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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の所望位置に配置される電飾装置群であって、
　前記電飾装置群は透明な取付板に沿って配置される複数の電飾装置を備え、
　前記各電飾装置は、ＬＥＤからなる第１発光体と、駆動手段により前記第１発光体の周
囲を内面が該第１発光体と対向するようにして旋回し該内面と外面とが鏡面である第１反
射板と、前記第１反射板の周囲一側に該第１反射板を囲むように配置されると共に前記第
１反射板と対向する内面が鏡面である第２反射板と、前記第２反射板側に複数個配置され
発光して第１反射板側を照射するＬＥＤからなる第２発光体と、前記第１反射板の周囲他
側に配置される透光性のカバー部材とを有し、
　前記取付板には前記各カバー部材が嵌合される透孔を開設すると共に前記各透孔一側の
取付板の裏面に凹凸面を形成し、前記各凹凸面の裏側に対向位置して前面が開放すると共
に外周面全体が鏡面になっている副反射部材を配置し、前記各副反射部材の凹部内に臨ん
で発光するＬＥＤを配置したことを特徴とする遊技機の電飾装置群。
【請求項２】
　前記各電飾装置における前記透光性のカバー部材が有彩色でありかつ前記第１発光体と
前記第２発光体とが白色に発光するＬＥＤである請求項１記載の遊技機の電飾装置群。
【請求項３】
　前記各電飾装置における前記透光性のカバー部材が透明でありかつ前記第１発光体と前
記第２発光体との少なくとも一方が色を自在に変えて発光するＬＥＤである請求項１記載
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の遊技機の電飾装置群。
【請求項４】
　前記最初の電飾装置から最後の電飾装置に至るように第１発光体及び第２発光体が発光
するに従い遊技者に有利な大当り状態になる期待度が漸次上がるようにした請求項１乃至
３のうちのいずれか一つに記載の遊技機の電飾装置群。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の適宜個所に設置されＬＥＤを発光させることにより遊技の興趣を盛
り上げるようにした遊技機の電飾装置群に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の一種であるパチンコ遊技機にあっては、例えばその遊技盤面に装着され
るセンター役物としての可変表示装置の上部に電飾装置を備えたものがある。この電飾装
置は、発光体としてランプである白熱電球を使用し、該ランプとこの周囲を旋回して該ラ
ンプの光を反射する反射板とを備えている。そして、前記ランプを発光させた状態で、前
記旋回する反射板がランプの前側に位置したときランプが該反射板により覆い隠されて遊
技者側からはその光がほとんど見えず、一方、前記反射板がランプの後側に位置したとき
ランプの光とその光が反射板に反射されて遊技者側へ強く照射される。このようにして、
光の変化が楽しめるようになっている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００４－７３３２４号公報（第５－６頁、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記特許文献１の電飾装置は、一般に「パトランプ」と称されよく見かけるものであっ
て、特徴はランプのはっきりした明暗が繰り返されるところにある。しかしながら、この
ようにランプの明暗が繰返される動作は、一般的であってマンネリ化しつつあり、遊技の
興趣を盛り上げるために遊技者としては更なる斬新な光の演出を見たいという期待が高ま
っている。また、前記電飾装置は、発光体としてランプすなわち白熱電球を使用している
ので、消費電力が大きいばかりか電飾装置の小型化にも苦慮しているという課題がある。
【０００４】
　そこで、本発明は上記課題を解決すべくなされたもので、所謂パトランプと称される電
飾装置に更なる光の変化を与え、斬新な光の演出が楽しめるようにして遊技の興趣を盛り
上げ、しかも、少ない消費電力で済むばかりか小型化も簡単に行えるようにした遊技機の
電飾装置群を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる目的を達成するため本発明に係る遊技機の電飾装置群は、遊技機の所望位置に配
置される電飾装置群であって、前記電飾装置群は透明な取付板に沿って配置される複数の
電飾装置を備え、前記各電飾装置は、ＬＥＤからなる第１発光体と、駆動手段により前記
第１発光体の周囲を内面が該第１発光体と対向するようにして旋回し該内面と外面とが鏡
面である第１反射板と、前記第１反射板の周囲一側に該第１反射板を囲むように配置され
ると共に前記第１反射板と対向する内面が鏡面である第２反射板と、前記第２反射板側に
複数個配置され発光して第１反射板側を照射するＬＥＤからなる第２発光体と、前記第１
反射板の周囲他側に配置される透光性のカバー部材とを有し、前記取付板には前記各カバ
ー部材が嵌合される透孔を開設すると共に前記各透孔の一側裏面に凹凸面を形成し、前記
各凹凸面の裏側に対向位置して前面が開放すると共に外周面全体が鏡面になっている副反
射部材を配置し、前記各副反射部材の凹部内に臨んで発光するＬＥＤを配置して構成され
ている。
【０００６】
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　また、前記各電飾装置における前記透光性のカバー部材が有彩色でありかつ前記第１発
光体と前記第２発光体とが白色に発光するＬＥＤとする構成を採るようにしても良い。
【０００７】
　更に、前記各電飾装置における前記透光性のカバー部材が透明でありかつ前記第１発光
体と前記第２発光体との少なくとも一方が色を自在に変えて発光するＬＥＤとする構成を
採るようにしても良い。更にまた、前記最初の電飾装置から最後の電飾装置に至るように
第１発光体及び第２発光体が発光するに従い遊技者に有利な大当り状態になる期待度が漸
次上がるようにすることが好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に係る遊技機の電飾装置群は、各電飾装置における第１反射板が旋回している
途中、該第１反射板が第１発光体の前側に位置し遊技者側から該第１発光体の光が見えな
い場合であっても、第１発光体の光及びこの光であり第１反射板の内面に反射した光が第
２反射板の鏡面である内面に反射して第１反射板の外周縁側から遊技者側へ間接的に照射
されることになる。しかも、第２発光体の光が第１反射板の内面に反射しかつ第２反射板
の内面に反射して第１反射板の外周縁側から遊技者側へ間接的に照射される。一方、第１
反射板が第１発光体の後側に位置し遊技者側から該第１発光体の光が見える場合であって
も、第２発光体の光が第１反射板の鏡面である外面に反射しかつ第２反射板の内面に反射
して第１反射板の外周縁側から遊技者側へ間接的に照射される。前記電飾装置間に配置さ
れた各ＬＥＤも発光して取付板の凹凸面を照射する。
【０００９】
　このように、各第１・第２反射板により光を反射させるようにしているので、発光量が
多くなるばかりか、第１反射板が旋回する途中での直接的な光の明暗の中に間接的な光が
加わり極めて変化のある光の演出ができ、これにより遊技の興趣が盛り上がるという効果
がある。また、第１・第２発光体としてＬＥＤを使用しているので、少ない消費電力で済
み経済的であるばかりか、電飾装置の小型化もモータなどの位置を考慮せずに簡単に行え
るという効果がある。
【００１０】
　請求項２に係る電飾装置のように、透光性のカバー部材を有彩色としかつ第１発光体と
第２発光体とを白色に発光するＬＥＤとすれば、前記カバー部材の色を所望の色に選択す
ることにより遊技内容に相応しい色に発光させることができる。
【００１１】
　請求項３に係る電飾装置のように、透光性のカバー部材を透明としかつ第１発光体と第
２発光体との少なくとも一方を色が自在に変わる所謂フルカラーＬＥＤとすれば、発光途
中でその色が自在に変えられ、更に色彩的に変化に富むことになる。また、請求項４のよ
うに最初の電飾装置から最後の電飾装置に至るように第１発光体及び第２発光体が発光す
るに従い遊技者に有利な大当り状態になる期待度が漸次上がるようにすれば遊技の興趣が
高められる。
【００１２】
　特に、本発明にあっては電飾装置を複数個並設して、それぞれ各透光性のカバー部材の
色を変えたり、第１・第２発光体の少なくとも一方をフルカラーＬＥＤとしたり、駆動手
段により旋回する第１反射板の回転方向や回転速度を変えることにより、変化に富んだ光
のバリエーションが現出できることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る遊技機の電飾装置群の実施の形態を図面に基き説明する。本発明の
電飾装置群は、パチンコ遊技機、アレンジボール機、雀球機、パチスロ機、パロット（登
録商標）機等の遊技機、更にはゲームセンターに設置されるスロットマシンや各種ゲーム
機等のゲーム機に適用される。また、これらゲーム機にあっては電飾装置の取付位置は適
宜所望の位置に配置される。なお、前記パロット機とは、パチスロ機とパチンコ遊技機と
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の関係を維持した上で、パチンコ球を遊技媒体としてパチスロ機の遊技が可能な遊技機で
ある。
【００１４】
　図１は本発明が適用されるパチンコ遊技機の正面図である。該パチンコ遊技機Ｐは、縦
長方形枠状に成形される外枠１を有し、該外枠１の前面に遊技盤取付枠（図示せず。）が
配置され、該遊技盤取付枠に遊技盤２が設置される。該遊技盤２の前面には外側のガイド
レール３ａと内側のガイドレール３ｂが略円形状に敷設され、これら外側・内側のガイド
レール３ａ，３ｂにより囲まれて遊技部２ａが成形される。
【００１５】
　前記遊技部２ａには、その中央部にセンター役物である大型の可変表示装置４が配設さ
れる。その下方に、遊技球が入賞することにより前記可変表示装置４を動作させる始動入
賞口５、前記可変表示装置４がその表示部４ａに特別な図柄を表示し、該特別な図柄が予
め定められた特定の停止態様にて停止表示されたときに特別遊技状態となり、入賞口７の
開閉扉８を前側へ回動して一度に多くの入賞球が発生し易い状態とし沢山の賞球が得られ
る大型の入賞装置６等の所謂盤面部品が配置される。また、遊技部２ａの下部であって内
側のガイドレール３ｂの内側に沿って発光体（図示せず。）を内装した透光性の合成樹脂
製のサイドランプ９，９が配設されている。１０は遊技部２ａに打ち込まれた遊技球であ
って入賞球とならなかったアウト球をパチンコ遊技機Ｐの外部へ排出するためのアウト球
口である。
【００１６】
　前記遊技盤取付枠の前面には、一側を軸着して前面枠１１が開閉自在に設けられている
。この前面枠１１は、遊技盤取付枠の前面全体を覆う大きさからなり、前面は合成樹脂製
であって意匠的に非常に富んだデザインとされる。そして、そのほぼ中央に前記遊技盤２
の遊技部２ａが臨む窓開口１２が開設され、該窓開口１２に一対の透明な合成樹脂板１３
が装着される。なお、その窓開口１２には一対の透明なガラス板を装着するようにしても
良い。前面枠１１の下部に打球発射位置（図示せず。）へ遊技球を供給するための上球皿
１４が一体に成形され、また、その下方に該上球皿１４から溢れる遊技球を貯留するため
の下球皿１５が一体に成形されている。前面枠１１の一側下隅角部に操作ハンドル１６が
装着される。１７は遊技の興趣を盛り上げるための効果音を出すスピーカである。
【００１７】
　本発明では、遊技盤２面であって前記可変表示装置４の一側上方に電飾装置群Ｄとして
３個の電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃが横並びに配設される。これら電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃはいずれも
同じ構成からなる。図２は電飾装置群の斜視図、図３は同分解斜視図、図４は回転ユニッ
トの分解斜視図、図５は電飾装置の平面断面図、図６は図５のＸ－Ｘ線断面図、図７は図
６のＹ－Ｙ線断面図をそれぞれ示す。
【００１８】
　電飾装置群Ｄは、遊技盤２面に取り付けられる合成樹脂材からなる正面横長状の透明な
取付板１８を有する。該取付板１８には、３個の略方形状の透孔１９，１９，１９が開設
され、取付板１８の後面に下方を除いて各透孔１９，１９，１９の周囲を囲う合成樹脂製
の側枠２０が一体に設けられている。また、各透孔１９の一側裏面には、凹凸面２１が成
形されこの部位を通過する光が拡散されるようにしている。２２は取付板１８の適宜個所
に設けられた取付用孔である。
【００１９】
　前記各透孔１９には、裏側から適宜色、この場合、図２で向かって左が赤色、真中がオ
レンジ色、右が黄色にそれぞれ着色された透光性の合成樹脂製のカバー部材２３ａ，２３
ｂ，２３ｃが嵌着される。各カバー部材２３ａ，２３ｂ，２３ｃは、各透孔１９に合致す
る大きさを有し、各前板２４の上縁と両側縁に後方へ突出する囲い片２５が一体に設けら
れている。各前板２４の後面には、透明な板状のレンズ板２６が添着される。
【００２０】
　前記取付板１８の後側に該取付板１８の後側を覆う合成樹脂製の後部枠２７が配置され
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る。該後部枠２７は、その外周面全体が銀色に樹脂メッキされ、前記各透孔１９に対応位
置してそれぞれ後方へ椀状に窪ませた第２反射板２８が設けられ、各第２反射板２８の前
側にそれぞれ３個の収容部２９，２９，２９が成形される。各第２反射板２８のほぼ中央
部には、上下左右にそれぞれ位置させて円形状の通孔３０が開設される。各通孔３０は、
後記するＬＥＤ４１ａ，４１ｂ，４１ｃを後側から各収容部２９に臨ませるためのもので
ある。また、各収容部２９には、それぞれ後記する回転ユニット５３が配置固定されるこ
とになる。このため、前記各収容部２９の第２反射板２８の下部に更に後方へ窪む取付凹
部３１が凹設されており、各取付凹部３１の前側両側縁の垂直面に軸受凹部３２，３２が
設けられ、各取付凹部３１の後端位置には各軸受凹部３２，３２よりやや下方に位置して
水平な支持板３３が突設される。
【００２１】
　前記後部枠２７の各収容部２９に隣接する一側前面に、前記取付板１８の各凹凸面２１
に対向位置して上下２個の通孔３４，３４が開設されている。また、前記各一側前面には
合成樹脂製の副反射部材３５が配置される。各副反射部材３５は、前面が開放した縦長の
箱状に成形され、その外周面全体が銀色に樹脂メッキされ鏡面になっている。各副反射部
材３５の後壁には、前記各通孔３４，３４に対応する副通孔３６，３６が開設される。ま
た、各副反射部材３５の後面にネジ孔３７を有するボス３８が突設される。
【００２２】
　前記各副反射部材３５を前記後部枠２７の各一側面に当接した状態では、各副反射部材
３５の後面に突設したボス３８が前記各一側面に設けられた開孔３９を介して後方へ突出
される。
【００２３】
　前記後部枠２７の各第２反射板２８の後側に配線基板４０が配置される。各配線基板４
０は基板保持部材４０ａに取着され、各配線基板４０の前面には前記各第２反射板２８に
開設された上と両横の３個の通孔３０に対応位置しかつ該各通孔３０から各収容部２９内
に臨む第２発光体としてのＬＥＤ４１ａ，４１ｂ，４１ｃが配置されている。これらＬＥ
Ｄ４１ａ，４１ｂ，４１ｃはいずれも白色に発光する。また、これら各ＬＥＤ４１ａ，４
１ｂ，４１ｃを、各第２反射板２８の内面２８ａから各収容部２９内に突出位置させるよ
うにしても良い。前記各下の通孔３０には各配線基板４０に取着されたコンデンサー４２
が臨むようになっている。前記各基板保持部材４０ａの両側部には、ネジ挿通孔４３，４
３が設けられ、これらネジ挿通孔４３，４３を各第２反射板２８の両側に突設したボス４
４のネジ孔４５に合致させ、各ネジ挿通孔４３，４３を介して各ネジ孔４５にネジ４６を
螺締することにより、各配線基板４０が装着される。
【００２４】
　また、後部枠２７の後面であって、前記各副反射部材３５の取付位置に対応させて副配
線基板４７が配置される。該各副配線基板４７は、縦長に成形され、前面上下にそれぞれ
前記各通孔３４と副通孔３６に対応位置しこれら通孔３４と副通孔３６を介して各副反射
部材３５の凹部内に臨むＬＥＤ４８，４８が配置される。これらＬＥＤ４８，４８は白色
に発光する。各副配線基板４７のほぼ中央部にネジ挿通孔４９が開設される。そして、前
記各副配線基板４７のネジ挿通孔４９を介してボス３８のネジ孔３７にネジ５２を螺締め
することにより各副反射部材３５と各副配線基板４７と一体に装着される。
【００２５】
　次に、回転ユニット５３について説明する。該回転ユニット５３は、平面略方形状をな
す合成樹脂製の上枠体５４ａと同下枠体５４ｂとを有し、下枠体５４ｂの上板５５のほぼ
中央部に略半円状の開口５６が開設されると共に一側角部に第１透孔５７が開設される。
また、下枠体５４ｂの下側に第１発光体支持部材５８が配置される。該第１発光体支持部
材５８は、水平に配置される台板５９とその上面に立設される保持板６０とからなり、該
保持板６０の上端部の一側面に第１発光体としてのＬＥＤ６１が取着される。このＬＥＤ
６１は白色に発光する。そして、前記下枠体５４ｂの下側から保持板６０を開孔５６に挿
通し、台板５９の隅角部に開設されたネジ挿通孔６２を下枠体５４ｂに設けられたネジ孔
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６３に合致させると共に各ネジ挿通孔６２を介して各ネジ孔６３にネジ６４を螺締めする
。この際、下枠体５４ｂの上板５５の下面に突出するガイドピン６５が前記台板５９に開
設されたガイド孔６６に嵌合して位置決めできるようになっている。これにより、第１発
光体支持部材５８が下枠体５４ｂに固着される。
【００２６】
　また、前記上板５５の第１透孔５７側の下側には正逆回転自在であって回転速度も変更
できる駆動手段としてのモータ６７が配置される。該モータ６７には、その上面から上方
へ突出する駆動軸６８に駆動歯車６９が設けられる。そして、上板５５の下側から第１透
孔５７に駆動軸６８を挿通すると共に駆動歯車６９を上板５５の上方に位置させた状態で
、上板５５に開設された一対のネジ挿通孔７０，７０を該各ネジ挿通孔７０に対応してモ
ータ６７の上面に設けられた一対のネジ孔７１，７１に合致させ、各ネジ挿通孔７０を介
して各ネジ孔７１にネジ７２を螺締めする。これにより、モータ６７が下枠体５４ｂに固
着される。
【００２７】
　一方、前記上枠体５４ａには、前記下枠体５４ｂの開口５６の中心を中心とする円孔７
３が開設され、該円孔７３の外周縁に上方へ突出する円環状の環状枠７４が周設されてい
る。また、前記下枠体５４ｂの上板５５の第１透孔５７に対応位置して第２透孔７５が開
設される。上枠体５４ａの両側面のほぼ中央部に軸ピン７６が水平方向に突設されている
。
【００２８】
　前記環状枠７４内には合成樹脂製の回転体７７が遊嵌される。該回転体７７は、中央に
上中心孔７８が開設されたドーナツ板状の回転板７９を有する。この回転板７９は、前記
円形の環状枠７４よりも外径が大きく、該環状枠７４の上端縁に載るようになっている。
そして、回転板７９の上面に上中心孔７８から位置をずらしかつその一側を囲うようにし
て第１反射板８０が立設される。該第１反射板８０は上中心孔７８側の側面が弧面に窪ま
せてあり、その窪んだ内面８０ａと外面８０ｂ及び前記回転板７９の外周面全体とが樹脂
メッキされ鏡面に成形されている。前記回転板７９の下面には、前記上中心孔７８と同心
円状に配置され上下両端面が開放した短筒体８１が一体に設けられている。
【００２９】
　上枠体５４ａの下側であって前記円孔７３の下方に従動歯車８２が配置される。該従動
歯車８２は、中央部に前記上中心孔７８と対向位置して下中心孔８３が開設され、その上
面に前記回転体７７の短筒体８１が遊嵌しかつ上枠体５４ａの環状枠７４内に遊嵌する環
状枠板部８４が一体に設けられている。そして、従動歯車８２を円孔７３と対向して上枠
体５４ａの下側に配置すると共に環状枠板部８４を円孔７３を介し環状枠７４内に遊嵌す
る。この状態で、回転体７７を環状枠７４の上部に配置し、短筒体８１を環状枠板部８４
内に遊嵌する。更に、従動歯車８２における下中心孔８３の外周部に設けられたネジ挿通
孔８５を短筒体８１の下面に設けられたネジ孔８６に合致させ、ネジ挿通孔８５を介して
ネジ孔８６にネジ８７を螺締する。また、この際、前記短筒部８１の下面に突設されたガ
イドピン８８を従動歯車８２に開設されたガイド孔８９に嵌入させて位置決めするように
している。このようにして、回転体７７が上枠体５４ａに取り付けられる。
【００３０】
　最後に、前記従動歯車８２の下中心孔８３及び回転体７７の上中心孔７８に前記保持板
６０を下側から挿通すると共に上枠体５４ａの下面に下枠体５４ｂを重ね合わせる。そし
て、下枠体５４ｂの上板５５の適宜位置に設けられた複数のネジ挿通孔９０とこれらと対
向位置して上枠体５４ａに設けられた複数のボス９１下端のネジ孔９２とを合致させ、各
ネジ挿通孔９０を介して各ネジ孔９２にネジ９３を螺締めする。これにより、上枠体５４
ａと下枠体５４ｂとが一体に組みつけられる。そして、図７に示すようにモータ６７の駆
動歯車６９と従動歯車８２とが噛合し、モータ６７の駆動により従動歯車８２を介して回
転体７７が水平面内で正逆自在にまた回転速度を自在に変更して回転するようになり、保
持板６０の第１発光体であるＬＥＤ６１を中心にしてその周囲を第１反射板８０が旋回す
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ることになる。
【００３１】
　このようにして組立てられた各回転ユニット５３は、後部枠２７の各取付凹部３１に前
側から挿入し、両軸ピン７６，７６を取付凹部３１側の両軸受凹部３２，３２に嵌め込み
、後端部を支持板３３に受け止めさせてほぼ水平に支持される。この状態で、後部枠２７
の前面にカバー部材２３ａ，２３ｂ，２３ｃがそれぞれ装着された取付板１８を合致させ
、取付板１８後側の適宜位置に設けられた複数のボス９４後端のネジ孔９５に該各ネジ孔
９５と対応位置して後部枠２７に設けられたネジ挿通孔９６を介してネジ９７を螺締めし
て電飾装置群Ｄが完成する。電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃの各第１・第２発光体であるＬＥＤ４１
ａ，４１ｂ，４１ｃ，６１やモータ６７は電気的に制御基板に接続され、遊技内容に合わ
せて制御される。
【００３２】
　本発明に係る電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃは上記構成からなり、その作用について説明する。通
常、図８のブロック図に示すようにパチンコ遊技機Ｐは遊技制御基板を初めとする各制御
基板により制御されて遊技が進行する。図８中、パトランプとは本発明における電飾装置
Ａ，Ｂ，Ｃを示す。遊技中の前記電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃにおける第１発光体６１又は第２発
光体４１ａ，４１ｂ，４１ｃの点灯方法はいろいろあるが、その一例を図９のフローチャ
ート図に従って説明する。
【００３３】
　図９中、パトランプＡ，Ｂ，Ｃは本発明の電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃを示す。そして、例えば
、始動入賞口５に遊技球が入賞して可変表示装置４の表示部４ａに表示される表示が変動
すると共に途中で「７，　，７」の表示がなされ、続いて残りの中央に７がきて３つ揃え
ば遊技者に有利な大当たり状態になる。この大当たり状態になる前の所謂リーチ状態のと
き、中央に「７」がきて大当たり状態となる期待度を前記各電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃがいくつ
発光するかによって遊技者に知らせるようにしている。
【００３４】
　すなわち、図９において、前記リーチ状態になったときフラッシュ演出に当選すると、
各パトランプＡ，Ｂ，Ｃの第２発光体であるＬＥＤ４１ａ，４１ｂ，４１ｃが点灯又は点
滅する。次に、パトランプ演出Ａに当選するとパトランプＡが回転すると共に第１発光体
６１が点灯する。同時に、パトランプ演出Ｂに当選するとパトランプＢが回転すると共に
第１発光体６１が点灯する。同様に、パトランプ演出Ｃに当選するとパトランプＣが回転
すると共に第１発光体６１が点灯する。途中、各演出が当選しないと、それ以上のパトラ
ンプは回転せず、第１発光体６１も点灯しなくなる。
【００３５】
　更に詳しく説明すると、前記フラッシュ演出に当選したとき、各電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃに
おいて各第１反射板８０は停止したままで、第２発光体である各ＬＥＤ４１ａ，４１ｂ，
４１ｃが点灯又は点滅する。各ＬＥＤ４１ａ，４１ｂ，４１ｃからの光は図５、図６に示
すように第１反射板８０の鏡面である外面８０ｂで反射すると共に第２反射板２８で再び
反射され、第１反射板８０の外周縁側から間接的な光として前方へ照射される。
【００３６】
　また、この状態でパトランプ演出Ａに当選すると、更に電飾装置Ａの第１発光体である
ＬＥＤ６１が発光すると共にモータ６７が駆動して第１反射板８０が旋回する。該第１反
射板８０が旋回している途中、該第１反射板８０が第１発光体であるＬＥＤ６１の前側に
位置し遊技者側から該第１発光体であるＬＥＤ６１の光が見えない場合は、第１発光体で
あるＬＥＤ６１の光及び第１反射板８０の内面８０ａで反射した光が、第２反射板２８の
鏡面である内面２８ａに反射して第１反射板８０の外周縁側から遊技者側へ間接的に照射
される。同様に、第２発光体であるＬＥＤ４１ａ，４１ｂ，４１ｃの光は第１反射板８０
の内面８０ａに反射しかつ第２反射板２８の内面２８ａに反射して遊技者側へ間接的に照
射される。
【００３７】
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　一方、該第１反射板８０が旋回している途中、第１反射板８０が第１発光体であるＬＥ
Ｄ６１の後側に位置し遊技者側から該第１発光体であるＬＥＤ６１の光が見える場合は、
第１発光体であるＬＥＤ６１の光が直接遊技者側へ照射されると共に第１反射板８０の内
面８０ａで反射した光も遊技者側に照射される。また、第２発光体であるＬＥＤ４１ａ，
４１ｂ，４１ｃの光は、第１反射板８０の外面８０ｂに反射しかつ第２反射板２８の内面
２８ａで反射して間接的に遊技者側に照射される。いずれの場合も、第１発光体６１の光
及び第１反射板８０の内面８０ａにより反射された光及び第２反射板２８の内面２８ａで
反射された光は、いずれも各カバー部材２３ａ，２３ｂ，２３ｃのレンズ板２６を介して
拡散され前方へ放射される。この場合、電飾装置Ａのカバー部材２３ａからは赤色の光が
放射される。また、電飾装置Ｂのカバー部材２３ｂからはオレンジ色の光が放射される。
更に、電飾装置Ｃのカバー部材２３ｃからは黄色の光が放射されることになる。
【００３８】
　このように、電飾装置Ａから電飾装置Ｃに至るように第１発光体６１及び第２発光体４
１ａ，４１ｂ，４１ｃが発光するに従い漸次大当たり状態になる期待度が上がるようにし
ており、これにより遊技の興趣が高められる。なお、この間、前記各電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃ
間に配置された各副配線基板４７のＬＥＤ４８，４８も発光して電飾効果を高めるように
している。
【００３９】
　また、図１０に示すフローチャートは、前記リーチ状態になったとき、いずれか一つの
パトランプＡ，Ｂ，Ｃを点灯させると共に回転させ、大当たり状態になる期待度をいずれ
のパトランプＡ，Ｂ，Ｃが点灯するかその点灯した色によって認識できるようにしたもの
である。例えば、パトランプＡが赤色に点灯するよりもパトランプＢがオレンジ色に点灯
する、また、パトランプＢがオレンジ色に点灯するよりもパトランプＣが黄色に点灯する
ほうが大当たり状態になる期待度が高くなるようにしている。これらは、大当たりになる
期待度を認識させる一つの手段であって、これに限定されるものではない。他に、各パト
ランプＡ，Ｂ，Ｃの前記モータ６７の回転速度をそれぞれ異なる速度となるように制御し
、第１反射板８０の旋回速度が速ければ速いほど大当たり状態になる期待度が高くなるよ
うに設定することも可能である。例えば、各パトランプＡ，Ｂ，Ｃの前記モータ６７の回
転速度をそれぞれ順に速くし、第１反射板８０の旋回速度が速いパトランプが点灯すると
期待度が高いようにしても良い。これにより、各パトランプＡ，Ｂ，Ｃの発光色による変
化だけでなく、パトランプの回転速度との組み合わせにより複雑な演出・大当たり予告と
して機能させることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【００４０】
　本発明の前記説明では、電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃにおける第１発光体であるＬＥＤ６１、第
２発光体である３個のＬＥＤ４１ａ，４１ｂ，４１ｃとしていずれも白色に発光するＬＥ
Ｄを使用したが、これは各カバー部材２３ａ，２３ｂ，２３ｃがそれぞれ異なる色に着色
されているからである。仮に、各カバー部材２３ａ，２３ｂ，２３ｃがいずれも無色透明
又は薄い乳白色であれば、前記第１発光体であるＬＥＤ６１と第２発光体である３個のＬ
ＥＤ４１ａ，４１ｂ，４１ｃとの少なくとも一方を発光する色が所望の色に自在に変えら
れる所謂フルカラーＬＥＤとすることができる。これにより、カラフルな光を発光でき、
遊技の興趣を高めることができる。また、各電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃにはそれぞれレンズ板２
６を装着したが、これにより第１・第２発光体であるＬＥＤ４１ａ，４１ｂ，４１ｃ，６
１から発せられる光が拡散され、発光量をより効果的に見せられるばかりでなく、各電飾
装置Ａ，Ｂ，Ｃを明るく煌びやかに発光させて遊技を盛り上げることができる。
【００４１】
　本発明の各電飾装置Ａ，Ｂ，Ｃにあっては、各第１・第２反射板２８，８０により光を
反射させるようにしているので、発光量が多くなる。しかも、第１反射板８０が第１発光
体６１の前側に位置し遊技者側から該第１発光体６１の光が見えない場合であっても、第
１発光体６１の光及び第１反射板８０の内面８０ａで反射した光は、第２反射板２８の内
面２８ａに反射して第１反射板８０の外周縁側から遊技者側へ照射されるなど第１反射板
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８０が旋回する途中での直接的な光の明暗の中に間接的な光が加わり極めて変化のある光
の演出ができる。これにより、遊技の興趣が盛り上がる。
【００４２】
　また、第１・第２発光体としてＬＥＤ４１ａ，４１ｂ，４１ｃ，６１を使用し、更にレ
ンズ板を装着しているので、少ない消費電力で済み経済的であるばかりか、電飾装置の小
型化もモータなどの位置を考慮せずに簡単に行える。
【００４３】
　更に、前記電飾装置は３個並設した場合を説明したが、該電飾装置の個数は１個、２個
、４個またはそれ以上であっても良いことは勿論である。また、その個数によって、前記
光の色、点灯方法が適宜選択される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明が適用されるパチンコ遊技機の正面図。
【図２】本発明に係る電飾装置群の斜視図。
【図３】同分解斜視図。
【図４】回転ユニットの分解斜視図。
【図５】電飾装置の平面断面図。
【図６】図５のＸ－Ｘ線断面図。
【図７】図６のＹ－Ｙ線断面図。
【図８】ブロック図
【図９】遊技状態を説明するフローチャート図。
【図１０】遊技状態を説明するフローチャート図。
【符号の説明】
【００４５】
　２３ａ～２３ｃ　　カバー部材
　２８　　　　　　　第２反射板
　２８ａ　　　　　　内面
　４１ａ～４１ｃ　　第２発光体（ＬＥＤ）
　６１　　　　　　　第１発光体（ＬＥＤ）
　６７　　　　　　　駆動手段（モータ）
　８０　　　　　　　第１反射板
　８０ａ　　　　　　内面
　８０ｂ　　　　　　外面
　Ｄ　　　　　　　　電飾装置群
　Ａ　　　　　　　　電飾装置
　Ｂ　　　　　　　　電飾装置
　Ｃ　　　　　　　　電飾装置
　Ｐ　　　　　　　　パチンコ遊技機
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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