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(57)【要約】
【課題】必要最小限の発光素子を用いてより上質な表示
を行うことが可能な遊技機を提供する。
【解決手段】導光板７１と、この導光板７１の端面７１
ａ，７１ｂに対向する１又は複数の発光素子７２，７３
と、導光板７１に設けられ且つ端面７１ａ，７１ｂから
入射した発光素子７２，７３からの光を導光板７１の一
面側に反射する反射部７４とを備えた遊技機で、端面７
１ａ，７１ｂの長手方向における連続する範囲であって
反射部７４の配置位置を全て含む最小範囲である連続最
小範囲８６，８７に対応して発光素子７２，７３を配置
する。また、連続最小範囲８６，８７が、連続しない複
数の個別最小範囲８６ａ，８６ｃ，８７ｂ，８７ｄを含
む場合に、それら個別最小範囲８６ａ，８６ｃ，８７ｂ
，８７ｄに対応して発光素子７２，７３を配置してもよ
い。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導光板と、
　前記導光板の第１端面から前記導光板内に向けて第１方向に光を照射する第１発光素子
と、
　前記導光板の前記第１端面と平行でない第２端面から前記導光板内に向けて第２方向に
光を照射する第２発光素子と、
　前記導光板に設けられ且つ前記第１端面から入射した前記第１発光素子からの光を前記
導光板の一面側に反射する第１反射部と、
　前記導光板に設けられ且つ前記第２端面から入射した前記第２発光素子からの光を前記
一面側に反射する第２反射部と
　を備えた遊技機において、
　前記第１端面の長手方向における全範囲が、前記第１方向に前記第１反射部が位置する
第１範囲とそれ以外の第２範囲とで構成され、
　前記第１範囲内に前記第１発光素子を配置し、前記第２範囲には前記第１発光素子を配
置せず、
　前記第２反射部を前記第２範囲内に配置した
　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】
　パチンコ機等の遊技機では、各種表示装置を用いて演出が行われるようになっている。
これら演出用の表示装置としては、液晶表示装置、回転リール式表示装置等が一般的であ
るが、それらと併用する形で、或いは単独でいわゆるイルミパネル表示装置が用いられる
場合もある（特許文献１参照）。
【０００３】
　このイルミパネル表示装置は、表示用の導光板の端面に対向するようにＬＥＤ等の発光
素子を複数配置し、またその導光板に、端面から入射した発光素子からの光を例えば前面
側に反射する微小凹部等よりなる反射部を、任意の文字や図形等を形成するように配置し
たものであり、発光素子を発光させることにより、導光板に任意の文字等が浮かび上がる
ようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－０２３６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このようなイルミパネル表示装置を用いた従来の遊技機では、導光板に形成する反射部
の配置形状や配置位置に拘わらず、ＬＥＤ等の発光素子を、導光板の端面に沿ってその長
手方向の略全体に略等間隔で配置しているため、発光素子の数が必要以上に多くなってコ
スト高であると共に、反射部に対応する発光素子以外の発光素子からの光の影響によって
表示品質が低下する可能性があった。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、必要最小限の発光素子を用いてより上
質な表示を行うことが可能な遊技機を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、導光板７１と、前記導光板７１の第１端面７１ａから前記導光板７１内に向
けて第１方向に光を照射する第１発光素子７２と、前記導光板７１の前記第１端面７１ａ
と平行でない第２端面７１ｂから前記導光板７１内に向けて第２方向に光を照射する第２
発光素子７３と、前記導光板７１に設けられ且つ前記第１端面７１ａから入射した前記第
１発光素子７２からの光を前記導光板７１の一面側に反射する第１反射部７４ａと、前記
導光板７１に設けられ且つ前記第２端面７１ｂから入射した前記第２発光素子７３からの
光を前記一面側に反射する第２反射部７４ｂとを備えた遊技機において、前記第１端面７
１ａの長手方向における全範囲が、前記第１方向に前記第１反射部７４ａが位置する第１
範囲とそれ以外の第２範囲とで構成され、前記第１範囲内に前記第１発光素子７２を配置
し、前記第２範囲には前記第１発光素子７２を配置せず、前記第２反射部７４ｂを前記第
２範囲内に配置したものである。
　また、導光板７１，１１１，１１２，１６１と、前記導光板７１，１１１，１１２，１
６１の端面７１ａ，７１ｂ，１１１ａ，１１１ｂ，１１２ａ，１１２ｂ，１６１ａから前
記導光板７１，１１１，１１２，１６１内に向けて所定方向に光を照射する複数の発光素
子７２，７３，１３２～１３５，１４５，１４６，１６５と、前記導光板７１，１１１，
１１２，１６１に設けられ且つ前記端面７１ａ，７１ｂ，１１１ａ，１１１ｂ，１１２ａ
，１１２ｂ，１６１ａから入射した前記発光素子７２，７３，１３２～１３５，１４５，
１４６，１６５からの光を前記導光板７１，１１１，１１２，１６１の一面側に反射する
反射部７４とを備えた遊技機において、前記所定方向に前記反射部７４が位置する光照射
箇所に対応して発光素子７２，７３，１３２～１３５，１４５，１４６，１６５を配置し
、当該光照射箇所以外において前記発光素子を設けない非配置部を形成してもよい。
　また、前記端面７１ａ，７１ｂ，１１１ａ，１１１ｂ，１１２ａ，１１２ｂ，１６１ａ
の長手方向における連続する範囲であって前記反射部７４の配置位置を全て含む最小範囲
である連続最小範囲８６，８７以外の箇所に前記非配置部を形成してもよい。
【０００８】
　また、前記連続最小範囲８６，８７は、連続しない複数の個別最小範囲８６ａ，８６ｃ
，８７ｂ，８７ｄを含み、それら各個別最小範囲８６ａ，８６ｃ，８７ｂ，８７ｄの間に
前記非配置部を形成してもよい。
【０００９】
　また、前記発光素子７２，７３，１３２～１３５，１４５，１４６，１６５からの光の
照射領域に対応して前記反射部７４を配置してもよい。この場合、前記発光素子７２，７
３，１３２～１３５，１４５，１４６，１６５と前記端面７１ａ，７１ｂ，１１１ａ，１
１１ｂ，１１２ａ，１１２ｂ，１６１ａとの間に、前記発光素子７２，７３，１３２～１
３５，１４５，１４６，１６５からの光を集光する集光レンズ８２，８３，１３６～１３
９，１５２，１５３を配置し、前記集光レンズ８２，８３，１３６～１３９，１５２，１
５３により集光された前記発光素子７２，７３，１３２～１３５，１４５，１４６，１６
５からの光の照射領域に対応して前記反射部７４を配置してもよい。
【００１０】
　また、前記発光素子７２，７３，１３２～１３５，１４５，１４６，１６５は、前記導
光板７１，１１１，１１２の第１端面７１ａ，１１１ａ，１１２ａに対向する１又は複数
の第１発光素子７２，１３２，１３４と、前記導光板７１，１１１，１１２の前記第１端
面７１ａ，１１１ａ，１１２ａと異なる第２端面７１ｂ，１１１ｂ，１１２ｂに対向する
１又は複数の第２発光素子７３，１３３，１３５とを含み、前記反射部７４は、前記第１
発光素子７２，１３２，１３４からの光を前記一面側に反射する第１反射部７４ａ，７４
ｃ，７４ｅと、前記第２発光素子７３，１３３，１３５からの光を前記一面側に反射する
第２反射部７４ｂ，７４ｄ，７４ｆとを含み、前記第１端面７１ａ，１１１ａ，１１２ａ
の長手方向における連続する範囲であって前記第１反射部７４ａ，７４ｃ，７４ｅの配置
位置を全て含む最小範囲である第１連続最小範囲８６に対応して前記第１発光素子７２，
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１３２，１３４を配置し、前記第２端面７１ｂ，１１１ｂ，１１２ｂの長手方向における
連続する範囲であって前記第２反射部７４ｂ，７４ｄ，７４ｆの配置位置を全て含む最小
範囲である第２連続最小範囲８７に対応して前記第２発光素子７３，１３３，１３５を配
置してもよい。
【００１１】
　この場合、前記第１連続最小範囲８６が、連続しない複数の第１個別最小範囲８６ａ，
８６ｃを含む場合に、それら第１個別最小範囲８６ａ，８６ｃに対応して前記第１発光素
子７２，１３２，１３４を配置し、前記第２連続最小範囲８７が、連続しない複数の第２
個別最小範囲８７ｂ，８７ｄを含む場合に、それら第２個別最小範囲８７ｂ，８７ｄに対
応して前記第２発光素子７３，１３３，１３５を配置してもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、必要最小限の発光素子を用いてより上質な表示を行うことが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るパチンコ機の全体斜視図である。
【図２】同パチンコ機のガラス扉及び下部開閉扉を取り外した状態を示す正面図である。
【図３】同パチンコ機の要部平面断面図である。
【図４】同パチンコ機の要部側面断面図である。
【図５】同パチンコ機の発光表示装置の背面図である。
【図６】同パチンコ機の発光表示装置の分解斜視図である。
【図７】同パチンコ機の発光表示装置の要部分解斜視図である。
【図８】同パチンコ機の発光表示装置の要部側面断面図である。
【図９】同パチンコ機の発光表示装置の反射集合体とＬＥＤ及び集光レンズとの対応関係
を示す説明図である。
【図１０】同パチンコ機の発光表示装置におけるＬＥＤからの光の照射状態を示す説明図
である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係るパチンコ機の発光表示装置の要部側面断面図で
ある。
【図１２】同パチンコ機の発光表示装置の要部平面断面図である。
【図１３】同パチンコ機の発光表示装置の要部分解斜視図である。
【図１４】同パチンコ機の発光表示装置の前第１発光基板及び前第１レンズ部材と反射集
合体との対応関係を示す説明図である。
【図１５】同パチンコ機の発光表示装置の前第２発光基板及び前第２レンズ部材と反射集
合体との対応関係を示す説明図である。
【図１６】同パチンコ機の発光表示装置の後第１発光基板及び後第１レンズ部材と反射集
合体との対応関係を示す説明図である。
【図１７】同パチンコ機の発光表示装置の後第２発光基板及び後第２レンズ部材と反射集
合体との対応関係を示す説明図である。
【図１８】本発明の第３の実施形態に係るパチンコ機のガラス扉及び下部開閉扉を取り外
した状態を示す正面図である。
【図１９】同パチンコ機の要部平面断面図である。
【図２０】同パチンコ機の要部側面断面図である。
【図２１】同パチンコ機の発光表示装置の要部分解斜視図である。
【図２２】本発明の第４の実施形態に係るパチンコ機のガラス扉及び下部開閉扉を取り外
した状態を示す正面図である。
【図２３】同パチンコ機の要部側面断面図である。
【図２４】導光板に入射した光が所定角度で広がりながら進む場合の説明図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１０は本発明をパチンコ
機に採用した第１の実施形態を例示している。図１及び図２において、遊技機本体１は、
矩形状の外枠２と、この外枠２の左右一側、例えば左側のヒンジ３を介して縦軸心廻りに
開閉自在及び着脱自在に枢着された内枠４とを備えている。
【００１５】
　内枠４には、その上部側に設けられた上部装着部５に遊技盤６等が、またその上部装着
部５の下側に設けられた下部装着部７に発射手段８等が夫々配置されており、その内枠４
の前側には、上部装着部５に対応するガラス扉９と、下部装着部７に対応する下部開閉扉
１０とがヒンジ３と同じ側のヒンジ１１により開閉自在及び着脱自在に枢着されている。
【００１６】
　ガラス扉９には、遊技盤６側の遊技領域６ａに対応するガラス窓１２が設けられ、また
下部開閉扉１０には、払い出された遊技球を貯留すると共にその遊技球を発射手段８側に
案内する上皿１３、この上皿１３が満杯となったときにその余剰球を受けて貯留する下皿
１４、発射手段８を作動させるための発射ハンドル１５等が設けられている。また、上皿
１３等を前側から覆う上皿カバー１６上には、演出用の操作ボタン１７，１８、球貸し操
作部１９等が配置されている。なお、ガラス扉９と下部開閉扉１０とを一体的に開閉可能
としてもよい。
【００１７】
　発射手段８は、例えば下部装着部７の左右方向略中央に配置され、板金製の支持板２１
と、この支持板２１の前面に装着された発射レール２２と、支持板２１の前面に装着され
且つ発射用の遊技球を発射レール２２上の発射待機位置で保持する球保持部２３と、支持
板２１の前面で前後方向の駆動軸２４ａ廻りに揺動自在に支持された打撃槌２４と、支持
板２１の裏側に装着され且つ打撃槌２４を駆動軸２４ａを介して打撃方向に駆動するロー
タリソレノイド等の発射駆動手段２５等を備えており、発射ハンドル１５が操作されたと
きに発射駆動手段２５により打撃槌２４を打撃方向（時計廻り）に間欠的に駆動すること
により、上皿１３から発射レール２２上の発射待機位置に供給された遊技球を発射レール
２２に沿って打撃して発射させるようになっている。
【００１８】
　上部装着部５には、遊技盤６を装着するための遊技盤装着枠２６が設けられている。遊
技盤６は、この遊技盤装着枠２６に対して例えば前側から装着され、１又は複数の固定具
２６ａにより着脱自在に固定されており、その前面側には、発射手段８により発射された
遊技球を遊技領域６ａの上部側に案内する外レール２７と、遊技領域６ａの周囲を規定す
る周壁の少なくとも一部を構成する内レール２８とが立設されると共に、遊技領域６ａ内
には、中央表示手段３１、普通図柄始動手段３２、第１特別図柄始動手段３３、第２特別
図柄始動手段３４、第１大入賞手段３５、第２大入賞手段３６、普通入賞手段３７等の各
種遊技部品が配置されている。
【００１９】
　外レール２７及び内レール２８は例えば金属板により構成されており、外レール２７は
遊技盤６の下部側の左右方向略中央位置又はそれよりも左寄りの位置から遊技盤６の左端
側及び上端側を経て右上部側まで略円弧状に配置され、内レール２８は遊技盤６の左上方
から下部側の左右方向略中央まで外レール２７に並行するようにその内側に配設され、更
にそのまま遊技盤６の右縁部近傍まで略円弧状に延設されている。
【００２０】
　このように、外レール２７と内レール２８とは、遊技盤６の左側部分において、互いに
所定距離をおいて内外に配設されており、その外レール２７と内レール２８とで挟まれた
部分が、発射手段８により発射された遊技球を遊技領域６ａに案内する発射案内通路３８
となっている。また、発射案内通路３８から遊技領域６ａへの出口付近には、遊技領域６
ａ側から発射案内通路３８側への遊技球の戻りを防止するための球戻り防止手段３８ａが
配置されている。
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【００２１】
　中央表示手段３１は、液晶式表示装置等よりなる画像表示装置４１をはじめとする各種
表示手段を集約したもので、図２～図４等に示すように、例えば遊技盤６に対して前側か
ら装着される前構造体４２と、画像表示装置４１を備え且つ前構造体４２の後側に対応し
て例えば遊技盤６の背面側に装着される後構造体４３と、それら前構造体４２と後構造体
４３との間に配置され且つ例えば遊技盤６の背面側に固定される発光表示装置４４とを備
えている。なお、画像表示装置４１は、第１演出図柄表示手段４５、第２演出図柄表示手
段４６、第１特別保留個数表示手段４７、第２特別保留個数表示手段４８等を構成してい
る（図１）。
【００２２】
　前構造体４２は、画像表示装置４１等の表示枠を構成するもので、例えば遊技領域６ａ
の左右方向略中央における上部側に配置され、遊技盤６に形成された前後方向貫通状の装
着孔５１に対して前側から着脱自在に装着されており、画像表示装置４１等に対応する例
えば矩形状の表示窓５２と、装着孔５１の周囲で遊技盤６の前面に沿って配置され且つ固
定ねじ等により遊技盤６に固定される前面装着板５３と、この前面装着板５３の後側に例
えば一体に設けられ且つ装着孔５１内に配置される本体部５４と、表示窓５２の上部側及
び左右両側に対応して配置され且つ前面装着板５３の前側に突設される庇部５５等を備え
ている。発射手段８によって発射され、発射案内通路３８により遊技領域６ａの上部側に
案内された遊技球は、庇部５５の頂部で左右に振り分けられ、中央表示手段３１の左側の
左流下経路５６ａと右側の右流下経路５６ｂとの何れかを流下するようになっている。
【００２３】
　また前構造体４２には、例えばその前側に普通図柄表示手段５７、普通保留個数表示手
段５８、第１特別図柄表示手段５９、第２特別図柄表示手段６０等の表示手段が配置され
ると共に、例えば表示窓５２の前側下部には、庇部５５上のワープ入口６１に入球した遊
技球を左右方向に自由に転動させて左右方向中央の中央落下部６２又はその左右の何れか
から落下させるステージ６３が設けられている。
【００２４】
　後構造体４３は、画像表示装置４１と、この画像表示装置４１を表示窓５２の後側に対
応する所定位置で支持する支持部材６４とを備えている。支持部材６４は、例えば遊技盤
６の背面よりも後側に配置され且つ略中央に表示用開口部６５ａが形成された背壁部６５
と、装着孔５１の外側で遊技盤６の背面側に固定される固定部６６と、背壁部６５の外周
側と固定部６６とを略前後方向に接続する周壁部６７とを例えば一体に備えており、背壁
部６５の後側に、画像表示装置４１がその表示画面４１ａを表示用開口部６５ａに対応さ
せた状態で着脱自在に固定されている。
【００２５】
　発光表示装置４４は、例えば画像表示装置４１の前側に対応するように配置された導光
板７１と、この導光板７１の端面に対向するＬＥＤ７２，７３等を備え、導光板７１の例
えば一面側には、任意の文字、図形、絵柄等を形成する領域内に微小凹部よりなる反射部
７４が多数形成されており（図９参照）、導光板７１の端面から入射したＬＥＤ７２，７
３からの光を反射部７４によって前側に反射させることにより、任意の文字等を導光板７
１上に浮かび上がらせることが可能となっている。なお、この発光表示装置４４について
の詳細は後述する。
【００２６】
　普通図柄始動手段３２は、普通図柄表示手段５７による図柄変動を開始させるためのも
ので、例えば遊技球が通過可能な通過ゲートにより構成され、遊技球の通過を検出する遊
技球検出手段３２ａを備えている。この普通図柄始動手段３２は例えば中央表示手段３１
の右側の右流下経路５６ｂに配置されている。
【００２７】
　普通図柄表示手段５７は、普通図柄を変動表示するためのもので、例えば「○」「×」
の２種類の普通図柄に対応する２個の発光体（例えばＬＥＤ）により構成されており、遊
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技球が普通図柄始動手段３２を通過し、遊技球検出手段３２ａがその遊技球を検出するこ
とを条件に２個の発光体が所定時間交互に点滅して、普通図柄始動手段３２による遊技球
検出時に取得された当たり判定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致する場合には
当たり態様（所定態様）に対応する「○」側の発光体が発光した状態で、それ以外の場合
には外れ態様に対応する「×」側の発光体が発光した状態で、点滅が終了するようになっ
ている。
【００２８】
　また、普通図柄表示手段５７の変動表示中、又は後述する当たり遊技中に普通図柄始動
手段３２の遊技球検出手段３２ａが遊技球を検出した場合には、その検出時に取得された
当たり判定乱数値が予め定められた上限保留個数、例えば４個を限度として記憶されると
共に、例えば上限保留個数と同数の発光体よりなる普通保留個数表示手段５８がその発光
個数により当たり判定乱数値の記憶個数（以下、普通保留個数という）を表示して、その
時点での普通保留個数を遊技者に報知するようになっている。
【００２９】
　第１特別図柄始動手段３３は、第１特別図柄表示手段５９による図柄変動を開始させる
ためのもので、例えば開閉手段を有しない非開閉式の入賞手段により構成され、入賞した
遊技球を検出する遊技球検出手段３３ａを備えている。この第１特別図柄始動手段３３は
、例えば中央表示手段３１の中央落下部６２の下側に上向き開口状に配置されている。
【００３０】
　第２特別図柄始動手段３４は、第２特別図柄表示手段６０による図柄変動を開始させる
ためのもので、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能（又は開状態よりも入賞困難）な
閉状態とに変化可能な開閉式入賞手段により構成され、入賞した遊技球を検出する遊技球
検出手段３４ａを備えており、普通図柄表示手段５７の変動後の停止図柄が当たり態様（
所定態様）となった場合に所定時間閉状態から開状態に変化するようになっている（当た
り遊技）。
【００３１】
　第１特別図柄表示手段５９は、１個又は複数個、例えば１個の第１特別図柄を変動表示
可能な７セグメント式等の表示手段により構成されており、遊技球が第１特別図柄始動手
段３３に入賞し、遊技球検出手段３３ａがその遊技球を検出することを条件に第１特別図
柄を所定時間変動表示して、遊技球検出手段３３ａによる遊技球検出時に取得された大当
たり判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致する場合には１又は複数種類の大
当たり態様（第１特別態様）の何れかで、それ以外の場合には１又は複数種類の外れ態様
の何れかで夫々停止するようになっている。
【００３２】
　第２特別図柄表示手段６０は、１個又は複数個、例えば１個の第２特別図柄を変動表示
可能な７セグメント式等の表示手段により構成されており、遊技球が第２特別図柄始動手
段３４に入賞し、遊技球検出手段３４ａがその遊技球を検出することを条件に第２特別図
柄を所定時間変動表示して、遊技球検出手段３４ａによる遊技球検出時に取得された大当
たり判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致する場合には１又は複数種類の大
当たり態様（第２特別態様）の何れかで、それ以外の場合には１又は複数種類の外れ態様
の何れかで夫々停止するようになっている。
【００３３】
　また、第１，第２特別図柄の変動表示中、又は後述する大当たり遊技（特定遊技）中に
第１，第２特別図柄始動手段３３，３４に遊技球が入賞した場合には、その入賞時に取得
された大当たり判定乱数値等がそれぞれ所定の上限保留個数、例えば各４個を限度として
記憶されると共に、第１，第２特別保留個数表示手段４７，４８が夫々大当たり判定乱数
値の記憶個数（以下、第１，第２特別保留個数という）を表示して、その時点での第１，
第２特別保留個数を遊技者に報知するようになっている。
【００３４】
　なお、例えば大当たり遊技中には第１，第２特別図柄表示手段５９，６０の図柄変動を
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開始しない他、第１，第２特別図柄表示手段５９，６０の何れか一方の図柄変動中には他
方の図柄変動を開始せず、両方が同時に変動中となることはないように制御される。更に
、第１，第２特別図柄表示手段５９，６０が共に図柄変動を開始可能な状態となった場合
には、例えば第１特別図柄表示手段５９の図柄変動よりも第２特別図柄表示手段６０の図
柄変動を優先して行うように制御される。
【００３５】
　第１，第２演出図柄表示手段４５，４６は、第１，第２特別図柄表示手段５９，６０の
図柄変動を演出するもので、それぞれ１個又は複数個、例えば左右方向に３個の第１，第
２演出図柄を例えば各種の演出画像と共に画像表示装置４１の表示画面４１ａに変動表示
可能に構成されており、第１演出図柄表示手段４５は第１特別図柄表示手段５９による第
１特別図柄の変動と時間的に同期して第１演出図柄を変動させ、第２演出図柄表示手段４
６は第２特別図柄表示手段６０による第２特別図柄の変動と時間的に同期して第２演出図
柄を変動させるようになっている。なお、第１，第２演出図柄表示手段４５，４６は第１
，第２特別図柄の変動と同期することなく第１，第２演出図柄を独自に変動させ又はその
他の演出画像を表示させる場合があってもよい。
【００３６】
　第１，第２大入賞手段３５，３６は、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態
とに変化可能な開閉式入賞手段により構成されており、第１，第２特別図柄表示手段５９
，６０の何れかの変動後の停止図柄態様が大当たり態様（第１，第２特別態様）となった
場合に所定の開放パターンに従って開放するようになっている（大当たり遊技）。
【００３７】
　続いて、発光表示装置４４の構成について、図３～図１０等を参照しつつ更に詳しく説
明する。発光表示装置４４は、矩形状の導光板７１と、この導光板７１の上下の縁部のう
ちの一方、例えば下縁部に沿って配置される第１発光基板７５と、導光板７１の左右の縁
部のうちの一方、例えば左縁部に沿って配置される第２発光基板７６と、導光板７１と第
１発光基板７５との間に配置される第１レンズ部材７７と、導光板７１と第２発光基板７
６との間に配置される第２レンズ部材７８と、これら導光板７１、第１，第２発光基板７
５，７６、第１，第２レンズ部材７７，７８を一体的に支持するフレーム部材７９とを備
え、例えば導光板７１が遊技盤６及び画像表示装置４１と略平行となるように遊技盤６の
背面側に着脱自在に固定されている。
【００３８】
　導光板７１は、アクリル、ポリカーボネート等の透光性を有する合成樹脂により、無色
透明又は有色透明な例えば略一定板厚（数ｍｍ程度）の矩形薄板状に形成されている。導
光板７１の前面及び背面のうちの例えば背面側には、図８等に示すように、端面から入射
した光を前側に反射する反射部７４が多数形成されている。この反射部７４は、例えば傾
斜状の反射面８０を有する微小凹部により構成されており、導光板７１には、反射部７４
の高密度の集合体よりなる反射集合体が１又は複数形成されている。なお、反射部７４を
導光板７１の裏面側に設けることにより、例えばガラス扉９を開いて作業を行う際の接触
等による反射部７４の損傷や反射部７４への埃の付着等による表示品質の低下を極力防止
できる。
【００３９】
　反射部７４は、例えば反射面８０の向きの違いにより、下側からの光を前側に反射する
反射部７４ａと、左側からの光を前側に反射する反射部７４ｂとの２種類存在する。また
反射集合体は、任意の文字、図形、絵柄等を表す形状に形成される。本実施形態の導光板
７１には、図９に示すように４つの反射集合体８１ａ～８１ｄが設けられている。これら
４つの反射集合体８１ａ～８１ｄは、何れも空を飛ぶ蝶の絵柄を構成しており、導光板７
１の左下部に配置された反射集合体８１ａから右上部に配置された反射集合体８１ｄまで
斜め一列状に配置されると共にその大きさが徐々に変化している。更に、４つの反射集合
体８１ａ～８１ｄは、上下方向、左右方向の何れについても互いに重ならないように配置
されている。
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【００４０】
　なお、反射集合体８１ａ～８１ｄを構成する反射部７４は、例えば図８に示すようにＬ
ＥＤ７２，７３からの距離に応じて凹入深さを変えるなど、ＬＥＤ７２，７３からの距離
に拘わらず反射光の明るさが略一定になるように構成することが望ましい。
【００４１】
　第１発光基板７５は、図６～図９等に示すように、導光板７１の下縁部に沿う左右方向
の細長状に形成され、導光板７１の下端面７１ａに対して所定距離をおいて平行に配置さ
れている。この第１発光基板７５には、導光板７１の下端面７１ａに対する対向面側に、
下端面７１ａに向けて発光可能なＬＥＤ（第１発光素子）７２が長手方向に沿って複数配
置されている。同様に、第２発光基板７６は、導光板７１の左縁部に沿う上下方向の細長
状に形成され、導光板７１の左端面７１ｂに対して所定距離をおいて平行に配置されてい
る。この第２発光基板７６には、導光板７１の左端面７１ｂに対する対向面側に、左端面
７１ｂに向けて発光可能なＬＥＤ（第２発光素子）７３が長手方向に沿って複数配置され
ている。
【００４２】
　第１レンズ部材７７及び第２レンズ部材７８は、アクリル、ポリカーボネート等の透光
性を有する合成樹脂により、例えば導光板７１と略同じ厚さの細長板状に形成されており
、第１レンズ部材７７は導光板７１の下端面７１ａと第１発光基板７５との間に、第２レ
ンズ部材７８は導光板７１の左端面７１ｂと第２発光基板７６との間に夫々配置されてい
る。
【００４３】
　第１レンズ部材７７及び第２レンズ部材７８には、長手方向に沿って集光レンズ８２，
８３が夫々複数設けられている。集光レンズ８２，８３は、夫々ＬＥＤ７２，７３から発
せられた光を集光するもので、図１０等に示すように、導光板７１側に突出する出射側凸
部８４と、ＬＥＤ７２，７３側に突出する入射側凸部８５とを夫々備えており、例えば各
ＬＥＤ７２，７３に一対一で対応するように配置されている。
【００４４】
　出射側凸部８４は、略半円状で導光板７１側に大きく突出しているのに対し、入射側凸
部８５は、出射側凸部８４よりも大径の略円弧状でその突出量は僅かであり、出射側凸部
８４の頂部が導光板７１の端面７１ａ，７１ｂに近接し、入射側凸部８５の頂部がＬＥＤ
７２，７３に近接している。ＬＥＤ７２，７３から発せられた光は、集光レンズ８２，８
３に対して入射側凸部８５から入射し、所定角度で広がった後、出射側凸部８４から略平
行光となって導光板７１の端面７１ａ，７１ｂに向けて出射するようになっている。
【００４５】
　また、ＬＥＤ７２，７３とこれに対応する集光レンズ８２，８３は、反射集合体８１ａ
～８１ｄに対応するように配置されており、図９に示すように、例えば導光板７１の下側
に配置されたＬＥＤ７２及び集光レンズ８２が反射集合体８１ａ，８１ｃに対応し、導光
板７１の左側に配置されたＬＥＤ７３及び集光レンズ８３が反射集合体８１ｂ，８１ｄに
対応している。即ち、反射集合体８１ａ，８１ｃは、下側のＬＥＤ７２からの光を前側に
反射する反射部７４ａの集合体であり、反射集合体８１ｂ，８１ｄは、左側のＬＥＤ７３
からの光を前側に反射する反射部７４ｂの集合体である。
【００４６】
　また、下側のＬＥＤ（第１発光素子）７２及び集光レンズ（第１集光レンズ）８２は、
反射集合体８１ａに対応するＬＥＤ７２ａ及び集光レンズ８２ａと、反射集合体８１ｃに
対応するＬＥＤ７２ｃ及び集光レンズ８２ｃとで構成されているが、ＬＥＤ７２ａ及び集
光レンズ８２ａは、反射集合体８１ａの左右方向幅の範囲（第１個別最小範囲８６ａ）に
対応してその範囲内に１又は複数組（ここでは２組）配置され、ＬＥＤ７２ｃ及び集光レ
ンズ８２ｃは、反射集合体８１ｃの左右方向幅の範囲（第１個別最小範囲８６ｃ）に対応
してその範囲内に１又は複数組（ここでは６組）配置されており、反射集合体８１ａ，８
１ｃの左右方向幅に対応する範囲の外側にはＬＥＤ７２及び集光レンズ８２は配置されて
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いない。従って、下側のＬＥＤ７２及び集光レンズ８２は、導光板７１の下端面（第１端
面）７１ａの長手方向における連続する範囲であって対応する反射部（第１反射部）７４
ａの配置位置を全て含む最小範囲である第１連続最小範囲８６に対応してその範囲内に配
置されている。
【００４７】
　同様に、左側のＬＥＤ（第２発光素子）７３及び集光レンズ（第２集光レンズ）８３は
、反射集合体８１ｂに対応するＬＥＤ７３ｂ及び集光レンズ８３ｂと、反射集合体８１ｄ
に対応するＬＥＤ７３ｄ及び集光レンズ８３ｄとで構成されているが、ＬＥＤ７３ｂ及び
集光レンズ８３ｂは、反射集合体８１ｂの上下方向幅の範囲（第２個別最小範囲８７ｂ）
に対応してその範囲内に１又は複数組（ここでは４組）配置され、ＬＥＤ７３ｄ及び集光
レンズ８３ｄは、反射集合体８１ｄの上下方向幅の範囲（第２個別最小範囲８７ｄ）に対
応してその範囲内に１又は複数組（ここでは８組）配置されており、反射集合体８１ｂ，
８１ｄの上下方向幅に対応する範囲の外側にはＬＥＤ７３及び集光レンズ８３は配置され
ていない。従って、左側のＬＥＤ７３及び集光レンズ８３は、導光板７１の左端面（第２
端面）７１ｂの長手方向における連続する範囲であって対応する反射部（第２反射部）７
４ｂの配置位置を全て含む最小範囲である第２連続最小範囲８７に対応してその範囲内に
配置されている。
【００４８】
　これにより、反射集合体８１ａ～８１ｄの何れにも対応しないＬＥＤや集光レンズから
の光の影響によって表示品質が低下することを防止でき、必要最小限のＬＥＤ及び集光レ
ンズを用いてより上質な表示を行うことが可能となる。
【００４９】
　また、下側のＬＥＤ（第１発光素子）７２からの光を前側に反射する反射部（第１反射
部）７４ａの集合体である反射集合体８１ａ，８１ｃと、左側のＬＥＤ（第２発光素子）
７３からの光を前側に反射する反射部（第２反射部）７４ｂの集合体である反射集合体８
１ｂ，８１ｄとは、上下方向、左右方向の何れについても互いに重ならないように配置さ
れている。即ち、左側のＬＥＤ（第２発光素子）７３に対応する反射集合体８１ｂ，８１
ｄは、下側のＬＥＤ（第１発光素子）７２からの光の照射領域の外側に配置され、下側の
ＬＥＤ（第１発光素子）７２に対応する反射集合体８１ａ，８１ｃは、左側のＬＥＤ（第
２発光素子）７３からの光の照射領域の外側に配置されている。
【００５０】
　これにより、例えば左側のＬＥＤ（第２発光素子）７３からの光によって反射部７４ａ
の一部が発光してしまうなど、意図しない部分が発光することを防止してより上質な表示
を行うことが可能である。
【００５１】
　なお、本実施形態の第１，第２レンズ部材７７，７８は、集光レンズ８２，８３が設け
られていない部分を含めて夫々導光板７１の下縁部，左縁部の略全体に亘る長さに形成し
たが、例えば第１レンズ部材７７を集光レンズ８２ａに対応する部分と集光レンズ８２ｃ
に対応する部分とに分離し、また第２レンズ部材７８を集光レンズ８３ｂに対応する部分
と集光レンズ８３ｄに対応する部分とに分離して配置してもよい。
【００５２】
　フレーム部材７９は、図６，図７等に示すように、例えば矩形状の本体枠９１と、下側
の第１発光基板７５及び第１レンズ部材７７を固定するための第１押さえ部材９２と、左
側の第２発光基板７６及び第２レンズ部材７８を固定するための第２押さえ部材９３とを
備えている。
【００５３】
　本体枠９１は、導光板７１の上下の縁部に沿って配置される一対の横枠部９１ａ，９１
ｂと、導光板７１の左右の縁部に沿って配置される一対の縦枠部９１ｃ，９１ｄとで構成
され、例えば遊技盤６の背面側にねじ止め等により着脱自在に固定されている。本体枠９
１の背面側には、後向き突出状に一体形成された周壁部９４が略全周にわたって設けられ
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、その周壁部９４の内側に、導光板７１を装着するための導光板装着部９５が設けられて
いる。導光板装着部９５には、導光板７１が後側から嵌め込まれ、ねじ止め等により着脱
自在に固定されている。
【００５４】
　また周壁部９４の内側には、導光板装着部９５の他、第１発光基板７５及び第１レンズ
部材７７を装着するための第１装着部９６が導光板装着部９５の下側に、第２発光基板７
６及び第２レンズ部材７８を装着するための第２装着部９７が導光板装着部９５の左側に
夫々設けられている。
【００５５】
　第１，第２装着部９６，９７には、例えば第１，第２発光基板７５，７６を位置決め・
支持するための基板支持溝９８と、第１，第２レンズ部材７７，７８を位置決め・支持す
るための複数のレンズ支持凸部（又は凹部）９９とを備えている。基板支持溝９８は、本
体枠９１の背面側に前向き凹入状に形成され、第１，第２発光基板７５，７６の前縁側が
後側から嵌合可能である。また、基板支持溝９８内には、第１，第２発光基板７５，７６
側に形成された位置決め凹部（又は凸部）９８ａに対応する位置決め凸部（又は凹部）９
８ｂが形成されている。レンズ支持凸部（又は凹部）９９は、本体枠９１の背面側に一体
に設けられており、第１，第２レンズ部材７７，７８に形成された複数の凹部（又は凸部
）９９ａが後側から嵌合可能である。
【００５６】
　第１，第２レンズ部材７７，７８は、第１，第２装着部９６，９７に装着されることに
より、集光レンズ８２，８３の出射側凸部８４が導光板７１の端面７１ａ，７１ｂに近接
した状態となり、また第１，第２発光基板７５，７６は、第１，第２装着部９６，９７に
装着されることにより、ＬＥＤ７２，７３が集光レンズ８２，８３の入射側凸部８５に近
接した状態となる。
【００５７】
　第１装着部９６に装着された第１発光基板７５及び第１レンズ部材７７は第１押さえ部
材９２により、第２装着部９７に装着された第２発光基板７６及び第２レンズ部材７８は
第２押さえ部材９３により、夫々本体枠９１に固定される。第１，第２押さえ部材９２，
９３は、第１，第２装着部９６，９７に対応して本体枠９１の背面側に装着されており、
例えば周壁部９４の外側に沿って配置され且つ本体枠９１にねじ止め等により着脱自在に
固定される固定部１０１と、例えば導光板７１と略平行な板状に形成され且つ第１，第２
装着部９６，９７の後側で第１，第２発光基板７５，７６及び第１，第２レンズ部材７７
，７８に略当接する押さえ部１０２とを一体に備えている。
【００５８】
　以上説明した発光表示装置４４は、ＬＥＤ７２，７３が消灯している状態では導光板７
１はその全体が略透明に保たれるため、遊技者は遊技機本体１の前側から導光板７１を介
してその後側の画像表示装置４１の表示を視認可能である。
【００５９】
　任意のタイミングでＬＥＤ７２，７３を点灯させると、そのＬＥＤ７２，７３から発せ
られた光は、図１０に示すように、集光レンズ８２，８３に対して入射側凸部８５から入
射し、所定角度で広がった後、出射側凸部８４から略平行光となって出射する。そして、
出射側凸部８４から出射した光は端面７１ａ，７１ｂから導光板７１に入射し、反射集合
体８１ａ～８１ｄを構成する反射部７４によって前側に反射される。これにより、遊技機
本体１の前側の遊技者からは、例えば画像表示装置４１の表示画面４１ａに表示されてい
る画像の前側に任意の絵柄が明るく浮かび上がったように見える。
【００６０】
　また、ＬＥＤ７２，７３を部分的に点灯させることで、反射集合体８１ａ～８１ｄを部
分的に発光させることが可能である。例えば、ＬＥＤ７２ａを点灯させれば反射集合体８
１ａが発光し、ＬＥＤ７３ｂを点灯させれば反射集合体８１ｂが発光し、ＬＥＤ７２ｃを
点灯させれば反射集合体８１ｃが発光し、ＬＥＤ７３ｄを点灯させれば反射集合体８１ｄ



(12) JP 2017-35638 A 2017.2.16

10

20

30

40

50

が発光する。
【００６１】
　また、点灯させるＬＥＤ７２，７３を時間経過に応じて切り換えることで、動きを表現
することも可能である。例えば、ＬＥＤ７２ａ→７３ｂ→７２ｃ→７３ｄの順序で点灯さ
せると、反射集合体８１ａ→８１ｂ→８１ｃ→８１ｄの順で順次発光するため、画像表示
装置４１の前側を蝶が左下から右上に向けて飛んでいくように見せることができる。
【００６２】
　また本実施形態の発光表示装置４４では、導光板１６１に対して左右方向に光を照射す
るための発光基板７６及びレンズ部材７８を、導光板１６１の左右の縁部のうちの発射案
内通路３８側の縁部、即ち左縁部に沿って設けているため、導光板１６１を遊技領域６ａ
内いっぱいの大きさに配置した場合でも、発射案内通路３８の後側に発光基板７６等の配
置位置を確保できる。
【００６３】
　図１１～図１７は本発明の第２の実施形態を例示し、発光表示装置４４が２枚の導光板
１１１，１１２を備えた例を示している。
【００６４】
　本実施形態の発光表示装置４４は、前後に一定間隔を空けて平行に配置された２枚の導
光板１１１，１１２と、前導光板１１１の上下の縁部のうちの一方、例えば上縁部に沿っ
て配置される前第１発光基板１１３と、前導光板１１１の左右の縁部のうちの一方、例え
ば左縁部に沿って配置される前第２発光基板１１４と、前導光板１１１と前第１発光基板
１１３との間に配置される前第１レンズ部材１１５と、前導光板１１１と前第２発光基板
１１４との間に配置される前第２レンズ部材１１６と、後導光板１１２の上下の縁部のう
ちの一方、例えば下縁部に沿って配置される後第１発光基板１１７と、後導光板１１２の
左右の縁部のうちの一方、例えば右縁部に沿って配置される後第２発光基板１１８と、後
導光板１１２と後第１発光基板１１７との間に配置される後第１レンズ部材１１９と、後
導光板１１２と後第２発光基板１１８との間に配置される後第２レンズ部材１２０と、フ
レーム部材１２１とを備え、例えば遊技盤６の背面側に着脱自在に固定されている。なお
、導光板１１１，１１２は隙間なく重ね合わせた状態で配置してもよい。
【００６５】
　フレーム部材１２１は、例えば矩形状の本体枠１２２と、前第１発光基板１１３，前第
１レンズ部材１１５，前第２発光基板１１４及び前第２レンズ部材１１６を固定するため
の略Ｌ字状の第１押さえ部材１２３と、後第１発光基板１１７，後第１レンズ部材１１９
，後第２発光基板１１８及び後第２レンズ部材１２０を固定するための第２押さえ部材１
２４とを備えている。
【００６６】
　本体枠１２２は、導光板１１１，１１２の上下の縁部に沿って配置される一対の横枠部
１２２ａ，１２２ｂ（図１１）と、導光板１１１，１１２の左右の縁部に沿って配置され
る一対の縦枠部１２２ｃ，１２２ｄ（図１２）とで構成され、例えば遊技盤６の背面側に
ねじ止め等により着脱自在に固定されている。本体枠１２２の背面側には、後向き突出状
に一体形成された周壁部１２５が略全周にわたって設けられ、その周壁部１２５の内側に
、導光板１１１，１１２を装着するための導光板装着部１２６が設けられている。導光板
装着部１２６には、導光板１１１，１１２が後側から嵌め込まれ、ねじ止め等により着脱
自在に固定されている。
【００６７】
　また周壁部１２５の内側には、導光板装着部１２６の他、前第１発光基板１１３及び前
第１レンズ部材１１５を装着するための前第１装着部１２７が導光板装着部１２６の上側
に、前第２発光基板１１４及び前第２レンズ部材１１６を装着するための前第２装着部１
２８が導光板装着部１２６の左側に、後第１発光基板１１７及び後第１レンズ部材１１９
を装着するための後第１装着部１２９が導光板装着部１２６の下側に、後第２発光基板１
１８及び後第２レンズ部材１２０を装着するための後第２装着部１３０が導光板装着部１



(13) JP 2017-35638 A 2017.2.16

10

20

30

40

50

２６の右側に夫々設けられており、前第１装着部１２７及び前第２装着部１２８に対応し
て第１押さえ部材１２３が、後第１装着部１２９及び後第２装着部１３０に対応して第２
押さえ部材１２４が夫々装着されている。
【００６８】
　導光板１１１，１１２には、例えば裏面側に、反射部７４の集合体よりなる反射集合体
が複数設けられている。本実施形態では、図１３～図１７に示すように、例えば左上、右
上、左下、右下の順に配置された「好」、「機」、「到」、「来」の各文字を表す４つの
反射集合体１３１ａ～１３１ｄと、それら４個の文字を夫々取り囲む縦横の枠線のうち、
左側に上下方向一列状に配置された３つの横枠線を表す反射集合体１３１ｅ～１３１ｇと
、同じく右側に上下方向一列状に配置された３つの横枠線を表す反射集合体１３１ｈ～１
３１ｊと、同じく上側に左右方向一列状に配置された４つの縦枠線を表す反射集合体１３
１ｋ～１３１ｎと、同じく下側に左右方向一列状に配置された４つの縦枠線を表す反射集
合体１３１ｏ～１３１ｒと、例えば左端側に上下方向一列状に配置された星形図形を表す
４つの反射集合体１３１ｓ～１３１ｖと、例えば右端側に上下方向一列状に配置されたハ
ート形図形を表す４つの反射集合体１３１ｗ～１３１ｚとが、前導光板１１１と後導光板
１１２とに振り分けて形成されている。
【００６９】
　即ち図１３に示すように、前導光板１１１には、上側の「好」、「機」の各文字を表す
２つの反射集合体１３１ａ，１３１ｂと、左側の３つの横枠線を表す反射集合体１３１ｅ
～１３１ｇと、上側の４つの縦枠線を表す反射集合体１３１ｋ～１３１ｎと、４つの星形
図形のうちの３つに対応する反射集合体１３１ｓ～１３１ｕと、４つのハート形図形のう
ちの１つに対応する反射集合体１３１ｘとが設けられ、また後導光板１１２には、下側の
「到」、「来」の各文字を表す２つの反射集合体１３１ｃ，１３１ｄと、右側の３つの横
枠線を表す反射集合体１３１ｈ～１３１ｊと、下側の４つの縦枠線を表す反射集合体１３
１ｏ～１３１ｒと、４つの星形図形のうちの１つに対応する反射集合体１３１ｖと、４つ
のハート形図形のうちの３つに対応する反射集合体１３１ｗ，１３１ｙ，１３１ｚとが設
けられている。
【００７０】
　このように、本実施形態の発光表示装置４４では前導光板１１１側の反射集合体と後導
光板１１２側の反射集合体とを合わせて「好機到来」という１つの四字熟語及びその飾り
枠を形成している。なお、本実施形態の反射部７４は、上側からの光を前側に反射する反
射部７４ｃと、左側からの光を前側に反射する反射部７４ｄと、下側からの光を前側に反
射する反射部７４ｅと、左側からの光を前側に反射する反射部７４ｆとの４種類存在する
。
【００７１】
　前第１発光基板１１３は、前導光板１１１の上縁部に沿う左右方向の細長状に形成され
、前導光板１１１の上端面１１１ａに対して所定距離をおいて平行に配置されている（図
１３，図１４参照）。この前第１発光基板１１３には、前導光板１１１の上端面１１１ａ
に対する対向面側に、上端面１１１ａに向けて発光可能なＬＥＤ１３２が長手方向に沿っ
て複数配置されている。また、前第２発光基板１１４は、前導光板１１１の左縁部に沿う
上下方向の細長状に形成され、前導光板１１１の左端面１１１ｂに対して所定距離をおい
て平行に配置されている（図１３，図１５参照）。この前第２発光基板１１４には、前導
光板１１１の左端面１１１ｂに対する対向面側に、左端面１１１ｂに向けて発光可能なＬ
ＥＤ１３３が長手方向に沿って複数配置されている。
【００７２】
　また、後第１発光基板１１７は、後導光板１１２の下縁部に沿う左右方向の細長状に形
成され、後導光板１１２の下端面１１２ａに対して所定距離をおいて平行に配置されてい
る（図１３，図１６参照）。この後第１発光基板１１７には、後導光板１１２の下端面１
１２ａに対する対向面側に、下端面１１２ａに向けて発光可能なＬＥＤ１３４が長手方向
に沿って複数配置されている。また、後第２発光基板１１８は、後導光板１１２の右縁部
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に沿う上下方向の細長状に形成され、後導光板１１２の右端面１１２ｂに対して所定距離
をおいて平行に配置されている（図１３，図１７参照）。この後第２発光基板１１８には
、後導光板１１２の右端面１１２ｂに対する対向面側に、右端面１１２ｂに向けて発光可
能なＬＥＤ１３５が長手方向に沿って複数配置されている。
【００７３】
　また、前導光板１１１の外周側には、前第１発光基板１１３との間に前第１レンズ部材
１１５が、前第２発光基板１１４との間に前第２レンズ部材１１６が夫々配置されている
（図１３～図１５参照）。前第１レンズ部材１１５及び前第２レンズ部材１１６には、Ｌ
ＥＤ１３２，１３３に一対一で対応するように集光レンズ１３６，１３７が夫々複数設け
られている。また、後導光板１１２の外周側には、後第１発光基板１１７との間に後第１
レンズ部材１１９が、後第２発光基板１１８との間に後第２レンズ部材１２０が夫々配置
されている（図１３，図１６，図１７参照）。後第１レンズ部材１１９及び後第２レンズ
部材１２０には、ＬＥＤ１３４，１３５に一対一で対応するように集光レンズ１３８，１
３９が夫々複数設けられている。なお、集光レンズ１３６～１３９の構成は、第１の実施
形態における集光レンズ８２，８３と同様である。
【００７４】
　また、ＬＥＤ１３２～１３５とこれに対応する集光レンズ１３６～１３９は、反射集合
体１３１ａ～１３１ｚに対応するように配置されている。図１４に示すように、前導光板
１１１の上側に配置されたＬＥＤ１３２及び集光レンズ１３６は、例えば上側の「好」、
「機」の各文字を表す２つの反射集合体１３１ａ，１３１ｂと、上側の４つの縦枠線を表
す反射集合体１３１ｋ～１３１ｎと、４つの星形図形のうちの１つに対応する反射集合体
１３１ｔと、４つのハート形図形のうちの１つに対応する反射集合体１３１ｘとに対応し
ている。即ち、それらの反射集合体１３１ａ，１３１ｂ，１３１ｋ～１３１ｎ，１３１ｔ
，１３１ｘは、上側のＬＥＤ１３２からの光を前側に反射する反射部７４ｃの集合体であ
る。
【００７５】
　また、図１５に示すように、前導光板１１１の左側に配置されたＬＥＤ１３３及び集光
レンズ１３７は、例えば左側の３つの横枠線を表す反射集合体１３１ｅ～１３１ｇと、４
つの星形図形のうちの２つに対応する反射集合体１３１ｓ，１３１ｕとに対応している。
即ち、それらの反射集合体１３１ｅ～１３１ｇ，１３１ｓ，１３１ｕは、左側のＬＥＤ１
３３からの光を前側に反射する反射部７４ｄの集合体である。
【００７６】
　また、図１６に示すように、後導光板１１２の下側に配置されたＬＥＤ１３４及び集光
レンズ１３８は、例えば下側の「到」、「来」の各文字を表す２つの反射集合体１３１ｃ
，１３１ｄと、下側の４つの縦枠線を表す反射集合体１３１ｏ～１３１ｒと、４つの星形
図形のうちの１つに対応する反射集合体１３１ｖと、４つのハート形図形のうちの１つに
対応する反射集合体１３１ｚとに対応している。即ち、それらの反射集合体１３１ｃ，１
３１ｄ，１３１ｏ～１３１ｒ，１３１ｖ，１３１ｚは、下側のＬＥＤ１３４からの光を前
側に反射する反射部７４ｅの集合体である。
【００７７】
　また、図１７に示すように、後導光板１１２の右側に配置されたＬＥＤ１３５及び集光
レンズ１３９は、例えば右側の３つの横枠線を表す反射集合体１３１ｈ～１３１ｊと、４
つのハート形図形のうちの１つに対応する反射集合体１３１ｗ，１３１ｙとに対応してい
る。即ち、それらの反射集合体１３１ｈ～１３１ｊ，１３１ｗ，１３１ｙは、右側のＬＥ
Ｄ１３５からの光を前側に反射する反射部７４ｆの集合体である。
【００７８】
　このように本実施形態では、横方向の細長状に形成された横枠線を表す反射集合体（第
２反射集合体）１３１ｅ～１３１ｊは、光照射方向が横向きのＬＥＤ（第２発光素子）１
３３，１３５に対応し（図１５，図１７）、縦方向の細長状に形成された縦枠線を表す反
射集合体（第１反射集合体）１３１ｋ～１３１ｒは、光照射方向が縦向きのＬＥＤ（第１
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発光素子）１３２，１３４に対応している（図１４，図１６）。即ち、細長状の反射集合
体１３１ｅ～１３１ｒは、その長手方向が、対応するＬＥＤからの光の照射方向と略一致
するように配置されている。
【００７９】
　しかも、横枠線を表す反射集合体１３１ｅ～１３１ｊのうち、左側の反射集合体１３１
ｅ～１３１ｇは左側のＬＥＤ１３３に、右側の反射集合体１３１ｈ～１３１ｊは右側のＬ
ＥＤ１３５に夫々対応しており、縦枠線を表す反射集合体１３１ｋ～１３１ｒのうち、上
側の反射集合体１３１ｋ～１３１ｎは上側のＬＥＤ１３２に、下側の反射集合体１３１ｏ
～１３１ｒは下側のＬＥＤ１３４に夫々対応している。即ち、細長状の反射集合体１３１
ｅ～１３１ｒは、その長手方向が光の照射方向と一致するＬＥＤのうち、より近いＬＥＤ
に対応するように配置されている。
【００８０】
　また、前導光板１１１側では、上側のＬＥＤ（第１発光素子）１３２からの光を前側に
反射する反射部７４ｃの集合体である反射集合体１３１ａ，１３１ｂ，１３１ｋ～１３１
ｎ，１３１ｔ，１３１ｘ（図１４）と、左側のＬＥＤ（第２発光素子）１３３からの光を
前側に反射する反射部７４ｄの集合体である反射集合体１３１ｅ～１３１ｇ，１３１ｓ，
１３１ｕ（図１５）とは、上下方向、左右方向の何れについても互いに重ならないように
配置されている。即ち、左側のＬＥＤ（第２発光素子）１３３に対応する反射集合体１３
１ｅ～１３１ｇ，１３１ｓ，１３１ｕは、上側のＬＥＤ（第１発光素子）１３２からの光
の照射領域の外側に配置され、上側のＬＥＤ（第１発光素子）１３２に対応する反射集合
体１３１ａ，１３１ｂ，１３１ｋ～１３１ｎ，１３１ｔ，１３１ｘは、左側のＬＥＤ（第
２発光素子）１３３からの光の照射領域の外側に配置されている。
【００８１】
　同様に、後導光板１１２側では、下側のＬＥＤ（第１発光素子）１３４からの光を前側
に反射する反射部７４ｅの集合体である反射集合体１３１ｏ～１３１ｒ，１３１ｖ，１３
１ｚ（図１６）と、右側のＬＥＤ（第２発光素子）１３５からの光を前側に反射する反射
部７４ｆの集合体である反射集合体１３１ｈ～１３１ｊ，１３１ｗ，１３１ｙ（図１７）
とは、上下方向、左右方向の何れについても互いに重ならないように配置されている。即
ち、右側のＬＥＤ（第２発光素子）１３５に対応する反射集合体１３１ｈ～１３１ｊ，１
３１ｗ，１３１ｙは、下側のＬＥＤ（第１発光素子）１３４からの光の照射領域の外側に
配置され、下側のＬＥＤ（第１発光素子）１３４に対応する反射集合体１３１ｏ～１３１
ｒ，１３１ｖ，１３１ｚは、右側のＬＥＤ（第２発光素子）１３５からの光の照射領域の
外側に配置されている。これにより、必要最小限の発光素子を用いてより上質な表示を行
うことが可能である。
【００８２】
　図１８～図２１は本発明の第３の実施形態を例示し、発光表示装置４４の２枚の導光板
１１１，１１２の間に可動体１４１を配置した例を示している。
【００８３】
　本実施形態では、例えば遊技盤６の後側に可動演出装置１４２が配置されている。この
可動演出装置１４２は、振り子状等の任意形状に形成され且つ例えば表示窓５２の外側の
第１位置（図１８に二点鎖線で示す）と画像表示装置４１の表示画面４１ａの前側の第２
位置（図１８に実線で示す）との間で例えば前後方向の軸廻りに移動可能な可動体１４１
と、この可動体１４１を例えばその一端側で揺動駆動可能に支持するモータ等の駆動手段
１４３とを備え、例えば駆動手段１４３が中央表示手段３１の後構造体４３に着脱自在に
固定されている。
【００８４】
　発光表示装置４４は、可動体１４１の移動経路を挟んでその前後に互いに平行に配置さ
れた２枚の導光板１１１，１１２と、それら２枚の導光板１１１，１１２の縁部、例えば
下縁部に沿って配置される発光基板１４４と、前導光板１１１の下端面１１１ａに対向す
るＬＥＤ１４５と、後導光板１１２の下端面１１２ａに対向するＬＥＤ１４６と、ＬＥＤ
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１４４と前導光板１１１との間に配置される前レンズ部材１４７と、ＬＥＤ１４５と後導
光板１１２との間に配置される後レンズ部材１４８と、それら導光板１１１，１１２、発
光基板１４４、前レンズ部材１４７及び後レンズ部材１４８を支持するフレーム部材１４
９とを備えている。
【００８５】
　導光板１１１，１１２には、例えば裏面側に、下側からの光を前側に反射する反射部７
４の集合体よりなる反射集合体が夫々設けられている。本実施形態の反射集合体は、例え
ば第２位置にあるときの可動体１４１に対応して設けられており、図２１に示すように、
前導光板１１１には例えば上部側左右に配置された「好」、「機」の各文字を表す２つの
反射集合体１５１ａ，１５１ｂが、後導光板１１２には例えば下部側左右に配置された「
到」、「来」の各文字を表す２つの反射集合体１５１ｃ，１５１ｄが夫々形成されている
。
【００８６】
　また、ＬＥＤ１４５は、前導光板１１１の反射集合体１５１ａ，１５１ｂに対応して発
光基板１４４上に配置され、ＬＥＤ１４６は、後導光板１１２の反射集合体１５１ｃ，１
５１ｄに対応して同じく発光基板１４４上に配置されている。このように、一つの発光基
板１４４に、複数の導光板１１１，１１２に対応するＬＥＤ１４５，１４６を配置するこ
とにより、発光表示装置４４の構成を簡略化できる。
【００８７】
　また前レンズ部材１４７には、図２１に示すように、発光基板１４４側のＬＥＤ１４５
に一対一で対応するように集光レンズ１５２が設けられ、後レンズ部材１４８には、発光
基板１４４側のＬＥＤ１４６に一対一で対応するように集光レンズ１５３が設けられてい
る。なお、集光レンズ１５２，１５３の構成は、第１の実施形態における集光レンズ８２
，８３と同様である。
【００８８】
　可動体１４１は、通常時は表示窓５２の外側の第１位置に保持されているが、演出図柄
の変動におけるリーチ演出中等の任意のタイミングで駆動手段１４３が作動することによ
り、発光表示装置４４の前後の導光板１１１，１１２で挟まれた空間内に侵入し、図１８
～図２０に示すように表示画面４１ａの前側の第２位置まで移動する。そして、例えばそ
の状態でＬＥＤ１４５が点灯することによって前導光板１１１上に「好機」の文字が浮か
び上がり、またＬＥＤ１４６が点灯することによって後導光板１１２上に「到来」の文字
が浮かび上がるようになっている。
【００８９】
　図２２及び図２３は本発明の第４の実施形態を例示し、中央表示手段３１の球返し板を
、発光表示装置４４の導光板１６１で構成した例を示している。
【００９０】
　本実施形態の発光表示装置４４は、導光板１６１と、この導光板１６１の例えば下縁部
に沿って配置される発光基板１６２と、導光板１６１と発光基板１６２との間に配置され
るレンズ部材１６３とを備えている。
【００９１】
　導光板１６１は、左右の流下経路５６ａ，５６ｂを流下する遊技球やステージ６３を転
動する遊技球の画像表示装置４１側への進入を阻止するための球返し板を兼ねており、中
央表示手段３１に設けられたステージ６３の後縁側に沿って例えば遊技盤６と略平行に立
設されている。なお本実施形態では、導光板１６１を表示窓５２の下部側の一部分に対応
するように設けたが、導光板１６１を表示窓５２の略全体に対応するように設けてもよい
。
【００９２】
　導光板１６１には、例えば裏面側に、下側からの光を前側に反射する反射部７４の集合
体よりなる反射集合体１６４が１又は複数設けられている。なお、導光板１６１は例えば
前構造体４２に対して後側から着脱自在に固定されている。
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【００９３】
　発光基板１６２は、導光板１６１の下端面１６１ａに対して所定距離をおいて例えば略
水平に配置されており、導光板１６１の下端面１６１ａの下側に配置され且つ下端面１６
１ａ側に向けて発光可能な１又は複数のＬＥＤ１６５と、例えばＬＥＤ１６５の前側に配
置され且つ前側に向けて発光可能な１又は複数のＬＥＤ１６６とを備えている。
【００９４】
　導光板１６１の下端面１６１ａとＬＥＤ１６５との間にはレンズ部材１６３が配置され
ている。レンズ部材１６３には、ＬＥＤ１６５に一対一で対応するように集光レンズ１６
７が１又は複数設けられている。また、ＬＥＤ１６５とこれに対応する集光レンズ１６７
は、導光板１６１の反射集合体１６４に対応する範囲に配置されており、ＬＥＤ１６５が
点灯することによって導光板１６１上に反射集合体１６４が形成する所定の図形等が浮か
び上がるようになっている。
【００９５】
　前構造体４２の前面装着板５３は、少なくともステージ６３の下側が透光性を有する発
光レンズ部１６８を構成している。ＬＥＤ１６６はその発光レンズ部１６８の後側に対応
して配置されており、このＬＥＤ１６６が点灯することによって発光レンズ部１６８が発
光するようになっている。
【００９６】
　以上のように、中央表示手段３１の球返し板を発光表示装置４４の導光板１６１として
利用することで、従来の構造から大きく複雑化することなくより多様な演出が可能となる
。また、発光表示装置４４を構成するＬＥＤ１６５と、通常の発光演出用のＬＥＤ１６６
とを共通の基板１６２に設けることで、構成をより簡略化することが可能である。
【００９７】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの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、ＬＥＤからの光が集光レンズで略平行光となって導光板に入射するものとした
が、図２４に示すように、導光板に入射した光が所定角度で広がりながら進むように構成
してもよい。なお、設計上は平行光となる場合であっても、発光基板、レンズ部材等の位
置決め誤差によって平行光とならない場合も考えられるため、例えば第１の実施形態であ
れば、図２４に示すようにＬＥＤ７２，７３からの光の最大広がり角度を想定して、ＬＥ
Ｄ７２による光の照射範囲内にＬＥＤ７３に対応する反射集合体８１ｂが存在せず、また
ＬＥＤ７３による光の照射範囲内にＬＥＤ７２に対応する反射集合体８１ａが存在しない
ように構成することが望ましい。
【００９８】
　画像表示装置４１によりエラー報知を行う場合、そのエラー報知を妨げることのないよ
うに、発光表示装置４４による発光演出を停止するようにしてもよい。また、エラーの種
類に応じて、発光表示装置４４による発光演出を停止する場合と停止しない場合とを設け
てもよい。例えば、扉開放エラー、不正入賞エラー等、不正行為に関連する不正関連エラ
ーの報知を画像表示装置４１により行う場合には発光表示装置４４による発光演出を停止
し、皿満杯エラー、補給切れエラー、払い出しエラー等、不正行為に関連しない一般エラ
ーの報知を画像表示装置４１により行う場合には発光表示装置４４による発光演出を継続
するようにしてもよい。
【００９９】
　逆に、エラー発生時には、発光表示装置４４による発光演出中でなくても発光表示装置
４４を作動させるようにしてもよい。この場合、発光表示装置４４を通常の発光演出時と
は異なる発光態様、例えば点滅発光やエラー発生時専用の反射集合体の発光等により作動
させるようにしてもよい。また、エラーの種類に応じて、発光表示装置４４を作動させる
場合と作動させない場合とを設けてもよい。例えば、扉開放エラー、不正入賞エラー等、
不正行為に関連する不正関連エラーの報知を画像表示装置４１により行う場合には発光表
示装置４４を作動させ、皿満杯エラー、補給切れエラー、払い出しエラー等、不正行為に
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作動させないようにしてもよい。
【０１００】
　また、本発明はパチンコ機に限らず、アレンジボール機、雀球遊技機等の他の弾球遊技
機においても同様に実施することが可能である。
【符号の説明】
【０１０１】
　７１　　導光板
　７１ａ　下端面（第１端面）
　７１ｂ　左端面（第２端面）
　７２　　ＬＥＤ（第１発光素子）
　７３　　ＬＥＤ（第２発光素子）
　７４　　反射部
　７４ａ，７４ｃ，７４ｅ　第１反射部
　７４ｂ，７４ｄ，７４ｆ　第２反射部
　８２，８３　　集光レンズ
　８６　　第１連続最小範囲
　８６ａ，８６ｃ　　第１個別最小範囲
　８７　　第２連続最小範囲
　８７ｂ，８７ｄ　第２個別最小範囲
１１１　　前導光板
１１１ａ　上端面（第１端面）
１１１ｂ　左端面（第２端面）
１１２　　後導光板
１１２ａ　下端面（第１端面）
１１２ｂ　右端面（第２端面）
１３２　　ＬＥＤ（第１発光素子）
１３３　　ＬＥＤ（第２発光素子）
１３４　　ＬＥＤ（第１発光素子）
１３５　　ＬＥＤ（第２発光素子）
１３６～１３９　　集光レンズ
１４５，１４６　　ＬＥＤ（発光素子）
１５２，１５３　　集光レンズ
１６１　　導光板
１６１ａ　下端面
１６５　　ＬＥＤ（発光素子）
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(25) JP 2017-35638 A 2017.2.16

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月29日(2016.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　前面側に遊技領域が形成される遊技盤と、
　任意の画像を表示可能な画像表示手段と、
　前記画像表示手段に対してその前側に略平行に配置された導光板と、
　前記導光板の端縁側に配置された発光素子と、
　可動体とを備え、
　前記発光素子から前記導光板に入射した光を、前記導光板に設けた反射部により前記導
光板の一面側に向けて反射するように構成した
　遊技機において、
　前記画像表示手段と前記可動体とを、前記遊技盤の裏側に固定された支持部材に装着し
、
　前記導光板と前記発光素子とを、前記支持部材とは別の支持手段により前記遊技盤に装
着し、
　前記可動体は前記導光板の後側を移動可能に構成した
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、いわゆるイルミパネルを用いてより好適な演出を行うことが可能な遊技機を
提供することを目的とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、前面側に遊技領域６ａが形成される遊技盤６と、任意の画像を表示可能な画
像表示手段４１と、前記画像表示手段４１に対してその前側に略平行に配置された導光板
１１１と、前記導光板１１１の端縁側に配置された発光素子１４５と、可動体１４１とを
備え、前記発光素子１４５から前記導光板１１１に入射した光を、前記導光板１１１に設
けた反射部７４により前記導光板１１１の一面側に向けて反射するように構成した遊技機
において、前記画像表示手段４１と前記可動体１４１とを、前記遊技盤６の裏側に固定さ
れた支持部材６４に装着し、前記導光板１１１と前記発光素子１４５とを、前記支持部材
６４とは別の支持手段により前記遊技盤６に装着し、前記可動体１４１は前記導光板１１
１の後側を移動可能に構成したものである。
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　また、導光板７１と、前記導光板７１の第１端面７１ａから前記導光板７１内に向けて
第１方向に光を照射する第１発光素子７２と、前記導光板７１の前記第１端面７１ａと平
行でない第２端面７１ｂから前記導光板７１内に向けて第２方向に光を照射する第２発光
素子７３と、前記導光板７１に設けられ且つ前記第１端面７１ａから入射した前記第１発
光素子７２からの光を前記導光板７１の一面側に反射する第１反射部７４ａと、前記導光
板７１に設けられ且つ前記第２端面７１ｂから入射した前記第２発光素子７３からの光を
前記一面側に反射する第２反射部７４ｂとを備えた遊技機において、前記第１端面７１ａ
の長手方向における全範囲が、前記第１方向に前記第１反射部７４ａが位置する第１範囲
とそれ以外の第２範囲とで構成され、前記第１範囲内に前記第１発光素子７２を配置し、
前記第２範囲には前記第１発光素子７２を配置せず、前記第２反射部７４ｂを前記第２範
囲内に配置してもよい。
　また、導光板７１，１１１，１１２，１６１と、前記導光板７１，１１１，１１２，１
６１の端面７１ａ，７１ｂ，１１１ａ，１１１ｂ，１１２ａ，１１２ｂ，１６１ａから前
記導光板７１，１１１，１１２，１６１内に向けて所定方向に光を照射する複数の発光素
子７２，７３，１３２～１３５，１４５，１４６，１６５と、前記導光板７１，１１１，
１１２，１６１に設けられ且つ前記端面７１ａ，７１ｂ，１１１ａ，１１１ｂ，１１２ａ
，１１２ｂ，１６１ａから入射した前記発光素子７２，７３，１３２～１３５，１４５，
１４６，１６５からの光を前記導光板７１，１１１，１１２，１６１の一面側に反射する
反射部７４とを備えた遊技機において、前記所定方向に前記反射部７４が位置する光照射
箇所に対応して発光素子７２，７３，１３２～１３５，１４５，１４６，１６５を配置し
、当該光照射箇所以外において前記発光素子を設けない非配置部を形成してもよい。
　また、前記端面７１ａ，７１ｂ，１１１ａ，１１１ｂ，１１２ａ，１１２ｂ，１６１ａ
の長手方向における連続する範囲であって前記反射部７４の配置位置を全て含む最小範囲
である連続最小範囲８６，８７以外の箇所に前記非配置部を形成してもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明によれば、いわゆるイルミパネルを用いてより好適な演出を行うことが可能とな
る。
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