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(57)【要約】
【課題】見栄えが良好な発光演出を実現し得る遊技機を
提供する。
【解決手段】ＬＥＤ２００が複数実装されたＬＥＤ基板
１４２,１５２と、ＬＥＤ基板１４２,１５２におけるＬ
ＥＤ２００の実装面１４２ａ,１５２ａに対向するよう
設けられ、光を透過可能な光透過部を有するカバー部材
１４３,１５３とを備える。このとき、各ＬＥＤ２００
を、実装面１４２ａ,１５２ａに沿う方向へ光を照射可
能な姿勢でＬＥＤ基板１４２,１５２に実装すると共に
、光照射方向に交差する方向で隣接するＬＥＤ２００を
相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実装する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤを発光させて発光演出を実行可能に構成された遊技機において、
　前記ＬＥＤが複数実装されたＬＥＤ基板と、
　前記ＬＥＤ基板における前記ＬＥＤの実装面に対向するよう設けられ、光を透過可能な
光透過部を有するカバー部材とを備え、
　前記ＬＥＤは、前記実装面に沿う方向へ光を照射可能な姿勢で前記ＬＥＤ基板に実装さ
れると共に、光照射方向に交差する方向で隣接するＬＥＤを相互に反対方向へ光を照射す
る姿勢で実装するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ＬＥＤ基板には、外周縁から所定間隔内側に、当該ＬＥＤ基板の外周縁に沿うよう
前記ＬＥＤの実装位置が設けられて、当該ＬＥＤ基板の外周縁に沿う方向に隣接するＬＥ
Ｄを、相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実装するよう構成された請求項１記載の遊技
機。
【請求項３】
　前記ＬＥＤ基板には、複数の前記ＬＥＤが直列に接続された複数の配線パターンが同一
の定点周りに延在する環状に設けられると共に、
　前記配線パターン毎に前記定点に対して同一の光照射方向となるよう複数の前記ＬＥＤ
が接続されて、当該定点から奇数番目となる配線パターンに接続される前記ＬＥＤと、偶
数番目となる配線パターンに接続される前記ＬＥＤとで、当該定点に対する光照射方向が
反対向きとなるよう構成され、
　前記奇数番目となる配線パターンに接続されるＬＥＤの間に向けて、偶数番目となる配
線パターンに接続されるＬＥＤが光を照射すると共に、前記偶数番目となる配線パターン
に接続されるＬＥＤの間に向けて、奇数番目となる配線パターンに接続されるＬＥＤが光
を照射するよう構成された請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記ＬＥＤは、一対のアノード側電極およびカソード側電極を備え、複数のＬＥＤが直
列に接続されると共に、複数のＬＥＤの配列方向において同一極性の電極が隣接する向き
で前記ＬＥＤ基板に実装されて、
　前記カソード側電極とアノード側電極とを接続する配線パターンが前記ＬＥＤを迂回す
るよう形成された請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤを発光させて発光演出を行い得る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、機内にセットされる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枠状装飾体(所謂センター役物)が配設されて、該枠状装飾体の
開口部を介して複数の図柄を変動表示する液晶式やドラム式等の表示装置(表示手段)を後
方から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、パチンコ球(遊技球)
の入賞により表示装置での図柄変動を開始させる始動入賞部や大当り時等に開放する特別
入賞部を配設するよう構成されたものが多数提案されている。この種のパチンコ機では、
前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘等との接触によ
り跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で前記始動入賞部
に入賞することにより、所定数の賞球が払い出されると共に、前記表示装置での図柄変動
演出に伴うリーチ演出等の各種の遊技演出がなされ、該表示装置に図柄が所定の組み合わ
せで停止することにより所謂大当りが発生し、前記特別入賞部が開放して多数の賞球を獲
得し得るよう構成される。
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【０００３】
　このようなパチンコ機では、各種の意匠を施した透光性の装飾部材を、裏側に配設した
ＬＥＤ等のＬＥＤで照明する発光演出装置が配設されて、前記表示装置の図柄変動演出に
合わせてＬＥＤを点灯・点滅等することにより演出効果の向上を図ることが行われている
(例えば、特許文献１参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２００１９４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に開示のパチンコ機のように、ＬＥＤの光を装飾部材の発光面に直接照射す
る場合には、発光面とＬＥＤとの間隔によっては発光面に光の照明斑が生じ、見栄えが低
下する問題がある。
【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課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、見栄えが良好な発光演出を実現し得る遊技機を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に記載の発明は、
　ＬＥＤ(200)を発光させて発光演出を実行可能に構成された遊技機において、
　前記ＬＥＤ(200)が複数実装されたＬＥＤ基板(142,152)と、
　前記ＬＥＤ基板(142,152)における前記ＬＥＤ(200)の実装面(142a,152a)に対向するよ
う設けられ、光を透過可能な光透過部を有するカバー部材(143,153)とを備え、
　前記ＬＥＤ(200)は、前記実装面(142a,152a)に沿う方向へ光を照射可能な姿勢で前記Ｌ
ＥＤ基板(142,152)に実装されると共に、光照射方向に交差する方向で隣接するＬＥＤ(20
0)を相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実装するよう構成されたことを要旨とする。
【０００８】
　このように、実装面に沿う方向へ光を照射可能な姿勢でＬＥＤをＬＥＤ基板に実装して
反射部により光を反射することで、カバー部材の光透過部にＬＥＤの光が直接照射される
のを防ぐことができ、照明斑のない見栄えの優れた発光演出が可能となる。このとき、光
照射方向に交差する方向で隣接するＬＥＤを相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実装す
ることで、光照射方向と反対側のとなるＬＥＤの裏側位置を、隣接するＬＥＤの光で照明
することができ、カバー部材の照明斑を効果的に防止することが可能となる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明では、
　前記ＬＥＤ基板(142,152)には、外周縁から所定間隔内側に、当該ＬＥＤ基板(142,152)
の外周縁に沿うよう前記ＬＥＤ(200)の実装位置が設けられて、当該ＬＥＤ基板(142,152)
の外周縁に沿う方向に隣接するＬＥＤ(200)を、相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実
装するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、ＬＥＤ基板の外周縁から所定間隔内側に、ＬＥＤ基板の外周縁に沿ってＬ
ＥＤを実装することで、ＬＥＤ基板の外周縁側および内側にＬＥＤの光を満遍なく照射す
ることが可能になるから、ＬＥＤ基板の実装面の広範囲を利用して光を反射することがで
きる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明では、
　前記ＬＥＤ基板(142,152)には、複数の前記ＬＥＤ(200)が直列に接続された複数の配線
パターン(H31～H34)が同一の定点周りに延在する環状に設けられると共に、
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　前記配線パターン(H31～H34)毎に前記定点に対して同一の光照射方向となるよう複数の
前記ＬＥＤ(200)が接続されて、当該定点から奇数番目となる配線パターン(H31,H33)に接
続される前記ＬＥＤ(200)と、偶数番目となる配線パターン(H32,H34)に接続される前記Ｌ
ＥＤ(200)とで、当該定点に対する光照射方向が反対向きとなるよう構成され、
　前記奇数番目となる配線パターン(H31,H33)に接続されるＬＥＤ(200)の間に向けて、偶
数番目となる配線パターン(H32,H34)に接続されるＬＥＤ(200)が光を照射すると共に、前
記偶数番目となる配線パターン(H32,H34)に接続されるＬＥＤ(200)の間に向けて、奇数番
目となる配線パターン(H31,H33)に接続されるＬＥＤ(200)が光を照射するよう構成された
ことを要旨とする。
　このように、配線パターンの列毎に接続するＬＥＤの光照射方向を反対に向けて、各列
の配線パターンのＬＥＤの光を、他の列の配線パターンのＬＥＤの間に照射することで、
照明斑のない見栄えの優れた発光演出が可能となる。また、配線パターンの列毎に接続す
るＬＥＤの光照射方向を揃えることで、基板に形成する配線パターンが複雑になるのを防
止することができる。
【００１１】
　請求項４に記載の発明では、
　前記ＬＥＤ(200)は、一対のアノード側電極(AT)およびカソード側電極(KT)を備え、複
数のＬＥＤ(200)が直列に接続されると共に、複数のＬＥＤ(200)の配列方向において同一
極性の電極が隣接する向きで前記ＬＥＤ基板(142,152)に実装されて、
　前記カソード側電極(KT)とアノード側電極(AT)とを接続する配線パターン(H11,H12,H21
,H22)が前記ＬＥＤ(200)を迂回するよう形成されたことを要旨とする。
　このように、一対のアノード側電極およびカソード側電極を備えたＬＥＤを直列に接続
する配線パターンにおいて、カソード側電極とアノード側電極とを接続するパターン部分
を迂回させることで、基板に形成する配線パターンが複雑になるのを防止することができ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、見栄えが良好な発光演出を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】パチンコ機の制御構成を示すブロック図である。
【図４】実施例に係る設置部材の要部拡大図である。
【図５】実施例に係る発光演出装置の分解斜視図である。
【図６】(a)は第１ＬＥＤ基板の正面図であり、(b)は第２ＬＥＤ基板の正面図であり、(c
)は発光装飾部の要部断面図である。
【図７】別の実施例に係るＬＥＤ基板に実装されるＬＥＤおよび配線パターンの説明図で
ある。
【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、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技機として、遊技媒体としてパチンコ球を用い
て遊技を行うパチンコ機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、特に説明がなければ、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１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前方へ開口するよう形成されて遊
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技店の図示しない設置枠台に設置される基体１１,１２と、前記基体１１,１２の前側開口
を覆うよう当該基体１１,１２に対して開閉可能に支持され遊技機前面を形成する前面部
材１３とを備えており、当該基体１１,１２や装飾体１３を設置基材として各種部材を設
置することで遊技機が構成されるようになっている。具体的に、パチンコ機１０の基体は
、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１１の開口前面側に、本体枠としての中枠１２を開閉および着
脱可能に組み付けて構成されており、当該中枠１２に遊技盤２０が着脱可能に配設されて
いる。また、前記遊技盤２０の後側には、演出表示を表示可能な演出実行手段としての演
出表示部(図柄表示手段)１７が着脱可能に配設されており、所定の開始条件の成立(後述
する各始動入賞口３３ａ,３５ａへのパチンコ球の入賞)を契機として演出用の図柄(以下
飾図という)を演出表示部１７で変動表示し得るようになっている。なお、実施例では、
前記演出表示部１７としては、液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用さ
れているがこれに限られるものではなく、ドラム式の演出表示部１７やドットマトリック
ス式の表示装置等の各種飾図を停止および変動表示可能な従来公知の各種の表示装置を採
用し得る。
【００１６】
　そして、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤２０の遊技領域２１と対応する位置に
前後に開口する窓口１３ｂが形成された前記前面部材としての前枠１３が開閉可能に組み
付けられている。そして、前枠１３には、ガラス板や透明な合成樹脂材で形成された透視
保護板１３ａが窓口１３ｂを覆うよう配設されており、遊技盤２０を前側から目視可能な
状態で保護している。また、前記前枠１３における窓口１３ｂの下方位置には、パチンコ
球を貯留可能な球受け皿１４,１５が設けられており、当該前枠１３と一体的に球受け皿
１４,１５を開閉し得るようになっている。実施例１の前枠１３には、上球受け皿１４お
よび下球受け皿１５が上下の位置関係で組み付けられている。なお、前記上下の球受け皿
１４,１５の一方および両方を、前枠１３とは個別に中枠１２に組み付けるようにしても
よい。また、１つの球受け皿１４,１５のみを備える構成とすることもできる。
【００１７】
　また、前記パチンコ機１０(実施例１では前枠１３)の前面右部方位置には、打球発射装
置(図示せず)を作動する操作ハンドル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２１に向けて１球ず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の回動量に応じてパチンコ球の打球力が強弱
変化するよう前記打球発射装置が作動されて、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２１においてパチンコ球が到達可能な位置(発射位置)を任意に
変更し得るようになっている。
【００１８】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂材等からなる透明な平板
状の板部材(遊技領域形成部材)であって、該遊技盤２０の裏側に、前記演出表示部１７や
各種の演出装置１００等が配設される設置部材(収容空間画成部材)８０が配設されている
。遊技盤２０の前側には、図２に示す如く、前面(盤面)に配設された略円形状の案内レー
ル２２によりパチンコ球が流下可能(移動可能)な遊技領域２１が画成されて、前記打球発
射装置から発射されたパチンコ球が当該遊技領域２１内に打ち出されることで遊技が行わ
れるようになっている。なお、遊技盤２０は、ベニヤ板等の木材板の表面に各種絵柄等が
描かれた合成樹脂シート等を貼付けて装飾したものであってもよい。
【００１９】
　また、前記遊技盤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、各装着口に対して各種の遊技盤設置部品が取り付けられると共に、遊技領域２１の
最下部位置に、パチンコ球を排出するアウト口２３が開設されている。ここで、実施例の
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遊技盤２０には、演出表示部１７の表示部１７ａが前面側から視認可能に臨む枠状装飾体
２５や、遊技領域２１を流下するパチンコ球が入球可能な入球部(具体的には後述する第
１始動入賞部２７、第２始動入賞部２８、第１特別入賞部３３、第２特別入賞部３６、第
１ゲート部４１、第２ゲート部４３等)等が遊技盤設置部品として配設されている。なお
、前記装着口の形成数は、遊技盤２０に取り付けられる各種遊技盤設置部品の個数や配設
位置等により必要に応じて適宜変更される。ここで、遊技領域２１内で開口する球入口に
パチンコ球が入ることを総称して「入球」と指称し、球入口にパチンコ球が入ること(入
球すること)により、入球口に応じて設定された所定の遊技条件(例えば、賞球の払出条件
や後述する特図当り判定条件、普図当り判定条件)が成立する場合に特に「入賞」と指称
する場合がある。
【００２０】
(枠状装飾体２５について)
　実施例の前記遊技盤２０には、図２に示すように、前記案内レール２２で囲まれた遊技
領域２１の略中央で開口する第１装着口に、前後に開口する表示窓部２５ａが形成された
センター役とも称される枠状装飾体２５が取り付けられ、該枠状装飾体２５の表示窓部２
５ａを介して演出表示部１７の表示部１７ａを遊技盤２０の前面から視認し得るよう構成
されている。具体的に、前記枠状装飾体２５は、前記遊技盤２０の前面より前方に突出す
ると共に表示窓部２５ａを囲むよう延在し、前記遊技領域２１と演出表示部１７の表示部
１７ａを区切る区画壁部２５ｂと、該区画壁部２５ｂの後縁から外方に延出する薄板状の
台板部２５ｃとを備える。そして、前記台板部２５ｃを遊技盤２０の前面に当接した状態
で、ネジ等の固定手段により前側から台板部２５ｃを遊技盤２０に固定することで、枠状
装飾体２５が遊技盤２０に取り付けられて、該枠状装飾体２５の外側(具体的には区画壁
部２５ｂと案内レール２２との間)に、パチンコ球が流下する遊技領域２１が画成される
ようになっている。なお、前記台板部２５ｃは、枠状装飾体２５を遊技盤２０に取り付け
た状態で前面側をパチンコ球が通過可能な厚みで形成されている。なお、前記枠状装飾体
２５の区画壁部２５ｂは、枠状装飾体２５(台板部２５ｃ)の左側縁の略中間位置から上縁
および右下縁に亘って連続して延在するよう設けられており、前記演出表示部１７におけ
る表示部１７ａの前面側を横切ってパチンコ球が流下(落下)するのを規制している。なお
、枠状装飾体２５は、前後に表示窓部２５ａが開口する形態に限らず、当該表示窓部２５
ａの全部または一部を透明板等で塞ぐ形態とすることも可能である。
【００２１】
　前記枠状装飾体２５には、図２に示す如く、表示窓部２５ａの下側(枠状装飾体２５の
内周下縁部)に、ステージ２５ｄが設けられると共に、表示窓部２５ａの左側に、前記第
１球流下領域２１ａ(遊技領域２１)に開口して該第１球流下領域２１ａを流下するパチン
コ球を枠状装飾体２５の内側(ステージ２５ｄ)に取り込む球導入部２５ｅが設けられ、該
球導入部２５ｅがステージ２５ｄに連通するよう構成される。そして、球導入部２５ｅか
らステージ２５ｄに通出されたパチンコ球は、ステージ２５ｄ上を左右に転動した後に遊
技領域２１に排出されるようになっている。ここで、前記ステージ２５ｄには、前記第１
始動入賞部２７の上方位置に複数の排出部が形成されて、何れかの排出部からパチンコ球
が遊技領域２１内に排出されるようになっている。具体的には、前記第１始動入賞部２７
における第１始動入賞口２７ａの鉛直上方および該第１始動入賞口２７ａに対して左右に
ずれた側方に排出部が設けられており、ステージ２５ｄ上のパチンコ球が排出される排出
部により、第１始動入賞口２７ａに入賞(入球)し易くなるよう構成されている。すなわち
、ステージ２５ｄによりパチンコ球を第１始動入賞部２７の配設位置上方まで誘導するこ
とで、球導入部２５ｅに取り込まれずに第１球流下領域２１ａを流下したパチンコ球より
も、球導入部２５ｅに取り込まれてステージ２５ｄに誘導されたパチンコ球の方が第１始
動入賞口２７ａに入賞する確率が高くなるようにしている。
【００２２】
　図２に示すように、前記遊技盤２０には、遊技領域２１を流下するパチンコ球が入球可
能な複数の入球部としての第１始動入賞部２７、第１特別入賞部３３および第１ゲート部
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４１が、前記第１球流下領域２１ａを流下するパチンコ球が入球可能な位置に設けられる
と共に、前記入球部としての第２特別入賞部３６および第２ゲート部４３が、前記第２球
流下領域２１ｂを流下するパチンコ球が入球可能な位置に設けられている。そして、パチ
ンコ球の入球部への入球を契機として、各入球部に応じた制御処理を実行して遊技を行い
得るようになっている。
【００２３】
(始動入賞部２７,２８について)
　前記第１始動入賞部２７は、図２に示すように、遊技領域２１内において一定の開口幅
で開口する第１始動入賞口２７ａを備えており、実施例では前記枠状装飾体２５の下方位
置(ステージ２５ｄの下方位置)において遊技領域２１を流下するパチンコ球が入賞可能な
位置に設けられている。また、前記第１始動入賞部２７の下方位置において遊技領域２１
を流下するパチンコ球が入賞可能な位置に、前記第２始動入賞部２８が設けられている。
この第２始動入賞部２８は、遊技領域２１に対して第２始動入賞口(入賞口)２８ａを開閉
する始動開閉部材(開閉手段)２９を備えており、駆動手段としての始動入賞ソレノイド(
図示せず)の駆動により始動開閉部材２９を開閉作動することで遊技領域２１に対する第
２始動入賞口２８ａの開口幅を可変し得るようになっている。すなわち、第１始動入賞部
２７の配置位置まで遊技領域２１を流下したパチンコ球が常時開口する第１始動入賞口２
７ａに一定の確率で入賞し得るよう構成されると共に、始動開閉部材２９が開放作動する
ことで、第２始動入賞部２８の配置位置まで遊技領域２１を流下したパチンコ球が第２始
動入賞口２８ａに入賞し易くなるよう構成されている。
【００２４】
　ここで、前記第１および第２始動入賞部２７,２８に入賞したパチンコ球の排出経路に
は、パチンコ球を検出する入賞検出手段としての始動入賞検出センサ３１,３２(図３参照
)が設けられており、各始動入賞検出センサ３１,３２からの球検出信号がメイン制御基板
(主制御手段)６０に入力されることを契機として、当該メイン制御基板６０のメイン制御
ＣＰＵ(主制御処理手段)６０ａが特図当り(当り)か否かを判定する特図当り判定(当り判
定)を行うと共に、特図当りの判定結果となることで所定の遊技特典が付与されるように
なっている。そして、何れかの始動入賞検出センサ３１,３２からの球検出信号がメイン
制御基板６０のメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力されることを契機として、入賞特典として
賞球の払い出しを行うよう前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが制御処理を実行して、所定数の
パチンコ球が賞球として払い出されるようになっている。
【００２５】
　具体的には、実施例のパチンコ機１０では、第１および第２始動入賞検出センサ３１,
３２によるパチンコ球の検出に伴って各種情報(乱数)が取得され、この取得した情報に基
づいて特図当り判定が行われると共に、特図当り判定の結果に基づいて前記演出表示部１
７において図柄変動演出が実行されるよう構成されている。そして、特図当り判定の判定
結果が当りの判定結果となった場合に、該演出表示部１７での図柄変動演出の結果、該演
出表示部１７の表示部１７ａに所定の当り表示となる組合せ(例えば同一演出図柄の３つ
揃い等)で飾図が確定停止表示された後に、遊技者に有利な当り遊技(大当り遊技や小当り
遊技等の特別遊技)が遊技特典として付与(生起)されるようになっている。また、前記メ
イン制御基板６０には、演出の実行を制御する演出制御基板(演出制御手段)６５が配線接
続されており、当該メイン制御基板６０から入力される制御信号に基づいて演出制御基板
６５が備える演出制御ＣＰＵ(演出制御処理手段)６５ａが演出表示部１７や前記演出装置
１００を制御することで所定の遊技演出が実行されるようになっている。なお、実施例で
は、演出表示部１７は、演出制御基板６５からの制御信号に基づいて制御処理を実行する
表示制御基板７０により制御されている。
【００２６】
(特別入賞部３３,３４について)
　前記第１特別入賞部３３は、図２に示すように、前記始動入賞部２７,２８の左側方に
設けられおり、第１球流下領域２１ａを流下するパチンコ球が入賞し得るようになってい
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る。また、前記第１特別入賞部３３は、第１特別開閉部材(開閉部材)３４によって遊技領
域２１に対して第１特別入賞口３３ａを開閉するよう構成されており、駆動手段としての
第１特別入賞ソレノイド３５(図９参照)の駆動に伴って第１特別開閉部材３４が第１特別
入賞口３３ａを閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されている。す
なわち、第１特別入賞部３３は、第１特別入賞ソレノイド３５の駆動に伴って第１特別開
閉部材３４が第１特別入賞口３３ａへのパチンコ球の入賞を阻止する閉位置と該第１特別
入賞口３３ａへのパチンコ球の入賞を許容する開位置との間を移動するよう構成される。
同様に、前記第２特別入賞部３６は、前記始動入賞部２７,２８の右側方に配置されてお
り、第２球流下領域２１ｂを流下するパチンコ球が入賞し得るようになっている。また、
前記第２特別入賞部３６は、第２特別開閉部材(開閉部材)３７によって遊技領域２１に対
して第２特別入賞口３６ａを開閉するよう構成されており、駆動手段としての第２特別入
賞ソレノイド３８(図９参照)の駆動に伴って第２特別開閉部材３７が第２特別入賞口３６
ａを閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されている。すなわち、第
２特別入賞部３６は、第２特別入賞ソレノイド３８の駆動に伴って第２特別開閉部材３７
が第２特別入賞口３６ａへのパチンコ球の入賞を阻止する閉位置と該第２特別入賞口３６
ａへのパチンコ球の入賞を許容する開位置との間を移動するよう構成される。ここで、第
１および第２特別入賞部３３,３６は、特別開閉部材３４,３７により対応の特別入賞口３
３ａ,３６ａを常には閉鎖(入賞不能状態)とするよう構成され、後述する当り遊技(当り遊
技)の付与に伴って特別入賞口３３ａを開放(入賞可能状態と)するよう構成されている。
すなわち、第１および第２特別入賞部３３,３６は、当り遊技が付与された当り遊技状態(
特別遊技状態)で開放可能な入賞装置として機能する。
【００２７】
　また、前記特別入賞部３３,３６の夫々には、前記各特別入賞口３３ａ,３６ａに入賞し
たパチンコ球を排出する排出経路に、パチンコ球を検出する入賞検出手段としての特別入
賞検出センサ３９,４０(図３参照)が個別に設けられて、各特別入賞検出センサ３９,４０
が前記メイン制御基板６０に配線接続されるようになっている。そして、各特別入賞検出
センサ３９,４０からの球検出信号がメイン制御基板６０のメイン制御ＣＰＵ６０ａに入
力されることを遊技媒体であるパチンコ球の払出条件として、該メイン制御ＣＰＵ６０ａ
が所定数のパチンコ球を賞球(入賞特典)として払い出すことを決定するよう構成されてい
る。
【００２８】
(ゲート部４１,４３について)
　前記ゲート部４１,４３は、図２に示すように、前記第１および第２球流下領域２１ａ,
２１ｂを流下するパチンコ球が通過し得るよう前記枠状装飾体２５の左右側方に設けられ
ており、各ゲート部４１,４３の夫々に、通過するパチンコ球を検出するゲートセンサ４
２,４４が設けられている。各ゲートセンサ４２,４４は、前記メイン制御基板６０(メイ
ン制御ＣＰＵ６０ａ)に配線接続されており(図３参照)、何れかのゲートセンサ４２がパ
チンコ球を検出してメイン制御基板６０に検出信号が入力されることを契機としてメイン
制御基板６０のメイン制御ＣＰＵ６０ａが普図当り判定(開放作動を許容するか否かの開
放判定)を行うよう設定されている。そして、普図当り判定が普図当りの判定結果(開放作
動を許容する判定結果)となることで前記第２始動入賞部２８の始動開閉部材２９を開放
作動するように始動入賞ソレノイド３０が駆動されるようになっている。
【００２９】
(設置部材８０について)
　前記設置部材８０は、前記遊技盤２０の裏面に離間して対向する背面板の外周縁部から
画壁部が前方に延出する前方に開口した箱状に形成されて、画壁部の開口前端部を遊技盤
２０の裏面に当接させた状態で、当該遊技盤２０と設置部材８とがネジにより固定される
。そして、設置部材８０において遊技盤２０との間に画成される収容空間８１に、各種の
発光による演出や、動作による演出を実行する各種の演出装置が設置されて、設置部材８
０を基材とする１つのユニットとして扱い得るようになっている。実施例では、前記演出
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表示部１７の左側に隣接して、発光および動作による演出を実行する発光演出装置１００
が配設されている。なお、図４には、設置部材８０の一部(発光演出装置１００の配設位
置)を拡大して示す。ここで、前記設置部材８０の背面板は、前記遊技盤２０の裏面の外
郭形状より僅かに小さな略矩形状に形成され、遊技盤２０の裏面側の大部分が設置部材８
０との間の収容空間８１に臨むよう構成されている。
【００３０】
(発光演出装置１００について)
　前記発光演出装置１００は、図４、図５に示すように、前記設置部材８０に取り付けら
れる装置本体１０１と、発光体としてＬＥＤ２００を有する発光装飾部とを備え、前記演
出制御基板６５の制御に基づいて発光装飾部１４０,１５０が備えるＬＥＤ２００を作動(
点灯および消灯)することで、発光による演出を行うよう構成されている。また、前記発
光装飾装置１００は、前記発光装飾部１４０,１５０を支持する可動ベース１１５と、駆
動手段として駆動モータ１１０と、当該可動ベース１１５および駆動モータ１１０を接続
する連係機構１２０とを備えており、前記演出制御基板６５の制御に基づいて駆動モータ
１１０の作動(駆動開始および駆動停止)を制御することで、連係機構１２０を介して前記
発光装飾部１４０,１５０が動作による演出を行うよう構成されている。すなわち、実施
例の発光装飾装置１００は、演出制御基板６５の制御に基づいて発光装飾部１４０,１５
０の発光による演出(発光演出)と動作による演出(可動演出)とを組み合わせた演出を行い
得るようになっている。
【００３１】
　なお、発光装飾部１４０,１５０(ＬＥＤ２００)や駆動モータ１１０の作動を前記演出
制御基板６５の制御信号により直接制御するよう構成してもよく、また前記演出制御基板
６５の制御信号に基づいて制御を実行する発光制御基板７２や駆動制御基板を設けて、当
該発光制御基板７２や駆動制御基板の制御に基づいて発光装飾部１４０,１５０(ＬＥＤ２
００)や駆動モータ１１０の作動を制御するようにしてもよい。実施例では、演出制御基
板６５の制御信号に基づいて発光制御基板７２がＬＥＤ２００の作動を制御すると共に、
演出制御基板６５が駆動モータ１１０を駆動制御するよう構成されている。なお、発光制
御基板７２が備える機能を演出制御基板６５が備えるようにしてもよい。
【００３２】
　また、実施例の発光装飾装置１００は、複数(実施例では２つ)の発光装飾部１４０,１
５０を備えており、駆動モータ１１０を駆動することで各発光装飾部１４０,１５０が連
動して動作するよう構成されている。以下の説明では、第１の発光装飾部１４０および第
２の発光装飾部１５０と指称して区別する場合がある。ここで、前記第１の発光装飾部１
４０は、前記可動ベース１１５に対して相対動作不能に支持されると共に、前記第２の発
光装飾部１５０は、後述のように前記可動ベース１１５に対して相対動作可能に支持され
ており、連係機構１２０を介して可動ベース１１５を移動させることで、各発光装飾部１
４０,１５０が夫々の第１位置(図５の実線)および第２位置(図５の二点差線)の間で連動
して往復移動するよう構成されている。
【００３３】
(装置本体１０１について)
　前記装置本体１０１は、図５に示すように、前面を形成する前側カバー部材１０２と、
後面を形成する後側カバー部材１０８とから構成されて、前後のカバー部材１０２,１０
８を組み付けることで空間部１０１ａが画成された箱状に形成される。前記前側カバー部
材１０２の前面板部１０３には、前記可動ベース１１５を案内するガイド部１０４と、前
記可動ベース１１５に対する第２の発光装飾部１５０の動作を案内する動作案内部１０５
,１０６とが形成されており、ガイド部１０４に沿って可動ベース１１５(第１の発光装飾
部１４０)が動作するのに伴って動作案内部１０５,１０６に案内された第２の発光装飾部
１５０が動作するようになっている。
【００３４】
　図５に示すように、前記ガイド部１０４は、前記前面板部１０３の左端側から右端側に
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向けて直線状に上方傾斜するよう形成されており、当該ガイド部１０４に沿って可動ベー
ス１１５が移動するのに伴い前記第１の発光装飾部１４０が装置本体１０１の前面左側の
第１位置(図５の実線)から右上方の第２位置(図５の二点鎖線参照)に移動するようになっ
ている。なお、実施例のガイド部１０４は、平行な関係で一対設けられると共に、前記装
置本体１０１の空間部１０１ａに貫通する長孔状に形成されており、当該ガイド部１０４
を介して、前面板部１０３の前側に位置する前記可動ベース１１５を前記空間部１０１ａ
内の前記連係機構１２０(具体的には後述する連結部材１２７)と接続し得るようになって
いる。
【００３５】
　また、前記動作案内部は、前記前面板部１０３の左端側から右端側に向けて直線状に上
方傾斜するよう形成された第１動作案内部１０５と、当該前面板部１０３の左端側から右
端側に向けて上方へ湾曲する曲線状に上方傾斜するよう形成された第２動作案内部１０６
とが構成されている。ここで、前記第１動作案内部１０５は、前記ガイド部１０４に対し
て平行な関係で前記装置本体１０１の内部空間に貫通する長孔状に形成されており、当該
第１動作案内部１０５を介して、前面板部１０３の前側に位置する第２の発光装飾部１５
０を空間部１０１ａ内の前記連係機構１２０(具体的には後述する第２連係アーム１２６)
と接続し得るようになっている。なお、前記第１動作案内部１０５は、前記一対のガイド
部１０４の間に位置するよう設けられている。また、前記第２動作案内部１０６は、上側
に位置する前記ガイド部１０４の上方に、前記装置本体１０１の内部空間に貫通する長孔
状に形成されており、前記連係機構１２０の第２連係アーム１２６(後述)の摺動突部１２
６ｂが挿入され、前記ガイド部１０４に沿って可動ベース１１５が移動するのに伴い当該
第２連係アーム１２６が揺動することで、前記第２の発光装飾部１５０が装置本体１０１
の前面左側の第１位置(図５の実線)から右上方の第２位置(図５の二点鎖線参照)に移動す
るようになっている。
【００３６】
(可動ベース１１５について)
　ここで、前記可動ベース１１５は、図５に示すように、前記装置本体１０１の前面(前
側カバー部材１０２の前面板部１０３)に対向する板状に形成されている。そして、前記
可動ベース１１５の前面に前記第１の発光装飾部１４０が固定され、当該可動ベース１１
５の移動と一体に第１の発光装飾部１４０が移動するよう構成されている。また、前記可
動ベース１１５には、前記下側のガイド部１０４と対応する位置に後方へ突出する第１連
結部１１６が形成されると共に、前記上側のガイド部１０４,と対応する位置に後方へ突
出する第２連結部１１７が形成されて、各連結部１１６,１１７が対応するガイド部１０
４を介して装置本体１０１の空間部１０１ａに前側から挿入され、当該空間部１０１ａに
おいて前記連係機構１２０に接続するようになっている。すなわち、前記可動ベース１１
５に設けた第１および第２連結部１１６,１１７の夫々を対応のガイド部１０４に挿入す
ることで、装置本体１０１に対して可動ベース１１５が平行移動するよう構成されている
。そして、前記装置本体１０１の空間部１０１ａにおいて、前記第１連結部１１６の突出
端部に前記連係機構１２０を構成する連結部材１２７が連結されると共に、前記第２連結
部１１７の突出端部に前記連係機構１２０を構成する第２連係アーム１２６が回転可能に
支持されるようになっている。また、前記可動ベース１１５には、前記第１動作案内部１
０５と前後に整列する位置に、当該第１動作案内部１０５に沿って延在する支持孔１１８
が形成され、当該支持孔１１８を介して前記第２の発光装飾部１５０と第２連係アーム１
２６とが接続されている。
【００３７】
(連係機構１２０について)
　前記連係機構１２０は、図５に示すように、前記駆動モータ１１０の駆動軸１１０ａに
取り付けられる駆動歯車１２１と、前記駆動歯車１２１と噛合する従動歯車(図示せず)を
有する回転体１２２と、前記回転体１２２に接続する第１連係アーム１２３と、前記第１
連係アーム１２３および可動ベース１１５を接続する連結部材１２７と、前記可動ベース
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１１５に支持されると共に前記第２の発光装飾部１５０に接続する第２連係アーム１２６
とを備えている。ここで、前記駆動モータ１１０は、前記後側カバー部材１０８の後面板
部１０９に形成した通孔１０９ａに駆動軸１１０ａを後方から前記空間部１０１ａ内に挿
入した状態で当該後面板部１０９に取り付けられて、当該空間部１０１ａ内で回転体１２
２(駆動歯車)が駆動軸１１０ａに固定されている。また、前記回転体１２２は、前記後側
カバー部材１０８の後面板部１０９に形成された前後に延在する軸部１０９ｂに回転可能
に支持されており、当該回転体１２２の前面に、前方へ突出する連係軸１２２ａが形成さ
れている。また、前記回転体１２２には、従動歯車の外周縁より径方向外方へ突出するよ
う位置検出片１２２ｂが形成されており、当該位置検出片１２２ｂに形成した切欠部の形
成位置を位置検出センサ１３０で検出することで、回転体１２２の原位置を検出するよう
構成されている。実施例では、前記回転体１２２の原位置を検出した際に、前記第１およ
び第２の発光装飾部１４０,１５０が第１位置に位置するよう構成されている。
【００３８】
　前記第１連係アーム１２３は、図５に示すように、前後に延在する軸部１２３ａを介し
て一方端部が前記装置本体１０１(前後のカバー部材１０２,１０８)に回転可能に支持さ
れる第１アーム部１２４と、当該第１アーム部１２４の他方端部に対して前後に延在する
軸部１２４ａを介して一方端部が揺動可能に支持される第２アーム部１２５とから構成さ
れて、当該第２アーム部１２５の他方端部に対して前記連結部材１２７が揺動可能に支持
されている。ここで、前記第１アーム部１２４には、長手方向に延在する第１連係孔１２
４ｂが形成されて、当該第１連係孔１２４ｂに前記回転体１２２の連係軸１２２ａが後方
から挿入されている。すなわち、回転体１２２の回転に伴って第１アーム部１２４が揺動
すると共に、当該第１アーム部１２４の揺動に伴って第２アーム部１２５が揺動するよう
構成されて、当該第２アーム部１２５の揺動に伴って前記連結部材１２７が前記装置本体
１０１の第１ガイド部１０４に沿って移動することにより、前記可動ベース１１５が移動
するよう構成されている。なお、図５に示すように、前記装置本体１０１の空間部１０１
ａには、前記可動ベース１１５(第１の発光装飾部１４０)が第１位置から第２位置へ向け
て移動する方向へ向けて前記連係アーム(第１アーム部１２４)を付勢する付勢手段１３２
が設けられている。ここで、実施例の付勢手段１３２は、ねじりバネを採用してあるが、
引張バネ等の各種バネやゴム等公知の手段を採用できる。
【００３９】
　また、前記第２連係アーム１２６は、図５に示すように、中間位置に前後に貫通する軸
孔１２６ａが形成され、一方端側(上端部側)に前方へ向けて突出するよう摺動突部１２６
ｂが形成されると共に、他方端側(下端側)に、当該第２連係アーム１２６の長手方向に延
在する第２連係孔１２６ｃが形成されている。前記第２連係アーム１２６の軸孔１２６ａ
には、前記可動ベース１１５の第２連結部１１７が挿入されており、当該可動ベース１１
５に対して第２連係アーム１２６が揺動可能に支持されるようになっている。そして、前
記装置本体１０１の第２動作案内部１０６に前記摺動突部１２６ｂが後方から挿入される
ようになっており、可動ベース１１５の移動に伴って摺動突部１２６ｂが第２動作案内部
１０６内を摺動することで、第２連係アーム１２６が揺動するよう構成されている。ここ
で、前記第２の発光装飾部１５０には、後述する第２支持部材１５１の後面に、後方へ突
出する複数(実施例では２つ)のガイド突部１５１ｂが形成されており、該ガイド突部１５
１ｂが前記可動ベース１１５の支持孔１１８および前記装置本体１０１の第２動作案内部
１０６に前側から挿入されると共に、前記第２連係アーム１２６の第２連係孔１２６ｃに
挿入されている。すなわち、第２連係アーム１２６の揺動に伴ってガイド突部１５１ｂが
前記第２動作案内部１０６および支持孔１１８に沿って移動することで、前記第２の発光
装飾部１５０が第１位置および第２位置の間を移動するようになっている。ここで、前記
可動ベース１１５の支持孔１１８に、前記複数のガイド部１０４の夫々が挿入されること
で、第２の発光装飾部１５０が一定の姿勢を維持したまま直線移動し得るようになってい
る。
【００４０】
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(第１の発光装飾部１４０について)
　前記第１の発光装飾部１４０は、図５に示すように、前記可動ベース１１５に支持され
る第１支持部材１４１と、該第１支持部材１４１の前側に設けられ、ＬＥＤ(Light Emitt
ing Diode)２００を複数実装した第１ＬＥＤ基板(ＬＥＤ基板)１４２と、当該第１ＬＥＤ
基板１４２におけるＬＥＤ２００を実装した基板面(実装面１４２ａ)に対向するよう設け
られ、光を透過可能な光透過部を有する第１カバー部材(カバー部材)１４３とを備えてお
り、当該第１ＬＥＤ基板１４２のＬＥＤ２００の光により第１カバー部材１４３の光透過
部を発光させて発光演出を行い得るようになっている。ここで、前記第１カバー部材１４
３は、光を透過可能な有色の合成樹脂材により一体形成されると共に、当該第１支持部材
１４１の全体が光透過部として機能するようになっている。
【００４１】
(第１ＬＥＤ基板１４２について)
　前記第１ＬＥＤ基板１４２は、図６(c)に示すように、電気絶縁性を有する絶縁体基材
ＩＢと、当該絶縁体基材ＩＢに設けられた銅箔等の導電性の配線パターンＨ１１,Ｈ１２
とを備えており、半田や導電性接着剤等により当第１ＬＥＤ基板１４２に外部配線接続用
のコネクタＣＮやＬＥＤ２００、ＬＥＤ２００に流れる電流を調節する抵抗器(図示せず)
等の電気部品が実装されている。ここで、絶縁体基材ＩＢとしては、紙にフェノール樹脂
を含浸したフェノール基板や、ガラス繊維クロスにエポキシ樹脂を含浸したガラスエポキ
シ基板等の公知のリジット基板を採用することができ、またポリイミドやポリエステル等
のプラスチックフィルムを用いた可撓性を有するフレキシブル基板を採用することも可能
である。また、第１ＬＥＤ基板１４２は、絶縁体基材ＩＢの片面に配線パターンＨ１１,
Ｈ１２を形成した片面基板や、両面に配線パターンＨ１１,Ｈ１２を形成した両面基板、
絶縁体基材ＩＢと配線パターンＨ１１,Ｈ１２を層状に重ねた複層基板であってもよい。
実施例の第１ＬＥＤ基板１４２は、絶縁体基板の両面に配線パターンＨ１１,Ｈ１２形成
されて、前記第１カバー部材１４３に対向する表側の実装面１４２ａに外部配線接続用の
コネクタＣＮおよびＬＥＤ２００が実装されると共に、前記第１支持部材１４１に対向す
る裏側に抵抗器が実装されている。また、前記配線パターンＨ１１,Ｈ１２を形成した絶
縁体基材ＩＢの表面および裏面を覆うように絶縁被膜ＳＲが設けられており、配線パター
ンＨ１１,Ｈ１２の酸化や短絡等を防止するよう構成されている。なお、前記第１支持部
材１４１は、抵抗器の実装位置に合わせて前後に開口する放熱孔１４１ａが形成されてお
り、当該放熱孔１４１ａを介して抵抗器が発する熱を外部に逃がすことができるようにな
っている。
【００４２】
　また、前記第１ＬＥＤ基板１４２には、前記第１カバー部材１４３に対向する実装面１
４２ａに、側面発光型のＬＥＤ２００が実装されている。すなわち、前記各ＬＥＤ２００
は、第１ＬＥＤ基板１４２の実装面１４２ａに沿う方向へ光を照射可能な姿勢で実装され
ており、ＬＥＤ２００を点灯した際に、当該ＬＥＤ２００の光が第１カバー部材１４３に
対して直接照射されるのを防止して、当該第１カバー部材１４３に対する光の照射斑が生
じ難くしてある。ここで、実施例では、セラミックや樹脂等で成型したキャビティ２００
ａの中に１つのＬＥＤ素子(図示せず)を備え、キャビティ２００ａに蛍光体を分散させた
エポキシやシリコーンなどの樹脂を充填して発光素子を封入した単色発光のＬＥＤ２００
が実装されており、キャビティ２００ａの外部に露出する一対のカソード側電極ＫＴおよ
びアノード側電極ＡＴが前記第１ＬＥＤ基板１４２に設けられた配線パターンＨ１１,Ｈ
１２に接合されている。すなわち、前記演出制御基板６５の制御に基づいてカソード側端
子Ｋからアノード側端子に向けて電流を流すことで、配線パターンＨ１１,Ｈ１２上のＬ
ＥＤ２００が点灯するようになっている。なお、ＬＥＤ２００の発光色は、特に限定され
るものではない。
【００４３】
　図６(a)に示すように、前記第１ＬＥＤ基板１４２には、当該ＬＥＤ基板の外周縁に沿
うよう前記ＬＥＤ２００の実装位置が定められて、当該実装位置を結ぶよう配線パターン
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Ｈ１１,Ｈ１２が形成されている。具体的に、実施例の第１ＬＥＤ基板１４２は略円板状
に形成されると共に、当該基板１４２上の所定の定点Ｏを中心とした円環状をなす配列で
ＬＥＤ２００を実装し得るよう配線パターンＨ１１,Ｈ１２が形成されている。すなわち
、複数のＬＥＤ２００が、各配線パターンＨ１１,Ｈ１２に対して直列状に接続されてい
る。ここで、図６(a)における一点鎖線は、第１ＬＥＤ基板１４２の実装面１４２ａに形
成された配線パターンＨ１１,Ｈ１２を示している。なお、第１ＬＥＤ基板１４２におけ
る実装面１４２ａの外周縁から各ＬＥＤ２００までの間隔が完全に同じである必要はない
。
【００４４】
　ここで、前記第１ＬＥＤ基板１４２には、複数のＬＥＤ２００が直列に接続される複数
の配線パターンＨ１１,Ｈ１２が同一の定点Ｏを中心に延在する環状に形成されている(図
６(a)参照)。実施例では、定点Ｏを中心として２つの環状をなすよう配線パターンＨ１１
,Ｈ１２が形成されている。
【００４５】
　また、前記第１ＬＥＤ基板１４２には、図６(a)に示すように、光照射方向に交差する
方向(ＬＥＤ２００の配列方向)で隣接するＬＥＤ２００を相互に反対方向へ光を照射する
姿勢で実装されている。具体的に、第１ＬＥＤ基板１４２の外周縁に沿った各配線パター
ンＨ１１,Ｈ１２において、配列方向で隣接するＬＥＤ２００を、交互に反対方向へ光を
照射する姿勢で実装するよう構成されている。すなわち、ＬＥＤ２００の配列方において
、第１ＬＥＤ基板１４２の外周縁に光照射方向が向くＬＥＤ２００の間に、第１ＬＥＤ基
板１４２の中央側(環状の配列中心)に光照射方向が向くＬＥＤ２００が実装されている。
ここで、内側に位置する配線パターンＨ１２において第１ＬＥＤ基板１４２の外周縁に光
照射方向が向くＬＥＤ２００は、外側に位置する配線パターンＨ１１において配列方向に
隣接するＬＥＤ２００の間に光を照射可能な位置に実装されており、当該内側に位置する
配線パターンＨ１２上のＬＥＤ２００の光により、外側に位置する配線パターンＨ１１上
のＬＥＤ２００の間が照らされるよう構成してある。すなわち、外側に位置する配線パタ
ーンＨ１上のＬＥＤ２００の間を、内側に位置する配線パターンＨ１２上のＬＥＤ２００
で照らすことで、当該外側に位置する配線パターンＨ１１に設けるＬＥＤ２００の配置間
隔をあけることが可能となり、ＬＥＤ２００の実装数を削減することができる。
【００４６】
　ここで、図６(a)に示すように、前記第１ＬＥＤ基板１４２には、配列方向において同
一極性の電極が隣接する向きで前記ＬＥＤ２００が実装されている。すなわち、各配線パ
ターンＨ１１,Ｈ１２における各ＬＥＤ２００は、カソード側電極ＫＴおよびアノード側
電極ＡＴが配列方向において交互に逆向きとなる姿勢で実装されて、任意のＬＥＤ２００
のカソード側電極ＫＴに対して一方側で隣接するＬＥＤ２００のカソード側電極ＫＴが向
き合うと共に、当該任意のＬＥＤ２００のアノード側電極ＡＴに対して他方側で隣接する
ＬＥＤ２００のアノード側電極ＡＴが向き合うようになっている。そして、各配線パター
ンＨ１１,Ｈ１２は、配列方向で隣接するＬＥＤ２００のカソード側電極ＫＴとアノード
側電極ＡＴとを接続する配線部分が、ＬＥＤ２００の実装位置を迂回するよう設けられて
おり、迂回させた配線部分にＬＥＤ２００の光が照射されるようになっている。すなわち
、ＬＥＤ２００の光照射方向の前側に配線パターンＨ１１,Ｈ１２が位置するよう設けら
れている。具体的に、実施例では、第１ＬＥＤ基板１４２の中央側(環状の配列中心)に光
照射方向を向けた姿勢で実装されるＬＥＤ２００の光照射方向前側に配線部分が位置する
よう配線パターンＨ１１,Ｈ１２を迂回させて設けてある。
【００４７】
　すなわち、配線パターンＨ１１,Ｈ１２の厚み分だけ絶縁体基材ＩＢから突出する配線
部分を覆う絶縁被膜ＳＲに対して、ＬＥＤ２００から照射された光が照射されて、当該光
を第１カバー部材１４３側に反射し易くしてある。このように、第１ＬＥＤ基板１４２に
おいて配線パターンＨ１１,Ｈ１２を覆うよう設けられた絶縁被膜ＳＲが、ＬＥＤ２００
の光を前記第１カバー部材１４３に向けて反射させる反射部として機能している。ここで
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、絶縁被膜ＳＲは、光の反射率が高い白色等に形成することが好ましいが、緑色や青色等
の絶縁被膜ＳＲを形成しても、前記ＬＥＤ２００の光を前記第１カバー部材１４３に向け
て反射させて反射部として機能させることができる。
【００４８】
(第２の発光装飾部１５０について)
　次に、前記第２の発光装飾部１５０について説明する。なお、前記第２の発光装飾部１
５０の基本的な構成は、前述した第１の発光装飾部１４０の構成と共通している。すなわ
ち、前記第２の発光装飾部１５０は、図５に示すように、前記可動ベース１１５に支持さ
れる第２支持部材１５１と、該第２支持部材１５１の前側に設けられ、ＬＥＤ２００を複
数実装した第２ＬＥＤ基板(ＬＥＤ基板)１５２と、当該第２ＬＥＤ基板１５２におけるＬ
ＥＤ２００を実装した基板面(実装面１５２ａ)に対向するよう設けられ、光を透過可能な
光透過部を有する第２カバー部材(カバー部材)１５３とを備えており、当該第２ＬＥＤ基
板１５２のＬＥＤ２００の光により第２カバー部材１５３の光透過部を発光させて発光演
出を行い得るようになっている。ここで、前記第２カバー部材１５３は、光を透過可能な
有色の合成樹脂材により一体形成されると共に、当該第２支持部材１５１の全体が光透過
部として機能するようになっている。
【００４９】
(第２ＬＥＤ基板１５２について)
　前記第２ＬＥＤ基板１５２の基本構成は、前記第１ＬＥＤ基板１４２と同一であること
から、第１ＬＥＤ基板１４２と同一の構成に関しては同一の符号を付して詳細な説明を省
略する。すなわち、第２ＬＥＤ基板１５２は、絶縁体基材ＩＢ配線パターンＨ２１が設け
られると共に、当第２ＬＥＤ基板１５２の基板面に外部配線接続用のコネクタＣＮやＬＥ
Ｄ２００、抵抗器等の電気部品が実装されている。なお、実施例の２ＬＥＤ基板１５２は
、幅狭に形成された第１基板部１５２ｂと、当該第１基板部１５２ｂに比べて幅の広いの
第２基板部１５２ｃを備えている。
【００５０】
　ここで、前記第２ＬＥＤ基板１５２の第１基板部１５２ｂには、直線状にＬＥＤ２００
が並ぶようＬＥＤ２００の実装位置が定められている。ここで、第２ＬＥＤ基板１５２に
おいてＬＥＤ２００が並ぶ直線を配列線Ｌ１,Ｌ２と指称する。すなわち、実施例では、
略平行な複数(実施例では２つ)の配列線Ｌ１,Ｌ２が定められており、各配列線Ｌ１,Ｌ２
のＬＥＤ２００を交互に結ぶよう第２ＬＥＤ基板１５２に配線パターンＨ２１が形成され
ている。すなわち、複数の配列線Ｌ１,Ｌ２上のＬＥＤ２００は、同じの配線パターンＨ
２１に対して直列状に接続されている。なお、図６(b)における一点鎖線は、第２ＬＥＤ
基板１５２の実装面に形成された配線パターンＨ２１を示している。
【００５１】
　また、図６(b)に示すように、前記第２ＬＥＤ基板１５２には、各配列線Ｌ１,Ｌ２に対
して交差する方向に光を照射する姿勢でＬＥＤ２００が実装されている。具体的に、配列
線Ｌ１に対しては、当該配列線Ｌ１に交差する同じ方向に向く姿勢で複数(実施例では３
つ)のＬＥＤ２００が実装され、配列線Ｌ２に対しては、当該配列線Ｌ２に交差する同じ
方向に向く姿勢で複数(実施例では２つ)のＬＥＤ２００が実装されている。また、配列線
Ｌ１に実装されるＬＥＤ２００と、配列線Ｌ２に実装されるＬＥＤ２００とは、光照射方
向が互いに反対方向を向くよう構成されて、配列線Ｌ１に実装されるＬＥＤ２００の光が
、配列線Ｌ２に実装されるＬＥＤ２００の間に照射されると共に、配列線Ｌ２に実装され
るＬＥＤ２００の光が、配列線Ｌ１に実装されるＬＥＤ２００の間に照射されるよう構成
してある。すなわち、一方の配列線Ｌ１,Ｌ２上のＬＥＤ２００の間を、他方の配列線Ｌ
１,Ｌ２上のＬＥＤ２００で照らすことで、配線パターンＨ２１に設けるＬＥＤ２００の
配置間隔をあけることが可能となり、ＬＥＤ２００の実装数を削減することができる。
【００５２】
　ここで、図６(b)に示すように、前記第２ＬＥＤ基板１５２には、各配列線Ｌ１,Ｌ２の
ＬＥＤ２００におけるカソード側電極ＫＴおよびアノード側電極ＡＴが相互に逆向きとな
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る姿勢で実装されている。すなわち、配列線Ｌ１に実装されたＬＥＤ２００のアノード側
電極ＡＴに接続する配線部分が、配列線Ｌ２に実装されたＬＥＤ２００において離間位置
するカソード側電極ＫＴに接続され、配列線Ｌ２に実装されたＬＥＤ２００のアノード側
電極ＡＴに接続する配線部分が、当該ＬＥＤ２００の光照射方向の前側を横切って配列線
Ｌ１に実装されたＬＥＤ２００のカソード側電極ＫＴに接続されるよう構成されている。
すなわち、配列線Ｌ２に位置するＬＥＤ２００の光照射方向の前側に配線パターンＨ２１
が位置するよう設けられている。また、配列線Ｌ１に位置するＬＥＤ２００の光照射方向
の前側には、第２ＬＥＤ基板１５２に実装されたコネクタに接続する配線部分が位置する
よう設けられている。このように、配線パターンＨ２１の厚み分だけ絶縁体基材ＩＢから
突出する配線部分を覆う絶縁被膜ＳＲに対して、ＬＥＤ２００から照射された光が照射さ
れることで、当該光を第２カバー部材１５３側に反射し易くしてある。このように、前記
第２ＬＥＤ基板１５２において配線パターンＨ２１を覆うよう設けられた絶縁被膜ＳＲが
、ＬＥＤ２００の光を前記第２カバー部材１５３に向けて反射させる反射部として機能し
ている。
【００５３】
　また、第２ＬＥＤ基板１５２の第２基板部１５２ｃには、前記第１基板部１５２ｂに実
装されるＬＥＤ２００の配列線Ｌ１,Ｌ２に交差する方向に複数(実施例は６個)のＬＥＤ
２００が実装されている。この第２基板部には、ＬＥＤ２００の実装位置が円弧状に定め
られて、当該実装位置を結ぶよう配線パターンＨ２２が形成されている。なお、実施例で
は、前記第１基板部１５２ｂの配線パターンＨ２１および前記第２基板部１５２ｃの配線
パターンＨ２２が連続した１つの配線パターンを形成するよう構成してあるが、個別の配
線パターンを形成するようにしてもよい。
【００５４】
　前記第２ＬＥＤ基板１５２の第２基板部１５２ｃには、光照射方向に交差する方向(配
列方向)で隣接するＬＥＤ２００を相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実装されている
。すなわち、前記第２ＬＥＤ基板１５２の第２基板部１５２ｃには、配列方向において同
一極性の電極が隣接する向きで前記ＬＥＤ２００が実装されている。言い換えると、各Ｌ
ＥＤ２００は、カソード側電極ＫＴおよびアノード側電極ＡＴが配列方向において交互に
逆向きとなる姿勢で実装されて、任意のＬＥＤ２００のカソード側電極ＫＴに対して一方
側で隣接するＬＥＤ２００のカソード側電極ＫＴが向き合うと共に、当該任意のＬＥＤ２
００のアノード側電極ＡＴに対して他方側で隣接するＬＥＤ２００のアノード側電極ＡＴ
が向き合うようになっている。そして、配列方向で隣接するＬＥＤ２００のカソード側電
極ＫＴとアノード側電極ＡＴとを接続する配線パターンＨ２２の配線部分が、ＬＥＤ２０
０の実装位置を迂回するよう設けられており、迂回させた配線部分にＬＥＤ２００の光が
照射されるようになっている。すなわち、ＬＥＤ２００の光照射方向の前側に配線パター
ンＨ２２が位置するよう設けられている。このように、配線パターンＨ２２の厚み分だけ
絶縁体基材ＩＢから突出する配線部分を覆う絶縁被膜ＳＲに対して、ＬＥＤ２００から照
射された光が照射されることで、光を第２カバー部材１５３側に反射し易くしてある。
【００５５】
(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。
【００５６】
　前記パチンコ機１０の前面側に設けられた前記操作ハンドル１６を遊技者が操作するこ
とで前記打球発射装置が作動してパチンコ球が発射され、前記遊技盤２０の遊技領域２１
(第１球流下領域２１ａまたは第２球流下領域２１ｂ)内を流下する。そして、前記遊技領
域２１の第１球流下領域２１ａや第２球流下領域２１ｂを流下するパチンコ球が前記第１
始動入賞部２７や第２始動入賞部２８に入賞することを契機として特図当り判定が行われ
ると共に前記演出表示部１７での図柄変動演出が開始される。そして、特図当り判定が当
りの判定結果となることで、図柄変動演出の結果、演出表示部１７に所定の当り表示とな
る組合せ(例えば同一演出図柄の３つ揃い等)で飾図が停止表示され、遊技者に有利な当り
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遊技(大当り遊技や小当り遊技等の特別遊技)が発生する。そして、当り遊技が付与される
のに伴って、前記遊技盤２０に設けられた第１特別入賞部３３や第２特別入賞部３６の特
別開閉部材３４,３７が所定のタイミングで開閉作動されて第１特別入賞口３３ａや第２
特別入賞口３６ａが遊技領域２１に開口することでパチンコ球の入賞が許容されると共に
、演出表示部１７において特別遊技演出が行われる。また、前記遊技領域２１(第１また
は第２球流下領域２１ａ,２２ｂ)を流下するパチンコ球が前記ゲート部４１,４３を通過
することを契機として普図当り判定が行われ、当該普図当り判定が普図当り(開放作動を
許容する判定結果)となることを契機として前記第２始動入賞部２８の始動開閉部材２９
が開閉作動されて、第２始動入賞口２８ａが遊技領域２１に開口してパチンコ球の入賞が
許容される。
【００５７】
　また、前記演出表示部１７において図柄変動演出や当り遊技の間の当り遊技演出が行わ
れる際に、演出制御基板６５の制御信号に基づいて、前記発光演出装置１００の駆動モー
タ１１０が作動されて可動演出が行われると共に、当該発光装飾装置１００のＬＥＤ２０
０が作動されて発光演出が行われる。ここで、前記発光装飾装置１００の第１および第２
の発光装飾部１４０,１５０は、各ＬＥＤ基板１４２,１５２の実装面１４２ａ,１５２ａ
に沿う方向へ光を照射可能な姿勢でＬＥＤ２００が実装されると共に、光照射方向に交差
する方向で隣接するＬＥＤ２００を相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実装するよう構
成されている。すなわち、第１および第２の発光装飾部１４０,１５０において、各ＬＥ
Ｄ２００の光が対応するカバー部材に直接照射され難くすることができるから、カバー部
材１４３,１５３に直接光が照射されることに起因したＬＥＤ２００の実装位置が強く照
明される点光りが生じ難く、照明斑のない見栄えの優れた発光演出が可能となる。
【００５８】
　また、各ＬＥＤ基板１４２,１５２には、光照射方向に交差する方向で隣接するＬＥＤ
２００を相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実装してあるから、任意のＬＥＤ２００に
おいて光が照射され難くなる光照射方向と反対側のとなる後側位置を、隣接するＬＥＤ２
００の光で照明することが可能となる。すなわち、各ＬＥＤ基板１４２,１５２の実装面
１４２ａ,１５２ａに沿う方向へ光を照射可能な姿勢で実装することにより、光量が低下
する光照射方向と反対側の後側位置を、別のＬＥＤ２００の光で照明することができる。
従って、ＬＥＤ２００の光照射方向の前側および後側の夫々に照射される光量の差を抑制
することができるから、光が直接照射されることに起因する照明斑を抑制しつつ、ＬＥＤ
基板１４２,１５２での反射光に起因したカバー部材１４３,１５３の照明斑を効果的に防
止して、見栄えが良好な発光演出を実現できる。
【００５９】
　また、実施例では、各ＬＥＤ基板１４２,１５２の実装面１４２ａ,１５２ａに、光反射
性の高い絶縁被膜ＳＲを形成してあるから、各ＬＥＤ基板１４２,１５２の実装面１４２
ａ,１５２ａに沿う方向へ光を無駄なくカバー部材１４３,１５３側に向けて反射させるこ
とが可能となる。すなわち、各ＬＥＤ２００の箇々の光が届く範囲を広範囲に照明するこ
とができるから、各ＬＥＤ基板１４２,１５２に実装するＬＥＤ２００の数を抑制するこ
と可能となり、発光装飾装置１００のコストを抑制し得ると共に、消費電力の削減を図り
得る。
【００６０】
　また、実施例では、各ＬＥＤ基板１４２,１５２の実装面１４２ａ,１５２ａから突出す
るよう形成した配線パターンＨ１１,Ｈ１２,Ｈ２１,Ｈ２２の配線部分を、ＬＥＤ２００
の光照射方向前側に位置させて、当該配線部分においてＬＥＤ２００の光を対応するカバ
ー部材に向けて反射させ得るようになっている。このため、ＬＥＤ２００の光をカバー部
材に効果的に反射することができる。すなわち、ＬＥＤ２００からの距離が離れるにつれ
て光が届き難くなり、ＬＥＤ基板１４２,１５２の実装面１４２ａ,１５２ａで反射される
光が低減することから、カバー部材の照明効果が低下する。従って、ＬＥＤ２００の光照
射方向前側に配線パターンＨ１１,Ｈ１２,Ｈ２１,Ｈ２２の配線部分を位置させることで
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、カバー部材の照明効果を維持することができる。また、カバー部材１４３,１５３の形
状や装飾等に応じて、配線パターンＨ１１,Ｈ１２,Ｈ２１,Ｈ２２の配線部分をＬＥＤ２
００の光照射方向前側に位置させたり、当該配線部分をＬＥＤ２００の光照射方向前側に
位置させないようにすることで、カバー部材１４３,１５３の部位に応じて反射光が照射
される程度を調節することができる。
【００６１】
　ここで、各ＬＥＤ基板１４２,１５２において、一対のアノード側電極ＡＴおよびカソ
ード側電極ＫＴを備えたＬＥＤ２００を、配線パターンＨ１１,Ｈ１２,Ｈ２１,Ｈ２２を
介して直列に接続すると共に、当該複数のＬＥＤ２００の配列方向(配列線方向)において
同一極性の電極が隣接する向きで実装してある。すなわち、隣接するＬＥＤ２００におい
て、互いのアノード側電極ＡＴを向き合わせると共に互いのカソード側電極ＫＴを向き合
わせて、ＬＥＤ２００を直列に接続する配線パターンＨ１１,Ｈ１２,Ｈ２１,Ｈ２２にお
いて、アノード側電極ＡＴとカソード側電極ＫＴとを接続する配線部分を迂回させること
で、ＬＥＤ２００の光照射方向前側に配線パターンＨ１１,Ｈ１２,Ｈ２１,Ｈ２２の配線
部分を形成することができる。すなわち、ＬＥＤ基板１４２,１５２に形成する配線パタ
ーンＨ１１,Ｈ１２,Ｈ２１,Ｈ２２を複雑にすることなくＬＥＤ２００の光照射方向前側
に配線パターンＨ１１,Ｈ１２,Ｈ２１,Ｈ２２を位置させることができる。
【００６２】
　また、実施例の第１ＬＥＤ基板１４２では、当該第１ＬＥＤ基板１４２の外周縁から所
定間隔内側に、第１ＬＥＤ基板１４２の外周縁に沿ってＬＥＤ２００を実装するよう構成
してある。このため、第１ＬＥＤ基板１４２の外周縁に沿う方向に隣接するＬＥＤ２００
を、相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実装することで、第１ＬＥＤ基板１４２の外周
縁側および内側にＬＥＤの光を満遍なく照射することが可能になる。このため、第１ＬＥ
Ｄ基板１４２の実装面の広範囲を利用して光を反射することができる。すなわち、少ない
数のＬＥＤ２００で第１カバー部材１４３を個か的に照明することができる。
【００６３】
(別の実施例)
　次に、別の実施例に係る発光装飾部について説明する。なお、別の実施例に係る発光装
飾部は、前述した実施例の発光装飾部１４０,１５０の構成と共通しており、ＬＥＤ基板
におけるＬＥＤの実装構成が異なる。従って、以下の説明では、第１の発光装飾部１４０
の第１ＬＥＤ基板１４２の構成と異なる部分につき説明する。
【００６４】
　別の実施例のＬＥＤ基板は、図７に示すように、複数のＬＥＤ２００が直列に接続され
た複数(別の実施例では４つ)の配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４が環状に設け
られている。なお、図７ではＬＥＤ基板の図示を省略してある。各配線パターンＨ３１,
Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４の中心が完全に一致する必要はなく、最小の径で形成される配線パ
ターンＨ３１の内側に、各配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４の中心が位置して
いる。実施例では、各配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４は、同一の定点周りに
延在する環状に設けてある。なお、以下の説明では、最小の径で形成される配線パターン
を第１の配線パターンＨ３１と指称し、２番目に小さな径で形成される配線パターンを第
２の配線パターンＨ３２と指称し、３番目に小さな径で形成される配線パターンを第３の
配線パターンＨ３３と指称し、最大の径で形成される配線パターンを第４の配線パターン
Ｈ３４と指称する場合がある。
【００６５】
　前記各配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４には、各配線パターンＨ３１,Ｈ３２
,Ｈ３３,Ｈ３４の中心(実施例では定点)に対して、配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,
Ｈ３４毎に同一の光照射方向となるよう複数のＬＥＤ２００が接続されている。具体的に
は、前記第１の配線パターンＨ３１には、前記定点と反対向き(外向き)に光を照射するよ
うＬＥＤ２００が実装され、前記第２の配線パターンＨ３２には、前記定点側の向き(内
向き)に光を照射するようＬＥＤ２００が実装され、前記第３の配線パターンＨ３３には
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、前記定点と反対向き(外向き)に光を照射するようＬＥＤ２００が実装され、前記第４の
配線パターンＨ３４には、前記定点側の向き(内向き)に光を照射するようＬＥＤ２００が
実装されている。すなわち、前記定点から奇数番目となる配線パターンＨ３１,Ｈ３３に
接続されるＬＥＤ２００と、偶数番目となる配線パターンＨ３２,Ｈ３４に接続されるＬ
ＥＤ２００とで、当該定点に対する光照射方向が反対向きとなるよう構成されている。
【００６６】
　また、図に示すように、第１の配線パターンＨ３１に接続されるＬＥＤ２００は、第２
の配線パターンＨ３２に接続されるＬＥＤ２００の間に向けて光を照射する位置に設けら
れ、第２の配線パターンＨ３２に接続されるＬＥＤ２００は、第１の配線パターンＨ３１
に接続されるＬＥＤ２００の間に向けて光を照射する位置に設けられている。同様に、第
３の配線パターンＨ３３に接続されるＬＥＤ２００は、第４の配線パターンＨ３４に接続
されるＬＥＤ２００の間に向けて光を照射する位置に設けられている。すなわち、前記奇
数番目となる配線パターンＨ３１に接続されるＬＥＤ２００の間に向けて、偶数番目とな
る配線パターンＨ３２に接続されるＬＥＤ２００が光を照射すると共に、前記偶数番目と
なる配線パターンＨ３２に接続されるＬＥＤ２００の間に向けて、奇数番目となる配線パ
ターンＨ３１に接続されるＬＥＤ２００が光を照射するよう構成されている。
【００６７】
　このように、別の実施例では、配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４毎に接続す
るＬＥＤ２００の光照射方向を反対に向けることで、光が照射され難くなる光照射方向と
反対側のとなる後側位置を、別の配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４に接続する
ＬＥＤ２００の光で照明することが可能となる。すなわち、ＬＥＤ基板の実装面に沿う方
向へ光を照射可能な姿勢で実装することにより、光量が低下する光照射方向と反対側の後
側位置を、別の配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４のＬＥＤ２００の光で照明す
ることができる。従って、ＬＥＤ２００の光照射方向の前側および後側の夫々に照射され
る光量の差を抑制することができるから、光が直接照射されることに起因する照明斑を抑
制しつつ、ＬＥＤ基板での反射光に起因したカバー部材の照明斑を効果的に防止して、見
栄えが良好な発光演出を実現できる。
【００６８】
　更に、各列の配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３のＬＥＤの光を、他の列の配線パター
ンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４のＬＥＤ２００の間に照射することで、照明斑のない見
栄えの優れた発光演出が可能となる。また、配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４
の列毎に接続するＬＥＤ２００の光照射方向を揃えることで、ＬＥＤ２００を迂回するよ
うに配線パターンＨ３１,Ｈ３２,Ｈ３３,Ｈ３４を形成する必要がなく、ＬＥＤ基板に形
成する配線パターンが複雑になるのを防止することができる。
【００６９】
(変更例)
　なお、遊技機としては、前述したものに限らず、種々の変更が可能である。
【００７０】
(１)　実施例では、発光演出装置の発光装飾部を駆動手段(駆動モータ)の駆動に伴って動
作するよう構成したが、発光装飾部を定位置に保持するようにしてもよい。
(２)　実施例では、設置部材に設けた発光演出装置の発光装飾部を設けるよう構成したが
、当該設置部材に設けた発光演出装置に限られるものではない。すなわち、遊技盤に発光
装飾部を設けるようにしてもよく、遊技機を構成する中枠や前枠に発光装飾部を設けるよ
う構成してもよい。
(３)　実施例の発光装飾部では、複数のＬＥＤの配列方向において同一極性の端子が隣接
する向きでＬＥＤをＬＥＤ基板に実装するよう構成したが、光照射方向に交差する方向で
隣接するＬＥＤを相互に反対方向へ光を照射する姿勢で実装するものであれば、複数のＬ
ＥＤの配列方向において異なる極性の端子が隣接する向きでＬＥＤをＬＥＤ基板に実装す
るようにしてもよい。
(４)　実施例では、複数のＬＥＤを円環状に配列するよう構成したが、直線状に複数のＬ
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ＥＤを配列するようにしてもよく、矩形状や三角形状等のように適宜の形状にＬＥＤを配
列することができる。また複数のＬＥＤは、一定の形状をなすよう配列する構成に限らず
、無定形に配列するようにしてもよい。
(５)　実施例では、カバー部材の全体を光透過性に形成したが、当該カバー部材の一部に
塗装等により非光透過性の遮光部を設けて、カバー部材の一部に光透過部を形成するよう
にしてもよい。また、光透過部は、カバー部材一体的に形成する必要はなく、カバー部材
を遮光性の基体に、光を透過可能な光透過部を取り付けてカバー部材を形成するようにし
てもよい。
(６)　実施例では、ＬＥＤ基板に絶縁被膜を形成して、当該絶縁被膜をＬＥＤの光を反射
する反射部とするよう構成したが、当該絶縁被膜とは別に、光を反射する反射部を設ける
こともできる。すなわち、ＬＥＤ基板に形成した有色の絶縁被膜の表面に、光の反射率の
高い白色等の塗装や印刷等により光反射部を形成することでも実現できる。また、ＬＥＤ
基板に形成した絶縁被膜の表面にメッキ処理を施したり、金属薄膜等の貼付して光反射部
を形成してもよい。すなわち、実装面に沿う方向へ光を照射可能な姿勢でＬＥＤ基板に実
装されたＬＥＤの光をＬＥＤ基板に対向するよう設けたカバー部材に反射し得るよう構成
することが好ましい。
(７)　実施例では、ＬＥＤ基板を１層の絶縁体基材から構成して、当該絶縁体基材の表面
に配線パターンを形成するよう構成したが、ＬＥＤ基板を複数の絶縁体基材を積層した複
層基板に形成して、絶縁体基材の間に配線パターンを形成することもできる。
(８)　実施例では、ＬＥＤ基板の実装面から突出する配線パターンをＬＥＤの光照射方向
前側に位置させて、当該配線パターンの形成部により光を反射させ得るよう構成したが、
ＬＥＤの光照射方向前側に実装面から突出する突出部を形成して、当該突出部により光を
反射するよう構成することもできる。
(９)　実施例では、ＬＥＤ基板上に単色のＬＥＤを実装するよう構成したが、複数色で発
光するＬＥＤを採用することも可能である。
(１０)　実施例では、遊技媒体としての遊技球が始動入賞部へ入賞することを契機として
当り判定が行われ、当りの判定結果となった場合に所定の当り遊技を遊技特典として付与
されるよう構成された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備えられると共に、図柄が配列された複数の回転体が
前側から視認し得るように筐体内部に配設されており、機外部から供給される外部電源か
ら電源基板で生成された所定電圧の電源を、スロットマシン機を構成する各電気的構成部
(制御基板)に供給することで動作可能に構成されている。そして、遊技媒体としての規定
数の遊技メダルを所定の投入口に投入した遊技開始待機状態で遊技者が所定の開始操作手
段の操作を行うことを契機として、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(当り判定)を行い、所定の停止操作手段の操作を契機に、
当否判定に基づく図柄停止制御を実行するよう構成された遊技機である。そして、当否判
定が当りの判定結果となった場合に、停止操作手段の操作に基づいて所定の組合せで図柄
が停止すること(特典遊技生起条件が満たされること)で、多数の遊技メダルを獲得可能な
特典遊技(ボーナスゲームや特定の入賞役の成立確率が向上した遊技状態等)が生起される
よう制御された遊技機である。このようなスロットマシンは、筐体の内部に遊技メダルを
貯留する貯留部材(メダルタンク)を備えており、図柄の組合せに応じた入賞役が定められ
ており、停止した図柄の組合せが入賞役と一致する場合にホッパー(払出装置)が作動され
て、入賞役に応じた払出数の遊技メダルが払い出されるようになっている。
【００７１】
　またこのようなスロットマシン機では、前記複数の回転体とは別に、各種絵柄やキャラ
クタ等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等の演出表示装置が
１つまたは複数備えられて、当否判定に基づく演出を表示したり、演出用の飾り図柄(飾
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図)を変動表示させ得るよう構成される。スロットマシン機のより具体的な構成を説明す
ると、外周部に識別情報としての複数の図柄が表示された複数のリール(回転体)を有する
表示装置において、複数のリールに表示されている図柄(特別図柄)を有効ライン上に揃え
ることにより、所定数の遊技メダルを獲得する遊技が行われる。すなわちスロットマシン
では、操作手段としてのスタートレバーの操作によってリールの回転が開始され、各リー
ルに対応する停止操作手段としてのストップボタンが操作されたタイミングに応じてリー
ルの回転が停止され、全てのリールの回転(図柄の変動)が停止したときに導出された表示
結果(有効ライン上の図柄の並び順序等)に従って、当該図柄変動に伴う演出の終了後に各
種の遊技利益が付与される。そして、前記リールが回転されている間に、当否判定に応じ
た各種の演出表示を前記演出表示装置において表示したり、当否判定に応じて決定された
演出用の飾り図柄(飾図)を変動および停止表示させるようになっている。
【００７２】
　また、本願には例えば次の技術的思想が含まれている。
(Ａ)　請求項１記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記ＬＥＤ基板(142,152)の実装面(142a,152a)から突出するよう形成した配線パターン
(H11,H12,H21,H22,H31～H34)を、前記ＬＥＤ(200)の光照射方向前側に位置させて、当該
配線パターン(H11,H12,H21,H22,H31～H34)の形成部において前記ＬＥＤ(200)の光を前記
カバー部材(143,153)の光透過部に向けて反射させるよう構成されたことを要旨とする。
　このように、ＬＥＤ基板の実装面から突出する配線パターンをＬＥＤの光照射方向前側
に位置させることで、ＬＥＤの光をカバー部材の光透過部に効果的に反射することができ
る。
【符号の説明】
【００７３】
　２００　ＬＥＤ
　１４２　第１ＬＥＤ基板(ＬＥＤ基板)
　１４２ａ　実装面
　１４３　第１カバー部材(カバー部材)
　１５２　第２ＬＥＤ基板(ＬＥＤ基板)
　１５２ａ　実装面
　１５３　第２カバー部材(カバー部材)
　ＡＴ　アノード側電極
　ＫＴ　カソード側電極
　Ｈ１１,Ｈ１２,Ｈ２１,Ｈ２２,Ｈ３１～Ｈ３４　配線パターン
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