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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央開口部の周囲に枠状本体部が配されたセンター部が遊技盤に組み付けられた遊技機
の装飾部材であって、
　モチーフを模った装飾面を構成する表面と、当該装飾部材を取付部材に組み付けるため
の組付部が突設された裏面とを有する透明部材からなり、前記裏面側に配された発光装置
の発光を透過させて光による演出を行う遊技機の装飾部材において、
　前記表面側を前方とし前記裏面側を後方とした場合の前後方向で前記組付部と重なる前
記表面の位置に、前記発光装置の発光時に前記組付部の存在を外部から見えないようにす
るための組付部目隠し部を設け、
　前記組付部目隠し部は、前記表面を鏡面加工した反射面で構成され、
　該反射面は、前記表面側に配されて前記発光装置の発光と同色の光を照射する照明装置
であって前記枠状本体部に配される照明装置からの光を反射することを特徴とする遊技機
の装飾部材。
【請求項２】
　中央開口部の周囲に枠状本体部が配されたセンター部が遊技盤に組み付けられた遊技機
の装飾部材であって、
　モチーフを模った装飾面を構成する表面と当該装飾部材を取付部材に組み付けるための
組付部が突設された裏面とを有する透明部材からなり、前記裏面側に配された発光装置の
発光を透過させて光による演出を行う遊技機の装飾部材において、
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　前記表面側を前方とし前記裏面側を後方とした場合の前後方向で前記組付部と重なる前
記表面の位置に、前記発光装置の発光時に前記組付部の存在を外部から見えないようにす
るための組付部目隠し部を設け、
　前記組付部目隠し部は、前記表面に塗布され鏡面加工された鏡面塗装面で構成され、
　該鏡面塗装面は、前記表面側に配されて前記発光装置の発光と同色の光を照射する照明
装置であって前記枠状本体部に配される照明装置からの光を反射することを特徴とする遊
技機の装飾部材。
【請求項３】
　中央開口部の周囲に枠状本体部が配されたセンター部が遊技盤に組み付けられた遊技機
の装飾部材であって、
　モチーフを模った装飾面を構成する表面と当該装飾部材を取付部材に組み付けるための
組付部が突設された裏面とを有する透明部材からなり、前記裏面側に配された発光装置の
発光を透過させて光による演出を行う遊技機の装飾部材において、
　前記表面側を前方とし前記裏面側を後方とした場合の前後方向で前記組付部と重なる前
記表面の位置に、前記発光装置の発光時に前記組付部の存在を外部から見えないようにす
るための組付部目隠し部を設け、
　前記組付部目隠し部は、前記表面に貼着された金属シールで構成され、
　該金属シールは、前記表面側に配されて前記発光装置の発光と同色の光を照射する照明
装置であって前記枠状本体部に配される照明装置からの光を反射することを特徴とする遊
技機の装飾部材。
【請求項４】
　中央開口部の周囲に枠状本体部が配されたセンター部が遊技盤に組み付けられた遊技機
の装飾部材であって、
　モチーフを模った装飾面を構成する表面と当該装飾部材を取付部材に組み付けるための
組付部が突設された裏面とを有する透明部材からなり、前記裏面側に配された発光装置の
発光を透過させて光による演出を行う遊技機の装飾部材において、
　前記表面側を前方とし前記裏面側を後方とした場合の前後方向で前記組付部と重なる前
記表面の位置に、前記発光装置の発光時に前記組付部の存在を外部から見えないようにす
るための組付部目隠し部を設け、
　前記組付部目隠し部は、前記表面に貼着された反射板で構成され、
　該反射板は、前記表面側に配されて前記発光装置の発光と同色の光を照射する照明装置
であって前記枠状本体部に配される照明装置からの光を反射することを特徴とする遊技機
の装飾部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機など遊技機の装飾部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今の遊技機において、LEDや蛍光灯などの発光装置を内部に備えた装飾部材が一般的
に使用されている。装飾部材は、何らかのモチーフを模った装飾面を構成する表面を有し
、樹脂やガラスなどの透明部材（内部の発光装置の発光を外部に透過可能な部材）で構成
されている。そして、発光装置の発光パターン（発光タイミング、発光色など）を変化さ
せて外部に透過させることにより、光による演出を行っている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、装飾部材の裏面には、当該装飾部材を取付部材に組み付けるためのボスなどの
組付部が突設されているため、この光による演出時に、発光装置の発光は組付部が突設さ
れた部位（組付部の根元付近の部位）を透過できず、この部位が黒点として目立ち、演出
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効果が阻害されるという問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記のような問題点を解決し、簡単な構成により、光による演出効果を阻害
することがない装飾部材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】
【０００５】
　本発明による遊技機の装飾部材は、中央開口部の周囲に枠状本体部が配されたセンター
部が遊技盤に組み付けられた遊技機の装飾部材であって、モチーフを模った装飾面を構成
する表面と当該装飾部材を取付部材に組み付けるための組付部が突設された裏面とを有す
る透明部材からなり、前記裏面側に配された発光装置の発光を透過させて光による演出を
行う遊技機の装飾部材において、前記表面側を前方とし前記裏面側を後方とした場合の前
後方向で前記組付部と重なる前記表面の位置に、前記発光装置の発光時に前記組付部の存
在を外部から見えないようにするための組付部目隠し部を設けたことを特徴とする。
【０００６】
　本発明によると、表面に組付部目隠し部を設けたため、光による演出時に組付部の根元
付近に黒点が発生しなくなり、光による演出効果が阻害されなくなる。
【０００９】
　ここで、前記組付部目隠し部は、前記表面を鏡面加工した反射面で構成され、該反射面
は、前記表面側に配されて前記発光装置の発光と同色の光を照射する照明装置であって前
記枠状本体部に配される照明装置からの光を反射する。
【００１０】
　また、前記組付部目隠し部は、前記表面に塗布され鏡面加工された鏡面塗装面で構成さ
れ、該鏡面塗装面は、前記表面側に配されて前記発光装置の発光と同色の光を照射する照
明装置であって前記枠状本体部に配される照明装置からの光を反射する。
【００１１】
　また、前記組付部目隠し部は、前記表面に貼着された金属シールで構成され、該金属シ
ールは、前記表面側に配されて前記発光装置の発光と同色の光を照射する照明装置であっ
て前記枠状本体部に配される照明装置からの光を反射する。
【００１２】
　また、前記組付部目隠し部は、前記表面に貼着された反射板で構成され、該反射板は、
前記表面側に配されて前記発光装置の発光と同色の光を照射する照明装置であって前記枠
状本体部に配される照明装置からの光を反射する。
                                                                                
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態に係る装飾部材が組み込まれ、パチンコ遊技機の遊技盤に
組み付けられるセンター部の正面図、図２は、装飾部材及び照明装置の正面図、図３は、
装飾部材及び照明装置の側面図、図４は、装飾部材と取付部材（レンズ板）と回路基板の
分解斜視図、図５は、装飾部材の正面図、図６は、装飾部材の裏面図、図７は、取付部材
の正面図、図８は、回路基板の正面図、図９は、装飾部材と回路基板の位置関係を表した
正面図、図１０は、装飾部材と取付部材と回路基板を組み付けた状態の断面図をそれぞれ
示す。
【００１５】
　図１において、センター部１は、第一種パチンコ遊技機の遊技盤（図示せず。）に組み
付けられるものであり、センター部１の中央開口部２に、図示しない画像式演出装置の表
示画面が配される。画像式演出装置は、周知のように、遊技が行われていないときに客待
ち画面を表示したり、遊技盤上の始動入賞口への遊技球の入賞を契機として取得した乱数
に対応して、図柄を変動表示し、リーチの発生を予告するリーチ予告演出、相対的に大当
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たり信頼度の低いノーマルリーチ演出、大当たり信頼度の高いスーパーリーチ演出、大当
たり発生時の大当たり演出、ハズレ演出など各種演出を画像表示可能なものである。なお
、パチンコ遊技機には、相対的に低確率で大当たりが発生する通常遊技状態と、高確率で
大当たりが発生する確変遊技状態、時短遊技状態など特別遊技状態がある。
【００１６】
　センター部１は、中央開口部２の周囲に枠状本体部３を有する。枠状本体部３の上部の
前面には「歌舞伎剣」なる文字を表現した上側装飾部４が配されている。上側装飾部４の
左端部には、揺動可能な花飾り５が吊り下げられている。枠状本体部３の右側部には、歌
舞伎役者の顔ないし頭部を模った部材６（本発明にいう装飾部材に対応する。）と手を模
った作動可能な手飾り７が配設されている。枠状本体部３の下部は、遊技球に主として横
方向の流動的な動きの変化を与えるステージ８を構成している。なお、ステージ８の左右
方向中央部の下方には、図示しない始動入賞口が配置される。始動入賞口に遊技球が入賞
すると、主制御基板（図示せず。）において乱数が取得され、上述したように、取得した
乱数に基づいた各種演出が表示画面上で行われる。始動入賞口の下方には、大当たり発生
時に所定ラウンド数だけ間欠的に開放状態となり、多数の遊技球の入賞を可能にする大入
賞口（図示せず。）が配置される。
【００１７】
　装飾部材６の裏面側には、刀を模った刀部材９が正面からは見えない状態で配され、こ
の刀部材９は、画像式演出装置による画像演出に合わせて図１に図示するような露出状態
へと瞬時に回動し、あたかも刀が瞬時に振り下ろされたかのような演出が行われる。
【００１８】
　装飾部材６は、樹脂又はガラスの透明部材からなる。図４に示すように、装飾部材６の
裏面側には、装飾部材６が組み付けられる無色透明なレンズ板（取付部材）１０が配され
、レンズ板１０の裏面側には、複数のLED（発光装置）１１が表面に装着された回路基板
１２がねじ止めされる。
【００１９】
　装飾部材６は、図１～図５、図９及び図１０に示すように、歌舞伎役者の顔もしくは頭
（モチーフ）を模った表面（装飾面）を有する。装飾部材６の裏面には、図６に示すよう
に、レンズ板１０の装飾部材用取付孔１３に図示しないねじで固着される複数のボス（組
付部）１４が一体に突設されている。これらのボス１４のうち１つのボス１４Aは、顔の
額の上端部に対応する位置から突設されている。また、図４及び図６に示すように、装飾
部材６の裏面において、装飾部材６の正面から見て髪で覆われていない露出した顔部分の
周縁部には、当該顔部分のLED１１による照明光と髪部分のLED１１による照明光とが互い
に干渉しないようにするための遮光壁部１５が突設されている。
【００２０】
　レンズ板１０の正面には、図４及び図７に示すように、装飾部材６の遮光壁部１５の内
側に配される複数の垂直壁部１６が突設されている。これらの垂直壁部１６は、LEDによ
る照明光を屈折、反射して光路を変化させ、歌舞伎役者の顔に隈取（陰影）を浮かび上が
らせる作用を発揮する。レンズ板１０の裏面には、レンズ板１０を遊技盤に固定するため
の取付用ボス１７が突設されている。
【００２１】
　回路基板１２の表面には、図４及び図８に示すように、複数のLED１１が装着されてい
る。回路基板１２は、複数の取付孔１８にねじを挿通してレンズ板１０の回路基板用取付
孔１９にねじ込むことによってレンズ板１０に固定される。
【００２２】
　図１、図２、図４、図５、図９及び図１０に示すように、装飾部材６の表面の顔部分に
おいて、顔の額の上端部には、LED１１の発光時にボス１４の存在を外部から見えないよ
うにするための組付部目隠し部２０が設けられている。
【００２３】
　組付部目隠し部２０は、例えば、装飾部材６の表面に塗布された塗装面で構成される。
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【００２４】
　また、組付部目隠し部２０は、例えば、装飾部材６の表面に貼着されたシールで構成さ
れる。
【００２５】
　また、組付部目隠し部２０は、例えば、装飾部材６の表面を鏡面加工した反射面で構成
され、この反射面は、装飾部材６の表面側から照射された光を反射する。ここで、装飾部
材６の表面側からの照射光は、図１～図３に示すような、枠状本体部３の右側部２１に配
設された照明装置２２が発する光であり、装飾部材６に外部から光を当てることによって
外部から演出を行うものである。この照明装置２２は、LEDや蛍光灯などで構成される。
【００２６】
　また、組付部目隠し部２０は、例えば、装飾部材６の表面に塗布され鏡面加工された鏡
面塗装面で構成され、この鏡面塗装面は、装飾部材６の表面側に配された照明装置２２か
ら照射された光を反射する。
【００２７】
　また、組付部目隠し部２０は、例えば、装飾部材６の表面に貼着された金属シールで構
成され、この金属シールは、装飾部材６の表面側に配された照明装置２２から照射された
光を反射する。
【００２８】
　また、組付部目隠し部２０は、例えば、装飾部材６の表面に貼着された反射板で構成さ
れ、この反射板は、装飾部材６の表面側に配された照明装置２２から照射された光を反射
する。
【００２９】
　上記のように構成されるセンター部１において、回路基板１２上のLED１１が発光する
と、LED１１の発射光は、レンズ板１０に入射し、レンズ板１０の入射光のうち一部は垂
直壁部１６を通過する間に減光されて装飾部材６を通過し、残りの入射光は垂直壁部１６
により減光されないで装飾部材６を通過する。ここで、垂直壁部１６を通過した後の強度
は、垂直壁部１６を通過しない光の強度に比べて弱いため、装飾部材６の表面において光
の強弱が発生し、垂直壁部１６の平面形状に基づいて、歌舞伎役者の顔の隈取に似た光に
よる演出を生じさせることができる。
【００３０】
　また、レンズ板１０を通過した光は、ボス１４Aの内部には入射されない。このため、
装飾部材６の表面に組付部目隠し部２０を設けていない場合には、装飾部材６の表面にお
いてボス１４Aの延長部位が黒点として目立ち、演出効果が阻害されるが、本実施形態で
は組付部目隠し部２０が上記黒点を隠すようになるため、演出効果が阻害されなくなる。
この組付部目隠し部２０が黒点を隠す作用は、組付部目隠し部２０を塗装面又はシールで
構成した場合には、LED１１の光が装飾部材６を通過できないことによって発揮され、ま
た、組付部目隠し部２０を反射面で構成した場合には、枠状本体部３の右側部２１に配設
された照明装置２２が発した光が反射面で反射し、この反射光が遊技者の目に入光し黒点
が見えなくなることによって発揮される。
【００３１】
　以上説明したように、本実施形態の装飾部材６は、表面に、LED１１（発光装置）の発
光時にボス１４A（組付部）の存在を外部から見えないようにするための組付部目隠し部
２０を設けたため、光による演出時にボス１４Aの根元付近に黒点が発生しなくなり、光
による演出効果が阻害されなくなる。
【００３２】
　また、装飾部材６の裏面に設けられた組付用のボス１４やねじ孔等の存在によって裏面
にLED等の発光装置１１を配設できないような部分つまり組付部目隠し部２０であっても
、照明装置２２が組付部目隠し部２０に様々な色の光線を照射することにより、組付部目
隠し部２０を様々な色に発光可能にすることができる。
【００３３】
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　また、装飾部材６の裏面に回路基板１２を配設し、例えば赤色のLEDにて裏面側から装
飾部材６を発光させた場合においても、照明装置２２から組付部目隠し部２０に対して同
色である赤色LEDにて赤色を照射すれば、組付部目隠し部２０を含んだ装飾部材６全体を
赤色に発光させるができるようになる。つまり、組付部目隠し部２０に黒色の影を浮かび
上がらせず、装飾部材６全体を同色にて発光させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施形態に係る装飾部材が組み込まれ、パチンコ遊技機の遊技盤に組
み付けられるセンター部の正面図である。
【図２】装飾部材及び照明装置の正面図である。
【図３】装飾部材及び照明装置の側面図である。
【図４】装飾部材と取付部材（レンズ板）と回路基板の分解斜視図である。
【図５】装飾部材の正面図である。
【図６】装飾部材の裏面図である。
【図７】取付部材の正面図である。
【図８】回路基板の正面図である。
【図９】装飾部材と回路基板の位置関係を表した正面図である。
【図１０】装飾部材と取付部材と回路基板を組み付けた状態の断面図である。
【符号の説明】
【００３５】
　６　　装飾部材
　１０　　レンズ板（取付部材）
　１１　　LED(発光装置)
　１４A    ボス（組付部）
　２０　組付部目隠し部
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(9) JP 4691052 B2 2011.6.1

10

フロントページの続き

    審査官  村上　恵一

(56)参考文献  特開平１１－０６４５４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０７３３５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６４５７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２１８０００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０２１３６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１７５０６４（ＪＰ，Ａ）　　　

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


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

