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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の遊技盤の中央部に取り付けられた図柄表示装置を装飾するべく前記遊技盤に取
り付けられるとともに、前記図柄表示装置の表示領域を露出させる横長矩形状の開口部を
有する枠状のセンター役物であって、
　発光体と、
　前記発光体の周囲を旋回して前記発光体の光を反射する反射体と、
　前記反射体を回転させる駆動手段と、
　前記駆動手段の駆動力を前記反射体に伝達する反射体駆動力伝達手段と、
　後面側が凹状に形成された略半球状の部材からなり、内壁面の上部中央位置に発光体支
持部が一体的に突設形成され、その内部に前記発光体、前記反射体及び前記反射体駆動力
伝達手段が収容可能な透光性のカバーと
を有する回転灯を前記開口部の上縁中央部かつ前記図柄表示装置の上方領域に備えるとと
もに、
　前記カバーの上部中央位置にある前記発光体支持部に発光体支持基板を介して前記発光
体を吊り下げた状態で配設し、前記カバーの下部位置に前記反射体及び前記反射体駆動力
伝達手段を配設した
ことを特徴とする、回転灯を有した遊技機のセンター役物。
【請求項２】
　前記回転灯は、遊技盤中央部から遊技盤上部方向へ偏心した位置に配設されるとともに
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、前記反射体は、主反射面と副反射面とからなる略椀状の反射面を有し、前記主反射面は
、前記反射体の下端側を向くように所定の角度だけ傾斜するように配設され、前記副反射
面における上部領域には前記発光体との干渉を避けるための切欠部が形成され、その切欠
部を介して上方から前記反射面の内側に向けて前記発光体が挿入配置されていることを特
徴とする請求項１に記載の回転灯を有した遊技機のセンター役物。
【請求項３】
　前記駆動手段は、前記遊技盤面に対して直交する方向に延びる回転駆動軸を前端面側に
有し、かつ前記役物の遊技盤取付部よりも後側であって前記発光体、前記反射体及び前記
反射体駆動力伝達手段よりも後側に配置される回転駆動手段であり、
　前記反射体駆動力伝達手段は、前記回転駆動軸と一体回転可能に装着された平歯車であ
る駆動ギアと、前記カバーの下部位置にて回転可能に軸支され、その上面側外周部全体に
フェースギアを構成する歯部が形成され、前記遊技盤面に対して略平行な上下方向に延び
る反射体回転軸がその上面側中央部に接合された円盤状の回転盤とを含んで構成され、互
いに延びる方向の異なる前記回転駆動軸及び前記回転軸間の駆動力伝達を行う
ことを特徴とする請求項１または２に記載の回転灯を有した遊技機のセンター役物。
【請求項４】
　前記反射体または前記反射体駆動力伝達手段の回転位置を検出する位置検出手段を備え
たことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の回転灯を有した遊技機のセン
ター役物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はパチンコ機やスロットマシン等に代表される遊技機に係り、特には遊技機の遊
技盤に取り付けられるセンター役物の構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、遊技機における光の演出としては、ランプやＬＥＤ等の発光体によるものが知られ
ている。また、かかる演出の種類としては、色の異なる発光体を複数個設置して複数色の
光を発したり、発光体の点滅パターンを変化させたり、あるいは発光体の光量を変化させ
たりすること等が一般的である。しかしながら、このような従来の演出は今ひとつ迫力に
欠けていた。
【０００３】
そこで最近では、動きのないランプやＬＥＤ等に代えて動きのあるダイナミックな発光体
、具体的には回転灯を役物の一部として遊技盤に取り付けることにより、効果的な光の演
出を行うことが提案されている。なお、周知の回転灯としては、収容空間であるレンズカ
バー内の下部中央位置に発光体を固定配置し、その発光体の周囲を旋回するように反射体
を有する回転盤を回転可能に配設し、その反射体及び回転盤を一体に回転駆動させるモー
タを反射体及び発光体の下部に配設した構成を備えるものが一般的である。電源の供給が
必要となる発光体及びモータからは、それぞれ配線が引き出されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、周知の回転灯は、店頭ディスプレイあるいは注意・異常の報知を主目的とした
ものであるため、殆どのものが大型である。よって、従来のランプやＬＥＤ等とは異なり
、遊技機の遊技盤に取り付けることは非常に困難である。
【０００５】
また、上記周知の回転灯の場合、発光体を配設する部位と反射体や回転盤を配設する部位
とが同じ位置に集中して存在している。即ち、回転しない構成（発光体）と回転する構成
（反射体や回転盤）とが混在した状態で同軸上に配設されている。従って、発光体や発光
体支持部を設けるスペース分だけ反射体や回転盤の径を大きくする必要があり、それを収
容するレンズカバーも大きくなる結果、全体が大型化してしまう。また、レンズカバーの
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下部に各種機構（発光体、反射体、回転盤、モータ）や配線が集中しているため、構造が
複雑になり、それゆえ全体のコンパクト化、即ち遊技盤に取り付け可能な大きさにするの
も困難である。
【０００６】
また、レンズカバー及びその中に収容される各部品を小さくして無理に全体のコンパクト
化を図ることも考えられるが、回転盤やモータ等からなる駆動機構部については、その構
成が複雑なままで小さくすれば、現状よりもさらに構成が複雑化するおそれがあるため、
これ以上小さくすることは殆ど無理である。従って、レンズカバー内の限られたスペース
に各部品を収容するためには、上記の駆動機構部以外の部分、つまり発光体や反射体を小
さくせざるを得なくなる。よって、回転灯とはいえどもやはり迫力に欠けたものとなる可
能性が高い。
【０００７】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、コンパクトなため遊技
盤に取り付け可能な回転灯を有する遊技機のセンター役物を提供することにある。また、
迫力のある演出が可能な回転灯を有する遊技機のセンター役物を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、遊技機の遊技盤の中央部に取
り付けられた図柄表示装置を装飾するべく前記遊技盤に取り付けられるとともに、前記図
柄表示装置の表示領域を露出させる横長矩形状の開口部を有する枠状のセンター役物であ
って、発光体と、前記発光体の周囲を旋回して前記発光体の光を反射する反射体と、前記
反射体を回転させる駆動手段と、前記駆動手段の駆動力を前記反射体に伝達する反射体駆
動力伝達手段と、後面側が凹状に形成された略半球状の部材からなり、内壁面の上部中央
位置に発光体支持部が一体的に突設形成され、その内部に前記発光体、前記反射体及び前
記反射体駆動力伝達手段が収容可能な透光性のカバーとを有する回転灯を前記開口部の上
縁中央部かつ前記図柄表示装置の上方領域に備えるとともに、前記カバーの上部中央位置
にある前記発光体支持部に発光体支持基板を介して前記発光体を吊り下げた状態で配設し
、前記カバーの下部位置に前記反射体及び前記反射体駆動力伝達手段を配設したことを特
徴とする、回転灯を有した遊技機のセンター役物をその要旨とする。
【０００９】
従って、請求項１に記載の発明によると、回転灯における回転しない構成（発光体）と回
転する構成（反射体等）とを別の位置に分けて配設したことにより、個々の構成を簡略化
することができ、これにより個々の構成を小型化することができる。よって、回転灯を全
体的にコンパクトにすることができ、役物の一部として遊技機の遊技盤に困難なく取り付
け可能となる。また、全体的にコンパクトに形成したときであっても、駆動機構部の構成
は簡略化されているため、該駆動機構部を小さく形成することが可能となり、その分ある
程度大きな発光体や反射体を使用することができるようになる。従って、発光時に十分な
迫力のある回転灯となり、確実に演出効果を高めることができる。
【００１０】
　ここで「役物」とは、遊技盤に取り付けられている構造物であって、何らかの状態変化
を起こすもの（例えば光ったり動いたりするもの等）、または前記状態変化を起こさない
にしても遊技盤に装飾を施しているもの（例えば装飾部材）をいい、具体的には始動入賞
具、大型装飾部品、電飾案内車、普通案内車、大型電動式の入賞装置、電飾装置などがあ
る。なお、遊技盤に取り付けられている構造物であっても、例えば釘のように状態変化を
特に起こさず、しかも遊技盤に装飾を施していないものは、ここでいう役物には該当しな
い。なお、請求項１における「役物」は、遊技機の遊技盤の中央部に取り付けられた図柄
表示装置を装飾するべく前記遊技盤に取り付けられるとともに、前記図柄表示装置の表示
領域を露出させる横長矩形状の開口部を有する枠状のセンター役物である。
【００１２】
　また、請求項１に記載の発明によると、反射体駆動力伝達手段を介して駆動手段と反射
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体とを駆動連結したことにより、駆動手段を配設する際の設計の自由度が大きくなる。よ
って、全体のコンパクト化を阻害しないような位置に駆動手段を配設することが可能とな
る。
　ここで、反射体駆動力伝達手段としては、特に限定されることはなく従来公知の各種の
伝達手段を採用することができ、例えばギアを用いたもの、ベルトを用いたもの、シャフ
トを用いたもの、摩擦車を用いたもの等が挙げられる。ギアを用いた伝達手段としては、
具体的には、平歯車と、それに噛み合う円盤状の歯車（いわゆるフェースギア）とで構成
した伝達手段などがある。
　また、請求項１では、回転灯は透光性のカバーを有したものとされ、上記の発光体や反
射体等はそのカバーの収容空間内にて上下離間して配設されている。かかるカバーを用い
た場合、発光体や反射体等を遊技球から確実に保護することができ、回転灯に故障等が起
こりにくくなる。さらに、必要に応じて着色を施したりレンズ状に形成したりすること等
が可能なため、光による演出効果をいっそう高めることができる。また、カバーに着色を
施した場合、回転灯の内部構造がカバーによって隠されて見えにくくなることにより、煩
雑さが解消され、当該役物の見た目がよくなる。
　請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記回転灯は、遊技盤中央部から遊技盤
上部方向へ偏心した位置に配設されるとともに、前記反射体は、主反射面と副反射面とか
らなる略椀状の反射面を有し、前記主反射面は、前記反射体の下端側を向くように所定の
角度だけ傾斜するように配設され、前記副反射面における上部領域には前記発光体との干
渉を避けるための切欠部が形成され、その切欠部を介して上方から前記反射面の内側に向
けて前記発光体が挿入配置されていることをその要旨とする。
　請求項２に記載の発明によると、反射体の主反射面が、反射体の回転軸の延びる方向に
対して所定の角度をもたず前記回転軸に対して平行に配設されている場合とは、光の反射
のされ方が異なったものとなる。具体的には、反射体の主反射面がある位置において前記
反射体の回転軸の垂直切断面を仮想したとすると、主として光はその垂直切断面の延びる
方向に向けて放射状に反射されることとなる。しかし、請求項２の構成によれば、主とし
て光はその垂直切断面以外の方向に向けて放射状に反射されることとなる。即ち、反射体
の主反射面が、反射体の基端側を向くように傾斜していれば、主として光は、その垂直切
断面よりも反射体の基端側方向に向けて放射状に反射されることとなる。逆に、反射体の
主反射面が、反射体の先端側を向くように傾斜していれば、主として光は、その垂直切断
面よりも反射体の先端側方向に向けて放射状に反射されることとなる。
　ところで、通常、遊技盤中央部には図柄表示装置が位置しているため、回転灯は遊技盤
中央部から遊技盤周縁部方向へ偏心した位置（例えば図柄表示装置の上方の位置）に配設
されることになる。また、遊技者は殆ど図柄表示装置から視線を逸らさずに遊技を行うこ
とが多く、その上方に位置する回転灯が目に入りにくい。この場合、発光体及び反射体を
上下に離間配設し、かつ反射体の主反射面を反射体の基端側を向くように傾斜させておけ
ば、回転灯がある高さよりも下方に向けて（つまり遊技者の視線がある高さに向けて）光
が反射される。そのため、発光体の反射光がおのずから遊技者の目に向かってくるように
なり、遊技者は図柄表示装置から視線を逸らさなくても、十分に回転灯の光を知覚するこ
とができる。よって、回転灯の光による演出の効果を確実に向上させることができる。な
お、この場合には前記反射体の主反射面の傾斜角度を下向きで１０°～２０°程度に設定
することがよい。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２において、前記駆動手段は、前記遊技盤面
に対して直交する方向に延びる回転駆動軸を前端面側に有し、かつ前記役物の遊技盤取付
部よりも後側であって前記発光体、前記反射体及び前記反射体駆動力伝達手段よりも後側
に配置される回転駆動手段であり、前記反射体駆動力伝達手段は、前記回転駆動軸と一体
回転可能に装着された平歯車である駆動ギアと、前記カバーの下部位置にて回転可能に軸
支され、その上面側外周部全体にフェースギアを構成する歯部が形成され、前記遊技盤面
に対して略平行な上下方向に延びる反射体回転軸がその上面側中央部に接合された円盤状
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の回転盤とを含んで構成され、互いに延びる方向の異なる前記回転駆動軸及び前記回転軸
間の駆動力伝達を行うことをその要旨とする。
【００１４】
従って、請求項３に記載の発明によると、役物の取り付け状態において遊技盤面に当接さ
れる役物の遊技盤取付部よりも後側に駆動手段を取り付ければ、少なくとも遊技盤面上に
駆動手段が存在しなくなり、それよりも後側に存在した状態となる。その結果、回転灯の
遊技盤面方向への寸法を小さくすることができる。このため、スペースを確保しにくい場
所（例えば図柄表示装置のすぐ上方の位置など）であっても、そこに回転灯を無理なく配
設することが可能となる。また、遊技盤に取り付けたときに遊技盤の正面側から見えない
位置に駆動手段が隠れた状態となるため、見た目の煩雑さが解消され、すっきりとしたデ
ザインとなる。さらに、遊技盤自体が音を遮る遮蔽体としても機能しうるので、駆動手段
の騒音も低減される。
【００１５】
前記反射体は遊技盤面に対して略平行な方向に延びる回転軸を有している。そのため、反
射体の回転時には、反射体が発光体の前に来たり後に行ったりするので、遊技者に対して
光の反射状態及び遮蔽状態が周期的に繰り返し生起されることになる。よって、著しい光
の変化を実現することができる。仮に、反射体が遊技盤面に対して前後方向に延びる回転
軸を有した場合、反射体が発光体の周囲を回転したとしても、光の反射状態及び遮蔽状態
が生起されないため、遊技者にとって光の変化に乏しい回転灯となるおそれがある。これ
に対して請求項３のような回転軸の延びる方向にすれば、光の変化がよりダイナミックで
極めて迫力のある回転灯とすることができる。よって、より確実に演出効果の向上を図る
ことができる。
【００２１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項において、前記反射体または
前記反射体駆動力伝達手段の回転位置を検出する位置検出手段を備えたことをその要旨と
する。
【００２２】
　従って、請求項４に記載の発明によると、反射体または反射体駆動力伝達手段の回転位
置が検出可能なため、例えば、これらを一定の回転位置にて停止させるような構成を実現
するうえで好都合となる。より具体的には、回転終了時に反射体を常に発光体の後方側位
置にて停止させる（即ち、回転終了時に反射体の反射面を常に遊技者側に向けて停止させ
る）ことが望ましい。この場合、反射体の反射面が遊技者側を向いた状態で次回の発光を
開始すれば、その際に発光体の発した光が遮られないからである。また、本発明の構成に
よれば、例えば、反射体または反射体駆動力伝達手段が正常に動作しているか否かを把握
すること等も可能となり、都合がよい。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化した一実施形態のパチンコ機を図１～図７に基づき詳細に説明する
。なお本実施形態において「左」又は「右」とは、パチンコ機の表側（前面側）から見た
ときの「左」又は「右」を示すものとする。
【００２８】
図１は本実施形態のパチンコ機１１を示す全体正面図である。図２は回転灯４１を有した
センター役物３１（回転灯付きセンター役物３１）を示す正面図である。図３は図２のＡ
－Ａ線における断面図である。図４は回転灯４１部分の要部拡大断面図である。図５は回
転灯４１を構成する部材を示す部分斜視図である。図６（ａ）は回転灯４１を構成する部
材及び可動体４２を示す概略正面図であり、図６（ｂ）は概略底面図である。図７（ａ）
は回転灯４１を構成する部材及び可動体４２を示す概略正面図であり、図７（ｂ）は概略
底面図である。
【００２９】
図１に概略的に示されるように、パチンコ機１１を構成する中枠１２の前面側には、機内
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部に配置された遊技盤１３を透視状態で保護するためのガラス枠を備えた前枠１４と上球
皿１５とが、ともに横開き状態で開閉可能に組み付けられている。さらに、前記中枠１２
の下部には、下球皿１６や打球発射装置１７等が装着されている。
【００３０】
図１に示されるように、遊技盤１３の遊技領域の略中央には、図柄を変動させて図柄組み
合わせゲームを行う図柄表示手段としての図柄表示装置１８が配設されている。そして、
遊技盤１３の前面（以下「遊技盤面１３ａ」と呼ぶ。）には、各種の役物が取り付けられ
ている。具体的にいうと、図柄表示装置１８の下方には、図示しないソレノイドにより開
閉動作を行う始動入賞口１９が配設されている。さらに、始動入賞口１９の下方には、図
示しないソレノイドにより開閉動作を行う大入賞口２０が配設されている。そのほか、遊
技盤１３には電飾案内車２１や普通案内車２２が配設されるとともに、遊技盤１３の左右
両サイド部には光による演出を行うための電飾装置２３が配設されている。
【００３１】
本実施形態では、図１に示されるように、遊技盤１３の遊技領域の略中央にはさらに回転
灯付きセンター役物３１が配設されている。回転灯付きセンター役物３１は、図柄表示装
置１８の装飾及び遊技の演出をするための大型の枠状部材である。図２等に示されるよう
に、回転灯付きセンター役物３１を構成する合成樹脂製の役物本体３２には全体的に装飾
が施されており、その中央部には横長矩形状の開口部３３が設けられている。この開口部
３３は、図柄表示装置１８の表示領域を露出させるべく、表示領域の形状・大きさに対応
して形成されている。役物本体３２の外周部には、遊技盤１３への取り付けの際に遊技盤
面１３ａに当接されるフランジ部３４が設けられている。そして、遊技盤取付部であるフ
ランジ部３４の複数箇所を図示しないねじで固定することにより、図３のように役物本体
３２が遊技盤１３に取り付けられている。役物本体３２の上縁中央部には、回転灯４１を
設置するための回転灯設置スペース３５が前面側に向けて開口するように区画形成されて
いる。その回転灯設置スペース３５の左右両側には、可動体４２を設置するための可動体
設置スペース３６が前面側に向けて開口するように区画形成されている。つまり、本実施
形態において回転灯４１が配設されるべき位置は、遊技盤１３の中央部から遊技盤１３の
周縁部方向（具体的には遊技盤１３の中央部から上側方向）へ偏心した位置となっている
。
【００３２】
次に、この回転灯付きセンター役物３１が備える回転灯４１の構成について述べる。図２
～図５に示されるように、回転灯４１は、本体であるベース部材４３、レンズカバー４４
、モータ４５、ランプ４６、反射体４７、回転盤４８、駆動ギア４９、モータ取付部材５
０等によって構成されている。
【００３３】
本実施形態において使用されるレンズカバー４４は、光透過性の合成樹脂からなる略半球
状の部材であって、全体的に赤色系の色が着色されている。かかるレンズカバー４４はベ
ース部材４３の上面側に固定されている。レンズカバー４４の後面側は凹状になっていて
、その内部に回転灯４１を構成するいくつかの部材を収容可能となっている。レンズカバ
ー４４における内壁面の上部中央位置には、発光体支持部５１が一体的に突設形成されて
いる。その発光体支持部５１にはランプ支持基板５２が固定されるとともに、そのランプ
支持基板５２の先端部下面側には発光体としてのランプ４６が吊り下げられた状態で取り
付けられている。つまり、ランプ４６は、レンズカバー４４の上部位置にランプ支持基板
５２を介して取り付けられている。ランプ支持基板５２の基端部上面側にはコネクタ部５
３が設けられており、そこからは図示しない複数の配線が引き出されている。
【００３４】
図４，図５等に示されるように、回転盤４８は円盤状に形成された合成樹脂製の部材であ
り、その下面側中心部には軸受凹部４８ａが形成されている。その軸受凹部４８ａには棒
状の回転軸４８ｃが圧入固定されている。ベース部材４３においてレンズカバー４４によ
り覆われた部分の中央部（レンズカバー４４の下部となる位置）には中央孔を有する円筒
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状の支持柱５４が突設されており、その支持柱５４の前記中央孔には前記回転軸４８ｃの
下端側が挿入されている。その結果、支持柱５４により回転盤４８が回転可能に軸支され
る。この場合において回転盤４８の回転軸４８ｃの軸線方向は、遊技盤面１３ａに対して
平行な方向（上下方向）に延びた状態となる。回転盤４８の下面側には、回転盤４８の回
転中心から偏心した状態で断面円形状の内側カム突条４８ｂが一体形成されている。回転
盤４８の上面側外周部全体には歯部４８ｄが形成されており、これによっていわゆるフェ
ースギアが構成されている。かかる回転盤４８は反射体駆動力伝達手段の一部を構成して
いる。
【００３５】
図３，図４，図５に示されるように、反射体４７は回転盤４８の上面側に配設されている
。本実施形態の反射体４７は、ランプ４６の周囲を旋回してその光を反射、遮蔽する役割
を果たすものであって、合成樹脂からなる成形品の表面に金属めっきを施すことにより光
沢が付与された部材である。前記反射体４７は、円盤状の基部４７ａと、その基部４７ａ
の上面側に位置する反射面４７ｂを有する部分と、それらを連結する回転軸部４７ｆとに
より構成されている。基部４７ａは回転盤４８の上面に接合されており、そのため反射体
４７と回転盤４８とは、回転軸部４７ｆ及び回転軸４８ｃを回転中心として、一体回転可
能となっている。従って、回転盤４８の回転軸４８ｃは、反射体４７の回転軸４８ｃであ
るとも言える。反射体４７の回転軸部４７ｆの軸線も、回転盤４８の回転軸４８ｃと同様
に遊技盤面１３ａに対して平行な方向（上下方向）に延びている。前記反射面４７ｂは、
主反射面４７ｄと副反射面４７ｃとからなり、全体として略椀状に形成されている。図３
，図４，図５に示されるように、副反射面４７ｃにおける上部領域には、回転する反射面
４７ｂとランプ４６との干渉を避けるために切欠部４７ｅが形成されている。そして、こ
の切欠部４７ｅを介して、上方から反射面４７ｂの内側に向けてランプ４６が挿入配置さ
れるようになっている。
【００３６】
また、主反射面４７ｄは、反射体４７の回転軸４８ｃの延びる方向に対して所定の角度θ
を有している。より具体的には、主反射面４７ｄは反射体４７の基端側を向くように所定
の角度θだけ傾斜している。ここでは、かかる傾斜角度θを下向きで１５°程度に設定し
ている。従って、主反射面４７ｄによって反射された光は、図３の矢印ａの方向に進むよ
うになっている。つまり、回転灯４１がある高さよりも下方に向けて（つまり遊技者の視
線がある高さに向けて）、光が反射されるように構成されている。
【００３７】
図３に示されるように、ベース部材４３の後部側にはモータ取付部材５０が固定されてお
り、そのモータ取付部材５０の後面には回転駆動手段であるモータ４５が取り付けられて
いる。従って、かかるモータ４５は、フランジ部３４や遊技盤１３よりも後側に配置され
ているばかりでなく、レンズカバー４４、ランプ４６、反射体４７、回転盤４８よりも後
側に配置されている。モータ４５の外周部上側位置にはコネクタ部５５が設けられており
、そこからは図示しない複数の配線が引き出されている。本実施形態ではモータ４５とし
てステッピングモータを用いている。
【００３８】
図４等に示されるように、モータ４５の前端面には回転駆動軸５６が突出しており、その
回転駆動軸５６は遊技盤面１３ａに対して直交する方向（パチンコ機１１の前方向）に延
びている。かかる回転駆動軸５６はモータ取付部材５０を貫通して、レンズカバー４４内
の領域に臨んでいる。回転駆動軸５６の先端には、平歯車である駆動ギア４９が一体回転
可能に装着されている。この駆動ギア４９は回転盤４８の歯部４８ｄに噛合しており、こ
れにより回転盤４８及び反射体４７にモータ４５の回転駆動力が伝達されるようになって
いる。即ち、駆動ギア４９及び回転盤４８からなる反射体駆動力伝達手段は、互いに直交
する方向に延びる回転駆動軸５６及び回転軸４８ｃ間での駆動力の伝達を行う役割を果た
している。
【００３９】
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図４に示されるように、回転盤４８の下面側に設けられた内側カム突条４８ｂの所定箇所
には、位置検出手段を構成するインデックス部６１が下向きに突設されている。一方、ベ
ース部材４３側には、同じく位置検出手段を構成する位置検出スイッチ６２が配設されて
いる。ここで用いる位置検出スイッチ６２は、具体的には、スリット部分６３においてイ
ンデックス部６１が存在しているか否かを検出する光センサである。位置検出スイッチ６
２から出力される検出信号は、コネクタ６５から引き出された配線を介して回転灯付きセ
ンター役物３１外部にある回転灯制御手段６４に入力されるようになっている。そして、
かかる回転灯制御手段６４は、前記検出信号に基づいて回転盤４８の回転位置（実質的に
は反射体４７の回転位置）を算出するように構成されている。回転灯制御手段６４はモー
タ４５に対しても接続されており、モータ４５の回転、停止タイミングを駆動制御する信
号を出力するようになっている。
【００４０】
次に、可動部４２及びそれに駆動力を伝達するための構成について述べる。図２，図６，
図７に示されるように、この回転灯付きセンター役物３１は、２つの可動体４２を備えて
いる。これら一対の可動体４２は構造が等しく、ギア部７４、軸部７５及び頭部７６を備
えている。本実施形態では、演出効果を高めるために頭部７６の前面側に顔が描かれてい
る。かかる頭部７６は軸部７５の上部に固定されている。軸部７５の下端は、円盤状をし
たギア部７４の上面中心部に連結されている。従って、ギア部７４が回動すると、軸部７
５及び頭部７６も同じ方向に回動するようになっている。かかるギア部７４の下面側は、
ベース部材４３の底部に接した状態で配置されている。なお、ギア部７４及び軸部７５は
設置スペース３６から突出しておらずに遊技者から不可視であるのに対して、頭部７６は
設置スペース３６から突出しているため遊技者から可視となっている。
【００４１】
本実施形態における可動体駆動力伝達手段７０は、外側カム突条７１と一対のアーム部７
２とを備えた構成となっている。外側カム突条７１は略楕円形状に形成されていて、その
内側領域には一回り小さな円形状の前記内側カム突条４８ｂが偏心回転可能に配置されて
いる。外側カム突条７１の内周面の一部には、内側カム突条４８の外周面の一部が当接し
うるようになっている。外側カム突条７１における相対する２箇所（即ち外側カム突条７
１において回転軸４８ｃを挟むようなかたちで相対する左右両側の位置）には、平板状を
した一対のアーム部７２が連結されている。本実施形態では、外側カム突条７１及びアー
ム部７２は合成樹脂材料によって一体成形されている。ベース部材４３の底部は左右方向
に延びる溝状になっており、前記アーム部７２はその下面側をベース部材４３の底部に接
した状態で配置されている。また、両アーム部７２の先端はそれぞれ左右方向に延びると
ともに、設置スペース３６の下方領域にまで及んでいる。各アーム部７２の下面側には、
ベース部材４３の底部との摺動抵抗を低減するために、一対のリブ７３がアーム部７２の
長手方向に沿って平行に形成されている。アーム部７２の先端部前側には歯部７２ａが形
成されるとともに、前記歯部７２ａは前記可動体４２のギア部７４の周面に形成された歯
部に対して噛合している。つまり、かかるアーム部７２の歯部７２ａと可動体４２のギア
部７４とによって、ラック・ピニオン機構が構成されている。
【００４２】
次に、上記のように構成された回転灯付きセンター役物３１の回転灯４１及び可動体４２
の動作について説明する。
【００４３】
図６（ａ），（ｂ）に示されるように、回転灯付きセンター役物３１による光の演出が行
われる前の初期状態（通常の状態）では、反射体４７の反射面４７ｂはちょうどランプ４
６の後側に位置して停止している。従って、主反射面４７ｄは、遊技者側を向いている。
ランプ４６にはまだ電力が供給されておらず、消灯している。また、可動体駆動力伝達手
段７０は左右どちら側にも移動しておらず、一対の可動体４２の頭部７６は真正面を向い
ている。そして、内側カム突条４８ｂのインデックス部６１はこのとき最も前側（位置検
出スイッチ６２から最も離間した位置、位置検出スイッチ６２のある位置を０°とすると
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１８０°の位置）にある。
【００４４】
通常の状態から特定の遊技状態になった場合（例えばリーチ状態になった場合など）には
、オフ状態であった回転灯付きセンター役物３１をオン状態にして演出を行わせる。つま
り、ランプ４６に電力を供給してランプ４６を発光させるとともに、同時にモータ４５に
電力を供給してモータ４５を一定方向に一定速度で回転させる。すると、反射体４７の反
射面４７ｂがランプ４６の周囲を旋回してランプ４６の光を反射する。このような反射体
４７の回転時には、主反射面４７ｄが発光体４６の前に来たり後に行ったりするため、光
の反射状態及び遮蔽状態が周期的に繰り返される。よって、かかる回転灯４１により著し
い光の変化を実現することができる。図７（ａ），（ｂ）は、反射面４７ｂが初期状態か
ら９０°回転した状態を示している。
【００４５】
上記のような光の演出を行っている場合、位置検出スイッチ６２が検出信号を回転灯制御
手段６４に出力することにより、回転灯制御手段６４は回転盤４８や反射体４７の回転位
置、回転回数などを常に監視している。本実施形態では、インデックス部６１がスリット
部分６３を通過する際に位置検出スイッチ６２の光を遮ることで検出信号が出力され、こ
れをもって反射体４７の反射面４７ｂが初期状態から１８０°回転した位置に存在するこ
とがわかるようになっている。
【００４６】
また、モータ４５の回転駆動時には、回転盤４８が回転するのに伴い内側カム突条４８ｂ
が回転盤４８の回転軸４８ｃを基準として偏心回転し、内側カム突条４８ｂに外接する外
側カム突条７１が左右方向に直線往復運動を行う。即ち、回転盤４８を介して伝達してき
たモータ４５の回転駆動力が、可動体駆動力伝達手段７０によって往復直線運動に変換さ
れる。そして、この往復直線運動は一対のアーム部７２及びラック・ピニオン機構を介し
て一対の可動体４２に伝達され、軸部７５を中心として可動体４２を回動させる。その結
果、頭部７６が左右に首を振るような揺動運動を行う。つまり本実施形態では、可動体４
２及び反射体４７の両方が、１つのモータ４５の回転駆動力を利用して同時に連動するよ
うに構成されている。
【００４７】
演出を終了させる際には、ランプ４６への電力供給を停止してランプ４６を消灯するとと
もに、モータ４５への電力供給を停止してモータ４５の回転を停止させる。この場合、イ
ンデックス部６１及び位置検出スイッチ６２による位置検出結果に基づきモータ４５を制
御することによって、モータ４５を所定の位置で停止させる。より具体的にいうと、イン
デックス部６１が位置検出スイッチ６２を遮光することにより検出信号が出力されてから
、反射体４７及び回転盤４８を１８０°回転させた時点でモータ４５を停止させるように
する。これにより、反射面４７ｂの主反射面４７ｄが常に前面側（遊技者側）を向くとと
もに、頭部７６も前面側（遊技者側）を向いた状態で停止し、次回の演出に備えるように
なっている。
【００４８】
従って、本実施形態によれば以下のような効果を得ることができる。
【００４９】
（１）この回転灯付きセンター役物３１の場合、発光体であるランプ４６と、反射体４７
及び反射体駆動力伝達手段を構成する回転盤４８とが、レンズカバー４４内において上下
方向に離間して配設されている。より具体的には、レンズカバー４４の上部位置にランプ
４６が配設され、レンズカバー４４の下部位置に反射体４７及び回転盤４８が配設されて
いる。このように回転灯４１における回転しない構成と回転する構成とを別の位置に分け
て配設したことにより、回転灯４１における個々の構成を簡略化することができ、これに
より個々の構成を小型化することができる。よって、回転灯４１を全体的にコンパクトに
することができ、パチンコ機１１の遊技盤１３に困難なく取り付け可能な回転灯付きセン
ター役物３１とすることができる。また、回転灯４１を全体的にコンパクトに形成したと
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きであっても、駆動機構部の構成は簡略化されているため、該駆動機構部を小さく形成す
ることが可能となり、その分ある程度大きな発光体や反射体４７を使用することができる
ようになる。従って、発光時に十分な迫力のある回転灯４１となり、これを用いて光の演
出を行えば、確実に演出効果を高めることができる。
【００５０】
また、ランプ４６と、反射体４７及び回転盤４８とを上下離間配設するとともに、該反射
体４７の回転軸４８ｃの延びる方向を遊技盤面１３ａに対して略平行な方向とする構造を
採用した結果、光の変化がよりダイナミックで極めて迫力のある回転灯４１となり、より
確実に演出効果の向上を図ることができる。従って、例えば反射体４７の回転軸４８ｃの
延びる方向を遊技盤面１３ａに対して前後方向とする構造を採用したような場合の問題（
遊技者にとって光の変化に乏しいという問題）を解消することができる。
【００５１】
（２）この回転灯付きセンター役物３１では、反射体駆動力伝達手段である回転盤４８及
び駆動ギア４９を介して、駆動手段であるモータ４５と反射体４７とを駆動連結している
。従って、反射体駆動力伝達手段を用いずにモータ４５でダイレクトに反射体４７を回転
駆動させるような構成に比べて、モータ４５を配設する際の設計の自由度が確実に大きく
なる。よって、回転灯４１全体のコンパクト化を阻害しないような位置に、具体的には反
射体４７やランプ４６等の後側にモータ４５を配設することが可能となる。
【００５２】
（３）この回転灯付きセンター役物３１では、モータ４５は、フランジ部３４よりも後側
であってかつランプ４６や反射体４８よりも後側に配置されており、いわば回転灯付きセ
ンター役物３１の構成部材のうちで最も後方に位置している。従って、遊技盤１３に回転
灯付きセンター役物３１を取り付けた場合でも遊技盤面１３ａ上にモータ４５が存在しな
くなり、モータ４５がそれよりも確実に後側に存在した状態となる。その結果、従来のも
のに比べて回転灯４１の遊技盤面方向への寸法を小さくすることができる。このため、ス
ペースを確保しにくい図柄表示装置１８の上方領域であったとしても、そこに回転灯４１
を無理なく配設することが可能となる。また、遊技盤１３に取り付けたときに遊技盤１３
の正面側から見えない位置にモータ４５が完全に隠れた状態となるため、見た目の煩雑さ
が解消され、すっきりとしたデザインとなる。さらに、遊技盤１３自体が音を遮る遮蔽体
としても機能しうるので、モータ４５の騒音も低減される。
【００５３】
（４）この回転灯付きセンター役物３１は、反射体４７及び回転盤４８の回転位置を検出
する位置検出手段（インデックス部６１及び位置検出スイッチ６２）を備えている。従っ
て、反射体４７及び回転盤４８の回転位置が検出可能となり、上記のごとく反射体４７の
回転終了時に反射面４７ｂを常にランプ４６の後方側位置にて停止させることが可能とな
る。そしてこの場合、反射体４７の主反射面４７ｄが遊技者側を向いた状態で次回の発光
を開始すれば、その際にランプ４６の発した光が遮られず、最初の発光によって遊技者に
強烈なインパクトを与えることができる。また、位置検出手段によって回転位置検出信号
を常時監視していれば、反射体４７や回転盤４８が正常に回転動作しているか否かを把握
すること等も可能となり、故障の早期発見という観点からも都合がよい。
【００５４】
（５）この回転灯付きセンター役物３１の場合、図柄表示装置１８の直上位置に回転灯４
１を配設するとともに、反射体４７の主反射面４７ｄを反射体４７の基端側を向くように
所定角度θだけ傾斜させている。このようにしておけば、遊技者の視線がある高さに向け
て光が反射され、遊技者は図柄表示装置１８から視線を逸らさなくても、十分に回転灯４
１の光を知覚することができるようになる。よって、回転灯４１の光による演出の効果を
確実に向上させることができる。
【００５５】
（６）本実施形態では、回転灯付きセンター役物３１による光の演出を、リーチ状態に対
応して行うように構成されている。従って、回転する光による演出によって、リーチ状態
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の形成を従来よりも派手に盛り上げることができ、遊技者の興趣を確実に高めることがで
きる。
【００５６】
（７）この回転灯付きセンター役物３１では、回転灯４１とは別に一対の可動体４２を設
け、回転盤４８及び可動体駆動力伝達手段７０を介してモータ４５の駆動力を伝達するこ
とにより前記一対の可動体４２を駆動させている。従って、１つの共通のモータ４５によ
って反射体４７ばかりでなく可動体４２も駆動することができる。ゆえに、反射体４７用
の駆動手段と別個に可動体４２用の駆動手段を配設する必要がなくなり、可動体４２用の
駆動手段を省略することができる。よって、遊技盤１３の構成が煩雑化するのを回避する
ことができる。また、可動体４２用の駆動手段に供給すべき電力分が不要になるため、回
転灯付きセンター役物３１の省電力化が達成され、パチンコ機１１全体での使用電力の増
大を防止することができる。しかも、回転灯４１による光の演出に加えて、一対の可動体
４２による動きのある演出がなされる。このため、トータルでの演出効果が確実に向上し
、遊技者の興趣を確実に高めることができる。
【００５７】
なお、本発明の実施形態は以下のように変更してもよい。
【００５８】
・回転灯４１による光の演出を、前記実施形態のようにリーチ状態になったときに行うば
かりでなく、別のタイミングで行ってもよく、例えば特別遊技状態の発生に対応して行っ
てもよい。また、リーチ状態の形成または特別遊技状態の発生に対する可能性を遊技者に
知らせる「予告報知」を行うような場合には、予告報知の際に併せて回転灯４１による光
の演出を行ってもよい。
【００５９】
・モータ４５を一定方向（即ち正転方向）のみに回転駆動させていた前記実施形態に代え
て、正転・逆転を所定条件で切り替えるような駆動制御を行ってモータ４５を回転駆動さ
せてもよい。このようにモータ４５を正逆両方向に回転させれば、回転灯４１の反射光の
回る方向が２種類となる結果、多彩な光の演出を実現することができ、いっそう演出を盛
り上げることができる。
【００６０】
・モータ４５を一定速度で回転駆動させていた実施形態に代えて、回転速度を所定条件で
切り替えるような駆動制御を行ってモータ４５を回転駆動させてもよい。例えば、ノーマ
ルリーチ→スーパーリーチ→スペシャルリーチというようなリーチ状態の発展に応じて回
転速度を速くするように設定しておけば、回転灯４１の反射光の変化速度が速くなる結果
、いっそう演出を盛り上げることができる。
【００６１】
・モータ４５を配設する態様は前記実施形態のものに限定されず、適宜変更することが可
能である。例えば、モータ４５の先端を下向きにして回転駆動軸５６を下方に向けるとと
もに、その回転駆動軸５６に装着した駆動ギア４９を回転盤４８に対して噛合させるよう
な態様にすることも可能である。この場合、回転盤４８と駆動ギア４９とは平行な位置関
係となり、また、反射体４７の回転軸部４７ｆとモータ４５の回転駆動軸５６とが平行な
位置関係となる。
【００６２】
・回転灯４１に用いる駆動手段としては、前記実施形態にて例示したステッピングモータ
に限らず、これとは別のタイプのモータ４５（例えば直流モータなど）を使用することも
勿論可能である。さらに、かかるモータ４５のような電気的な回転駆動手段に代えて、他
の回転駆動手段（例えば回転運動を行う流体圧シリンダなど）を使用することも許容され
る。
【００６３】
・可動体４２は前記実施形態のように必ずしも左右一対に配設しなくてもよく、左右いず
れか一方のみに配設してもよい。また、可動体４２の動きとしては揺動運動のみに限定さ
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れることはなく、それ以外の動き（例えば回転運動や上下運動など）であっても構わない
。なお、本発明において可動体４２は特に必須の構成ではないので、場合によっては省略
してもよい。
【００６４】
・前記実施形態では回転盤４８と反射体４７とを別個に形成したうえでこれらを互いに接
合する構成を採用したが、例えば回転盤４８及び反射体４７を１つの部材として形成して
もよい。また、回転盤４８を省略するとともに、反射体４７の基部４７ａにおける外周面
に歯部４８ｄを形成してもよい。即ち、反射体４７の一部をフェースギアとしてもよい。
・主反射面４７ｄの傾斜角度θ（反射体４７の回転軸４８ｃの延びる方向に対する主反射
面４７ｄの傾斜角度θ）は前記実施形態のように１５°に限定されることはなく、１５°
よりも大きい任意の角度、あるいは１５°よりも小さい任意の角度に設定しても勿論構わ
ない。この場合、角度θを０（ゼロ）に設定した構成、つまり主反射面４７ｄに特に傾斜
を設けない構成を採用することも可能である。また、反射体４７は必ずしも主反射面４７
ｄと副反射面４７ｃとに分けられていなくてもよい。
【００６５】
・本発明の回転灯４１を有する遊技機の役物は、実施形態にて示したようなパチンコ機１
１用の役物として具体化されるばかりでなく、パチンコ機１１以外の遊技機であって遊技
盤１３を備えるものに用いる役物として具体化されることが可能である。
【００６６】
次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほかに、前述した実施形態によって把握
される技術的思想を以下に列挙する。
【００６７】
（１）遊技機の遊技盤に取り付けられる役物であって、発光体と、前記発光体の周囲を旋
回して前記発光体の光を反射する反射体と、前記反射体を回転させる駆動手段と、前記駆
動手段の駆動力を前記反射体に伝達する反射体駆動力伝達手段と、前記発光体及び前記反
射体を収容する透光性のカバーとを有する回転灯を備えるとともに、前記カバーの上部位
置に前記発光体を配設し、前記カバーの下部位置に前記反射体及び前記反射体駆動力伝達
手段を配設したことを特徴とする、回転灯を有した遊技機の役物。
【００６９】
【発明の効果】
　以上詳述したように、請求項１～４に記載の発明によれば、コンパクトなため遊技盤に
取り付け可能な回転灯を有する遊技機のセンター役物を提供することができる。また、迫
力のある演出が可能な回転灯を有する遊技機のセンター役物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態のパチンコ機を示す全体正面図。
【図２】本実施形態の回転灯付きセンター役物を示す正面図。
【図３】図２のＡ－Ａ線における断面図。
【図４】回転灯部分の要部拡大断面図。
【図５】回転灯を構成する部材を示す部分斜視図。
【図６】（ａ）は回転灯を構成する部材及び可動体を示す概略正面図、（ｂ）は概略底面
図。
【図７】（ａ）は回転灯を構成する部材及び可動体を示す概略正面図、（ｂ）は概略底面
図。
【符号の説明】
１１…遊技機としてのパチンコ機
１３…遊技盤
１３ａ…遊技盤面
３１…回転灯を有した遊技機の役物（回転灯付きセンター役物）
３４…遊技盤取付部としてのフランジ部
４１…回転灯
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４５…駆動手段としてのモータ
４６…発光体としてのランプ
４７…反射体
４７ｂ…反射面
４７ｃ…副反射面
４７ｄ…主反射面
４７ｆ…反射体の回転軸部
４８…反射体駆動力伝達手段を構成する回転盤
４８ｃ…回転盤（反射体）の回転軸
４９…反射体駆動力伝達手段を構成する駆動ギア
６１…位置検出手段を構成するインデックス部
６２…位置検出手段を構成する位置検出スイッチ
５６…回転駆動軸
θ…角度

【図１】 【図２】
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