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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニット形態の電飾具として構成されてパチンコ機内の遊技盤５３に設置される図柄表
示装置５６に配備されて図柄表示条件に応じて異色発光制御される電飾装置Ａ1 において
、
　前記電飾装置Ａ1 は、前記図柄表示装置５６の本体前側に着脱可能に取着される枠形状
の筐体１と、該筐体１の上端と下端に配設されたキャップ１２ａ，１２ｂと、前記筐体１
の上端と上のキャップ１２ａの間及び筐体１の下端と下のキャップ１２ｂの間に配設され
た上側支持板６ａ及び下側支持板６ｂと、により装置本体が組立てられ、この装置本体内
に互いに異色発光する前側の第１発光装置Ｂ1 と、後側の第２発光装置Ｂ2 が装備されて
おり、
　前記第１発光装置Ｂ1 は、前記上側支持板６ａと下側支持板６ｂの間の前側に起立状に
支持された縦長半円筒形状の前面レンズ１１と、前面レンズ１１の後側で上側支持板６ａ
と下側支持板６ｂの間に起立状に支持されて互いに半円弧線上に沿った適宜間隔で配列さ
れ、上下方向の外周前側に光屈折現象発生用のＶ形状のカット溝４を所定ピッチ間隔で形
成した複数本の光透過性の導光棒２と、前記上側支持板６ａと下側支持板６ｂに配置され
た上側基板８ａと下側基板８ｂに各々配置されて前記各導光棒２の上端と下端とに指向さ
れた複数個の第１発光体１０と、を備え、前記上下の各第１発光体１０の発光時に前記各
導光棒２の上下の各端面に直接入射して各カット溝４で光の屈折現象を発生させるように
拡散して前記前面レンズ１１を照明する構成であり、
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　前記第２発光装置Ｂ2 は、前記上側支持板６ａと下側支持板６ｂの間であって、しかも
前記各導光棒２に対して前記前面レンズ１１と反対の後側に起立状に支持された拡散レン
ズ３と、前記筐体１の裏側に起立状に装着された背面基板９の前側上下部位に点在状に配
置された複数個の前記第１発光体１０と異色の第２発光体２０と、を備え、前記第２発光
体２０の発光時に前記拡散レンズ３を透して前記各導光棒２を軸方向に亘り照射して前記
前面レンズ１１を照明するように構成したことを特徴とする遊技機の電飾装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、導光棒の外周面を発光させて、電飾効果を高めた遊技機の電飾装置に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
　例えば、図１３に示されるように、異なる発光色の発光体７１（ＬＥＤ）を階段状に取
付け、これらの発光体７１を同時に発光させて、その前方に配置されたレンズ７２を混色
で発光させるという構成のものが存している。しかし、この電飾装置では、単色で発光さ
せる場合に、発光していない発光体７１により、陰が生じてしまうという不具合がある。
【０００３】
　また、図１４に示されるように、レンズ７２の周方向に沿って曲げた基板７３上に、異
なる発光色の発光体７１を配置した場合、各発光体７１を同時に発光させると、その混色
状態にムラが生じ、きれいな混色で発光させることは困難である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上記した不具合に鑑み、単色又は混色で、きれいに発光できる遊技機の電飾
装置を提供することを課題としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するための請求項１に記載の発明は、ユニット形態の電飾具として構成
されてパチンコ機内の遊技盤に設置される図柄表示装置に配備されて図柄表示条件に応じ
て異色発光制御される電飾装置において、前記電飾装置は、前記図柄表示装置の本体前側
に着脱可能に取着される枠形状の筐体と、該筐体の上端と下端に配設されたキャップと、
前記筐体の上端と上のキャップの間及び筐体の下端と下のキャップの間に配設された上側
支持板及び下側支持板とにより装置本体が組立てられ、この装置本体内に互いに異色発光
する前側の第１発光装置と、後側の第２発光装置が装備されており、前記第１発光装置は
、前記上側支持板と下側支持板の間の前側に起立状に支持された縦長半円筒形状の前面レ
ンズと、前面レンズの後側で上側支持板と下側支持板の間に起立状に支持されて互いに半
円弧線上に沿った適宜間隔で配列され、上下方向の外周前側に光屈折現象発生用のＶ形状
のカット溝を所定ピッチ間隔で形成した複数本の光透過性の導光棒と、前記上側支持板と
下側支持板に配置された上側基板と下側基板に各々配置されて前記各導光棒の上端と下端
とに指向された複数個の第１発光体とを備え、前記上下の各第１発光体の発光時に前記各
導光棒の上下の各端面に直接入射して各カット溝で光の屈折現象を発生させるように拡散
して前記前面レンズを照明する構成であり、前記第２発光装置は、前記上側支持板と下側
支持板の間であって、しかも前記各導光棒に対して前記前面レンズと反対の後側に起立状
に支持された拡散レンズと、前記筐体の裏側に起立状に装着された背面基板の前側上下部
位に点在状に配置された複数個の前記第１発光体と異色の第２発光体とを備え、前記第２
発光体の発光時に前記拡散レンズを透して前記各導光棒を軸方向に亘り照射して前記前面
レンズを照明するように構成したことを特徴としている。
【０００６】
　請求項１の発明によれば、導光棒の周面は、前側の第１発光装置に配置された第１発光
体により、屈折発光される。また、前記導光棒は、後側の第２発光装置に配置された第２
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発光体によっても発光される。このように、第１及び第２の各発光体により、導光棒を発
光させることができ、遊技機の電飾効果を高めることができる。
【０００７】
　また、前記第１発光体と前記第２発光体は、それぞれ異なった発光色で発光することに
より、前記導光棒の周面は混色で発光される。
【０００８】
　また、前記導光棒の上下方向の外周前側に光屈折現象発生用のＶ字状のカット溝が所定
ピッチ間隔で形成されているので、前記導光棒の一端面に配置された第１発光体から発光
され、前記導光棒の一端面に入射した光は、そのまま他端面に向けて直進する。この光が
、前記導光棒の外周面に設けられた各カット溝に達すると、該光は、当該部分で屈折され
る。このため、遊技者には、各カット溝のみが発光しているように認識される。また、前
記導光棒に対して前面レンズと反対側（後側）に配置された第２発光装置の第２発光体か
ら、前記導光棒に向けて発光された光により、該導光棒が発光される。導光棒の各カット
溝においては、前記第１発光体からの光と、前記第２発光体からの光との２種類の異色光
が混色して発光される。このため、例えば、発光色を異にして混色発光させる場合には、
同一平面部又はこれに近い状態で発光する２種類の光の混色発光に比較して、立体空間部
において混色発光するために、前記２種類の異色光の存在が明瞭となって、混色発光の効
果が高まる。
【０００９】
【００１０】
【００１１】
　また、前記導光棒と前記第２発光体との間に、該第２発光体から発光される光を拡散さ
せるための拡散レンズが配置されているため、第２発光体から発光された光は、拡散レン
ズによって拡散され、導光棒の全域に及ぶ。この結果、第２発光体の数が少なくても、前
記導光棒の全体をほぼ均一に発光させることができ、その混色発光状態にムラが生じるこ
とはない。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　以下、実施形態を挙げて、本発明を更に詳細に説明する。本明細書では、遊技機の一例
であるパチンコ機Ｐについて説明する。図１は本発明に係る電飾装置Ａ1 を備えたパチン
コ機Ｐの正面図である。図１に示されるように、パチンコ機Ｐの前面枠５１は、基枠（図
示せず）にヒンジ連結により開閉可能に取付けられていて、該前面枠５１にガラス枠５２
が嵌め込まれている。そして、遊技盤５３には、レール５４が取付けられていて、遊技盤
５３における前記レール５４で囲まれる部分が遊技領域５５となっている。
【００１３】
　また、遊技領域５５の中央部には、液晶表示による図柄表示装置５６が配置されていて
、該図柄表示装置５６の直下には、その作動を開始させるための始動入賞口５７が配置さ
れている。更に、前記始動入賞口５７の直下には、前記図柄表示装置５６の複数の図柄が
特定の組み合わせとなって「大当たり」となった場合に作動するアタッカー装置５８が配
置されている。また、前記図柄表示装置５６の両側、及びその下端部の両側方には、それ
ぞれ一般入賞口５９が配置され、前記図柄表示装置５６の下端部と、その側方に配置され
た前記一般入賞口５９との間には、それぞれ風車６１が配置されている。そして、前記パ
チンコ機Ｐの左側端部には、上下方向に沿ってカードユニットＵが取付けられている。こ
のカードユニットＵには、カード挿入口６２や金額設定ボタン６３等が設けられている。
なお、図１において６４，６５は、上下の各球受け皿であって、下球受け皿６５の側方に
は、発射ハンドル６６が取付けられている。
【００１４】
　前記図柄表示装置５６の両側部には、第１実施形態の電飾装置Ａ1 が上下方向に沿って
それぞれ配置されている。第１実施形態の電飾装置Ａ1 について説明する。図２は、本発
明に係る電飾装置Ａ1 の全体斜視図、図３は同じく、分解斜視図、図４は同じく、側面断
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面図、図５は図４のＸ－Ｘ線断面図である。図２ないし図４に示されるように、この電飾
装置Ａ1 は、主に、筐体１の前部（手前側）に配置された前側発光装置Ｂ1 と、同じく後
部（背面側）に配置された後側発光装置Ｂ2 と、両者の間に配置された拡散レンズ３とか
ら構成されている。
【００１５】
　最初に、前側発光装置Ｂ1 について説明する。図３ないし図５に示されるように、この
前側発光装置Ｂ1 は、複数本（本実施形態では、５本）の導光棒２と、それらの上方及び
下方に配置された上下の各発光体ユニットＣa,Ｃb とから成る。本実施形態の各導光棒２
は、平面視において円弧状に配置され、それらの軸心を上下方向に沿わせて取付けられて
いる。各導光棒２の構成は同一であるため、いずれか１本についてのみ説明する。この導
光棒２は、図６に示されるように、光透過性の優れたアクリル樹脂で製作され、全長に亘
って太さが一定であって、その外周面（側面）に多数のカット溝４が一定ピッチをおいて
設けられている。これらのカット溝４の断面は、いずれもＶ字状をしていて、導光棒２に
おける上下の両端面２a,２b から、その中央部に向けて、その深さが徐々に深くなってい
る。換言すれば、多数のカット溝４の断面は、互いに相似形状になっていて、導光棒２の
両端面２a,２b から、その中央部に向けて、徐々に相似大形となっている。そして、この
導光棒２は、そのカット溝４が前面（遊技者の側）を向くように配置されている。なお、
カット溝４を構成する各溝面５により構成される角度θは、導光棒２に透過された光が、
前記カット溝４の部分において、全反射することなく、その一部が空気中に屈折される角
度に定められている。
【００１６】
　図３ないし図５に示されるように、前記各導光棒２の上方には、上側支持板６ａと上側
発光体ユニットＣａが配置されていて、同じく、下方には、下側支持板６ｂと下側発光体
ユニットＣｂが配置されている。ここで、導光棒２の上側に配置された部材には、符号に
添字「ａ」を付し、下側に配置された部材には、同じ符号に添字「ｂ」を付して記載する
。平面視において円弧状に配置された各導光棒２は、前部が半円状に形成された上下の各
支持板６a,６b によって支持されている。即ち、各支持板６a,６b の前部には、周方向に
沿って５個の挿通孔７a,７b が設けられている。各挿通孔７a,７b の内径は、導光棒２の
外径よりも僅かに大きい。そして、各導光棒２の上下端部が、対応する各挿通孔７a,７b 
に挿通される。こうすることによって、各導光棒２は、上下の各支持板６a,６b により、
周方向に配置された状態で保持される。
【００１７】
　次に、上下の各発光体ユニットＣa,Ｃb について説明する。上下の各発光体ユニットＣ
a,Ｃb は、それらが配置されたときの向きが反対だけで、両者の構成は全く同一なので、
以降、上側発光体ユニットＣａについてのみ説明する。上側発光体ユニットＣａを構成す
る上側基板８ａは、前述した上側支持板６ａの上面部に取付けられるもので、該上側支持
板６ａよりも少し小さな略相似形状を呈している。そして、上側支持板６ａの各挿通孔７
ａと対応する部分に、第１発光体１０を構成する５個のＬＥＤが取付けられている。本実
施形態の上側発光体ユニットＣａでは、その前端部（中央部分）に赤色ＬＥＤ（Ｄred ）
が下向きに取付けられている。そして、前記赤色ＬＥＤ（Ｄred ）の両側で、同一円周上
において周方向に等間隔でもって、各黄色ＬＥＤ（Ｄyellow）と各青色ＬＥＤ（Ｄblue）
が、それぞれ下向きに取付けられている。即ち、中央部の導光棒２の直上及び直下には、
上下の各端面２a,２b と相対向して赤色ＬＥＤ（Ｄred ）が配置されていて、その両側の
２本の導光棒２には、同様な形態で黄色ＬＥＤ（Ｄyellow）が配置されていて、両端部の
２本の導光棒２には、同じく青色ＬＥＤ（Ｄblue）が配置されている。前記各ＬＥＤ（Ｄ
blue, Ｄred,Ｄyellow）を、各導光棒２に向けて発光させると、前記導光棒２のカット溝
４の部分が、それぞれの色で発光される。
【００１８】
　次に、図７を参照しながら、上記導光棒２の発光原理について説明する。導光棒２の上
端面２ａから、該上端面２ａに対して垂直に入射した光線Ｌは、前記導光棒２の内部をそ
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のまま直進して、下端面２ｂから空気中に出て行く。ここで、入射した光線Ｌのうち、前
記カット溝４の部分を通過する光線Ｌは、その溝面５で屈折されて、空気中に出て行く。
即ち、カット溝４を構成する一方の溝面５で屈折されて、空気中（カット溝４の部分）に
出た光線Ｌは、他方の溝面５で反射されて、遊技者が認識可能な方向に進む。
【００１９】
　ここで、多数のカット溝４は、導光棒２の端部から中央部に向けて、その深さが徐々に
深くなるように形成されているので、相隣接するカット溝４の間には、その深さに関して
、所定の差ｅが生じている。このため、導光棒２の上端面２ａに垂直に入射されて内部に
入った光線Ｌは、全てのカット溝４の部分に達して、その溝面５において光の屈折現象を
生ずる。即ち、導光棒２の上端面２ａに最も近いカット溝４に関しては、その溝面５の全
面において、上記した光の屈折現象が生ずると共に、他のカット溝４においては、その溝
面５における隣接する別のカット溝４との深さの差ｅに相当する部分（溝底部）において
のみ、上記した光の屈折現象が生ずる。これにより、全てのカット溝４の部分において、
導光棒２内を透過する光線Ｌによる光の屈折現象が生じ、全てのカット溝４の部分の照度
が、他の部分よりも高くなって、ほぼ均一な状態で点在的に発光する。この光の屈折現象
は、導光棒２の下端面２ｂから入射した光線Ｌによっても生じる。本実施形態の電飾装置
Ａ1 の場合、上下の各端面２a,２b から入射した２つの光線Ｌの相乗作用により、各カッ
ト溝４の部分は、より鮮明に発光される。なお、図７において、Ｌ’は、各カット溝４の
溝面５で屈折されずに、導光棒２内で反射されて、その後に、屈折により、カット溝４以
外の部分から外部（空気中）に出た光線を示す。
【００２０】
　そして、導光棒２に設けられた各カット溝４の正面形状は、図６に示されるように、楕
円形状であり、その大きさは、両端面から中央部に向けて徐々に大きくなっている。よっ
て、多数のカット溝４のうち、導光棒２の長手方向における両端に設けられた２つのカッ
ト溝４は、その正面形状に近い楕円形状で発光すると共に、残りのカット溝４は、その溝
底の部分が部分的に発光されるのみである。このため、残りのカット溝４の発光幅は、ほ
ぼ一定しているが、その長さは、両端から中央部に向けて徐々に長くなった横長の長方形
状となる。よって、前面（遊技者の側）から導光棒２の全体の発光状態を見ると、多数の
発光部が上下方向に整列された状態で点在する。
【００２１】
　次に、後側発光装置Ｂ2 について説明する。図３ないし図５に示されるように、前側発
光装置Ｂ1 を構成する各導光棒２の背面側に、所定の距離をおいて、後側発光装置Ｂ2 が
配置されている。この後側発光装置Ｂ2 を構成する背面基板９は、各導光棒２のほぼ全体
を覆うことができる程度の大きさであり、その前面（各導光棒２と相対向する側）に、第
２発光体２０を構成する多数（本実施形態では、１０個）の赤色ＬＥＤ（Ｄred ）が全域
に亘って、しかも、隣接する赤色ＬＥＤ（Ｄred ）との距離が、ほぼ同程度になるように
して配置されている。そして、各赤色ＬＥＤ（Ｄred ）から発光された光は、各導光棒２
の長手方向に対して、ほぼ直角に入射される。
【００２２】
　また、各導光棒２と後側発光装置Ｂ2 との間には、拡散レンズ３が取付けられている。
この拡散レンズ３は、前記後側発光装置Ｂ2 の背面基板９とほぼ同一の大きさであり、前
記後側発光装置Ｂ2 を構成する第２発光体２０である各赤色ＬＥＤ（Ｄred ）から発光さ
れた光を拡散させて、各導光棒２の全体を発光させるという機能を有している。このため
、後側発光装置Ｂ2 の各赤色ＬＥＤ（Ｄred ）から発光された光が、各導光棒２の全体に
及び、各導光棒２の全体が、ほぼ同一の照度で、ムラなく発光される。そして、各導光棒
２の前面には、各導光棒２の発光状態を、更にきれいに映し出すと共に、各導光棒２を保
護するための前面レンズ１１が配置されている。なお、図３において、１２a,１２b は、
前記前面レンズ１１を保持するための各キャップである。
【００２３】
　図８ないし図１０を参照しながら、本発明に係る電飾装置Ａ1 の作用について説明する
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。最初に、上下の各発光体ユニットＣa,Ｃb を構成する第１発光体１０である各ＬＥＤ（
Ｄblue, Ｄred,Ｄyellow）のうちの青色ＬＥＤ（Ｄblue）を単独で発光させた場合と、後
側発光装置Ｂ2 を構成する第２発光体２０である各赤色ＬＥＤ（Ｄred ）を単独で発光さ
せた場合について説明し、次に、これらを同時に発光させた場合について説明する。前述
したように、上下の各発光体ユニットＣa,Ｃb を構成する第１発光体１０である青色ＬＥ
Ｄ（Ｄblue）から、導光棒２の上下の各端面２a,２b に向かって発光された青色光Ｌblue
は、そのまま導光棒２の内部を直進する。そして、各カット溝４における一方側の溝面５
で、屈折し、空気中（カット溝４の部分）に出た後、他方側の溝面５で反射される。
【００２４】
　ここで、前記各カット溝４の深さは、導光棒２の端部から長手方向の中央部に向かって
、徐々に深くなるようにして設けられている。このため、実際の発光源は、導光棒２の上
下の端面２a,２b に設けられた各発光体ユニットＣa,Ｃb を構成する各第１発光体（ＬＥ
Ｄ）１０のみであるにもかかわらず、遊技者には、全てのカット溝４の部分が青色に発光
しているように感じられる。また、各導光棒２に設けられた多数のカット溝４は、その両
端から中央部に向けて徐々に深さを深くして、その両端面２a,２b に対向配置された２つ
の青色ＬＥＤ（Ｄblue）からの各青色光Ｌblueを入射しているので、各青色光Ｌblueの減
衰によって、上下の各発光体ユニットＣa,Ｃb から大きく離れたカット溝４の部分の照度
が低下するのを防止できて、直線状に並んだ状態で点在発光する多数の発光部の照度の差
を少なくすることができる。また、各導光棒２は、その全長に亘って太さが均一なので、
各カット溝４の形が相似形となって、発光部の形状もこれに対応して一定の規則性をもっ
て変化する形状（前述したように、発光幅は一定であるが、その長さは、両端から中央部
に向けて徐々に長くなった横長の長方形状）となり、きれいに発光される。
【００２５】
　また、後側発光装置Ｂ2 のみを単独で発光させると、第２発光体２０を構成する各赤色
ＬＥＤ（Ｄred ）から発光された赤色光Ｌred は、拡散レンズ３を透過する際に拡散され
る。各導光棒２は、光透過性に優れているため、拡散された赤色光Ｌ'redは、各導光棒２
の全域に及ぶ。この結果、各導光棒２の全体が、ムラなく均一な状態で赤色に発光される
。また、後側発光装置Ｂ2 の背面基板９に、各赤色ＬＥＤ（Ｄred ）が点在状態で取付け
られていても、各導光棒２と後側発光装置Ｂ2 との間に所定の距離が設けられているため
、それらの影が生じず、各導光棒２を、きれいな赤色で発光させることができる。これは
、各導光棒２の全域を、きれいに発光させるという利点を損なうことなく、後側発光装置
Ｂ2 を構成する赤色ＬＥＤ（Ｄred ）の数を少なくすることができることを意味している
。
【００２６】
　次に、前側発光装置Ｂ1 における上下の各青色ＬＥＤ（Ｄblue）と、後側発光装置Ｂ2 

の各赤色ＬＥＤ（Ｄred ）を同時に発光させた場合について説明する。前述したように、
上下の各青色ＬＥＤ（Ｄblue）を発光させることにより、対応する導光棒２のカット溝４
の部分（溝底部）が、青色に発光される。また、後側発光装置Ｂ2 の各赤色ＬＥＤ（Ｄre
d ）を発光させることにより、各導光棒２の全域が赤色に発光される。この結果、前記導
光棒２における各カット溝４の部分では、前記青色光Ｌblueと前記赤色光Ｌred とが干渉
し、両者の混色、即ち、紫色で発光される。
【００２７】
　ここで、上下の各発光体ユニットＣa,Ｃb は、電飾装置Ａ1 における手前側（遊技者に
近い側）に配置されていて、後側発光装置Ｂ2 は、同じく奥側に大きく離れて配置されて
いる。そして、前後の発光装置Ｂ1,Ｂ2 から発光された２種類の光は、各導光棒２におけ
る多数のカット溝４の部分で混色され、発光される。ここで、従来の電飾装置では、同一
平面部又はこれに近い状態で発光している。それに比較すると、本発明に係る電飾装置Ａ

1 では、各導光棒２の部分で混色発光する。換言すれば、電飾装置Ａ1 内の立体空間部に
おいて混色発光するため、２色の存在が明瞭となり、遊技者には、従来の電飾装置におけ
る平面的な発光状態と異なる「奥行感のある立体的な発光状態」が感じられる。しかも、
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第１発光装置Ｂ1 からの光の照射方向と、第２発光装置Ｂ2 からの光の照射方向は直交し
ていて一方側の光によって、他方側の装置の影が生じることはない。このため、各導光棒
２は、ムラのない、きれいな状態で発光される。このようにして、パチンコ機Ｐにおける
電飾効果が、著しく高められる。
【００２８】
　上記した第１実施形態の電飾装置Ａ1 は、５本の導光棒２を、周方向に沿って互いに平
行配置させた場合である。こうすることにより、各導光棒２を順次、連続的に発光させた
り、各導光棒２の発光色を異ならしめたりすることができる。即ち、各導光棒２の発光状
態に、各種の変化を与えることができる。しかし、前記導光棒２は、１本であっても構わ
ない。次に、第２実施形態の電飾装置Ａ2 について説明する。この電飾装置Ａ2 における
第１実施形態の電飾装置Ａ1 との相違点は、導光棒２が１本であり、また、後側発光装置
Ｂ2 を構成する発光体が、１個の青色ＬＥＤ（Ｄblue）であるということである。図１１
及び図１２に示されるように、上下の支持板１３a,１３b の前部には、相対向するガイド
溝１４a,１４b が、円弧状にして設けられている。各ガイド溝１４a,１４b の溝幅は、導
光棒２の外径よりも僅かに大きい。そして、上下の各ガイド溝１４a,１４b に嵌め込まれ
た導光棒２は、上下の各支持板１３a,１３b に挟み込まれる形態で取付けられている。ま
た、各ガイド溝１４a,１４b には、同一円周上において周方向に等間隔で、各投光孔１５
a,１５b が設けられている。これらの投光孔１５a,１５b の部分には、第１実施形態の電
飾装置Ａ1 と同様に、それぞれ赤色ＬＥＤ（Ｄred ）、黄色ＬＥＤ（Ｄyellow）、及び青
色ＬＥＤ（Ｄblue）が取付けられている。
【００２９】
　また、前記導光棒２の上端部には、背面側に向かってアーム１６が延設されている。該
アーム１６の後端部には、第１歯車１７が固着されている。そして、前記第１歯車１７の
支持軸１８は、軸受１９により回転可能に支承されている。また、前記第１歯車１７の側
方には、駆動モータ２１が配設されていて、該第１歯車１７は、前記駆動モータ２１のモ
ータ軸２１ａに装着された第２歯車２２と噛合されている。このため、前記駆動モータ２
１を作動させると、前記導光棒２は、上下の各ガイド溝１４a,１４b にガイドされて、周
方向に沿って移動される。そして、前記駆動モータ２１を制御することにより、前記導光
棒２を各ガイド溝１４a,１４b の領域内で、往復移動させることもできる。
【００３０】
　前記導光棒２の背面側には、ガイドレール２３が立設されていると共に、該ガイドレー
ル２３の側方にねじ軸２４が立設されている。このねじ軸２４の上端部は、カップリング
２５を介して駆動モータ２６に連結されている。そして、該ねじ軸２４には、ガイド体２
７が螺合されていて、このガイド体２７は、ガイドレール２３にガイドされている。この
ため、前記駆動モータ２６のモータ軸２６ａを一定量だけ往復回転させると、ガイド体２
７が上下に往復移動される。前記ガイド体２７の前端面には、青色ＬＥＤ（Ｄblue）が、
前部に向かって、青色光を発光可能にして取付けられている。そして、移動中の導光棒２
が、前記青色ＬＥＤ（Ｄblue）の直前に位置されたときに、該青色ＬＥＤ（Ｄblue）から
発光された青色光が、前記導光棒２の長手方向に直角に入射される。
【００３１】
　第２実施形態の電飾装置Ａ2 の作用について説明する。駆動モータ２１を作動させて、
導光棒２を、円弧状に往復移動させる。また、駆動モータ２６を作動させて、青色ＬＥＤ
（Ｄblue）を上下に往復移動させる。この状態で、上下の各ＬＥＤ（Ｄblue, Ｄred,Ｄye
llow）と、後側の青色ＬＥＤ（Ｄblue）を発光させる。導光棒２が、各ＬＥＤ（Ｄblue, 
Ｄred,Ｄyellow）に対応する投光孔１５a,１５b の部分に位置されたとき、該導光棒２に
は、上下の各端面２a,２b から光が入射され、各カット溝４の部分が発光される。また、
前記導光棒２が、後側の青色ＬＥＤ（Ｄblue）の直前の位置に移動されたとき（このとき
、導光棒２には、その上下から赤色光Ｌred が発光される）、該青色ＬＥＤ（Ｄblue）か
らの青色光Ｌblueと、前記赤色光Ｌred とが干渉し、各カット溝４の部分が混色状態（紫
色）で発光される。また、後側のガイド体２７を上下移動させることにより、導光棒２を
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全長に亘って発光させることができる。このようにして、導光棒２が１本であっても、第
１実施形態の電飾装置Ａ1 と、ほぼ同一の効果が奏される。
【００３２】
　上記した各実施形態における導光棒２は、透明なアクリル樹脂より成り、その長手方向
に多数のカット溝４が設けられている。しかし、これ以外のものであっても構わない。例
えば、カット溝４が設けられていない単なる棒体で、自身が線発光されるものであっても
よい。この場合、前記棒体が、帯状となって発光される。
【００３３】
　また、導光棒２の材質に関しては、光透過性を有すれば、いかなる材質であってもよく
、上記アクリル樹脂の他に、ポリカーボネイト樹脂、ガラスなどが挙げられると共に、導
光棒２に多数のカット溝４を形成する方法に関しても、切削加工による方法、導光棒の成
形時にカット溝４も同時に成形する方法などがあって、容易に成形可能である。
【００３４】
　また、導光棒２に設けられる多数のカット溝４の形状に関しても、上記した各実施形態
のように、断面Ｖ字状の場合に限定されず、開口に向けて幅が徐々に広くなった断面が変
則Ｕ字状のものであってもよい。更に、各導光棒２に形成される多数のカット溝４の深さ
は、その一端面から他端面に向けて、徐々に深くした形態であっても構わない。
【００３５】
　上記した各実施形態における発光源は、いずれもＬＥＤである。このため、輝度の調整
が容易であり、その寿命が長いという利点がある。しかし、豆球であっても構わない。こ
の場合、安価であるという利点がある。更に、それ以外のもの、例えば、冷陰極管（蛍光
管）であっても構わない。この場合、拡散レンズ３を使用しなくても、各導光棒２の全体
を発光させることができるという利点がある。
【００３６】
　上記したように、本発明に係る電飾装置Ａ1,Ａ2 は、従来の電飾装置と比べて、その電
飾効果が優れていて、通常の電飾装置（例えば、島設備の電飾装置）として使用する以外
に、大当たりの予告や、大当たり中の状態を演出するものとしても使用できる。このため
、その設置場所は、遊技者に最も効果的に見せることのできる位置、即ち、図柄表示装置
５６（図１参照）の両側方に取付けることが望ましい。
【００３７】
【００３８】
【発明の効果】
　本発明に係る遊技機の電飾装置は、半円弧線上に沿って所定間隔をおいて配置された複
数本の導光棒の少なくとも一端面に第１発光体が配置され、前記導光棒内を透過する光を
、その周面で屈折発光させる第１発光装置と、当該第１発光装置の後側に配置されて、前
記各導光棒に向けて発光する前記第１発光体とは異色の第２発光体が取付けられた第２発
光装置とから成り、互いに異色の第１及び第２の各発光体により、導光棒を混色発光させ
ることができ、遊技機の電飾効果を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る電飾装置Ａ1 を備えたパチンコ機Ｐの正面図である。
【図２】　本発明に係る電飾装置Ａ1 の全体斜視図である。
【図３】　同じく、分解斜視図である。
【図４】　同じく、側面断面図である。
【図５】　図４のＸ－Ｘ線断面図である。
【図６】　（イ），（ロ）は、それぞれ前側発光装置Ｂ1 の右側面図、及び正面図である
。
【図７】　導光棒２のカット溝４の部分における光線Ｌの屈折を主体に示す模式的縦断面
図である。
【図８】　導光棒２において、青色光Ｌblueと赤色光Ｌred が干渉して、混色発光する状
態の作用説明図である。
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【図９】　図８の状態の側面図である。
【図１０】　同じく平面図である。
【図１１】　第２実施形態の電飾装置Ａ2 の概略側面図である。
【図１２】　図１１のＹ－Ｙ線断面図である。
【図１３】　従来の電飾装置の平面断面図である。
【図１４】　同じく、別の電飾装置の平面断面図である。
【符号の説明】
　　　Ａ1,Ａ2 ：電飾装置
　　　　　Ｂ1 ：前側発光装置（第１発光装置）
　　　　　Ｂ2 ：後側発光装置（第２発光装置）
　　　　　Ｃａ：上側発光体ユニット
　　　　　Ｃｂ：下側発光体ユニット
　　　　Ｄblue：青色ＬＥＤ（発光体）
　　　　Ｄred ：赤色ＬＥＤ（発光体）
　　　Ｄyellow：黄色ＬＥＤ（発光体）
　　　　Ｌblue：青色光
　　　　Ｌred ：赤色光
　　　　　　Ｐ：パチンコ機（遊技機）
　　　　　　２：導光棒
　　　　　　３：拡散レンズ
　　　　　　４：カット溝
　　　　　１０：第１発光体
　　　　　２０：第２発光体

【図１】 【図２】
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