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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定側に設けられた光源と、該光源からの光を側方へと反射する回転式の反射板と、前
記光源及び前記反射板からの光を受ける発光カバーとを含む回転灯を備えた遊技機におい
て、
　前記光源は回転中心廻りに複数個の発光体を有し、
　前記光源からの光を前記反射板及び前記発光カバー側に透過する光透過体を前記反射板
と一体回転可能に備え、
　該光透過体は前記光源からの光を屈折させて前記反射板側に集光する集光部を前記発光
体に対応して回転中心廻りにリング状に備え、
　前記反射板の基部側は回転中心廻りの周方向の略中央部が周方向の両端部よりも前記回
転中心側に接近する円弧状である
　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、パチンコ機、アレンジボール機、スロットマシン等の遊技機に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
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　パチンコ機、スロットマシン等の遊技機には、その前面側に赤色に明滅発光する回転灯
を備え、大当たり、ビッグボーナス等の遊技者に有利な特別遊技状態となるときの予告演
出、特別遊技状態中の特別遊技演出等の演出時に回転灯を赤色に回転発光させて遊技者に
高揚感を抱かせるようにしたものがある（特許文献１、２）。
【０００３】
　例えば特許文献１に記載のパチンコ機では、遊技盤の中央部にセンター役物を装着し、
このセンター役物の前飾り枠の上部中央に回転灯を配置している。また特許文献２に記載
のスロットマシンでは、前面パネルの略中央に複数個の回転リールを有する遊技図柄表示
手段を備え、この遊技図柄表示手段の上側で前面パネルに回転灯を配置している。
【０００４】
　特許文献１に記載の回転灯は、前飾り枠の凹部内に光源と反射板とを配置し、これらを
前側から覆うように半割り状の発光カバーを前飾り枠に装着している。また特許文献２に
記載の回転灯は、前面パネルの凹部内の取り付け部から下向きに突出しており、円筒部の
下端側に半球面部を有する発光カバーにより、光源、反射板を覆うようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－７３３２４号公報
【特許文献２】特開２００９－３４３６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の回転灯は、光源からの光を反射板の反射面により径方向の外側へと反射して発光
カバーの前面側を回転発光させるようになっており、回転灯の先端側を回転軸の軸心方向
の外方から見たときに、その回転灯の先端側が回転発光するようにはなっていない。
【０００７】
　即ち、特許文献１に記載の回転灯は、発光カバーを前方から見たときに、反射板の回転
に伴って発光カバーの前面側が回転発光するだけであり、回転軸の軸心方向の外方から回
転灯の先端側を見る構造にはなっていない。
【０００８】
　特許文献２に記載の回転灯は、円筒部の下端側に半球面部を有する発光カバーを下側か
ら装着して、前面パネルの凹部内に下向きに装着されている。しかし、回転軸の軸心方向
の外方から発光カバーの球面部側を見たときに、その球面部を積極的に回転発光させるよ
うな構造にはなっていない。
【０００９】
　何故ならこの回転灯は、１個の光源を回転軸の軸心上に配置し、この光源の外周を回転
軸廻りに回転する反射板の先端部分が、光源の一部を回転軸の軸心方向の外方から覆うよ
うになっている。このため反射板に対応する部分では光源から発光カバーへの光を遮断で
きるものの、光源からの光が常時発光カバーの球面部の中央部分に当たって、その球面部
の中央部分が常時発光することになり、回転軸の軸心方向の外方から回転灯の球面部側を
見た場合には、その球面部側を明瞭に明滅発光させることはできない。
【００１０】
　従って、従来の回転灯は専ら発光カバーの周壁部が回転発光する態様で使用されており
、回転灯の先端側を遊技者に向けるような態様では使用できないという欠点があった。
【００１１】
　本発明は、光源からの光を反射板に集光できる回転灯を備えた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】
【００１２】
　本発明は、固定側に設けられた光源と、該光源からの光を側方へと反射する回転式の反
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射板と、前記光源及び前記反射板からの光を受ける発光カバーとを含む回転灯を備えた遊
技機において、前記光源は回転中心廻りに複数個の発光体を有し、前記光源からの光を前
記反射板及び前記発光カバー側に透過する光透過体を前記反射板と一体回転可能に備え、
該光透過体は前記光源からの光を屈折させて前記反射板側に集光する集光部を前記発光体
に対応して回転中心廻りにリング状に備え、前記反射板の基部側は回転中心廻りの周方向
の略中央部が周方向の両端部よりも前記回転中心側に接近する円弧状としたものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、光源からの光を反射板に集光できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すパチンコ機の正面図である。
【図２】同前面板側の斜視図である。
【図３】同前面板側の平面図である。
【図４】同前面板側の分解斜視図である。
【図５】同回転灯の装着部位の正面断面図である。
【図６】同回転灯の装着部位の側面断面図である。
【図７】同回転灯の側面断面図である。
【図８】同回転灯の回転軸に沿った背面断面図である。
【図９】同回転円板部分での平面断面図である。
【図１０】同発光基板部分での平面断面図である。
【図１１】同回転灯の分解斜視図である。
【図１２】同本体枠と抱持枠との係合部分の平面断面図である。
【図１３】同上部皿カバーを外した状態の平面図である。
【図１４】同画像表示部の説明図である。
【図１５】同動作説明図である。
【図１６】同回転発光の説明図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態を示す回転灯の側面断面図である。
【図１８】同回転円板部分での平面断面図である。
【図１９】本発明の第３の実施形態を示す回転灯の側面断面図である。
【図２０】同回転円板部分での平面断面図である。
【図２１】本発明の第４の実施形態を示す回転軸に沿った背面断面図である。
【図２２】本発明の第５の実施形態を示す回転軸に沿った背面断面図である。
【図２３】本発明の第６の実施形態を示す回転灯の側面断面図である。
【図２４】本発明の第７の実施形態を示す遊技盤の正面図である。
【図２５】同回転灯の回転軸に沿った背面断面図である。
【図２６】本発明の第８の実施形態を示す回転軸に沿った背面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の各実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１６は本発明をパチン
コ機に採用した第１の実施形態を例示する。パチンコ機１は、図１に示すように、矩形状
の外枠２と、この外枠２の前側にヒンジ３により縦軸廻りに開閉自在に枢着された前枠４
とを備えている。前枠４の前側にはガラス扉５と前面板６とが上下に配置され、前枠４に
対してヒンジ３と同じ側のヒンジ７により縦軸廻りに開閉自在に枢支されている。
【００１６】
　前面板６の前側には、図２～図４に示すように、発射用の遊技球を貯留する球供給皿８
と、余剰球を貯留する球受け皿９とが上下に配置され、その側方に遊技球を発射する発射
手段（図示省略）の発射ハンドル１０が設けられている。球供給皿８、球受け皿９は前面
板６に装着され、前側から上部皿カバー１２、下部皿カバー１３により覆われている。
【００１７】
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　上部皿カバー１２の上側には、左右方向の略中央部に前斜め上向きに操作ボタン兼用の
回転灯１４が配置され、左側部分にチャンスボタン１５が、右側部分に球貸し操作パネル
１６が夫々配置されている。ガラス扉５の裏側には、このガラス扉５に対応するように前
枠４に遊技盤１７が着脱自在に装着されている。
【００１８】
　遊技盤１７の前面には、図１に示すように、発射手段から発射された遊技球を案内する
ガイドレール１８が略円弧状に配置されると共に、そのガイドレール１８の内側の遊技領
域１９に画像表示手段２０、普通図柄始動手段２１、特別図柄始動手段２２、可変入賞手
段２３、普通入賞手段２４、普通図柄表示手段２５、特別図柄表示手段２６等の各種の遊
技部品が配置されている。
【００１９】
　画像表示手段２０は遊技領域１９の左右方向の略中央の上部に配置され、特別図柄始動
手段２２と可変入賞手段２３は画像表示手段２０の下側に上下に配置されている。普通入
賞手段２４は可変入賞手段２３の左右両側に設けられている。特別図柄始動手段２２は非
開閉式入賞口２２ａと開閉式入賞口２２ｂとを有する。普通図柄始動手段２１は画像表示
手段２０とガイドレール１８との間に配置されている。
【００２０】
　画像表示手段２０は液晶式等の画像表示部２８と、画像表示部２８に対応する表示窓２
９を有し且つ遊技盤１７の前面に装着された前飾り枠３０とを備えている。前飾り枠３０
には遊技盤１７から前側に突出する突出部３１を上部から左右両側部に跨がって備え、そ
の突出部３１の上部側の前面に普通図柄表示手段２５と特別図柄表示手段２６とが装着さ
れている。
【００２１】
　普通図柄表示手段２５は普通図柄を変動表示するためのもので、複数種類の普通図柄（
例えば２種類の「○」「×」）に対応する複数個の発光素子により構成されており、普通
図柄始動手段２１が遊技球を検出することを条件に２個の発光素子が交互に点灯するよう
に所定時間点滅して、普通図柄始動手段２１の遊技球の検出時に抽選した乱数値が予め定
められた当たり判定値と一致した場合に当たり態様の「○」側の発光素子が点灯し、それ
以外の場合に外れ態様の「×」側の発光素子が点灯して停止する。なお、変動後の普通図
柄は１／１０程度の所定の確率で当たり態様となる。
【００２２】
　特別図柄表示手段２６は発光部位の変化等で特別図柄を変動表示可能なセグメント式等
により構成されており、特別図柄始動手段２２が遊技球を検出することを条件に、特別図
柄が所定時間変動して、特別図柄始動手段２２の遊技球の検出時に抽選された乱数値が予
め定められた大当たり判定値と一致した場合に所定の大当たり態様で、それ以外の場合に
外れ態様で停止するようになっている。
【００２３】
　特別図柄始動手段２２の開閉式入賞口２２ｂは、普通図柄表示手段２５の変動後の停止
図柄が当たり態様となったときに所定時間（短時間）だけ開放するようになっている。可
変入賞手段２３は開閉板２３ａを有し、特別図柄表示手段２６の変動後の特別図柄が大当
たり態様となって特別遊技状態が発生したときに開閉板２３ａが前側に開放して、上方か
ら落下する遊技球を入賞させるようになっている。特別遊技状態中は開閉板２３ａの開放
から所定時間（例えば３０秒程度）が経過するか、その間に所定数（例えば１０個）の遊
技球が入賞したときに開閉板２３ａを閉じる動作を１ラウンドとし、この動作を所定回数
（例えば１６ラウンド）継続するようになっている。
【００２４】
　画像表示部２８は特別図柄表示手段２６の特別図柄に対応する演出図柄３２ａ，３２ｂ
，３２ｃの変動表示、回転灯１４の操作指示画像３３を表示する操作指示等、遊技の進行
に従って適宜タイミングで各種の演出画像を随時表示するものである。即ち、特別図柄表
示手段２６の特別図柄の変動に際しては、その特別図柄の変動に同期して１個又は複数個
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、例えば３個の演出図柄３２ａ～３２ｃが画像表示部２８に変動表示される。このとき演
出図柄３２ａ～３２ｃは特別図柄始動手段２２の遊技球の検出を条件に、抽選により決定
された所定の演出図柄変動パターンを経て所定時間変動した後、特別図柄の変動終了に同
期して所定の順序（例えば左、右、中等の順序）で順次停止する。
【００２５】
　演出図柄３２ａ～３２ｃの変動後の停止図柄は、特別図柄が大当たり態様で停止する場
合には全てが揃う大当たり演出態様となり、特別図柄が外れ態様で停止する場合には少な
くとも一部が異なる外れ演出態様となる。
【００２６】
　例えば、演出図柄３２ａ～３２ｃには０～９までの数字図柄が使用されており、特別図
柄が大当たり態様で停止する場合には演出図柄３２ａ～３２ｃは「７・７・７」等の大当
たり演出態様で停止し、特別図柄が外れ態様で停止する場合には演出図柄３２ａ～３２ｃ
は「２・４・５」等の外れ演出態様で停止する。
【００２７】
　回転灯１４の操作指示に際しては、変動後の特別図柄が大当たり態様となる信頼度の高
い演出図柄変動パターンを抽選したとき等、遊技者に対して期待感を抱かせる所定の遊技
状態、例えば図１４に示すように１個の演出図柄３２ｂを除く２個の演出図柄３２ａ，３
２ｃが同じとなるリーチとなった場合に、画像表示部２８の所定箇所に回転灯１４の操作
を指示する操作指示画像３３が表示される。
【００２８】
　そして、例えば特別図始動手段２２が遊技球を検出したときに大当たりを抽選しており
、変動後の特別図柄が大当たり態様となった後に特別遊技状態が発生する場合には、その
操作指示画像３３に従って図柄変動中に適宜タイミングで回転灯１４を押圧操作すれば、
回転灯１４が回転しながら明滅発光する回転発光状態となって、その後の大当たり態様で
の特別図柄の停止、及びこれに続く特別遊技状態の発生を予告する。
【００２９】
　なお、回転灯１４は遊技者が操作するか否かに関係なく回転発光させてもよい。また回
転灯１４の回転発光中は、画像表示部２８に回転灯１４の回転発光を示す演出画像を表示
してもよい。
【００３０】
　上部皿カバー１２は、図２～図６に示すように、球供給皿８の前縁に沿ってその前側に
略円弧状に配置された上面部３５と、この上面部３５の前端から下側に湾曲して球供給皿
８の下側部分を覆う前面部３６と、前面部３６の下端から後方に屈曲して球受け皿９の上
方で球供給皿８を下側から覆う下壁部３４とを有し、左右方向の複数箇所で前面板６にネ
ジ等により固定されている。上部皿カバー１２の左右方向の略中央部には、その上面部３
５と前面部３６とに跨がって傾斜状のユニット装着部３７が設けられ、このユニット装着
部３７に操作ボタン兼用の回転灯１４が配置されている。
【００３１】
　回転灯１４は球受け皿９よりも左右方向の中央側に配置されており、上部皿カバー１２
の前面部３６には回転灯１４に対応する部分に、回転灯１４に沿って前側へと膨らむ膨ら
み部３８が設けられている。
【００３２】
　下部皿カバー１３は、図２～図６に示すように、前面板６の左右両端部で前面板６に当
接する左右一対の起立部３９ａ，３９ｂと、この起立部３９ａ，３９ｂ間で左右に配置さ
れた前張り出し部４０及び周辺覆い部４１と、これらの下部側から前面板６側へと後方に
突出する底壁４２ａ～４２ｃとを一体に有し、上部皿カバー１２の下側で前面板６、球受
け皿９を前面側から覆うように、左右両端部、中間部を含む複数箇所でネジ等により前面
板６に固定されている。なお、下部皿カバー１３は上部皿カバー１２と一体に構成しても
よい。
【００３３】
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　前張り出し部４０は球受け皿９の前側から回転灯１４の下端部前側に跨がって前方に張
り出して形成され、この前張り出し部４０の一端側後部に一方の起立部３９ａが設けられ
ている。周辺覆い部４１は前張り出し部４０の他端側後部から他方の起立部３９ｂに跨が
って設けられており、発射ハンドル１０の基部側周辺を覆っている。前張り出し部４０は
その取り付け部４０ａが前面部３６の下端の取り付けボス３６ａに裏側からネジ等で固定
されている。
【００３４】
　底壁４２ａ～４２ｃは図４に示すように下部皿カバー１３の球受け皿９を除く裏側部分
の略全体にあり、前張り出し部４０の一端側から一方の起立部３９ａに跨がる部分に底壁
４２ａが、前張り出し部４０の球受け皿９近傍から周辺覆い部４１を経て他方の起立部３
９ｂに跨がる部分に底壁４２ｂ，４２ｃが夫々設けられている。
【００３５】
　回転灯１４の下側に対応する底壁４２ｂの球受け皿９側には、前張り出し部４０から裏
側に突出して球供給皿８の下壁部３４等を受ける受け部４３があり、反対側には底壁４２
ｃとの間に形成された段差部４４があり、これらによって底壁４２ｂを補強する補強部と
なっている。従って、この底壁４２ｂは後述のように回転灯１４の下端を下側から受ける
支持体を構成しているが、回転灯１４に加わる外力に十分に耐え得る構造となっている。
なお、球受け皿９の下側には、球抜き取り手段（図示省略）が設けられている。
【００３６】
　前面板６の裏側には、発射ハンドル１０の操作に連動して球供給皿８からの遊技球を１
個ずつ発射手段の発射レール上へと送る球送り手段４５と、払い出し手段（図示省略）か
ら払い出された遊技球を球供給皿８へと案内する案内手段４６と、球供給皿８の遊技球が
満杯状態のときに余剰球を球受け皿９へと案内する余剰球案内手段（図示省略）等が設け
られている。
【００３７】
　回転灯１４は図５～図１１に示すように構成されている。即ち、回転灯１４は、図５～
図１０に示すように、回転軸５０廻りに回転しながら明滅発光する回転発光手段５１と、
回転発光手段５１を上側から覆い且つ回転発光手段５１からの光により外周面及び上端面
が赤色等の所定の発光色で回転発光する押圧操作部兼用の発光カバー５２と、発光カバー
５２の押圧操作を検出する検出スイッチ５３と、発光カバー５２の外周に套嵌され且つ上
端外周が上部皿カバー１２の開口部５４に嵌合する口部材兼用の反射カバー５５と、反射
カバー５５よりも下側の上部外周に配置され且つ裏側から抱持する抱持枠５６を介して上
部皿カバー１２に固定された本体枠５７と、この本体枠５７の下側で上部皿カバー１２の
前面部３６に裏側から結合され且つ下部皿カバー１３の底壁４２ｂ上に当接する固定枠５
８とをユニット状に備えた回転灯ユニット４９により構成され、前上向きに傾斜状に配置
されている。
【００３８】
　回転発光手段５１は固定側に設けられた光源５９と、光源５９の上側近傍に回転軸５０
廻りに回転自在に配置され且つ光源５９を上側から覆う回転円板６０と、基部が光源５９
の外周近傍で回転円板６０上に固定され且つ回転軸５０と一体に回転して光源５９からの
光を径方向の外側へと反射する反射板６１とを備え、光源５９の下側に回転軸５０を介し
て反射板６１を駆動する駆動手段６２が設けられている。
【００３９】
　本体枠５７とその下側の固定枠５８とにより支持部材６６が構成されている。固定枠５
８は中央上部に設けられた逆有底円筒状の支持ケース６３と、この支持ケース６３の下側
に上下に二つ割り状に設けられたギヤーケース６４と、ギヤーケース６４の下側に設けら
れた当接体６５とを備えている。
【００４０】
　支持ケース６３は上底部６３ａを有し、この上底部６３ａ上に光源５９が配置され、ま
た上底部６３ａの中央から下方に延びる筒状部６３ｂに回転軸５０が回転自在に挿通され
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ている。支持ケース６３の下端外周側にギヤーケース６４の上側部６４ａが一体に設けら
れている。
【００４１】
　当接体６５は左右方向に複数枚の板状の当接リブ６５ａを有し、ギヤーケース６４の下
側部分に一体に形成されている。各当接リブ６５ａは前端側の連結板６５ｂと、上側の補
強壁６５ｃとにより左右に連結され、その補強壁６５ｃがギヤーケース６４の下側部６４
ｂにネジ６５ｄ等により固定されている。当接リブ６５ａはその下面が底壁４２ｂ上に当
接し、また連結板６５ｂは前張り出し部４０の取り付けボス４０ｂに裏側から当接してネ
ジ６５ｅ等により固定されている。なお、当接体６５の側面には、光源５９、検出スイッ
チ５３に接続されたハーネスを掛けるための掛け部６７が設けられている。
【００４２】
　本体枠５７は回転灯ユニット４９の上下側に配置されており、ギヤーケース６４の上側
で回転発光手段５１の下部及び固定枠５８の支持ケース６３を外周から囲繞する段違い円
筒状の囲繞ケース６８と、この囲繞ケース６８の上部側に設けられた左右一対の肩部６９
とを有し、抱持枠５６を介して上部皿カバー１２の裏側に固定されている。
【００４３】
　光源５９は発光基板７０上に周方向に所定の間隔をおいて装着された複数個のＬＥＤ等
の発光体７１により構成され、その略中央を回転軸５０が上下方向に貫通している。発光
基板７０は円板状であり、回転軸５０の外周に略同心状に配置されている。各発光体７１
は回転軸５０から外周側に離れた位置に周方向に略同心状に配置されており、回転軸５０
の周辺近傍を除く領域に設けられている。なお、各発光体７１は内外の各発光体７１が周
方向に交互に位置すべく内外二つの円周上に配置されているが、同一円周上でもよい。ま
た光源５９は周方向に略連続するリング状の発光体７１により構成してもよい。
【００４４】
　回転円板６０は発光基板７０と略同程度の円形状であって、それ全体が光透過性を有す
ると共に、各発光体７１からの光を回転軸５０の軸心と略平行な方向に集光する集光部７
２を一体に有し、回転軸５０の上端に固定されている。集光部７２は各発光体７１に対応
して周方向に連続するリング状に形成されている。なお、集光部７２の各部の径方向の断
面形状は、回転円板６０の上面側に円弧状に突出する凸レンズ状になっている。
【００４５】
　反射板６１はその基部が回転円板６０の外周側の上面で光源５９の外周近傍に位置して
配置され、光源５９の発光体７１からの光を径方向に反射する凹面状の反射面７３を有す
る。この反射板６１の先端側は回転軸５０の中心側へと湾曲しており、その先端部分に光
源５９の周方向の一部を回転軸５０の軸心方向の外方から覆う覆い部６１ａが設けられて
いる。従って、回転軸５０の軸心方向の外方から回転灯１４を見た場合に、回転軸５０廻
りに回転する反射板６１の覆い部６１ａが、周方向に配置された各発光体７１を順次回転
軸５０の軸心方向の外方から覆うようになっている。
【００４６】
　発光カバー５２は回転発光手段５１の回転発光時における回転発光用の他に、検出スイ
ッチ５３用の押圧操作部を兼用するものであって、上部皿カバー１２の上側から押圧操作
可能に反射カバー５５よりも上側に突出しており、本体枠５７により回転軸５０の軸心方
向に移動自在に支持され戻しバネ７４により復帰位置に保持されている。
【００４７】
　発光カバー５２は回転軸５０に対して略同心状に配置された略直円筒状の周壁部５２ａ
と、この周壁部５２ａの上端側に一体に形成された半球面状の球面部５２ｂとを備え、例
えば赤色発光の場合には赤色に着色されている。なお、発光カバー５２は適宜の発光色に
着色してもよいし、回転発光手段５１の着色と発光体７１の発光色との組み合わせにより
所定の発光色で発光するようにしてもよい。
【００４８】
　発光カバー５２の下端外周には、反射カバー５５の下端部が回転軸５０の軸心方向に出
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退自在に上側から嵌合する周溝７５が形成され、その周溝７５の下側に回転円板６０の外
周に略同心状に配置されたリング状の可動リング７６が固定されている。可動リング７６
は摺動部材７７と、この摺動部材７７が摺動自在に貫通する貫通孔７８とを介して本体枠
５７により回転軸５０の軸心方向に摺動自在に支持されている。なお、貫通孔７８により
摺動部材７７の案内部が構成されている。
【００４９】
　周溝７５は発光カバー５２の下端から外周側に屈曲する鍔状の底壁部７５ａと、この底
壁部７５ａの外周から起立する外周壁７５ｂとを有し、この周溝７５の前側には、発光カ
バー５２と反射カバー５５との間から流入した水その他の液体を本体枠５７の囲繞ケース
６８の外側へと排出するための排出口７９が設けられている。
【００５０】
　なお、この排出口７９は回転灯１４が前側に傾斜しているため、その低部側である前側
で外周壁７５ｂの一部を切り欠いて形成されている。外周壁７５ｂには、排出口７９と反
対側にも切り欠き部７５ｃが設けられている。
【００５１】
　周溝７５の底壁部７５ａには発光カバー５２が復帰したときに反射カバー５５の下端が
当接しており、また図１５に示するように発光カバー５２を押圧操作したときにも、反射
カバー５５の下端が外周壁７５ｂから下側に外れないように、外周壁７５ｂと筒部５５ａ
との嵌合量は発光カバー５２の回転軸５０の軸心方向の移動量よりも大となっている。
【００５２】
　摺動部材７７は丸棒等の摺動軸から成り、周方向に略等間隔をおいて複数個（例えば３
本）配置され、可動リング７６から下方へと回転軸５０と略平行に突出している。貫通孔
７８は囲繞ケース６８の段部８０側に貫通状に形成され、この貫通孔７８に摺動部材７７
が摺動自在に挿通されている。段部８０は可動リング７６の下側に対向して囲繞ケース６
８に形成されている。貫通孔７８の上側に凹部８１が設けられている。
【００５３】
　可動リング７６、段部８０は発光カバー５２を押圧したときに摺動部材７７等の案内に
よりその略全周が略均等に当接するようになっている。また各摺動部材７７の外周には、
可動リング７６を介して発光カバー５２を反射カバー５５側に戻す戻しバネ７４が套嵌さ
れ、可動リング７６と段部８０との間に介在されている。戻しバネ７４の下部は凹部８１
内に入っている。なお、可動リング７６と段部８０は摺動部材７７等の案内によりその全
周が略均等に当接すれば良く、必ずしも全周面が当接する必要はない。
【００５４】
　検出スイッチ５３は非接触式等であって、囲繞ケース６８の段部８０に可動リング７６
と上下に対向して装着されており、発光カバー５２を押圧操作したときに、可動リング７
６の外周側に設けられた位置検出片８３を検出するようになっている。
【００５５】
　囲繞ケース６８には径方向の外側へと突出する凸部８４が設けられ、この凸部８４内の
段部８０に切り欠き部８５が設けられている。検出スイッチ５３は位置検出片８３の進入
を検出するように略Ｕ字状に構成され、段部８０に下側から固定されたスイッチ基板８６
に装着して切り欠き部８５内に上向きに配置されている。スイッチ基板８６は段部８０の
下側のボス部８７に片持ち状に固定されている。位置検出片８３は可動リング７６の外側
に、下端面よりも突出して下向きに設けられ、発光カバー５２を操作したときに切り欠き
部８５を介して検出スイッチ５３内に進入するようになっている。なお、検出スイッチ５
３は接触式でもよい。スイッチ基板８６は両持ち状に固定してもよい。
【００５６】
　駆動手段６２はギヤーケース６４の下側部６４ｂに装着された駆動モータ８８と、ギヤ
ーケース６４内に収容された駆動ギヤー８９及び従動ギヤー９０とを備え、駆動ギヤー８
９が駆動モータ８８の駆動軸８８ａに、従動ギヤー９０が回転軸５０に夫々設けられてい
る。
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【００５７】
　反射カバー５５は略漏斗状であって、発光カバー５２の周壁部５２ａの外周に近接して
外嵌する小径の筒部５５ａと、この筒部５５ａから上向きに拡開する第１拡開部５５ｂと
、この第１拡開部５５ｂから左右両側に拡開する第２拡開部５５ｃとを一体に備えている
。この反射カバー５５はその上端外周の嵌合縁５５ｆが上部皿カバー１２のユニット装着
部３７に形成された開口部５４に下側から嵌合され、また第２拡開部５５ｃが下側のボス
部５５ｄを介して本体枠５７の左右の肩部６９の上面に下側からネジ等により固定されて
いる。
【００５８】
　第１拡開部５５ｂの上面は回転発光手段５１の周壁部５２ａを取り囲む反射面５５ｅと
なっており、その反射面５５ｅで回転発光手段５１からの光を上方へと反射して、回転軸
５０の軸心方向の上方から回転灯１４側を見た場合に赤色発光領域を第１拡開部５５ｂの
反射面５５ｅまで拡大するようになっている。反射面５５ｅは第１拡開部５５ｂの上面に
金属メッキを施す等により形成されている。なお、第１拡開部５５ｂはその前側部分が発
光カバー５２に近接しており、この前側部分を除く部分が拡開状になっているが、略全周
で同様に拡開するようにしてもよい。
【００５９】
　第２拡開部５５ｃは第１拡開部５５ｂの左右両側に設けられており、上部皿カバー１２
の上面部３５と前面部３６との境界部分で收束するように略三角形状になっている。なお
、第２拡開部５５ｃの上面にも第１拡開部５５ｂの反射面５５ｅと同様に金属メッキ等が
施されている。従って、回転軸５０の軸心方向の上方から見たときには、発光カバー５２
からの光を反射しないが、左右斜め方向から見た場合には、その方向の第２拡開部５５ｃ
で発光カバー５２の光を反射するようになっている。
【００６０】
　回転灯ユニット４９の本体枠５７は球供給皿８の前壁部９２に近接しており、その本体
枠５７と前壁部９２との間の僅かな隙間に抱持枠５６が配置されている。抱持枠５６は囲
繞ケース６８の後部側から左右両側の肩部６９を経て囲繞ケース６８の左右両側に跨がる
略Ｕ字状又は略コ字状であって、囲繞ケース６８及び左右両側の肩部６９に対して後側か
ら当接する後当接部５６ａと、この後当接部５６ａの左右両端側から前側に突出して囲繞
ケース６８を左右両側から抱持する抱持部５６ｂとを有し、その各抱持部５６ｂの外側の
取り付け部５６ｃが上部皿カバー１２のユニット装着部３７から後側に突出する取り付け
ボス３７ａにネジ等により固定されている。
【００６１】
　本体枠５７と抱持枠５６との間には、図７、図１１、図１２に示すように、前後方向に
係脱自在に係合して両者の回転軸５０の軸心方向の相対移動、特に発光カバー５２を押圧
操作したときの相対移動を規制する第１係合手段９４と第２係合手段９５とが設けられて
いる。第１係合手段９４は囲繞ケース６８から後方に突出する左右方向に長い係合突起９
４ａと、抱持枠５６の後当接部５６ａに形成され且つ係合突起９４ａが前側から係脱自在
に係合する係合凹部９４ｂとを備えている。
【００６２】
　第２係合手段９５は肩部６９から外側に突出して前下りに傾斜する係合突起９５ａと、
抱持部５６ｂに前広がり状に形成され且つ係合突起９５ａが前側から係脱自在に係合する
係合凹部９５ｂとを備えている。なお、係合突起９４ａ，９５ａは係合部を構成し、係合
凹部９４ｂ，９５ｂは被係合部を構成しているが、その係合部、被係合部の凹凸関係は逆
でもよい。
【００６３】
　回転灯ユニット４９と球供給皿８との間には、図４、図７、図１３に示すように、前後
方向に係脱自在に係合して回転灯ユニット４９の下方への相対移動を規制する第３係合手
段９６が設けられている。この第３係合手段９６は反射カバー５５から後側に突出する係
合突起９６ａと、球供給皿８の前壁部９２の前面に形成され且つ係合突起９６ａが上側か
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ら係合する係合凹部９６ｂとを備えている。
【００６４】
　球供給皿８と抱持枠５６との間には、図４、図６、図１３に示すように、抱持枠５６の
下方への相対移動を規制する左右一対の第４係合手段９７が設けられている。この各第４
係合手段９７は抱持枠５６の後当接部５６ａから後側に突出する係合突起９７ａと、球供
給皿８の前壁部９２の前面に形成され且つ係合突起９７ａが上側から係合する係合凹部９
７ｂとを備えている。
【００６５】
　なお、係合突起９６ａ，９７ａは係合部を構成し、係合凹部９６ｂ，９７ｂは被係合部
を構成しているが、その係合部、被係合部の凹凸関係は逆でもよい。
【００６６】
　このパチンコ機１において、普通図柄始動手段２１が遊技球を検出すると、普通図柄表
示手段２５の普通図柄が所定時間変動し、その当たり態様、外れ態様の何れかで停止する
。普通図柄が当たり態様であれば、特別図柄始動手段２２の開閉式入賞口２２ｂが所定時
間開放する。
【００６７】
　特別図柄始動手段２２の上下２個の入賞口２２ａ，２２ｂの何れかに遊技球が入賞する
と、特別図柄表示手段２６の特別図柄が所定時間変動し、またその特別図柄の変動に同期
して画像表示手段２０の演出図柄３２ａ～３２ｃが所定の演出図柄変動パターンで変動す
る。
【００６８】
　特別図柄始動手段２２が遊技球を検出した際に、例えば変動後の特別図柄が大当たり態
様となって特別遊技状態が発生する大当たりを抽選していた場合には、特別図柄の変動中
に、画像表示手段２０に表示される演出図柄３２ａ～３２ｃのうち２個の演出図柄３２ａ
，３２ｃが同じ図柄を表示するリーチになったときに、図１４に示すように演出図柄３２
ａ～３２ｃの他に、回転灯１４の操作を指示する操作指示画像３３が画像表示手段２０に
表示される。
【００６９】
　そして、この操作指示画像３３が表示されたときに、遊技者が適宜タイミングで発光カ
バー５２を押圧操作すれば回転灯１４が赤色に回転発光し、その後に特別図柄が大当たり
態様で停止し特別遊技状態が発生することを予告する予告演出を行う。なお、この回転灯
１４による回転発光は、その後に特別遊技状態が発生する場合には、その特別遊技状態が
終了するまで継続してもよい。変動後の特別図柄が外れ態様となる場合には、特別図柄の
変動終了と同時又は変動終了の前後の何れかで停止すればよい。
【００７０】
　回転灯１４は通常発光しておらず停止状態にある。また発光カバー５２は戻しバネ７４
により上側へと付勢され、反射カバー５５の下端が周溝７５内に嵌合して底壁部７５ａに
当接しており、検出スイッチ５３が非検出状態にある。
【００７１】
　そこで、遊技者が掌で発光カバー５２の球面部５２ｂを下方へと図７のａ矢示方向に押
圧操作すると、摺動部材７７、貫通孔７８により案内されながら戻しバネ７４に抗して可
動リング７６、発光カバー５２が一体的に回転軸５０の軸心方向に下降する。そして、発
光カバー５２が所定量下降すれば、可動リング７６の下側の位置検出片８３が図１５に示
すように検出スイッチ５３内に進入し、検出スイッチ５３が位置検出片８３を検出して回
転発光指令を出す。
【００７２】
　発光カバー５２の押圧により可動リング７６が下降したときに、可動リング７６の下端
が図１５に示すように囲繞ケース６８の段部８０に略均等に当接して検出スイッチ５３と
位置検出片８３との干渉を阻止できるので、検出スイッチ５３又は位置検出片８３の損傷
を防止できる。このように回転灯１４内に検出スイッチ５３を組み込み、その検出スイッ
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チ５３を操作するための押圧操作部として発光カバー５２を利用することにより、従来に
比較して回転灯１４の用途の多様化を図ることができる。
【００７３】
　また発光カバー５２の上端に球面部５２ｂがある上に、反射カバー５５が第１拡開部５
５ｂ、第２拡開部５５ｃを有する漏斗状となっており、その中央部分に上側に突出する球
面部５２ｂがあるため、発光カバー５２を上側から容易に操作することができる。更に反
射カバー５５、発光カバー５２は上部皿カバー１２のユニット装着部３７に前上向きに傾
斜して配置しているので、角度的にも発光カバー５２を容易に押圧操作することができる
。
【００７４】
　検出スイッチ５３からの回転発光信号があると、光源５９の各発光体７１が発光すると
共に、駆動手段６２の駆動モータ８８が起動して駆動ギヤー８９、従動ギヤー９０、回転
軸５０を介して回転円板６０と一体に反射板６１が回転軸５０廻りを図９のｂ矢示方向に
回転する。つまり、回転発光手段５１が回転しながら発光する回転発光状態となる。
【００７５】
　光源５９の各発光体７１が発光すると、各発光体７１からの光の殆どは回転円板６０の
リング状の集光部７２を経て集光されながら回転軸５０に沿って上向きに照射され、また
集光部７２を外れた光は回転円板６０を透過して上向きに照射される。なお、この場合、
回転円板６０を通過した光の多くは、リング状の集光部７２の集光作用により回転軸５０
の周囲に略円筒状に集光されることになる。
【００７６】
　そして、回転円板６０の集光部７２又はその近傍を透過した光の内、反射板６１に対応
する部分の光はその反射面７３により径方向の外側へと反射して発光カバー５２の周壁部
５２ａの内周面に、また反射板６１から外れた部分の光は発光カバー５２の球面部５２ｂ
の内周面に夫々照射され、その照射位置が反射板６１の回転に伴って回転軸５０廻りに回
転する。このため発光カバー５２の周壁部５２ａ、球面部５２ｂの内、光が照射された部
分が赤色発光し遮光された部分が暗くなり、その周壁部５２ａ及び球面部５２ｂの発光部
分が回転軸５０廻りにｂ矢示方向へと回転する。
【００７７】
　従って、凹面状の反射面７３を有する反射板６１を回転軸５０廻りに回転させながら光
源５９からの光を径方向の外側へと反射させて発光カバー５２を回転発光させる構造であ
るにも拘わらず、発光カバー５２の球面部５２ｂを発光させることができ、回転軸５０の
軸心方向の外方から見た場合の演出的効果が一段と向上する利点がある。このため回転灯
１４を配置するに際しても、その向きを自由に選択することができる。
【００７８】
　特に光源５９の各発光体７１が回転軸５０から外周側に離れた位置にあり、また反射板
６１の先端側に一部の発光体７１を覆う覆い部６１ａがあるため、光源５９が回転軸５０
の中心部分に集中する場合に比較して、発光体７１からの光が発光カバー５２の球面部５
２ｂに直接照射する部分と、反射板６１の覆い部６１ａにより遮られて球面部５２ｂに照
射しない部分との違いが明瞭になり、球面部５２ｂ側での回転発光を明瞭にできる。
【００７９】
　しかも回転円板６０のリング状の集光部７２を経て各発光体７１からの光を集光してい
るため、光源５９から発光カバー５２の球面部５２ｂまでの距離があるにも拘わらず、光
の拡散を防止でき、球面部５２ｂ側の回転発光を鮮明にできる。
【００８０】
　また回転灯１４はその発光カバー５２が押圧操作部を兼用する関係から、遊技者の目の
高さよりも遥かに低い位置に配置しており、遊技者は回転灯１４を上側から下向きに見る
ことになるが、このように発光カバー５２の球面部５２ｂ側を回転発光させることにより
、回転灯１４の回転発光の演出性を損なうことなく発光カバー５２を押圧操作するときの
操作性も容易に確保することができる。
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【００８１】
　更に発光カバー５２の周壁部５２ａの外周には漏斗状の反射カバー５５があり、その第
１拡開部５５ｂが発光カバー５２の周壁部５２ａからの光を受けて上向きに反射する反射
面５５ｅとなっているため、回転軸５０の軸心方向の上方から見た場合には、図１６に示
すように球面部５２ｂ側の斜線Ｘで示す領域と、その外周の第１拡開部５５ｂの反射面５
５ｅ側の斜線Ｙで示す領域とが回転発光する。従って、発光カバー５２の周壁部５２ａの
側面を回転発光させる構造に比較して回転発光領域を拡大することができる。
【００８２】
　発光カバー５２の外周の反射カバー５５は小径の筒部５５ａの上側に第１拡開部５５ｂ
、第２拡開部５５ｃを備えた漏斗状であり、この反射カバー５５が水等の液体を流し込み
易い構造になっているが、仮にそのような悪戯があっても、周溝７５で受け止めて前側の
排出口７９から下方に排出できるので、その液体が本体枠５７の囲繞ケース６８内等に入
るようなことはない。
【００８３】
　また反射カバー５５の小径の筒部５５ａが発光カバー５２の外周の周溝７５に嵌合して
おり、反射カバー５５と周溝７５とで迷路が構成されているので、反射カバー５５と発光
カバー５２との間の隙間から不正部材を挿入しても、その周溝７５部分で不正部材の挿入
を阻止することができる。このため不正行為を防止できる。
【００８４】
　しかも周溝７５の外周壁７５ｂと反射カバー５５の筒部５５ａとの嵌合量が押圧操作時
における発光カバー５２の移動量よりも大であるため、発光カバー５２を押圧した状態で
も図１５に示すように反射カバー５５の筒部５５ａの下端が周溝７５から外れることはな
い。従って、反射カバー５５を経て液体を流し込んだり、発光カバー５２と反射カバー５
５との間から不正部材を挿入したりすることがあっても、その液体を排出口７９から排出
でき、不正部材の挿入を阻止することができる。
【００８５】
　回転灯１４は球供給皿８よりも前側にあり、その球供給皿８を前側から覆う上部皿カバ
ー１２の前端側のユニット装着部３７内に前上向きに配置されているため、その発光カバ
ー５２を不正に下方へと押し下げる等、発光カバー５２に対して押圧方向に強大な外力を
加えられる惧れがあるが、そのような場合でも回転灯１４を確実に支持でき、損傷等を防
止することができる。
【００８６】
　何故ならば、回転灯ユニット４９は上部の本体枠５７を抱持枠５６を介して上部皿カバ
ー１２に固定し、下端部の当接体６５を下部皿カバー１３に裏側から固定すると共に、そ
の当接体６５を下部皿カバー１３の底壁４２ａ～４２ｃに上側から当接させているので、
発光カバー５２側から回転灯ユニット４９に加わる下向きの外力に対して十分に抗するこ
とができる。
【００８７】
　また回転灯ユニット４９の上部の本体枠５７を裏側から抱持枠５６により抱持し、この
抱持枠５６の左右両側を上部皿カバー１２に対して裏側からネジ等で固定しているため、
回転灯ユニット４９を上部皿カバー１２に直接固定する必要がなく、発光カバー５２を押
圧したときの外力が上部皿カバー１２に加わるようなこともない。
【００８８】
　抱持枠５６は本体枠５７の囲繞ケース６８を抱持しているが、第１係合手段９４、第２
係合手段９５を介して抱持枠５６と本体枠５７とが係合状態にあるので、抱持枠５６と本
体枠５７との押圧方向の相対移動も防止できる。
【００８９】
　また回転灯ユニット４９の上端部、取り分け反射カバー５５と球供給皿８との間に第３
係合手段９６を、抱持枠６５と球供給皿８との間に左右一対の第４係合手段９７を夫々設
けて、これらを介して球供給皿８により回転灯ユニット４９の下方への移動を規制するよ
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うにしているので、回転灯ユニット４９の安定性を向上させることができる。
【００９０】
　図１７、図１８は本発明の第２の実施形態を例示する。この実施形態では、光源５９は
発光基板７０の上面に回転軸５０に対して略同心状に周方向に複数個の発光体７１が所定
間隔を置いて配置されている。また回転円板６０は光透過性を有し、その上面には発光体
７１と略同一円周上に周方向に所定間隔を置いて凸レンズ状の集光部７２が一体に形成さ
れている。集光部７２の数は発光体７１と同数とする他、発光体７１よりも少ないか多く
してもよい。他の構成は第１の実施形態と略同じである。
【００９１】
　この場合には、回転円板６０の集光部７２が発光体７１に対応する都度、集光部７２が
発光体７１からの光を集光し、回転円板６０の集光部７２間が発光体７１に対応したとき
には、発光体７１からの光が拡散することになる。このため回転円板６０の回転に伴って
集光（明状態）、拡散（暗状態）を繰り返しながら、その光が反射板６１の反射面７３か
ら発光カバー５２の周壁部５２ａに照射する一方、反射板６１により遮光されずに発光カ
バー５２の球面部５２ｂにも照射する。しかし、回転円板６０自体が光透過性を有し、ま
た回転円板６０を透過した光が発光カバー５２に照射するまでの距離が十分にあるので、
集光、拡散により回転発光が極端に乱れるようなことはない。
【００９２】
　図１９、図２０は本発明の第３の実施形態を例示する。この実施形態では、回転円板６
０は光透過性を有し、その上面には発光体７１と略同一円周上に、周方向に長い円弧状の
集光部７２が所定間隔を置いて複数個設けられると共に、集光部７２以外の部分に皮膜又
はシート状の遮光部６０ａが形成されている。なお、集光部７２の径方向の断面形状は凸
レンズ状である。他の構成は第１の実施形態と略同じである。
【００９３】
　このように集光部７２は円弧状に構成してもよい。また回転円板６０の集光部７２以外
の部分に遮光部６０ａを設けることにより、遮光部６２ａが発光体７１に対応したときに
は、発光体７１からの光を遮光部６０ａで遮光できるので、回転円板６０の回転に伴って
明状態と暗状態との違いを明瞭にすることができる。
【００９４】
　図２１は本発明の第４の実施形態を例示する。この実施形態では、反射カバー５５は筒
部５５ａの上側に第１拡開部５５ｂと第２拡開部５５ｃとを備え、第１拡開部５５ｂの角
度が第２拡開部５５ｃの角度よりも大になっており、両開拡部５５ｂ，５５ｃの内周側で
凹面状の反射面５５ｅが構成されている。他の構成は第１の実施形態と略同様である。
【００９５】
　このようにすれば反射カバー５５の開拡部５５ｂ，５５ｃによって略凹面状の反射面５
５ｅを構成できるので、発光カバー５２の回転発光をその反射面５５ｅの全域に拡大表示
することができる。なお、この場合には、開拡部５５ｂ，５５ｃによって構成される凹面
状の反射面５５ｅは途中で屈曲しているが、連続的に変化する湾曲面により凹面状の反射
面５５ｅを構成してもよい。
【００９６】
　図２２は本発明の第５の実施形態を例示する。この実施形態では、反射カバー５５は筒
部５５ａの上側に、上広がりに凸面状に拡開するラッパ状の第１拡開部５５ｂを備え、こ
の第１拡開部５５ｂの内周側で凹面状の反射面５５ｅが構成されている。他の構成は第１
の実施形態と略同様である。
【００９７】
　このようにすれば反射カバー５５の第１拡開部５５ｂによって略凸面状の反射面５５ｅ
を構成できるので、その反射面５５ｅが発光カバー５２の光をリング状に反射する。従っ
て、回転発光する発光カバー５２の外周にリング状の回転発光領域ができることになる。
なお、この場合に第１拡開部５５ｂによって構成される凸面状の反射面５５ｅは、多数の
屈曲面によって構成してもよい。



(14) JP 5247653 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

【００９８】
　図２３は本発明の第６の実施形態を例示する。この実施形態では、上部皿カバー１２の
前上部に、左右両側よりも若干低く凹入するユニット装着部３７が設けられ、そのユニッ
ト装着部３７に回転灯ユニット４９が前上向きに配置されている。口部材９９は発光カバ
ー５２の外周に僅かな隙間を置いて嵌合する筒部５５ａと、この筒部５５ａの上端に形成
された嵌合縁５５ｆとを有し、その嵌合縁５５ｆが上部皿カバー１２の開口部５４に嵌合
されている。他の構成は第１の実施形態と同様である。
【００９９】
　この場合には、口部材９９は反射面７３を有する拡開部を備えておらず、その筒部５５
ａの上端から発光カバー５２が上向きに突出しているが、発光カバー５２が回転発光すれ
ば、その光を受けて発光カバー５２の周壁部５２ａ及び球面部５２ｂが回転発光する。従
って、発光カバー５２の外周には反射面５５ｅのない口部材９９を設けてもよい。
【０１００】
　図２４及び図２５は本発明の第７の実施形態を例示する。この実施形態では、遊技盤１
７の画像表示手段２０の前飾り枠３０に回転灯１４が前上向きに装着されている。画像表
示手段２０は画像表示部２８と、前飾り枠３０とを備え、前飾り枠３０には画像表示部２
８の一側に、後方に凹入状のユニット装着部３７が設けられ、そのユニット装着部３７に
回転灯ユニット４９が前上向きに配置されている。
【０１０１】
　この回転灯ユニット４９は、回転軸５０方向に結合された第１ケース１００と第２ケー
ス１０１とを備え、第１ケース１００内に反射板６１を支持する回転円板６０が配置され
、また第１ケース１００上に発光カバー５２と反射カバー５５とが固定されている。第２
ケース１０１は上底部６３ａを有し、この上底部６３ａ上に光源５９が配置され、また上
底部６３ａの中央に回転軸５０を支持する筒状部６３ｂが設けられている。回転軸５０は
下端側の駆動モータ８８を含む駆動手段６２により回転駆動されている。
【０１０２】
　反射カバー５５は発光カバー５２の基部に嵌合する筒部５５ａと、この筒部５５ａから
上側に拡開する第１拡開部５５ｂと、第１拡開部５５ｂの上端外周の嵌合縁５５ｆとを有
する漏斗状であって、その第１拡開部５５ｂの発光カバー５２の回転発光を前上向きに反
射する反射面７３となっている。反射カバー５５の嵌合縁５５ｆは前飾り枠３０のユニッ
ト装着部３７の前飾り板３０ａに形成された開口部５４に嵌合して固定されている。
【０１０３】
　なお、回転円板６０、反射板６１を含む回転発光手段５１、光源５９等の構成は第１の
実施形態と略同様である。また発光カバー５２は固定されており、検出スイッチ５３の操
作は兼用していない。回転灯１４は前飾り枠３０の他の箇所に配置してもよい。
【０１０４】
　このように遊技盤１７の画像表示手段２０の前飾り枠３０等に回転灯１４を装着する場
合にも、回転発光手段５１が回転しながら明滅発光すれば、発光カバー５２の周壁部５２
ａ、球面部５２ｂが夫々回転発光し、また周壁部５２ａの回転発光を発光カバー５２の反
射面５５ｅが前上向きに反射する。
【０１０５】
　従って、第１の実施形態と同様に、回転軸５０の軸心方向の上方から回転灯１４側を見
た場合、発光カバー５２の球面部５２ｂが回転発光し、また周壁部５２ａの回転発光を反
射カバー５５の反射面５５ｅが前上向きに反射するため、拡大した状態で回転発光させる
ことができる。
【０１０６】
　図２６は本発明の第８の実施形態を例示する。この回転灯ユニット４９は画像表示手段
２０の前飾り枠３０の前飾り板３０ａに前上向きに装着されている。発光カバー５２は周
壁部５２ａと、その上側の球面部５２ｂとを一体に備え、支持部材を構成するケース１０
３の上側に反射カバー５５を介して固定されている。反射カバー５５は上端の嵌合縁５５



(15) JP 5247653 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

ｆが前飾り板３０ａの開口部５４に嵌合されている。
【０１０７】
　反射カバー５５は嵌合縁５５ｆに向かって略同心状に拡開するテーパー状であり、下端
側が回転円板６０の外周でケース１０３上に固定されている。反射カバー５５の内周は、
回転発光手段５１の回転発光を発光カバー５２の球面部５２ｂ側に反射させる反射面５５
ｅとなっている。反射板６１は光源５９の発光体７１からの光を反射面７３で受けて、反
射カバー５５の反射面５５ｅを経て発光カバー５２の周壁部５２ａ側に反射するようにな
っている。
【０１０８】
　なお、この実施形態でも、発光カバー５２はケース１０３上に固定されており、押圧操
作部を兼用していないので、検出スイッチ５３等もない。その他の回転発光手段５１、光
源５９等の構成は第１の実施形態と略同様である。反射板６１は先端側の反射面７３で発
光カバー５２の周壁部５２ａ側に直接光を反射するようにしてもよい。
【０１０９】
　この場合にも、回転発光手段５１が回転しながら明滅発光すれば、発光カバー５２の周
壁部５２ａ、球面部５２ｂが夫々回転発光する。即ち、反射板６１は光源５９の発光体７
１からの光を反射面７３で受けて、反射カバー５５の反射面５５ｅを経て発光カバー５２
の周壁部５２ａ側に反射するので、周壁部５２ａは反射面７３からの光で回転発光する。
また球面部５２ｂの一部は反射面７３、反射面５５ｅを経て反射した光と、反射板６１で
遮光されずに直接照射する光とにより回転発光する。従って、このような構成の場合にも
、回転軸５０の軸心方向の上方から見れば、球面部５２ｂの広い領域を回転発光させるこ
とができる。
【０１１０】
　以上、本発明の各実施形態について詳述したが、本発明はこの各実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施
形態では、発光基板７０に周方向に複数個の発光体７１を設けた光源５９を使用している
が、この光源５９はリング状に構成してもよい。反射板６１はテーパー状の反射面７３を
備えたものの他、回転軸５０の軸心に対して傾斜する平坦な反射面７３を備えたものでも
よい。
【０１１１】
　発光カバー５２の外周に外広がり状の反射面５５ｅを設ける場合、その反射面５５ｅは
発光カバー５２に対して略同心状に設けてもよい。回転円板６０の集光部７２を周方向に
連続状に設ける場合には、径方向の内外に波状に屈曲させる等、単なるリング状以外の形
状に構成することも可能である。また周方向に複数個の集光部７２を設ける場合には、個
々の集光部７２は放射状に配置してもよい。反射面５５ｅは発光カバー５２の外周の全周
に設けるだけでなく、周方向の一部に設けるだけでもよい。
【０１１２】
　また発光カバー５２は周壁部５２ａと球面部５２ｂとを一体に備えたものが一般的であ
るが、回転軸５０の軸心廻りの外周発光面と、回転軸５０の軸心方向の端部に形成された
端部発光面とを備えたものであれば、その外周発光面、端部発光面がいかなる形状のもの
であってもよい。ただ発光カバー５２が検出スイッチ５３用の押圧操作部を構成する場合
には、その端部発光面側を掌等で押圧するため、掌に馴染み易い凸面状に構成することが
望ましい。
【０１１３】
　反射板６１の先端部は、光源５９の外周近傍に配置された基部から回転軸５０の中心近
傍へと伸びているが、反射板６１の基部から先端までの長さは回転軸５０の中心を越える
長さでもよいし、回転軸５０の中心の手前までの長さでもよい。
【０１１４】
　反射板６１を支持する回転円板６０は、光透過性を有する合成樹脂材料により成型する
と共に、発光体７１に対応する部分に周方向に連続状に凸レンズ状の集光部７２を設けて
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いるが、遮光性を有する材料により構成し、集光部７２に対応する部分に光透過孔を設け
てもよい。
【０１１５】
　回転円板６０にレンズ状の集光部７２を設ける場合、別に成型した集光部７２を回転円
板６０に装着するようにしてもよい。回転円板６０に集光部７２を設けずに、回転円板６
０の表面を粗面状に構成して拡散部を設けてもよいし、回転円板６０とは別に、発光体７
１からの光を拡散する拡散板を設けてもよい。なお、回転円板６０を設けずに、回転軸５
０に半径方向の支持アームを固定し、この支持アームの先端に反射板６１の基部を固定し
てもよい。
【０１１６】
　回転灯１４は回転発光手段５１、発光カバー５２、本体枠５７、固定枠５８等の各構成
要素を一体化して一つの回転灯ユニット４９を構成し、この回転灯ユニット４９を上部皿
カバー１２、下部皿カバー１３内に取り付けるようにしているが、複数個の構成要素を別
々に皿カバー等に装着して一つの回転灯１４を構成するようにしてもよい。
【０１１７】
　実施形態では、発光カバー５２内に回転発光手段５１を備えた回転灯１４において、そ
の発光カバー５２を操作部とする場合を例示しているが、装飾手段は回転灯１４以外のも
のでもよい。例えば内部の可動装飾体を覆うカバーを備えた装飾手段であれば、そのカバ
ーにより操作部を構成することも可能である。また装飾手段の場合、カバーの内部の装飾
体は発光式が適当であるが、他のもの、例えば可動式のものでもよい。
【０１１８】
　更に押圧操作部を有する操作ユニットとして使用する場合には、内部に回転発光手段５
１を設ける必要もないし、その回転発光手段５１を覆う発光カバー５２で押圧操作部を構
成する必要もない。従って、所定の形状の押圧操作部を有し、その押圧操作部により所定
の部位を操作するように構成したものであればよい。
【０１１９】
　当接体６５が当接する支持体は下部皿カバー１３の底壁４２ｂの他、その当接体６５の
下側にある固定の部材であればよい。また当接体６５と底壁４２ｂとのなす角は略直角に
してもよい。当接体６５が係合する係合リブ等の係合体を底壁４２ｂに設けて、当接体６
５の当接面と係合体とを介して底壁４２ｂで押圧操作時の荷重を担持するようにしてもよ
い。当接体６５の形状、構造は任意である。
【０１２０】
　また発光カバー５２等の装飾体カバーを操作部とする場合、回転軸５０の軸心方向に摺
動自在に設ける他、回転軸５０の軸心方向と略直交方向の支軸廻りに揺動する等、操作し
たときに操作部が他の方向に動くようにしてもよい。検出スイッチ５３は、発光カバー５
２を操作したときに位置検出片８３を検出する非接触式としているが、接触式としてもよ
い。
【０１２１】
　発光カバー５２を戻す戻しバネ７４は、各摺動部材７７の外周に套嵌する他、発光カバ
ー５２又は可動リング７６と囲繞ケース６８の段部８０との間に略同心状に介装してもよ
い。摺動部材７７を案内する案内部は囲繞ケース６８の段部８０の内周に形成された凹部
等でもよく、必ずしも貫通孔７８とする必要はない。発光カバー５２の外周の反射カバー
５５は反射面７３を有する反射カバー５５により構成しているが、反射機能のないもので
もよい。
【０１２２】
　更に実施形態では発光カバー５２が押圧操作部となった回転灯１４、発光カバー５２が
固定の回転灯１４等を例示しているが、回転灯１４以外の装飾手段、操作手段等の遊技部
品でもよい。従って、防水対策の場合には、口部材５５，９９が前面側に露出して配置さ
れ、その口部材５５，９９の筒部５５ａ内に所定の隙間を置いてカバーその他の嵌合部材
が嵌合する形態のものであれば何であってもよい。



(17) JP 5247653 B2 2013.7.24

10

20

【０１２３】
　更に本発明はパチンコ機１の他、アレンジボール機、スロットマシン、その他の各種の
遊技機においても同様に実施可能であることは云うまでもない。例えばスロットマシンの
場合には、筐体の前面側の前パネルの操作パネルに、発光カバー５２を操作部とする回転
灯１４、又は回転灯ユニット４９を配置し、その発光カバー５２を押圧操作するようにし
てもよい。また遊技情報表示手段の上側等の所定部位に、発光カバー５２が固定された回
転灯１４、又は回転灯ユニット４９を、その発光カバー５２が遊技者側に向くように配置
してもよい。
【符号の説明】
【０１２４】
１４　回転灯
５０　回転軸
５２　発光カバー
５２ｂ　球面部
５９　光源
６１　反射板
６１ａ　覆い部
７０　発光基板
７１　発光体
７２　集光部
７３　反射面
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【図３】
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【図１１】
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【図１６】

【図１７】
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【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】



(22) JP 5247653 B2 2013.7.24

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００８－１０７４７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１７２０４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　
              Ａ６３Ｆ　　　５／０４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

