画成される空間に収納される(図６参照)。第１基板支持部１７２および第１
基板カバー１７４は、何れも光を透過可能に構成されて、実施例では無色透明である。こ
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のように、第１照明基板１６４は、略半球状の支持部材１６２の表面形状に合わせて湾曲
すると共に、支持部材１６２の前面から前側に離して、下部装飾体１６６に近接するよう
に配置されている。また、第１照明基板１６４は、支持部材１６２の前面に沿って左上か
ら右下に向けて斜めに延在するように配置されている(図１２参照)。更に、第１照明基板
１６４は、前側から後側に向かうにつれて左斜め下に延在する仮想軸を中心とする円弧状
に湾曲して延在している。
【００７６】
(第１照明発光体)
　前記第１照明基板１６４は、長手辺が湾曲しており、湾曲方向となる長手辺に沿って互
いに離間して複数の第１照明発光体１６５が１列に並べて配置されている。ここで、各第
１照明発光体１６５は、湾曲する第１照明基板１６４の厚み方向前側に光を照射するよう
設定され、第１照明基板１６４において第１照明発光体１６５の配設部位が指向する向き
に応じて、複数の第１照明発光体１６５の光照射向きが異なるようになっている。すなわ
ち、第１照明基板１６４の左側最上部に配置された第１照明発光体１６５からは、左前斜
め上側に光が照射され、第１照明基板１６４の左上側から中央部に配置される第１照明発
光体１６５になるほど光の照射方向が前側に向くようになり、第１照明基板１６４の中央
部から右下側に配置される第１照明発光体１６５になるほど光の照射方向が下側および右
側に向くようになる。このように、複数の第１照明発光体１６５からの光照射向きが、下
部装飾体１６６および支持部材１６２の湾曲に合わせて移り変わるように構成される。
【００７７】
(下部装飾体)
　図２３(ａ)に示すように、前記下部装飾体１６６は、前枠１３の左側面を構成する前後
に切り立った左側面および上部球貯留部４２の前側を覆う上部球皿装飾カバー４６によっ
て隠される右上部を除いて、後方に開口する略半球状に基本的に形成され、該下部装飾体
１６６によって画成される空間に、第１照明基板１６４および支持部材１６２が収納され
ている。下部装飾体１６６は、前枠１３の意匠面を構成し、支持部材１６２の周縁部に外
方へ延出形成された支持部材取付片１６３の前側に、該下部装飾体１６６の周縁部に外方
へ延出形成された装飾体取付片１６７を重ね合わせて、前枠設置基体３６にネジ止め固定
される。下部装飾体１６６は、光を透過可能であり、実施例では無色透明である。すなわ
ち、第１照明手段１６０は、下部装飾体１６６を介して射光基板１７０の装飾発光体１７
１の光によって発光する支持部材１６２を視認可能であると共に、支持部材１６２を通っ
た光により下部装飾体１６６が照らされる。また、第１照明手段１６０は、支持部材１６
２の発光の有無にかかわらず、下部装飾体１６６を介して該支持部材１６２の意匠形状を
視認可能になっている。ここで、第１照明基板１６４は、略半球状に形成された下部装飾
体１６６の湾曲した内面に沿って湾曲しており、下部装飾体１６６の形状に合わせて延在
しているとも云える。更に、第１基板カバー１７４の前面は、下部装飾体１６６の内面の
湾曲に合わせて湾曲しており、下部装飾体１６６の内面と第１基板カバー１７４の前面と
は、ほぼ隙間なく配置されている。
【００７８】
(第１発光演出部)
　図２３に示すように、前記第１発光演出部１６８は、複数の第１照明発光体１６５の光
照射方向前側に合わせて、下部装飾体１６６に設けられている。第１発光演出部１６８は
、光を透過可能に構成されると共に、透過する光を拡散し得るように構成され、実施例で
は表面に凹凸形状が付された前側へ膨出するレンズ状に透明な材料で形成されている。第
１発光演出部１６８は、下部装飾体１６６に一体形成してもよいが、実施例では、下部装
飾体１６６と別体に形成されて、下部装飾体１６６の前面に取り付けられている。下部装
飾体１６６には、第１照明基板１６４の湾曲に合わせて、複数の第１発光演出部１６８が
、その配設位置が湾曲する位置関係で並べて設けられている。第１発光演出部１６８は、
第１照明基板１６４に１列に並ぶ第１照明発光体１６５と１対１の関係で設けられ、実施
例では、第１照明基板１６４に並ぶ５個の第１照明発光体１６５に対応して５箇所の第１
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発光演出部１６８が並べて設けられている。ここで、各第１発光演出部１６８は、光を透
過せず、前面に光を反射するメッキ処理が施された第１照明飾り１６９によって囲われて
互いに区画されている。
【００７９】
　前記各第１発光演出部１６８は、略半球状の下部装飾体１６６の前面に取り付けること
で、該下部装飾体１６６の曲面に合わせて湾曲する第１照明基板１６４に配設された第１
照明発光体１６５の光照射向きに合わせて、該第１照明発光体１６５の光照射方向前側に
重なるように配置される。また、第１発光演出部１６８とこれに対応する第１照明発光体
１６５との間隔は、下部装飾体１６６の曲面に合わせて第１照明基板１６４が湾曲してい
ることから、何れの組も同じに設定されている。更に、各第１発光演出部１６８は、その
レンズ形状の膨出向きが、対応する第１照明発光体１６５の光照射向きに揃えて形成され
、レンズ形状の中心を第１照明発光体１６５から照射した光の光軸が通るように設定され
ている。このように、第１照明手段１６０では、第１照明発光体１６５とこれに対応する
第１発光演出部１６８との組が、両者の間隔や第１照明発光体１６５の光軸に対する第１
発光演出部１６８の位置関係などの発光に関係する構成が何れも同じになるように構成さ
れている。
【００８０】
(第２照明手段)
　図１８および図１９に示すように、前記第２照明手段１８０は、窓口３５の上右側に配
設された第２音出力部Ｓ２に配設されている。図２０に示すように、第２照明手段１８０
は、前枠設置基体３６の前面に取り付けられる支持部材としての前記被覆部材７８と、こ
の被覆部材７８に支持されて、該被覆部材７８に支持される側と反対側が凸となるように
、その厚み方向に湾曲する第２照明基板１８４と、この第２照明基板１８４の湾曲凸側の
面に配設され、該第２照明基板１８４の湾曲方向に並ぶ複数の第２照明発光体１８５と、
複数の第２照明発光体１８５の光照射方向前側を覆う装飾体としての前記第２ホーン部材
８０とを備えている。
【００８１】
(第２照明基板)
　図１８および図１９に示すように、前記第２照明基板１８４は、被覆部材７８に取り付
けられた第２基板支持部１８２に配設されて、被覆部材７８の前側に該被覆部材７８から
離れた状態で支持されて、第２照明発光体１８５の光照射方向前側が第２基板カバー１８
３によって覆われている。第２照明基板１８４は、厚み方向に自在に湾曲可能なフレキシ
ブルシートによって構成されており、第２基板支持部１８２の前面に沿って湾曲変形させ
た状態で第２基板支持部１８２と第２基板カバー１８３との間に保持されている。第２基
板支持部１８２は、被覆部材７８において球体の一部をなすよう形成された曲面状の上部
周縁部に沿わせて湾曲する板状部分の両長手辺に壁が設けられて前側に開放した略樋状に
形成され、長手方向に離間して設けられた複数(実施例では２本)の第２基板支持ボス１８
２ａで支持されて、被覆部材７８の前側に離間配置されている。第２基板カバー１８３は
、第２基板支持部１８２の湾曲に合わせて湾曲形成され、両長手辺に後側に向けて突出す
る壁が設けられて後側に開口した略樋状に形成され、第２基板支持部１８２の一対の壁の
間に嵌め合わせて設置される。そして、第２照明基板１８４は、第２基板支持部１８２の
板状部分と第２基板カバー１８３の壁突端との間に挟持されて、第２照明発光体１８５が
第２基板支持部１８２と第２基板カバー１８３との間に画成される空間に収納される。第
２基板支持部１８２および第２基板カバー１８３は、何れも光を透過可能に構成されて、
実施例では無色透明である。このように、第２照明基板１８４は、球体の一部をなすよう
に曲面状に形成された被覆部材７８の表面形状に合わせて湾曲すると共に、被覆部材７８
の前面から前側に離して、第２ホーン部材８０に近接するように配置されている。第２照
明基板１８４は、被覆部材７８の前面に沿って左上から右下に向けて斜めに延在するよう
に配置されている。また、第２照明基板１８４は、前側から後側に向かうにつれて右斜め
上に延在する仮想軸を中心とする円弧状に湾曲して延在している。
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【００８２】
(第２照明発光体)
　前記第２照明基板１８４は、長手辺が湾曲しており、湾曲方向となる長手辺に沿って互
いに離間して複数の第２照明発光体１８５が１列に並べて配置されている。ここで、各第
２照明発光体１８５は、湾曲する第２照明基板１８４の厚み方向前側に光を照射するよう
設定され、第２照明基板１８４において第２照明発光体１８５の配設部位が指向する向き
に応じて、複数の第２照明発光体１８５の光照射向きが異なるようになっている(図１９
参照)。すなわち、第２照明基板１８４の左側最上部に配置された第２照明発光体１８５
からは、左前斜め上側に光が照射され、第２照明基板１８４の左上側から中央部に配置さ
れる第２照明発光体１８５になるほど光の照射方向が前側に向くようになり、第２照明基
板１８４の中央部から右下側に配置される第２照明発光体１８５になるほど光の照射方向
が下側および右側に向くようになる。このように、複数の第２照明発光体１８５からの光
照射向きが、第２ホーン部材８０および被覆部材７８の湾曲に合わせて移り変わるように
構成される。
【００８３】
(第２ホーン部材)
　図１７に示すように、前記第２ホーン部材８０は、前枠１３の上面を構成する前後に切
り立った上面および前枠の右側面を構成する前後に切り立った右側面を除いて、第２ホー
ン開口８６の上側および右側を囲う周縁部が球体の一部をなす曲面状に基本的に形成され
、該第２ホーン部材８０によって画成される空間に、第２照明基板１８４および被覆部材
７８が収納されている。第２ホーン部材８０は、前枠１３の意匠面を構成している。前述
の如く、第２ホーン部材８０は、光を透過可能であり、実施例では無色透明である。すな
わち、第２音出力部Ｓ２は、第２ホーン部材８０を介して前枠発光体４１の光によって発
光する被覆部材７８を視認可能であると共に、被覆部材７８を通った光により第２ホーン
部材８０が照らされる。また、第２音出力部Ｓ２は、被覆部材７８の発光の有無にかかわ
らず、第２ホーン部材８０を介して該被覆部材７８の意匠形状を視認可能になっている。
ここで、第２照明基板１８４は、第２ホーン部材８０の曲面状に湾曲した周縁部内面に沿
って湾曲しており、第２ホーン部材８０の形状に合わせて延在しているとも云える。また
、第２基板カバー１８３の前面は、第２ホーン部材８０の周縁部内面の湾曲に合わせて湾
曲しており、第２ホーン部材８０の内面と第２基板カバー１８３の前面とは、ほぼ隙間な
く配置されている。
【００８４】
(第２発光演出部)
　図１７および図１９に示すように、前記第２発光演出部１８８は、複数の第２照明発光
体１８５の光照射方向前側に合わせて、第２ホーン部材８０に設けられている。第２発光
演出部１８８は、光を透過可能に構成されると共に、透過する光を拡散し得るように構成
され、実施例では表面に凹凸形状が付された前側へ膨出するレンズ状に透明な材料で形成
されている。第２発光演出部１８８は、第２ホーン部材８０に一体形成してもよいが、実
施例では、第２ホーン部材８０と別体に形成されて、第２ホーン部材８０の前面に取り付
けられている。第２ホーン部材８０には、第２照明基板１８４の湾曲に合わせて、複数の
第２発光演出部１８８が、その配設位置が湾曲する位置関係で並べて設けられている。第
２発光演出部１８８は、第２照明基板１８４に１列に並ぶ第２照明発光体１８５と１対１
の関係で設けられ、第２照明基板１８４に並ぶ６個の第２照明発光体１８５に対応して６
箇所の第２発光演出部１８８が並べて設けられている。ここで、各第２発光演出部１８８
は、光を透過せず、前面に光を反射するメッキ処理が施された第２照明飾り１８９によっ
て囲われて互いに区画されている。
【００８５】
　図１９に示すように、前記各第２発光演出部１８８は、曲面状の第２ホーン部材８０の
前面に取り付けることで、該第２ホーン部材８０の曲面に合わせて湾曲する第２照明基板
１８４に配設された第２照明発光体１８５の光照射向きに合わせて、該第２照明発光体１
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８５の光照射方向前側に重なるように配置される。また、第２発光演出部１８８とこれに
対応する第２照明発光体１８５との間隔は、第２ホーン部材８０の曲面に合わせて第２照
明基板１８４が湾曲していることから、何れの組も同じに設定されている。更に、各第２
発光演出部１８８は、そのレンズ形状の膨出向きが、対応する第２照明発光体１８５の光
照射向きに揃えて形成され、レンズ形状の中心を第２照明発光体１８５から照射した光の
光軸が通るように設定されている。このように、第２照明手段１８０では、第２照明発光
体１８５とこれに対応する第２発光演出部１８８との組が、両者の間隔や第２照明発光体
１８５の光軸に対する第２発光演出部１８８の位置関係などの発光に関係する構成が何れ
も同じになるように構成されている。
【００８６】
　　〔実施例の作用〕
　次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用について説明する。
【００８７】
(前枠に配設されたスピーカーユニットについて)
　前記パチンコ機１０には、各種の音を出力するスピーカー５２Ａ,５２Ｂ,１０２を有す
るスピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ,１００を複数備えているが、複数のスピーカーユニ
ット５０Ａ,５０Ｂ,１００が、機前面側を構成する前枠１３に何れも配設されているので
、スピーカー５２Ａ,５２Ｂ,１０２を遊技者側に近付けて、スピーカー５２Ａ,５２Ｂ,１
０２から出力した音の認識度を向上させることができる。しかも、複数のスピーカーユニ
ット５０Ａ,５０Ｂ,１００は、エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂ,１０４を何れも有してい
るので、エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂ,１０４によってスピーカー５２Ａ,５２Ｂ,１０
２の後側から出る音を封じ込めて、該スピーカー５２Ａ,５２Ｂ,１０２の前側から出る音
に干渉させないようにすることができ、音質を向上させることができる。例えば中枠１２
にスピーカーユニットを設置した場合には、中枠１２にスピーカーユニットを設置するた
めの設置スペースを要するばかりでなく、中枠１２の前側を覆う前枠１３に、スピーカー
ユニットから出力した音を前側に通すための放音用空間をスピーカーユニットの設置位置
に合わせて確保しなければならない。実施例のパチンコ機１０によれば、スピーカユニッ
ト５０Ａ,５０Ｂ,１００が前枠１３に何れも配設されているので、中枠１２等の前枠１２
を支持する本体部材側にスピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ,１００を設置するためのスペ
ースを要さず、該中枠１２等の空いたスペースを他の部品等の配設などに有効利用するこ
とができる。また、スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ,１００が前枠１３に配設されてい
るので、中枠１２に設置して前枠１３に画成された放音用空間を介して音を出力する構成
と異なり、放音用空間で音がこもったり、減衰するなどの弊害を回避できる。このように
、パチンコ機１０によれば、前枠１３に配設されたスピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ,１
００によって、好適な音質な音による効果的な演出をなし得る。
【００８８】
(エンクロージャーのタイプと前枠での配置について)
　前記パチンコ機１０は、前枠１３の上下に振り分けて、密閉型の上部エンクロージャー
５４Ａ,５４Ｂを有する上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂと、バスレフ型の下部エン
クロージャー１０４を有する下部スピーカーユニット１００とが配設されているので、両
スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ,１００の夫々の特徴の組み合わせによって、全体とし
て音質を向上させることができる。実施例のパチンコ機１０は、前枠１３の上部に、密閉
型の上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂを有する上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂ
を配設しているので、該密閉型の上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂによって比較的指
向性が高い音を出力し得る上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂを遊技者の頭部(耳)に
近付けることができる。また、前枠１３の上部は下部と比べて配設部材が少ないので、上
部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂから出力される音を周囲の部材などに干渉させるこ
となく遊技者に直接伝えることができ、低音域の減衰が少なく比較的素直な音を出力し得
る密閉型の上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂによる上部スピーカーユニット５０Ａ,５
０Ｂの特徴を活かすことができる。前枠１３の下部に配設される下部スピーカーユニット



(29) JP 6325937 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

１００は、バスレフ型の下部エンクロージャー１０４を有しているので、低音域の増強作
用が良好で低音再生に優れたバスレフ型の特徴を活かして、上部スピーカーユニット５０
Ａ,５０Ｂよりも低音域の再生を主に担うことになる。すなわち、上球受け皿１４や下球
受け皿１５や操作手段２８などが周囲に配設されて、前枠１３の上部と比べて遊技者の頭
部から遠くなる前枠１３の下部に、下部スピーカーユニット１００を配置しても、該下部
スピーカーユニットの特徴を活かすことができる。このように、パチンコ機１０では、異
なる方式のエンクロージャー５４Ａ,５４Ｂ,１０４を有する上部スピーカーユニット５０
Ａ,５０Ｂと下部スピーカーユニット１００とが、前枠１３においてエンクロージャー５
４Ａ,５４Ｂ,１０４の特徴に応じた適切な上下位置に振り分けて配置されている。従って
、パチンコ機１０は、異なる方式のエンクロージャー５４Ａ,５４Ｂ,１０４を有する上部
スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂから出力した音と下部スピーカーユニット１００から
出力した音が相乗させて、この相乗した好適な音質な音を遊技者に聞かせることができ、
音による効果的な演出をなし得る。
【００８９】
(上部エンクロージャーの形状について)
　前記上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂは、上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂが
前後方向よりも窓口３５の縁辺に沿って広くなるように形成され、前枠ベース部材３４の
前面に沿って空気室５７が広がっている。このように、上部エンクロージャー５４Ａ,５
４Ｂは、前枠１３において前枠ベース部材３４前側における窓口３５の周辺スペースを有
効利用して、空気室５７の内容積を確保している。すなわち、上部エンクロージャー５４
Ａ,５４Ｂにおける空気室５７の内容積を確保するために要する、前枠１３の裏面からの
上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂの突出を抑えることができ、中枠１２側に配設され
る部材と前枠１３に配設された上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂとの取り合いの発生
を極力抑えることができる。
【００９０】
　前記上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂは、前側に指向させて配設される上部スピー
カー５２Ａ,５２Ｂが設置される前壁よりも前側へ膨出形成された膨出部６３によって空
気室５７の内容積を拡張するよう構成されている。前枠１３は、パチンコ機１０の前面を
構成する機体であるので、中枠１２などの前枠１３の後側に配設される本体部材と異なっ
て、前側にスペースを確保することができる。すなわち、上部スピーカーユニット５０Ａ
,５０Ｂを前枠１３に配設することで、前枠１３における前側の空間を利用することが可
能となり、当該空間を有効利用して前側へ膨らむ膨出部６３を上部エンクロージャー５４
Ａ,５４Ｂに設けることで、該上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂの内容積を比較的大き
く確保することができる。従って、上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂにおける空気室
５７の内容積を確保するために要する、前枠１３の裏面からの上部エンクロージャー５４
Ａ,５４Ｂの突出を更に抑えることができ、中枠１２側に配設される部材と前枠１３に配
設された上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂとの取り合いの発生を極力抑えることがで
きる。しかも、必要となる空気室５７の容積を確保しつつ、上部エンクロージャー５４Ａ
,５４Ｂが前枠ベース部材３４の前側で占める範囲を抑えることができ、前枠１３の前面
に配設される周辺部材の配設スペースを圧迫したり、窓口３５の縮小などを回避すること
ができる。
【００９１】
(エンクロージャーの取り付けについて)
　前記上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂは、箱状本体の外周縁に、前枠１３における
前枠ベース部材３４の前面に沿って外方へ延出するように形成された上部ユニット取付部
６２を介して、前枠ベース部材３４にネジ止めすることで、該前枠ベース部材３４に取り
付けられている。同様に、下部エンクロージャー１０４は、箱状本体の外周縁に、前枠１
３における前枠設置基体３６の前面に沿って外方へ延出するように形成された下部ユニッ
ト取付部１１６を介して、前枠設置基体３６にネジ止めすることで、該前枠設置基体３６
に取り付けられている。このように、上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂおよび下部エ
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ンクロージャー１０４は、空気室５７,１０７を画成する箱状本体の外側にユニット取付
部６２,１１６が形成されているので、箱状本体にネジ孔をあけたり、箱状本体の内部に
ボスを立てるなどにより空気室５７,１０７の容積を削るような構成ではなく、密閉性を
保持しつつ該空気室５７,１０７の容積を確保することができる。
【００９２】
(下部スピーカーユニットの配置について)
　前記下部スピーカーユニット１００は、下部エンクロージャー１０４における空気室１
０７の容積を確保すると共に、下部エンクロージャー１０４の内部に下部スピーカー１０
２を前後に延在させた姿勢で配設するために、前枠設置基体３６の前側に前後スペースを
ある程度必要とする。ここで、前枠設置基体３６の前面には、上球受け皿１４におけるパ
チンコ球の貯留部分を構成する皿状の上部球貯留部４２が該前枠設置基体３６の前面から
前方に張り出すように設けられると共に、下球受け皿１５におけるパチンコ球の貯留部分
を構成する皿状の下部球貯留部４３が該前枠設置基体３６の前面から前方に張り出すよう
に設けられている。そして、下部スピーカーユニット１００を、上部球貯留部４２および
下部球貯留部４３に隣接して設置することで、球貯留部４２,４３によって前枠設置基体
３６の前側に生じてしまう前後スペースを有効利用して、下部スピーカーユニット１００
の配設スペースおよび下部エンクロージャー１０４の内容積を確保することができる。ま
た、下部スピーカーユニット１００が前枠１３のの裏側に出っ張ることを回避できる。
【００９３】
(下部スピーカーユニットの発光構造について)
　前記パチンコ機１０は、前枠１３の下部に設けられた操作手段２８を覆うボタン装飾カ
バー４８の透過装飾部１４２を、このボタン装飾カバー４８の後側に配置した下部発光手
段１４０からの光の照射によって照らすように構成されている。ここで、前枠１３の下部
において、ボタン装飾カバー４８の後側には、下部発光手段１４０の下側に隣接して下部
スピーカーユニット１００が配設されているが、該下部スピーカーユニット１００におけ
る下部エンクロージャー１０４の下部発光手段１４０に臨む上壁面に光を反射し得る反射
部１０４ａを設けることで、この反射部１０４ａによる光の反射によって下部発光手段１
４０による発光演出を補助し得る。すなわち、下部エンクロージャー１０４の反射部１０
４ａによる光の反射によって、下部発光手段１４０の下部発光体１４６からの光照射方向
前側を超えた広い範囲を照らしたり、下部発光体１４６から照射した光における透過装飾
部１４２から外れる下方向への拡散を防いで該透過装飾部１４２を明輝させたりするなど
、下部発光手段１４０から照射した光による演出を効果的になし得る。このように、下部
発光手段１４０の下側において光照射方向に沿って該下部発光手段１４０よりも前方に延
在する下部エンクロージャー１０４の上壁面に反射部１０４ａを設定して、該下部発光手
段１４０から照射した光を案内する部分として下部エンクロージャー１０４を有効利用す
ることで、下部発光手段１４０の構成を簡単にできる。このように、下部スピーカーユニ
ット１００を前枠１３の下部に設置することで、前枠１３の下部において下部発光手段１
４０を配設可能なスペースが圧迫されるが、下部スピーカーユニット１００の下部エンク
ロージャー１０４の反射部１０４ａによって、下部発光手段１４０の発光を補助して、透
過装飾部１４２を効果的に発光演出し得る。
【００９４】
　前記ボタン装飾カバー４８において、透過装飾部１４２は、下部発光基板１４５におけ
る下部発光体１４６の光照射方向前側の領域だけでなく、当該領域から、下部発光基板１
４５の下側に延在する下部エンクロージャー１０４の上壁面に設けられた反射部１０４ａ
が指向する側である上側に向けて延在するように設けられている。すなわち、下部発光体
１４６から光を照射した際に、該照射光の一部が反射部１０４ａで反射して上方に向かう
反射光による発光演出を、透過装飾部１４２を介してより好適に視認することができる。
換言すると、透過装飾部１４２は、下部発光手段１４０の下側に延在する反射部１０４ａ
の存在により、下部発光体１４６の光照射方向である該下部発光手段１４０の前側領域だ
けでなく、反射部１０４ａが指向する側である下部発光手段１４０の上側領域までの広い
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範囲に亘って下部発光体１４６の光によって照らされる。すなわち、透過装飾部１４２の
広がりに合わせて多くの下部発光体１４６を配置することなく、少ない下部発光体１４６
によって装飾拡散部１４３および透過装飾部１４２を効率よく照らすことができる。しか
も、発光装飾部１４２は、下部発光体１４６の光照射方向前側領域から上側に向かうにつ
れて後側に傾くように湾曲しているが、上側を指向する反射部１０４ａの反射光によって
好適に照らされる。
【００９５】
　前記下部発光手段１４０は、球貯留部４２,４３、操作ハンドル１６、操作手段２８お
よび下部スピーカーユニット１００などが周囲に配設された狭いスペースに設置されるの
で、下部発光基板１４５を大きくすることが難しく、多くの下部発光体１４６を実装する
のが困難である。しかしながら、パチンコ機１０では、下部発光手段１４０に隣接配置さ
れた下部エンクロージャー１０４の反射部１０４ａによって、下部発光体１４６から照射
した光の下方への拡散を抑えると共に上方へ向けて光を反射し得るので、少ない下部発光
体１４６であっても、装飾拡散部１４３および下部発光手段１４０の前側から上側のボタ
ン開口４８ａにかけて延在する透過装飾部１４２を照らすことができる。このように、前
枠１３下部の狭いスペースに配設した下部発光手段１４０であっても、隣接する下部エン
クロージャー１０４の反射部１０４ａによる効果的な発光補助によって、装飾拡散部１４
３および透過装飾部１４２を好適に照らすことができる。
【００９６】
(下部発光手段の導光構造について)
　前記下部発光手段１４５は、下部発光体１４６から光を照射した際に、下部発光体１４
６の前側に端面が重なるように配置された第１導光板部１４９に光が入射し、入射光によ
って下部エンクロージャー１０４の上壁面の上側に延在する第１導光板部１４９が発光さ
れる。また、第１導光板部１４９から該第１導光板部１４９の前端に連なる第２導光板部
１５０に光が入射し、入射光によって下部エンクロージャー１０４の前壁面の前側に延在
する第２導光板部１５０が発光される。このように、下部発光体１４６からの光の照射に
よる第１導光板部１４９および第２導光板部１５０の発光についても、透過装飾部１４２
および装飾拡散部１４３を通して視認可能になっている。ここで、第１導光板部１４９が
相対する下部エンクロージャー１０４の上壁面には反射部１０４ａが設定されているので
、下部発光体１４６から照射した光および／または第１導光板部１４９から漏れた光を反
射部１０４ａで反射して第１導光板部１４９に入射することになり、反射部１０４ａの反
射光によって第１導光板部１４９をより明るくすることができる。同様に、第２導光板部
１５０が相対する下部エンクロージャー１０４の前壁面には第２の反射部１０４ｂが設定
されているので、第２導光板部１５０から漏れた光を第２の反射部１０４ｂで反射して第
２導光板部１５０に再び入射させることができ、第２の反射部１０４ｂの反射光によって
下部発光体１４６より遠い第２導光板部１５０をより明るくすることができる。更に、導
光部１４８には、導光板部１４９,１５０に入射した光を拡散し得る後光散乱部１５１、
前光散乱部１５２および下光散乱部１５３が形成されているので、導光部１４８を全体的
に発光させることができる。
【００９７】
(下部エンクロージャーにおける箱状本体とダクトとの封止構造について)
　バスレフ型である前記下部エンクロージャー１０４は、２つの構成体１０８,１１０を
組み合わせて構成される箱状本体と、該箱状本体に内部画成される空気室１０７を内外に
連通するダクト１１４とが別体で形成されている。ダクト１１４の筒状本体部分の周面に
は、半径方向外側に延出する封止鍔部１３２が形成されており、２つの構成体１０８,１
１０の凹部分間に前記筒状本体部分を整合させてダクト１１４を取付開口１１２を介して
内外に挿通するように配設した際に、封止鍔部１３２が取付開口１１２の開口縁に外側(
下側)から重なるようになっている。ここで、封止鍔部１３２は、２つの構成体１０８,１
１０における取付開口１１２の開口縁下面に対して密着し、ダクト１１４の筒状本体部分
周面と構成体１０８,１１０との間を封止することができる。このように、下部エンクロ
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ージャー１０４は、ダクト１１４の周面に延出形成されて取付開口１１２の開口縁に重な
る封止鍔部による封止構造によって、構成体１０８,１１０とダクト１１４の周面との間
が封止されているので、ダクト１１４の周面と構成体１０８,１１０との間からの音漏れ
を防止することができる。これにより、バスレフ型の下部エンクロージャー１０４による
音響作用を適切に発揮でき、下部スピーカーユニット１００から出力する音の質を向上さ
せることができる。
【００９８】
　前記ダクト１１４は、筒状本体部分の周面から半径方向外側に延出する位置決め鍔部１
３４を、前記封止鍔部１３２の上側に有し、２つの構成体１０８,１１０の凹部分間に前
記筒状本体部分を整合させてダクト１１４を取付開口１１２を介して内外に挿通するよう
に配設した際に、位置決め鍔部１３４が取付開口１１２の開口縁に内側(上側)から重なる
ようになっている。ダクト１１４は、封止鍔部１３２と位置決め鍔部１３４との間に、両
構成体１０８,１１０における取付開口１１２の開口縁を挟持して、両構成体１０８,１１
０に対して位置決めされる。すなわち、封止鍔部１３２と位置決め鍔部１３４とによる構
成体１０８,１１０の挟持により、封止鍔部１３２を、構成体１０８,１１０に対して適切
な位置に保持し得ると共により密に当接させることができ、封止鍔部１３２による構成体
１０８,１１０とダクト１１４の周面との間の封止をより確実に行うことができる。
【００９９】
(下部エンクロージャーにおける箱状本体の封止構造について)
　バスレフ型である前記下部エンクロージャー１０４は、２つの構成体１０８,１１０を
互いの端面を突き当てた状態で組み合わせて、空気室１０７を内部画成する箱状本体が構
成されている。第１構成体１０８には、その前端面に該前端面より凹む構成体凹部１１８
が設けられる一方で、第２構成体１１０には、その後端面に該後端面より突出する構成体
凸部１２０が設けられ、第１構成体１０８と第２構成体１１０とを互いの端面を突き当て
て組み合わせた際に、構成体凹部１１８と構成体凸部１２０とを嵌合させることで、第１
構成体１０８と第２構成体１１０との端面間を封止することができる。このように、下部
エンクロージャー１０４は、構成体１０８,１１０の端面に形成された構成体凹部１１８
と構成体凸部１２０との嵌合による封止構造によって、互いに組み付けられる構成体１０
８,１１０間が封止されているので、構成体１０８,１１０間からの音漏れを防止すること
ができる。これにより、下部エンクロージャー１０４による音響作用を適切に発揮でき、
下部スピーカーユニット１００から出力する音の質を向上させることができる。
【０１００】
　前記第１構成体１０８には、前端面の厚み方向中央部に延在して前記構成体凹部１１８
が形成され、第２構成体１１０には、後端面の厚み方向中央部に延在して前記構成体凸部
１２０が形成されている。すなわち、第１構成体１０８と第２構成体１１０とを組み合わ
せた際には、構成体凹部１１８と構成体凸部１２０との嵌合部分の両側において、第１構
成体１０８の前端面と第２構成体１１０の後端面とを当接させることができる。すなわち
、下部エンクロージャー１０４は、両構成体１０８,１１０の間がより密に封止されてい
る。また、両構成体１０８,１１０をネジ止め固定するための孔を有する構成体取付部１
０８ａ,１１０ａが、互いに突き当てられる端面に設けられているが、構成体取付部１０
８ａ,１１０ａの孔の内側に延在して構成体凹部１１８および構成体凸部１２０が連続し
て形成されているので、両構成体１０８,１１０のネジ止め固定部分においても封止構造
が保たれている。
【０１０１】
(下部エンクロージャーにおけるダクトの構造について)
　前記ダクト１１４は、２つの分割体１２６,１２８を周方向に組み合わせて筒状になる
よう構成されているので、これらの分割体１２６,１２８で挟んで該分割体１２６,１２８
によって画成されるポート１１４ａに、該ポート１１４ａを介して空気室１０７への異物
の侵入を防止するスクリーン１２４を簡単に配設することができる。また、ダクト１１４
は、両分割体１２６,１２８に夫々設けられたダクト取付部１２２,１２２を互いに重ね合
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わせて第１構成体１０８にネジ止めしてあるので、第１構成体１０８から取り外すことで
、両分割体１２６,１２８を簡単に分離することができ、スクリーン１２４の交換やポー
ト１１４ａに詰まった異物の除去などのメンテナンスを簡単に行うことができる。
【０１０２】
(下部エンクロージャーにおけるダクトの封止構造について)
　前記ダクト１１４は、２つの分割体１２６,１２８を互いの端面を突き当てた状態で組
み合わせて、下部エンクロージャー１０４における空気室１０７の内外に連通するポート
１１４ａを内部画成した筒状に構成されている。２つの分割体１２６,１２８において互
いに当接する端面の一方には、該端面より突出する分割体凸部１３６が形成されると共に
、２つの分割体１２６,１２８において互いに当接する端面の他方には、該端面より凹ん
で分割体凸部１３６が嵌め合わせられる分割体凹部１３８が形成されている。第１分割体
１２６と第２分割体１２８とを互いの端面を突き当てて組み合わせた際に、分割体凸部１
３６と分割体凹部１３８とが嵌合することにより、第１分割体１２６と第２分割体１２８
との端面間を封止することができる。このように、ダクト１１４は、分割体１２６,１２
８の端面に形成された分割体凸部１３６と分割体凹部１３８との嵌合による封止構造によ
って、互いに組み付けられる分割体１２６,１２８間が少なくとも空気室１０７に延出す
る内延部分で封止されているので、分割体１２６,１２８間からの音漏れを防止すること
ができる。これにより、下部エンクロージャー１０４による音響作用を適切に発揮でき、
下部スピーカーユニット１００から出力する音の質を向上させることができる。両分割体
１２６,１２８の端面には、厚み方向中央部に延在して分割体凸部１３６が形成され、こ
れに対応する端面には、厚み方向中央部に延在して分割体凹部１３８が形成されている。
すなわち、第１分割体１２６と第２分割体１２８とを組み合わせた際には、分割体凸部１
３６と分割体凹部１３８との嵌合部分の両側において、両分割体１２６,１２８の端面同
士を当接させることができる。すなわち、ダクト１１４は、両分割体１２６,１２８の間
がより密に封止されている。
【０１０３】
(音出力部について)
　前記前枠１３は、左側縁に設けられたヒンジ３２,３３を支点として中枠１２に対して
開閉可能に構成されている。前枠１３では、その上部におけるヒンジ３２,３３側となる
左側に配設される第１音出力部Ｓ１における該前枠１３の前面を構成する意匠形状が、上
部における開放端となる右側に配設される第２音出力部Ｓ２における該前枠１３の前面を
構成する意匠形状よりも少なくとも前後寸法が小さくなるように構成されている。すなわ
ち、前枠１３を中枠１２に対して開放した際に、第１音出力部Ｓ１がパチンコ機１０が設
置される遊技店の設置枠台などの周辺設備に干渉することを回避でき、また前枠１３の開
放角度を広くとることができる。また、前枠１３の右側に配設される第２音出力部Ｓ２は
、前枠１３を中枠１２に対して開放した際に前記周辺設備への干渉し難いので、パチンコ
機１０前側の空間を大きく用いて第２音出力部Ｓ２の意匠形状を大きく設定することがで
きる。従って、第２音出力部Ｓ２は、立体感を増したりする等、意匠性を向上させること
ができ、前枠１３の効果的に装飾し得る。
【０１０４】
(音出力部の発光構造について)
　前記第１音出力部Ｓ１は、第１上部エンクロージャー５４Ａが前枠ベース部材３４に配
設された前枠発光体４１の前側に重なるように配設され、前枠発光体４１から光を照射し
た際に、第１上部エンクロージャー５４Ａに設けられた第１装飾部６６が発光される。そ
して、第１音出力部Ｓ１は、第１装飾部６６を透過した光によって、第１上部エンクロー
ジャー５４Ａの前側を覆って前枠１３の意匠を構成する第１ホーン部材７０が照らされる
と共に、透明な第１ホーン部材７０を介して、発光する第１装飾部６６を遊技者側から視
認することができる。第２音出力部Ｓ２は、第２上部エンクロージャー５４Ｂが前枠ベー
ス部材３４に配設された前枠発光体４１の前側に重なるように配設され、前枠発光体４１
から光を照射した際に、第２上部エンクロージャー５４Ｂの前側を被覆する被覆部材７８
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に設けられた第２装飾部７９が発光される。そして、第２音出力部Ｓ２は、第２装飾部７
９を透過した光によって、被覆部材７８の前側を覆って前枠１３の意匠を構成する第２ホ
ーン部材８０が照らされると共に、透明な第２ホーン部材８０を介して、発光する第２装
飾部７９を遊技者側から視認することができる。このように、左右の音出力部Ｓ１,Ｓ２
は、前枠発光体４１の前側に、上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂ、光を透過すると共
に光を拡散し得る装飾部６６,７９、および透明なホーン部材７０,８０が順に重なる構成
と何れもなっている。前述したように、第１音出力部Ｓ１は、前枠１３の開放時の干渉を
防止する必要があることから、その意匠形状を大きくすることは難しい。ここで、第１音
出力部Ｓ１は、第２音出力部Ｓ２と比べて意匠形状が小さくても、第１上部エンクロージ
ャー５４Ａ自体に第１装飾部６６を設けることで、第２音出力部Ｓ２において第２上部エ
ンクロージャー５４Ｂと別体の被覆部材７８に設けられた第２装飾部７９と同様の発光構
造とすることができる。すなわち、第１音出力部Ｓ１と第２音出力部Ｓ２とは、同じよう
な印象の発光態様で発光演出を行うことができ、第１音出力部Ｓ１において、第２音出力
部Ｓ２と遜色がない発光演出を行い得る。換言すると、第１音出力部Ｓ１は、第２音出力
部Ｓ２の被覆部材７８を省略して、第１装飾部６６を第１上部エンクロージャー５４Ａに
設けることにより、前枠発光体４１の前側に重なる部材数を第２音出力部Ｓ２よりも減ら
して、コンパクトにしている。このように、実施例のパチンコ機１０によれば、前枠１３
開放時にヒンジ３２,３３側の第１音出力部Ｓ１の干渉を防止すると共に、左右の音出力
部Ｓ１,Ｓ２で同じように発光演出を行うことができる。
【０１０５】
(ホーン部材について)
　前記第１音出力部Ｓ１および前記第２音出力部Ｓ２では、前枠１３の前面意匠を構成す
る第１ホーン部材７０および第２ホーン部材８０が前枠発光体４１の前側を覆うカバーと
しての機能だけでなく、ホーン部材７０,８０で覆う上部スピーカーユニット５０Ａ,５０
Ｂにおける上部スピーカー５２Ａ,５２Ｂの振動板５３の前側に重なる放音口７１,８１お
よびこの放音口７１,８１の開口縁から前側に延出する導音壁７２,８２によって画成され
る放音路によって、上部スピーカー５２Ａ,５２Ｂから出た音を導き得るようになってい
る。このように、音出力部Ｓ１,Ｓ２は、ホーン部材７０,８０によって上部スピーカー５
２Ａ,５２Ｂから出力した音の指向性を高めることができ、遊技者の音の認識度をより向
上させることができる。
【０１０６】
　前記第１音出力部Ｓ１および前記第２音出力部Ｓ２は、夫々の上部スピーカーユニット
５０Ａ,５０Ｂを構成する上部スピーカー５２Ａ,５２Ｂの能力が同じに設定されると共に
、上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂの空気室５７の容積や上部スピーカー５２Ａ,５２
Ｂと上部エンクロージャー５４Ａ,５４Ｂの位置関係なども同様に設定されている。そし
て、第１音出力部Ｓ１の第１上部エンクロージャー５４Ａと第２音出力部Ｓ２の第２上部
エンクロージャー５４Ｂとは、略同じ大きさで、かつ略左右対称な形状で形成されている
から、左右の上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂについて、音質などの音に関する能
力が揃っている。すなわち、第１音出力部Ｓ１と第２音出力部Ｓ２とは、上部スピーカー
ユニット５０Ａ,５０Ｂの前側に配置されるホーン部材７０,８０および被覆部材７８の部
材構成およびその大きさに違いがあるものの、第１音出力部Ｓ１および第２音出力部Ｓ２
の間で音質などの違いはなく、両音出力部Ｓ１,Ｓ２からバランスよく音を出力すること
ができる。なお、第２音出力部Ｓ２は、第１音出力部Ｓ１の第１ホーン部材７０よりも第
２ホーン部材８０が前側に張り出しているので、該第２ホーン部材８０の第２導音壁８２
で画成される放音路を長く設定することが可能である。
【０１０７】
　前記第１上部エンクロージャー５４Ａには、前枠ベース部材３４の左上角隅部に設けら
れた上ヒンジ部３２が収まる切欠部６４が設けられているので、当該切欠部６４により第
１音出力部Ｓ１の第１上部エンクロージャー５４Ａと上ヒンジ部３２との干渉を回避して
、第１上部エンクロージャー５４Ａをより上ヒンジ部３２側に配設することができる。同
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様に、第２上部エンクロージャー５４Ｂには、前枠ベース部材３４の右上角隅部に設けら
れたセンサ収容部３１が収まる切欠部６４が設けられているので、当該切欠部６４により
第２音出力部Ｓ２の第２上部エンクロージャー５４Ｂとセンサ収容部３１との干渉を回避
して、第２上部エンクロージャー５４Ｂをよりセンサ収容部３１側に配設することができ
る。
【０１０８】
　前記第１上部エンクロージャー５４Ａは、前枠ベース部材３４の前面に沿って外方へ延
出するよう形成された上部ユニット取付部６２を介して該前枠ベース部材３４にネジ止め
固定され、この上部ユニット取付部６２を含めて第１ホーン部材７０によって前側が覆わ
れている。このように、第１音出力部Ｓ１では、第１ホーン部材７０で覆って上部ユニッ
ト取付部６２を隠すことができると共に、上部ユニット取付部６２へのアクセスを第１ホ
ーン部材７０で阻んで第１上部スピーカーユニット５０Ａの不正な取り外しなどを防止で
きる。前記第２上部エンクロージャー５４Ｂは、前枠ベース部材３４の前面に沿って外方
へ延出するよう形成された上部ユニット取付部６２を介して該前枠ベース部材３４にネジ
止め固定され、この上部ユニット取付部６２を含めて被覆部材７８によって前側が覆われ
ている。このように、第２音出力部Ｓ２では、被覆部材７８で覆って上部ユニット取付部
６２を隠すことができると共に、上部ユニット取付部６２へのアクセスを被覆部材７８お
よび第２ホーン部材８０で阻んで第２上部スピーカーユニット５０Ｂの不正な取り外しな
どを防止できる。
【０１０９】
(第１照明手段について)
　前記第１照明手段１６０は、厚み方向に湾曲させた第１照明基板１６４における湾曲凸
側の面に、該第１照明基板１６４が湾曲する向きに並べて複数の第１照明発光体１６５を
配設しているので、第１照明基板１６４の湾曲に応じて各第１照明発光体１６５から照射
する光の向きを簡単に異ならせることができる。すなわち、第１照明手段１６０は、複数
の第１照明発光体１６５によって略放射状に広がるように光を照射することが可能であり
、異なる向きに照射される光によって下部装飾体１６６の第１発光演出部１６８を好適に
発光させることができる。第１照明手段１６０は、装飾発光体１７１からの光の照射によ
る支持部材１６２および下部装飾体１６６の発光と併せてまたは独立して、複数の第１照
明発光体１６５から幅広い向きに光を照射し得るので、下部装飾体１６６の左上側から右
下側にかけた長い範囲に配置された第１発光演出部１６８を好適に発光演出することがで
きる。
【０１１０】
(第２照明手段について)
　前記第２音出力部Ｓ２は、第２照明手段１８０を有している。第２照明手段１８０は、
厚み方向に湾曲させた第２照明基板１８４における湾曲凸側の面に、該第２照明基板１８
４が湾曲する向きに並べて複数の第２照明発光体１８５を配設しているので、第２照明基
板１８４の湾曲に応じて各第２照明発光体１８５から照射する光の向きを簡単に異ならせ
ることができる。すなわち、第２照明手段１８０は、複数の第２照明発光体１８５によっ
て略放射状に広がるように光を照射することが可能であり、異なる向きに照射される光に
よって第２ホーン部材８０の第２発光演出部１８８を好適に発光させることができる。第
２音出力部Ｓ２は、前枠発光体４１からの光の照射による被覆部材７８の第２装飾部７９
および第２ホーン部材８０の発光と併せてまたは独立して、複数の第２照明発光体１８５
から幅広い向きに光を照射し得るので、第２ホーン部材８０の左上側から右下側にかけた
長い範囲に配置された第２発光演出部１８８を好適に発光演出することができる。
【０１１１】
(発光演出部について)
　前記発光演出部１６８,１８８は、光を拡散し得るよう構成されているから、照明発光
体１６５,１８５から入射した光によって全体的に発光させることができる。また、発光
演出部１６８,１８８は、照明飾り１６９,１８９によって周囲が囲まれて、照明発光体１
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６５,１８５の光照射方向前側に対応して該照明発光体１６５,１８５毎に独立して設けら
れている。下部装飾体１６６および第２ホーン部材８０には、照明基板１６４,１８４の
湾曲に合わせて、複数の発光演出部１６８,１８８の配設位置が湾曲する位置関係で並べ
て設けられ、第照明基板１６４,１８４の湾曲凸側の面に沿って、複数の発光演出部１６
８,１８８が円弧状に配列されている。ここで、下部装飾体１６６および第２ホーン部材
８０は、照明基板１６４,１８４に相対する部位が該照明基板１６４,１８４に沿った曲面
状になっているので、該下部装飾体１６６および第２ホーン部材８０の曲面上に発光演出
部１６８,１８８を設置することで、複数の発光演出部１６８,１８８が照明基板１６４,
１８４の湾曲に合わせた位置関係で配列されることになる。そして、照明手段１６０,１
８０は、発光演出部１６８,１８８と照明基板１６４,１８４に配設された対応の照明発光
体１６５,１８５との距離を一定にすることができ、複数の発光演出部１６８,１８８にお
いて発光ムラを抑えることができる。
【０１１２】
　各発光演出部１６８,１８８は、対応する照明発光体１６５,１８５からの光照射向きに
合わせて指向するように構成され、照明発光体１６５,１８５から照射した光の光軸とこ
の光軸に交差するように延在する発光演出部１６８,１８８との関係が、照明発光体１６
５,１８５とこれに対応する発光演出部１６８,１８８との組で何れも同じになるように設
定されている。前述したように、下部装飾体１６６および第２ホーン部材８０は、照明基
板１６４,１８４に相対する部位が該照明基板１６４,１８４に沿った曲面状になっている
ので、該下部装飾体１６６および第２ホーン部材８０の曲面上に発光演出部１６８,１８
８を設置することで、各発光演出部１６８,１８８が照明発光体１６５,１８５からの光の
照射向きに揃うことになる。これにより、複数の発光演出部１６８,１８８を、対応する
照明発光体１６５,１８５からの光の照射によって、同じ発光態様で一様に発光させるこ
とができる。換言すると、下部装飾体１６６および第２ホーン部材８０では、曲面状に延
在する意匠面上に該曲面位置に応じた夫々異なる向きで発光演出部１６８,１８８が設け
られているが、照明基板１６４,１８４を下部装飾体１６６および第２ホーン部材８０の
曲面に合わせて湾曲させることで、該照明基板１６４,１８４上に実装した照明発光体１
６５,１８５の離間位置および向きを対応の発光演出部に合わせて揃えることができ、複
数の発光演出部１６８,１８８を同じように発光させることができる。また、照明基板１
６４,１８４を、該照明基板１６４,１８４を支持する支持部材１６２または被覆部材７８
の曲面に沿って延在するように湾曲させることで、支持部材１６２または被覆部材７８と
の意匠的な一体感を増すことができる。
【０１１３】
　前記第１照明手段１６０において、第１照明基板１６４は、第１基板支持部１７２によ
って支持部材１６２から離間するように支持されて、下部装飾体１６６に近付けた状態で
配置されている。これにより、第１照明手段１６０は、第１照明発光体１６５から照射し
た光によって第１発光演出部１６８をより明輝させることができる。同様に、第２照明手
段１８０において、第２照明基板１８４は、第２基板支持部１８２によって被覆部材７８
から離間するように支持されて、第２ホーン部材８０に近付けた状態で配置されている。
これにより、第２照明手段１８０は、第２照明発光体１８５から照射した光によって第２
発光演出部１８８をより明輝させることができる。
【０１１４】
(音出力部による窓口の装飾について)
　前記音出力部Ｓ１,Ｓ２は、前枠１３の窓口３５を画成する前枠ベース部材３４の枠部
３４ａ,３４ｂ,３４ｃに配設した装飾体としてのホーン部材７０,８０が、その一部を前
枠ベース部材３４の前側から窓口３５の開口内側に向けて延出するよう構成してある。こ
のように、ホーン部材７０,８０が前枠ベース部材３４の前側スペース(枠部３４ａ,３４
ｂ,３４ｃの幅)に制限されることなく、窓口３５の開口内側に重なる窓口３５の前側スペ
ースを用いて比較的大きく形成することが可能となる。これにより、前枠１３の前面を構
成する装飾体としてのホーン部材７０,８０を大型でインパクトがあるものとすることが
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でき、ホーン部材７０,８０によってパチンコ機１０の前面側をなす前枠１３を効果的に
装飾することができる。しかも、ホーン部材７０,８０は、窓口３５の開口内側に延出す
る延出部分を含めて全体が透明になっているから、窓口３５の内側の視認を妨げることは
ない。しかも、ホーン部材７０,８０は、前枠ベース部材３４の前面および窓口３５の開
口面に沿った広がりだけでなく、前枠ベース部材３４の前面から前方に張り出した立体的
な意匠形状となっているから、該ホーン部材７０,８０のインパクトをより増すことがで
きる。ホーン部材７０,８０は、窓口３５の開口内側に延出する透明な延出部分が、窓口
３５の内側に臨む遊技盤２０の盤面飾り部材など遊技領域２０ａの外側部位に重なるので
はなく、遊技領域２０ａの前側に重なるように構成されている。従って、遊技盤２０では
、ホーン部材７０,８０が遊技領域２０ａの前側に重なる部位において、該ホーン部材７
０,８０の後側をパチンコ球が通ることになり、ホーン部材７０,８０によって遊技領域２
０ａを装飾することができる。しかも、ホーン部材７０,８０は、前枠発光体４１の光を
受けて発光するので、該ホーン部材７０,８０が重なる窓口３５の開口内側も発光装飾す
ることができる。
【０１１５】
　前述したように、ホーン部材７０,８０は、上部スピーカーユニット５０Ａ,５０Ｂの上
部スピーカー５２Ａ,５２Ｂから出力された音を導く導音壁７２,８２が設けられている。
ホーン部材７０,８０は、窓口３５の内側にかかるように比較的大型に設定することがで
きるから、上部スピーカー５２Ａ,５２Ｂから出力した音を導くホーンとして、上部スピ
ーカー５２Ａ,５２Ｂから出力した音の指向性を高めることができる。
【０１１６】
(変更例)
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(１)前述した発光体としては、様々な色で発光可能なフルカラータイプのチップＬＥＤや
白色の単色発光が可能なチップＬＥＤ、電球やその他の光を発する手段を用いることがで
きる。
(２)光を拡散する構成としては、実施例で説明した凹凸形状に限られず、例えば光反射性
を有する微粒子を含有する光拡散インクを種々の濃度分布で光透過性を有する部材の表面
に印刷または塗布等する加工や、部材を構成する樹脂自体に光反射性を有する微粒子を分
散させる例えばラメ加工や、透過する光の屈折率を変える加工等を指し、１つの加工だけ
であっても、複数の加工を組み合わせてもよい。なお、表面加工の具体例としては、溝加
工、ダイヤモンドカット加工、シボ加工、ブラスト加工などが挙げられ、光の屈折率を変
える加工としては、部材の表面に該部材と屈折率が異なる微細な凹凸を設けたシートレン
ズの如きものが挙げられる。
(３)実施例では、パチンコ球を遊技媒体として遊技が行われる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、スロットマシ
ン機(回胴式遊技機)等の各種遊技機を採用し得る。
　例えば、スロットマシン機(回胴式遊技機)は、前方へ開口する箱状の筐体に、当該筐体
の前方開口を塞ぐ前扉が開閉可能にヒンジ接続され、図柄が配列された複数のリール(回
転体)が前側から視認し得るように筐体内部に配設されている。そして、遊技者が所定の
開始操作手段(スタートレバー)の操作を行うことを契機にリール(回転体)が回転して図柄
が変動開始すると共に、変動ゲームの当否に関連した当否判定を行い、所定の停止操作手
段(ストップボタン)の操作を契機に、当否判定に基づく図柄停止制御を実行し、停止した
図柄の組合せによって遊技利益が付与される制御される遊技機である。このようなスロッ
トマシン機では、本体部材としての筐体に対して開閉可能に配設された前面部材としての
前扉に適用できる。
【０１１７】
(４)実施例では、前枠における窓口の上側および下側にスピーカーユニットを分けて配置
したが、前枠において窓口の横側にスピーカーユニットを配置してもよい。
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(５)実施例では、下部エンクロージャーの壁面に反射部を設けて、この反射部によって該
下部エンクロージャーに近接配置された発光手段による発光を補助したが、上部エンクロ
ージャーの壁面に反射部を設けて、該上部エンクロージャーの周囲に配置された前枠発光
体の光を反射部で反射させる構成であってもよい。
(６)エンクロージャーは、３つ以上の部材を組み合わせて箱状本体を構成してもよい。
【０１１８】
(７)エンクロージャーにおける箱状本体の封止構造を構成する構成体の凸部と凹部との関
係は、実施例と逆であってもよい。
(８)封止鍔部によるダクトと構成体との間の封止構造は、封止鍔部が構成体の内側から取
付開口の開口縁に重なる構成であってもよい。また、ダクトに設けた位置決め鍔部が構成
体に当接してダクトの周面と構成体との間を封止する構成であってもよい。
(９)ダクトにおける分割体の封止構造は、一方の分割体の当接端面に凸部のみを設け、他
方の分割体の当接端面に凹部のみを設ける構成であってもよい。また、ダクトの連通方向
全体に亘って凸部および凹部を設けてもよい。
(１０)下部エンクロージャーにおける箱状本体の封止構造を、上部エンクロージャーにお
ける箱分体の封止構造に適用してもよい。
【０１１９】
(１１)実施例では、照明手段の発光演出部を照明発光体と１対１の関係で設けたが、複数
の照明発光体に対応して１つの発光演出部を設けてもよい。
(１２)照明手段の発光演出部は、照明基板の前側を覆う装飾体自体に形成してもよい。
(１３)照明手段は、右側の音出力部と同様に、左側の音出力部に適用してもよい。この場
合は、上部エンクロージャーを照明基板を支持する支持部材とすればよい。
【０１２０】
(１４)実施例では、音出力部を構成するホーン部材を窓口の開口内側に延出させたが、こ
れに限られず、前枠ベース部材の前側に配設される装飾カバーの一部が、窓口の開口内側
に向けて延出し、この延出部分を介して窓口が視認できる構成であってもよい。
【符号の説明】
【０１２１】
　１２ 中枠(本体部材)
　１３ 前枠(前面部材)
　３５ 窓口(可視部)
　４７ａ 下部放音口(放音口)
　５０Ａ 第１上部スピーカーユニット(スピーカーユニット)
　５０Ｂ 第２上部スピーカーユニット(スピーカーユニット)
　５２Ａ 第１上部スピーカー(スピーカー)
　５２Ｂ 第２上部スピーカー(スピーカー)
　５４Ａ 第１上部エンクロージャー(エンクロージャー)
　５４Ｂ 第２上部エンクロージャー(エンクロージャー)
　６８ 表示部
　１００ 下部スピーカーユニット(スピーカーユニット)
　１０４ 下部エンクロージャー(エンクロージャー)
　１０４ａ 反射部
　１４０ 下部発光手段(発光手段)
　１４２ 透過装飾部
　１４６ 下部発光体(発光体)
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