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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設置部材に遊技機構成部材が配設された遊技機において、
　前記設置部材に設けられ、前記遊技機構成部材を設置領域に支持する支持部と、
　前記設置部材に設けられ、前記支持部との間に配線部材の挿通経路を画成する対向壁部
と、
　前記支持部における前記遊技機構成部材を支持する支持面とは異なる壁面に設けられ、
前記挿通経路に配設された前記配線部材を保持する配線保持部とを備え、
　前記配線保持部は、前記配線部材の延在方向に離間して複数設けられて、前記遊技機構
成部材の設置領域の外側に前記配線部材を保持するよう構成され、
　前記対向壁部は、前記配線保持部の形成位置に対応する位置に設けられた第１対向部と
、前記配線保持部の形成位置から前記配線部材の延在方向に偏倚した位置に設けられた第
２対向部とを有すると共に、前記第２対向部における前記設置部材からの突出寸法が、前
記第１対向部の突出寸法よりも大きくなるよう構成された
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、制御基板と他の電気部品とを配線により電気的に接続するよう構成した遊技
機に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　遊技機の代表例の一つとしてのパチンコ機は、遊技を制御する遊技制御基板と、該遊技
制御基板からの指示に基づいて各種演出を制御する演出制御基板とを備えており、該演出
制御基板は、演出に関する各種出力装置(例えば、画像表示装置、スピーカおよび発光装
置)と配線接続されて、該出力装置を制御するよう構成されている。また、遊技制御基板
は、図柄等を発光表示するための発光表示器と配線接続されると共に、入賞検知センサや
不正検知センサ等と配線接続されている。すなわち、パチンコ機には、各種の電気部品を
対応する制御基板と電気的に接続するための複数の配線が備えられている。配線は、パチ
ンコ機の適宜位置に取り回されて、配線保持片により保持される(例えば、特許文献１)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－３４２２４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　パチンコ機には前記制御基板や前記出力装置等を含む多種多様な部材が設置されること
から、前記配線を取り回す位置は制限される。すなわち、パチンコ機では、限られたスペ
ースに配線を取り回して保持し得る構成が求められている。
【０００５】
　そこで本発明は、従来の技術に内在する前記問題に鑑み、これらを好適に解決するべく
提案されたものであって、限られたスペースに配線部材を取り回して保持し得る遊技機を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願請求項１に係る遊技機は、
　設置部材(50)に遊技機構成部材(17)が配設された遊技機において、
　前記設置部材(50)に設けられ、前記遊技機構成部材(17)を設置領域(56)に支持する支持
部(70,78)と、
　前記設置部材(50)に設けられ、前記支持部(70)との間に配線部材(H1,H3,H4)の挿通経路
(R)を画成する対向壁部(95)と、
　前記支持部(70,78)における前記遊技機構成部材(17)を支持する支持面(75a)とは異なる
壁面(70a)に設けられ、前記挿通経路(R)に配設された前記配線部材(H1,H3,H4)を保持する
配線保持部(90)とを備え、
　前記配線保持部(90)は、前記配線部材(H1,H3,H4)の延在方向に離間して複数設けられて
、前記遊技機構成部材(17)の設置領域(56)の外側に前記配線部材(H1,H3,H4)を保持するよ
う構成され、
　前記対向壁部(95)は、前記配線保持部(90)の形成位置に対応する位置に設けられた第１
対向部(96)と、前記配線保持部(90)の形成位置から前記配線部材(H1,H3,H4)の延在方向に
偏倚した位置に設けられた第２対向部(97)とを有すると共に、前記第２対向部(97)におけ
る前記設置部材(50)からの突出寸法(L3)が、前記第１対向部(96)の突出寸法(L2)よりも大
きくなるよう構成されたことを要旨とする。
　請求項１に係る発明によれば、遊技機構成部材を設置領域に支持する支持部に配線保持
部を設けることで、設置領域近傍に配線部材を取り回し得ると共に、配線保持部を設ける
のに必要なスペースを抑制することができる。
　また、配線保持部により保持した配線部材の挿通経路を支持部および対向壁部の間に画
成することにより、配線部材をより確実に保持することができる。
　更に、第２対向部の設置部材からの突出寸法を第１対向部より大きくすることにより、
第２対向部によって配線部材の離脱を規制することができる。
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　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　設置部材(50)に遊技機構成部材(17)が配設された遊技機において、
　前記設置部材(50)に設けられ、前記遊技機構成部材(17)を設置領域(56)に支持する支持
部(70,78)を備え、
　前記支持部(70,78)には、前記遊技機構成部材(17)を支持する支持面(75a)とは異なる壁
面(70a)に、配線部材(H1,H3,H4)を保持する配線保持部(90)が設けられ、
　前記配線保持部(90)は、前記配線部材(H1,H3,H4)の延在方向に離間して複数設けられて
、前記遊技機構成部材(17)の設置領域(56)の外側に前記配線部材(H1,H3,H4)を保持するこ
とを要旨とする。
　上記構成によれば、遊技機構成部材を設置領域に支持する支持部に配線保持部を設ける
ことで、設置領域近傍に配線部材を取り回し得ると共に、配線保持部を設けるのに必要な
スペースを抑制することができる。
【０００７】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記配線保持部(90)は、該配線保持部(90)で保持された前記配線部材(H1,H3,H4)と、前
記設置領域(56)が位置する側との間に延在する規制片(91,92)を備えることを要旨とする
。
　上記構成によれば、設置領域に設置される遊技機構成部材に対して配線部材が接触する
のを配線保持部の規制片で防ぐことができる。
【０００８】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記配線保持部(90)は、前記壁面(70a)から前記設置領域(56)と反対側に延出する第１
の規制片(91)と、該第１の規制片(91)の延出端から前記設置部材(50)側へ延出する第２の
規制片(92)とを備え、
　前記支持部(70)、前記第１の規制片(91)および前記第２の規制片(92)により囲まれた配
線保持領域(Ra)が画成されることを要旨とする。
　上記構成によれば、支持部と、配線保持部の規制片とで配線保持領域を画成することに
より、確実に配線部材を配線保持領域に保持することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る遊技機によれば、限られたスペースに配線を取り回し得ると共に、省スペ
ースに設けた配線保持部で配線部材を保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例に係る設置部材の分解斜視図であり、設置部材に対して図柄表示装置、演
出制御基板および表示制御基板を分離した状態を示している。
【図４】実施例に係る設置部材の要部拡大図である。
【図５】(ａ)は、実施例に係る設置部材の背面図であり、(ｂ)は、(ａ)に示すＸ２の拡大
図である。
【図６】図５(ａ)に示すＸ１の拡大図である。
【図７】図６のＹ矢視図であって、遊技盤を省略している。
【図８】(ａ)は、図６のＡ－Ａ線断面図であり、(ｂ)は、図６のＢ－Ｂ線断面図であって
、配線部材を省略して示している。
【図９】(ａ)は、第１および第３配線部材を図６のＣ－Ｃ線で切断した状態を示しており
、(ｂ)は、第１および第３配線部材を図６のＡ－Ａ線で切断した状態を示しており、(ｃ)
は、第３、第４および第７配線部材を図６のＤ－Ｄ線で切断した状態を示しており、(ｄ)
は、第３および第４配線部材を図６のＥ－Ｅ線で切断した状態を示している。
【図１０】実施例に係るパチンコ機の配線接続関係を示すブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、遊技機としては、一般的なパチンコ機を例にして説明する。ま
た、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「右」とは、特に断りのない限り、
図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１２】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤２０(図２参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉
および着脱可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、演出(表示演出)を実行可能な
演出手段としての図柄表示装置(遊技機構成部材)１７が着脱可能に配設されている。この
図柄表示装置１７は、所定条件の成立(後述する始動入賞口３０へのパチンコ球の入賞)を
契機として演出用の図柄(以下飾図という)を変動表示させて図柄変動演出を行うものであ
り、該図柄表示装置１７に表示される飾図の表示結果や演出の内容によって、当り遊技を
生起するか否かの当り判定の結果が示唆または報知されるようになっている。また、中枠
１２の前面側には、遊技盤２０を透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成さ
れた透視保護板１３ｂで前後に開口する窓口１３ａを覆うよう構成された装飾枠としての
前枠(扉体)１３が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯
留する下球受け皿１５が開閉可能に組み付けられている。更に、前枠１３の下部位置には
、パチンコ球を貯留する上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉
に合わせて上球受け皿１４が一体的に開閉するよう構成されている。なお、上球受け皿１
４は、前枠１３と別体に形成して、中枠１２に対して開閉可能に組み付けるようにしても
よい。また、実施例では、図柄表示装置１７として、飾図の他に各種絵柄やキャラクタ等
を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されているが、これ
に限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリックス式の図柄表示装
置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の表示装置を採用し得る。
【００１３】
　また、前枠１３には、窓口１３ａの外周を囲繞するよう枠ランプ(発光手段)１９が配設
されると共に、前枠１３の上隅部に、音声や効果音を出力可能なスピーカ(音出力手段)１
８が配設されている。すなわち、枠ランプ１９に設けられたＬＥＤ等の発光体(図示せず)
を点灯・点滅したり、スピーカ１８から適宜の音声を出力することで、前記図柄表示装置
１７での図柄変動演出に合わせて演出を行い得るよう構成されている。すなわち、前枠１
３に配設された枠ランプ１９は、発光演出を実行可能な演出手段として機能すると共に、
前枠１３に配設されたスピーカ１８は、音演出を実行可能な演出手段として機能している
。なお、上球受け皿１４や下球受け皿１５に対して枠ランプ１９またはスピーカ１８を配
設するよう構成してもよい。
【００１４】
　前記中枠１２の右下方位置には、該中枠１２に配設された図示しない球発射装置を作動
する操作ハンドル１６が設けられている。操作ハンドル１６は、左回転方向に付勢された
操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー１６ａを右回転するよう遊技者が回動操作
することで球発射装置が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記
遊技盤２０の遊技領域２０ａに向けて１球ずつ発射されるようになっている。ここで、操
作レバー１６ａの回動量に応じて前記球発射装置によるパチンコ球の打球力が強弱変化す
るよう構成されている。
【００１５】
　前記パチンコ機１０には、パチンコ機１０に関する統括的な制御を行う主制御基板３３
(図１０参照)が遊技盤２０の後面側(後述する設置部材５０の後面)に配設されると共に、
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主制御基板３３からの制御信号に基づいて演出に関する制御を行う演出制御基板３４(図
１０参照)が遊技盤２０の後面側(後述する設置部材５０の後面)に配設されている。演出
制御基板３４は、主制御基板３３からの制御信号を受けて前記図柄表示装置１７の表示内
容を表示制御基板３５(図１０参照)に指示する(制御信号を出力する)ことで、該表示制御
基板３５を介して図柄表示装置１７による表示を制御する。また、演出制御基板３４は、
主制御基板３３からの制御信号を受けて、前記枠ランプ１９や後述する可動演出部６０(
図２参照)等の発光態様を図柄変動演出に合わせて制御したり、図柄変動演出に合わせて
前記スピーカ１８の音出力態様を制御したり、図柄変動演出に合わせて可動演出部６０に
設けられる可動体６１の動作態様を制御したりするようになっている。ここで、実施例の
可動体６１には、図柄変動演出に合わせて発光演出を行う発光部(後述する発光基板６４)
や、図柄変動演出に合わせて演出表示を行う表示部(後述するサブ画像表示部６５)が設け
られており、発光部(発光基板６４)を演出制御基板３４が制御すると共に、表示部(サブ
画像表示部６５)を表示制御基板３５が制御するよう構成されている(図１０参照)。なお
、主制御基板３３、演出制御基板３４および表示制御基板３５とは別に備えた制御基板が
、枠ランプ１９の発光態様を制御したり、スピーカ１８の音出力態様を制御したり、可動
体６１の動作態様を制御したりするようにしてもよい。
【００１６】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、アクリルやポリカーボネート等の光透過性の合成樹脂材から所定板
厚の略矩形状に形成された平板状の透明板(遊技領域形成部材)であって、該遊技盤２０の
裏側(後述する設置部材５０の後面)に前記図柄表示装置１７が着脱自在に組み付けられて
いる。遊技盤２０の前側には、図２に示すように、略円形状に湾曲形成した案内レール２
１が配設されており、該案内レール２１によって、パチンコ球が流下可能(移動可能)な略
円形の遊技領域２０ａが画成されている。この遊技盤２０には、遊技領域２０ａから遊技
盤２０の後方に貫通する装着口(図示せず)が適宜位置に開設されており、各装着口には、
パチンコ球が入賞可能な入賞口を有する入賞装置(例えば、パチンコ球が入賞可能な始動
入賞口３０が設けられた始動入賞装置２９、パチンコ球が入賞可能な特別入賞口３２が設
けられた特別入賞装置３１、パチンコ球が入賞可能な一般入賞口２７ａが設けられたサイ
ド飾り２７)や、画像表示面１７ａの前方位置に表示窓口２５ａが前後に開口するよう形
成された枠状装飾体２５といった各種の遊技部品が前側から取り付けられる。また、遊技
領域２０ａの最下部位置には、該遊技領域２０ａを流下したパチンコ球を排出するアウト
口２２が開設されている。実施例のパチンコ機１０は、パチンコ球が遊技領域２０ａを流
下して始動入賞口３０に入賞した場合に、当該入賞を契機として(当り判定条件の成立に
応じて)特図当り判定(当り判定)が実行され、この当り判定の結果が当りの判定結果とな
ることで、特別入賞口３２へのパチンコ球の入賞が許容されて遊技者に有利な特別遊技(
当り遊技)が生起されるようになっている。なお、遊技盤２０は、ベニヤ材や合成樹脂材
等の非光透過性の板部材の表面に装飾シール等を貼付したものであってもよい。
【００１７】
(設置部材５０について)
　前記遊技盤２０の後面には、部材を配設可能な設置部材(空間画成部材)５０が取り付け
られている。図３および図４に示すように、設置部材５０は、前側(遊技盤２０側)が開口
する箱状に設けられており、部品を収容可能な収容空間５３を内側に画成するよう構成さ
れている。具体的に、設置部材５０は、遊技盤２０の後方に離間して該遊技盤２０の後面
と対向する略矩形状の背面板(配設板部)５１と、この背面板５１における上下および左右
の外縁から前方(背面板５１に対する交差方向)へ延出して、遊技盤２０と背面板５１との
間を囲うように延在する上下および左右の外周板(交差板部)５２と、により構成されてい
る。すなわち、実施例のパチンコ機１０は、背面板５１の内面(前面)と、上下左右の外周
板５２の内面とによって遊技盤２０の後側に収容空間５３が画成されるよう構成されてい
る。
【００１８】
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　図４に示すように、前記収容空間５３には、演出手段としての前記可動演出部６０が配
設されており、前記図柄表示装置１７で行われる図柄変動演出に合わせた各種の演出を実
行するよう構成されている。可動演出部６０には、複数の電気部品(図１０に示す接続基
板４０、駆動手段６２、原位置センサ６３、発光基板６４およびサブ画像表示部６５)が
設けられており、各電気部品４０,６２,６３,６４,６５が前記収容空間５３に収容されて
いる。また、収容空間５３には、可動演出部６０とは別の演出手段を構成する他の電気部
品６９(図４および図１０参照)が収容されている。更に、収容空間５３には、該収容空間
５３に配設された電気部品４０,６２,６３,６４,６９と前記演出制御基板３４との電気的
な接続を中継する中継基板３７Ａ,３７Ｂ(図３および図１０参照)が収容されている。中
継基板３７Ａ,３７Ｂは、収容空間５３の後端部に配設され、該中継基板３７Ａ,３７Ｂの
後面に設けられたコネクタ接続部ＣＮが、背面板５１の後側に臨むように位置している。
具体的に、中継基板３７Ａ,３７Ｂの後面に設けられたコネクタ接続部ＣＮは、後述する
連通口８１ａに位置しており、電気部品４０,６２,６３,６９と接続する配線部材(後述す
る第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７)が接続されている。なお、中継基板３７Ａ,
３７Ｂには、コネクタ接続部ＣＮが前面にも設けられており(図８参照)、収容空間５３内
部に配設された図示しない電気部品に繋がる配線部材(図示せず)が前面のコネクタ接続部
ＣＮに接続されている。また、前記左右の外周板５２および下側の外周板５２の前端部に
は、後述する配線受入部８６ｄ(配線開口８６)の前側開口を塞ぐ排出路形成部材(所定の
遊技機構成部材)６８が取り付けられている(図７参照)。この排出路形成部材６８は、前
記一般入賞口２７ａに入賞したパチンコ球を遊技盤２０の下方へ排出する排出路(図示せ
ず)が設けられ、遊技盤２０と設置部材５０との間に位置するように配設されている。
【００１９】
　前記背面板５１には、前後に開口する表示用開口５１ａが形成されており、該背面板５
１の後側に配設された前記図柄表示装置１７の画像表示面１７ａが表示用開口５１ａに臨
んで、設置部材５０の前側から視認可能となっている。なお、背面板５１に関する以下の
説明では、表示用開口５１ａの開口上縁を形成して上側の外周板５２に連なる背面板５１
の上部を「上枠部５１Ｔ」と指称し、表示用開口５１ａの開口下縁を形成して下側の外周
板５２に連なる背面板５１の下部を「下枠部５１Ｕ」と指称し、表示用開口５１ａにおけ
る左側(図３において右側)の開口側縁を形成して左側の外周板５２に連なる背面板５１の
左側部を「第１側枠部５１Ｌ」と指称し、表示用開口５１ａにおける右側(図３において
左側)の開口側縁を形成して右側の外周板５２に連なる背面板５１の右側部を「第２側枠
部５１Ｒ」と指称することがある。
【００２０】
　前記背面板５１には、図５(ａ)に示すように、前記図柄表示装置１７の前面を支持する
よう前記表示用開口５１ａを囲う枠状に設けられた支持面部５１１が、この支持面部５１
１の外周側よりも後方に偏倚するよう設けられている。支持面部５１１は、前記背面板５
１における上枠部５１Ｔの一部と、下枠部５１Ｕの一部と、第１側枠部５１Ｌの一部と、
第２側枠部５１Ｒの一部とにより、前記表示用開口５１ａを囲う枠状に設けられている。
これに対し、前記図柄表示装置１７は、背面板５１の後面に取り付けられた状態(後述す
る係合支持部７０および固定支持部７８によって支持された状態)で、支持面部５１１の
全体を後側から被覆するように位置する。すなわち、支持面部５１１は、設置状態の図柄
表示装置１７の前側に対向して、図柄表示装置１７の前面における表示用開口５１ａの周
囲を支持するようになっている(なお、図柄表示装置１７が設置状態で位置する領域を「
設置領域５６」と指称する)。前記下枠部５１Ｕは、支持面部５１１より下側に位置する
部分が、該下枠部５１Ｕの左右両側縁に亘って該支持面部５１１より前側に位置している
。そして、この下枠部５１Ｕにおける支持面部５１１よりも前側に位置する部分の後面側
には、前記主制御基板３３と電気的に接続されるメイン中継基板３３ｘと、前記演出制御
基板３４と電気的に接続される統括中継基板３６とが、左右に並ぶように配設されている
。また、メイン中継基板３３ｘおよび統括中継基板３６を後方から覆うように、前記主制
御基板３３が配設されている。
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【００２１】
　なお、前記下枠部５１Ｕは、前記支持面部５１１より下側に位置する部分が、第１側枠
部５１Ｌの一部(具体的には、第１側枠部５１Ｌにおける外周板５２側の側縁に沿う部分)
と同一平面上で連なると共に、第２側枠部５１Ｒの一部(具体的には、第２側枠部５１Ｒ
の下端部)と同一平面上で連なるよう設けられ、第１側枠部５１Ｌに設けられた後述する
左配線収容部８０Ｌと同一平面上で連なると共に、第２側枠部５１Ｒに設けられた後述す
る右配線収容部８０Ｒと同一平面上で連なっている。そこで、以下の説明では、下枠部５
１Ｕにおける支持面部５１１より下側に位置する部分と、この下枠部５１Ｕにおける支持
面部５１１より下側に位置する部分に対して同一平面上で連なる第１側枠部５１Ｌの一部
および第２側枠部５１Ｒの一部とを、支持面部５１１に対して前側に位置すると共に左右
の配線収容部８０Ｌ,８０Ｒを繋ぐ「配線面部５１２」と指称することがある。
【００２２】
(可動演出部６０について)
　図４に示すように、前記可動演出部６０は、前記設置部材５０における背面板５１の前
面に位置するように収容空間５３内に配設されて、該収容空間５３の内側で前記可動体６
１を移動させ得るように構成されている。ここで、実施例の可動演出部６０には、左右一
対の可動体６１Ｌ,６１Ｒと、これら一対の可動体６１Ｌ,６１Ｒを独立的に駆動させる一
対の駆動機構(図１０に示す駆動手段６２および図示しない動力伝達手段)とにより構成さ
れている。左可動体６１Ｌは、収容空間５３の内部における表示用開口５１ａの左側(第
１側枠部５１Ｌの前面)に、上下方向に往復動作可能に設けられている。また、右可動体
６１Ｒ(図２参照)は、収容空間５３の内部における表示用開口５１ａの右側(第２側枠部
５１Ｒの前面)に、上下方向に往復動作可能に設けられている。なお、これら一対の可動
体６０Ｌ,６０Ｒは基本的に同じ構造であって、駆動機構を含めて基本的に左右対称とな
っている。従って、可動演出部６０に関する以下の記載では、左可動体６０Ｌに関する構
成について説明し、右可動体６０Ｒに関する構成については説明を省略することがある。
【００２３】
　具体的に、前記可動演出部６０は、図４に示すように、前記設置部材５０の内壁面(背
面板５１の前面)に取り付けられた可動ベース部材６０ｘと、この可動ベース部材６０ｘ
によって収容空間５３の内側で移動可能に支持された前記左可動体６１Ｌ(可動体６１)と
を備えている。可動ベース部材６０ｘは、左可動体６１Ｌを支持するベース本体部６６と
、このベース本体部６６における側縁部(前記左側の外周板５２と近接する側縁部)に沿っ
て上下に延在するベース画壁部６７(後述)とを備えている。ベース本体部６６は、前記背
面板５１の前記第１側枠部５１Ｌに対して前側に重なるように前記表示用開口５１ａ(前
記画像表示面１７ａ)と、前記左側の外周板５２との間に設けられ、左可動体６１Ｌを収
容空間５３内で移動可能に支持している。具体的に、ベース本体部６６には、上下方向に
円弧状に延在する案内溝６６ａが形成され、該案内溝６６ａの延在方向(案内方向)に沿っ
て左可動体６１Ｌを移動させるようになっている。また図示省略するが、ベース本体部６
６の下部には駆動手段６２(図１０参照)および原位置センサ６３(図１０参照)が配設され
ている。すなわち、左可動体６１Ｌは、第１側枠部５１Ｌの前側において、下側の待機位
置および上側の動作位置との間で移動し得るように構成されている。
【００２４】
　前記左可動体６１Ｌを駆動する前記駆動手段６２は、例えば回転駆動力を導出する電動
モータであり、ギヤ等の動力伝達手段(図示せず)を介して該左可動体６１Ｌと連結されて
いる。左可動体６１Ｌは、常には前記待機位置(図２に示す位置)に位置しており、駆動手
段６２からの駆動力が動力伝達手段を介して伝達されることで前記動作位置へ向けて移動
するように構成されている。また原位置センサ６３は、待機位置にある左可動体６１Ｌに
設けられた図示しない被検出片を検出するものであり、該原位置センサ６３の検出状態に
よって左可動体６１Ｌが待機位置にあるか否かを判別できるようになっている。
【００２５】
　図４に示すように、前記左可動体６１Ｌは、電気部品として、前方へ向けて光を照射可
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能な発光体を有する発光基板６４と、画像を表示可能なサブ画像表示部６５とを備えてい
る。発光基板６４は、前記主制御基板３３からの制御信号に基づいて前記演出制御基板３
４が制御することにより、前記図柄表示装置１７の画像表示面１７ａに表示される図柄変
動演出に合わせて発光演出を行うようになっている。また、サブ画像表示部６５は、前記
主制御基板３３(前記演出制御基板３４)からの制御信号に基づいて前記表示制御基板３５
が制御することにより、前記図柄変動演出に合わせた表示演出を行ったり、図示しない不
正検知手段によって不正行為が検知された場合にエラー報知情報を表示したりするように
なっている。
【００２６】
　図４に示すように、前記可動ベース部材６０ｘの前記ベース画壁部６７は、前記ベース
本体部６６において前記左側の外周板５２と近接する側の側縁部から前方へ延出すると共
に上下に長尺に設けられており、前記左可動体６１Ｌの可動領域と、左側の外周板５２と
の間を区画している。すなわち、ベース画壁部６７は、板面の一方が左可動体６１Ｌの可
動領域に臨んで、該左可動体６１Ｌの移動方向(上下方向)に延在するよう設けられている
。このベース画壁部６７は、左側の外周板５２の内壁面に対して近接して沿うよう上下に
垂直に延在する平板状の垂直板部６７ａと、この垂直板部６７ａの上端部に連設されて上
側へ向かうにつれて前記左側の前記外周板５２から前記表示用開口５１ａ側へ離間するよ
う形成された離間板部６７ｂとを備えている。すなわち、前記左側の外周板５２に対する
離間板部６７ｂの離間寸法は、該左側の外周板５２に対する垂直板部６７ａの離間寸法よ
りも大きく設定されている。そして、この離間板部６７ｂと、左側の外周板５２との間に
画成される隙間５４は、配線部材Ｈ４,Ｈ７を前記収容空間５３から前記設置部材５０の
後側(背面板５１の後面側)へ向けて引き出すための作業領域として利用されている。なお
、配線部材Ｈ１～Ｈ７による配線接続構造については後述する。
【００２７】
　図４に示すように、前記ベース画壁部６７には、前記可動演出部６０における可動領域
側の壁面に、前記左可動体６１Ｌに設けられた電気部品６４,６５に一端が接続された配
線部材ＦＨ(図１０参照)が保持されており、左可動体６１Ｌの移動に伴って変位する際に
該配線部材ＦＨが左可動体６１Ｌと接触しないようにしている。そして、このベース画壁
部６７の上端部を構成する前記離間板部６７ｂは、前記配線部材ＦＨの他端が接続される
接続基板４０を保持するための保持部として機能している。
【００２８】
(図柄表示装置１７を支持する構成について)
　図３および図５(ａ)に示すように、前記背面板５１には、前記図柄表示装置１７を支持
する支持部として、図柄表示装置１７の左側部を支持する係合凹部７５が設けられた係合
支持部７０と、図柄表示装置１７の右側部を支持する係止孔７８ａが設けられた固定支持
部７８とが設けられている。ここで、図柄表示装置１７は、係合支持部７０および固定支
持部７８によって支持された状態で、背面板５１の後面の一部としての前記支持面部５１
１に当接し、該支持面部５１１によって前側から支持されるようになっている。
【００２９】
　図３、図５(ａ)および図６に示すように、前記係合支持部７０は、前記図柄表示装置１
７の側端部に沿って上下に延在するよう設けられている。この係合支持部７０には、前記
設置領域５６へ向けて開口する図示しない挿入口が形成された前記係合凹部７５が設けら
れ、該図柄表示装置１７の側面から側方へ向けて突出する係合突部４１を当該係合凹部７
５の挿入口に挿入することで、図柄表示装置１７を支持している。実施例では、図柄表示
装置１７の側面における上下に離間する位置に係合突部４１が設けられており、該係合突
部４１に対応して、係合支持部７０における上下に離間する位置に係合凹部７５が夫々設
けられている。そして、これら複数の係合凹部７５(実施例では上下２つの係合凹部７５)
における挿入口の開設面が、図柄表示装置１７を支持する支持面７５ａとなっている。
【００３０】
　また、前記係合支持部７０には、前記複数の係合凹部７５の間で上下に延在すると共に



(9) JP 6374850 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

前記配線面部５１２から前記支持面部５１１よりも後方位置まで延出する突板(突板部７
１,７２,７３,７４)が設けられている。突板は、上下方向に離間する複数箇所において左
右方向に貫通する開放部分が設けられており、上下に互いに離間する複数の突板部７１,
７２,７３,７４に分割されている。係合支持部７０は、突板(突板部７１,７２,７３,７４
)によって前記図柄表示装置１７の設置領域５６の一部を側方から被覆することで、該設
置領域５６に位置する図柄表示装置１７と他の部材との干渉を防ぐようになっている。具
体的に、係合支持部７０は、上側に位置する係合凹部７５における支持面７５ａと反対側
の側端部に沿って下方へ延びる第１突板部７１と、下側に位置する係合凹部７５における
支持面７５ａと反対側の側端部に沿って上方へ延びる第４突板部７４と、第１突板部７１
および第４突板部７４の間に位置する第２突板部７２および第３突板部７３とを備えてい
る。
【００３１】
　ここで、前記係合支持部７０における前記支持面７５ａとは異なる壁面７０ａには、配
線部材(後述する配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４)を保持する配線保持部９０が設けられている。
具体的には、前記下側に位置する係合凹部７５の後端面(支持面とは異なる壁面７０ａ)と
、前記突板部７１,７２,７３の延出端面(支持面とは異なる壁面７０ａ)とに、配線保持部
９０が夫々設けられている。すなわち、係合支持部７０に配線保持部９０を設けることで
、設置領域５６の近傍に配線部材(配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４)を取り回し得るように構成さ
れている。また、係合凹部７５や突板部７１,７２,７３に配線保持部９０を設け、これら
係合凹部７５または突板部７１,７２,７３と、配線保持部９０との内側に画成される配線
保持領域Ｒａ(後述)に配線部材(配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４)を保持するようにすることで、
配線保持部９０を小型に構成して、該配線保持部９０を設けるのに必要がスペースを縮小
し得るようになっている。なお、この配線部材(配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４)を保持するため
の具体的な構成については後述する。
【００３２】
　図３および図５(ｂ)に示すように、前記固定支持部７８には、前後に開口する係止孔７
８ａが形成されており、図柄表示装置１７の右側部に設けた係止具４２を後方から係止孔
７８ａに挿入して係止することにより、図柄表示装置１７が背面板５１の後側に固定され
る。すなわち、図柄表示装置１７は、一方の側部を前記係合支持部７０に設けた前記係合
凹部７５によって設置領域５６と位置合わせしつつ、他方の側部を固定支持部７８で固定
することで、背面板５１の後側における係合支持部７０および固定支持部７８の間(設置
領域５６)に配設されるようになっている。そして、図柄表示装置１７の後面に取り付け
られる前記演出制御基板３４および前記表示制御基板３５は、図柄表示装置１７を介して
間接的に支持部７０,７８に支持されることになり、背面板５１の後面側に配設されるよ
うになっている。
【００３３】
(左配線収容部８０Ｌについて)
　図３および図５(ａ)に示すように、前記背面板５１の前記第１側枠部５１Ｌには、前記
左中継基板３７Ａの後面に設けられたコネクタ接続部ＣＮに接続する配線部材(後述する
第３～第７配線部材Ｈ３,Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７)を収容可能な左配線収容部８０Ｌが設け
られている。左配線収容部８０Ｌは、図６に示すように、第１側枠部５１Ｌにおいて前記
支持面部５１１および前記配線面部５１２の間に設けられ、前記図柄表示装置１７の前側
に位置すると共に、前記収容空間５３に収容されている左中継基板３７Ａの後方に位置し
ている。ここで、左配線収容部８０Ｌは、前記図柄表示装置１７に対して前方へ離間して
対向するよう設けられた連通壁部８１と、この連通壁部８１および支持面部５１１を段差
状に接続する周壁部８２と、この周壁部８２に対向する前記突板(前記突板部７１,７２,
７３,７４)とにより構成され、連通壁部８１に形成された連通口８１ａを通じて、前記収
容空間５３に配設された左中継基板３７Ａの後面に設けたコネクタ接続部ＣＮを後方へ臨
ませるようになっている。連通口８１ａは、左中継基板３７Ａの後面における複数のコネ
クタ接続部ＣＮが設けられる領域に対応する大きさに形成されて、該複数のコネクタ接続
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部ＣＮを左配線収容部８０Ｌに臨ませるようになっている。なお、連通壁部８１は、第１
側枠部５１Ｌに設けられる配線面部５１２と同一平面上で左右に連なるように設けられて
おり、上下に延在する突板(前記突板部７１,７２,７３,７４)が、配線面部５１２および
連通壁部８１を左右に区画するように位置している。
【００３４】
　図６に示すように、前記左配線収容部８０Ｌは、支持面部５１１と突板(突板部７１,７
２,７３,７４)との間で後方へ向けて開口するよう設けられている。そして、左配線収容
部８０Ｌは、後方開口を覆うように図柄表示装置１７が配設されることで、配線部材(配
線部材Ｈ３,Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７)を内側に収容するように構成されている。なお、左配
線収容部８０Ｌは、各突板部７１,７２,７３,７４の間の開放部分を通じて背面板５１の
外側縁側(図５(ａ)における右方)へ向けて開放されている。すなわち、各突板部７１,７
２,７３,７４の間の開放部分に挿通させた配線部材(配線部材Ｈ３,Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７)
を、左配線収容部８０Ｌの内側から左中継基板３７Ａのコネクタ接続部ＣＮに接続し得る
ように構成されている。
【００３５】
　すなわち、前記左配線収容部８０Ｌは、前記複数のコネクタ接続部ＣＮが前記連通口８
１ａを通じて臨むように比較的大きな内側空間を画成する一方で、前記図柄表示装置１７
を利用して配線部材(配線部材Ｈ３,Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７)を収容する空間を画成すること
で、該配線部材を保持するための構成が簡略化されている。なお、左中継基板３７Ａは、
図柄表示装置１７の後面に取り付けられた前記演出制御基板３４と電気的に接続されてお
り、演出制御基板３４と左中継基板３７Ａとを電気的に接続する配線部材(後述する第３
配線部材Ｈ３)の端部が、左配線収容部８０Ｌの内側で左中継基板３７Ａのコネクタ接続
部ＣＮに接続されている。
【００３６】
(右配線収容部について)
　図３および図５(ａ)に示すように、前記背面板５１の前記第２側枠部５１Ｒには、前記
右中継基板３７Ｂの後面に設けられたコネクタ接続部ＣＮに接続する配線部材(後述する
第２配線部材Ｈ２)を収容可能な右配線収容部８０Ｒが設けられている。右配線収容部８
０Ｒは、第２側枠部５１Ｒにおいて前記支持面部５１１と、第２側枠部５１Ｒの右側縁部
(図５において背面板５１の左側に位置する側縁部)に設けられた外縁壁部５７との間に設
けられ、前記図柄表示装置１７の前側に位置すると共に、前記収容空間５３に収容されて
いる右中継基板３７Ｂの後方に位置している。ここで、右配線収容部８０Ｒは、前記図柄
表示装置１７に対して前方へ離間して対向するよう設けられた連通壁部８１と、この連通
壁部８１および支持面部５１１を段差状に接続する周壁部８２と、この周壁部８２に対向
するよう後方へ延出する前記外縁壁部５７とにより構成され、連通壁部８１に形成された
連通口８１ａを通じて、前記収容空間５３に配設された右中継基板３７Ｂの後面に設けた
コネクタ接続部ＣＮを後方へ臨ませるようになっている。連通口８１ａは、右中継基板３
７Ｂの後面における複数のコネクタ接続部ＣＮが設けられる領域に対応する大きさに形成
されて、該複数のコネクタ接続部ＣＮを右配線収容部８０Ｒに臨ませるようになっている
。なお、連通壁部８１は、第２側枠部５１Ｒに設けられる配線面部５１２に対して上方に
連なるように設けられている。
【００３７】
　図５(ａ)に示すように、前記右配線収容部８０Ｒは、支持面部５１１と前記外縁壁部５
７との間で後方へ向けて開口するよう設けられている。そして、右配線収容部８０Ｒは、
後方開口を覆うように図柄表示装置１７が配設されることで、配線部材(配線部材Ｈ２)を
内側に収容するように構成されている。
【００３８】
　すなわち、前記右配線収容部８０Ｒは、前記複数のコネクタ接続部ＣＮが前記連通口８
１ａを通じて臨むように比較的大きな内側空間を画成する一方で、前記図柄表示装置１７
を利用して配線部材(配線部材Ｈ２)を収容する空間を画成することで、該配線部材を保持
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するための構成が簡略化されている。なお、右中継基板３７Ｂは、前記配線面部５１２(
具体的には、前記下枠部５１Ｕの後面)に設けられた前記統括中継基板３６を介して、図
柄表示装置１７の後面に取り付けられた前記演出制御基板３４と電気的に接続されており
、該右中継基板３７Ｂに接続する第２配線部材Ｈ２の端部が、右配線収容部８０Ｒの内側
で右中継基板３７Ｂのコネクタ接続部ＣＮに接続されている。
【００３９】
　図５(ｂ)に示すように、前記第２側枠部５１Ｒにおいて前記右配線収容部８０Ｒの下側
に位置する前記配線面部５１２は、該右配線収容部８０Ｒに連通すると共に、配線部材(
後述する第２配線部材Ｈ２)を挿通可能な前記挿通経路Ｒが設けられている。この挿通経
路Ｒは、第２側枠部５１Ｒにおいて前記下側の固定支持部７８と前記支持面部５１１との
間で上下に延在するよう設けられており、上端が右配線収容部８０Ｒの周壁部８２に開口
して該右配線収容部８０Ｒと連通し、下端が配線面部５１２の後面側へ向けて開口するよ
う設けられている。すなわち、右配線収容部８０Ｒの下端に連通する挿通経路Ｒは、上下
方向に延在して上下端部および後端部が開口する溝状に形成されており、前記右中継基板
３７Ｂに設けられた前記コネクタ接続部ＣＮと接続する配線部材(第２配線部材Ｈ２)を、
右配線収容部８０Ｒから下方の配線面部５１２へ向けて挿通させ、該配線面部５１２に配
設された前記統括中継基板３６へ向けて取り回すことができるようになっている。
【００４０】
　ここで、前記第２側枠部５１Ｒには、前記右配線収容部８０Ｒと連通する前記挿通経路
Ｒに対応して、配線部材(後述する第２配線部材Ｈ２)を挿通経路Ｒに保持すると共に前記
支持面部５１１からの延長上に設けられた延出片７９(配線保持部９０)が設けられている
。具体的には、図５(ｂ)に示すように、前記支持面部５１１から前記固定支持部７８の後
端部へ向けて延在する延出片７９と、固定支持部７８の後端部から支持面部５１１へ向け
て延在する延出片７９とが設けられている。そして、各延出片７９が、挿通経路Ｒの一部
として、配線部材(後述する第２配線部材Ｈ２)を保持する配線保持領域Ｒａを画成してい
る。すなわち、第２側枠部５１Ｒに設けられた延出片７９は、挿通経路Ｒ(配線保持領域
Ｒａ)と、前記図柄表示装置１７の設置領域５６とを区画するよう設けられている。なお
、図３および図５(ａ)に示すように、前記上側の固定支持部７８および支持面部５１１の
間にも、図示しない配線部材が挿通する挿通経路Ｒが設けられており、該配線部材を延出
片７９で配線保持領域Ｒａに保持し得るようになっている。また、図３および図５(ａ)に
示すように、前述した前記第１側枠部５１Ｌに設けられた挿通経路Ｒの下部(前記左配線
収容部８０Ｌよりも下方に延在して前記下枠部５１Ｕの配線面部５１２の後側に連通する
部分)と対応する位置にも、支持面部５１１の延長上に位置するよう延出片７９(配線保持
部９０)が設けられている。
【００４１】
(配線部材Ｈ１～Ｈ７,ＦＨについて)
　図１０に示すように、前記演出制御基板３４は、第１配線部材Ｈ１によって前記統括中
継基板３６と接続されている。統括中継基板３６は、第２配線部材Ｈ２によって前記右中
継基板３７Ｂと接続されると共に、複数の配線部材や中継基板を介して、前記前枠１３に
設けられた前記スピーカ１８および前記枠ランプ１９と電気的に接続されている。ここで
、演出制御基板３４には、前記図柄表示装置１７の後面に取り付けられて前記設置領域５
６の後側に位置すると共に、第１配線部材Ｈ１および第３配線部材Ｈ３の各コネクタが接
続されるコネクタ接続部ＣＮが左側部に設けられている。これに対して、左中継基板３７
Ａは、第３配線部材Ｈ３によって直接的に演出制御基板３４と接続され、右中継基板３７
Ｂは、前記統括中継基板３６を介して(第１および第２配線部材Ｈ１,Ｈ２を介して)演出
制御基板３４と電気的に接続されている。すなわち、演出制御基板３４の左側部と前後に
重なる位置に設けられた左中継基板３７Ａは、演出制御基板３４に対して統括中継基板３
６よりも近い位置にあることから、統括中継基板３６を経由せず、直接的に演出制御基板
３４と配線接続されている。
【００４２】
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　また、図１０に示すように、前記左中継基板３７Ａおよび前記右中継基板３７Ｂは、前
記収容空間５３に収容された前記可動演出部６０の構成部品としての複数の電気部品と電
気的に接続されている。左中継基板３７Ａは、可動演出部６０を構成する電気部品のうち
、左可動体６１Ｌに関して備えられた電気部品(接続基板４０、駆動手段６２および原位
置センサ６３)と配線接続されている。具体的に、左中継基板３７Ａは、第４配線部材Ｈ
４によって接続基板４０と接続されている。この接続基板４０は、前記ベース画壁部６７
によって保持された配線部材ＦＨによって発光基板６４と接続されている。なお、左可動
体６１Ｌに設けられたサブ画像表示部６５は、発光基板６４と共通の配線部材ＦＨによっ
て接続基板４０と接続されているが、該接続基板４０に配線接続された前記表示制御基板
３５によって表示内容が制御されるようになっている。また、左中継基板３７Ａは、第５
配線部材Ｈ５によって駆動手段６２と接続され、第６配線部材Ｈ６によって原位置センサ
６３と接続されている。更に、左中継基板３７Ａは、可動演出部６０とは別の演出手段の
一部として収容空間５３に設けられた前記他の電気部品６９に対して、第７配線部材Ｈ７
を介して電気的に接続されている。
【００４３】
　ここで、実施例の第１～第７配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７は、銅合金
等からなる素線を塩化ビニル等の絶縁体で被覆して形成される電線(配線)を複数本束ねた
、所謂ワイヤハーネスが用いられており、第１～第７配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４,Ｈ５
,Ｈ６,Ｈ７を捻じったり、曲げたりして変形した際に、絶縁体の弾性等により、変形部位
近傍において形状を復元する力が作用するように構成されている。
【００４４】
　前記右中継基板３７Ｂは、前記可動演出部６０において前記右可動体６１Ｒに関して備
えられた電気部品の一部(電気部品４０,６２,６３,６４)や、可動演出部６０とは別の演
出手段の一部として前記収容空間５３に設けられた電気部品(図示せず)と接続されている
。この右中継基板３７Ｂは、統括中継基板３６を介して演出制御基板３４と接続されてい
る点以外は、左中継基板３７Ａと同様の配線構造となっている(すなわち、接続基板、駆
動手段および原位置センサと配線接続されている)。従って、右中継基板３７Ｂの配線接
続構造に関する説明は省略する。
【００４５】
(配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７を背面板５１の後側へ挿通させる構成について)
　前記収容空間５３に収容された電気部品４０,６２,６３,６９と、前記左中継基板５７
Ａとを接続する第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７は、一端側のコネクタが、収容
空間５３に収容された電気部品４０,６２,６３,６９に対して前記可動演出部６０の前面
側で接続されると共に、他端側のコネクタが、収容空間５３において可動演出部６０の後
側に配設された左中継基板５７Ａのコネクタ接続部ＣＮに対して背面板５１の後側で接続
されている。これらの配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７のうち一部(配線部材Ｈ４,Ｈ７)は、
電気部品４０,６９および左中継基板３７Ａを接続する状態では、前述の如く可動演出部
６０に設けられた前記ベース画壁部６７と、前記左側の外周板５２との間に画成される前
記隙間５４を通過すると共に、背面板５１に設けられた配線挿通部８５ａを挿通するよう
になっている。
【００４６】
　ここで、前記設置部材５０には、前記収容空間５３の内外(前後)に貫通する前記配線挿
通部８５ａ,８６ａが前記背面板(配設板部)５１に形成されると共に、配線挿通部８５ａ,
８６ａに連通する配線誘導部８５ｂ,８６ｂと、該配線挿通部８５ａ,８６ａに連通するコ
ネクタ受入部８５ｃ,８６ｃとが前記左側の外周板(交差板部)５２に形成され、配線挿通
部８５ａ,８６ａ、配線誘導部８５ｂ,８６ｂおよびコネクタ受入部８５ｃ,８６ｃが相互
に連通する長孔状の配線開口８５,８６が設けられている。そして、配線開口８５,８６の
前端側に位置するコネクタ受入部８５ｃ,８６ｃが、該コネクタ受入部８５ｃ,８６ｃに対
応する第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７の何れかにおける他端側のコネクタを挿
通可能な大きさに設けられており、収容空間５３からコネクタ受入部８５ｃ,８６ｃを介
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して左側の外周板５２の外側(左側)に他端側のコネクタを引き出した配線部材Ｈ４,Ｈ５,
Ｈ６,Ｈ７を、配線誘導部８５ｂ,８６ｂを介して、背面板５１に設けられて配線開口８５
,８６の後端に位置する配線挿通部８５ａ,８６ａまで移動させ得るように構成されている
。
【００４７】
　具体的に、前記設置部材５０の上部には、第４および第７配線部材Ｈ４,Ｈ７を外部に
挿通させるための上配線開口８５が設けられている。上配線開口８５は、前記コネクタ受
入部８５ｃが前記左側の外周板５２に設けられると共に、前記配線挿通部８５ａが、左側
の外周板５２と連なる前記背面板５１の外縁部(前記第１側枠部５１Ｌにおける前記外縁
壁部の前記表示用開口５１ａ側に沿う位置)に設けられている。そして、前記配線誘導部
８５ｂが、コネクタ受入部８５ｃと配線挿通部８５ａとを連通するよう左側の外周板５２
から背面板５１に亘って設けられている。すなわち、上配線開口８５が設けられることに
より、前記収容空間５３において一端側のコネクタを電気部品４０,６９に接続した第４
および第７配線部材Ｈ４,Ｈ７を、コネクタ受入部８５ｃから左側の外周板５２の外側(左
側)へ引き出したもとで、設置部材５０の外面側で後方へ引っ張って配線誘導部８５ｂに
沿って移動させ、配線挿通部８５ａまで至らせることができるようになっている。なお、
配線挿通部８５ａは、第４および第７配線部材Ｈ４,Ｈ７におけるコネクタを除く配線部
分を同時に通過させ得る大きさに形成されており(図６参照)、前記左中継基板３７Ａのコ
ネクタ接続部ＣＮに他端側のコネクタを接続した状態の第４および第７配線部材Ｈ４,Ｈ
７を共通の配線挿通部８５ａに位置させて纏めておくことができるようになっている。こ
こで、配線誘導部８５ｂおよび配線挿通部８５ａは、第４および第７配線部材Ｈ４,Ｈ７
のコネクタを挿通し得ない大きさに形成され、コネクタ受入部８５ｃを通じて左側の外周
板５２の外側へ引き出した第４および第７配線部材Ｈ４,Ｈ７のコネクタが配線誘導部８
５ｂや配線挿通部８５ａから収容空間５３側へ戻ることがないように構成されている。
【００４８】
　前記上配線開口８５は、図４に示すように、前記収容空間５３において前記左側の外周
板５２に沿う位置に設けられた前記ベース画壁部６７のうち前記離間板部６７ｂと対向す
る位置に前記コネクタ受入部８５ｃが設けられている。すなわち、第４および第７配線部
材Ｈ４,Ｈ７は、左側の外周板５２と離間板部６７ｂとの間に比較的広く形成された前記
隙間５４を通じて収容空間５３側からコネクタ受入部８５ｃに挿通させることができるよ
うになっており、第４および第７配線部材Ｈ４,Ｈ７を取り回す際の作業性が高められて
いる。
【００４９】
　また、前記設置部材５０における上下方向の中央部には、第５および第６配線部材Ｈ５
,Ｈ６を外部に挿通させるための下配線開口８６が設けられている。下配線開口８６は、
前記コネクタ受入部８６ｃが前記左側の外周板５２に設けられると共に、前記配線挿通部
８６ａが、左側の外周板５２と連なる前記背面板５１の外縁部(前記第１側枠部５１Ｌに
おける前記外縁壁部の前記表示用開口５１ａ側に沿う位置)に設けられている。そして、
前記配線誘導部８６ｂが、コネクタ受入部８６ｃと配線挿通部８６ａとを連通するよう左
側の外周板５２から背面板５１に亘って設けられている。すなわち、下配線開口８６が設
けられることにより、前記収容空間５３において一端側のコネクタを電気部品６２,６３
に接続した第５および第６配線部材Ｈ５,Ｈ６を、コネクタ受入部８６ｃから左側の外周
板５２の外側(左側)へ引き出したもとで、設置部材５０の外面側で後方へ引っ張って配線
誘導部８６ｂに沿って移動させ、配線挿通部８６ａまで至らせることができるようになっ
ている。なお、配線挿通部８６ａは、第５および第６配線部材Ｈ５,Ｈ６におけるコネク
タを除く配線部分を同時に通過させ得る大きさに形成されており(図６参照)、前記左中継
基板３７Ａのコネクタ接続部ＣＮに他端側のコネクタを接続した状態の第５および第６配
線部材Ｈ５,Ｈ６を共通の配線挿通部８６ａに位置させて纏めておくことができるように
なっている。ここで、配線誘導部８６ｂおよび配線挿通部８６ａは、第５および第６配線
部材Ｈ５,Ｈ６のコネクタを挿通し得ない大きさに形成され、コネクタ受入部８６ｃを通
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じて左側の外周板５２の外側へ引き出した第５および第６配線部材Ｈ５,Ｈ６のコネクタ
が配線誘導部８６ｂや配線挿通部８６ａから収容空間５３側へ戻ることがないように構成
されている。
【００５０】
　前記下配線開口８６は、図４に示すように、前記収容空間５３において前記左側の外周
板５２に沿う位置に設けられた前記ベース画壁部６７のうち前記垂直板部６７ａと対向す
る位置に前記コネクタ受入部８６ｃが設けられており、該垂直板部６７ａおよび外周板５
２の間の隙間は、離間板部６７ｂおよび外周板５２の間の隙間(前記隙間５４)よりも小さ
くなっている。ここで、下配線開口８６には、図４に示すように、コネクタ受入部８６ｃ
に後端が連通すると共に前端が外周板５２の前縁部に開口する配線受入部８６ｄが設けら
れており、前記設置部材５０の前側開口を通じて外側に引き出した第５および第６配線部
材Ｈ５,Ｈ６を、コネクタを挿通させることなく両端のコネクタを繋ぐ配線部分を挿通さ
せて、該配線受入部８６ｄからコネクタ受入部８６ｃおよび配線誘導部８６ｂを通じて配
線挿通部８６ａに移動させ得るように構成されている。なお、配線受入部８６ｄは、図７
に示すように、前記排出路形成部材６８が設置部材５０の前端部に配設された場合に該排
出路形成部材６８によって前側から塞がれる位置に設けられている。これに対し、下配線
開口８６は、配線誘導部８６ｂおよびコネクタ受入部８６ｃの両方が設けられることによ
り、配線受入部８６ｄの前側開口が排出路形成部材６８に塞がれた状態では、該排出路形
成部材６８および前記設置部材５０を分解することなく、第５および第６配線部材Ｈ５,
Ｈ６をコネクタ受入部８６ｃから引き出して配線挿通部８６ａまで移動させることができ
る。すなわち、第５および第６配線部材Ｈ５,Ｈ６は、コネクタ受入部８６ｃから外側へ
引き出したもとで配線挿通部８６ａへ向けて移動させることができると共に、設置部材５
０の前側開口から外側へ引き出したもとで配線受入部８６ｄに受け入れて、配線挿通部８
６ａへ向けて移動させることができるようになっていることで、第５および第６配線部材
Ｈ５,Ｈ６を取り回す際の作業性が高められている。
【００５１】
(背面板５１の後側での配線部材Ｈ１～Ｈ７の取り回しについて)
　前述したように、前記背面板５１の後面(前記第１側枠部５１Ｌの後面)に設けられる係
合支持部７０には、第１側枠部５１Ｌから後方へ向けて延出すると共に上下方向に延在す
る壁状の第１～第４突板部７１,７２,７３,７４が、延在方向に離間して並ぶよう設けら
れている。ここで、第１側枠部５１Ｌにおける前記配線面部５１２(すなわち、左配線収
容部８０Ｌと同一平面上で連なる部分)の後面には、複数の配線部材Ｈ１,Ｈ３～Ｈ７が取
り回されるようになっており、図６に示すように、複数の配線部材Ｈ１,Ｈ３～Ｈ７のう
ち第１、第３および第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４が、第１～第４突板部７１,７２,７３,
７４に沿って前記左配線収容部８０Ｌの外側で上下方向に延在するよう取り回されている
。また第５、第６および第７配線部材Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７は、図６に示すように、配線部材Ｈ
１,Ｈ３,Ｈ４の延在方向(上下方向)に対する交差方向(左右方向)に延在して第１配線部材
Ｈ１や第３配線部材Ｈ３と交わるよう取り回されている。なお、前記右中継基板３７Ｂに
接続された第２配線部材Ｈ２は、前記右配線収容部８０Ｒおよび該右配線収容部８０Ｒに
連通する挿通経路Ｒを通じて前記下枠部５１Ｕの後側(前記配線面部５１２の後側)に延在
して、前記統括中継基板３６に接続される。
【００５２】
　前記第１～第３突板部７１,７２,７３および前記下側の係合凹部７５には、前述したよ
うに、配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４を保持するための前記配線保持部９０が設けられている。
これらの配線保持部９０(突板部７１,７２,７３および下側の係合凹部７５に設けられた
配線保持部９０)は、図６に示すように、第１、第３および第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４
のうち少なくとも何れかを保持するものであり、配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４の延在方向(上
下方向)に離間して複数設けられている。この配線保持部９０は、第１～第４突板部７１,
７２,７３の延出端面(後端面)および下側の係合凹部７５の後端面から延出するように設
けられ、該突板部７１,７２,７３および下側の係合凹部７５を左右方向に挟んで前記図柄
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表示装置１７の前記設置領域５６とは反対側に延在している。このように、配線保持部９
０は、前記係合支持部７０において支持面７５ａ(すなわち、係合凹部７５が支持する部
分)とは異なる壁面７０ａに設けられることで、図柄表示装置１７との干渉が回避されて
いる。
【００５３】
　図８に示すように、前記係合支持部７０(第１～第３突板部７１,７２,７３および下側
の係合凹部７５)に設けられる前記配線保持部９０は、前記突板部７１,７２,７３の延出
端面(後端面)および下側の係合凹部７５の後端面から前記設置領域５６と反対側に延出す
る第１の規制片９１と、該第１の規制片９１の延出端から第１側枠部５１Ｌの後面(背面
板５１の後面)が位置する前側へ延出する第２の規制片９２と、により構成されている。
そして、配線保持部９０における第１の規制片９１および第２の規制片９２と、係合支持
部７０(具体的には、設置領域５６とは反対側の側面)とにより、第１、第３および第４配
線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４のうち少なくとも何れかが挿通する複数の配線保持領域Ｒａが画成
されている。すなわち、配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４は、複数または１つの配線保持領域Ｒａ
を挿通する状態で配線保持部９０により保持されるようになっている。ここで、第１の規
制片９１および第２の規制片９２は、配線保持領域Ｒａに保持された配線部材Ｈ１,Ｈ３,
Ｈ４と、設置領域５６が位置する側(すなわち、配線保持領域Ｒａの外側)との間に延在し
ており、配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４が設置領域５６側へ離脱して図柄表示装置１７と接触す
るのを防いでいる。
【００５４】
　図７および図８に示すように、前記第１側枠部５１Ｌにおける前記配線面部５１２の後
面には、前記係合支持部７０(突板部７１,７２,７３および下側の係合凹部７５)に対して
前記設置領域５６とは反対側へ向けて離間する位置に、第１側枠部５１Ｌから後方へ向け
て延出すると共に上下方向に延在する対向壁部９５が設けられている。この対向壁部９５
は、前記配線保持部９０が位置する範囲Ｚ(図７参照)よりも上方または下方へ向けて大き
く形成されている。対向壁部９５は、前記複数の突板部７１,７２,７３,７４に対応して
複数設けられており、延在方向(上下方向)に離間して一列に並んでいる。これら複数の対
向壁部９５のうちで上側に位置する対向壁部９５は、第１突板部７１と左右に対向して、
第１側枠部５１Ｌの後面において前記上枠部５１Ｔと同じ高さ位置に位置するよう設けら
れると共に、下側に位置する対向壁部９５は、第４突板部７４と左右に対向して、第１側
枠部５１Ｌの後面において前記表示用開口５１ａの下端部と同じ高さ位置に位置するよう
設けられている。そして、上側に位置する対向壁部９５と、下側に位置する対向壁部９５
との間には、２つの対向壁部９５が第２突板部７２および第３突板部７３に夫々対向する
よう設けられている。
【００５５】
　図６に示すように、前記複数の対向壁部９５は、前記配線保持領域Ｒａに保持した第１
、第３および第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４の挿通経路Ｒを、前記第１～第４突板部７１,
７２,７３,７４(係合支持部７０)との間に画成している。すなわち、前記第１側枠部５１
Ｌの後面には、図８に示すように、前記突板部７１,７２,７３,７４と前記対向壁部９５
とが左右に離間して対向し、かつ、左右に対向する突板部７１,７２,７３,７４および対
向壁部９５の組み合わせが、上下方向に複数組並ぶように設けられることで、上下に延在
する１つの挿通経路Ｒが設けられている。そして、挿通経路Ｒの複数箇所に設けられる前
記配線保持領域Ｒａにおいて前記配線保持部９０が配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４を保持するよ
うに構成されている。ここで、挿通経路Ｒは、上下に隣接する突板部７１,７２,７３,７
４の間が、前記設置領域５６側(前記左配線収容部８０Ｌ側)へ向けて開放されていると共
に、上下に隣接する対向壁部９５の間が、前記設置領域５６とは反対側(前記外縁壁部５
７側)へ向けて開放されている(図６参照)。このように挿通経路Ｒにおいて延在方向(上下
方向)とは異なる側(左右方向)に開放された部分は、挿通経路Ｒを横断するよう第５、第
６および第７配線部材Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７を取り回す際の挿通口として利用されると共に、挿
通経路Ｒを挿通する第３および第４配線部材Ｈ３,Ｈ４を左配線収容部８０Ｌへ向けて引
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き出すための引出口として利用されている。
【００５６】
　前記複数の対向壁部９５の延出端部は、図７に示すように、側面視において前記配線保
持部９０の第２の規制片９２と重なる領域がＵ字状(またはＬ字状)に切り欠かれており、
これによって対向壁部９５には、第１側枠部５１Ｌからの延出寸法が小さい部分(第１対
向部９６)と、延出寸法が大きい部分(第２対向部９７)とが設けられている。すなわち、
対向壁部９５は、図８(ａ)に示すように、上下位置において配線保持部９０(第２の規制
片９２)と同じ高さ位置にある第１対向部９６の延出寸法Ｌ２が小さく、該第１対向部９
６と第２の規制片９２とは前後方向において相互に離間している。また、上下位置におい
て第２の規制片９２よりも上側または下側に位置する第２対向部９７は延出寸法Ｌ３が大
きく、第２の規制片９２の上縁または下縁に対向するよう設けられている。ここで、前記
第２の規制片９２における前記第１側枠部５１Ｌに対する後方への離間寸法Ｌ１は、第１
側枠部５１Ｌから後方へ向けた前記第１対向部９６の延出寸法Ｌ２よりも大きく、かつ第
１側枠部５１Ｌから後方へ向けた第２対向部９７の延出寸法Ｌ３よりも小さく設定されて
いる。このように、各対向壁部９５は、配線保持部９０の形成位置に対応する位置に設け
られた第１対向部９６が、第２の規制片９２と第１側枠部５１Ｌの後面との間の隙間を縮
小するよう設けられると共に、配線保持部９０の形成位置から第１および第３配線部材Ｈ
１,Ｈ３の延在方向に偏倚した位置に設けられた第２対向部９７における第１側枠部５１
Ｌ(設置部材５０)からの延出寸法(突出寸法)Ｌ３が、第１対向部９６の延出寸法(突出寸
法)Ｌ２よりも大きくなるよう設けられている。これにより、第１、第３および第４配線
部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４を、前記対向壁部９５(第１対向部９６および第２対向部９７)と第２
の規制片９２との間から前記配線保持領域Ｒａに挿入し得ると共に、第１、第３および第
４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４が配線保持領域Ｒａから外側へ離脱するのを防ぎ得るように構
成されている。
【００５７】
　また、前記対向壁部９５は、図８(ｂ)に示すように、前記配線保持部９０における前記
第２の規制片９２よりも前記突板部７１,７２,７３,７４(係合支持部７０)から僅かに離
間する位置に設けられている。すなわち、第２の規制片９２と対向壁部９５とを左右方向
にずらして設け、該第２の規制片９２および対向壁部９５の間の隙間が後方へ開放するよ
う構成することにより、第１、第３および第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４を前記設置部材５
０の後方から前記配線保持領域Ｒａに挿入する際の作業性が高められている。
【００５８】
　図６および図８(ａ)に示すように、前記第１側枠部５１Ｌに設けられる前記配線面部５
１２には、前記係合支持部７０と前記対向壁部９５との間に、前後に貫通する逃げ孔９９
が形成されている。逃げ孔９９は、第１側枠部５１Ｌにおいて前記配線保持部９０の前方
に位置する部分に設けられ、該配線保持部９０および係合支持部７０(突板部７１,７２,
７３および下側の係合凹部７５)により形成される前記配線保持領域Ｒａに開口している
。すなわち、配線保持領域Ｒａを挿通する第１、第３および第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４
は、配線保持部９０によって後方への変位が規制された状態で、前方に開口する逃げ孔９
９の内側への変位は許容される。これにより、配線保持領域Ｒａに挿通させる配線部材Ｈ
１,Ｈ３,Ｈ４が該配線保持領域Ｒａの全域を占有する程度に大きな幅寸法に設けられた場
合においても、配線保持部９０にかかる負荷を軽減することができ、該幅寸法のある配線
部材を配線保持領域Ｒａに保持することができるようになっている。
【００５９】
　前述したように、前記第１～第４突板部７１,７２,７３,７４に沿って上下方向に延在
する第１、第３および第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４は、第１～第３突板部７１,７２,７３
および下側の係合凹部７５の夫々に設けられた配線保持部９０(後述)のうち少なくとも１
つによって保持されている。また、左右方向に延在する第５および第６配線部材Ｈ５,Ｈ
６は、第３および第４突板部７３,７４に設けられた各配線保持部９０に保持された第１
配線部材Ｈ１と、第１側枠部５１Ｌの後面との間で、第３および第４突板部７３,７４に
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設けられた各配線保持部９０の間を通過するよう設けられ、第１配線部材Ｈ１を利用して
第１側枠部５１Ｌの後面に沿う位置に保持されている。更に、左右方向に延在する第７配
線部材Ｈ７は、第１および第２突板部７１,７２に設けられた各配線保持部９０に保持さ
れた第３配線部材Ｈ３と、第１側枠部５１Ｌの後面との間で、第１および第２突板部７１
,７２に設けられた各配線保持部９０の間を通過するよう設けられ、第３配線部材Ｈ３を
利用して第１側枠部５１Ｌの後面に沿う位置に保持されている。
【００６０】
　ここで、前記第３配線部材(所定の配線部材)Ｈ３は、図９に示すように、前記配線保持
領域Ｒａにおいて、配線保持部９０側へ向けて変位しようとする力Ｆ１,Ｆ２が作用する
ことで付勢された状態で、該配線保持部９０により保持されている。そして、該変位しよ
うとする力Ｆ１,Ｆ２によって、第３配線部材Ｈ３および配線保持部９０(第１の規制片９
１)の間に、他の配線部材(具体的には、第１配線部材Ｈ１や第４配線部材Ｈ４)を挟持す
るようになっている。
【００６１】
　具体的に、前記第３配線部材Ｈ３は、図６に示すように、前記第２突板部７２および前
記第３突板部７３の間の開放部分(引出口)から前記挿通経路Ｒの側方へ引き出された一端
側のコネクタが、該開放部分(引出口)と左右に並ぶ前記左中継基板３７Ａのコネクタ接続
部ＣＮに対して接続されている。このコネクタ接続部ＣＮは、前記第３突板部７３に設け
られた配線保持部９０に対して比較的近い位置に設けられている。ここで、第３配線部材
Ｈ３が、左中継基板３７Ａに設けたコネクタ接続部ＣＮに対する接続方向(前後方向)と交
差する向き(側方かつ上方)に捻じるように撓ませた状態(図９(ａ)参照)で、第２突板部７
２に設けられた配線保持部９０によって画成された各配線保持領域Ｒａを挿通する(図９(
ｂ)参照)ことで、第３配線部材Ｈ３が自身の撓みにより復元する力Ｆ１(図９(ａ)(ｂ)参
照)が生じるようにしている。これにより、第３配線部材Ｈ３と、第２突板部７２に設け
られた配線保持部９０との間に挿通された第１配線部材Ｈ１に対して、第３配線部材Ｈ３
の復元力Ｆ１が作用して、第３配線部材Ｈ３および配線保持部９０の間に第１配線部材Ｈ
１を挟持し得るようになっている。
【００６２】
　また、前記第３配線部材Ｈ３は、前記第１配線部材Ｈ１を構成する配線の数よりも多数
の配線により構成されていることで、自身の撓みにより生じる復元力Ｆ１によって効果的
に第１配線部材Ｈ１を配線保持領域Ｒａに保持し得るようになっている。なお、第３配線
部材Ｈ３と、前記第１突板部７１に設けられた配線保持部９０との間に挿通された第４配
線部材Ｈ４に対しても、第３配線部材Ｈ３の撓みによる復元力Ｆ１が作用するようになっ
ている。
【００６３】
　前記第１側枠部５１Ｌの後面側には、図６および図９(ｃ)に示すように、第１、第３お
よび第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４とは別に、これらの配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４が延在する
上下方向と交差する左右方向へ延在する前記第７配線部材Ｈ７が配設されている。この第
７配線部材Ｈ７は、前述したように第３配線部材Ｈ３と第１側枠部５１Ｌ(設置部材５０)
の後面との間に位置している。すなわち、該第３配線部材Ｈ３と第１側枠部５１Ｌの後面
との間に第７配線部材Ｈ７が介在することによって、該第７配線部材Ｈ７が位置する分だ
け第３配線部材Ｈ３が第１側枠部５１Ｌから後方へ離間し、該第３配線部材Ｈ３が、第１
突板部７１および第２突板部７２に設けられた各配線保持部９０との近接位置を挿通する
こととなり、この第３配線部材Ｈ３と、各配線保持部９０との間に第１および第４配線部
材Ｈ１,Ｈ４が位置して該第３配線部材Ｈ３を第１側枠部５１Ｌ側(各配線保持部９０とは
反対側)に撓ませることで、該撓みにより生じる復元力Ｆ２(図９(ｃ)(ｄ)参照)によって
効果的に第１および第４配線部材Ｈ１,Ｈ４を配線保持領域Ｒａに保持し得るようになっ
ている。すなわち、前記左中継基板３７Ａのコネクタ接続部ＣＮとの接続位置から離れ、
第３配線部材Ｈ３の前記復元力Ｆ１が小さくなる部分では、第７配線部材Ｈ７の存在によ
って第３配線部材Ｈ３に生じさせた復元力Ｆ２によって、第３配線部材Ｈ３および配線保



(18) JP 6374850 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

持部９０の間に第１および第４配線部材Ｈ１,Ｈ４を保持し得るようになっている。なお
、第７配線部材Ｈ７は、第３配線部材Ｈ３と第１側枠部５１Ｌ(設置部材５０)の後面との
間で挿通経路Ｒを横切るように配設されることで、第１突板部７１に設けられた配線保持
部９０と、第２突板部７２に設けられた配線保持部９０との間に保持されている。
【００６４】
　また、前記第１側枠部５１Ｌの後面側には、図６に示すように、第１配線部材Ｈ１、第
３配線部材Ｈ３および第４配線部材Ｈ４とは別に、これらの配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４が延
在する上下方向と交差する左右方向へ延在する前記第５配線部材Ｈ５および前記第６配線
部材Ｈ６が配設されている。これら第５および第６配線部材Ｈ５,Ｈ６は、第１配線部材
Ｈ１と第１側枠部５１Ｌ(設置部材５０)の後面との間に位置して、前記挿通経路Ｒを横切
るように配設されている。すなわち、第５および第６配線部材Ｈ５,Ｈ６の存在によって
、第３および第４突板部７３,７４に設けられた各配線保持部９０側へ向けて第１配線部
材Ｈ１を変位させる力が生じており、当該変位させる力により、第１配線部材Ｈ１が配線
保持領域Ｒａに保持されている。なお、第５および第６配線部材Ｈ５,Ｈ６は、第１配線
部材Ｈ１と第１側枠部５１Ｌ(設置部材５０)の後面との間で挿通経路Ｒを横切るように配
設されることで、第３突板部７３に設けられた配線保持部９０と、第４突板部７４に設け
られた配線保持部９０との間に保持されている。
【００６５】
〔実施例の作用〕
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００６６】
　実施例のパチンコ機１０は、内側に収容空間５３を画成する設置部材(空間画成部材)５
０を備えており、該収容空間５３の後端側(具体的には、背面板５１と可動ベース部材６
０ｘとの間)には、演出制御基板３４と、収容空間５３内に位置する複数の電気部品(接続
基板４０、駆動手段６２、原位置センサ６３、他の電気部品６９等)との電気的な接続を
中継する左中継基板３７Ａが配設される。そして、収容空間５３内から設置部材５０の外
側に挿通する第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７のコネクタは、左中継基板３７Ａ
の後面に設けられたコネクタ接続部ＣＮに対して設置部材５０の外側で着脱される。
【００６７】
　ここで、設置部材５０は、左中継基板３７Ａのコネクタ接続部ＣＮが位置する背面板５
１と、該背面板５１に対して交差する上下および左右の外周板５２とによって収容空間５
３を画成するものであり、背面板５１には、収容空間５３の内外に貫通する配線挿通部８
５ａ,８６ａが設けられ、左側の外周板５２には、配線挿通部８５ａ,８６ａに連通する配
線誘導部８５ｂ,８６ｂと、この配線誘導部８５ｂ,８６ｂと連通すると共に第４～第７配
線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７のコネクタを挿通可能なコネクタ受入部８５ｃ,８６ｃとが設
けられている。そして、第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７のコネクタを収容空間
５３内から設置部材５０の外側に挿通する場合には、コネクタ受入部８５ｃ,８６ｃを介
して設置部材５０の外周側(外側)へと引き出したもとで、該配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ
７を配線誘導部８５ｂ,８６ｂを介して配線挿通部８５ａ,８６ａまで移動させ、該配線挿
通部８５ａ,８６ａを挿通する状態とした第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７のコネ
クタを、左中継基板３７Ａのコネクタ接続部ＣＮに接続する。すなわち、第４～第７配線
部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７を、収容空間５３からコネクタ受入部８５ｃ,８６ｃを介して左
側の外周板５２の外側に引き出したもとで、配線誘導部８５ｂ,８６ｂから配線挿通部８
５ａ,８６ａへと移動させて左中継基板３７Ａのコネクタ接続部ＣＮに接続させることが
できるから、第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７を配線挿通部８５ａ,８６ａに直接
挿通させる必要がない。すなわち、収容空間５３に収容される可動演出部６０等の部材が
邪魔となって第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７の配線接続作業が困難となるのを
防ぐことができる。
【００６８】
　配線挿通部８５ａ,８６ａは、背面板５１における左側の外周板５２と連なる外縁部(具
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体的には、設置部材５０に設けられた外縁壁部５７に沿う位置)に位置するよう形成され
ているから、コネクタ受入部８５ｃ,８６ｃを介して左側の外周板５２の外側に引き出し
た第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７を、配線誘導部８５ｂ,８６ｂを介して配線挿
通部８５ａ,８６ａまで容易に移動させることができる。また、上配線開口８５の配線挿
通部８５ａは、第４配線部材Ｈ４および第７配線部材Ｈ７を同時に通過させ得る大きさに
形成されており、下配線開口８６の配線挿通部８６ａは、第５配線部材Ｈ５および第６配
線部材Ｈ６を同時に通過させ得る大きさに形成されている。すなわち、複数の配線部材Ｈ
４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７で配線挿通部８５ａ,８６ａを兼用し得るから、設置部材５０の構成の
複雑化を防止することができる。
【００６９】
　なお、実施例の配線挿通部８５ａ,８６ａおよび配線誘導部８５ｂ,８６ｂは、第４～第
７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７のコネクタを挿通し得ない大きさに形成されている。こ
れにより、第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７をコネクタ受入部８５ｃ,８６ｃを介
して左側の外周板５２の外側に引き出したもとで該コネクタ受入部８５ｃ,８６ｃから配
線挿通部８５ａ,８６ａまで移動させる途中において、第４～第７配線部材Ｈ４,Ｈ５,Ｈ
６,Ｈ７のコネクタが配線挿通部８５ａ,８６ａや配線誘導部８５ｂ,８６ｂを介して収容
空間５３側に移動するのを防ぐことができる。
【００７０】
　また、上配線開口８５には、コネクタ受入部８６ｃに後端が連通すると共に前端が左側
の外周板５２の前縁部に開口する配線受入部８６ｄが設けられている。そして、配線受入
部８６ｄの前側開口を塞ぐように排出路形成部材６８が設置部材５０に取り付けられる。
このような構成において、設置部材５０に設けられた配線受入部８６ｄの開口が排出路形
成部材６８で塞がれた状態では、設置部材５０および排出路形成部材６８を分解すること
なくコネクタ受入部８６ｃを介して左側の外周板５２の外側へ第５および第６配線部材Ｈ
５,Ｈ６を引き出すことができる。また、配線受入部８６ｄの前側開口を排出路形成部材
６８で塞ぐ前の状態では、配線受入部８６ｄの前側開口から第５および第６配線部材Ｈ５
,Ｈ６を直接挿入して配線挿通部８６ａまで移動させることができるから、コネクタ受入
部８６ｃに第５および第６配線部材Ｈ５,Ｈ６のコネクタを挿通させる必要がなく、配線
接続作業をより簡易にすることができる。
【００７１】
　ここで、背面板５１の後面で左右方向に延在するよう取り回される第５～第７配線部材
Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７とは別の配線部材として、第１および第３配線部材Ｈ１,Ｈ３が背面板５
１の後面側に取り回されるようになっており、該背面板５１には、第１および第３配線部
材Ｈ１,Ｈ３が挿通する配線保持領域Ｒａを背面板５１との間に画成する配線保持部９０
が複数設けられている。そして、第５～第７配線部材Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７は、背面板５１と第
１および第３配線部材Ｈ１,Ｈ３との間に、該第１および第３配線部材Ｈ１,Ｈ３と交差す
る方向に延在して複数の配線保持部９０の間を通過するよう配設される。すなわち、配線
保持領域Ｒａを挿通する第１および第３配線部材Ｈ１,Ｈ３が、該第１および第３配線部
材Ｈ１,Ｈ３と交差する左右方向に延在する第５～第７配線部材Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７の存在に
よって背面板５１から離間する側(配線保持部９０側)へ近接するから、該第１および第３
配線部材Ｈ１,Ｈ３を配線保持部９０で確実に保持することができる。また、第５～第７
配線部材Ｈ５,Ｈ６,Ｈ７が第１および第３配線部材Ｈ１,Ｈ３の延在方向に変位するのを
複数の配線保持部９０によって規制することができる。
【００７２】
　また、実施例のパチンコ機１０は、設置部材５０に設けられた係合支持部７０および固
定支持部７８によって図柄表示装置１７を背面板５１の後面側に支持するものであり、係
合支持部７０における図柄表示装置１７を支持する支持面７５ａとは異なる壁面７０ａ(
具体的には、第１～第４突板部７１,７２,７３の延出端面と、下側の係合凹部７５におけ
る後端面)に、第１、第３および第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４を保持する配線保持部９０
が、該配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４の延在方向(上下方向)に離間して複数設けられている。そ
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して、配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４は、これら複数の配線保持部９０によって図柄表示装置１
７の設置領域５６の外側に保持される。すなわち、図柄表示装置１７を設置領域５６に支
持する係合支持部７０に配線保持部９０を設けることで、設置領域５６の近傍に第１、第
３および第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４を取り回し得る。また、係合支持部７０を利用して
配線保持部９０を設けることにより、配線保持部９０を設けることができ、該配線保持部
９０に必要なスペースを抑制することができる。
【００７３】
　ここで、配線保持部９０は、該配線保持部９０で保持された第１～第４配線部材Ｈ１,
Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４と、図柄表示装置１７の設置領域５６が位置する側との間に延在する第１
の規制片９１および第２の規制片９２からなるものであり、第１の規制片９１が係合支持
部７０から設置領域５６と反対側に延出すると共に、第２の規制片９２が第１の規制片９
１の延出端から設置部材５０側へ延出するように設けられている。すなわち、係合支持部
７０(第１～第３突板部７１,７２,７３および下側の係合凹部７５)と、第１の規制片９１
および第２の規制片９２とにより、第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４を保持する
ための配線保持領域Ｒａが画成される。すなわち、配線保持部９０で第１～第４配線部材
Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４を確実に配線保持領域Ｒａに保持し得ると共に、設置領域５６に設
置される図柄表示装置１７に対して第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４が接触する
のを防ぐことができる。
【００７４】
　また、設置部材５０には、係合支持部７０(第１～第４突板部７１,７２,７３,７４)と
離間して対向するように対向壁部９５が設けられており、該対向壁部９５が、配線保持領
域Ｒａに保持した第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４の挿通経路Ｒを係合支持部７
０との間に画成している。このように、対向させて設けた係合支持部７０および対向壁部
９５によって第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４の挿通経路Ｒを画成することによ
り、第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４をより確実に保持することができる。ここ
で、対向壁部９５は、配線保持部９０の形成位置に対応する位置に設けられた第１対向部
９６における後方への延出寸法Ｌ２よりも、配線保持部９０の形成位置から上下方向(第
１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４の延在方向)に偏倚した位置に設けられた第２対向
部９７の後方への延出寸法Ｌ３が大きくなるよう設けられているから、配線保持領域Ｒａ
からの第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４の離脱を第２対向部９７によって規制す
ることができる。また、対向壁部９５は、配線保持部９０における第２の規制片９２より
係合支持部７０から離間する位置に設けられることで、第２の規制片９２および第１対向
部９６の間から第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４を容易に配線保持領域Ｒａに挿
入することができるようにしつつ、配線保持領域Ｒａに第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ
３,Ｈ４を挿入した後には、該第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４を第２の規制片９
２で配線保持領域Ｒａに確実に保持することができる。
【００７５】
　また、設置部材５０には、係合支持部７０と対向壁部９５との間において配線保持部９
０により形成される配線保持領域Ｒａに開口する逃げ孔９９が形成されている。すなわち
、配線保持領域Ｒａに保持された第１～第４配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,Ｈ４が設置部材５
０に形成した逃げ孔９９へ変位し得ることで、幅寸法の大きな配線部材Ｈ１,Ｈ２,Ｈ３,
Ｈ４を配線保持領域Ｒａで保持することができる。
【００７６】
　更に、実施例のパチンコ機１０は、図柄表示装置１７等の遊技機構成部材が配設された
設置部材５０に、配線保持部９０が画成する配線保持領域Ｒａに複数の配線部材Ｈ１,Ｈ
３,Ｈ４を挿通して保持するものであり、該複数の配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４のうちで第３
配線部材Ｈ３が、配線保持部９０側へ向けて付勢された状態で配線保持部Ｒａに保持され
ることにより、第１および第４配線部材Ｈ１,Ｈ４を第３配線部材Ｈ３および配線保持部
９０(具体的には、第１の規制片９１)との間に挟持するようにしている。これにより、複
数の配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４を保持するための構成を簡略化できるから、該複数の配線部
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材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４を比較的自由に取り回すことができる。
【００７７】
　より具体的には、配線保持部９０の近傍に設けられたコネクタ接続部ＣＮ(左中継基板
３７Ａに設けられたコネクタ接続部ＣＮ)に第３配線部材Ｈ３のコネクタが接続されるこ
とで、第３配線部材Ｈ３が、該コネクタ接続部ＣＮからの延在方向(前後方向)に対して交
差する向き(側方かつ上方)に捻じるように撓ませた状態で配線保持領域Ｒａを挿通するこ
とで、第３配線部材Ｈ３が自身の撓みによる復元力Ｆ１が生じ、該復元力Ｆ１が第１およ
び第４配線部材Ｈ１,Ｈ４に対して作用する。また、配線保持領域Ｒａに保持された第１
、第３および第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４とは別に、該第４配線部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４と交
差する左右方向へ延在する第７配線部材Ｈ７が設置部材５０の後面側に取り回されており
、該第７配線部材Ｈ７が第３配線部材Ｈ３および設置部材５０の間に位置することで、第
７配線部材Ｈ７によって第３配線部材Ｈ３が配線保持部９０側へ近接し、第１および第４
配線部材Ｈ１,Ｈ４が第３配線部材Ｈ３および配線保持部９０の間に位置することで、第
３配線部材Ｈ３において配線保持部９０側への復元力Ｆ２が作用する。このように各配線
部材Ｈ１,Ｈ３,Ｈ４,Ｈ７を取り回すことにより、設置部材５０の構成を複雑化すること
なく、第３配線部材Ｈ３と配線保持部９０との間で第１および第４配線部材Ｈ１,Ｈ４を
配線保持領域Ｒａに保持することができる。なお、第３配線部材Ｈ３は、第１および第４
配線部材Ｈ１,Ｈ４の夫々を構成する配線の数よりも多数の配線により構成されているか
ら、第１および第４配線部材Ｈ１,Ｈ４を確実に配線保持領域Ｒａに保持することができ
る。
【００７８】
〔変更例〕
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1)　実施例では、図柄表示装置を支持する支持部に配線保持部を設けるように構成した
が、図柄表示装置とは異なる遊技機構成部材を支持するための支持部に配線保持部を設け
るようにしてもよい。
(2)　実施例では、支持部を構成する突板部の延出端面と、支持部を構成する係合凹部の
後端面とに配線保持部を設けるように構成したが、支持部における支持面とは異なる壁面
であれば、他の何れの壁面に配線保持部を設けてもよい。
(3)　実施例では、配線保持部に第１の規制片および第２の規制片を設け、これらの規制
片と支持部とで配線保持領域を画成するよう構成したが、第２の規制片を設けず、第１の
規制片と支持部とで配線保持領域を画成するようにしてもよい。
(4)　実施例では、支持部と離間して対向する対向壁部を設けて、支持部および対向壁部
の間に配線部材の挿通経路を画成するようにしたが、対向壁部を設けないようにしてもよ
い。
(5)　遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチン
コ球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
【００７９】
　本願には、例えば次のような技術的思想が含まれている。
(Ａ)　請求項３記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記設置部材(50)には、前記支持部(70)と離間して対向すると共に、前記配線保持領域
(Ra)に保持した前記配線部材(H1,H3,H4)の挿通経路(R)を前記支持部(70)との間に画成す
る対向壁部(95)が設けられることを要旨とする。
　上記構成を含む遊技機によれば、配線保持部により保持した配線部材の挿通経路を支持
部および対向壁部の間に画成することにより、配線部材をより確実に保持することができ
る。
(Ｂ)　上記(Ａ)記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記対向壁部(95)は、前記配線保持部(90)の形成位置に対応する位置に設けられた第１
対向部(96)と、前記配線保持部(90)の形成位置から前記配線部材(H1,H3,H4)の延在方向に
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　前記第２対向部(97)における前記設置部材(50)からの突出寸法(L3)は、前記第１対向部
(96)の突出寸法(L2)よりも大きくなるよう設けられたことを要旨とする。
　上記構成を含む遊技機によれば、第２対向部の設置部材からの突出寸法を第１対向部よ
り大きくすることにより、配線保持領域からの配線部材の離脱を第２対向部によって規制
することができる。
(Ｃ)　上記(Ａ)または(Ｂ)記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記設置部材(50)には、前記支持部(70)と前記対向壁部(95)との間において前記配線保
持部(90)により形成される前記配線保持領域(Ra)に開口する逃げ孔(99)が形成されている
ことを要旨とする。
　上記構成を含む遊技機によれば、配線保持領域に保持された配線部材が設置部材に形成
した逃げ孔へ変位し得ることで、幅寸法の大きな配線部材を配線保持領域で保持すること
ができる。
(Ｄ)　上記(Ａ)～(Ｃ)の何れかに記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記対向壁部(95)は、前記配線保持部(90)における前記第２の規制片(92)より前記支持
部(70)から離間する位置に設けられていることを要旨とする。
　上記構成を含む遊技機によれば、第２の規制片および第１対向部の間から配線部材を容
易に配線保持領域に挿入することができるようにしつつ、配線保持領域に配線部材を挿入
した後には、配線部材を第２の規制片で配線保持領域に確実に保持することができる。
【符号の説明】
【００８０】
１７ 図柄表示装置(遊技機構成部材)
５０ 設置部材
５６ 設置領域
７０ 係合支持部(支持部)
７０ａ 支持面とは異なる壁面
７５ａ 支持面
７８ 固定支持部(支持部)
９０ 配線保持部
９５ 対向壁部
９６ 第１対向部
９７ 第２対向部
Ｈ１ 第１配線部材(配線部材)
Ｈ３ 第３配線部材(配線部材)
Ｈ４ 第４配線部材(配線部材)
Ｒ 挿通経路
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