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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースユニットの前面に、光源からの照射光を拡散させるレンズ部材が設けられた遊技
機であって、
　前記ベースユニットの前面に当該ベースユニットから前方に突出する突出ユニットが設
けられ、この突出ユニットの下側に、前記レンズ部材がその上面を前記突出ユニットによ
って覆われた状態で設けられ、
　前記レンズ部材は、内部が中空でかつ上面が開口した立体的形状の外側レンズ部材と、
この外側レンズ部材の内側に設けられ、内部が中空でかつ立体的形状の内側レンズ部材と
を有し、
　前記内側レンズ部材に、当該内側レンズ部材の内部にねじ等の部材が落下するのを防止
する落下防止壁が設けられ、
　前記落下防止壁によって、前記内側レンズ部材と前記外側レンズ部材との間が塞がれて
いることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベースユニットの前面に、光源からの照射光を拡散させるレンズ部材が設け
られた遊技機に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　パチンコやスロットマシン等の遊技機においては、液晶表示装置や可動役物等によって
遊技の演出を行っている他、例えば当該液晶表示装置や可動役物の演出と合わせてまたは
独立に電飾装置によって光を点灯または点滅させる演出を行っている。
　このような電飾装置を備えた遊技機の一例として特許文献１に記載のものが知られてい
る。この遊技機の電飾装置は、光源と、この光源からの照射光を拡散させる少なくとも３
つ以上の複数のレンズ部材と、前記光源と前記複数のレンズ部材とが固定される台座部と
を備えている。
　そして、各レンズ部材は、前記光源から照射する方向へ向けて膨出した立体的形状によ
り形成されて前記光源からの照射光を拡散させるための立体レンズ部を有し、前記光源か
ら照射する方向に順次配置されている。
　すなわち、第一レンズ部材、第二レンズ部材、および第三レンズ部材は、光源から前方
向に順次配置され、一のレンズ部材の膨出部と他のレンズ部材の膨出部とが前方向に所定
の間隔をあけた状態で、前記一のレンズ部材の嵌合部と前記他のレンズ部材の嵌合部とが
嵌合され、第一レンズ部材、第二レンズ部材、及び第三レンズ部材は、各レンズ部材の固
定部が共締めによって固定され、台座部に固定されている。
【０００３】
　このような電飾装置を備えた遊技機では、レンズ部材の上面は覆われているため、遊技
機の組み立て中に、レンズ部材の上方において、他の部材を遊技機にねじ等によって固定
する場合、このねじ等の部材がレンズ部の内部に落下するおそれはない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１６１４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、スロットマシン等の遊技機では、ベースユニットの前面に突出ユニットを前
方に突出させて設け、この突出ユニットに可動役物等を組み込むとともに、この突出ユニ
ットの下側に、内部が中空でかつ立体的形状を有するレンズ部材が設けられる場合がある
。
　この場合、レンズ部材の上面は突出ユニットで覆われるため、材料費削減の観点等から
レンズ部材の上面を開口させている。
　このため、ベースユニットの前面に突出ユニットを取り付ける前に、レンズ部材を取り
付ける場合、遊技機の組み立て中に、レンズ部材の上方において、他の部材を遊技機にね
じ等によって固定する際に、このねじ等の部材がレンズ部の内部に落下するおそれがある
。レンズ部材の内部は深い場合もあり、落下したねじ等の小さな部材を取り出すのは困難
である。
　特に、電飾効果を高めるために、レンズ部材を二重構造として外側レンズ部材と内側レ
ンズ部材とで構成した場合、内側レンズの内部は狭くなるので、当該内側レンズ部材の内
部に落下した小さな部材を取り出すのはさらに困難となる。
【０００６】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたもので、二重構造の中空のレンズ部材の内側レン
ズ部材の内部にねじ等の部材が落下するのを防止できる遊技機を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明の遊技機は、ベースユニットの前面に、光源からの
照射光を拡散させるレンズ部材が設けられた遊技機であって、
　前記ベースユニットの前面に当該ベースユニットから前方に突出する突出ユニットが設
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けられ、この突出ユニットの下側に、前記レンズ部材がその上面を前記突出ユニットによ
って覆われた状態で設けられ、
　前記レンズ部材は、内部が中空でかつ上面が開口した立体的形状の外側レンズ部材と、
この外側レンズ部材の内側に設けられ、内部が中空でかつ立体的形状の内側レンズ部材と
を有し、
　前記内側レンズ部材に、当該内側レンズ部材の内部にねじ等の部材が落下するのを防止
する落下防止壁が設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明においては、ベースユニットの前面に突出ユニットを取り付ける前に、外側レン
ズ部材と内側レンズ部材を有するレンズ部材を取り付ける場合、遊技機の組み立て中に、
レンズ部材の上方において、他の部材を遊技機にねじ等によって固定する際に、このねじ
等の部材が下方に落下しても、内側レンズ部材に設けられている落下防止壁によって、内
側レンズ部材の内部へのねじ等の落下を防止できる。
　また、レンズ部材が外側レンズ部材と内側レンズ部材とからなる二重構造であるので、
電飾効果を高めることができる。
【０００９】
　本発明の前記構成において、前記内側レンズ部材の外面が前記外側レンズ部材の内面に
沿っているともに、前記落下防止壁が前記内側レンズ部材の上面に設けられた上面壁であ
ることが好ましい。
【００１０】
　このような構成によれば、外側レンズ部材を内側レンズ部材によって内側から補強でき
るともに、前記上面壁によって外側レンズ部材の上面の開口を補強できる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、レンズ部材の上方において、他の部材を遊技機にねじ等によって固定
する際に、このねじ等の部材が下方に落下しても、内側レンズ部材に設けられている落下
防止壁によって、内側レンズ部材の内部へのねじ等の落下を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機を示すもので、その斜視図である。
【図２】同、遊技機の上扉の分解斜視図である。
【図３】同、遊技機のキャビネット上ユニットの分解斜視図である。
【図４】同、キャビネットベースに可動役物ユニットを取り付けた状態を示す斜視図であ
る。
【図５】同、可動役物ユニットの分解斜視図である。
【図６】同、可動部材を裏側から見た斜視図である。
【図７】同、２つの可動部材とそれらの駆動手段を示す斜視図である。
【図８】同、一方の可動部材とその駆動手段を示す斜視図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る可動役物装置の取付け方法を説明するためのもので、
可動役物ユニットをキャビネットベースに係止する前の状態を示す側面図である。
【図１０】同、可動役物ユニットをキャビネットベースに係止した状態を示す側面図であ
る。
【図１１】同、可動役物ユニットをキャビネットベースに固定した状態を示す側面図であ
る。
【図１２】同、遊技機の可動部材（可動役物）が開状態となっている上扉の外枠のキャビ
ネットベースを示す正面図である。
【図１３】同、遊技機の可動部材が閉状態となっているキャビネットベースを示す正面図
である。
【図１４】同、遊技機の可動部材が閉状態のキャビネットベースを示す断面図である。
【図１５】同、遊技機の閉状態の可動部材を示す正面図である。
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【図１６】図１５のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図１７】同、遊技機の可動部材の突き合わせ板部のバリエーションを説明するための断
面図であり、（ａ）が従来の突き合わせ板部を示し、（ｂ）が実施の形態の突き合わせ板
部を示し、（ｃ）～（ｅ）が各変形例の突き合わせ板部を示す図である。
【図１８】同、遊技機の上扉を示す正面図である。
【図１９】同、遊技機の上扉の電飾装置を示す正面図である。
【図２０】同、遊技機の電飾装置を示す分解斜視図である。
【図２１】同、遊技機の電飾装置の部品を示す図であって（ａ）文字レンズを示す背面図
であり、（ｂ）リフレクタを示す背面図であり、（ｃ）インナーレンズを示す背面図であ
る。
【図２２】同、遊技機の電飾装置の電飾基板とリフレクタとを重ねた状態を示す正面図で
ある。
【図２３】同、遊技機の電飾装置のリフレクタとインナーレンズを示す分解斜視図である
。
【図２４】同、遊技機の電飾装置を示す要部斜視断面図である。
【図２５】本発明の実施の形態に係る遊技機を示すもので、キャビネットベースに立体的
形状のレンズ部材を取り付ける前の状態を示す斜視図である。
【図２６】同、レンズ部材の斜視図である。
【図２７】同、レンズ部材の分解斜視図である。
【図２８】同、（ａ）は外側レンズ部材の背面図、（ｂ）は内側レンズ部材の背面図であ
る。
【図２９】同、レンズ部材の断面図である。
【図３０】本発明の実施の形態に係る遊技機のキャビネット上ユニットを示すもので、カ
バーレンズを取り外した状態を示す斜視図である。
【図３１】同、カバーレンズと押ボタン装置を取り外した状態を示す斜視図である。
【図３２】同、押ボタン装置と支持部材を示す斜視図である。
【図３３】同、キャビネット上ユニットの斜視図である。
【図３４】同、押ボタン装置をキャビネット上ユニットに取り付ける方法を説明するため
の断面図である。
【図３５】本発明の実施の形態に係る遊技機を示すもので、可動部材の分解斜視図である
。
【図３６】同、リング状レンズ部材が設けられたＬＥＤ基板を示す斜視図である。
【図３７】同、リング状レンズ部材が設けられたＬＥＤ基板を示す正面図である。
【図３８】同、リング状レンズ部材の斜視図である。
【図３９】同、リング状レンズ部材の裏面図である。
【図４０】同、可動部材の要部の断面図である。
【図４１】同、光学手段を説明するためのものでリング状レンズ部材の要部の斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。本実施の形態は本発明を
遊技機の一つであるスロットマシンに適用した場合を例にとって説明するが、本発明はス
ロットマシンに限ることなく、パチンコ等の遊技機に適用してもよい。
【００１４】
　まず、発明が適用されるスロットマシンＭの概略構成について説明する。
　図１はスロットマシンＭを示す斜視図である。このスロットマシンＭは、筐体１を備え
ており、この筐体１は、底板、左右の側板、天板および背板を備え、当該筐体１の正面側
に開口する正面開口部を有する箱形に形成されている。なお、底板の上面には、各部品に
電力を供給するための電源装置（図示略）を内蔵した電源ユニット等が設けられている。
【００１５】
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　また、前記筐体１の左右の側板には、筐体１の高さ方向略中央で水平となるように中板
（図示略）が設けられており、この中板によって筐体１内は上下に分割されている。した
がって、筐体１の前記正面開口部は、その上部を開口する開口上部とその下部を開口する
開口下部との２つに区画されている。
　筐体１の正面には、筐体１の正面開口部を開閉可能に閉塞する前扉３が設けられており
、この前扉３は、前記開口上部を開閉可能に閉塞する上扉３０と、前記開口下部を開閉可
能に閉塞する下扉４０とを備えている。
【００１６】
　前記筐体１内には前記中板の上面に、交換ユニット（図示略）が着脱可能に設けられて
いる。この交換ユニットは枠体と、枠体に支持されたリールユニットと、枠体に固定され
た基板ユニットとを備えている。
　リールユニットは、枠体に設けられた３個のステッピングモータと、各々のステッピン
グモータの出力軸に固定された３個の回転リールとを備えている。また、基板ユニットは
、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等の電子部品を備えた基板を、基板ケースに収納した
ものである。そして、基板ユニットは、スロットマシンＭの遊技を制御するための遊技制
御装置として機能する。
【００１７】
　図２に示すように、前記上扉３０は、外枠（キャビネットユニット）３０ｂに中枠（バ
リア上ユニット）３０ａを嵌め込んで構成されている。
　上扉３０にはその一方の縦方向の側縁部に上扉側蝶番（図示略）が設けられている。一
方、前記交換ユニットの枠体には枠体側蝶番（図示略）が設けられており、この枠体側蝶
番に前記上扉側蝶番を係合させることによって、上扉３０は、交換ユニットの枠体に回動
自在に取り付けられている。なお、上扉３０は、筐体１の側板に取り付けるように形成し
てもよい。
【００１８】
　また、上扉３０は、略中央部に回転リールの図柄を正面から見ることができる図柄表示
窓３１を備えている。図柄表示窓３１は、各回転リールの図柄が３個ずつ表示可能に形成
されている。
　図柄表示窓３１の上方には、中枠３０ａに設けられるとともに液晶表示装置で構成され
た画像表示部３４を正面から見ることができる画像表示窓３７が設けられている。この画
像表示部３４は、各当選役の図柄配列や遊技履歴等の情報の画像や、遊技の状態や当選役
の抽選結果を報知する画像等を表示するためのものである。また、上扉３０の下部の左右
には、種々のサウンドを出力するためのスピーカ３５，３５を覆うスピーカーカバー３６
，３６が設けられている。また図１に示すように、画像表示窓３７の上側には、報知など
を行うためのランプ３８が設けられている。
【００１９】
　図１に示すように、下扉４０は筐体１の開口下部を開閉可能に閉塞するための扉である
。下扉４０は、外枠４６に図示しない中枠を嵌め込んで構成されている。
　下扉４０の一方の縦方向の側縁部に下扉側蝶番（図示略）が設けられている。そして、
この下扉側蝶番を、筐体１の一方の側板に設けられた筐体側蝶番（図示略）と係合させる
ことで、下扉４０は、筐体１の一方の側板に回動自在に取り付けられている。また、上扉
３０の下端部には、下扉４０の前面より後方側で下扉４０の上端より下側に突出する係合
部が設けられ、下扉４０が閉じた状態で、上扉３０を開放することができない構造になっ
ている。
【００２０】
　また、下扉４０の上部には、図１に示すように、スロットマシンＭを操作するための操
作部５０が設けられている。操作部５０には、クレジットおよびベットされたメダルを払
い出すための精算スイッチ５２、ゲームを開始させるためのスタートスイッチ５３、回転
リールの回転を停止させるためのストップスイッチ５４が設けられている。
　また、下扉４０の上部右側には、メダルを投入するためのメダル投入口４２が設けられ
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ている。また、下扉４０の下部には、スロットマシン内部よりメダルを排出するためのメ
ダル払い出し口４１と、メダル払い出し口４１から排出されたメダルを溜めておくための
メダル受け皿４３とが設けられている。また、操作部５０とメダル受け皿４３との間には
透明の前パネル４５が取り付けられている。
【００２１】
　次に、この実施の形態の遊技機の可動役物ユニットについて説明する。
　本実施の形態では、図３に示すように、前記キャビネットユニット３０ｂは、キャビネ
ットベース３２と、このキャビネットベース３２の前面上部に取り付けられるキャビネッ
ト上ユニット３３とを備えている。キャビネットベース（ベース部材）３２の前面上部に
は、図４に示すように、可動役物ユニット２００が取り付けられており、この可動役物ユ
ニット２００を覆うようにして前記キャビネット上ユニット３３（図３参照）がキャビネ
ットベース３２の前面上部に取り付けられるようになっている。
【００２２】
　また、キャビネットベース３２の上部には、前記画像表示部３４の前面を露出させるた
めの矩形状の開口部３２ａが設けられており、この開口部３２ａの下縁部に沿ってガイド
レール５５が設けられている。このガイドレール５５は２つの平行なガイド溝５５ａ，５
５ａを有しており、このガイド溝５５ａ，５５ａに後述する可動部材２０５，２０６の下
端部がガイド溝５５ａ，５５ａに沿って左右に移動自在に嵌め込まれるようになっている
。
【００２３】
　前記可動役物ユニット２００は、図３～図５に示すように、取付フレーム２０１と、こ
の取付フレーム２０１に取り付けられた可動役物装置２０２とを備えている。
　取付フレーム２０１は、金属板によって形成されたものであり、図５に示すように、長
方形板状の上板２０１ａと、この上板２０１ａの長手方向に沿う縁部に上板２０１ａと一
体的にかつ直角に設けられた長方形板状の背板２０１ｂと、前記上板２０１ａの短手方向
に沿う縁部に上板２０１ａと一体的にかつ直角に設けられた左右一対の側板２０１ｃ，２
０１ｃとを備えている。また、側板２０１ｃは背板２０１ｂとは逆側において、上板２０
１ａの短手方向に沿う縁部に設けられている。
【００２４】
　上板２０１ａには多数の貫通孔が形成されており、これによって軽量化が図られている
。また、上板２０１ａの長手方向に沿う縁部のうち、背板２０１ｂ側の縁部の長手方向略
中央部には、固定板２０１ｄが上板２０１ａの上面から突出して設けられている。この固
定板２０１ｄには孔が形成され、この孔にねじ等の止着材２０３が挿通されるようになっ
ている。
　前記背板２０１ｂには多数の貫通孔が形成されており、これによって軽量化が図られて
いる。また、背板２０１ｂの左右両端部には、それぞれ固定板２０１ｅが上板２０１ａの
上面から突出して設けられている。この固定板２０１ｅには孔が形成され、この孔にねじ
等の止着材２０３が挿通されるようになっている。
　前記側板２０１ｃの下端部には、固定板２０１ｆが側板２０１ｃから外側に突出して設
けられている。この固定板２０１ｆには孔が形成され、この孔にねじ等の止着材２０３が
挿通されるようになっている。
【００２５】
　また、背板２０１ｂの上縁部には左右一対の係止部２０１ｇ，２０１ｇが上板２０１ａ
の上面から突出して設けられている。一方の係止部２０１ｇは固定板２０１ｄと一方の固
定板２０１ｅとの間に配置され、他方の係止部２０１ｇは固定板２０１ｄと他方の固定板
２０１ｅとの間に配置されている。係止部２０１ｇは、取付フレーム２０１をキャビネッ
トベース３２の前面上部に仮固定する際に、当該キャビネットベース３２の上縁部に差し
込んで係止するためのものである。
【００２６】
　前記可動役物装置２０２は、図５に示すように、左右一対の可動部材２０５，２０５と
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左右一対の可動部材２０６，２０６を備えている。この可動部材２０６，２０６は可動部
材２０５，２０５の後方に当該可動部材２０５，２０５と平行に配置されている。また、
可動部材２０５，２０５および可動部材２０６，２０６はそれぞれ左右方向に接近離間す
るように移動可能となっている。
【００２７】
　可動部材２０５，２０５はそれぞれベース部材２０７，２０７に取り付けられている。
　すなわち、ベース部材２０７には、図６に示すように、ガイドレール２０８が左右に延
在して設けられており、このガイドレール２０８に可動部材２０５の上部に固定されてい
るスライド部材２０９がガイドレール２０８に沿って左右に移動自在に設けられている。
これによって、可動部材２０５はガイドレール２０８に沿って移動自在となっている。
　また、可動部材２０５の下部にはスライド部材２０５ａが取り付けられており、このス
ライド部材２０５ａは前記ガイドレール５５の前側のガイド溝５５ａに当該ガイド溝５５
ａに沿って左右に移動自在に嵌め込まれるようになっている。
【００２８】
　このようにしてベース部材２０７に取り付けられた可動部材２０５は駆動手段２１０に
よって左右に移動されるようになっている。
　すわなち、図５および図６に示すように、駆動手段２１０はベース部材２０７に取り付
けられたモータ（ステッピングモータ）２１１と、このモータ２１１の駆動軸に取り付け
られたギヤ２１２と、ベース部材２０７に取り付けられて、ギヤ２１２が噛合しているピ
ニオンギヤ２１３と、このピニオンギヤ１１３が噛合しているラック２１４とを備えてい
る。
　ラック２１４は、前記スライド部材２０９の端部に固定されており、当該スライド部材
２０９と一体となって左右に移動可能となっている。
【００２９】
　そして、このような構成の駆動手段２１０では、モータ２１１の駆動軸を正逆方向に回
転させることによって、ギヤ２１２、ピニオンギヤ２１３を介してラック２１４が左右に
移動し、このラック２１４の移動によってスライド部材２０９が左右に移動し、このスラ
イド部材２０９の左右の移動によって可動部材２０５が左右に移動するようになっている
。
【００３０】
　前記ベース部材２０７，２０７は前記取付フレーム２０１の上板２０１ａの下面の前側
に当接されたうえで、上板２０１ａからねじをベース部材２０７にねじ込むことによって
、取付フレーム２０１に取り付けられている。
　また、ベース部材２０７，２０７は、図７に示すように、それらの端部を互いに当接ま
たは近接した状態で一直線上に配置され、この状態で図３に示すように、取付フレーム２
０１に取り付けられている。なお、ベース部材２０７の上面には、図７に示すように位置
決め用の突起２０７ａが複数設けられており、この突起２０７ａを取付フレーム２０１の
上板２０１ａに形成された位置決め用の孔に嵌合することによって、ベース部材２０７の
取付け位置が位置決めされる。
　また、取付フレーム２０１にベース部材２０７，２０７を介して取り付けられている可
動部材２０５，２０５は、駆動手段２１０，２１０によって左右方向に互いに接近離間す
るように移動されるようになっている。
【００３１】
　前記可動部材２０６，２０６は以下のようにして取付フレーム２０１に取り付けられて
いる。
　すなわちまず、図５に示すように、取付フレーム２０１の背板２０１ｂには、左右一対
のガイドレール２１６，２１６がねじによって固定されるようになっている。背板２０１
ｂに固定されたガイドレール２１６，２１６は所定の間隔をおいてほぼ一直線上に配置さ
れている。ガイドレール２１６にはスライド部材２１７がガイドレール２１６に沿って左
右に移動自在に設けられている。このスライド部材２１７には、可動部材２０６の上部を
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保持するホルダ部材２０６Ａが取り付けられている。したがって、可動部材２０６はホル
ダ部材２０６Ａおよびスライド部材２１７を介してガイドレール２１６に沿って左右に移
動自在となっている。
　また、可動部材２０６の下部にはスライド部材２０６ａが取り付けられており、このス
ライド部材２０６ａは前記ガイドレール５５の後側のガイド溝５５ａに当該ガイド溝５５
ａに沿って左右に移動自在に嵌め込まれるようになっている。
【００３２】
　前記可動部材２０６は駆動手段２２０によって左右に移動されるようになっている。
　すなわち、駆動手段２２０は、図５および図８に示すように、モータ２２１と、このモ
ータ２２１の駆動軸に取り付けられた図示しないギヤと、このギヤに噛合する駆動プーリ
２２２と、この駆動プーリ２２２に対向して配置された従動プーリ２２３と、これらプー
リ２２２，２２３に掛けられたベルト２２４とを備えている。モータ２２１はモータホル
ダ２２５に取り付けられており、このモータホルダ２２５が取付フレーム２０１の上板２
０１ａにねじによって固定されている。
　また、前記従動プーリ２２３はプーリベース２２６に取り付けられており、このプーリ
ベース２２６が前記上板２０１ａにねじによって固定されている。プーリベース２２６に
は位置決め用の凸部２２６ａ，２２６ａが設けられており、この凸部２２６ａ，２２６ａ
を上板２０１ａに形成された矩形状の孔２０１ｋに嵌合することによって、プーリベース
２２６が位置決めされている。
【００３３】
　また、プーリベース２２６には、従動プーリ２２３が２つ設けられており、一方の従動
プーリ２２３は一方の可動部材２０６を移動させる一方の駆動手段２２０を構成し、他方
の従動プーリ２２３は他方の可動部材２０６を移動させる他方の駆動手段２２０を構成し
ている。
　前記可動部材２０６の上部を保持しているホルダ部材２０６Ａは図示しないベルト押え
よってベルト２２４に固定されている。
　したがって、このような構成の駆動手段２２０では、モータ２２１の駆動軸を回転させ
ることによって、駆動プーリ２２２が正逆方向に回転し、ベルト２２４が駆動プーリ２２
２と従動プーリ２２３との間で正逆方向に回転移動することによって、可動部材２０６が
左右に移動するようになっている。
　また、左右一対の可動部材２０６，２０６は、左右一対の駆動手段２２０，２２０によ
って左右方向に互いに接近離間するように移動されるようになっている。
【００３４】
　次に前記のようにして構成された可動役物ユニット２００をキャビネットベース（ベー
ス部材）３２に取り付ける方法について説明する。
　まず、図９に示すように、可動役物ユニット２００の取付フレーム２０１の上端部、す
なわち取付フレーム２０１の背板２０１ｂの上縁部に設けられた係止部２０１ｇをキャビ
ネットベース３２の上部に設けられた孔２３０に斜め下方から挿入して係合したうえで、
図１０に示すように、この係止した係止部２０１ｇを支点として取付フレーム２０１をキ
ャビネットベース３２に向けて回転させる。
　一方、キャビネットベース３２の前面側には、フック部２３１が当該キャビネットベー
ス３２の前面から突出させて設けられている。フック部２３１は左右一対あり、キャビネ
ットベース３２の左右の側板の内面側に設けられている。
【００３５】
　そして、係止部２０１ｇを支点して取付フレーム２０１をキャビネットベース３２に向
けて回転させて、図１１に示すように、当該取付フレーム２０１の他端部、すなわち取付
フレーム２０１の側板２０１ｃに設けられている固定板２０１ｆを前記フック部２３１に
引っ掛けて仮固定する。これによって、可動役物ユニット２００がキャビネットベース３
２に仮固定される。また、可動役物ユニット２００を仮固定する際に、可動部材２０５，
２０６のそれぞれの下端部のスライド部材２０５ａ，２０５ｂを前記ガイドレール５５の
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２つのガイド溝５５ａ，５５ａ（図９参照）にそれぞれ当該ガイド溝５５ａ，５５ａに沿
って移動自在に嵌め込む。
【００３６】
　その後、図４および図１１に示すように、仮固定された取付フレーム２０１をねじ（止
着材）２０３によってキャビネットベース３２に固定する。
　この固定は、取付フレーム２０１に設けられている固定板２０１ｄ，２０１ｅ，２０１
ｆ（図５参照）にそれぞれ形成された貫通孔にねじ２０３を挿通し、このねじ２０３をキ
ャビネットベース３２の前面側に設けられたねじ孔にねじ込むことによって行う。
【００３７】
　本実施の形態によれば、取付フレーム２０１に可動役物装置２０２を取り付けることに
よって可動役物ユニット２００が構成され、この可動役物ユニット２００の取付フレーム
２０１がキャビネットベース３２に取り付けられているので、可動役物装置２０２をキャ
ビネットベース３２に容易に取り付けることができる。つまり、可動役物装置２０２をキ
ャビネットベース３２とは別体の取付フレーム２０１に取り付けることによって可動役物
ユニット２００を構成したので、可動役物装置２０２を構成する可動部材２０５，２０６
および当該可動部材２０５，２０６を駆動させる駆動手段２１０，２２０を別々に直接キ
ャビネットベース３２に取り付ける必要がなく、可動役物ユニット２００の取付フレーム
２０１をキャビネットベース３２に取り付けることによって、容易かつ正確に可動役物装
置２０２をキャビネットベース３２に容易に取り付けることができる。
【００３８】
　また、可動役物ユニット２００の取付フレーム２０１の係止部２０１ｇをキャビネット
ベース３２に上部に設けられた孔２３０に係止したうえで、この係止した係止部２０１ｇ
を支点として取付フレーム２０１をキャビネットベース３２側に回転させて、当該取付フ
レーム２０１の固定板２０１ｆをキャビネットベース３２のフック部２３１に引っ掛ける
ことによって、比較的重量のある可動役物ユニット２００をキャビネットベース３２に容
易に仮固定することができる。そして、この仮固定された取付フレーム２０１をねじ２０
３によってキャビネットベース３２に固定することによって、可動役物装置２０２を有す
る可動役物ユニット２００を確実かつ強固にキャビネットベース３２に取り付けることが
できる。
【００３９】
　なお、本実施の形態では、取付フレーム２０１の上端部に設けられている係止部２０１
ｇをキャビネットベース３２の上縁部（の孔２３０）に係止したうえで、当該係止部２０
１ｇを支点として取付フレームを下方に回転させて、キャビネットベース３２に設けられ
たフック部２３１に取付フレーム２０１の固定板２０１ｆを引っ掛けることによって、取
付フレーム２０１を仮固定したが、これに限ることなく、例えば、取付フレームの一方の
側端部に係止部を設け、この係止部をキャビネットベースの一方の側板に係止したうえで
、当該係止部を支点して取付フレームを水平方向に回転させて、キャビネットベースの他
方の側板に設けられたフック部に取付フレームの他方の側端部を引っ掛けることによって
、取付フレームを仮固定してもよい。
【００４０】
　次に、この実施の形態のスロットマシンＭ（遊技機）の演出用画像を表示可能な画像表
示部（ディスプレイ）３４の前側に配置される２対の可動部材（可動役物）２０５，２０
６のうちの一方の一対の可動部材２０６の構造について説明する。なお、可動部材２０６
は、キャラクタを表す一対の主となる部材としての表面部材３００と、各種レンズ部材お
よびレンズ部材に光を照射するＬＥＤが搭載されたＬＥＤ基板等を備える。
　図１２および図１３に示すように、スロットマシンＭには、前側（遊技機で遊技する遊
技者に近い側）で左右方向に移動自在な可動部材２０５と、それら可動部材２０５の後側
（遊技者から遠い側）で左右方向に移動自在な可動部材２０６とを備える。また、一方の
一対の可動部材２０５は、月桂樹の冠（月桂樹の輪）を模したものを左右に２分割した形
状であり、これら左右の可動部材２０５が左右に離れた開状態から画像表示部３４の前側
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で略一体の月桂樹の冠となった閉状態に移動可能となっている。なお、略一体になった閉
状態でも、一対の可動部材２０５は略環状なので、中央から画像表示部３４の表示が視認
可能となっている。この際に閉状態の可動部材２０６も視認可能になる。
【００４１】
　それに対して、他方の一対の可動部材２０６は、動物のキャラクタとして馬の顔を左右
に２分割したものであり、これら左右の可動部材２０６が左右に離れた開状態から画像表
示部３４の前側で一体の馬の顔となった閉状態に移動可能となっている。なお、一体にな
った状態では、可動部材２０６下部の口３０８（図１５に図示）の部分を除いて２つの可
動部材２０６が略突き合わされるようになっている。
【００４２】
　また、これら可動部材２０５，２０６は、外枠３０ｂに移動自在に設けられている。外
枠３０ｂは、略矩形状のキャビネットベース３２と、キャビネットベース３２の前側の上
半分に設けられたキャビネット上ユニット３３とからなっており、可動部材２０５，２０
６は、キャビネットベース３２とキャビネット上ユニット３３との間に配置され、キャビ
ネットベース３２側に支持されている。
【００４３】
　キャビネット上ユニット３３は、門形状の装飾部分（ランプ３８等）の内側に透明板か
らなる画像表示窓３７を備える構造となっている。開状態の２対の可動部材２０５，２０
６は、中枠３０ａに支持された画像表示部３４の前側で、画像表示部３４の左右外側に配
置され、画像表示部３４と前後に略重ならない状態となっている。この状態の２対の可動
部材２０５，２０６は、キャビネット上ユニット３３の門形の装飾部分の後側に隠れた状
態となっており、画像表示窓３７からほとんど視認できない状態となる。
【００４４】
　一方、２対の可動部材２０５，２０６が閉じた状態では、画像表示部３４の前側に画像
表示部３４に重なって可動部材２０５，２０６が配置され、可動部材２０５，２０６が画
像表示窓３７から視認可能になる。
【００４５】
　これら２対の可動部材２０５，２０６のうちの他方の一対の可動部材２０６の表面部材
３００は、図１２～図１６に示すように、閉状態でそれぞれ馬の顔の半分となる湾曲板部
３０１，３０２と、左右２つの可動部材２０６を略突き合わせた際に、互いに対向すると
ともに近接して配置される突き合わせ部となる突き合わせ板部３０３，３０４とを備える
。湾曲板部３０１，３０２は、左右の可動部材２０６，２０６を突き合わせた際に突き合
わせ部分が最も前に膨らむ形状となるように湾曲している。
【００４６】
　また、湾曲板部３０１，３０２において、目３１０、鼻３０７、口３０８は、開口した
状態となっているとともに、これらの開口から湾曲板部３０１，３０２の裏面側が見えな
いように、各開口には、画像表示部３４の画面に略直交する方向（遊技機の前後方向）に
沿った壁状の構造が設けられている。例えば、環状の目３１０の内周縁部と鼻３０７の内
周縁部との部分には、前後方向に沿って後方に突出する筒状で壁状の構造が設けられ、環
状に閉じていない開口である口３０８の部分には、口３０８の形状および口３０８の歯３
０９の形状に対応して壁状の構造が後方に突出して設けられている。
【００４７】
　また、突き合わせ板部３０３は、左の湾曲板部３０１の右側縁部に上下方向に沿って延
在して設けられるとともに、左の湾曲板部３０１の画像表示部３４に対して前側に膨出し
た部分から画像表示部３４側に向かって突出して設けられている。
　同様に、突き合わせ板部３０４は、右の湾曲板部３０２の左側縁部に上下方向に沿って
延在して設けられるとともに、右の湾曲板部３０２の画像表示部３４に対して前側に膨出
した部分から画像表示部３４側に向かって突出して設けられている。
【００４８】
　また、突き合わせ板部３０３，３０４は、湾曲板部３０１，３０２と接合される側が、
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湾曲板部３０１，３０２の形状に合わせて湾曲した形状となっているのに対して、画像表
示部３４側の側縁部は、略鉛直方向に沿った直線状の形状となっている。
　また、突き合わせ板部３０３，３０４は、その突き合わせ面３０５，３０６が画像表示
部３４の画面に対して直交する所定方向３６１（図１７に図示）に交差するようになって
いる。
【００４９】
　すなわち、突き合わせ板部３０３，３０４（突き合わせ面３０５，３０６）は、画像表
示部３４の画面に対して直交する形状（図１７（ａ））とはなってはおらず、図１７（ｂ
）に示すように、所定方向３６１に交差しており、例えば、所定方向３６１に対して斜め
となっている。
【００５０】
　突き合わせ板部３０３，３０４は、上下方向（鉛直方向）に沿っているが、前後方向に
対して左右に斜めとなっている。ここでは、突き合わせ板部３０３，３０４は、前に向か
うにつれて右側（または左側）にずれるように斜めとなっている。なお、互いに突き合わ
される２つの突き合わせ板部３０３，３０４の突き合わせ面３０５，３０６は、互いに同
様に斜めに傾斜した状態となっている。
【００５１】
　これにより、一対の可動部材２０６を閉じた状態に突き合わせた際に、可動部材２０６
同士の間に隙間があっても、左右の可動部材２０６で互いに突き合わされる突き合わせ板
部３０３，３０４が同じように斜めに傾斜した状態となっていることから、画像表示部３
４からの光が遮られることになる。
【００５２】
　例えば、２つの突き合わせ板部３０３，３０４同士の前端同士の隙間の位置と、後端同
士の隙間の位置とが前後に重ならないようになっており、突き合わせ板部３０３，３０４
の画像表示部３４側となる後端同士の隙間に入射した光は、可動部材２０６の前面側とな
る前端同士の隙間から遊技者側に向かって出射できない。なお、画像表示部３４から放射
される光のうちの突き合わせ面の面方向に略沿う斜め方向の光は、突き合わせ板部３０３
，３０４同士の隙間から斜め方向に漏れるが、この斜め方向の光は、画像表示部３４の略
正面にいる遊技者には見えない。
【００５３】
　このような遊技機の一対の可動部材２０６においては、画像表示窓３７の左右の外側か
ら画像表示窓３７の略中央に移動して一体となることにより、画像表示部３４の前で１つ
のキャラクタを表すようになっている。従来これらの隙間を完全に閉じた状態としないと
、画像表示部３４からの光がこれら可動部材２０６同士の隙間から線状に漏れることによ
り、一対の可動部材２０６からなるキャラクタの中央部に縦に輝線が生じる。この輝線に
より、一対の可動部材２０６によるキャラクタの一体感が損なわれていた。すなわち、図
１７（ａ）に示すように、従来は、一対の突き合わせ板部３２０，３２１（突き合わせ面
３２２，３２３）が画像表示部３４の画面に対して直交する所定方向３６１と平行となっ
ていることで、上述のように光が漏れる構造となっていた。
【００５４】
　それに対して、この実施の形態によれば、斜めに配置された突き合わせ板部３０３，３
０４の突き合わせ面３０５，３０６が交差面として、所定方向３６１と交差することによ
り、一対の可動部材２０６同士の間に隙間があっても、画像表示部３４からの光が隙間か
ら遊技者に向かって漏れることがなく、一対の可動部材２０６からなるキャラクタに縦の
輝線が生じることがない。
【００５５】
　言い換えれば、閉じた状態の一対の可動部材２０６同士の間の隙間を完全になくすよう
に、可動部材２０６の移動機構の構造を高精度のものにしたり、一体化した状態で、可動
部材２０６同士を互いに押し付けるような構造を設けたりしなくても、可動部材２０６同
士の隙間から画像表示部３４の明かりが遊技者側に漏れるのを防止し、一対の可動部材２
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０６からなるキャラクタを一体感のあるものにすることができる。
【００５６】
　なお、一対の可動部材２０６の隙間から明かりが漏れるのを防止する上では、例えば、
突き合わせ板部３０３，３０４が画像表示部３４の画面に直交する所定方向３６１と交差
する構造となっていればよい。例えば、図１７（ｂ）に示すように、突き合わせ板部３０
３，３０４の突き合わせ面３０５，３０６を斜めにする他に、図１７（ｃ）に示すように
、一対の突き合わせ板部３３０，３３１（突き合わせ面３３２，３３３）を少なくとも二
箇所で屈曲する略同様のクランク形状として上述の所定方向３６１と交差するようにした
り、図１７（ｄ）に示すように、一対の突き合わせ板部３４０，３４１（突き合わせ面３
４２，３４３）のうちの一方の突き合わせ板部３４０に凸部を設け、他方の突き合わせ板
部３４１に前記凸部に噛み合う凹部を設けて上述の所定方向３６１と交差するようにした
り、図１７（ｅ）に示すように、一対の突き合わせ板部３５０，３５１（突き合わせ面３
５２，３５３）を湾曲させて上述の所定方向３６１と交差するようにしたりしてもよい。
【００５７】
　いずれにしろ、突き合わせ板部３０３，３０４，３３０，３３１，３４０，３４１，３
５０，３５１に形成された突き合わせ面３０５，３０６，３３２，３３３，３４２，３４
３，３５２，３５３が、上述の所定方向３６１に対して交差した交差面を備えることにな
る。
【００５８】
　また、この実施の形態では、左右一対の可動部材２０６，２０６が左右方向に動いて開
閉するものとしたが、上下一対の可動部材が上下方向に移動して開閉するものとしてもよ
い。
【００５９】
　次に、この実施の形態のスロットマシンＭ（遊技機）の装飾用ランプとしての電飾装置
４０１について説明する。
　この実施の形態で説明する電飾装置４０１は、図１８に示すように、上扉３０の外枠３
０ｂの向かって左側の側部に設けられた装飾用のランプ３８としての電飾装置４０１であ
る。なお、外枠３０ｂのキャビネットベース３２と、キャビネットベース３２の前側の上
半分に設けられたキャビネット上ユニット３３とからなっており、キャビネット上ユニッ
ト３３は、画像表示部３４を視認可能とする画像表示窓３７の外側に門形状の装飾部分（
ランプ３８等）を備えている。
【００６０】
　この装飾部分のランプ３８の１つとして、キャビネット上ユニット３３の左側部に電飾
装置４０１が設けられている。
　図１９～図２０に示すように、電飾装置４０１は、装飾として複数の文字からなる文字
列を示すもので、ここでは主にキャラクタ名となる５文字のカタカナを示し、この５文字
のカタカナを装飾として使用するとともに、文字の背景となる部分も装飾用ランプ（ラン
プレンズ４２１）として機能するようになっている。電飾装置４０１は、裏面側から後述
のＬＥＤ４４２に照らされて発光しているように見える表面レンズとして、上述の５文字
のカタカナを示す文字レンズ４１１およびこれら文字の背景となるランプレンズ４２１と
を有する。
【００６１】
　文字レンズ４１１は、５つの文字部（領域）４１２～４１６を備える。文字レンズ４１
１とランプレンズ４２１との間には、文字レンズ４１１で示される５文字のカタカナの周
囲を囲んで装飾する文字飾り４３１が配置されている。これら文字レンズ４１１とランプ
レンズ４２１と文字飾り４３１は、互いに噛み合うように係合可能となっており、文字レ
ンズ４１１の各文字の周囲に文字飾り４３１が配置され、さらにその周囲にランプレンズ
４２１が配置されるようになっている。
【００６２】
　文字レンズ４１１とランプレンズ４２１は、電飾装置４０１の前面に配置される表面レ
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ンズとして裏面側からＬＥＤ４４２に照らされて発光したよう見えるようになっている。
この際に文字飾り４３１によって文字レンズ４１１の文字と、ランプレンズ４２１の背景
が区切られるとともに、この文字飾り４３１により文字レンズ４１１の発光するように見
える各文字が装飾される。
　また、文字レンズ４１１には、文字レンズ４１１と別体のサブ文字レンズ４１７が取り
付けられている。
【００６３】
　これら文字レンズ４１１とランプレンズ４２１の背面側には、ＬＥＤ４４２が搭載され
た電飾基板４４１と、電飾基板４４１の背面側を収納する基板ケース４４３とを備える。
　文字レンズ４１１の背面には、各文字部４１２～４１６に対応して光を拡散させるため
の凹凸としのプリズム構造が設けられ、インナーレンズ４６１を通ってくるＬＥＤ４４２
の光をさらに面状に分散するようになっている。なお、図２１（ａ）の文字レンズ４１１
の背面に示すように図において、プリズム構造部分は、格子模様状に描かれている。
【００６４】
　文字レンズ４１１およびランプレンズ４２１と、電飾基板４４１との間には、リフレク
タ４５１と、インナーレンズ４６１とが配置されている。なお、インナーレンズ４６１よ
り、リフレクタ４５１の方が前側、すなわち、文字レンズ４１１およびランプレンズ４２
１に近い側に配置されている。したがって、インナーレンズ４６１は、リフレクタ４５１
より後側の電飾基板４４１に近い側に配置されている。
【００６５】
　リフレクタ４５１は、ここでは、文字レンズ４１１の各文字部４１２～４１６に対応し
て文字部４１２～４１６の外周を囲む壁が設けられたものであり、各文字部４１２～４１
６を照らすＬＥＤ４４２の光が他の文字部４１２～４１６を照らしたり、文字部４１２～
４１６の背景となるランプレンズ４２１側を照らしたりしないようにするとともに、ラン
プレンズ４２１を照らすＬＥＤ４４２が文字レンズ４１１の各文字部４１２～４１６を照
らさないように遮蔽するものである。なお、リフレクタ４５１においては、各文字部４１
２～４１６を囲む壁部４５２～４５６がそれぞれ接合されて１つの部材となっている。ま
た、リフレクタ４５１は、反射板としてインナーレンズ４６１を透過した光をリフレクタ
４５１に区切られる区域の内側に反射する機能も有する。
【００６６】
　図２２に示すように、電飾基板４４１に搭載された複数のＬＥＤ４４２は、リフレクタ
４５１で区切られるようになっており、リフレクタ４５１の各壁部４５２～４５６に囲ま
れたそれぞれのＬＥＤ４４２が、文字レンズ４１１の各壁部４５２～４５６に対応する文
字部４１２～４１６を照らすことになる。
【００６７】
　また、リフレクタ４５１の各壁部４５２～４５６は、遊技機の前後方向（画像表示部３
４の画面に直交する方向）に沿って設けられ、前縁（前端面）が一平面内に配置されて面
一となっているとともに、後縁（後端面）が一平面内に配置されて面一となっている。ま
た、後端面には、インナーレンズ４６１の複数のスリット４６２毎に当該スリット４６２
に沿ってスリット４６２内に挿入される突条である複数の挿入部４５７が設けられている
。
【００６８】
　各挿入部４５７は、図２１、図２３、図２４に示すように、インナーレンズ４６１のス
リット４６２より少しだけ細く形成されているが、それぞれ対応する各スリット４６２と
略同形状に設けられている。また、リフレクタ４５１の後端部は、その後端面の幅が各壁
部４５２～４５６の厚みより広くなるように、幅が拡げられている。そのため、各壁部４
５２～４５６と各挿入部４５７の位置が少しだけずれている部分があり、これはスリット
４６２と壁部４５２～４５６との位置ずれを吸収するための構造である。
【００６９】
　また、リフレクタ４５１の後端面は、インナーレンズ４６１の正面側に当接している。
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また、インナーレンズ４６１のリフレクタ４５１の後端面が当接する位置には、多くの凹
凸の集まりであるプリズム構造が設けられていない。
【００７０】
　前記インナーレンズ４６１は、背面側（電飾基板４４１側）から電飾基板４４１の各Ｌ
ＥＤ４４２の光が入射し、この光が正面側（文字レンズ４１１およびランプレンズ４２１
側）から出射する。インナーレンズ４６１の正面および背面には、各ＬＥＤの光を必要な
面積に分散させて面光源に近い明かりとするために、多くの小さなプリズム構造（所定形
状の凹凸）が設けられている。
【００７１】
　すなわち、各ＬＥＤ４４２の背面から入射した光は、プリズム構造により、インナーレ
ンズ４６１内でインナーレンズ４６１の面（正面および背面）に沿って分散する。なお、
インナーレンズ４６１内を分散される光の方向は、インナーレンズ４６１の正面および背
面に平行である必要はなく、正面と背面とに対して斜めの方向で、正面と背面とで反射を
繰り返すようになっていればよい。なお、インナーレンズ４６１の正面および背面で反射
するか否かは、インナーレンズ４６１の屈折率と光の入射角に基づくものとなる。
【００７２】
　すなわち、インナーレンズ４６１の背面側でプリズム構造に誘導されてインナーレンズ
４６１内で分散するようにされた光は、正面側のプリズム構造に誘導されて外部に照射さ
れるようになっている。なお、図に示すインナーレンズ４６１の色の濃い部分が、プリズ
ム構造が設けられた領域を示すものである。なお、プリズム構造部分がフラネルレンズと
なっていてもよく、インナーレンズ４６１において、ＬＥＤから入射した光を集光した状
態に出射したり、平行孔の状態に照射したりするものとしてもよい。
【００７３】
　電飾基板４４１の各ＬＥＤ４４２は、基本的に、光を照射する範囲が決められているが
、上述のようにインナーレンズ４６１に入射すると、一部は、出射すべき部分から出射せ
ずに、インナーレンズ４６１内で反射を繰り返しながら、照射すべき範囲の外側に伝播し
てしまう。
【００７４】
　そこで、インナーレンズ４６１には、各ＬＥＤ４４２の光がその決められた照射範囲の
外側に伝播しないように、各ＬＥＤ４４２の照射範囲に沿ってスリット４６２が設けられ
ている。なお、各ＬＥＤ４４２の照射範囲の多くは、閉じた範囲であり、この範囲が例え
ば文字レンズ４１１の文字部４１２～４１６に対応する区域４６３～４６７となり、各区
域４６３～４６７の全外周に沿ってスリット４６２を設けてしまうと、インナーレンズ４
６１がスリット４６２で分割されてばらばらになってしまうので、各区域４６３～４６７
の外周の一部をスリット４６２としないようにすることで、インナーレンズ４６１を１つ
の部材としている。
【００７５】
　また、各ＬＥＤ４４２の照射範囲は、上述のようにリフレクタ４５１によっても制限さ
れるようになっており、リフレクタ４５１の各壁部４５２～４５６の壁の配置と、インナ
ーレンズ４６１のスリット４６２の配置は、略同じようになっている。但し、リフレクタ
４５１の各壁部４５２～４５６が閉じた筒状になっているとともに、各壁部４５２～４５
６がいずれかで互いに接合されて各壁部４５２～４５６を合わせて１つのリフレクタ４５
１になっているのに対して、上述のようにスリット４６２は、各照射範囲の外周に対応す
る部分の一部がスリット４６２とされずに、インナーレンズ４６１を一体の１つの部材と
している。
【００７６】
　リフレクタ４５１の後端面に形成された挿入部４５７は、インナーレンズ４６１の各ス
リット４６２の配置に対応しており、リフレクタ４５１の挿入部４５７は、全てインナー
レンズ４６１のスリット４６２に挿入可能になっている。また、基本的にインナーレンズ
４６１の全てのスリット４６２に、リフレクタ４５１の挿入部４５７が挿入された状態と
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なる。この際に各スリット４６２の長さと略同じ長さの挿入部４５７が挿入されることに
なる。
【００７７】
　すなわち、インナーレンズ４６１の全てのスリット４６２は、基本的にリフレクタ４５
１の挿入部４５７で塞がれた状態となる。なお、挿入部４５７のリフレクタ４５１の後端
面からの突出長さは、例えば、インナーレンズ４６１の厚みと略同じか長くなっている。
【００７８】
　このような遊技機の電飾装置４０１においては、電飾基板４４１に設けられたＬＥＤ４
４２毎に、照射範囲が決められており、基本的に図２１に示すようにリフレクタ４５１の
筒状の壁部４５２～４５６により、各ＬＥＤ４４２の照射範囲が囲まれることにより、各
ＬＥＤ４４２の光が照射範囲内に収まるよう制御している。
【００７９】
　しかし、リフレクタ４５１と、ＬＥＤ４４２が搭載された電飾基板４４１との間には、
インナーレンズ４６１が設けられるとともに、上述のようインナーレンズ４６１内では、
基本的に反射を繰り返しながら、インナーレンズ４６１の面方向沿って光が移動可能であ
り、インナーレンズ４６１より前側でリフレクタ４５１が光の照射範囲を制限しても、イ
ンナーレンズ４６１内のＬＥＤ４４２の照射範囲を越える伝播を阻止することができない
。
【００８０】
　そこで、インナーレンズ４６１にＬＥＤ４４２の照射範囲の外周に沿ってスリット４６
２を設けることにより、インナーレンズ４６１内における光の伝播を阻止できる。しかし
、インナーレンズ４６１にスリット４６２を設けた場合に、スリット４６２により、イン
ナーレンズ４６１内の光の出射位置が、スリット４６２が無い場合と異なるものとなり、
スリット４６２の部分やその周囲からインナーレンズ４６１の外部に出射した光が、リフ
レクタ４５１とインナーレンズ４６１との間の隙間や、スリット４６２部分を通って、リ
フレクタ４５１の各壁部４５２～４５６を超える可能性が高い。
【００８１】
　そこで、インナーレンズ４６１にＬＥＤ４４２の照射範囲に沿ってスリット４６２を設
けるだけではなく、ＬＥＤ４４２の照射範囲を制限するリフレクタ４５１の後端面に設け
た挿入部４５７がスリット４６２内に挿入されていることにより、スリット４６２内およ
びその近傍で、インナーレンズ４６１の外側を、リフレクタ４５１を超えて伝播しようと
する光を阻止することができる。
【００８２】
　これにより、各ＬＥＤ４４２の光がＬＥＤ４４２の照射範囲を越えて表面レンズである
文字レンズ４１１やランプレンズ４２１を照らすのを防止することができる。これにより
、本来ＬＥＤ４４２に照らされるタイミングや色がインナーレンズ４６１の内側や外側を
伝播する光により、表面レンズの各領域で設定されたタイミングや色と異なるようになる
のを防止できる。
【００８３】
　なお、電飾装置４０１は、各ＬＥＤ４４２の照射範囲を文字としたものに限られるもの
ではなく、各ＬＥＤ４４２の照射範囲が個々の各種キャラクタであったり、各種キャラク
タの各領域（例えば、顔の場合に、目や口等の顔の各部分）であったりしてもよい。また
、ＬＥＤ４４２の照射範囲は、レンズ部材の領域ならば、どのような領域であってもかま
わない。
【００８４】
　また、リフレクタ４５１は、白に限られるものではなく、反射させたい色のものを用い
ることができる。また、鏡等と同様の銀色であってもよい。但し、リフレクタ４５１は、
透明でない方が好ましい。また、インナーレンズ４６１は、入射した光が出射されるよう
に、透明であることが好ましいが、一部が不透明になっていてもよい。
【００８５】
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　次に、この実施の形態の遊技機の電飾装置５００について説明する。
　図１～図３に示すように、キャビネットユニット３０ｂは、キャビネットベース（ベー
スユニット）３２と、このベースユニット３２の前面に前方に突出するようにして設けら
れたキャビネット上ユニット（突出ユニット）３３とを備えている。
　この突出ユニット３３の下側に、一対の電飾装置５００，５００が左右に離間してベー
スユニット３２に設けられている。
【００８６】
　前記電飾装置５００は、図２５に示すように、複数の光源５０１と、光源５０１からの
光を拡散させるレンズ部材５０２とを備えている。光源５０１は、図２に示すようにバリ
ア上ユニット３０ａの略下半分の左右両側にそれぞれ設けられている。一方、図２５に示
すように、ベースユニット３２の前面の略下半分の左右両側にそれぞれ複数の孔５０３が
設けられており、当該孔５０３に前記光源５０１が挿入されている。したがって、光源５
０１からベースユニット３２の前方に向けて光を照射可能となっている。
【００８７】
　左右のレンズ部材５０２，５０２は外形や表面に設けられた立体的な縞模様等が若干異
なるが機能的には同様のものであるので、本実施の形態ではベースユニット３２の前面の
左側のレンズ部材５０２について説明し、右側のレンズ部材５０２については同一符号を
付してその説明を省略する。
　レンズ部材５０２は、図２６および図２７に示すように、外側レンズ部材５０５と内側
レンズ部材５０６とから構成されている。
【００８８】
　外側レンズ部材５０５は有色の透光性を有する樹脂で形成されており、前記ベースユニ
ット３２の前面の前方側に膨出する立体的形状となっている。この外側レンズ部材５０５
は、内部が中空でかつ背面側が開口した断面略Ｕ字状の柱状部５０５ａと、この柱状部５
０５ａの上端部に当該柱状部５０５ａと一体的に形成された頭部５０５ｂとから構成され
ている。頭部５０５ｂは柱状部５０５ａより前方側および側方側に膨出しており、内部は
中空でかつ背面側は開口している。また、頭部５０５ｂの上面には開口部５０５ｃが設け
られ、頭部５０５ｂと柱状部５０５ａの内部は連通した中空となっている。つまり、外側
レンズ部材５０５の内部は中空となっている。また、頭部５０５ｂの上面の先端部には開
口部５０５ｃと隣接して上面壁部５０５ｄが設けられている。
【００８９】
　また、図２７および図２８（ａ）に示すように、外側レンズ部材５０５には３つのナッ
ト部５０５ｅが上下に離間して設けられている。なお、３つのナット部５０５ｅは左右方
向にも離間して設けられている。
　上段のナット部５０５ｅは円柱状に形成されるとともに頭部５０５ｂの側部に設けられ
ている。また、当該ナット部５０５ｅは外側レンズ部材５０５の背面側に開口するねじ孔
を有している。
　中段のナット部５０５ｅは円柱状に形成されるとともに柱状部５０５ａの内側面に隣接
して設けられている。また、当該ナット部５０５ｅは、柱状部５０５ａの正面壁部の裏面
から突出して設けられ、当該ナット部５０５ｅは外側レンズ部材５０５の背面側に開口す
るねじ孔を有している。
　下段のナット部５０５ｅは円柱状に形成されるとともに柱状部５０５ａの正面壁部の裏
面中央部から突出して設けられている。また、当該ナット部５０５ｅは外側レンズ部材５
０５の背面側に開口するねじ孔を有している。
　このような３つのナット部５０５ｅは外側レンズ部材５０５をベースユニット３２の前
面にねじによって固定する際に当該ねじがねじ込まれるものである。なお、このねじはベ
ースユニット３２の裏側から当該ベースユニット３２を通してナット部５０５ｅにねじ込
まれる。
【００９０】
　また、外側レンズ部材５０５の内部には２つのナット部５０５ｆが上下に離間して設け
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られている。上段のナット部５０５ｆは円柱状に形成され、頭部５０５ｂの正面壁部の裏
面中央部から突出して設けられている。また、当該ナット部５０５ｆは外側レンズ部材５
０５の背面側に開口するねじ孔を有している。
　下段のナット部５０５ｆは円柱状に形成され、柱状部５０５ａの正面壁部の裏面中央部
から突出して設けられている。また、当該ナット部５０５ｆは外側レンズ部材５０５の背
面側に開口するねじ孔を有している。
　これら２つナット部５０５ｆは、外側レンズ部材５０５の内側に内側レンズ部材５０６
をねじによって固定する際に当該ねじがねじ込まれるものである。
【００９１】
　また、外側レンズ部材５０５の内側面には、所定間隔で水平方向または水平に対して若
干傾斜して延在する溝５０５ｇが上下方向に多数形成されている。当該溝５０５ｇは上下
方向に波状に形成されており、これによって、外側レンズ部材５０５は後方からの光（光
源５０１からの光）を複数の方向に拡散させるようになっている。なお、本実施の形態で
は、溝５０５ｇを外側レンズ部材５０５の一方の内側面にだけ形成しているが、他方の内
側面や正面壁部の裏面等に形成してもよい。
　また、外側レンズ部材５０５の外面には立体的な縞模様が形成されており、この縞模様
によっても前記光を複数の方向に拡散させるようになっている。
【００９２】
　図２７に示すように前記内側レンズ部材５０６は有色または無色の透光性を有する樹脂
で形成されており、ベースユニット３２の前面の前方側に膨出する立体的形状となってい
る。この内側レンズ部材５０６は、内部が中空でかつ背面側が開口した断面略Ｕ字状の柱
状部５０６ａと、この柱状部５０６ａの上端部に当該柱状部５０６ａと一体的に形成され
た頭部５０６ｂとから構成されている。頭部５０６ｂは柱状部５０６ａより前方側および
側方側に膨出しており、内部が中空でかつ背面側は開口している。また、頭部５０５ｂの
上面側には落下防止壁５０７が頭部５０５ｂと一体的に設けられている。
　この落下防止壁５０７は、内側レンズ部材５０６の内部にねじ等の部材が落下するのを
防止するためのものであり、略水平な水平壁部５０７ａと、この水平壁部５０７ａに連続
しかつ当該水平壁部５０７ａに対して若干傾斜する傾斜壁部５０７ｂとから構成されてい
る。
【００９３】
　また、図２７および図２８（ｂ）に示すように、内側レンズ部材５０６の頭部５０６ｂ
の正面壁部に貫通孔５０６ｃが形成され、この貫通孔５０６ｃの周囲に環状の凸部５０６
ｄが設けられている。また、内側レンズ部材５０６の柱状部５０６ａの正面壁部の上下方
向略中央部より若干下側に有底円筒状の凸部５０６ｆが突出して設けられており、この凸
部５０６ｆの底壁部に貫通孔５０６ｅが形成されている。凸部５０６ｆの内部の孔５０６
ｉは柱状部５０６ａの背正面壁部に開口している。
　また、前記柱状部５０６ａの下端部には半円状の凹部５０６ｇが形成され、この凹部５
０６ｇが外側レンズ部材５０５の下段のナット部５０５ｅの外周部の上半分に嵌合するよ
うになっている。
　また、頭部５０６ｂの側部には円柱状のナット部５０６ｈが設けられている。このナッ
ト部５０６ｈは内側レンズ部材５０６の背面側に開口するねじ孔を有している。このナッ
ト部５０６ｈは内側レンズ部材５０６をベースユニット３２の前面にねじによって固定す
る際に当該ねじがねじ込まれるものである。
【００９４】
　また、内側レンズ部材５０６の内側面には、所定間隔で水平方向または水平に対して若
干傾斜して延在する溝５０６ｊが上下方向に多数形成されている。当該溝５０６ｊは上下
方向に波状に形成されており、これによって、内側レンズ部材５０６は後方からの光を複
数の方向に拡散させるようになっている。また、溝５０６ｊは、外側レンズ部材５０５の
内側に内側レンズ部材５０６を配置した場合に外側レンズ部材５０５の溝５０５ｇと対向
するようにして、内側レンズ部材５０６の内側面に形成されている。
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　なお、本実施の形態では、溝５０６ｊを内側レンズ部材５０６の一方の内側面にだけ形
成しているが、他方の内側面や正面壁部の裏面等に形成してもよい。
　また、内側レンズ部材５０６の外面には立体的な縞模様が形成されており、この縞模様
によっても前記光を複数の方向に拡散させるようになっている。
【００９５】
　前記外側レンズ部材５０５の内側に内側レンズ部材５０６を設ける場合、外側レンズ部
材５０５の背面側の開口から内側レンズ部材５０６をその正面壁部から挿入する。
　この場合、図２９に示すように、内側レンズ部材５０６の凸部５０６ｄの内側に、外側
レンズ部材５０５の上段のナット部５０５ｆの先端部を挿入するとともに、内側レンズ部
材５０６の凸部５０６ｆの内部の孔５０６ｉに外側レンズ部材５０５の中段のナット部５
０５ｆを挿入し、さらに、外側レンズ部材５０５の下段のナット部５０５ｅの上半分に内
側レンズ部材５０６の凹部５０６ｇを嵌合することによって、外側レンズ部材５０５に対
する内側レンズ部材５０６の位置決めを行う。
【００９６】
　次に、内側レンズ部材５０６の内側からねじ５１０を貫通孔５０６ｃに挿入したうえで
、当該ねじ５１０を外側レンズ部材５０５の上段のナット部５０５ｆにねじ込むとともに
、内側レンズ部材５０６の内側からねじ５１１を貫通孔５０６ｅに挿入したうえで、当該
ねじ５１１を外側レンズ部材５０５の中段のナット部５０５ｆにねじ込む。これによって
、外側レンズ部材５０５の内側に、内側レンズ部材５０６が位置決めされて強固に固定さ
れる。つまりレンズ部材５０２が組み立てられる。
【００９７】
　また、このようにして外側レンズ部材５０５の内側に、内側レンズ部材５０６を位置決
め固定して設けることによって、図２６および図２９に示すように、内側レンズ部材５０
６の上面の落下防止壁５０７は外側レンズ部材５０５の上面の開口を塞ぐようにして配置
される。つまり、落下防止壁５０７の水平壁部５０７ａの先端部が外側レンズ部材５０５
の上面壁部５０５ｄの端部の下方で当該端部に当接し、落下防止壁５０７の側端部が外側
レンズ部材５０５の頭部５０５ｂの上部内側面に当接する。これによって、内側レンズ部
材５０６と外側レンズ部材５０５との間の隙間も塞がれる。
　また、落下防止壁５０７は外側レンズ部材５０５の頭部５０５ｂの側壁の上端より所定
深さだけ下方に配置され、これによって、落下防止壁５０７の側方には立壁５０８が設け
られる。
　また、内側レンズ部材５０６の外面は外側レンズ部材５０５の内面に沿っている。すな
わち、内側レンズ部材５０６の柱状部５０６ａおよび頭部５０６ｂの外面は、外側レンズ
部材５０５の柱状部５０５ａおよび頭部５０５ｂの内面と若干の隙間をもって配置される
かあるいは少なくとも一部が接するようにして配置される。
【００９８】
　このようにして組み立てられたレンズ部材５０２は、図２５に示すように、ベースユニ
ット３２の前面下部の両側にそれぞれ取り付けられる。
　この場合、レンズ部材５０２の背面部をベースユニット３２の前面に当接するとともに
、外側レンズ部材５０５の側壁をベースユニット３２の側壁に形成されている係合部５１
２に係合させ、さらに外側レンズ部材５０５の下端部をベースユニット３２の下端部に設
けられた台座部５１３に設置したうえで、外側レンズ部材５０５の３つのナット部５０５
ｅと内側レンズ部材５０６のナット部５０６ｈそれぞれベースユニット３２の裏面からね
じ５１４を挿通してねじ込むことによって、レンズ部材５０２がベースユニット３２の前
面に固定される。
【００９９】
　その後、図２に示すようにベースユニット３２の略上半分にキャビネット上ユニット（
突出ユニット）３３を取り付ける。この突出ユニット３３によって前記レンズ部材５０２
の上面が覆われる。
【０１００】
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　本実施の形態によれば、レンズ部材５０２が、内部が中空でかつ上面が開口した立体的
形状の外側レンズ部材５０５と、この外側レンズ部材５０５の内側に設けられ、内部が中
空でかつ立体的形状の内側レンズ部材５０６とを有し、この内側レンズ部材５０６に、当
該内側レンズ部材５０６の内部にねじ等の部材が落下するのを防止する落下防止壁５０７
を設けたので、ベースユニット３２の前面に突出ユニット３３を取り付ける前に、レンズ
部材５０２を取り付ける場合、遊技機の組み立て中に、レンズ部材５０２の上方において
、他の部材を遊技機にねじ等によって固定する際に、このねじ等の部材が下方に落下して
も、内側レンズ部材５０６に設けられている落下防止壁５０７によって、内側レンズ部材
５０６の内部へのねじ等の落下を防止できる。
　また、落下防止壁５０７は外側レンズ部材５０５の頭部５０５ｂの側壁の上端より所定
深さだけ下方に配置され、これによって、落下防止壁５０７の側方には立壁５０８が設け
られているので、落下防止壁５０７にねじ等の部材が落下した場合に、当該部材の側方へ
の飛び出し落下を立壁５０８によって防止できる。
【０１０１】
　さらに、レンズ部材５０２が外側レンズ部材５０５と内側レンズ部材５０６とからなる
二重構造であるので、電飾効果を高めることができる。
　また、内側レンズ部材５０６の外面が外側レンズ部材５０５の内面に沿っているともに
、落下防止壁５０７が内側レンズ部材５０６の上面に設けられた上面壁５０７であるので
、外側レンズ部材５０５を内側レンズ部材５０６によって内側から補強できるともに、上
面壁（落下防止壁）５０７によって外側レンズ部材５０５の上面の開口を補強できる。
【０１０２】
　次に、この実施の形態の遊技機の押ボタン装置の取付け構造について説明する。
　図３０および図３１に示すように、キャビネット上ユニット（遊技機本体のフレーム）
３３の前面右側には、押ボタン装置６００が支持部材６０１によって取り付けられ、さら
に、押ボタン装置６００を覆うようにしてカバーレンズ６０３が取り付けられている。
【０１０３】
　押ボタン装置６００は、図３２に示すように、押ボタンケース６０４の内部に押ボタン
６０５が設けられた構造となっている。押ボタンケース６０４は、ベース基板６０６に設
けられており、スプリング収納部６０４ａ，６０４ａを有している。このスプリング収納
部６０４ａにスプリングが収納され、このスプリングによって押ボタンケース６０４に作
用する衝撃の一部を吸収するようになっている。
　また、押ボタン６０５の内部にはＬＥＤ等の光源が設けられ、遊技者に対して押ボタン
６０５の押圧操作を促す場合に光源から光が照射され押ボタン６０５が点灯または点滅す
るようになっている。また、ベース基板６０６には、押ボタン６０５をその軸回りに回転
させる回転機構が設けられるとともに、この回転機構を駆動させる駆動モータ６０７が設
けられている。なお、押ボタン６０５はその内部の押ボタン本体を有しており、この押ボ
タン本体が駆動モータ６０７によって回転機構を介して回転するようになっている。
　また、押ボタン６０５の内部にはスプリングが設けられており、このスプリングによっ
て押ボタン６０５に作用する衝撃の一部を吸収するようになっている。
【０１０４】
　前記支持部材６０１は金属製の板によって形成されたものであり、押ボタン装置６００
が設けられる設置部６１０と、この設置部６１０に設けられた複数（実施の形態では４つ
）の支持片６１１とを備えている。
　設置部６１０は押ボタン装置６００のベース基板６０６が設置される長方形板状の基板
６１２とこの基板６１２の左右両縁部から直角に立ち上がる側壁６１３ａ，６１３ｂと、
基板６１２の下縁部から直角に立ち上がる下端壁６１４と、基板６１２の上縁部から直角
に立ち上がり、さらに基板６１２と平行に延びる断面Ｌ形の上端壁６１５と、この上端壁
６１５の先端縁部の両側それぞれ直角に立ち上がる立上り壁６１６，６１６とを備えてい
る。なお、基板６１２には軽量化を図るため多数の孔が形成されている。
【０１０５】
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　前記支持片６１１は、前記下端壁６１４の先端縁部の両側に、当該下端壁６１４と直角
に設けられた２つの支持片６１１ａ，６１１ｂと、前記立上り壁６１６，６１６の先端縁
部にこれと直角に設けられた２つの支持片６１１ｃ，６１１ｄとから構成されている。こ
れら支持片６１１ａ～６１１ｄには貫通孔６１１ｅがそれぞれ形成されている。
【０１０６】
　このような構成の支持部材６０１に、押ボタン装置６００が設置されている。すなわち
、支持部材６０１の基板６１２に押ボタン装置６００のベース基板６０６が設置固定され
、支持部材６０１の側壁６１３ａ，６１３ｂにそれぞれベース基板６０６の左右両側部が
それぞれ当接され、支持部材６０１の上端壁６１５にベース基板６０６の上端部が当接さ
れ、支持部材６０１の下端壁６１４にベース基板６０６の下端部が当接されている。これ
によって、支持部材６０１に押ボタン装置６００が位置決めされて固定されている。
【０１０７】
　また、支持部材６０１に押ボタン装置６００を固定した状態において、前記支持片６１
１ａ，６１１ｂは押ボタン装置６００より下側に突出しており、支持片６１１ｃ，６１１
ｄは押ボタン装置６００より上側に突出している。
【０１０８】
　図３１および図３３に示すように、キャビネット上ユニット（遊技機本体のフレーム）
３３の前面右側には略矩形状の凹所６２０が設けられている。この凹所６２０の底面６２
１は、前記支持部材６０１の基板６１２とほぼ等しいか若干大きめの長方形状に形成され
ている。また、凹所６２０の左右の側面は底面６２１に対して略直角に配置されており、
左側の側面には押ボタン装置６００の押ボタンケース６０４の一部を収容する収容部６２
３が形成されている。
【０１０９】
　また、図３１に示すように、凹所６２０の図３１中の下端部には立壁６２５，６２５が
左右に離間して、かつ押ボタン装置６００の押ボタン６０５の押圧方向（凹所６２０の深
さ方向）沿って設けられている。この立壁６２５は前記底面６２１に対して略直角に設け
られており、左側の立壁６２５の左側部は凹所６２０の左側面に結合され、右側の立壁６
２５の右側部は凹所６２０の右側面に結合されている。
　また、立壁６２５の上端部には受け面６２６が立壁６２５に対して略直角に設けられて
いる。この受け面６２６の長手方向に沿う一方の縁部が立壁６２５の先端部に結合されて
おり、他方の縁部は、キャビネット上ユニット３３の下縁部に結合されている。また、受
け面６２６の裏面にはナット部が設けられており、このナット部に受け面６２６に形成さ
れた孔６２６ａを通してねじがねじ込まれるようになっている。
【０１１０】
　また、図３３に示すように、凹所６２０の図３３中の上端部には立壁６２７が押ボタン
装置６００の押ボタン６０５の押圧方向（凹所６２０の深さ方向）沿って設けられている
。また、凹所６２０の底面６２１の上辺部には、断面Ｌ形の壁体６２９が設けられており
、この壁体６２９の底面６２１と平行な壁部に、前記立壁６２７の下端部が結合されてい
る。また、立壁６２７の左側部は凹所６２０の左側面に結合されている。
　立壁６２７の上端部には受け面６２８が立壁６２７に対して略直角に設けられている。
この受け面６２８の長手方向に沿う一方の縁部の一部が立壁６２７の上端部に結合されて
おり、他方の縁部はキャビネット上ユニット３３の上縁部に結合されている。また、受け
面６２８の短手方向に沿う両縁部はそれぞれキャビネット上ユニット３３の前面右側を構
成するフレームに結合されている。
　また、受け面６２８の裏面には２つのナット部が左右に離間して設けられており、これ
らナット部に、受け面６２８に形成された２つの孔６２８ａ，６２８ａを通してねじがね
じ込まれるようになっている。
【０１１１】
　前記のような凹所６２０に押ボタン装置６００を装填する場合、図３１および図３４に
示すように、押ボタン装置６００を支持部材６０１の設置部６１０に設置した後、支持部
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材６０１と一体的になった押ボタン装置６００を凹所６２０に挿入する。
　この場合、支持部材６０１の設置部６１０を凹所６２０に挿入し、支持片６１１ａ，６
１１ｂを前記立壁６２５，６２５の上端部に設けられた受け面６２６，６２６に当接する
ことによって、当該受け面６２６，６２６によって支持片６１１ａ，６１１ｂを支持する
とともに、支持部材６０１の支持片６１１ｃ，６１１ｄを前記立壁６２７の上端部に設け
られた受け面６２８に当接することによって、当該受け面６２８によって支持片６１１ｃ
，６１１ｄを支持する。
　これによって押ボタン装置６００が固定された支持部材６０１が受け面６２６，６２８
によって支持される。
【０１１２】
　その後、図３１に示すように、４本のねじ６３０を支持片６１１ａ，６１１ｂ，６１１
ｃ，６１１ｄの貫通孔６１１ｅにそれぞれ挿通して、受け面６２６，６２６の孔６２６ａ
，６２６ａおよび受け面６２８の孔６２８ａ，６２８ａを通してナット部にねじ込むこと
によって、支持片６１１ａ，６１１ｂ，６１１ｃ，６１１ｄを受け面６２６，６２８に固
定する。この状態において、支持部材６０１の基板６１２は凹所６２０の底面６２１から
離間しており、支持部材６０１の断面Ｌ形の上端壁６１５は凹所６２０の断面Ｌ形の壁体
６２９に係合している。
【０１１３】
　最後に図２および図３０に示すように、カバーレンズ６０３をキャビネット上ユニット
３３の前面右側に押ボタン装置６００を覆うようにして取り付けることによって、押ボタ
ン装置６００の取り付けを終了する。
【０１１４】
　本実施の形態によれば、キャビネット上ユニット（遊技機本体のフレーム）３３に、凹
所６２０と立壁６２５，６２７とが設けられ、凹所６２０に押ボタン装置６００が装填さ
れるとともに立壁６２５，６２７に押ボタン装置６００に設けられた支持部材６０１が支
持されているので、押ボタン装置６００の押ボタン６０５を押圧すると、その衝撃を支持
部材６０１を介して立壁６２５，６２７によって受けることができる。この立壁６２５，
６２７は押ボタン６０５の押圧方向に沿って立設されているので、前記衝撃に対して強固
に抗することができ、よって、キャビネット上ユニット３３の変形や破損を防止できる。
【０１１５】
　また、立壁６２５，６２７の上端部に受け面６２６，６２８が設けられ、支持部材６０
１は、押ボタン装置６００が設けられた設置部６１０と、この設置部６１０に設けられた
支持片６１１（６１１ａ～６１１ｄ）とを備え、凹所６２０に設置部６１０が設けられ、
受け面６２６，６２８に支持片６１１（６１１ａ～６１１ｄ）が支持されているので、凹
所６２０に容易かつ確実に押ボタン装置６００を設けることができるとともに、押ボタン
装置６００を安定的にかつ確実に受け面６２６，６２８を介して立壁６２５，６２７によ
って支持できる。
【０１１６】
　次に、この実施の形態の遊技機の電飾装置７００について説明する。
　本実施の形態では、電飾装置７００が前記可動部材２０６，２０６にそれぞれ組み込ま
れている。両電飾装置７００，７００はその構成部材が左右対称である点が異なり、その
他は等しい構成であるので、以下では右側の可動部材２０６に組み込まれている電飾装置
７００について説明し、左側の可動部材２０６に組み込まれている電飾装置７００につい
ての説明は省略する。
【０１１７】
　図３５は右側の可動部材２０６の分解斜視図である。この可動部材２０６は、電飾装置
７００と表面部材３００とを備えている。
　電飾装置７００は、ＬＥＤ基板（発光素子基板）７０１と、リング状レンズ部材７０２
と、レンズ部材７０３と、リフレクタ７０４と、レンズ部材７０５とを備えている。
　ＬＥＤ基板７０１の表面には、複数のＬＥＤ（発光素子）７１０，７１１，７１２が設
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けられている。
　また、ＬＥＤ基板７０１の下端部には略楕円形状の開口部７１５が形成されており、こ
の開口部７１５の周囲に複数のＬＥＤ７１０が周方向に所定間隔で環状に配置されている
。環状に配置されたＬＥＤ７１０の前方にはレンズ部材７０５や表面部材３００が配置さ
れており、これによって、ＬＥＤ７１０は遊技機の前方から直視できないように配置され
ている。
　また、ＬＥＤ基板７０１の上縁部から右側部にかけて複数のＬＥＤ７１１が所定間隔で
配置されている。さらにＬＥＤ基板７０１の開口部７１５の上方でかつＬＥＤ基板７０１
の上下方向中央部にＬＥＤ７１２が配置されている。
【０１１８】
　図３６に示すように、ＬＥＤ基板７０１の上縁部および右側部の表面には前記レンズ部
材７０３が設けられており、このレンズ部材７０３にはＬＥＤ７１１に臨む孔７０３ａが
複数形成されている。
　また、図３７に示すように、ＬＥＤ基板７０１の表面にはリフレクタ７０４がレンズ部
材７０３とリング状レンズ部材７０２との間に設けられている。このリフレクタ７０４に
は矩形状の開口部７０４ａが設けられており、この開口部７０４ａにＬＥＤ７１２が臨ん
でいる。リフレクタ７０４はＬＥＤ７１０、ＬＥＤ７１１、ＬＥＤ７１２からの光が相互
に干渉するのを防止するために設けられたものであり、当該リフレクタ７０４の外周部お
よび開口部７０４ａの周囲に遮光壁７０４ｂが設けられている。
【０１１９】
　また、図３６に示すように、環状に配置されたＬＥＤ７１０の内側に、リング状レンズ
部材７０２がＬＥＤ基板７０１の前方位置において、配置されている。したがって、この
リング状レンズ部材７０２とＬＥＤ基板７０１との間には所定の隙間が設けられている。
リング状レンズ部材７０２には径方向外側に突出する２つの突出部７１６，７１６と、こ
の突出部とは形状が異なる突出部７１７とが周方向に離間して設けられており、突出部７
１６，７１６と突出部７１７とには、図３８に示すように、それぞれＬＥＤ基板７０１側
に向けて突出する凸部７１８が設けられている。そして、この凸部７１８がＬＥＤ基板７
０１の表面に当接することによって、前記隙間が保持されている。
　また、突出部７１６には貫通孔７１６ａが形成されており、この貫通孔７１６ａに前記
レンズ部材７０５の裏面に突出形成された図示しない凸部が嵌合することによって、リン
グ状レンズ部材７０２が保持されている。
【０１２０】
　前記レンズ部材７０５は、図３５に示すように、ＬＥＤ７１１からの光によってその上
縁部と側縁部が点灯または点滅して見えるようになっている。また、レンズ部材７０５に
はＬＥＤ７１２と対向する位置に楕円柱状のレンズ部７１９が設けられており、ＬＥＤ７
１２からの光によってレンズ部７１９が点灯または点滅して見えるようになっている。
　また、レンズ部材７０５の下部には楕円筒状の筒状レンズ部７２０が設けられており、
この筒状レンズ部７２０の両端部はレンズ部材７０５の表面および裏面から突出している
。なお、筒状レンズ部７２０の突出量はレンズ部材７０５の表面側からの方が裏面側から
の方より大きくなっている。
　また、図４０に示すように、筒状レンズ部７２０のレンズ部材７０５の裏面側における
端面に前記リング状レンズ部材７０２が対向している。また、筒状レンズ部７２０の内径
とリング状レンズ部材７０２の内径とはほぼ一致している。したがって、筒状レンズ部７
２０の内周面とリング状レンズ部材７０２の内周面とは軸方向においてほぼ面一となって
いる。
【０１２１】
　リング状レンズ部材７０２には、図３８～図４０に示すように、ＬＥＤ７１０からの光
をリング状レンズ部材７０２に導入し、このリング状レンズ部材７０２の軸方向でかつ遊
技機の前方（レンズ部材７０５側）に向けてリング状に光らせる光学手段７３０が設けら
れている。



(23) JP 6309784 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

　光学手段７３０は、第１屈折面７３１と、第２屈折面７３２と、拡散部７３３とを備え
ている。
【０１２２】
　図４１に示すように、第１屈折面７３１はＬＥＤ７１０（図３６参照）からの光Ｈ１を
リング状レンズ部材７０２側へ屈折させるもので、リング状レンズ部材７０２の外周面に
周方向に所定間隔で複数形成された凸部７３４にそれぞれ形成されている。凸部７３４は
ＬＥＤ７１０と対向して配置されており（図３６参照）、この凸部７３４に形成された第
１屈折面７３１はリング状レンズ部材７０２の軸方向に対して４５°傾斜している。した
がって、ＬＥＤ７１０からの光Ｈ１は第１屈折面７３１によってリング状レンズ部材７０
２側に向けて屈折される。
【０１２３】
　第２屈折面７３２は、第１屈折面７３１で屈折された光Ｈ２をリング状レンズ部材７０
２の周方向に屈折させるもので、リング状レンズ部材７０２の周方向に沿って所定間隔で
形成された複数の凹部７３５に形成されている。１つの凹部７３５に対して２つの第２屈
折面７３２，７３２がＶ字カットによって所定角度傾斜して設けられている。第２屈折面
７３２，７３２はリング状レンズ部材７０２の表面側から裏面側に向けて近付くように傾
斜するとともに、リング状レンズ部材７０２の表面に対して所定角度互いに反対方向に傾
斜している。したがって、第１屈折面７３１で屈折された光Ｈ２は第２屈折面７３２によ
ってリング状レンズ部材の周方向の両側にそれぞれ屈折される。
【０１２４】
　拡散部７３３は、第２屈折面７３２で屈折された光をリング状レンズ部材７０２の軸方
向でかつ遊技機の前方（レンズ部材７０５側）に拡散させるもので、リング状レンズ部材
７０２の裏面に形成された多数の山切りカット面７３３ａで構成されている。したがって
、第２屈折面７３２で屈折された光Ｈ３は拡散部７３３によってリング状レンズ部材７０
２の軸方向でかつ遊技機の前方に屈折されるとともに拡散される。なお、この光を符号Ｈ
４で示す。
【０１２５】
　このようにリング状レンズ部材７０２では、ＬＥＤ７１０からの光をリング状レンズ部
材７０２側に屈折させ、さらにリング状レンズ部材７０２の周方向に屈折させたうえで、
リング状レンズ部材７０２の軸方向でかつ遊技機の前方に屈折拡散させるため、ＬＥＤ７
１０がリング状レンズ部材７０２によってリング状に光って見える。
【０１２６】
　前記表面部材３００は、図３５に示すように、レンズ部材７０５の表面に上縁部および
右側縁部を除いて被されるもので、前記レンズ部７１９が挿入される前記目３１０となる
開口部３１０と、前記筒状レンズ部７２０が挿入される前記鼻３０７となる開口部３０７
とが設けられている。
【０１２７】
　本実施の形態では、図４０に示すように、リング状レンズ部材７０２は、その表面をレ
ンズ部材７０５の筒状レンズ部７２０の基端面（図４０において右端面）に当接させて設
けられる。したがって、ＬＥＤ７１０からの光は、リング状レンズ部材７０２から筒状レ
ンズ部７２０を通ってその先端面においてリング状に点灯または点滅して見える。
　筒状レンズ部７２０の外周面は表面部材３００に形成された開口部３０７に挿通されて
隠されるため、この開口部３０７から露出する筒状レンズ部７２０の先端面（図４０にお
いて左端面）がリング状に点灯または点滅して見える。また、筒状レンズ部７２０の内周
面にも山切りカット面が周方向に多数形成されているので、この山切りカット面で光が拡
散されて筒状レンズ部７２０の内周面も点灯または点滅して見える。
　また、ＬＥＤ７１０は、レンズ部材７０５や表面部材３００によって隠されて遊技機の
前方から直視できないように配置されているので、このＬＥＤ７１０を遊技者が前方から
直視することはできない。しかも筒状レンズ部７２０を点灯または点滅して見えさせるＬ
ＥＤ７１０はリング状レンズ部材７０２より外側に配置されているので、筒状レンズ部７



(24) JP 6309784 B2 2018.4.11

10

20

２０およびリング状レンズ部材７０２の内側を斜めから見てもＬＥＤ７１０をリング状レ
ンズ部材７０２によって隠すことができる。したがって、ＬＥＤ７１０を直視できないよ
うにすることができる。
【０１２８】
　また、光学手段７３０を、リング状レンズ部材７０２にＬＥＤ７１０と対向して配置さ
れて、当該ＬＥＤからの光をリング状レンズ部材７０２側へ屈折させる第１屈折面７３１
と、リング状レンズ部材７０２に設けられて、第１屈折面７３１で屈折された光をリング
状レンズ部材７０２の周方向に屈折させる第２屈折面７３２と、リング状レンズ部材７０
２に設けられて第２屈折面７３２で屈折された光をリング状レンズ部材７０２の軸方向で
かつ遊技機の前方に拡散させる拡散部７３３とを備えた構成としたので、ＬＥＤ７１０か
らの光を容易かつ確実にリング状に光らせることができる。
【０１２９】
　なお、本実施の形態では、リング状レンズ部材７０２を有し、一部がリング状に光る電
飾装置７００を可動部材２０６に設けた場合を例にとって説明したが、電飾装置７００は
可動部材２０６に限らず、遊技機の所望の位置に設けてもよい。
【符号の説明】
【０１３０】
３２　　キャビネットベース（ベースユニット）
３３　　キャビネット上ユニット（突出ユニット）
５０１　光源
５０２　レンズ部材
５０５　外側レンズ部材
５０６　内側レンズ部材
５０７　落下防止壁（上面壁）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】
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