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(57)【要約】
【課題】遊技領域を照明するパチンコ機において、光源
を支持する特別な支持部材を不要として、遊技領域のサ
イズを充分に確保出来ると共に、遊技盤の取扱い時の損
傷のおそれを軽減することの出来る、新規な構造のパチ
ンコ機を提供すること。
【解決手段】透光性を有する透明板３６ａを用いて遊技
盤１６を構成すると共に、該透明板３６ａに乱反射領域
４０ａを設ける一方、該透明板３６ａに該配設部３８を
形成して装飾部材４４を該配設部３８に挿し入れて配設
して、装飾部材照明用光源６４および遊技盤照明用光源
６６を備えた照明用基板６２を該配設部３８内に配設し
た。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域が形成された遊技盤に装飾部材が配設されるパチンコ機において、
　透光性を有する透明板を用いて前記遊技盤を構成すると共に、該透明板に光を乱反射す
る乱反射領域を設ける一方、該透明板の板厚方向の凹部又は板厚方向に貫通する貫通孔に
より前記装飾部材の配設部を形成すると共に、該配設部に該装飾部材を挿し入れて配設し
、該装飾部材を照明する装飾部材照明用光源と該遊技盤を照明する遊技盤照明用光源とを
備えた照明用基板を該配設部内側に配設することによって、該遊技盤照明用光源からの光
を該配設部の内周端面から該透明板に入射させ、該透明板に入射した光を該乱反射領域で
乱反射させて、該遊技盤の表面側から出射させるようにしたことを特徴とするパチンコ機
。
【請求項２】
　前記遊技盤照明用光源として前記照明用基板の延出方向に光を照射する側方照射型光源
を用い、該側方照射型光源の出射面を前記配設部の内周端面と対向位置せしめた請求項１
に記載のパチンコ機。
【請求項３】
　前記遊技盤照明用光源からの光を前記遊技盤の面に対して平行に反射する反射部材を前
記配設部の内周端面と対向位置せしめた請求項１又は２に記載のパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域が形成された遊技盤を備えたパチンコ機に係り、特に遊技領域が照
明されるパチンコ機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、殆どのパチンコ機には、装飾効果を高めたり、遊技の演出効果を高めるため
に、照明効果が加えられている。このような照明効果としては、遊技盤に取り付けられた
役物などの装飾部材をＬＥＤ等の光源を用いて照明するものが一般的であるが、近年では
、更なる効果を得るために、遊技領域そのものを発光せしめるようにしたものが提案され
ている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載のものが、それである。特許文献１に記載のパチンコ機は、
遊技領域が形成される遊技盤を透明の部材で構成すると共に、該遊技盤の裏面に透明の導
光板を配設する一方、該導光板に光を反射する粗面領域を形成して、かかる導光板をその
外周に配設された光源で照明するようにされている。このようにすれば、光源から照射さ
れた光が導光板の粗面領域で乱反射されることによって粗面領域が周囲に比して明るくさ
れることとなり、遊技領域を照明することが出来る。
【０００４】
　ところが、特許文献１に記載のパチンコ機においては、光源を導光板の外周部分、即ち
、遊技盤の外周部分に配設するために、光源を支持して遊技盤の外周部分に取り付ける特
別の支持部材が必要となって、部品点数の増加を招く。また、遊技盤のみの交換に対応す
るためには、遊技盤の外周縁部を構成することとなる支持部材の形状を従来の遊技盤の外
周縁部の形状と揃えなければならず、支持部材の形状加工に手間を要した。
【０００５】
　更にまた、遊技盤のサイズは、遊技盤のみの交換を可能とするために、略一定のサイズ
に統一されている。それ故、光源を遊技盤の外周に配設すると、光源にスペースが占めら
れることによって遊技領域のサイズを縮小せざるを得なくなるという問題を有していた。
また、遊技盤の外周部分は、遊技盤を交換する等の取扱いの際に作業者に掴まれたり、枠
体に接触する部位であることから、遊技盤の外周部分が支持部材などの別部材で構成され
ていると、交換等の取扱いの際に支持部材が外れて損傷するおそれがあった。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２５４９５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここにおいて、本発明は上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解決
課題とするところは、遊技領域を照明するパチンコ機において、光源を支持する特別な支
持部材を不要として、遊技領域のサイズを充分に確保出来ると共に、遊技盤の取扱い時の
損傷のおそれを軽減することの出来る、新規な構造のパチンコ機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、前述の如き課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能
である。
【０００９】
　すなわち、本発明は、透明板を用いて遊技盤を構成すると共に、該透明板に光を乱反射
する乱反射領域を設け、該透明板に板厚方向の凹部又は板厚方向に貫通する貫通孔により
装飾部材の配設部を形成して該配設部に装飾部材を挿し入れて配設する一方、該装飾部材
を照明する装飾部材照明用光源と該遊技盤を照明する遊技盤照明用光源とを備えた照明用
基板を該配設部内側に配設することによって、該遊技盤照明用光源からの光を該配設部の
内周端面から該透明板に入射させることを、特徴とする。
【００１０】
　本態様に従う構造とされたパチンコ機においては、遊技盤照明用光源から発せられて透
明板に入射した光が、乱反射領域で乱反射（散乱）せしめられる。これにより、乱反射領
域を他の領域に比して明るくすることが出来て、以て、遊技領域を照明することが出来る
。また、乱反射領域が全体的に明るくされることから、単に光源を遊技領域に配設した場
合のような点状の照明ではなく、乱反射領域の全体に広がる面状の照明を行なうことが出
来る。なお、本態様における乱反射領域の具体的な構造は、光を乱反射するものであれば
特に限定されるものではない。例えば、透明板の裏面にレーザー加工等による粗面を形成
して、かかる粗面を乱反射領域としたり、或いは、透明板とは別体形成されて、表面に粗
面加工が施された透明な板材を透明板の裏面に貼り付けることによって、かかる粗面を乱
反射領域とする態様などが好適に採用され得る。
【００１１】
　そこにおいて、乱反射領域は、必ずしも当該透明板に直接に形成されている必要は無い
。例えば、透明板を板厚方向で複数枚重ね合わせた積層構造として、後方に位置せしめら
れる透明板の表面に乱反射領域を形成して、かかる乱反射領域を、前方に位置せしめられ
る透明板の乱反射領域として用いる等しても良い。
【００１２】
　そして、特に本態様においては、装飾部材照明用光源と遊技盤照明用光源とを備えた照
明用基板を用いることによって、装飾部材照明用光源と遊技盤照明用光源を別個に支持す
る場合に比して、部品点数を減少すると共に、組み付け工数等の軽減も図り得て、製造コ
ストの軽減を図ることが出来る。即ち、遊技盤には従来から装飾部材が取り付けられるよ
うになっており、装飾部材自体を照明するための装飾部材照明用光源が設けられているも
のが多い。そこで、装飾部材照明用光源と共に遊技盤照明用光源を同一基板上に設けるこ
とによって、何等特別な部材を用いることなく、装飾部材照明用光源と遊技盤照明用光源
を配設することが可能とされたのである。なお、本発明における装飾部材とは、遊技盤に
形成された配設部に挿し込んで設けられる部材であれば何等限定されるものではなく、例
えばセンター役物や大入賞装置などが好適に採用可能である。
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【００１３】
　そして、かかる照明用基板を配設部の内側に配設したことから、遊技盤の外周部分に照
明用基板を配設する場合のように、照明用基板を支持するための支持部材を遊技盤の外周
部分に取り付けるようなことも不要とされている。これにより、遊技盤の運搬や交換など
の取扱いの際に、遊技盤の外周部分が外れて損傷するようなことを回避することが出来る
。更に、遊技盤の外周部分に特別な部材を設ける必要がないことから、遊技盤の外周部分
を従来と同様の形状とすることも容易であって、遊技盤のみの交換にも有利に対応するこ
とが出来る。
【００１４】
　更にまた、照明用基板を配設部の内側に配設したことから、遊技盤の外周部分に照明用
基板を配設する場合のように、照明用基板に配設スペースを占められて遊技領域のサイズ
が小さくなるようなことも回避することが出来て、遊技領域のサイズを従来と同程度に確
保することが出来る。即ち、従来から、遊技盤の配設部は装飾部材で隠蔽されるようにな
っている。そこで、かかる配設部の内側に照明用基板を配設することによって、照明用基
板を装飾部材で隠蔽して外観を損なうこと無く配設すると共に、従来の遊技領域と同様の
サイズを確保することが出来るのである。
【００１５】
　なお、照明用基板を配設部内側に配設する態様としては、例えば、装飾部材に照明用基
板を取り付けて、かかる装飾部材を透明板に取り付ける態様が好適に採用される。このよ
うにすれば、照明用基板の支持部材として装飾部材を用いることによって、更なる部品点
数の減少を図ることが出来る。そこにおいて、照明用基板の配設位置は、遊技者から視認
される装飾部材の前面の背後であれば、必ずしも装飾部材の最も裏側に限定されるもので
はなく、装飾部材における厚さ方向（遊技盤の板厚方向）の中間部分であっても良い。
【００１６】
　あるいは、照明用基板を配設部内側に配設する更に異なる態様としては、透明板にステ
ー等を設けて、かかるステーを介して照明用基板を支持せしめる態様等も好適に採用され
る。このようにすれば、透明板と照明用基板を一体的に取り扱うことが出来て、製造工程
における取り扱い性が向上せしめられる。更に、照明用基板と透明板との相対位置を容易
に設定することが出来て、組付精度に対する要求を緩和して生産性を向上することが出来
る。加えて、温度や湿度等の動作環境の影響で透明板に反りが生じた場合でも、照明用基
板と透明板との相対位置の変化を抑えることが出来る。そこにおいて、より好適には、遊
技盤照明用光源の発光面が配設部の内周端面と対向位置せしめられた態様が採用される。
このようにすれば、例えば遊技盤照明用光源を支持せしめた中間生産物として透明板が作
業場を搬送される場合でも、光源の発光面の露出を抑えることが出来て、塵芥付着等によ
る歩留まり低下のおそれを軽減することが出来る。
【００１７】
　また、本発明においては、前記遊技盤照明用光源として前記照明用基板の延出方向に光
を照射する側方照射型光源を用いて、該側方照射型光源の出射面を前記配設部の内周端面
と対向位置せしめた態様も、好適に採用され得る。
【００１８】
　本態様に従う構造とされたパチンコ機においては、遊技盤照明用光源からの光を照明用
基板の延出方向、換言すれば、遊技盤の面に対して平行に照射することによって、遊技盤
照明用光源からの光を直接的に配設部の内周端面に入射させることが出来る。これにより
、より多くの光束を透明板に入射させて、より優れた照明効率を得ることが出来る。なお
、本態様における側方照射型光源としては、例えばサイドビューＬＥＤ等が好適に用いら
れる。
【００１９】
　また、本発明においては、前記遊技盤照明用光源からの光を前記遊技盤の面に対して平
行に反射する反射部材を該配設部の内周端面と対向位置せしめた態様も、好適に採用され
得る。
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【００２０】
　本態様に従う構造とされたパチンコ機においては、遊技盤照明用光源からの光を反射部
材を介して間接的に配設部の内周端面に入射させることが出来る。このようにすれば、遊
技盤照明用光源からの光を反射部材で配設部の内周端面にまで導くことが出来て、部材レ
イアウトの自由度を向上することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第一の実施形態としてのパチンコ機を示す正面図。
【図２】同パチンコ機に設けられる遊技盤を示す正面図。
【図３】同遊技盤を構成する透明板を示す正面図。
【図４】図３におけるＩＶ－ＩＶ断面の一部をモデル的に示す断面説明図。
【図５】図２におけるＶ－Ｖ断面の一部をモデル的に示す断面説明図。
【図６】図５におけるＶＩ－ＶＩ断面の一部をモデル的に示す断面説明図。
【図７】本発明の第二の実施形態をモデル的に示す断面説明図。
【図８】本発明の第三の実施形態をモデル的に示す断面説明図。
【図９】本発明の第四の実施形態をモデル的に示す断面説明図。
【図１０】本発明の第五の実施形態をモデル的に示す断面説明図。
【図１１】本発明の異なる態様をモデル的に示す断面説明図。
【図１２】本発明の更に異なる態様をモデル的に示す断面説明図。
【図１３】本発明の更に異なる態様をモデル的に示す断面説明図。
【図１４】本発明の更に異なる態様をモデル的に示す断面説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を
参照しつつ、詳細に説明する。なお、以下の説明において、上下方向および左右方向とは
、原則として、遊技者から見た上下方向および左右方向をいうものとし、表面、裏面およ
び前面、後面についても、原則として、遊技者から見た表面、裏面、および前面、後面を
いうものとする。
【００２３】
　図１に、本発明の第一の実施形態としてのパチンコ機１０を示す。パチンコ機１０は、
縦長な方形状に枠組み形成された外枠１２を備えている。外枠１２には、その一側におい
て開閉自在に軸支された状態で、パチンコ機の主要構成部の略全てが集約して設けられる
中枠１４が組み付けられている。また、中枠１４の表側には、中枠１４に対して裏側から
取り付けられた遊技盤１６を透視保護するためのガラス板を備えたガラス枠１８と、上皿
２０を備えた皿板２２がそれぞれ中枠１４の一側に開閉自在に軸支された状態で組み付け
られている。更にまた、上皿２０の下方には、下皿２４が設けられており、かかる下皿２
４の右方には、発射ハンドル２６が突設されている。そして、遊技者が発射ハンドル２６
に対して回動可能に装着された発射レバー２８を回動操作することにより、上皿２０に貯
留された遊技球が球送り機構（図示せず）を介して発射装置（図示せず）に送られた後、
遊技盤１６に形成された遊技領域３０に向けて発射されるようになっている。
【００２４】
　図２に、遊技盤１６を示す。遊技盤１６は、略矩形板形状を有する遊技板３２を備えて
おり、遊技板３２の表面側に固定されたガイドレール３４によって略円形の遊技領域３０
が区画形成されている。
【００２５】
　そこにおいて、特に本実施形態における遊技板３２は、図３に示す２枚の透明板３６ａ
，３６ｂが板厚方向で重ね合わされた積層構造とされている（図５参照）。これら透明板
３６ａ，３６ｂは略同様の構造とされていることから、以下、透明板３６ａを例に説明し
、透明板３６ｂについては、図中に透明板３６ａと同様の符号を付することによって、そ
の詳細な説明を省略する。
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【００２６】
　図３（ａ）に、透明板３６ａを示す。透明板３６ａは、光透過性を有する部材で構成さ
れており、本実施形態においてはアクリル樹脂によって形成されているが、その他、ポリ
メタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）やポリカーボネート（ＰＣ）なども好適に用いることが
出来る。また、透明板３６ａは、有色透明および無色透明の何れでも良いし、適当な色で
着色することも可能である。本実施形態においては、透明板３６ａは無色透明とされてい
る。
【００２７】
　そして、透明板３６ａは、正面視において従来公知の遊技板と略同様の構造とされてお
り、正面視における中央部分からやや上方の部位には、略角丸四角形状を有する配設部と
してのセンター挿通孔３８が板厚方向に貫設されている。更に、センター挿通孔３８の下
方には、略矩形状を有する始動入賞挿通孔３９、大入賞挿通孔４１が板厚方向に貫設され
ている。
【００２８】
　さらに、透明板３６ａには、乱反射領域としての複数の発光領域４０ａが形成されてい
る。発光領域４０ａは、図４に示すように、透明板３６ａの裏面に対してレーザー加工や
精密機械加工等による粗面加工が施されることによって形成された粗面とされている。な
お、発光領域４０ａを構成する粗面の表面粗さは、好ましくは透明板３６ａの表面から見
た場合に、発光領域４０ａが明瞭に視認されない程度の表面粗さとされる。一方、透明板
３６ａの表面は、粗面が形成されることのない平坦面とされている。
【００２９】
　かかる発光領域４０ａの正面視形状は何等限定されるものではないが、本実施形態にお
いては、複数の発光領域４０ａによって、全体として、センター挿通孔３８から透明板３
６ａの外方に向けて放射状に広がる帯状の正面視形状とされている。なお、図３（ｂ）に
示すように、透明板３６ｂにも発光領域４０ａと同様の乱反射領域としての発光領域４０
ｂが形成されており、特に本実施形態においては、透明板３６ａと透明板３６ｂの重ね合
わせ状態での正面視において、これら発光領域４０ａ、４０ｂが重ならないようにされて
いる。但し、これら発光領域４０ａ、４０ｂの一部乃至は全部が重なり合うようにするこ
とも勿論可能である。
【００３０】
　このような構造とされた透明板３６ａの裏面から透明板３６ｂの表面が板厚方向で重ね
合わされて、接着やボルト等で互いに固定されることによって、遊技板３２が構成されて
いる。そこにおいて、本実施形態における遊技板３２は、外周縁部４２を含む全体におい
て、従来公知の遊技板と略同様の形状とされている。また、透明板３６ａ、３６ｂのそれ
ぞれに貫設されたセンター挿通孔３８、始動入賞挿通孔３９、大入賞挿通孔４１等の貫通
孔が重ね合わされることによって、センター挿通孔３８、始動入賞挿通孔３９、大入賞挿
通孔４１等の貫通孔が遊技板３２を板厚方向に貫通して形成されることとなる。
【００３１】
　そして、遊技板３２に形成されたセンター挿通孔３８、始動入賞挿通孔３９、大入賞挿
通孔４１のそれぞれに、液晶表示器４３を備えるセンター役物４４、始動入賞口を備える
始動入賞装置４６、および大入賞口を備える大入賞装置４８が前面から挿し入れられて取
り付けられることによって、遊技領域３０にセンター役物４４、始動入賞装置４６、大入
賞装置４８が配設される。また、遊技板３２の表面には、多数の釘５２が打ち付けられる
。
【００３２】
　図５に示すように、本実施形態における装飾部材としてのセンター役物４４は、従来公
知のセンター役物と同様に、遊技板３２に貫設されたセンター挿通孔３８に遊技板３２の
前方から挿し入れられると共に、センター役物４４の外方に突出形成されたフランジ状の
取付板部５４がボルト等で遊技板３２の表面に固定されることによって遊技板３２に組み
付けられる。かかる組付状態において、センター役物４４の外周面となる外周端面５５と
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センター挿通孔３８の内周端面５６が遊技板３２の面と平行な方向（図５中、上下方向）
で所定の空隙５８を隔てて対向位置せしめられる。かかる空隙５８は、センター役物４４
の取付板部５４によって正面から視認困難に隠蔽されるようになっている。
【００３３】
　さらに、本実施形態におけるセンター役物４４において遊技者から視認可能とされる前
面５９は、その一部が透光性を有するポリカーボネイト等から成る透光板６０で構成され
ている。そして、センター役物４４における前面５９の後方には、ボルト等により照明用
基板６２が取り付けられており、かかる照明用基板６２において透光板６０の後方に位置
する部位に、装飾部材照明用光源としての装飾部材用ＬＥＤ６４が、その照射方向を前方
に向けて適当な個数配設されている。これにより、装飾部材用ＬＥＤ６４からの光が前方
に照射されて、透光板６０を通じてセンター役物４４を照明することが可能とされている
。なお、装飾部材用ＬＥＤ６４の発光は、照明用基板６２が図示しないランプ制御回路と
電気的に接続されることによって制御される。要するに、照明用基板６２および装飾部材
用ＬＥＤ６４は、センター役物４４を電飾するために設けられた従来公知の照明用基板と
光源である。
【００３４】
　そして、照明用基板６２には、装飾部材用ＬＥＤ６４と共に、遊技盤照明用光源として
の遊技盤用ＬＥＤ６６が適当な個数設けられている。本実施形態において、遊技盤用ＬＥ
Ｄ６６は、装飾部材用ＬＥＤ６４と同様に、その照射方向を前方に向けて照明用基板６２
上に設けられている。遊技盤用ＬＥＤ６６の発光は、装飾部材用ＬＥＤ６４と同様に、図
示しないランプ制御回路によって行われる。
【００３５】
　かかる遊技盤用ＬＥＤ６６は、その全周が反射部材としての反射筒６８に覆われている
。反射筒６８は、Ｌ字状に屈曲せしめられた筒形状とされており、その内周面の全体には
、メッキ処理等によって光を反射する反射面７０が形成されている。そして、反射筒６８
の一方の端部７２が遊技盤用ＬＥＤ６６を囲んで照明用基板６２に固定されている。これ
により、反射筒６８は、照明用基板６２の前方に延び出した後にセンター役物４４の外方
に屈曲せしめられて、他方の端部７４がセンター役物４４の外方に露出せしめられている
。なお、本実施形態においては、反射筒６８の端部７４は、センター役物４４の外周端面
５５に開口せしめられた貫通孔７８を通じて外部に露出せしめられているが、貫通孔７８
を形成することなく、センター役物４４を構成する部材間の隙間などから外部に露出せし
める等しても良い。
【００３６】
　そして、遊技盤用ＬＥＤ６６および反射筒６８を備えた照明用基板６２がセンター役物
４４に取り付けられて、かかるセンター役物４４が透明板３６ａに組み付けられることに
より、装飾部材用ＬＥＤ６４および遊技盤用ＬＥＤ６６を備える照明用基板６２がセンタ
ー役物４４を介して透明板３６ａで支持されて、透明板３６ａ，３６ｂによって構成され
た遊技板３２に組み付けられるようになっている。かかる遊技板３２への組付状態におい
て、照明用基板６２が、センター挿通孔３８内に配設されて、遊技板３２の面と略平行に
組み付けられる。
【００３７】
　これにより、反射筒６８の端部７４が、遊技板３２とセンター役物４４の間に形成され
た空隙５８内に開口せしめられて、端部７４の端面７６が、遊技板３２の面に平行な方向
で内周端面５６と対向位置せしめられており、本実施形態においては、かかる端面７６が
遊技盤用ＬＥＤ６６のセンター役物４４からの出射面とされて、遊技盤用ＬＥＤ６６によ
って、透明板３６ａ，３６ｂが照明されるようになっている。なお、本実施形態において
は、遊技板３２は２枚の透明板３６ａ，３６ｂによって構成されていることから、照明用
基板６２には、透明板３６ａを照明する遊技盤用ＬＥＤ６６と、透明板３６ｂを照明する
遊技盤用ＬＥＤ６６が設けられており、透明板３６ａを照明する遊技盤用ＬＥＤ６６を囲
む反射筒６８の端面７６は、透明板３６ａにおける内周端面５６と対向位置せしめられる
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一方、透明板３６ｂを照明する遊技盤用ＬＥＤ６６を囲む反射筒６８の端面７６は、透明
板３６ｂにおける内周端面５６と対向位置せしめられる。また、これら複数の遊技盤用Ｌ
ＥＤ６６の色は、互いに異ならされても良いし、同じであっても良い。例えば、本実施形
態においては、透明板３６ａを照明する遊技盤用ＬＥＤ６６は青色、透明板３６ｂを照明
する遊技盤用ＬＥＤ６６は赤色とされている。
【００３８】
　ここにおいて、遊技盤用ＬＥＤ６６や反射筒６８の配設位置は特に限定されるものでは
ないが、図６に示すように、遊技盤用ＬＥＤ６６が、照明用基板６２における外周部分に
配設されると共に、反射筒６８の端面７６が、遊技板３２の面と平行な方向で、内周端面
５６の発光領域４０ａ，４０ｂが形成された部位と対向位置せしめられることが好ましい
。そして、反射筒６８は、より好適には、図６において左側の発光領域４０ａと対向位置
せしめられる反射筒６８および発光領域４０ｂと対向位置せしめられる反射筒６８のよう
に、反射光が内周端面５６に略垂直に入射するような向きに配設される。このようにすれ
ば、反射筒６８から内周端面５６に向けて照射される光束の反射を抑えて、より優れた照
明効率を得ることが出来る。但し、反射筒６８の配設方向は、内周端面５６の形状や発光
領域４０ａ，４０ｂの形状および位置等を考慮して適宜に設定することが可能であり、例
えば図６において右側の発光領域４０ａと対向位置せしめられた反射筒６８のように、反
射光が発光領域４０ａの延出方向と同方向に照射せしめられるように、端面７６を内周端
面５６に対して斜めに配設するなどしても良い。
【００３９】
　このような構造とされたパチンコ機１０においては、遊技盤用ＬＥＤ６６が発光せしめ
られることによって、遊技盤用ＬＥＤ６６の光が反射筒６８で遊技板３２の面と平行に反
射されて、透明板３６ａ，３６ｂの内周端面５６に入射せしめられる。そこにおいて、発
光領域４０ａ、４０ｂが粗面とされていることから、遊技板３２に入射せしめられた光が
、発光領域４０ａ、４０ｂで乱反射（散乱）せしめられて、透明板３６ａ，３６ｂの表面
から出射せしめられる。これにより、発光領域４０ａ、４０ｂを、その他の領域よりも明
るくすることが出来て、遊技領域３０上において帯状に広がる領域を照明することが出来
る。即ち、遊技盤用ＬＥＤ６６の光が透明板３６ａ，３６ｂの面と略平行な方向に照射さ
れることから、遊技盤用ＬＥＤ６６から照射された光束の多くは透明板３６ａ，３６ｂの
界面（前面および裏面）で反射されて、透明板３６ａ，３６ｂから出射することがない。
そこにおいて、発光領域４０ａ，４０ｂとしての粗面に入射した光は乱反射（散乱）せし
められることから、透明板３６ａ，３６ｂの界面に対して臨界角より小さな入射角で入射
して透明板３６ａ，３６ｂから出射する光束を多く得ることが出来る。これにより、発光
領域４０ａ，４０ｂを、他の領域よりも明るくすることが出来る。
【００４０】
　さらに、発光領域４０ａ、４０ｂを形成する粗面は、各透明板３６ａ，３６ｂの裏面に
形成されて、各透明板３６ａ，３６ｂの前面は平坦面とされていることから、発光領域４
０ａ，４０ｂで散乱された光を遊技板３２の正面から出射せしめ易くされており、発光領
域４０ａおよび４０ｂをより有効に明るくすることが可能とされている。それと共に、発
光領域４０ａ，４０ｂの粗面が透明板３６ａ，３６ｂの裏面に形成されていることによっ
て、遊技盤用ＬＥＤ６６の非発光時には、遊技板３２の前方からは発光領域４０ａ，４０
ｂの存在が遊技者に対して認識され難くされている。これにより、発光領域４０ａ、４０
ｂの発光時に与える演出上の効果がより高められている。加えて、本実施形態においては
、反射筒６８の端面７６が、発光領域４０ａ，４０ｂの内周端面５６側の端部と対向する
位置に配設されている。これにより、遊技盤用ＬＥＤ６６から照射される光束を発光領域
４０ａ，４０ｂにより多く入射させることが出来て、発光領域４０ａ，４０ｂをより明る
くすることが出来る。特に反射光束が内周端面５６に略垂直に入射せしめられるように配
設された反射筒６８（例えば図６における左側の発光領域４０ａに対向位置する反射筒６
８と発光領域４０ｂに対向位置する反射筒６８）によれば、内周端面５６による反射を抑
えて、より多くの光束を透明板３６ａ，３６ｂに入射せしめることが出来て、より優れた
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照明効率を得ることが出来る。
【００４１】
　また、特に本実施形態においては、透明板３６ａに形成された発光領域４０ａと透明板
３６ｂに形成された発光領域４０ｂが正面視において互いに重なり合うことの無いように
されており、透明板３６ａを照明する遊技盤用ＬＥＤ６６と、透明板３６ｂを照明する遊
技盤用ＬＥＤ６６との発光タイミングを異ならせることによって、発光領域４０ａと４０
ｂの発光タイミングを異ならせることも可能とされている。なお、透明板３６ａを照明す
る複数の遊技盤用ＬＥＤ６６の間、および透明板３６ｂを照明する複数の遊技盤用ＬＥＤ
６６の間で発光タイミングを異ならせることも勿論可能である。このようにすれば、透明
板３６ａに形成された複数の発光領域４０ａの間、および透明板３６ｂに形成された複数
の発光領域４０ｂの間で発光タイミングを異ならせることが出来る。
【００４２】
　そして、特に本実施形態においては、発光領域４０ａ，４０ｂを照明する遊技盤用ＬＥ
Ｄ６６が、センター役物４４の照明用基板６２に設けられている。これにより、遊技盤用
ＬＥＤ６６を支持する特別な部材も不要とされており、部品点数を抑えることが出来て、
製造効率も向上せしめられる。
【００４３】
　それと共に、照明用基板６２をセンター挿通孔３８内に配設したことによって、照明用
基板６２の配設スペースを特別に確保することも不要とされており、遊技板３２の形状を
従来から用いられている遊技板と同様にすることが出来て、遊技領域３０のサイズを従来
通り確保することが出来る。更に、機種変更などにより遊技板３２のみを交換する場合に
も、有利に対応することが出来る。そして、照明用基板６２をセンター役物４４で正面か
ら隠蔽することによって、外観を損なうこと無しに、照明用基板６２を遊技板３２の内側
領域に配設することが可能とされている。また、特に遊技板３２の外周縁部４２に何等の
別部材も設けられていないことから、運搬や交換などの取扱いの際に作業者に掴まれたり
、中枠１４などに当たり易い外周縁部４２の強度を有利に確保して、損傷のおそれを軽減
することが出来る。
【００４４】
　次に、図７に、本発明の第二の実施形態としてのパチンコ機の要部をモデル的に示す。
なお、以下の説明において、前記第一の実施形態と同様の部材および部位については、図
中に、前記第一の実施形態と同一の符号を付することにより、それらの詳細な説明を省略
する。
【００４５】
　本実施形態においては、透明板３６ａ，３６ｂの発光領域４０ａ，４０ｂが、正面視に
おいて重なる位置に形成されている。そして、照明用基板６２には、側方照射型光源とし
てのサイドビューＬＥＤ８０が設けられている。サイドビューＬＥＤ８０は、照明用基板
６２への取付状態において、その照射方向が照明用基板６２の延出方向に対して略平行と
されるものである。かかるサイドビューＬＥＤ８０の出射面としての照射面８２が、遊技
板３２の面に対して平行な方向で透明板３６ａ，３６ｂの内周端面５６と対向位置せしめ
られており、内周端面５６に対して略垂直に光を入射せしめるように配設されている。こ
れにより、本実施形態においては、サイドビューＬＥＤ８０によって遊技盤照明用光源が
構成されており、サイドビューＬＥＤ８０の照射面８２が装飾部材からの出射面とされて
いる。なお、透明板３６ａ，３６ｂのうち、照明用基板６２から離れて位置する透明板３
６ａに対向位置せしめられるサイドビューＬＥＤ８０は、その端子８４が照明用基板６２
から前方に延び出されることによって、透明板３６ａの内周端面５６と対向位置せしめら
れるようになっている。
【００４６】
　このようにすれば、サイドビューＬＥＤ８０によって構成される遊技盤照明用光源を内
周端面５６と直接的に対向位置せしめることが出来て、多くの光束を透明板３６ａ，３６
ｂに入射せしめることが出来る。これにより、より優れた照明効率を得ることが出来る。
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なお、前記第一の実施形態において装飾部材の出射面を構成する反射筒６８の端面７６と
同様に、サイドビューＬＥＤ８０の照射面８２の向きについても、必ずしも内周端面５６
に対して垂直に光を入射せしめる向きに限定されるものではなく、例えば照射面８２を内
周端面５６に対して斜めに配設するなどしても良い。
【００４７】
　また、例えば図８に示す本発明の第三の実施形態としてのパチンコ機のように、サイド
ビューＬＥＤ８０と反射部材としての反射筒８６を組み合わせて用いるなどしても良い。
本実施形態における反射筒８６は、軸方向一方に開口する略有底円筒形状とされており、
開口部側の端部８７がセンター役物４４に貫設された貫通孔８８を通じて空隙５８内に開
口せしめられた状態でセンター役物４４に取り付けられている。これにより、端部８７の
端面９０が遊技板３２の面と平行な方向で内周端面５６と対向位置せしめられており、本
実施形態においては、反射筒８６の端面９０が装飾部材からの出射面とされている。そし
て、反射筒８６の他方の端部９１に貫設された挿通孔９２から、前記第二の実施形態と同
様のサイドビューＬＥＤ８０，８０が挿し入れられるようになっている。
【００４８】
　このようにすれば、サイドビューＬＥＤ８０から照射される光束の拡散を反射筒８６で
抑えて、より多くの光束を内周端面５６に入射せしめることが出来る。これにより、より
優れた照明効率を得ることが出来る。また、反射筒８６の形状を適当に設定してサイドビ
ューＬＥＤ８０の光を適当な箇所に導くことも出来て、サイドビューＬＥＤ８０等の配設
の自由度を向上せしめることも出来る。また、本実施形態から明らかなように、反射部材
は、必ずしも照明用基板に設けられる必要はないのであって、例えば本実施形態のように
、装飾部材に設ける等してもよい。
【００４９】
　次に、図９に、本発明の第四の実施形態としてのパチンコ機の要部をモデル的に示す。
本実施形態におけるパチンコ機は、前記第一の実施形態と略同様の構造とされている。特
に本実施形態においては、透明板３６ａ，３６ｂの発光領域４０ａ，４０ｂが、正面視に
おいて重なる位置に形成されている。また、照明用基板６２に、遊技盤照明用光源として
の一対の遊技盤用ＬＥＤ９４、９４が、上下方向に並んで配設されている。
【００５０】
　そして、これら一対の遊技盤用ＬＥＤ９４、９４が、反射部材としての反射筒９６の一
方の端部９８で全周に亘って囲まれている。反射筒９６は、Ｌ字状に屈曲せしめられた筒
形状とされており、その内部には、中央壁部１００で仕切られた２つの導光路１０２ａ，
１０２ｂを有している。なお、導光路１０２ａ，１０２ｂの内面の全体には、メッキ処理
などによる反射面が形成されている。
【００５１】
　このような構造とされた反射筒９６の一方の端部９８が照明用基板６２に取り付けられ
ることによって、遊技盤用ＬＥＤ９４、９４がそれぞれ、導光路１０２ａ，１０２ｂ内に
収容される。そして、前述の第一の実施形態におけるパチンコ機１０と略同様に、反射筒
９６の他方の端部１０４がセンター役物４４に貫設された貫通孔７８を通じて空隙５８に
開口せしめれられて、端部１０４の端面１０６が内周端面５６と対向位置せしめられてい
る。このように、本実施形態においては、端面１０６が装飾部材からの出射面とされてい
る。
【００５２】
　このようにすれば、内周端面５６から離隔して位置する（図９中、下方に位置する）遊
技盤用ＬＥＤ９４の光を、導光路１０２ａによって、透明板３６ａの内周端面５６に入射
せしめることが出来る一方、内周端面５６に近接して位置する（図９中、上方に位置する
）遊技盤用ＬＥＤ９４の光を、導光路１０２ｂによって、透明板３６ｂの内周端面５６に
入射せしめることが出来る。
【００５３】
　また、上記各実施形態においては、照明用基板６２がセンター役物４４を介して透明板
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３６ａで支持されていたが、例えば図１０に示す本発明の第五の実施形態としてのパチン
コ機のように、照明用基板６２を、ステー１０７を介して透明板３６ｂに固定して支持せ
しめる構成等も、好適に採用され得る。ステー１０７は、透明板３６ｂの裏面にボルト等
で固定されるようになっており、透明板３６ｂへの取付状態において、内周端面５６と対
向位置せしめられる支持部１０８が一体形成されている。そして、かかる支持部１０８に
照明用基板６２が取り付けられることによって、照明用基板６２は、ステー１０７を介し
て透明板３６ｂに固定的に支持されて、センター挿通孔３８内に配設されている。これに
より、照明用基板６２に設けられた遊技盤用ＬＥＤ６６の発光面が内周端面５６と対向位
置せしめられている。一方、本実施形態においては、装飾部材照明用光源としてサイドビ
ューＬＥＤ８０が用いられており、照明用基板６２の透明板３６ｂへの取付状態において
、サイドビューＬＥＤ８０の発光面がセンター役物４４の透光板６０と対向位置せしめら
れている。
【００５４】
　このようにすれば、透明板３６ｂと照明用基板６２を一体的に取り扱うことが出来て、
製造工程における取り扱いの容易性が向上せしめられる。更に、遊技盤用ＬＥＤ６６の発
光面を内周端面５６で覆うことによって、外部への露出を抑えることが出来て、塵芥等の
付着のおそれも軽減される。加えて、遊技盤用ＬＥＤ６６と内周端面５６の相対位置を容
易且つ精度良く設定することが出来て、製造効率の向上が図られると共に、温度や湿度等
の動作環境に起因して透明板３６ｂに反りが生じた場合でも、遊技盤用ＬＥＤ６６と透明
板３６ｂとの相対的な位置ずれのおそれを軽減することが出来る。なお、本実施形態にお
いてステー１０７は必ずしも必要ではなく、例えば支持部１０８に相当する部位を透明板
３６ｂに一体形成する等しても良い。
【００５５】
　さらに、遊技板３２は、一対の透明板３６ａ，３６ｂが板厚方向で重ね合わされて構成
されており、特に本実施形態においては、前方に位置せしめられる透明板３６ａは、表裏
両面が何れも粗面の形成されていない平坦面とされている一方、後方に位置せしめられる
透明板３６ｂには、前面に発光領域４０ｂが形成されている。これにより、透明板３６ａ
，３６ｂの積層状態において、前方に位置せしめられた透明板３６ａの裏面側に透明板３
６ｂの発光領域４０ｂが位置せしめられるようになっており、前方に位置せしめられた透
明板３６ａの乱反射領域が、後方に位置せしめられた透明板３６ｂの発光領域４０ｂによ
って構成されている。このようにすれば、例えば後方に位置せしめられた透明板３６ｂの
みを交換することによって、釘調整位置等はそのままに、発光領域４０ｂの形状のみを変
更すること等も可能とされる。
【００５６】
　以上、本発明の幾つかの実施形態について詳述してきたが、これらはあくまでも例示で
あって、本発明は、これらの実施形態における具体的な記載によって、何等、限定的に解
釈されるものではない。
【００５７】
　例えば、照明用基板の具体的な形状や数は、装飾部材および透明板の形状や光源の位置
等を考慮して適当に設定されるものであって、何等限定されるものではない。従って、一
つの透明板で複数の照明用基板を適宜の位置で支持せしめる態様なども、勿論採用可能で
ある。
【００５８】
　また、前記第一、第三および第四の実施形態における反射部材としての反射筒６８、８
６，９６は何れも筒形状とされていたが、反射部材は光を反射するものであればその形状
は何等限定されないのであって、例えば金属板などを用いた板形状とするなどしても良い
。また、照明効率をより高めるために、レンズを用いる等しても良い。
【００５９】
　更にまた、光源の光を入射せしめる配設部は、必ずしもセンター役物４４が配設される
センター挿通孔３８に限定されない。例えば、前記第一の実施形態において、始動入賞装



(12) JP 2009-207880 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

置４６を挿通せしめる始動入賞挿通孔３９（図３参照）を配設部として用いると共に、始
動入賞装置４６を装飾部材として用いて、かかる始動入賞装置４６に照明用基板６２を取
り付ける等しても良い。同様に、大入賞装置４８を装飾部材として用いると共に、大入賞
挿通孔４１を配設部として用いること等も、勿論可能である。更にまた、配設部は必ずし
も透明板を貫通する貫通孔として形成される必要は無く、例えば透明板の板厚方向でパチ
ンコ機の表裏何れかの側に開口する凹部を形成して、かかる凹部を配設部とする等しても
良い。
【００６０】
　加えて、遊技盤を構成する透明板の枚数も前記実施形態に限定されるものではないので
あって、例えば、１枚の透明板のみで遊技盤を構成したり、透明板を３枚以上用いること
も可能である。
【００６１】
　さらに、透明板を複数用いる場合において、光源は、必ずしも各透明板に対応して設け
られる必要はない。例えば、図１１に示すように、前記第一の実施形態において、２枚の
透明板３６ａ，３６ｂの重ね合わせ面と対向するように反射筒６８の端面７６を対向位置
せしめて、一つの遊技盤用ＬＥＤ６６で両透明板３６ａ，３６ｂを照明する等しても良い
。
【００６２】
　更にまた、前記実施形態において、乱反射領域としての発光領域４０ａ、４０ｂは、透
明板３６ａ，３６ｂの表面や裏面が直接に粗面加工されることによって形成されていたが
、例えば、図１２に透明板３６ａを例に示すように、透明板３６ａとは別体とされた反射
板部材１１０を用いる等しても良い。反射板部材１１０は例えば、アクリル樹脂などで形
成された透明の板材とされており、その一方の面に、レーザー加工等の粗面加工が施され
ることによって、粗面１１２が形成されている。そして、粗面１１２を透明板３６ａの裏
面（図１２中、右側の面）に重ね合わせた状態で、反射板部材１１０が透明板３６ａの裏
面に接着等により取り付けられている。これにより、反射板部材１１０の粗面１１２によ
って、透明板３６ａの裏面に乱反射領域が構成される。このように、乱反射領域は、必ず
しも透明板を直接加工して形成する必要はないのであって、光を乱反射する領域を備えた
別体の部材によって構成する等しても良い。更に、光を乱反射する領域は、必ずしも粗面
加工によって形成される必要は無く、例えば光を乱反射せしめる表面粗さを有する部材の
表面をそのまま用いる等しても良い。
【００６３】
　なお、図１３に示すように、図１２に示した反射板部材１１０を透明板３６ａと屈折率
の略等しい部材、より好適には、透明板３６ａと同じ部材で形成すると共に、粗面１１２
と透明板３６ａの裏面との間を、反射板部材１１０および透明板３６ａと略等しい屈折率
を有する適当なゲルや接着剤等の充填剤１１４で充填することによって、透明板３６ａ，
反射板部材７４、およびその間の充填剤１１４の屈折率を略等しくする等しても良い。こ
のようにすれば、屈折率の違いに起因する界面での反射を抑えて、透明板３６ａに入射せ
しめられた光束を粗面１１２により効果的に入射せしめることが出来ると共に、粗面１１
２で乱反射された光束を透明板３６ａの前面からより効果的に出射せしめることが出来る
。
【００６４】
　更にまた、図１４に示すように、図１２に示した反射板部材１１０における粗面１１２
と反対側の平坦面１１６を透明板３６ａの裏面に重ね合わせて固定する等しても良い。こ
のようにしても、透明板３６ａに入射せしめられた光束を粗面１１２で乱反射せしめるこ
とが出来る。そこにおいて、より好適には、反射板部材１１０を透明板３６ａと略等しい
屈折率の部材で形成すると共に、平坦面１１６と透明板３６ａの裏面を可及的に広範囲で
、直接に重ね合わせた態様が採用される。このようにすれば、前記図１３の態様と略同様
に、屈折率の違いに起因する照明効率の低下を抑えることが出来る。なお、平坦面１１６
と透明板３６ａの裏面を直接に重ね合わせるには、反射板部材１１０と透明板３６ａとの
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接着部位や使用する接着剤の量を調節したり、反射板部材１１０を透明板３６ａに対して
ボルトで固定する等すれば良い。
【００６５】
　さらに、前記各実施形態においては、装飾部材照明用光源と遊技盤照明用光源が、何れ
も照明用基板の同一面上に配設されていたが、装飾部材照明用光源と遊技盤照明用光源を
、照明用基板における互いに反対側の面に配設することも可能である。例えば、配設部の
内周端面とセンター役物の外周面との間に照明用基板を配設して、照明用基板において配
設部の内周端面と対向する面に遊技盤照明用光源を配設する一方、遊技盤照明用光源と反
対側の面である、センター役物の外周面と対向する面に装飾部材照明用光源を配設する等
しても良い。このようにすれば、装飾部材照明用光源によって、液晶表示器を取り囲むワ
ープ通路やセンターステージ等の内壁の一部をその内側から効果的に照明することが出来
る。
【００６６】
　また、乱反射領域の形状が何等限定されないことは、言うまでもない。例えば、前記各
実施形態における発光領域４０ａ，４０ｂは何れも全体として遊技板３２のセンター挿通
孔３８の内周端面５６から外周縁部４２に亘って形成されていたが、例えば、発光領域を
内周端面５６と外周縁部４２の中間部分に形成することも勿論可能である。
【００６７】
　なお、上記実施形態から把握できる本発明の技術思想について以下に記載する。
【００６８】
（１）前記透明板を板厚方向で積層構造として前記遊技盤を構成すると共に、少なくとも
１つの該透明板に光を入射させる前記遊技盤照明用光源が、他の該透明板に光を入射させ
る前記遊技盤照明用光源とは別体とされている請求項１乃至３の何れか一項に記載のパチ
ンコ機。
【００６９】
　このようにすれば、各透明板に対応する遊技盤照明用光源の発光タイミングを異ならせ
ることによって、各透明板の粗面領域の発光タイミングを異ならせることが出来る。これ
により、より多様な照明効果を得ることが出来る。例えば、各透明板に、正面視において
重なり合う部位に異なる形状の粗面領域を形成して、各透明板に対応する遊技盤照明用光
源を互いに異なるタイミングで発光せしめれば、正面視における同一領域を多種の形状や
色で発光せしめること等も可能となる。
【００７０】
（２）前記透明板を板厚方向で積層構造として前記遊技盤を構成すると共に、裏面側に位
置せしめられた透明板に前記乱反射領域を形成する一方、前記照明用基板を該裏面側に位
置せしめられた透明板に固定して支持せしめた請求項１乃至３の何れか一項又は技術思想
（１）に記載のパチンコ機。
【００７１】
　このようにすれば、照明用基板が、必要に応じてステー等を用いて透明板に支持される
。これにより、照明用基板と透明板を一体的に取り扱うことが出来ると共に、組付精度に
対する要求の緩和や、透明板の反り等に起因する照明用基板との相対的な位置ずれの軽減
を図ることが出来る。また、裏面側に位置せしめられた透明板に乱反射領域を形成したこ
とによって、釘が打ち付けられた前面側の透明板をそのままにして裏面側の透明板のみを
交換することも出来る。これにより、釘調整位置等を変更することなく、乱反射領域の形
状のみを変更することも容易となる。
【符号の説明】
【００７２】
１０：パチンコ機、１６：遊技盤、３０：遊技領域、３６ａ，ｂ：透明板、３８：センタ
ー挿通孔、４０ａ，ｂ：発光領域、４４：センター役物、５６：内周端面、５９：前面、
６２：照明用基板、６４：装飾部材用ＬＥＤ、６６：遊技盤用ＬＥＤ、６８：反射筒、７
６：端面
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