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(57)【要約】
【課題】　前後長を長くしたり発光手段を増設したりし
なくても表示体又は導光板の主表面に照射する光量を確
保でき、小型コンパクトで製造コストの増大を抑制でき
る遊技機用演出表示装置とそれを備えた遊技機を提供す
る。
【解決手段】　後方ＬＥＤ１８Ｂからの光は、水平部１
１ａの水平周面１１ｂから導光板１１に導入されて前面
側の主表面１１ｃを面発光させ、主表面１１ｃから表示
シート１３に向けて導出される。さらに後方ＬＥＤ１８
Ｂからの光は、ハーフミラー１４、補助導光板１５及び
前方レンズ１６を通り遊技者に到達する。一方、前方Ｌ
ＥＤ１８Ｆからの光は、（前方レンズ１６の屈曲周縁部
を通り）水平部１５ａの水平周面１５ｂから補助導光板
１５に導入されて前面側の主表面１５ｃを面発光させ、
主表面１５ｃから前面側に向けて導出される。さらに前
方ＬＥＤ１８Ｆからの光は、前方レンズ１６を通り遊技
者に到達する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機に取り付けられる遊技機用演出表示装置であって、
　遊技者に対面する前面側に向けて光透過可能に配置されるとともに、演出表示のための
数字・文字・図形・記号・模様等からなる図柄が所定の色彩を有して表示された１又は複
数の表示体と、
　前後方向に所定の厚みを有して前記表示体の後方に配置され、周面側から導入された光
を前面側の主表面から前記表示体に向けて導出可能な透光性の導光板と、
　前記表示体の後方であって前記導光板の周面に対向して配置され、所定の発光色で発光
して前記導光板を周面側から照射する発光手段とを備えることを特徴とする遊技機用演出
表示装置。
【請求項２】
　前記発光手段の発光色が前記図柄の色彩と同系の有彩色であるとき、その光が周面側か
ら前記導光板に導入されてその主表面を面発光させ、前記主表面から出た光が前記表示体
を後方側から照射することにより、前記表示体を透過する際に前記図柄の色彩と一体化す
る請求項１に記載の遊技機用演出表示装置。
【請求項３】
　前記発光手段の発光色が前記図柄の色彩と補色関係を有する異系の有彩色であるとき、
その光が周面側から前記導光板に導入されてその主表面を面発光させ、前記主表面から出
た光が前記表示体を後方側から照射することにより、前記表示体を透過する際に前記図柄
の色彩と混合して無彩色を呈する請求項１又は２に記載の遊技機用演出表示装置。
【請求項４】
　前記導光板は、前記表示体において前記図柄に対応する部分のみに配置されている請求
項１ないし３のいずれか１項に記載の遊技機用演出表示装置。
【請求項５】
　前記表示体の前方に配置され、暗い側からは明るい側を透視でき、明るい側からは暗い
側を透視できないようにする半透鏡を備え、
　前記発光手段の発光時には前記半透鏡を介して前方側から後方側を透視でき、かつ前記
発光手段の非発光時には前記半透鏡によって前方側から後方側を透視できないようにする
請求項１ないし４のいずれか１項に記載の遊技機用演出表示装置。
【請求項６】
　前記半透鏡の前方に配置され、周面側から導入された光を前面側の主表面から導出可能
な透光性の補助導光板と、
　前記表示体の前方であって前記補助導光板の周面に対向して配置され、所定の発光色で
発光して前記補助導光板を周面側から照射する補助発光手段とを備える請求項５に記載の
遊技機用演出表示装置。
【請求項７】
　前記発光手段が非発光であり、かつ前記補助発光手段が発光したとき、前記半透鏡で前
記図柄の透視が遮られるとともに、前記補助発光手段の光が周面側から前記補助導光板に
導入されてその主表面を面発光させ、前記主表面から出た光が前面側に向けて導出される
ことにより、遊技者によって前記補助発光手段の光が視認可能となる請求項６に記載の遊
技機用演出表示装置。
【請求項８】
　前記発光手段と補助発光手段とは、各々複数の発光素子で構成されるとともに、前記導
光板及び補助導光板の周面に対向して配置された単一の共通基板に実装されている請求項
６又は７に記載の遊技機用演出表示装置。
【請求項９】
　遊技機に取り付けられる遊技機用演出表示装置であって、
　前後方向に所定の厚みを有し、遊技者に対面する前面側の主表面に演出表示のための数
字・文字・図形・記号・模様等からなる図柄が所定の色彩を有して表示され、周面側から
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導入された光を前記主表面から前面側に向けて導出可能な透光性の導光板と、
　前記導光板の周面に対向して配置され、所定の発光色で発光して前記導光板を周面側か
ら照射する発光手段とを備えることを特徴とする遊技機用演出表示装置。
【請求項１０】
　前記発光手段の発光色が前記図柄の色彩と同系の有彩色であるとき、その光が周面側か
ら前記導光板に導入されてその主表面を面発光させ、前記主表面を透過する際に前記図柄
の色彩と一体化する請求項９に記載の遊技機用演出表示装置。
【請求項１１】
　前記発光手段の発光色が前記図柄の色彩と補色関係を有する異系の有彩色であるとき、
その光が周面側から前記導光板に導入されてその主表面を面発光させ、前記主表面を透過
する際に前記図柄の色彩と混合して無彩色を呈する請求項９又は１０に記載の遊技機用演
出表示装置。
【請求項１２】
　前記導光板の前方に配置され、暗い側からは明るい側を透視でき、明るい側からは暗い
側を透視できないようにする半透鏡を備え、
　前記発光手段の発光時には前記半透鏡を介して前方側から後方側を透視でき、かつ前記
発光手段の非発光時には前記半透鏡によって前方側から後方側を透視できないようにする
請求項９ないし１１のいずれか１項に記載の遊技機用演出表示装置。
【請求項１３】
　前記図柄は色相の異なる複数の色彩を有し、
　前記発光手段は、前記図柄の各色彩に対して、同系の有彩色と補色関係を有する異系の
有彩色とに発光可能な発光素子によって構成されている請求項１ないし１２のいずれか１
項に記載の遊技機用演出表示装置。
【請求項１４】
　前記導光板の後方側と周面側とのうち少なくともいずれか一方に配置され、その導光板
の後面と周面とのうち少なくともいずれか一方から外方へ漏出する光を反射して当該導光
板へ再導入するための反射部を備える請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の遊技機
用演出表示装置。
【請求項１５】
　請求項１ないし１４のいずれか１項に記載の遊技機用演出表示装置が取り付けられるこ
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、遊技機用演出表示装置とその演出表示装置を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パチンコ機、アレパチ機等の弾球遊技機やスロットマシン、パチスロ機等の
回胴式遊技機を含む種々の遊技機では、ランプ、ＬＥＤ等の発光手段を用いた様々な演出
表示を行うことによって、遊技者の興趣を高め遊技が単調になるのを防ぐための工夫がな
されている。例えば、透光性の絵の具、印刷インク等によって、複数の文字・図形等にそ
れぞれ異なる色彩（着色）を施した図柄を透明なシート（表示体）に描き、シートの後方
側（遊技者との対面側とは反対側）からＬＥＤ（発光手段）を発光させることが提案され
ている（特許文献１，２参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１６７４６５号公報
【特許文献２】特開２００７－６１２２３号公報
【０００４】
　特許文献１，２に開示された表示装置によれば、ＬＥＤ（発光手段）の発光色（点灯色
）が図柄の色彩と一致するときには図柄が見えにくくなり、異なるとき（例えば補色関係
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）には混合色図柄（例えば無彩色図柄）が見えるようになる。したがって、ＬＥＤの発光
色を変化させることによって、遊技者の興趣を高め遊技が単調になるのを防ぐことができ
る。ところが、これらの表示装置では、図柄が表示されたシートの後方側にＬＥＤを配置
し、ＬＥＤからの光をレンズ等の光拡散部材を介してシートの図柄に照射するので、表示
装置の前後長が長くなり大型になりやすい。しかも、シートの図柄表示面積を大きくして
演出表示に迫力感を出すためにシート全体を均一にかつ明るく照射するには、ＬＥＤをシ
ートから後方側へ離間させたりＬＥＤの個数を増やしたりする必要があり、表示装置の前
後長がますます長くなって大型化し、製造コストが増大するおそれがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、前後長を長くしたり発光手段を増設したりしなくても表示体又は導光
板の主表面に照射する光量を確保でき、小型コンパクトで製造コストの増大を抑制できる
遊技機用演出表示装置とそれを備えた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、遊技機に取り付けられる本発明の遊技機用演出表示装置
は、
　遊技者に対面する前面側に向けて光透過可能に配置されるとともに、演出表示のための
数字・文字・図形・記号・模様等からなる図柄が所定の色彩を有して表示された１又は複
数の（例えばシート状の）表示体と、
　前後方向に所定の厚みを有して前記表示体の後方に（例えば平行状に）配置され、周面
側から導入された光を前面側の主表面から前記表示体に向けて導出可能な透光性の導光板
と、
　前記表示体の後方であって前記導光板の周面に対向して配置され、所定の発光色で発光
して前記導光板を周面側から照射する発光手段とを備えることを特徴とする。
【０００７】
　このように、発光手段（例えば発光素子）は表示体（例えば表示シート）の後方であっ
て導光板の周面に対向して配置されるので、発光手段からの光は、周面側から導光板へ導
入されて主表面を面発光させ、主表面から出た光が表示体を後方側から照射する。これに
よって、前後長を長くしたり発光手段を増設したりしなくても表示体に照射する光量を確
保でき、小型コンパクト化を図り、製造コストの増大を抑制できる。また、導光板の主表
面が面発光するので、光量損失を軽減して表示体全体を明るく照らし出し、光を効率よく
利用して図柄表示部分ひいては背景部分を含めた表示体全体の前面への輝度を高めること
ができる。
【０００８】
　これによって、上記遊技機用演出表示装置では、発光手段の発光色が図柄の色彩と同系
の有彩色であるとき、その光が周面側から導光板に導入されてその主表面を面発光させ、
主表面から出た光が表示体を後方側から照射することにより、表示体を透過する際に図柄
の色彩と一体化する。
【０００９】
　例えば、図柄を除く表示体の背景部分が無色透明の場合、表示体の背景部分と図柄とが
渾然一体化してコントラストが相対的に弱められるので、遊技者による図柄の視認を妨げ
ることができる。あるいは、図柄が無色透明部分を内包する場合、無色透明部分と図柄と
が渾然一体化してコントラストが相対的に強められるので、遊技者による図柄の視認を容
易にすることができる。
【００１０】
　また、上記遊技機用演出表示装置では、発光手段の発光色が図柄の色彩と補色関係を有
する異系の有彩色であるとき、その光が周面側から導光板に導入されてその主表面を面発
光させ、主表面から出た光が表示体を後方側から照射することにより、表示体を透過する
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際に図柄の色彩と混合して無彩色を呈する。
【００１１】
　例えば、図柄を除く表示体の背景部分が無色透明の場合、表示体の背景部分が発光手段
の発光色を呈してコントラストが相対的に強められるので、無彩色図柄の視認を容易にす
ることができる。あるいは、図柄を除く表示体の背景部分が無彩色の場合、表示体の背景
部分と無彩色図柄とが渾然一体化してコントラストが相対的に弱められるので、遊技者に
よる無彩色図柄の視認を妨げることができる。
【００１２】
　このように、発光手段の発光色を図柄の色彩に対して同系の有彩色にしたり、補色関係
を有する異系の有彩色にしたりすることによって、図柄あるいは無彩色図柄を消す（視認
不能）状態と見せる（視認可能）状態とに切り替えることができる。
【００１３】
　なお、導光板は、透明又は半透明の高分子材料（例えばアクリル樹脂等の合成樹脂材料
）、ガラス材料等からなる。また、発光手段には、赤Ｒ，緑Ｇ，青Ｂ単色又はフルカラー
の発光素子（ＬＥＤ）、ランプ等が用いられる。
【００１４】
　さらに、表示体は、高分子材料（例えばポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ
）等の合成樹脂材料）をシート状、フィルム状、薄い板状等に成形した成形形態が一般的
であるが、層状の薄膜（表示シート素材）を重ね合わせた積層形態でもよい。これらの表
示体には、数字・文字・図形・記号・模様等からなる図柄が、透光性の絵の具、印刷イン
ク等によって所定の色彩（色相）を有する有彩色で描かれる。発光手段の発光色及び図柄
の色彩について、例えば、三原色を基準とする場合、光の三原色（すなわち、赤Ｒ，緑Ｇ
，青Ｂ（正確には青紫ＰＢ＝バイオレットＶ））と色の三原色（すなわち、シアンＣ（＝
青緑ＢＧ），マゼンタＭ（＝赤紫ＲＰ），黄Ｙ）とのいずれによってもよい。具体的には
、ＪＩＳ　Ｚ　８１０５（色に関する用語）、ＪＩＳ　Ｚ　８１０２（物体色の色名）に
おける基本色名、及びＪＩＳ　Ｚ　８７２１（色の表示方法－三属性による表示）におけ
る色相環に基づく。
【００１５】
　したがって、例えば表示シート（シート状の表示体）に色彩（色相）の異なる複数の図
柄を印刷（表示）する場合、次のような手法を単独で又は組み合わせて用いることができ
る。
（１）複数枚の表示シートに色彩の異なる複数の図柄をそれぞれ印刷する。
（２）１枚の表示シートの表面及び裏面に色彩の異なる図柄をそれぞれ印刷する。
（３）１枚の表示シートの表面（又は裏面）に色彩の異なる複数の図柄を重ね合わせて印
刷する。
（４）複数枚の薄膜状表示シート素材に色彩の異なる複数の図柄をそれぞれ印刷し、層状
に重ね合わせて表示シートに一体化する。
【００１６】
　そこで、導光板を表示体において図柄に対応する部分のみに配置する場合には、表示体
よりも小さく形成された導光板（及びその導光板に対応して配置された反射部）によって
発光手段の発光量を集中させて、表示体の図柄部分を明るく照らし出し、光を効率よく利
用して図柄の前面輝度を高めることができる。
【００１７】
　そして、表示体の前方に配置され、暗い側からは明るい側を透視でき、明るい側からは
暗い側を透視できないようにする半透鏡を備え、
　発光手段の発光時には半透鏡を介して前方側から後方側を透視でき、かつ発光手段の非
発光時には半透鏡によって前方側から後方側を透視できないようにすることができる。
【００１８】
　表示体の前方に半透鏡（ハーフミラー；マジックミラー）を備えることにより、上記し
た図柄あるいは無彩色図柄を消す（視認不能）状態と見せる（視認可能）状態とを切り替
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える際のコントラストを相対的に強めることができ、図柄あるいは無彩色図柄をくっきり
と表示できる。
【００１９】
　さらには、半透鏡の前方に（例えば平行状に）配置され、周面側から導入された光を前
面側の主表面から導出可能な透光性の補助導光板と、
　表示体の前方であって補助導光板の周面に対向して配置され、所定の発光色で発光して
補助導光板を周面側から照射する補助発光手段とを備えることができる。
【００２０】
　このように、表示体の前方にさらに補助導光板及び補助発光手段を備えることにより、
発光手段の発光色と図柄の色彩とによる演出表示が補助発光手段の光との混合によって強
調され、さらに多彩な演出表示が可能となる。
【００２１】
　例えば、発光手段及び補助発光手段が図柄の色彩と同系の有彩色に発光したとき、発光
手段の光が周面側から導光板に導入されてその主表面を面発光させ、主表面から出た光が
表示体を後方側から照射することにより、表示体及び半透鏡を透過する際に図柄の色彩と
一体化し、かつ補助発光手段の光と混合する。これによって、上記したように図柄あるい
は無彩色図柄を消す（視認不能）状態と見せる（視認可能）状態とに切り替えたとき、背
景部分等とのコントラストを一層強調することができる。
【００２２】
　また、発光手段が非発光であり、かつ補助発光手段が発光したとき、半透鏡で図柄の透
視が遮られるとともに、補助発光手段の光が周面側から補助導光板に導入されてその主表
面を面発光させ、主表面から出た光が前面側に向けて導出されることにより、遊技者によ
って補助発光手段の光を視認可能とすることができる。
【００２３】
　このように、補助導光板及び補助発光手段のみを利用した演出表示も可能となり、さら
に多様化を図ることができる。なお、補助導光板及び補助発光手段には、上記した導光板
及び発光手段と同様のものを用いることができる。
【００２４】
　発光手段と補助発光手段とを、各々複数の発光素子で構成するとともに、導光板及び補
助導光板の（例えば下側の）周面に対向して配置された単一の共通基板に実装することが
できる。
【００２５】
　これによって、発光手段と補助発光手段の取付構造を簡素化し、遊技機用演出表示装置
を小型コンパクトで安価に製造できる。
【００２６】
　また、上記の課題を解決するために、遊技機に取り付けられる本発明の遊技機用演出表
示装置は、
　前後方向に所定の厚みを有し、遊技者に対面する前面側の主表面に演出表示のための数
字・文字・図形・記号・模様等からなる図柄が所定の色彩を有して表示され、周面側から
導入された光を前記主表面から前面側に向けて導出可能な透光性の導光板と、
　前記導光板の周面に対向して配置され、所定の発光色で発光して前記導光板を周面側か
ら照射する発光手段とを備えることを特徴とする。
【００２７】
　このように、発光手段（例えば発光素子）は前面側の主表面に図柄が表示された導光板
の周面に対向して配置されるので、発光手段からの光は、周面側から導光板へ導入されて
主表面を面発光させる。これによって、前後長を短縮し発光手段を減少しても主表面に照
射する光量を確保でき、小型コンパクト化を図り、製造コストの増大を抑制できる。また
、図柄が表示された導光板の主表面が面発光するので、光量損失を軽減して主表面全体を
明るく照らし出し、光を効率よく利用して図柄表示部分又は背景部分を含めた主表面全体
の前面への輝度を高めることができる。
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【００２８】
　なお、導光板の主表面（前面）に図柄を表示する際には、導光板の主表面に図柄を直接
印刷したり塗装したりするのが望ましいが、図柄の印刷されたシール部材を導光板の主表
面に貼り付けてもよい。
【００２９】
　これによって、上記遊技機用演出表示装置では、発光手段の発光色が図柄の色彩と同系
の有彩色であるとき、その光が周面側から導光板に導入されてその主表面を面発光させ、
主表面を透過する際に図柄の色彩と一体化する。
【００３０】
　例えば、図柄を除く主表面の背景部分が無色透明の場合、主表面の背景部分と図柄とが
渾然一体化してコントラストが相対的に弱められるので、遊技者による図柄の視認を妨げ
ることができる。あるいは、図柄が無色透明部分を内包する場合、無色透明部分と図柄と
が渾然一体化してコントラストが相対的に強められるので、遊技者による図柄の視認を容
易にすることができる。
【００３１】
　また、上記遊技機用演出表示装置では、発光手段の発光色が図柄の色彩と補色関係を有
する異系の有彩色であるとき、その光が周面側から導光板に導入されてその主表面を面発
光させ、主表面を透過する際に図柄の色彩と混合して無彩色を呈する。
【００３２】
　例えば、図柄を除く主表面の背景部分が無色透明の場合、主表面の背景部分が発光手段
の発光色を呈してコントラストが相対的に強められるので、無彩色図柄の視認を容易にす
ることができる。あるいは、図柄を除く主表面の背景部分が無彩色の場合、主表面の背景
部分と無彩色図柄とが渾然一体化してコントラストが相対的に弱められるので、遊技者に
よる無彩色図柄の視認を妨げることができる。
【００３３】
　このように、発光手段の発光色を図柄の色彩に対して同系の有彩色にしたり、補色関係
を有する異系の有彩色にしたりすることによって、図柄あるいは無彩色図柄を消す（視認
不能）状態と見せる（視認可能）状態とに切り替えることができる。
【００３４】
　そして、導光板の前方に配置され、暗い側からは明るい側を透視でき、明るい側からは
暗い側を透視できないようにする半透鏡を備え、
　発光手段の発光時には半透鏡を介して前方側から後方側を透視でき、かつ発光手段の非
発光時には半透鏡によって前方側から後方側を透視できないようにすることができる。
【００３５】
　導光板の前方に半透鏡（ハーフミラー；マジックミラー）を備えることにより、上記し
た図柄あるいは無彩色図柄を消す（視認不能）状態と見せる（視認可能）状態とを切り替
える際のコントラストを相対的に強めることができ、図柄あるいは無彩色図柄をくっきり
と表示できる。
【００３６】
　これらの遊技機用演出表示装置において、図柄は色相の異なる複数の色彩を有し、
　発光手段は、図柄の各色彩に対して、同系の有彩色と補色関係を有する異系の有彩色と
に発光可能な発光素子によって構成されていることが望ましい。
【００３７】
　これによって遊技機用演出表示装置を一層小型コンパクトに構成できる。また、発光手
段の発光色を図柄の各色彩に対して同系の有彩色にしたり、補色関係を有する異系の有彩
色にしたりすることによって、一部の図柄あるいは無彩色図柄を消す（視認不能）状態と
見せる（視認可能）状態とに交互に切り替えることができるので、多様な演出表示が可能
となる。
【００３８】
　さらに、導光板の後方側と周面側とのうち少なくともいずれか一方に配置され、その導
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光板の後面と周面とのうち少なくともいずれか一方から外方へ漏出する光を反射して導光
板へ再導入するための反射部を備えることが望ましい。
【００３９】
　反射部によって光量損失を軽減して表示体全体又は導光板の主表面全体を明るく照らし
出し、光を効率よく利用して図柄表示部分ひいては背景部分を含めた全体の前面への輝度
を高めることができる。なお、上記反射部は、例えば、非透光性の白色高分子材料（例え
ばポリアセタール（ＰＯＭ）等の合成樹脂材料）でのケース体の一体成形や、ケース体の
内面における白色塗料の塗装、白色反射シールの貼付、アルミニウム等の真空蒸着、クロ
ムめっき等により層状（膜状）に形成でき、特に簡便な方法である白色高分子材料での一
体成形や白色塗装、クロムめっきが推奨される。
【００４０】
　そこで、上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、
　以上のような遊技機用演出表示装置が取り付けられることを特徴とする。
【００４１】
　このように、遊技機用演出表示装置の前後長を長くしたり発光手段を増設したりしなく
ても表示体又は導光板の主表面に照射する光量を確保でき、小型コンパクトで製造コスト
の増大を抑制しつつ多彩な演出表示が可能な遊技機を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
（実施例１）
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は本発明に係る遊技機用
演出表示装置（以下、単に演出表示装置ともいう）を備えたパチンコ機を例示する正面図
である。図１に示すように、パチンコ機１（遊技機）の遊技盤２の盤面（前面）には、ほ
ぼ左半周が内外２本の発射レール２ｂによって区画され、全体として円形の遊技領域２ａ
が形成されている。遊技領域２ａの中央には液晶表示部３が搭載され、液晶表示部３の下
方（遊技領域２ａの中央下部）に大入賞口４（アタッカー）が配置されている。また、液
晶表示部３と大入賞口４との間には、電動チューリップ（電チュー）にて構成される始動
口５が配置されている。また、液晶表示部３の上方（遊技領域２ａの中央上部）には、パ
チンコ機１の作動中（遊技中又は待機中）に、遊技者等に対して数字・文字・図形・記号
・模様等からなる図柄を演出表示するための演出表示装置１０が取り付けられている。
【００４３】
　なお、本明細書において、上下方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で遊技球が流下する方
向（例えば、鉛直方向）を意味する。また、左右方向とは遊技盤２の盤面に沿う形で上下
方向と交差する方向（例えば、水平方向）を意味し、遊技者側からみて左側、右側をいう
。さらに、前後方向とは遊技盤２と交差（例えば、直交）する方向を意味し、遊技者に対
面する側（手前側）が前面側（前方側）であり、その反対側（奥側）が後面側（後方側）
となる。
【００４４】
　図２は本発明に係る演出表示装置の一例を示す正面図及びＡ－Ａ断面図、図３はその演
出表示装置を分解して示す斜視図、図４は表示シートの図柄表示を説明する正面図である
。図２及び図３に示すように、演出表示装置１０は、後方の収納ケース１９Ｂ（保持部材
）と前方のカバー１９Ｆ（保持部材）とがビス１０ａ等の締結部材で結合され、遊技機１
の遊技領域２ａ（図１参照）に固定されている。収納ケース１９Ｂとカバー１９Ｆの内部
には、後方側から前方側へ、導光板１１，後方レンズ１２（光拡散透過部材），表示シー
ト１３（表示体），ハーフミラー１４（半透鏡；マジックミラー），補助導光板１５，前
方レンズ１６（補助光拡散透過部材）が順次収納され、さらにそれらの下方位置にてＬＥ
Ｄ基板１７（共通基板）が水平状に配置収納されている。また、ＬＥＤ基板１７の上面に
は、それぞれフルカラーＬＥＤで構成された後方ＬＥＤ１８Ｂ（発光素子；発光手段）と
前方ＬＥＤ１８Ｆ（発光素子；補助発光手段）とが、左右方向に平行状に複数（例えば３
個ずつ）並ぶ形で、光軸を各々鉛直上方へ向けて実装されている。
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【００４５】
　表示シート１３は、例えばポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）のように透
光性を有する合成樹脂製であり、無色透明の円形状の１枚のシート状材料の下部を水平状
に切り取った形状に形成されている。表示シート１３の前面中央には、透光性の絵の具、
印刷インク等によって個々に着色された複数（例えば２つ）の図柄１３１，１３２が描か
れている。具体的には、図４に示すように、第一図柄１３１は赤Ｒで彩色された“×”の
記号で表され、一方、第二図柄１３２は赤Ｒに対して補色関係のシアンＣ（＝青緑ＢＧ）
で彩色された“○”の記号で表されており、両図柄１３１，１３２は部分的な重なり（図
では４ヶ所）を有している。
【００４６】
　図２及び図３に戻り、導光板１１は、前後方向に所定の厚みを有するとともに表示シー
ト１３と同様の外形形状に形成されて、表示シート１３の後方に平行状に配置されている
。すなわち、導光板１１は、例えばアクリル樹脂のように透光性を有する透明又は半透明
の合成樹脂製であり、円形状の板状材料の下部を水平状に切り取った水平部１１ａ（平坦
部）を有している。水平部１１ａの水平周面１１ｂ（周面）は、ＬＥＤ基板１７と平行状
に対向配置している。
【００４７】
　後方レンズ１２は、導光板１１や表示シート１３と同様の外形形状に形成され、かつ両
者の間に平行状に配置されることにより、導光板１１の主表面１１ｃ（前面）との間に前
後方向のスペースＳが形成される。よって、後方レンズ１２は、導光板１１の主表面１１
ｃからの光を拡散し前面側に透過させる機能と、導光板１１と表示シート１３との離間距
離を大きくして表示シート１３の図柄１３１，１３２を明るく均一に照らすためのスペー
スＳを確保する機能とを有している。
【００４８】
　後方ＬＥＤ１８Ｂは、表示シート１３の後方において導光板１１の水平部１１ａと対向
配置され、その光軸が水平周面１１ｂと直交状に交差している。なお、後方ＬＥＤ１８Ｂ
は、フルカラーＬＥＤで構成されているため、少なくとも図柄１３１，１３２の色彩と同
系色に発光するとともに、図柄１３１，１３２の色彩と補色関係を有する異系色に発光す
ることができる。したがって、後方ＬＥＤ１８Ｂからの光は、水平部１１ａの水平周面１
１ｂから導光板１１に導入されて前面側の主表面１１ｃを面発光させる。
【００４９】
　また、収容ケース１９Ｂの内面（内底面及び内周面）は、導光板１１の後面及び周面か
ら外方へ漏出する光を反射して導光板１１へ再導入するための反射面１９ａ（反射部）に
形成されている。具体的には、収容ケース１９Ｂを非透光性の白色合成樹脂材料で一体成
形したり、内面を白色塗料で塗装したりすることによって、反射面１９ａを形成する。
【００５０】
　一方、表示シート１３の前面側には、表示シート１３と同様の外形形状に形成されたハ
ーフミラー１４が配置されている。ハーフミラー１４は、暗い側からは明るい側を透視で
き、明るい側からは暗い側を透視できないようにする機能を有している。したがって、遊
技者は、後方ＬＥＤ１８Ｂの発光時（点灯時）には、ハーフミラー１４を介して前方側か
ら後方側の表示シート１３を透視でき、後方ＬＥＤ１８Ｂの非発光時（消灯時）には、ハ
ーフミラー１４によって前方側から後方側の表示シート１３を透視できなくなる。
【００５１】
　補助導光板１５は、前後方向に所定の厚みを有するとともに表示シート１３と同様の外
形形状に形成されて、表示シート１３の前方に平行状に配置されている。すなわち、補助
導光板１５は、例えばアクリル樹脂のように透光性を有する透明又は半透明の合成樹脂製
であり、円形状の板状材料の下部を水平状に切り取った水平部１５ａ（平坦部）を有して
いる。水平部１５ａの水平周面１５ｂ（周面）は、ＬＥＤ基板１７と平行状に対向配置し
ている。
【００５２】
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　前方レンズ１６は、補助導光板１５や表示シート１３と同様の外形形状に形成され、か
つ補助導光板１５の前方に配置されることにより、補助導光板１５の主表面１５ｃ（前面
）との間に前後方向のスペースＳが形成される。よって、前方レンズ１６は、補助導光板
１５の主表面１５ｃからの光を拡散し前面側に透過させる機能と、補助導光板１５を保護
する機能とを有している。また、前方レンズ１６は中央ほど前方に膨出するドーム形状を
有するため、演出表示装置１０に奥行があるように見せる（図柄１３１，１３２に立体感
をもたせる）ことができる。
【００５３】
　前方ＬＥＤ１８Ｆは、表示シート１３の前方において補助導光板１５の水平部１５ａ（
実際には前方レンズ１６の屈曲周縁部）と対向配置され、その光軸が水平周面１５ｂと直
交状に交差している。なお、前方ＬＥＤ１８Ｆは、フルカラーＬＥＤで構成されているた
め、少なくとも図柄１３１，１３２の色彩と同系色に発光するとともに、図柄１３１，１
３２の色彩と補色関係を有する異系色に発光することができる。したがって、前方ＬＥＤ
１８Ｆからの光は、（前方レンズ１６の屈曲周縁部を通り）水平部１５ａの水平周面１５
ｂから補助導光板１５に導入されて前面側の主表面１５ｃを面発光させる。
【００５４】
　また、カバー１９Ｆの内面（内周面）は、補助導光板１５の周面から外方へ漏出する光
を反射して補助導光板１５へ再導入するための反射面１９ａ（反射部）に形成されている
。具体的には、カバー１９Ｆを白色の合成樹脂材料で一体成形したり、内面を白色塗料で
塗装したりすることによって、反射面１９ａを形成する。
【００５５】
　このように、後方ＬＥＤ１８Ｂからの光は、水平部１１ａの水平周面１１ｂから導光板
１１に導入されて前面側の主表面１１ｃを面発光させ、主表面１１ｃから表示シート１３
に向けて導出される。さらに後方ＬＥＤ１８Ｂからの光は、ハーフミラー１４、補助導光
板１５及び前方レンズ１６を通り遊技者に到達する。一方、前方ＬＥＤ１８Ｆからの光は
、（前方レンズ１６の屈曲周縁部を通り）水平部１５ａの水平周面１５ｂから補助導光板
１５に導入されて前面側の主表面１５ｃを面発光させ、主表面１５ｃから前面側に向けて
導出される。さらに前方ＬＥＤ１８Ｆからの光は、前方レンズ１６を通り遊技者に到達す
る。
【００５６】
　次に、以上のように構成された演出表示装置１０の演出表示態様について、図５及び表
１を用いて具体的に説明する。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
＜演出表示態様１＞
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　［後方ＬＥＤ１８Ｂ、前方ＬＥＤ１８Ｆがともに消灯しているとき］
　ハーフミラー１４によって前方側から後方側の表示シート１３を透視できなくなるので
、補助導光板１５、前方レンズ１６を介してハーフミラー１４の前面が見える（図２（ａ
）参照）。
【００５９】
＜演出表示態様２＞
　［後方ＬＥＤ１８Ｂが赤Ｒで点灯し、前方ＬＥＤ１８Ｆが消灯しているとき］
　ハーフミラー１４を介して前方側から後方側の表示シート１３を透視できる。このとき
、後方ＬＥＤ１８Ｂの発光色である赤Ｒは第一図柄１３１（赤Ｒ）と同色であるから、後
方ＬＥＤ１８Ｂからの光は表示シート１３を透過する際に第一図柄１３１と渾然一体化し
てコントラストが相対的に弱められるので、視認（背景色（赤Ｒ）との区別）ができなく
なる。また、赤Ｒは第二図柄１３２（シアンＣ＝青緑ＢＧ）とは補色関係を有する異系色
であるから、後方ＬＥＤ１８Ｂからの光は表示シート１３を透過する際に第二図柄１３２
と混合して、黒Ｓの第二無彩色図柄１３２’が視認される（図５（ａ）参照）。なお、表
示シート１３の背景部分は後方ＬＥＤ１８Ｂの発光色である赤Ｒを呈してコントラストが
相対的に強められるので、第二無彩色図柄１３２’の視認が容易になる。
【００６０】
＜演出表示態様３＞
　［後方ＬＥＤ１８Ｂ、前方ＬＥＤ１８Ｆがともに赤Ｒで点灯しているとき］
　このときの視認状況は演出表示態様２に準じる。ただし、前方ＬＥＤ１８Ｆが赤Ｒで点
灯することによって、第一図柄１３１を含む背景色（赤Ｒ）と黒Ｓの第二無彩色図柄１３
２’とのコントラストが一層強調され、第二無彩色図柄１３２’がより鮮明に浮かび上が
る（図５（ａ）参照）。
【００６１】
＜演出表示態様４＞
　［後方ＬＥＤ１８Ｂが緑Ｇで点灯し、前方ＬＥＤ１８Ｆが消灯しているとき］
　ハーフミラー１４を介して前方側から後方側の表示シート１３を透視できる。このとき
、後方ＬＥＤ１８Ｂの発光色である緑Ｇは第二図柄１３２（シアンＣ＝青緑ＢＧ）と同系
色であるから、後方ＬＥＤ１８Ｂからの光は表示シート１３を透過する際に第二図柄１３
２と渾然一体化してコントラストが相対的に弱められるので、視認（背景色（緑Ｇ）との
区別）がしにくくなる。また、緑Ｇは第一図柄１３１（赤Ｒ）とは補色関係を有する異系
色であるから、後方ＬＥＤ１８Ｂからの光は表示シート１３を透過する際に第一図柄１３
１と混合して、灰色Ｎの第一無彩色図柄１３１’が視認される（図５（ｂ）参照）。なお
、表示シート１３の背景部分は後方ＬＥＤ１８Ｂの発光色である緑Ｇを呈してコントラス
トが相対的に強められるので、第一無彩色図柄１３１’の視認が容易になる。
【００６２】
＜演出表示態様５＞
　［後方ＬＥＤ１８Ｂ、前方ＬＥＤ１８Ｆがともに緑Ｇで点灯しているとき］
　このときの視認状況は演出表示態様４に準じる。ただし、前方ＬＥＤ１８Ｆが緑Ｇで点
灯することによって、第二図柄１３２を含む背景色（緑Ｇ）と灰色Ｎの第一無彩色図柄１
３１’とのコントラストが一層強調され、第一無彩色図柄１３１’がより鮮明に浮かび上
がる（図５（ｂ）参照）。
【００６３】
＜演出表示態様６＞
　［後方ＬＥＤ１８Ｂが消灯し、前方ＬＥＤ１８Ｆが任意の発光色で点灯しているとき］
　ハーフミラー１４によって前方側から後方側の表示シート１３を透視できなくなるので
、補助導光板１５、前方レンズ１６を介して前方ＬＥＤ１８Ｆの発光色が視認できる（図
２（ａ）参照）。
【００６４】
　以上で説明したように、後方ＬＥＤ１８Ｂは表示シート１３の後方であって導光板１１
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の水平周面１１ｂに対向して配置されるので、後方ＬＥＤ１８Ｂからの光は、水平周面１
１ｂから導光板１１へ導入されて主表面１１ｃを面発光させ、主表面１１ａから出た光が
表示シート１３を後方側から照射する。これによって、前後長を長くしたり後方ＬＥＤ１
８Ｂを増設したりしなくても表示シート１３に照射する光量を確保できるので、演出表示
装置１０の小型コンパクト化を図り、製造コストの増大を抑制できる。また、導光板１１
の主表面１１ａが面発光するので、光量損失を軽減して表示シート１３全体を明るく照ら
し出し、光を効率よく利用して図柄１３１，１３２の表示部分（あるいは背景部分を含め
た表示シート１３全体）の前面への輝度を高めることができる。
【００６５】
　したがって、後方ＬＥＤ１８Ｂが図柄１３１，１３２の色彩と同系色に発光したとき、
図柄１３１，１３２の色彩と表示シート１３の背景色（地色）とのコントラストを相対的
に弱めることができ、遊技者による図柄１３１，１３２の視認が困難となる。一方、図柄
１３１，１３２の色彩（例えば赤Ｒ）と後方ＬＥＤ１８Ｂの発光色（例えば青緑ＢＧ）と
が補色関係になると、遊技者は無彩色図柄１３１’，１３２’（例えば黒Ｓ又は灰色Ｎ）
を視認できる。このように、後方ＬＥＤ１８Ｂの発光色を図柄１３１，１３２の色彩に対
して同系色にしたり、補色関係の異系色にしたりすることによって、無彩色図柄１３１’
，１３２’を消す（視認不能）状態と見せる（視認可能）状態とに切り替えることができ
る。
【００６６】
　また、表示シート１３の前方にさらに補助導光板１５及び前方ＬＥＤ１８Ｆを備えるこ
とにより、後方ＬＥＤ１８Ｂの発光色と図柄１３１，１３２の色彩とによる演出表示が前
方ＬＥＤ１８Ｆの光との混合によって強調され、さらに多彩な演出表示が可能となる。そ
の際、補助導光板１５及び前方ＬＥＤ１８Ｆのみを利用した演出表示も可能となり、さら
に多様化を図ることができる。
【００６７】
　さらに、後方ＬＥＤ１８Ｂと前方ＬＥＤ１８Ｆとを単一のＬＥＤ基板１７に実装するこ
とによって、後方ＬＥＤ１８Ｂと前方ＬＥＤ１８Ｆの取付構造を簡素化し、演出表示装置
１０を小型コンパクトで安価に製造できる。
【００６８】
　なお、後方ＬＥＤ１８Ｂ及び前方ＬＥＤ１８ＦにはフルカラーＬＥＤを用いているので
、図柄１３１，１３２の色彩が図４に示すものと異なる場合であっても、表１に示す視認
状況を実現させることができる。もちろん後方ＬＥＤ１８Ｂ及び前方ＬＥＤ１８Ｆは、図
柄１３１，１３２の色彩に対して、同系色や補色関係を有する異系色以外の色で発光させ
ることができるので、さらに多彩な色変化（例えば、赤Ｒと青Ｂで紫Ｐ、黄Ｙと赤Ｒで黄
赤Ｏ）を付加して演出表示することができる。
【００６９】
（変形例）
　図６は表示シートの図柄表示の変形例を説明する正面図、図７は演出表示態様の変形例
を説明する正面図である。図６に示す表示シート１３は、例えばポリエチレン（ＰＥ）、
ポリプロピレン（ＰＰ）のように透光性を有する合成樹脂製であり、無色透明の円形状の
１枚のシート状材料の下部を水平状に切り取った形状に形成されている。表示シート１３
の前面中央には、透光性の絵の具、印刷インク等によって個々に着色された複数（例えば
２つ）の図柄１３１，１３２が描かれている。
【００７０】
　具体的には、第一図柄１３１は赤Ｒで彩色された“×”の記号で表され、一方、第二図
柄１３２は赤Ｒに対して補色関係のシアンＣ（＝青緑ＢＧ）で彩色された“○”の記号で
表されている。また、両図柄１３１，１３２を除く背景部分１３０は黒Ｓ（無彩色）に着
色されて非透光性であり、両図柄１３１，１３２の交差部分１３３（図では４ヶ所）は無
色透明（地のまま）とされているので、両図柄１３１，１３２は無色透明部分である交差
部分１３３を各々内包している。
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【００７１】
　次に、図６の表示シートを用いた場合の演出表示態様について、図７及び表２を用いて
具体的に説明する。なお、演出表示態様１及び６は実施例１（表１）と同様であるから、
説明を省略する。
【００７２】
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【表２】

　
【００７３】
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＜演出表示態様２’＞
　［後方ＬＥＤ１８Ｂが赤Ｒで点灯し、前方ＬＥＤ１８Ｆが消灯しているとき］
　ハーフミラー１４を介して前方側から後方側の表示シート１３を透視できる。このとき
、後方ＬＥＤ１８Ｂの発光色である赤Ｒは第一図柄１３１（赤Ｒ）と同色であるから、後
方ＬＥＤ１８Ｂからの光は表示シート１３を透過する際に交差部分１３３と第一図柄１３
１とが渾然一体化してコントラストが相対的に強められるので、交差部分１３３を含む形
での第一図柄１３１（“×”の完成形態）の視認が容易になる。また、赤Ｒは第二図柄１
３２（シアンＣ＝青緑ＢＧ）とは補色関係を有する異系色であるから、後方ＬＥＤ１８Ｂ
からの光は表示シート１３を透過する際に第二図柄１３２と混合して黒Ｓの第二無彩色図
柄１３２’を呈し、背景部分１３０と第二無彩色図柄１３２’とが渾然一体化してコント
ラストが相対的に弱められるので、第二無彩色図柄１３２’の視認（背景部分１３０（黒
Ｓ）との区別）ができなくなる（図７（ａ）参照）。
【００７４】
＜演出表示態様３’＞
　［後方ＬＥＤ１８Ｂ、前方ＬＥＤ１８Ｆがともに赤Ｒで点灯しているとき］
　このときの視認状況は演出表示態様２’に準じる。ただし、前方ＬＥＤ１８Ｆが赤Ｒで
点灯することによって、交差部分１３３を含む第一図柄１３１と背景部分１３０を含む第
二無彩色図柄１３２’とのコントラストが一層強調され、完成形態の第一図柄１３１がよ
り鮮明に浮かび上がる（図７（ａ）参照）。
【００７５】
＜演出表示態様４’＞
　［後方ＬＥＤ１８Ｂが緑Ｇで点灯し、前方ＬＥＤ１８Ｆが消灯しているとき］
　ハーフミラー１４を介して前方側から後方側の表示シート１３を透視できる。このとき
、後方ＬＥＤ１８Ｂの発光色である緑Ｇは第二図柄１３２（シアンＣ＝青緑ＢＧ）と同系
色であるから、後方ＬＥＤ１８Ｂからの光は表示シート１３を透過する際に交差部分１３
３と第二図柄１３２とが渾然一体化してコントラストが相対的に強められるので、交差部
分１３３を含む形での第二図柄１３２（“○”の完成形態）の視認が容易になる。また、
緑Ｇは第一図柄１３１（赤Ｒ）とは補色関係を有する異系色であるから、後方ＬＥＤ１８
Ｂからの光は表示シート１３を透過する際に第一図柄１３１と混合して灰色Ｎの第一無彩
色図柄１３１’を呈し、背景部分１３０と第一無彩色図柄１３１’とが渾然一体化してコ
ントラストが相対的に弱められるので、第一無彩色図柄１３１’の視認（背景部分１３０
（黒Ｓ）との区別）が困難になる（図７（ｂ）参照）。
【００７６】
＜演出表示態様５’＞
　［後方ＬＥＤ１８Ｂ、前方ＬＥＤ１８Ｆがともに緑Ｇで点灯しているとき］
　このときの視認状況は演出表示態様４’に準じる。ただし、前方ＬＥＤ１８Ｆが緑Ｇで
点灯することによって、交差部分１３３を含む第二図柄１３２と背景部分１３０を含む第
一無彩色図柄１３１’とのコントラストが一層強調され、完成形態の第二図柄１３２がよ
り鮮明に浮かび上がる（図７（ｂ）参照）。
【００７７】
（実施例２）
　図８は演出表示装置の他の例を示す断面図である。図８に示す演出表示装置１０’では
、導光板１１が表示シート１３（表示体）において図柄１３１，１３２（図３参照）に対
応する中央部分のみに配置されている。具体的には、導光板１１は、その上下方向の寸法
Ｌ１が表示シート１３の上下方向の寸法Ｌ２よりも小さくなるように形成されている。ま
た、導光板１１の上下方向の寸法Ｌ１が短縮されるに伴って、後方ＬＥＤ１８Ｂ’（発光
素子；発光手段）の発光部を導光板１１の水平周面１１ｂ（周面）に接近させるために、
後方ＬＥＤ１８Ｂ’には、ＬＥＤ基板１７（共通基板）からの突出高さが大きい足長タイ
プが用いられている。なお、符号２０は、導光板１１と後方レンズ１２（光拡散透過部材
）との間のスペースＳを部分的に埋め、導光板１１の水平部１１ａ（平坦部）と後方レン
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ズ１２とを仕切ることによって、後方ＬＥＤ１８Ｂ’からの光が導光板１１に導入されず
に後方レンズ１２に漏出するのを防止するための仕切板（遮光部材）である。
【００７８】
　このように、表示シート１３よりも小さく形成された導光板１１（及びその導光板１１
に対応して配置された収容ケース１９Ｂ（保持部材）の反射面１９ａ（反射部；図３参照
））によって後方ＬＥＤ１８Ｂ’の発光量を集中させて、表示シート１３の図柄１３１，
１３２部分を明るく照らし出し、光を効率よく利用して図柄１３１，１３２の前面輝度を
高めることができる。
【００７９】
（実施例３）
　図９は演出表示装置の他の例を示す分解斜視図である。図９に示すように、演出表示装
置１１０を構成する収納ケース１９Ｂ（保持部材）とカバー１９Ｆ（保持部材）の内部に
は、後方側から前方側へ、導光板１１１，ハーフミラー１４（半透鏡；マジックミラー）
が順次収納され、さらに導光板１１１の下方位置にて、左右方向に複数（例えば３個）の
ＬＥＤ１１８（発光素子；発光手段）が実装されたＬＥＤ基板１１７が水平状に配置収納
されている。また、この実施例では、導光板１１１の主表面１１１ｃ（前面）に図柄１３
１，１３２を直接印刷してある。ただし、図柄１３１，１３２の印刷されたシール部材を
導光板１１１の主表面１１１ｃに貼り付けてもよい。このように、この演出表示装置１１
０には、実施例１（図３）に表された後方レンズ１２、表示シート１３、補助導光板１５
、前方レンズ１６を含まず、発光手段は後方ＬＥＤ１８Ｂに相当するＬＥＤ１１８のみで
構成される。
【００８０】
　したがって、この演出表示装置１１０では、前述の表１（又は表２）において演出表示
態様１，２，４（又は１，２’，４’）が実行される。
【００８１】
　以上で説明したように、ＬＥＤ１１８は主表面１１１ｃに図柄１３１，１３２が表示さ
れた導光板１１１の水平部１５ａ（平坦部）の水平周面１１１ｂ（周面）に対向して配置
されるので、ＬＥＤ１１８からの光は、水平周面１１１ｂから導光板１１１へ導入されて
主表面１１１ｃを面発光させる。これによって、前後長を短縮しＬＥＤ１１８を減少して
も主表面１１１ｃに照射する光量を確保でき、小型コンパクト化を図り、製造コストの増
大を抑制できる。また、図柄１３１，１３２が表示された導光板１１１の主表面１１１ｃ
が面発光するので、光量損失を軽減して主表面１１１ｃ全体を明るく照らし出し、光を効
率よく利用して図柄１３１，１３２の表示部分又は背景を含めた主表面１１１ｃ全体の前
面への輝度を高めることができる。
【００８２】
　したがって、ＬＥＤ１１８が図柄１３１，１３２の色彩と同系色に発光したとき、図柄
１３１，１３２の色彩と導光板１１１の主表面１１１ｃの背景色（地色）とのコントラス
トを相対的に弱めることができ、遊技者による図柄１３１，１３２の視認が困難となる。
一方、図柄１３１，１３２の色彩（例えば赤Ｒ）とＬＥＤ１１８の発光色（例えば青緑Ｂ
Ｇ）とが補色関係になると、遊技者は無彩色図柄１３１’，１３２’（例えば黒Ｓ又は灰
色Ｎ）を視認できる。このように、ＬＥＤ１１８の発光色を図柄１３１，１３２の色彩に
対して同系色にしたり、補色関係の異系色にしたりすることによって、無彩色図柄１３１
’，１３２’を消す（視認不能）状態と見せる（視認可能）状態とに切り替えることがで
きる。
【００８３】
　なお、実施例２（図８）及び実施例３（図９）において実施例１（図２～図５）と共通
する機能を有する部分にはそれぞれ同一符号を付して説明を省略する。
【００８４】
　以上の実施例では演出表示装置をパチンコ機に取り付けた場合のみについて説明したが
、アレパチ機等の他の弾球遊技機やスロットマシン、パチスロ機等の回胴式遊技機に取り
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付けてもよい。
【００８５】
　また、導光板１１，１１１の後面や補助導光板１５の後面に、カット、シボ、ローレッ
ト等の凹凸を設けることによって、ＬＥＤ１８Ｂ，１１８，１８Ｆからの光を中央部から
前方側へ一層円滑に誘導することができる。なお、補助導光板１５の後面に凹凸を設ける
場合には、図柄を透過した光にその凹凸の模様を重ね合わせて遊技者に視認させることに
よって、演出効果を一層高めることができる。さらに、導光板１１，１１１や補助導光板
１５には、水平周面１１ｂ，１１１ｂ，１５ｂのような平坦な周面を複数形成し、各々の
平坦周面に対向してＬＥＤ１８Ｂ，１１８，１８Ｆを配置してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明に係る演出表示装置を備えたパチンコ機を例示する正面図。
【図２】本発明に係る演出表示装置の一例を示す正面図及びＡ－Ａ断面図。
【図３】図２の演出表示装置を分解して示す斜視図。
【図４】表示シートの図柄表示を説明する正面図。
【図５】演出表示態様を説明する正面図。
【図６】表示シートの図柄表示の変形例を説明する正面図。
【図７】演出表示態様の変形例を説明する正面図。
【図８】演出表示装置の他の例を示す断面図。
【図９】演出表示装置のさらに他の例を示す分解斜視図。
【符号の説明】
【００８７】
　１　　　　パチンコ機（遊技機）
　１０　　　演出表示装置（遊技機用演出表示装置）
　１１　　　導光板
　１１ａ　　水平部（平坦部）
　１１ｂ　　水平周面（周面）
　１１ｃ　　主表面（前面）
　１２　　　後方レンズ（光拡散透過部材）
　１３　　　表示シート（表示体）
　１３１　　第一図柄（図柄）
　１３１’　第一無彩色図柄（無彩色図柄）
　１３２　　第二図柄（図柄）
　１３２’　第二無彩色図柄（無彩色図柄）
　１４　　　ハーフミラー（半透鏡；マジックミラー）
　１５　　　補助導光板
　１５ａ　　水平部（平坦部）
　１５ｂ　　水平周面（周面）
　１５ｃ　　主表面（前面）
　１６　　　前方レンズ（補助光拡散透過部材）
　１７　　　ＬＥＤ基板（共通基板）
　１８Ｂ　　後方ＬＥＤ（発光素子；発光手段）
　１８Ｆ　　前方ＬＥＤ（発光素子；補助発光手段）
　１９Ｂ　　収容ケース（保持部材）
　１９Ｆ　　カバー（保持部材）
　１９ａ　　反射面（反射部）
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