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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に遊技領域が形成されている遊技盤と、
　前記遊技盤を着脱可能に支持する支持枠と
を備え、
　前記支持枠に対して前記遊技盤が遊技機前方から取り付けられている遊技機において、
　前記支持枠に設けられているとともに、前記遊技盤の下方に配置され、予め定められた
方向に遊技球を発射する遊技球発射装置と、
　前記遊技盤の前面から起立する壁状をなし、前記遊技球発射装置から発射された遊技球
がその壁面に沿って移動することにより同遊技球を前記遊技領域に誘導する誘導手段と、
　前記誘導手段において前記遊技球発射装置から発射された遊技球が入る入口部の近傍に
設けられ、前記遊技盤の前記支持枠に対しての取付位置を規定する位置決め手段と
を備え、
　前記誘導手段は、遊技球が通過可能な隙間を隔てて内外二重に設けられた内レール及び
外レールによって構成されており、
　それら内レール及び外レールは、前記遊技領域の外方に凸となる湾曲状に形成されてお
り、
　前記外レールに沿って配置され、当該外レールを前記遊技盤に固定する複数の固定部を
備え、
　前記位置決め手段は、前記支持枠に形成されている突起と、前記遊技盤に形成され前記
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突起が挿通される挿通部とを有し、遊技機の正面視において前記外レールと前後に重なる
位置に配置されており、
　前記挿通部は、前記遊技盤の厚さ方向に貫通する孔状をなし、
　前記挿通部において前記突起が挿入される側とは反対には、前記外レールに対して前記
内レールと対向している側とは反対から当接することにより、同外レールの変形を規制す
る規制部材が取り付けられ、
　前記規制部材は、前記複数の固定部の間にて前記外レールに対して当接していることを
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、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機には、遊技盤を枠体に搭載してなる遊技機本体を備えているもの
がある。遊技盤の前面にはレール部材が設けられており、レール部材等によって遊技領域
が区画形成されている。遊技球発射装置は遊技球の発射方向を規定する発射レールを有し
ている。この発射レールから発射された遊技球は、上記レール部材に沿って移動すること
により遊技領域に導かれることとなる。
【０００３】
　一般的に、このような遊技機においては遊技盤が枠体に対して着脱可能に取り付けられ
ており、遊技盤の着脱を可能とすることで遊技盤等のメンテナンス作業の容易化や機種変
更時における同遊技盤の入替作業の容易化が図られている。特に、近年では遊技盤を枠体
の前方から着脱可能とする遊技機が提案されており、上述した遊技盤着脱作業の更なる容
易化が図られている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－４７１５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、遊技盤を枠体の前方から取り付けるタイプの遊技機においては、遊技盤
の取付容易性，取付位置精度，取付安定性等、未だ改善の余地がある。
【０００６】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技盤の取り付けを好適
なものとすることができる遊技機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】
【０００７】
　以下、上記課題を解決するための手段について記載する。
【０００８】
　請求項１記載の発明は、
　前面に遊技領域が形成されている遊技盤と、
　前記遊技盤を着脱可能に支持する支持枠と
を備え、
　前記支持枠に対して前記遊技盤が遊技機前方から取り付けられている遊技機において、
　前記支持枠に設けられているとともに、前記遊技盤の下方に配置され、予め定められた
方向に遊技球を発射する遊技球発射装置と、
　前記遊技盤の前面から起立する壁状をなし、前記遊技球発射装置から発射された遊技球
がその壁面に沿って移動することにより同遊技球を前記遊技領域に誘導する誘導手段と、
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　前記誘導手段において前記遊技球発射装置から発射された遊技球が入る入口部の近傍に
設けられ、前記遊技盤の前記支持枠に対しての取付位置を規定する位置決め手段と
を備え、
　前記誘導手段は、遊技球が通過可能な隙間を隔てて内外二重に設けられた内レール及び
外レールによって構成されており、
　それら内レール及び外レールは、前記遊技領域の外方に凸となる湾曲状に形成されてお
り、
　前記外レールに沿って配置され、当該外レールを前記遊技盤に固定する複数の固定部を
備え、
　前記位置決め手段は、前記支持枠に形成されている突起と、前記遊技盤に形成され前記
突起が挿通される挿通部とを有し、遊技機の正面視において前記外レールと前後に重なる
位置に配置されており、
　前記挿通部は、前記遊技盤の厚さ方向に貫通する孔状をなし、
　前記挿通部において前記突起が挿入される側とは反対には、前記外レールに対して前記
内レールと対向している側とは反対から当接することにより、同外レールの変形を規制す
る規制部材が取り付けられ、
　前記規制部材は、前記複数の固定部の間にて前記外レールに対して当接していることを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　遊技盤の取り付けを好適なものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図４】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図５】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図６】内枠の構成を示す正面図である。
【図７】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図８】内枠の構成を示す背面図である。
【図９】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１０】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１１】主要な構成を分解して示す内枠の正面斜視図である。
【図１２】図６のＡ－Ａ線部分断面図である。
【図１３】図６のＢ－Ｂ線部分断面図である。
【図１４】遊技盤の着脱の流れを示す概略図である。
【図１５】遊技盤の着脱の流れを示す概略図である。
【図１６】ロック装置を内枠から取り外した状態を示す分解斜視図である。
【図１７】図６のＣ―Ｃ線部分断面図である。
【図１８】開放された前扉枠と遊技盤及び挿入部との位置関係を示す概略図である。
【図１９】（ａ１）～（ｃ１）は遊技盤の交換の様子を概略的に示す断面図であり、（ａ
２）～（ｃ２）は遊技盤の交換の様子を概略的に示す正面斜視図である。
【図２０】（ｄ１），（ｅ１）は遊技盤の交換の様子を概略的に示す断面図であり、（ｄ
２），（ｅ２）は遊技盤の交換の様子を概略的に示す正面斜視図である。
【図２１】内枠からハンドルベースを取り外した状態を示す分解斜視図である。
【図２２】施錠装置を内枠から取り外した状態を示す斜視図である。
【図２３】施錠装置を後方から見た斜視図である。
【図２４】施錠装置を主要構成部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【図２５】前扉枠の開閉途中状態を示す概略図である。
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【図２６】両鉤部材の位置関係を示す概略図である。
【図２７】操作キーＫを時計回りに回動操作した状態を示す概略図である。
【図２８】操作キーＫを反時計回りに回動操作した状態を示す概略図である。
【図２９】図４のＥ―Ｅ線部分断面図である。
【図３０】外枠の正面斜視図である。
【図３１】図８のＦ―Ｆ線部分断面図である。
【図３２】カム部材及びネジと開口部との関係を示す概略図である。
【図３３】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図３４】ロック装置の変形例を示す概略図である。
【図３５】施錠装置の変形例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施の
形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２及び図３
はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図、図４はパチンコ機１０の背面図で
ある。なお、図２では便宜上パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００１２】
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機主部１２とを有する。外枠１１は木製の板
材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。パチンコ機１０は、外
枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置される。
【００１３】
　遊技機主部１２は、ベース体としての内枠１３と、その内枠１３の前方に配置される前
扉枠１４と、内枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備えている。遊技機
主部１２のうち内枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持されている。詳細には、パチ
ンコ機１０の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側として内枠１３が前方へ回動
可能とされている。
【００１４】
　内枠１３には、図２に示すように、前扉枠１４が回動可能に支持されており、正面視で
左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠
１３には、図３に示すように、裏パックユニット１５が回動可能に支持されており、正面
視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。
【００１５】
　次に、前扉枠１４について説明する。なお、以下の説明では、図１～図３を参照すると
ともに、前扉枠１４の背面の構成については図５を参照する。図５は、前扉枠１４の背面
図である。
【００１６】
　図２に示すように前扉枠１４は内枠１３における前面側のほぼ全域を覆うようにして設
けられている。前扉枠１４には後述する遊技領域ＰＥのほぼ全域を前方から視認すること
ができるようにした窓部２１が形成されている。窓部２１は、略楕円形状をなし、透明性
を有するガラス２２が嵌め込まれている。
【００１７】
　より詳しくは、前扉枠１４は、窓部２１を囲むようにして設けられたガラスホルダ２７
を有している。ガラスホルダ２７は、前扉枠１４の背面から後方に張り出しており、窓部
２１の左右の縁部に沿って上下に延びる縦ホルダ部２７ａ，２７ｂとそれら両縦ホルダ部
２７ａ，２７ｂの下端部を繋いで左右に延びる横ホルダ部２７ｃとを有してなる。各ホル
ダ部２７ａ～２７ｃには、前後に並設された２条の溝部が形成されている。縦ホルダ部２
７ａ，２７ｂの溝部は上方及び互いに向き合う側（すなわち窓部２１の中央側）に開放さ
れており、横ホルダ部２７ｃの溝部は、上方に開放されているとともに、両縦ホルダ部２
７ａ，２７ｂの溝部に対して連なっており、それら各溝部に対してガラス２２が嵌まるこ
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とで、遊技領域ＰＥが内外２重に覆われた状態となっている。
【００１８】
　図１に示すように窓部２１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例
えば、窓部２１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部２３が設けられ
ている。環状電飾部２３では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に
応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部２３の中央であってパチンコ機１０の最
上部には所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ部２４が設けられ、窓部２１の左右
両側には賞球払出中に点灯する賞球ランプ部２５が設けられている。また、中央のエラー
表示ランプ部２４に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピー
カ部２６が設けられている。
【００１９】
　前扉枠１４における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部３１と下側膨出
部３２とが上下に並設されている。上側膨出部３１内側には上方に開口した上皿３３が設
けられており、下側膨出部３２内側には同じく上方に開口した下皿３４が設けられている
。上皿３３は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させ
ながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿３４は、上皿３
３内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【００２０】
　下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４０が設
けられている。遊技球発射ハンドル４０が操作されることにより、後述する遊技球発射機
構から遊技球が発射される。
【００２１】
　前扉枠１４の背面には、図２及び図５に示すように、通路形成ユニット５０が取り付け
られている。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により成形されており、上皿３３に通じ
る前扉側上皿通路５１と、下皿３４に通じる前扉側下皿通路５２とが形成されてなる。通
路形成ユニット５０において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部５
３が形成されており、当該受口部５３を仕切壁５４によって左右に仕切ることで前扉側上
皿通路５１と前扉側下皿通路５２の入口部分とが形成されている。前扉側上皿通路５１及
び前扉側下皿通路５２は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、前扉側上皿通路５
１に入った遊技球は上皿３３に導かれ、前扉側下皿通路５２に入った遊技球は下皿３４に
導かれる。
【００２２】
　前扉枠１４の背面における回動基端側（図５の右側）には、その上端部及び下端部に突
起軸６１，６２が設けられている。これら突起軸６１，６２は内枠１３に対する組付機構
を構成する。また、前扉枠１４の背面における回動先端側（図５の左側）には、図２に示
すように、後方に延びる鉤受け部材６３が上下方向に複数並設されている。これら鉤受け
部材６３は内枠１３に対する施錠機構を構成する。なお、施錠機構に関しての詳細な説明
は後述する。
【００２３】
　次に、内枠１３について詳細に説明する。図６は内枠１３の正面図である。なお、図６
においては、図２と同様にパチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００２４】
　内枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース７０を主体に構成されて
いる。樹脂ベース７０の前面における回動基端側（図６の左側）には、その上端部及び下
端部に支持金具７１，７２が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具７１，７
２には軸孔が形成されており、それら軸孔に前扉枠１４の突起軸６１，６２が挿入される
ことにより、内枠１３に対して前扉枠１４が回動可能に支持されている。
【００２５】
　樹脂ベース７０前面の略中央部分には、遊技盤８０を収容する遊技盤収容部７５が形成
されている。遊技盤収容部７５は、樹脂ベース７０の背面側（後方）に凹み、遊技盤８０
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を収容する収容空間を区画しており、樹脂ベース７０に取り付けられた遊技盤８０がその
収容空間に嵌まった状態となっている。本実施の形態においては特に、遊技盤８０が樹脂
ベース７０に対して着脱可能に取り付けられており、メンテナンス作業等の容易化が図ら
れている。
【００２６】
　遊技盤８０は、木製の合板と同合板における前側の板面を覆うシート材とを有してなり
、その前面が遊技盤収容部７５の開放部分を通じて樹脂ベース７０の正面側に露出してい
る。この露出している部位、すなわち遊技盤８０の前面には、遊技球が流下する遊技領域
ＰＥが形成されている。以下、図７に基づき遊技盤８０（特に遊技領域ＰＥに配された各
種構成）について説明する。図７は、遊技盤８０の正面図である。
【００２７】
　遊技盤８０には、ルータ加工が施されることによって自身の厚さ方向（前後方向）に貫
通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口８１、可変入賞装置８
２、作動口８３ａ，８３ｂ、スルーゲート８４及び可変表示ユニット８５等がそれぞれ設
けられている。一般入賞口８１、可変入賞装置８２及び作動口８３ａ，８３ｂに遊技球が
入ると、それら遊技球が後述する検知スイッチにより検知され、その検知結果に基づいて
所定数の賞球の払い出しが実行される。その他に、遊技盤８０の最下部にはアウト口８６
が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口８６を通って遊技領域
ＰＥから排出される。
【００２８】
　また、遊技盤８０には、遊技球の流下経路を適宜分散，調整等するために多数の釘８７
が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら釘８７
や風車等の各種構成によって、遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口８１等
への入賞が適度な確立で発生するように調整されている。
【００２９】
　可変入賞装置８２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになってい
る。可変入賞装置８２の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定
個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、同可変入賞装置８２の開放が複数ラウ
ンド（例えば１５ラウンド）を上限として繰り返されるように設定されている。
【００３０】
　可変表示ユニット８５は遊技盤８０の中央上寄りに配置されており、その下方に作動口
８３ａ，８３ｂが配置されている。より詳しくは、作動口８３ａ，８３ｂは、作動口８３
ａを上側、作動口８３ｂを下側として上下に並設されている。可変表示ユニット８５及び
作動口８３ａ，８３ｂは、遊技性を司る部位であり遊技者の注意が集まりやすい。それら
可変表示ユニット８５及び作動口８３ａ，８３ｂを遊技機中央において上下に並べて配置
することで両者間での視線の移動量を抑え、遊技者の目に生じる負担の低減に貢献してい
る。
【００３１】
　可変表示ユニット８５は、作動口８３ａ，８３ｂへの入賞をトリガとして図柄を可変表
示する図柄表示装置９４を備えている。図柄表示装置９４は、液晶ディスプレイ（表示画
面９４ａ）を備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置によりそ
の表示内容が制御されている。具体的には、表示画面９４ａにおいては、上段，中段及び
下段に並べて図柄が表示され、これらの図柄が左右方向にスクロールされるようにして変
動表示される。そして、大当たり発生時には、予め設定されている有効ライン上に所定の
組合せの図柄が停止表示され、特別遊技状態へと移行される。なお、表示画面９４ａにお
ける表示態様を以下のように変更してもよい。すなわち、左，中及び右に並べて図柄を表
示し、それら図柄を上下スクロールさせるようにして変動表示させてもよい。
【００３２】
　また、可変表示ユニット８５は、図柄表示装置９４を囲むようにして形成されたセンタ
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ーフレーム９５を備えている。センターフレーム９５の上部には、第１特定ランプ部９６
及び第２特定ランプ部９７が設けられている。また、センターフレーム９５の上部及び下
部にはそれぞれ保留ランプ部９８，９９が設けられている。下側の保留ランプ部９８は、
図柄表示装置９４及び第１特定ランプ部９６に対応しており、遊技球が作動口８３を通過
した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９８の点灯によってその保留個数が表示さ
れるようになっている。上側の保留ランプ部９９は、第２特定ランプ部９７に対応してお
り、遊技球がスルーゲート８４を通過した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９９
の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。
【００３３】
　再び図６を用いて説明すれば、樹脂ベース７０における遊技盤収容部７５の下方には、
遊技球発射ハンドル４０の操作に基づいて遊技領域ＰＥへ遊技球を発射する遊技球発射機
構１１０が設けられている。より詳しくは、樹脂ベース７０において遊技盤収容部７５の
下方には遊技球発射機構１１０を設置する発射機構設置部７９が形成されている。この発
射機構設置部７９に設置された遊技球発射機構１１０は、内枠１３の回動先端寄りに位置
している。遊技球発射機構１１０は、所定の発射待機位置に配置された遊技球を打ち出す
ソレノイド１１１と、同ソレノイド１１１によって打ち出された遊技球の発射方向を規定
する発射レール１１２と、上記発射待機位置に遊技球を供給する球送り機構１１３と、そ
れら各種構成１１１～１１３が装着されているベースプレート１１４とを主要な構成とし
て備えており、同ベースプレート１１４が樹脂ベース７０に対してネジ止めされることで
内枠１３に対して一体化されている。
【００３４】
　遊技球発射機構１１０（詳しくはソレノイド１１１）は、後述する電源・発射制御装置
に対して電気的に接続されている。その電源・発射制御装置からの電気的な信号の出力に
基づいてソレノイド１１１の出力軸が伸縮方向、すなわち発射レール１１２のレール方向
に移動し、発射待機位置に置かれた遊技球が遊技領域ＰＥ、詳しくは遊技盤８０に装着さ
れた誘導レール１００に向けて打ち出される。
【００３５】
　誘導レール１００は、後述する遊技領域区画部材４８０と共に遊技領域ＰＥを同遊技領
域ＰＥの外形が略円形状となるように区画している。また、誘導レール１００は、遊技球
の直径よりも若干大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール１０１及び外レ
ール１０２からなり、それら両レール１０１，１０２によって挟まれた領域によって遊技
球の誘導通路１０３が形成されている。誘導通路１０３は、発射レール１１２の先端側（
内枠１３の回動先端側）に開放された入口部分１０４と、遊技領域ＰＥの上部に位置する
出口部分１０５とを有している。ソレノイド１１１の動作に基づいて発射された遊技球は
、発射レール１１２→誘導レール１００（入口部分１０４→出口部分１０５）の順に移動
することにより遊技領域ＰＥに導かれる。なお、遊技盤８０において出口部分１０５の先
側、詳しくは内レール１０１の先端付近には、遊技領域ＰＥに到達した遊技球の同誘導通
路１０３内への逆戻りを防止する逆戻り防止部材１０６が取り付けられており、先んじて
遊技領域ＰＥに至った遊技球によって後続する遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制
している。
【００３６】
　誘導レール１００を構成している各レール１０１，１０２は、遊技領域ＰＥの略中央部
分を中心とする円弧状をなしている。このため、誘導通路１０３を通過する遊技球は、自
身に発生する遠心力により外レール１０２に沿って、すなわち外レール１０２に接触した
まま移動（摺動又は転動）しやすくなっている。
【００３７】
　誘導レール１００は、遊技球発射ハンドル４０が遊技球を遊技領域ＰＥに到達させるこ
とができる程度に操作された場合に、すなわち遊技球発射ハンドル４０の操作量が第１の
規定量を超えた場合に、発射レール１１２から打ち出された遊技球が当該誘導レール１０
０の入口部分１０４、詳しくは外レール１０２において発射レール１１２の延長上に位置
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する特定部位ＳＰに着地するように形成されている。
【００３８】
　外レール１０２は、その特定部位ＳＰにおける接線ＴＬの向きが発射レール１１２のレ
ール方向と略同一となるように形成されている。発射された遊技球の移動方向と、特定部
位ＳＰの接線ＴＬ方向を揃えることにより、遊技球の着地によって生じる衝撃を低減する
とともに同遊技球の跳ね返りを抑え、誘導レール１００によるそれら遊技球の円滑な誘導
を可能としている。
【００３９】
　なお、外レール１０２は、当該外レール１０２を遊技盤８０に対して固定する固定手段
として複数の固定ピン１０２ａを備えている。固定ピン１０２ａは外レール１０２に沿っ
て配設されており、それら固定ピン１０２ａの間に上記特定部位ＳＰが設定されている。
これにより、特定部位ＳＰでの外レール１０２の若干の撓み変形（弾性変形）を許容し、
同特定部位ＳＰに遊技球が着地した際の衝撃を低減することが可能となっている。
【００４０】
　図６に示すように、誘導レール１００及び発射レール１１２は、同誘導レール１００の
入口部分１０４と発射レール１１２の先端部分とが遊技盤８０の下端縁を挟んで斜めに対
峙するように配置されている。つまり、それら両レール１００，１１２は、同誘導レール
１００の入口部分１０４（詳しくは特定部位ＳＰ）と発射レール１１２の先端部分とが遊
技盤８０の下端縁近傍にて左右にずれるようにして配置されている。これにより両レール
１００，１１２を遊技盤８０の下端縁に近づけつつ、誘導レール１００の入口部分１０４
と発射レール１１２との間には所定間隔の隙間を形成している。
【００４１】
　このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路５５が配設されている。
ファール球通路５５は前扉枠１４の通路形成ユニット５０に一体成形されている。仮に遊
技球発射機構１１０から発射された遊技球が遊技領域ＰＥまで至らずファール球として誘
導通路１０３内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介してファール球
通路５５内に入ることとなる。ファール球通路５５は前扉側下皿通路５２に通じており、
ファール球通路５５に入った遊技球は図１に示した下皿３４に排出される。これにより、
ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。
【００４２】
　樹脂ベース７０において発射レール１１２の左方には、樹脂ベース７０を前後方向に貫
通させて通路形成部１２１が設けられている。通路形成部１２１には本体側上皿通路と本
体側下皿通路とを有してなり、それら本体側上皿通路及び本体側下皿通路の上流側は、後
述する遊技球分配部に通じている。また、通路形成部１２１の下方には前扉枠１４に取り
付けられた通路形成ユニット５０の受口部５３が入り込んでおり、本体側上皿通路の下方
には前扉側上皿通路５１が配置され、本体側下皿通路の下方には前扉側上皿通路５１が配
置されている（図５参照）。
【００４３】
　樹脂ベース７０において通路形成部１２１の下方には、本体側上皿通路及び本体側下皿
通路からの遊技球の流出を規制するシャッタ１２４が設けられている。シャッタ１２４，
１２５は、両通路の出口部分を狭め遊技球の流出を阻止する阻止位置と、遊技球の流出を
許容する許容位置との両位置に切り替え可能な状態で樹脂ベース７０によって支持されて
いる。また、樹脂ベース７０にはシャッタ１２４，１２５を阻止位置に向けて付勢する付
勢部材が取り付けられており、前扉枠１４を内枠１３に対して開いた状態では付勢部材の
付勢力によってシャッタ１２４、１２５が阻止位置に留まる構成となっている。これによ
り、本体側上皿通路又は本体側下皿通路に遊技球が貯留されている状態で前扉枠１４を開
放した場合に、その貯留球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が回避されている。これ
に対し、前扉枠１４を閉じた状態では、前扉枠１４の通路形成ユニット５０に設けられた
受口部５３により上記付勢力に抗してシャッタ１２４，１２５が許容位置に押し戻される
。この状態では、本体側上皿通路及び前扉側上皿通路５１と、本体側下皿通路及び前扉側
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下皿通路５２とがそれぞれ連通し、遊技球の移動が許容されることとなる。
【００４４】
　次に、図８に基づき内枠１３（樹脂ベース７０及び遊技盤８０）の背面構成について説
明する。図８は内枠１３の背面図である。
【００４５】
　樹脂ベース７０の背面における回動基端側（図８の右側）には、軸受け金具１３２が取
り付けられている。軸受け金具１３２には、上下に離間させて軸受け部１３３が形成され
ており、これら軸受け部１３３により内枠１３に対して裏パックユニット１５が回動可能
に取り付けられている。また、樹脂ベース７０の背面には、裏パックユニット１５を内枠
１３に固定するための固定レバー１３４が複数設けられている。
【００４６】
　樹脂ベース７０における遊技盤収容部７５の底部分（後述する対向板部２５１）には樹
脂ベース７０の厚さ方向に貫通し同樹脂ベース７０の背面側に開放された中央開口７６が
形成されており、その中央開口７６が遊技盤収容部７５に収容された遊技盤８０によって
内枠１３の正面側から覆われている。遊技盤８０の背面には制御装置等の各種構成が搭載
されており、それら各種構成は中央開口７６を通じて内枠１３の背側に露出した状態とな
っている。ここで、図９に基づき遊技盤８０の背面の構成について詳細に説明する。図９
は遊技盤８０を後方から見た斜視図である。
【００４７】
　遊技盤８０の背面には、可変表示ユニット８５を遊技盤８０に対して搭載する合成樹脂
製の台座部材１４１が固定されている。台座部材１４１は、遊技盤８０側に開放された略
箱状をなしており遊技盤８０の背面のほぼ全域を覆っている。台座部材１４１の一部は樹
脂ベース７０の中央開口７６を通じて同樹脂ベース７０の背面側に突出しており、その突
出した部分に対して上述した図柄表示装置９４と、その図柄表示装置９４を駆動するため
の表示制御装置とが取り付けられている。これら図柄表示装置９４及び表示制御装置は前
後方向（樹脂ベース７０の厚さ方向）に図柄表示装置が前側且つ表示制御装置が後側とな
るように重ねて配置されている。さらに、遊技盤８０には、表示制御装置の後方に位置す
るようにして音声ランプ制御装置ユニット１４２が搭載されている。音声ランプ制御装置
ユニット１４２は、音声ランプ制御装置１４３と、取付台１４４とを具備する構成となっ
ており、取付台１４４上に音声ランプ制御装置１４３が装着されている。
【００４８】
　音声ランプ制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。
【００４９】
　音声ランプ制御装置ユニット１４２の下方には、台座部材１４１を後方から覆うように
して主制御装置ユニット１６０が設けられている。主制御装置ユニット１６０は、遊技盤
８０の背面に固定された合成樹脂製の取付台１６１と、その取付台１６１に搭載された主
制御装置１６２とを有している。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る機能（主
制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備してお
り、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１６３に収容されて構成され
ている。
【００５０】
　基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックス
ベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベ
ースとボックスカバーとは封印手段としてのボックス封印部１６４によって開封不能に連
結され、これにより基板ボックス１６３が封印されている。ボックス封印部１６４は、基
板ボックス１６３の短辺部に複数設けられ、そのうち少なくとも１つが用いられて封印処
理が行われる。
【００５１】
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　ボックス封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成
であれば任意の構成が適用できるが、ボックス封印部１６４を構成する係止孔部に係止ピ
ンを挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようにな
っている。ボックス封印部１６４による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、
また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするもので
あって、一旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数
のボックス封印部１６４のうち、少なくとも１つの係止孔部に係止ピンを挿入することに
より封印処理が行われる。そして、収容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の
検査の際など基板ボックス１６３を開封する場合には、係止ピンが挿入されたボックス封
印部と基板ボックス１６３本体との連結部分を切断する。これにより、基板ボックス１６
３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を取り出すことが
できる。その後、再度封印処理する場合は他の係止孔部に係止ピンを挿入する。基板ボッ
クス１６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１６３に残しておけば、基板ボッ
クス１６３を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。
【００５２】
　基板ボックス１６３と取付台１６１とは台座封印部１６５によって開封不能に連結され
ている。詳しくは、台座封印部１６５は、ボックス封印部１６４と同様に係止孔部及び係
止ピンを有しており、係止孔部に対して係止ピンが挿入されることで基板ボックス１６３
と取付台１６１とが分離不能に結合されるようになっている。これにより、基板ボックス
１６３の不正な取り外しが行われた場合に、その事実を把握しやすくなっている。
【００５３】
　台座部材１４１において遊技盤８０の背面と対向している部分には、前記一般入賞口８
１，可変入賞装置８２，上作動口８３ａ，下作動口８３ｂの遊技盤開口部に対応し且つ下
流側で１カ所に集合する回収通路が形成されている。これにより、一般入賞口８１等に入
賞した遊技球は何れも回収通路を介して遊技盤８０の下方に集合する構成となっている。
つまり、台座部材１４１には各種入賞口に入賞した遊技球を回収する機能が付与されてい
る。
【００５４】
　遊技盤８０の下方には後述する排出通路が配されており、回収通路によって遊技盤８０
の下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される。なお、アウト口８６についても同様
に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球はアウト口８６を介し
て排出通路内に導出される。
【００５５】
　また、上記回収通路には、遊技盤８０表側の一般入賞口８１に入賞した遊技球を検知す
る入賞口スイッチと、可変入賞装置８２に入賞した遊技球を検知するカウントスイッチと
、作動口８３ａ，８３ｂに入った遊技球を検知する作動口スイッチとが装着されており、
それら各種スイッチによって入賞検知機構が構成されている。更に、台座部材１４１にお
いて可変表示ユニット８５の左右両側には、スルーゲート８４を通過する遊技球を検知す
るゲートスイッチが設けられている。これら各種スイッチは主制御装置１６２に対して電
気的に接続されており、各スイッチによる検知情報が同主制御装置１６２に出力される構
成となっている。
【００５６】
　次に、図３及び図１０に基づき裏パックユニット１５について説明する。図１０は裏パ
ックユニット１５の正面図である。
【００５７】
　図１０に示すように、裏パックユニット１５は、裏パック２０１を備えており、当該裏
パック２０１に対して、払出機構部２０２、排出通路盤２０３（図３参照）、及び制御装
置集合ユニット２０４が取り付けられている。裏パック２０１は透明性を有する合成樹脂
により成形されており、払出機構部２０２などが取り付けられるベース部２１１と、パチ
ンコ機１０後方に突出し略直方体形状をなす保護カバー部２１２とを有する。保護カバー
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部２１２は左右側面及び上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくと
も可変表示ユニット８５を囲むのに十分な大きさを有する。
【００５８】
　ベース部２１１には、その右上部に外部端子板（図示略）が設けられている。外部端子
板には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管理
制御装置に対して各種信号が出力される。また、ベース部２１１にはパチンコ機１０後方
からみて右端部に上下一対の掛止ピン２１４が設けられており、掛止ピン２１４を内枠１
３に設けられた前記軸受け部１３３に挿通させることで、裏パックユニット１５が内枠１
３に対して回動可能に支持されている。ベース部２１１には、内枠１３に設けられた固定
レバー１３４が挿通される複数の挿通部２１５が形成されており、固定レバー１３４が挿
通部２１５に挿通された状態にてベース部２１１に後方から当接することにより内枠１３
に対して裏パックユニット１５が固定されている。
【００５９】
　ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配
設されている。すなわち、裏パック２０１の最上部には上方に開口したタンク２２１が設
けられており、タンク２２１には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給さ
れる。タンク２２１の下方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール２２２が
連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向に延びるケースレール２２３が連結
されている。ケースレール２２３の最下流部には払出装置２２４が設けられている。払出
装置２２４より払い出された遊技球は、当該払出装置２２４の下流側に設けられた図示し
ない払出通路を通じて、裏パック２０１のベース部２１１に設けられた遊技球分配部２２
５に供給される。
【００６０】
　遊技球分配部２２５は、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿３３、下皿３４
又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部２２６が上
述した本体側上皿通路及び前扉側上皿通路５１を介して上皿３３に通じ、外側の開口部２
２７が本体側下皿通路及び前扉側下皿通路５２を介して下皿３４に通じるように形成され
ている。
【００６１】
　図３及び図１０を併用して説明すればベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後
に挟むようにして排出通路盤２０３及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられてい
る。排出通路盤２０３には、制御装置集合ユニット２０４と対向する面に後方に開放され
た排出通路２３１が形成されており、当該排出通路２３１の開放部は制御装置集合ユニッ
ト２０４によって塞がれている。排出通路２３１は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排
出するように形成されており、上述した回収通路等から排出通路２３１に導出された遊技
球は当該排出通路２３１を通ることでパチンコ機１０外部に排出される。
【００６２】
　図１０に示すように、制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を
有し、取付台２４１に払出制御装置２４２と電源・発射制御装置２４３とが搭載されてい
る。これら払出制御装置２４２と電源・発射制御装置２４３とは、払出制御装置２４２が
パチンコ機１０後方となるように前後に重ねて配置されている。
【００６３】
　払出制御装置２４２においては基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出
制御基板が収容されており、当該払出制御基板に設けられた状態復帰スイッチ２４５が基
板ボックス２４４外に突出している。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出
エラーの発生時において状態復帰スイッチ２４５が押されると、球詰まりの解消が図られ
るようになっている。
【００６４】
　電源・発射制御装置２４３は、基板ボックス２４６内に電源・発射制御基板が収容され
ており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され、さ
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らに遊技者による遊技球発射ハンドル４０の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われ
る。また、電源・発射制御装置２４３にはＲＡＭ消去スイッチ２４７が設けられている。
本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも
停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになって
いる。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断す
ると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ２４７を押しながら電源を投
入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【００６５】
　（遊技盤８０の取付構造）
　本実施の形態においては、遊技盤８０の取付構造（具体的には同遊技盤８０の位置決め
構造決め及び固定構造）に関して特徴的な構成を備えている。以下、図６に加え図１１，
図１２を用いて遊技盤８０の取付構造について詳しく説明する。図１１は主要な構成を分
解して示す内枠１３の正面斜視図、図１２は図６のＡ－Ａ線部分断面図である。
【００６６】
　既に説明したように、遊技盤８０は、内枠１３の遊技盤収容部７５に対して同内枠１３
の正面側から嵌まっている（図６参照）。図１１に示すように、遊技盤収容部７５は、遊
技盤８０の背面に対向する平板状の対向板部２５１と、同対向板部２５１から起立し遊技
盤８０の周縁に沿って延びる周壁部２６１とによって構成されている。対向板部２５１は
、その略中央に上述した中央開口７６が形成されており、内枠１３の正面視において略矩
枠状をなしている。周壁部２６１は、遊技盤８０における上下左右の各端面に対して個々
に対向する上側壁部２６２，下側壁部２６３，左側壁部２６４，右側壁部２６５が連なっ
てなり、全体として遊技盤８０を囲む環状をなしている。なお、周壁部２６１は中央開口
７６を囲むようにして形成されているとも言える。
【００６７】
　対向板部２５１において前扉枠１４の回動基端側となる部位、詳しくは左側壁部２６４
の根元周辺には、遊技盤８０を対向板部２５１から離れる側（内枠１３の正面側）に向け
て付勢する付勢部材としての板バネ２７０が同遊技盤８０の縁部に添って上下に並設され
ている。板バネ２７０は、遊技盤８０の上端寄り及び下端寄りにそれぞれ配置されており
、遊技盤８０に対する付勢力が同遊技盤８０の上端側及び下端側にて同等となるように設
定されている。これにより、上記付勢力が遊技盤８０の上端及び下端のいずれか一方に偏
よって作用し、遊技盤８０が傾きやすくなること抑制している。
【００６８】
　図１２に示すように、板バネ２７０は、対向板部２５１に対する取付部としてのベース
板部２７１と、遊技盤８０の背面を押す押圧部２７２とを有し、それら両者が折曲部２７
３を介して連なるように長板状の鋼板を折り返して形成されている。押圧部２７２が折曲
部２７３を基端として撓み変形することにより、上述した付勢力が発揮される。
【００６９】
　対向板部２５１の前面には、内枠１３の背面側に凹む板バネ設置部２５２が形成されて
いる。板バネ２７０は、ベース板部２７１が板バネ設置部２５２に嵌まった状態にて同板
バネ設置部２５２にネジ止めされることで内枠１３に対して固定されている。板バネ設置
部２５２の深さ寸法は、ベース板部２７１の板厚寸法よりも大きく設定されており、ベー
ス板部２７１と折曲部２７３とが当該板バネ設置部２５２内に埋没している。押圧部２７
２は、遊技盤８０側に凸となる湾曲状をなし、その頂部２７２ａ（遊技盤８０に当接する
部位）が板バネ設置部２５２から遊技盤８０側に突出した状態となっている。このように
頂部２７２ａを突出させておくことにより押圧機能が確保されている。
【００７０】
　なお、押圧部２７２の先端部分は、自由端となっており、遊技盤８０を付勢していない
自然状態においては同自由端が板バネ設置部２５２から突出する構成を採用しているが、
これを以下のように変更してもよい。すなわち、板バネ２７０を、押圧部２７２の自由端
が板バネ設置部２５２内に常時没するように構成してもよい。これにより、遊技盤８０を
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着脱する際の同遊技盤８０と板バネ２７０の自由端との引っ掛かりを抑制できる。
【００７１】
　また、板バネ２７０は、折曲部２７３が左側壁部２６４と対峙するように、すなわち押
圧部２７２の自由端よりも固定端のほうが左側壁部２６４に対して近くなるように配置さ
れている。このように配置された状態では、ベース板部２７１が、少なくとも左側壁部２
６４の根元部分に近い位置にて板バネ設置部２５２の底面に当接している。遊技盤８０の
付勢に伴って同遊技盤８０から受ける反力が押圧部２７２→折曲部２７３→ベース板部２
７１を介して対向板部２５１に伝播した場合に、対向板部２５１に左側壁部２６４の根元
を基端とする撓み変形が生じることを抑制している。つまり、遊技盤８０からの反力を周
壁部２６１の根元付近で受けることで対向板部２５１の撓み変形を抑え、板バネ２７０の
付勢機能を発揮させやすくしている。
【００７２】
　内枠１３には、板バネ２７０による付勢方向の先側から遊技盤８０の前面に対して当接
することで同遊技盤８０の同付勢方向への変位を抑えるストッパ２６７が設けられている
。ストッパ２６７は、周壁部２６１の左側壁部２６４に一体成形されており、同左側壁部
２６４の内壁面から遊技盤収容部７５内に張り出している。
【００７３】
　ストッパ２６７と対向板部２５１との間隔寸法は、遊技盤８０の厚み寸法よりも若干大
きく、具体的にはそれら両寸法の差が板バネ設置部２５２からの板バネ２７０（詳しくは
頂部２７２ａ）の突出量よりも小さくなる程度に設定されている。このため、板バネ２７
０に押されストッパ２６７によって前後位置が規定された遊技盤８０は、対向板部２５１
に対して僅かに浮いた状態となる。すなわち、遊技盤８０と対向板部２５１との間に隙間
が形成される。これは、許容できる遊技盤８０の厚さ寸法の範囲を拡張するための工夫で
ある。
【００７４】
　ストッパ２６７は、内枠１３の正面視において板バネ２７０を挟んだ上下両側に２つず
つ配置されている。より詳しくは、一対のストッパ２６７の略中央に板バネ２７０が配置
されている。ストッパ２６７及び板バネ２７０の位置を上述の如く規定することで、板バ
ネ２７０によって押された遊技盤８０に対して両ストッパ２６７のうち一方を支点とした
上下方向への回転モーメントが生じることを抑制している。これにより、板バネ２７０に
より遊技盤８０を付勢する構成において同遊技盤８０における上下両端の位置ずれを抑え
、当該遊技盤８０の位置精度を高めやすくしている。また、一対のストッパ２６７と板バ
ネ２７０とによって遊技盤８０の位置決め機能が発揮される点に着目すれば、それら一対
のストッパ２６７及び板バネ２７０によって遊技盤８０の位置決め機構が構成され、同位
置決め機構が遊技盤８０の一辺に沿って複数配置されることで、位置決め機能の向上が図
られているとも言える。
【００７５】
　位置決め機構（詳しくはストッパ２６７）の配置に関して補足すれば、これら位置決め
機構は上記誘導レール１００において遊技盤８０の回動基端側に凸となっている部分の上
方及び下方に配置されている。これにより、遊技盤８０の前面に対して当接するストッパ
２６７と、遊技盤８０の前面にて遊技領域ＰＥを区画する誘導レール１００とを遊技盤８
０の前面側にて好適に共存させることが可能となっている。
【００７６】
　再び図１１を参照して説明すれば、内枠１３には、左側壁部２６４の先端縁に沿って長
尺状のプレート部材２６８が配設されている。プレート部材２６８は、内枠１３の上側枠
部１３ａ及び下側枠部１３ｂの両枠部に跨って延びており、同プレート部材２６８の両端
部分が左側枠部１３ｃに対して固定（ネジ止め）されているとともに、同プレート部材２
６８の中間部分が上述したストッパ２６７に対して固定（ネジ止め）されている。これに
より、内枠１３において外枠１１や前扉枠１４に連結されている部分を補強し、更には上
述した付勢力等によるストッパ２６７の変形を抑制している。
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【００７７】
　以上詳述した板バネ２７０と同板バネ２７０の上下に配された一対のストッパ２６７と
によって、遊技盤８０の一側部を挿入可能な挿入部２８０が構築されている（図１２参照
）。挿入部２８０は、前扉枠１４の回動基端側に配されているとともに、内枠１３の回動
先端側からの遊技盤８０の挿入を許容すべく同内枠１３の回動先端側に開放されている。
【００７８】
　特に、板バネ２７０は、押圧部２７２の頂部２７２ａ、すなわち遊技盤８０に対して当
接する部位がストッパ２６７よりも前扉枠１４が支持されている側から離れるように配さ
れている。つまり、押圧部２７２の頂部２７２ａとストッパ２６７との距離寸法Ｄ１は、
押圧部２７２の頂部２７２ａとストッパ２６７との前後方向での間隔寸法Ｄ２よりも大き
く設定されている。これにより、遊技盤８０を挿入部２８０に対して内枠１３の斜め前方
から挿入可能としている。また、既に説明したように、ストッパ２６７と対向板部２５１
との隙間寸法は、遊技盤８０の厚さ寸法よりも大きく設定されている。これにより、上述
の如く斜め前方から挿入された遊技盤８０を、同挿入部２８０を基端として回動可能とし
ている。なお、ストッパ２６７の先端部において遊技盤８０と対向している部位には面取
りが施されており、挿入部２８０の入口部分が拡張されている。これにより、上記距離寸
法Ｄ１を大きくし、遊技盤挿入時のストッパ２６７と遊技盤８０とのつかえが抑制されて
いる。なお、図１２においては、板バネ２７０の自然状態（非圧縮状態）を２点鎖線で示
している。
【００７９】
　再び図１１を用いて説明すれば、挿入部２８０（ストッパ２６７群）の下方、詳しくは
内枠１３において左側壁部２６４と下側壁部２６３とが交わる位置には、挿入部２８０に
挿入された遊技盤８０を仮置き可能な仮置き部２９０が設けられている。仮置き部２９０
は、内枠１３において前扉枠１４を支持している部分（詳しくは下側枠部１３ｂ）から上
方に隆起しており、内枠１３における下側枠部１３ｂと同内枠１３における左側枠部１３
ｃとの両者に繋がっている。
【００８０】
　仮置き部２９０の上端部分は、遊技盤収容部７５の下側壁部２６３よりも上側に位置し
ているとともに、遊技盤８０の下端部に対して対向する平面状をなしている。一方、遊技
盤８０における回動基端側の下隅部にはこの仮置き部２９０に対応した下側切欠き部８８
が形成されている（図６参照）。遊技盤８０を挿入部２８０に挿入し回動開始する初期段
階では、この仮置き部２９０に対して遊技盤８０の下側切欠き部８８が仮置き（一時的に
載置）されることで同遊技盤８０の重量の少なくとも一部が両枠部１３ｂ，１３ｃによっ
て支えられることとなる。これにより、作業負担を減らし、遊技盤８０の回動操作の容易
化を図っている。
【００８１】
　図６に示すように遊技盤８０が装着完了位置に配置されている状態では、遊技盤８０の
下端部が下側壁部２６３の上面に載り、上述した仮置き部２９０と下側切欠き部８８との
間には僅かな隙間が生じている。遊技盤８０は、下側壁部２６３上に載ることとで、同下
側壁部２６３によって支えられ、その上下位置が規定されることとなる。このように、載
置された遊技盤８０を下側から支える点に着目すれば、下側壁部２６３を「載置部２６３
」又は「支持部２６３」と称することも可能である。
【００８２】
　下側壁部２６３の前端部分には、遊技盤装着時に同遊技盤８０を下側壁部２６３の上面
に案内する案内部２６９が形成されている（図１１参照）。案内部２６９は、遊技盤回動
時に当該遊技盤８０の下端縁が当接し得る位置に配され、内枠１３の正面側に向けて下り
傾斜している。遊技盤８０を仮置き部２９０に載せた状態から装着完了位置に向けて回動
させると、その途中段階にて遊技盤８０の下端部が案内部２６９に当り、同遊技盤８０が
案内部２６９の傾斜に沿って押し上げられる。これにより下側切欠き部８８が仮置き部２
９０から離間するとともに遊技盤８０の下端部が下側壁部２６３上に載った状態となり、
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遊技盤８０の重量負荷が仮置き部２９０から下側壁部２６３に移ることとなる。
【００８３】
　下側壁部２６３は、遊技球発射機構１１０と遊技盤８０との間に位置しており、遊技球
発射機構１１０に近い位置にて遊技盤８０の上下位置が規定される。既に説明したように
、誘導レール１００の入口部分１０４と遊技球発射機構１１０との両者は下側壁部２６３
に添って配されている。これにより、遊技球発射機構１１０から発射された遊技球の誘導
レール１００における着地位置のばらつきを抑えやすくなっている。
【００８４】
　図１１に示すように、対向板部２５１において下側壁部２６３の上方には、遊技盤８０
の左右位置を規定する位置決め突起２５９が設けられている。位置決め突起２５９は、下
側壁部２６３の付け根部分の近傍に配され、対向板部２５１の前面から遊技盤８０側に起
立している。この位置決め突起２５９が、遊技盤８０に形成された貫通孔９１（図６参照
）に挿通されることで、遊技盤８０の左右方向への移動が阻止される。
【００８５】
　ここで、位置決め突起２５９の配置について補足する。位置決め突起２５９は対向板部
２５１に一体成形されている。対向板部２５１は、複数の平板部が連なってなり、それら
平板部のうち誘導レール１００の入口部分１０４に最も近いものは周壁部２６１のコーナ
部に連なっている。この平板部に位置決め突起２５９が配置されている。すなわち、周壁
部２６１を構成する下側壁部２６３及び左側壁部２６４に連なる平板部に位置決め突起２
５９が配置されている。このように、隣り合う複数の壁部に対して連なっている平板部に
おいては、同平板部に対して負荷が加わった場合の変形を抑え、１の壁部に連なっている
場合と比較して当該平板部の変位量を小さくすることができる。特に、誘導レール１００
の入口部分１０４に対して最寄となるコーナ部に連なる平板部に位置決め突起２５９を配
置することで、上述した変位量を好適に低減し、位置決め突起２５９の位置精度の向上に
貢献できる。
【００８６】
　遊技盤８０に形成された貫通孔９１は、位置決め突起２５９の左右位置のばらつきを抑
えつつ上下位置のばらつきを許容可能となるように形成されている。具体的には、位置決
め突起２５９が円柱状をなしているのに対して、貫通孔９１は上下方向に拡がる長孔状を
なしている。これにより、位置決め突起２５９に遊技盤８０の自重が加わることを回避し
やすくし、同位置決め突起２５９による左右位置の位置精度の低下を抑制している。
【００８７】
　図６に示すように、これら位置決め突起２５９及び貫通孔９１は、誘導レール１００の
入口部分１０４後方となる位置、具体的には遊技盤８０の正面視にて外レール１０２の背
後に重なる位置に配されている。より詳しくは、位置決め突起２５９及び貫通孔９１は、
遊技盤８０の正面視にて外レール１０２における上記特定部位ＳＰと前後に重なる位置に
配されている。このように、特定部位ＳＰに近い位置にて遊技盤８０の左右位置を規定す
ることにより、外レール１０２の位置ばらつき、ひいては遊技球の着地位置のばらつきを
抑えやすくしている。
【００８８】
　図１３（図６のＢ－Ｂ線部分断面図）に示すように、位置決め突起２５９の起立量は、
貫通孔９１の深さ寸法よりも小さく設定されており、貫通孔９１の中間位置に位置決め突
起２５９の先端が位置している。これは、内枠１３により遊技盤８０を回動可能に支持す
る構成において、貫通孔９１と位置決め突起２５９との合わせを好適なものとするための
工夫である。
【００８９】
　貫通孔９１において位置決め突起２５９が届いていない部分には、外レール１０２を支
持するレール支持部材１０７が取り付けられている。つまり、貫通孔９１における凡そ前
側半分は遊技盤８０の位置決め用の領域、同貫通孔９１における凡そ後側半分はレール支
持部材１０７の取付用の領域として活用されている。
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【００９０】
　レール支持部材１０７は、貫通孔９１に嵌合する嵌合部１０８と、外レール１０２の外
面に対して当接する当接部１０９とを有し、それら嵌合部１０８及び当接部１０９が合成
樹脂材料によって一体成形されてなる。遊技球発射機構１１０から発射された遊技球が外
レール１０２（詳しくは特定部位ＳＰ）に着地した際には、遊技球の着地によって生じる
衝撃の一部をレール支持部材１０７及び遊技盤８０に分散することができ、外レール１０
２を保護することが可能となっている。
【００９１】
　また、レール支持部材１０７は、上記固定ピン１０２ａの間に配置されている。同レー
ル支持部材１０７を外レール１０２に対してレール支持部材１０７を当接させておくこと
により、遊技球の着地に伴う外レール１０２の振動を抑制することができる。なお、上述
の如く貫通孔９１は長孔状をなしており、嵌合部１０８はその外形が同貫通孔９１の内形
に合わせて形成されている。これにより、レール支持部材１０７が上述した遊技球衝突時
の衝撃等により回動（位置ずれ）することを回避しつつ、遊技盤８０に対して上記衝撃を
分散させやすくしている。また、そのようにレール支持部材１０７の位置ずれを生じにく
くすることで、上記保護機能の低下が抑えられている。
【００９２】
　以上詳述したように貫通孔９１を遊技盤８０の位置決めと、レール支持部材１０７の取
り付けに活用することで、遊技盤８０の位置精度のみならず、レール支持部材１０７の位
置精度及び外レール１０２の位置精度の向上を図っている。これにより、外レール１０２
における特定部位ＳＰへの遊技球の着地精度を向上させることを可能としている。
【００９３】
　また、対向板部２５１からの位置決め突起２５９の起立量は、同対向板部２５１からの
下側壁部２６３の起立量よりも小さく設定されている。これは位置決め突起２５９を保護
するための工夫である。ここで、図１４及び図１５に基づき遊技盤８０を装着完了位置に
配置する際の遊技盤８０と位置決め突起２５９との位置関係について、遊技盤８０の上下
位置と絡めて説明する。図１４及び図１５は遊技盤の着脱の流れを示す概略図であり、遊
技盤８０を装着する際には、図１４（ａ）→図１４（ｂ）→図１５（ｃ）→図１５（ｄ）
の順に作業が行われる。
【００９４】
　図１４（ａ）に示すように、遊技盤８０の一側部を挿入部２８０に挿入し、同遊技盤８
０（詳しくは下側切欠き部８８）を仮置き部２９０に載せた状態においては、遊技盤８０
が回動基端側にて下方から支えられることとなる。これにより、遊技盤８０の上下位置の
大まかなばらつきが抑えられる。但し、この場合、支えられているのは遊技盤８０の回動
基端側の一側部のみであり、同遊技盤８０の回動先端側においては回動基端側と比較して
遊技盤８０の上下位置のばらつきが生じやすいと想定される。
【００９５】
　遊技盤８０を装着完了位置に向けて回動させると、遊技盤８０の下端部が遊技盤収容部
７５の下側壁部２６３の案内部２６９に当接する。この状態から遊技盤８０を更に回動さ
せると、同遊技盤８０が案内部２６９に沿って僅かに持ち上げられ、遊技盤８０（詳しく
は下側切欠き部８８）が仮置き部２９０から離間する。これにより、遊技盤８０は、仮置
き部２９０に載った状態から下側壁部２６３に載った状態に移行され、上下位置の位置決
めがなされる。このように遊技盤８０が下側壁部２６３に載った状態から回動されると、
その回動操作に応じて下側壁部２６３と遊技盤８０との接触範囲ＣＥが同遊技盤８０の回
動先端側に向けて拡がることとなる。この接触範囲ＣＥの拡がりに伴って遊技盤８０の上
下位置のばらつき、特に回動先端側での位置ばらつきが抑制される。
【００９６】
　遊技盤８０が所定の位置まで回動されると、遊技盤８０の貫通孔９１に対して内枠１３
の位置決め突起２５９が入り始めるが、この時点では位置決め突起２５９に対して挿入部
２８０とは反対側となる位置にまで接触範囲ＣＥが拡がることとなる。つまり、左右の位
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置決めがなされる前に、位置決め突起２５９の左右両側にて遊技盤８０の上下ばらつきが
抑えられる。より詳しくは、接触範囲ＣＥが遊技盤８０の全重量を支えることのできる範
囲まで拡がり、作業者の負担が軽減される。これにより、作業ばらつきに起因した不都合
、すなわち位置決め突起２５９が貫通孔９１の上方や下方に衝突し位置決めがうまく行わ
れなくなるといった不都合を生じにくくしている。
【００９７】
　更には、遊技盤８０はその回動中心位置が固定されているのではない。つまり、遊技盤
８０の回動に応じて、その回動中心位置を挿入部２８０内で変位させることが可能となっ
ている。具体的には、遊技盤８０を挿入部２８０に挿入した状態では、遊技盤８０が板バ
ネ２７０（詳しくは押圧部２７２）に対してその頂部２７２ａよりも折曲部２７３側に寄
った位置で当接する。この状態から遊技盤８０が回動されることで、上記当接位置が徐々
に頂部２７２ａに向けて移動する。このように遊技盤８０を装着完了位置に向けて回動さ
せる過程で遊技盤８０と押圧部２７２との当接位置が徐々に前方に移ることで、同遊技盤
８０の回動中心位置が変位する。
【００９８】
　遊技盤８０を回動させることで装着完了位置に配置する構成においては、位置決め突起
２５９の起立方向と、遊技盤８０の移動方向とが必ずしも一致するわけではない。これは
、位置決め精度の向上と、装着完了位置への円滑な移動との両立を困難なものとする要因
となり得る。例えば、位置決め突起２５９の起立方向を遊技盤８０の回動軌跡に合わせて
曲げることも可能ではあるが、この場合、位置決め精度を向上させることが難しくなる。
【００９９】
　この点、回動中心位置の変位（特に前後方向での変位）を許容することで貫通孔９１と
位置決め突起２５９との引っ掛かりを抑制し、貫通孔９１への位置決め突起２５９の入り
込みの円滑化を促進している。なお、位置決め突起２５９の先端部分は先細り状をなして
おり、当該位置決め突起２５９と貫通孔９１との引っ掛かりが好適に回避されている。
【０１００】
　（遊技盤８０の固定構造）
　図１１に示すように、位置決め突起２５９と同一対象、すなわち内枠１３の対向板部２
５１には、遊技盤収容部７５からの遊技盤８０の取り外しを不可とするロック状態と、同
遊技盤８０の取り外しを許容するアンロック状態とに切替可能なロック装置４００が複数
設けられている。ロック装置４００には、内枠１３において前記挿入部２８０とは反対側
、すなわち右側壁部２６５寄りに配置されているものと、挿入部２８０側、詳しくは上記
位置決め突起２５９の近傍に配置されているものとがある。これら各ロック装置４００に
おいては、基本構成が共通となっており、同ロック装置４００に付随する構成のみが若干
異なっている。そこで、先ず図１６及び図１７に基づきロック装置４００の基本構成につ
いて説明し、後に個々のロック装置４００に付随する構成の差異について説明する。図１
６はロック装置４００を内枠１３から取り外した状態を示す分解斜視図、図１７は図６の
Ｃ―Ｃ線部分断面図である。なお、図１７では便宜上、ロック装置の一部の構成（後述す
る操作レバー４４０）についてはパチンコ機１０の側方から見た状態で表示している。
【０１０１】
　図１６に示すように、内枠１３の対向板部２５１には、ロック装置４００が設置される
ロック装置設置部２５３が設けられている。ロック装置設置部２５３は、内枠１３の背面
側に窪む段付きの筒状をなしている（図１７参照）。より具体的には、ロック装置設置部
２５３は、内枠１３の正面側から背面側に段階的に絞られた３つの筒部２５４～２５６に
よって構成されている。以下便宜上、正面側の筒部２５４を「正面側筒部２５４」、背面
側の筒部２５６を「背面側筒部２５６」、それら正面側筒部２５４及び背面側筒部２５６
を繋ぐ筒部２５５を「中間筒部２５５」として区別する。
【０１０２】
　図１７に示すように、ロック装置設置部２５３には軸体４１０が挿通されている。軸体
４１０は、その外径が背面側筒部２５６の内径と同等になるように形成されており、同背
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面側筒部２５６に嵌まることでロック装置設置部２５３の中心軸線方向以外の方向への移
動が規制されている。
【０１０３】
　軸体４１０は、その両端がロック装置設置部２５３から突出するようにして配置されて
おり、内枠１３の背面側に突出している一端には背面側筒部２５６の端面に対して内枠１
３の背面側から当接するフランジ４１１が形成されている。このフランジ４１１が背面側
筒部２５６の端面に当接することにより軸体４１０の前後位置が規定されている。
【０１０４】
　軸体４１０には、遊技盤８０を背面側から押すプッシャ４２０と、そのプッシャ４２０
を遊技盤８０の背面側に向けて付勢する付勢部材としてのコイルバネ４３０とが組み付け
られている。詳しくは、プッシャ４２０が軸体４１０の中心軸線方向に延びる角筒状をな
すとともに、コイルバネ４３０が螺旋状に形成されており、それらプッシャ４２０及びコ
イルバネ４３０の内部に軸体４１０が挿通されている（図１６参照）。
【０１０５】
　プッシャ４２０は、軸体４１０の中心軸線方向にスライド移動可能な状態で正面側筒部
２５４に嵌め込まれている。正面側筒部２５４の内周面はプッシャ４２０の外周面に合致
する角形状をなしており、軸体４１０を中心とした同プッシャ４２０の回動が阻止されて
いる。なお、正面側筒部２５４の内周には、ロック装置設置部２５３の中心軸線方向に延
びる突条部２５７が形成されており、プッシャ４２０の外周には同突条部２５７が嵌まる
キー溝４２１が形成されている。これら突条部２５７とキー溝４２１とが嵌合することに
より、プッシャ４２０の取付位置が規定されている。
【０１０６】
　正面側筒部２５４に嵌め込まれたプッシャ４２０と中間筒部２５５とによって、上記コ
イルバネ４３０の収容空間が区画されている。中間筒部２５５と背面側筒部２５６との境
界部位には、プッシャ４２０の背面に対向する段差部２５８が形成されており、コイルバ
ネ４３０が段差部２５８とプッシャ４２０とによって挟まれて常時圧縮された状態となっ
ている。より詳しくは、コイルバネ４３０の両端側には軸体４１０に挿通された一対のワ
ッシャ４３１，４３２が配されており、それらワッシャ４３１，４３２がプッシャ４２０
及び段差部２５８に対する取付座面として機能している。なお、両ワッシャ４３１，４３
２を省略し、コイルバネ４３０がプッシャ４２０と段差部２５８とを直接押す構成とする
ことも可能である。
【０１０７】
　プッシャ４２０の厚さ寸法（軸線方向の長さ寸法）は、正面側筒部２５４の深さ寸法よ
りも小さくなるように設定されており、ロック装置設置部２５３からの突出が抑えられ当
該プッシャ４２０の前面が対向板部２５１の前面に対して面一になる待機位置と、ロック
装置設置部２５３から突出して遊技盤８０を前方へ変位させる作用位置とに切替可能とな
っている。以下、プッシャ４２０の位置の切替を実現する構成について説明する。
【０１０８】
　軸体４１０の先端部（フランジ４１１とは反対側の端部）はプッシャ４２０を通ってそ
の前方に突出しており、その突出している先端部には特定の操作に基づいてプッシャ４２
０の位置を切り替える操作レバー４４０が固定されている。操作レバー４４０は、軸体４
１０の中心軸線を中心とした回動が許容されており、軸体４１０が嵌め込まれている円筒
状の基部４４１と、同基部４４１におけるプッシャ４２０とは反対側の端部から当該基部
４４１の放射方向両側に突出している操作部４４６とを有し、全体として略Ｔ字状をなし
ている。
【０１０９】
　プッシャ４２０において基部４４１の端面と対向している部分には同基部４４１側に起
立する突起４２２が設けられている。一方、基部４４１の端面には、回動中心軸線と直交
する方向（すなわち回動中心軸線の放射方向）に広がる平面状をなすとともに、プッシャ
４２０の突起４２２が当接した状態で停留可能な一対の停留部４４２，４４３が形成され
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ている。それら各停留部４４２，４４３は、プッシャ４２０の前端面からの距離が相違し
ており、軸体４１０の周方向に離して配置されている。以下、便宜上プッシャ４２０の前
端面からの距離が大きい一方を「第１停留部４４２」、同第１停留部４４２よりも前記距
離が小さい他方を「第２停留部４４３」と称する。
【０１１０】
　また、基部４４１の端面にはそれら第１停留部４４２及び第２停留部４４３を繋ぐ連結
部４４４が形成されている。連結部４４４は、第２停留部４４３から第１停留部４４２に
向けて下る曲面状をなしている。プッシャ４２０の突起４２２が連結部４４４を辿ること
で、各停留部４４２，４４３での停留状態の切り替えが許容される。なお、連結部４４４
が第２停留部４４３から第１停留部４４２向けて傾斜する平面状をなす構成とすることも
可能である。
【０１１１】
　突起４２２、停留部４４２，４４３及び連結部４４４は、プッシャ４２０の位置を切り
替える切替手段を構成しており、ロック装置４００にはこれら各種構成を１組とする切替
手段が複数（本実施の形態においては３つ）設けられている。それら切替手段は、軸体４
１０の周方向において等間隔となるよう並べて配置されている。これにより、コイルバネ
４３０の付勢力によって操作レバー４４０を歪ませるような応力が生じることを抑制して
いる。なお、突起４２２、停留部４４２，４４３及び連結部４４４の配設対象を入れ替え
ることも可能である。すなわち、プッシャ４２０に停留部４４２，４４３及び連結部４４
４に相当する構成を配設し、基部４４１に突起４２２に相当する構成を配設してもよい。
【０１１２】
　また、ロック装置４００は、操作レバー４４０の回動操作量を制限する制限手段を備え
ている（図１６参照）。制限手段は、基部４４１の外周面から突出する突出部４４５と、
プッシャ４２０に形成され、突出部４４５が嵌まる溝部４２３とによって構成されている
。溝部４２３は中心軸線を中心とする円弧状をなしており、これら溝部４２３及び突出部
４４５によって操作レバー４４０を切り替える際の回動操作量が制限されている（本実施
の形態においては９０°以下となるように制限されている）。これにより、上述した各切
替手段が相互に干渉することを回避し、複数組みの切替手段を共存させやすくしている。
【０１１３】
　ロック装置４００がアンロック状態である場合には、プッシャ４２０の各突起４２２が
各第２停留部４４３に当接することにより、ロック装置設置部２５３からのプッシャ４２
０の突出が抑えられる。この場合、第２停留部４４３がコイルバネ４３０による付勢方向
と直交しているため、操作レバー４４０はアンロック位置で保持された状態となる。操作
レバー４４０がアンロック位置に保持された状態では、操作部４４６が水平方向（横方向
）を向いている。
【０１１４】
　ロック装置４００をロック状態に切り替える場合には、操作レバー４４０を時計回りに
回動させ、操作部４４６を縦向きにすることで、各突起４２２が第２停留部４４３から連
結部４４４を経由して第１停留部４４２に移る。これにより、プッシャ４２０がロック装
置設置部２５３から突出し、遊技盤８０を背面側から押す状態となる。この場合、第１停
留部４４２がコイルバネ４３０による付勢方向と直交しているため、操作レバー４４０は
ロック位置で保持された状態となる。操作レバー４４０がロック位置で保持された状態で
は操作部４４６が水平方向と鉛直方向との中間を向くように傾いている。
【０１１５】
　遊技盤８０には操作部４４６に対応する挿通部９２が形成されており、操作部４４６が
同挿通部９２を通じて遊技盤８０の前面よりも前方に張り出している。より具体的には、
挿通部９２は、遊技盤８０の厚さ方向に貫通しているとともに、遊技盤８０の回動基端側
から回動先端側、詳しくは水平方向に延びており、ロック装置４００がアンロック状態に
ある場合には操作部４４６の通過を許容し、ロック装置４００がロック状態である場合に
は操作部４４６の通過を阻止するように形成されている。このため、ロック装置４００が
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ロック状態にある場合には、操作部４４６において遊技盤８０の前面と対向する部分が同
遊技盤８０に対して当接し、上述したコイルバネ４３０の付勢力による遊技盤８０の移動
が阻止される。つまり、操作部４４６は遊技盤８０の移動を阻止するストッパ部としての
機能を併せ有している。
【０１１６】
　以上詳述したように、ロック装置４００によって遊技盤８０の前後位置が規定される点
に着目すれば、当該ロック装置４００には上記板バネ２７０及びストッパ２６７と同様に
位置決め機能が付与され、同ロック装置４００によって位置決め機構が構成されていると
いえる。
【０１１７】
　ここで、図１４及び図１５に基づきロック装置４００及び上記位置決め突起２５９の関
係について説明する。
【０１１８】
　図１４（ａ）に示すように、ロック装置４００は、操作部４４６の前端部が位置決め突
起２５９の先端よりも前方に位置するように配置されている。このため、遊技盤８０を装
着完了位置に向けて回動させる場合には、先ずロック装置４００の操作部４４６が遊技盤
８０の挿通部９２に入り（図１４（ｂ）参照）、その後、位置決め突起２５９が遊技盤８
０の貫通孔９１に入ることとなる（図１５（ｃ）参照）。より詳しくは、操作部４４６の
少なくとも一部が挿通部９２に嵌まっている状態にて、位置決め突起２５９が貫通孔９１
に入ることとなる。挿通部９２の内形は操作部４４６の外形よりも僅かに大きく形成され
ており、挿通部９２内での操作部４４６の移動ばらつきが制限される。つまり、操作部４
４６が挿通部９２内に入ることで、遊技盤８０の組み付けばらつき（例えば左右方向での
位置ばらつき）が抑えられることとなる。このように、遊技盤８０の位置ばらつきが抑え
られた状態にて、位置決め突起２５９が貫通孔９１に入る構成とすることで、位置決め突
起２５９が貫通孔９１に上手く嵌まらないといった不都合を生じにくくしている。
【０１１９】
　特に、本実施の形態においては、位置決め突起２５９の左右両側にロック装置４００が
配置されている。つまり、位置決め突起２５９が２つのロック装置４００（右側のロック
装置４００Ｒ及び左側のロック装置４００Ｌ）の間に配されている。各ロック装置４００
Ｒ，４００Ｌに対応する挿通部９２Ｒ，９２Ｌは、左側の挿通部９２Ｌが遊技盤８０の回
動基端側に開放され、右側の挿通部９２Ｒが遊技盤８０の回動先端側に開放されており、
その開放されている方向以外の方向へのロック装置４００Ｒ，４００Ｌの位置ずれを抑え
る構成となっている。このように各ロック装置４００Ｒ，４００Ｌに位置ずれ抑制機能を
分与することにより、一方のロック装置４００に負担が集中することを抑制している。
【０１２０】
　特に、左側のロック装置４００Ｌに対応する挿通部９２Ｌについては、遊技盤８０の下
側切欠き部８８側に連なるとともに、遊技盤８０の回動基端側に開放されている。
【０１２１】
　ロック装置４００が誘導レール１００の入口部分１０４を挟んだ左右両側に配置されて
いる構成においては、両ロック装置４００のうち入口部分１０４よりも遊技盤８０の回動
基端側に位置する一方によって挿入部２８０への遊技盤８０の挿入が妨げられやすくなる
ことが懸念される。入口部分１０４を遊技盤８０の幅方向における略中央に配置している
ことで、そのような不都合が顕著になると想定される。
【０１２２】
　また、本体側上皿通路及び本体側下皿通路が各皿３３，３４よりも上位に位置すること
により遊技球を同皿３３，３４へ誘導する際にそれら遊技球の自重を利用して同遊技球を
移動させることが可能となっている。しかしながら、遊技領域ＰＥが拡張されている本実
施の形態においては、このような遊技領域ＰＥの拡張によって本体側上皿通路及び本体側
下皿通路の配置が制限されやすくなっている。これは、各皿３３，３４への遊技球の誘導
を難しくする要因となり得る。
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【０１２３】
　この点、本実施の形態においては、遊技盤８０に下側切欠き部８８を形成することで、
上記本体側上皿通路及び本体側下皿通路と遊技盤８０との共存が可能となっている。つま
り、遊技領域ＰＥを拡張しつつ本体側上皿通路及び本体側下皿通路の位置を各皿３３，３
４よりも上位に配置することが可能となっている。更に、上述の如くこの下側切欠き部８
８に連なるようにして挿通部９２Ｌを形成し、その挿通部９２Ｌを遊技盤８０の回動基端
側に開放させることで、挿入部２８０に遊技盤８０を挿入する際のロック装置４００Ｌと
挿通部９２Ｌとの干渉を回避することができる。これにより、本体側上皿通路及び本体側
下皿通路の配置と遊技領域ＰＥの拡張とを好適に実現し、更には位置決め精度の向上と遊
技盤８０の挿入作業の容易化とを好適に両立している。
【０１２４】
　（遊技盤８０の把持構造）
　また、本実施の形態においては、遊技盤８０の把持構造について特徴的な構成を有して
いる。以下、図６及び図７に基づき遊技盤８０に設けられた各種構成について補足し、そ
の後、遊技盤８０の把持構造について説明する。
【０１２５】
　図７に示すように、遊技盤８０の誘導レール１００は遊技盤８０の回動先端側に開放さ
れた弧状をなしている。遊技盤８０の前面には、その開放部位を塞ぎ誘導レール１００と
共に遊技領域ＰＥを区画するブロック状の遊技領域区画部材４８０が設けられている。言
い換えれば、誘導レール１００と遊技領域区画部材４８０とは、前者が遊技盤８０の回動
基端側、後者が遊技盤８０の回動先端側に配置されることで両者併せて環状をなしており
、それら誘導レール１００及び遊技領域区画部材４８０によって区画された領域により遊
技領域ＰＥが構成されている。なお、遊技領域区画部材４８０は、遊技盤８０の前面から
張り出しており、その前面部がガラス２２に対して僅かな隙間（詳しくは遊技球の直径寸
法以下の隙間）を隔てて対峙している。これにより、遊技球が遊技領域区画部材４８０を
乗り越えて遊技領域ＰＥ外に流出することを回避している。
【０１２６】
　遊技領域区画部材４８０は、遊技盤８０の回動先端側の端部（左端部）に沿って配置さ
れており、遊技盤８０の上端部から下端部に跨って上下に延びている。遊技領域区画部材
４８０において外レール１０２の先端に隣接する部位、詳しくは遊技領域ＰＥの内側に位
置する壁面には、外レール１０２に沿って移動（飛翔）する遊技球が衝突することにより
同遊技球を遊技領域ＰＥの中央側へ跳ね返す返しゴム４９０が装着されている。
【０１２７】
　遊技球発射ハンドル４０が操作されると、遊技球が遊技球発射機構１１０の発射レール
１１２に沿って誘導レール１００の入口部分１０４に向けて発射される。遊技球発射ハン
ドル４０の操作量が第２の規定量を上回った場合には、遊技球が外レール１０２に沿って
移動し、可変表示ユニット８５（図７参照）の上方を通過する。そして、同遊技球は、外
レール１０２から当該外レール１０２のレール方向先側に向けて飛び出し、返しゴム４９
０に衝突する。この衝突に基づいて返しゴム４９０が圧縮され（例えば弾性変形し）、返
しゴム４９０に加わった衝突荷重の一部が遊技領域区画部材４８０に伝わることとなる。
以上の過程を経ることにより、遊技球発射機構１１０によって遊技球に付与された勢いを
弱め、返しゴム４９０よりも下流側に配された釘８７等の各種構成を保護している。
【０１２８】
　図７に示すように、遊技領域区画部材４８０は、遊技盤８０に対して複数箇所でネジ止
めされている。それらネジ４９１の少なくとも１つは返しゴム４９０の近傍、具体的には
遊技球の衝突方向において返しゴム４９０よりも先側となる位置に配されている。これに
より、上記衝突荷重を遊技盤８０に対して分散させやすくし、遊技球の繰り返しの衝突に
対する耐久性の向上が図られている。
【０１２９】
　また、遊技領域区画部材４８０は、上述したロック装置４００Ｒを遊技盤８０の回動基



(22) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

端側から迂回するようにして遊技盤８０の下端縁に至っており、同遊技領域区画部材４８
０の下部、詳しくは誘導レール１００の右側開放部分よりも下側となる部位には、誘導レ
ール１００の内レール１０１に遊技領域ＰＥ外側から対向する対向部４８５が形成されて
いる。対向部４８５は、内レール１０１において遊技盤８０のアウト口８６と内レール１
０１の下側の開放端との間となる部位に対して下側から若干の隙間を隔てて対向している
。すなわち、内レール１０１と遊技領域区画部材４８０とが内外に重なっている。
【０１３０】
　既に説明したように、遊技領域ＰＥに達した遊技球の一部は、同遊技領域ＰＥを流下す
る過程で一般入賞口８１等の入球口に入るが、それら入球口に入らなかった遊技球につい
ては内レール１０１によって排出口としてのアウト口８６に導かれる。より具体的には、
内レール１０１は、下方に凸となる円弧状をなしており、その下端部にアウト口８６が配
置されている。このため、入球口に入らなかった遊技球は、内レール１０１に衝突した後
、内レール１０１に沿って遊技領域ＰＥの最下部に誘導される。
【０１３１】
　内レール１０１については、遊技盤８０側の開放端及びその周辺での固定強度が同内レ
ール１０１における他の部位と比べて低くなりやすい。このため、遊技球の衝突による衝
撃の影響が同内レール１０１の開放端及びその周辺では大きくなりやすいと想定される。
仮に、内レール１０１が変形等した場合には、アウト口８６へ向けての遊技球の円滑な誘
導が妨げられると懸念される。この点、本実施の形態では、内レール１０１が下方に押さ
れる等した場合に遊技領域区画部材４８０の対向部４８５に当たることで、同内レール１
０１の変形や位置ずれ等が抑制されることとなる。故に、遊技領域区画部材４８０によっ
て内レール１０１を保護することができ、上記不都合を好適に払拭できる。言い換えれば
、遊技領域区画部材４８０には、内レール１０１のバックアップ機能が付与されている。
【０１３２】
　また、遊技領域区画部材４８０において対向部４８５を挟んで内レール１０１とは反対
側となる部位には、各パチンコ機毎に固有となる識別情報（製造番号等）が付与された証
紙４９２と同証紙４９２を収容する透明なケース部材４９３とからなる識別ユニット４９
４が設けられており、遊技領域区画部材４８０には識別ユニット４９４を収容するユニッ
ト収容部４８６が形成されている。このユニット収容部４８６に識別ユニット４９４が嵌
まった状態で固定されることで、両者が一体化されている。
【０１３３】
　識別ユニット４９４はユニット収容部４８６に対して後方から嵌め込まれており、同ユ
ニット収容部４８６に形成された開口を介してその一部がパチンコ機１０の前方に露出し
た状態となっている。この開口を介して上記証紙４９２に付与された識別情報を視認可能
となっている。つまり、識別ユニット４９４を遊技領域区画部材４８０から取り外すこと
なく証紙４９２の識別情報を確認することが可能となっている。
【０１３４】
　遊技領域区画部材４８０が対向部４８５を有する構成を採用した場合には、遊技領域区
画部材４８０における対向部４８５周りでの強度を向上させることで上述した誘導レール
のバックアップ機能を向上することができる。このような強度の向上を実現するには、遊
技領域区画部材４８０を大型化することが１つの手法として考えられる。この点、識別ユ
ニット４９４を収容するユニット収容部４８６を遊技領域区画部材４８０に設け、それら
ユニット収容部４８６と対向部４８５とを併存させることで、遊技領域区画部材４８０の
占有スペースを有効利用している。つまり、遊技領域区画部材４８０の強度向上と識別手
段の設置領域の確保（すなわちスペースの有効利用）を可能とし、実用上好ましい構成を
実現している。
【０１３５】
　また、遊技領域区画部材４８０については遊技盤８０からの着脱を特に必要としない部
品であるため、その取り付けを強固にすることが可能である。この遊技領域区画部材４８
０によって識別ユニット４９４の取り外しを阻止することで、識別ユニット４９４の不正
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な取り外し等を抑制し防犯性の向上に貢献できる。例えば、識別ユニット４９４を遊技領
域区画部材４８０とは別の部材を用いて遊技盤８０に装着する構成と比較して、遊技盤８
０の前面側のスペースを有効利用できる。遊技盤８０の前面には遊技領域ＰＥが形成され
、遊技領域ＰＥ外の領域が限られている点を考慮すれば、遊技領域区画部材４８０に識別
ユニット４９４用のユニット収容部４８６を設けることによる技術的貢献度は大きいと考
えられる。
【０１３６】
　遊技領域区画部材４８０には、ホール管理者等の作業者が遊技盤８０を移動させる場合
等に把持可能な一対の把持部４８１，４８２が設けられている。両把持部４８１，４８２
は、一方（以下、便宜上「第１把持部４８１」と称する）が他方（以下、便宜上「第２把
持部４８２」と称する）よりも上方且つ遊技盤８０の回動先端寄りとなるように配されて
いる。
【０１３７】
　第１把持部４８１は、遊技領域区画部材４８０の上端部、具体的には遊技領域区画部材
４８０において返しゴム４９０が装着されている壁面とは反対側の壁面に形成されている
。より詳しくは、第１把持部４８１は、上記ネジ４９１を挟んで返しゴム４９０と反対側
となる位置に形成されている。第１把持部４８１が把持された際には、遊技盤８０の自重
による負荷が第１把持部４８１（遊技領域区画部材４８０）に加わりやすくなる。このよ
うに負荷が加わりやすい部分においては、それに耐え得る強度が必要になり得る。この点
、元来強度の確保が求められる部分、すなわち返しゴム４９０が設けられている部分の周
辺に第１把持部４８１を設け、強度を確保すべき箇所を集約することで、強度確保のため
に必要な領域の拡がりを抑えている。これにより、遊技領域区画部材４８０の大型化等に
よって遊技領域ＰＥが圧迫されるといった不都合を生じにくくすることができる。
【０１３８】
　また、第１把持部４８１は、遊技領域区画部材４８０における外側の壁面から遊技盤８
０の回動基端側（すなわち前扉枠１４の回動基端側）に凹むとともに、遊技盤８０の回動
先端側（すなわち上記挿入部２８０に対する遊技盤８０の挿入方向手前側）に開口されて
いる。その開口部分に対して遊技盤８０の回動先端側から指を挿入することにより、第１
把持部４８１を把持することができる。
【０１３９】
　第１把持部４８１の開口部分は、遊技盤８０の回動先端側の縁部よりも内側（回動基端
側）となるように奥まった位置に配されている。これにより、第１把持部４８１を把持し
ている手が右側壁部２６５に引っ掛かるといった不都合を生じにくくし、同第１把持部４
８１を利用しやすくしている。
【０１４０】
　第２把持部４８２は、第１把持部４８１よりも下側、詳しくは遊技領域区画部材４８０
の下端部に添って、且つ第１把持部４８１よりも遊技盤８０の回動基端側となる位置に配
置されている。より詳しくは、第２把持部４８２は、上記対向部４８５を挟んで内レール
１０１とは反対側、且つ誘導レール１００の入口部分１０４と右側のロック装置４００Ｒ
との間に配置されている。このように、第２把持部４８２をロック装置４００Ｒよりも遊
技盤８０の回動基端側、すなわち遊技盤８０の中央寄りに配置することで、遊技盤８０を
把持した際の安定性向上に貢献している。
【０１４１】
　また、遊技領域区画部材４８０を固定するネジ４９１の少なくとも１つは、対向部４８
５と第２把持部４８２との間に配置されている。これにより、内レール１０１のバックア
ップ機能を向上と、把持強度の向上とに貢献している。
【０１４２】
　第２把持部４８２は、遊技領域区画部材４８０における下側の壁面からパチンコ機１０
の上方に凹むとともに、パチンコ機１０の下方に開口されている。その開口部分に対して
下方から指を挿入することにより、第２把持部４８２を把持することができる。
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【０１４３】
　第２把持部４８２の開口部分は、遊技盤８０の下端縁よりも上側となるように奥まった
位置に配されている。これにより、第２把持部４８２を把持している手が下側壁部２６３
に引っ掛かるといった不都合を生じにくくし、同第２把持部４８２を利用しやすくしてい
る。
【０１４４】
　ここで、遊技盤８０を内枠１３に対して着脱する際の作業について説明を補足する。
【０１４５】
　遊技盤８０を内枠１３に対して装着する際には、遊技盤８０の正面側から両把持部４８
１，４８２を掴み、同遊技盤８０を持ち上げた状態で保持する。この際、図７に示すよう
に遊技盤８０の第１把持部４８１に一方の手ＲＨ（指）を挿入するとともに第２把持部４
８２に他方の手ＬＨ（指）を挿入する。このように、第１把持部４８１を右手ＲＨで、第
２把持部４８２を左手ＬＨで保持することにより両の腕の交差が回避された状態で遊技盤
８０を保持することができ、腕に対する負担を軽減しやくなっている。そして、遊技盤８
０を保持した状態から内枠１３に装着する際には、遊技盤８０の重量を左手ＬＨで支えつ
つ、右手ＲＨで遊技盤８０を挿入部２８０に向けて押し込み、遊技盤８０の下側切欠き部
８８を内枠１３の仮置き部２９０に載せることにより遊技盤８０の装着準備が整うことと
なる。このように、両手の役割分担を可能とすることにより、遊技盤８０の装着作業の円
滑化に貢献している。
【０１４６】
　遊技盤８０を仮置きした状態から回動させる際には、両把持部４８１，４８２が遊技盤
８０の回動先端側に配置されているので、同遊技盤８０を容易に回動させることができる
。つまり、把持部が遊技盤８０の回動基端側に配置されている場合と比較して、手と前扉
枠１４との干渉を回避しやすくし、作業スペースの確保の容易化に貢献している。
【０１４７】
　遊技盤８０を装着完了位置に押し込む際には、各把持部４８１，４８２の開口部分が遊
技盤収容部７５の周壁部２６１よりも内側に離れているため、指と周壁部２６１とが引っ
掛かりにくくなっている。これにより、配置途中段階にて把持部４８１，４８２から指を
引き抜いて遊技盤８０の持ち替えを行うといった予備的動作を不要とし、遊技盤８０の装
着作業の簡素化に貢献している。
【０１４８】
　一方、遊技盤８０を内枠１３から取り外す際には、遊技盤８０の第１把持部４８１に右
手の指を挿入するとともに第２把持部４８２に左手の指を挿入する。把持部４８１，４８
２の開口部分は周壁部２６１から離して設けられているため、指が周壁部２６１に引っ掛
かって把持部４８１，４８２を把持できなくなるといった不都合を回避しやすくなってい
る。
【０１４９】
　既に説明したように遊技盤８０を着脱する際には、内枠１３の正面側から作業が行われ
る。この際、言うまでも無く前扉枠１４が開放された状態で作業が行われる。ここで、開
放された前扉枠１４と遊技盤８０及び挿入部２８０との位置関係について図１８を用いて
説明を補足する。図１８は、開放された前扉枠１４と遊技盤８０及び挿入部２８０との位
置関係を示す概略図である。
【０１５０】
　図１８に示すように、前扉枠１４は内枠１３に設けられた上記支持金具７１，７２によ
って回動可能に軸支されており、この軸支された部分（回動中心軸線ＣＬ）を中心として
開閉される構成となっている。支持金具７２には前扉枠１４の最大開放位置を規定する規
定部７３が形成されている。前扉枠１４が開放され、規定部７３に対して当たった場合に
は、それ以上の開放が不可となる。本実施の形態においては、前扉枠１４の最大開放量が
凡そ１００°に設定されている。これは、パチンコ機１０がホール等の島設備に設置され
た状態にて前扉枠１４が開放された場合に、隣接して設けられた他の遊技機等に対して同
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前扉枠１４が干渉しないように、また隣接する遊技機での遊技を妨げないようにするため
の工夫である。なお、前扉枠１４の最大開放量は１００°に限定されるものではない。少
なくとも遊技盤８０の取り外しが許容される範囲であれば任意に設定してよい。
【０１５１】
　前扉枠１４の回動中心軸線ＣＬは、同前扉枠１４の前部に位置しており、前扉枠１４を
閉じた状態にて内枠１３の内側に当該前扉枠１４が嵌まり込むように既定されている。こ
れにより、前扉枠１４と内枠１３との境界部位を介して不正具が挿入されるといった不都
合を生じにくくし、防犯機能の強化を図っている。
【０１５２】
　この回動中心軸線ＣＬの後方に上記挿入部２８０が配置されている。前扉枠１４は所定
の厚さを有しているため、上述の如く最大開放位置まで開放された場合であってもその背
面の一部が挿入部２８０よりも右側（前扉枠１４を支持している側とは反対側）に張り出
した状態となる。挿入部２８０は、その張出部分よりも奥まった位置に存在しているもの
の、遊技盤８０を出し入れする際に当該遊技盤８０の通過する軌道ＰＬと前扉枠１４及び
内枠１３との干渉が回避されるようにしてその挿入口がパチンコ機１０の斜め前方に開放
されている。このように、挿入部２８０の挿入口を斜め前方に向けることで、遊技盤挿入
時に前扉枠１４の張出部分及び内枠１３と遊技盤８０とが干渉することを抑制している。
特に、前扉枠１４の張出部分との干渉を回避することにより、遊技盤８０（詳しくは遊技
領域ＰＥ）の大きさ対する制限を受けにくくすることが可能となっている。
【０１５３】
　（配線簡素化）
　更に、本実施の形態においては、遊技盤８０を内枠１３の正面側から取り付ける構成を
採用するのに併せて、前扉枠１４と内枠１３とを電気的に接続するための構成を簡略化し
ている。そこで以下、図２及び図３に基づき前扉枠１４と内枠１３とを電気的に接続する
ための構成について説明する。
【０１５４】
　既に説明したように、前扉枠１４にはランプ部２３～２５やスピーカ部２６等の各種表
示機器が搭載されている。これら表示機器を用いることにより、遊技に関する各種演出や
、遊技状況の報知等が実効される。ランプ部２３等の表示機器は、遊技盤８０の背面に搭
載された音声ランプ制御装置１４３と電気的に接続されており、その表示態様が同音声ラ
ンプ制御装置１４３によって制御されている。
【０１５５】
　より詳しくは、ランプ部２３等に接続されたハーネスＨは、前扉枠１４の内部にてまと
められ、前扉枠１４における回動基端側の上部に形成されたハーネス用開口部３６を介し
て内枠１３側に延出している（図２参照）。遊技盤８０における回動基端側の上隅部には
遊技盤８０の回動先端側及びパチンコ機１０の下方に凹む上側切欠き部８９が形成されて
いる。
【０１５６】
　上側切欠き部８９は、遊技盤８０の正面視において少なくともその一部が遊技盤収容部
７５の中央開口７６に対して重なる大きさを有している（図６参照）。それら上側切欠き
部８９及び中央開口７６によってハーネスＨの通過経路が構成され、ハーネスＨがそれら
上側切欠き部８９及び中央開口７６を介して遊技盤８０の背面側に延びている。
【０１５７】
　上側切欠き部８９には、遊技盤収容部７５の上側壁部２６２に対向するとともに略水平
に延びるハーネス支持部８９ａが形成されており、遊技盤８０の背面側に延出するハーネ
スＨが同ハーネス支持部８９ａに載った状態となっている。
【０１５８】
　ハーネスＨにおいてランプ部２３等に接続されている側とは反対側の端部には、ハーネ
ス側コネクタＣ１が取り付けられている。このハーネス側コネクタＣ１に対応して音声ラ
ンプ制御装置１４３には制御装置側コネクタＣ２が設けられている。ハーネス側コネクタ



(26) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

Ｃ１が制御装置側コネクタＣ２に接続されることにより、上記ランプ部２３等と音声ラン
プ制御装置１４３とが電気的に接続された状態となっている。
【０１５９】
　制御装置側コネクタＣ２は、遊技盤８０の後方に開口しており、ハーネス側コネクタＣ
１の着脱方向が遊技盤８０の厚さ方向と同一となるように規定されている。これにより遊
技盤８０を装着完了位置から回動することで生じる空間を作業空間として活用しやすくし
ている。なお、これらコネクタ着脱方向は任意であり、例えば遊技盤８０の幅方向と同一
方向とすることも可能である。この場合、制御装置側コネクタＣ２を遊技盤８０の回動先
端側に開口させ、ハーネス側コネクタＣ１の着脱を同遊技盤８０の回動先端側から行いや
すくなるように工夫するとよい。これにより、上述した作業空間を一層好適に活用できる
。
【０１６０】
　本実施の形態においては、上側切欠き部８９（詳しくはハーネス支持部８９ａ）は、上
記ハーネス用開口部３６よりも下側に位置し、制御装置側コネクタＣ２は上側切欠き部８
９（詳しくはハーネス支持部８９ａ）よりも下側に位置している。これにより、ハーネス
Ｈの取り回し経路を短縮し、つまりハーネスＨの前長を短くし、弛み等の発生の回避に貢
献している。
【０１６１】
　（遊技盤８０の交換作業の流れ）
　以上詳述した電気的な接続に関する構成を踏まえて、図１９及び図２０に基づき遊技盤
交換時の作業の流れについて説明する。図１９（ａ１）～（ｃ１）及び図２０の（ｄ１）
，（ｅ１）は遊技盤８０の交換の様子を概略的に示す断面図であり、図１９（ａ２）～（
ｃ２）及び図２０の（ｄ２），（ｅ２）は遊技盤８０の交換の様子を概略的に示す正面斜
視図である。遊技盤８０を取り外す際には、図１９（ａ）→図１９（ｂ）→図１９（ｃ）
→図１９（ｄ）→図１９（ｅ）の順に作業が行われる。
【０１６２】
　遊技盤８０を取り外す際には、先ず前扉枠１４の内枠１３に対する施錠を解除し、同前
扉枠１４を開放する。この際、図１９（ａ）に示すように、前扉枠１４を最大開放位置ま
で回動させておくことで、内枠１３の正面側にて遊技盤８０取外用の作業スペースを確保
しやすくできる。
【０１６３】
　次に、図１９（ｂ）に示すように、遊技盤８０を閉位置にて固定しているロック装置４
００がアンロック状態となるように操作レバー４４０を操作する。ロック装置４００が全
てアンロック状態に切り替えられると、内枠１３の挿入部２８０を基端とした遊技盤８０
の回動が許容された状態となる。
【０１６４】
　図１９（ｂ）に示した状態から遊技盤８０をパチンコ機１０の手前側に回動することで
、遊技盤８０の背面に搭載された音声ランプ制御装置１４３が内枠１３の正面側に移動さ
れる（図１９（ｃ）参照）。この状態では、遊技盤８０の回動先端部と内枠１３との間か
ら音声ランプ制御装置１４３へのアクセスが可能となる。
【０１６５】
　その後、音声ランプ制御装置１４３のコネクタＣ２とハーネスＨのコネクタＣ１との接
続を解除することで、図２０（ｄ）に示すように、遊技盤８０の挿入部２８０からの引き
出しが許容された状態となる。そして、遊技盤８０を当該遊技盤８０の回動先端側（右側
）に引き出すことにより、遊技盤８０の取り外しが完了する（図２０（ｅ）参照）。なお
、このように遊技盤８０内枠１３から取り外すことで、ハーネスＨが遊技盤８０のハーネ
ス支持部８９ａから脱落し、前扉枠１４のハーネス用開口部３６から垂れ下がった状態と
なる。
【０１６６】
　次に、遊技盤８０を装着する際の作業の流れについて説明する。遊技盤８０を装着する
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際には、図２０（ｅ）→図２０（ｄ）→図１９（ｃ）→図１９（ｂ）→図１９（ａ）の順
に作業が行われる。
【０１６７】
　内枠１３に対して遊技盤８０を装着する際には、先ず前扉枠１４を開放し、挿入部２８
０に対する遊技盤８０の挿入軌道ＰＬを確保する（図２０（ｅ）参照）。このように、遊
技盤８０の挿入軌道ＰＬが確保された後、遊技盤８０を挿入部２８０に挿入するとともに
仮置き部２９０に載せる。この状態では図２０（ｄ）に示すように遊技盤８０の上側切欠
き部８９の開放部分が遊技盤収容部７５によって覆われていないため、同上側切欠き部８
９に対してパチンコ機１０の上方からアクセス可能である。この状態にて、前扉枠１４か
ら垂れ下がったハーネスＨを遊技盤８０のハーネス支持部８９ａに載せ、コネクタＣ１を
遊技盤８０の背面側に配置する。なお、ハーネスＨをハーネス支持部８９ａに載せておく
ことにより、遊技盤８０を回動させた際のハーネスＨの噛み込み等を回避されやすくなる
。
【０１６８】
　その後、図１９（ｃ）に示すように、ハーネスＨのコネクタＣ１と音声ランプ制御装置
１４３のコネクタＣ２とを接続する。これにより、前扉枠１４のランプ部２４等と音声ラ
ンプ制御装置１４３とが電気的に繋がった状態となる。
【０１６９】
　ハーネスＨの接続を終えた後は、遊技盤８０を装着完了位置に回動させる。この際、作
業ミス等により、ハーネスＨがハーネス支持部８９ａ上ではなく、遊技盤８０の上端部に
載っている場合も想定される。本実施の形態においては、ハーネス用開口部３６は、遊技
盤８０の回動中心（挿入部２８０）とずれた位置、且つ上下方向及び左右方向においてハ
ーネス用開口部３６及び制御装置側コネクタＣ２の中間となる位置に配されている。更に
は、ハーネスＨの全長には余裕代がほとんど付与されていない。このため、ハーネスＨは
、遊技盤８０の回動に伴って徐々に引っ張られ、ハーネス支持部８９ａ側に移動すること
となる。これにより、仮に上記作業ミスが発生した場合であってもハーネスＨをハーネス
支持部８９ａ側に導きやすくし、同作業ミスによるハーネスＨの噛み込みを抑制可能とな
っている。
【０１７０】
　図１９（ｂ）に示すように、遊技盤８０が装着完了位置に配置された後は、ロック装置
４００の操作レバー４４０を切替操作することで、遊技盤８０がロック状態となる（図１
９（ａ）参照）。なお、本実施の形態におけるロック装置４００は遊技盤８０をその背面
が内枠１３の対向板部２５１から浮いた状態で固定するものであり、仮に遊技盤８０の背
面と内枠１３の対向板部２５１との間にハーネスＨが挟まった場合であっても断線等の不
都合が生じにくくなっている。更には遊技盤８０の位置決めを下側壁部２６３によって行
い、遊技盤８０の上端と上側壁部２６２との間に所定の隙間を形成することで、遊技盤８
０の上端と上側壁部２６２との間にハーネスＨが挟まった場合であっても断線等の不都合
が生じにくくなっている。
【０１７１】
　以上詳述した遊技盤８０の着脱作業は、前扉枠１４を開放していることを前提として行
われるものであるが、前扉枠１４を開放することで内枠１３の前面（例えば遊技領域ＰＥ
や遊技球発射機構１１０）が露出されるため、遊技盤８０の着脱のみならず、遊技球発射
機構１１０等のメンテナンスも行いやすくなっている。
【０１７２】
　但し、本実施の形態における前扉枠１４は内枠１３の前面全域を覆っているものではな
く、同前扉枠１４の開放に際してその一部が覆われたままとなる。このため、前扉枠１４
の開放によって内枠１３の前面全域へのアクセスが許容されるわけではない。具体的には
、図２に示すように、内枠１３における右下の一区画、すなわち遊技球発射ハンドル４０
が設けられている部分には、内枠１３の回動先端側の下隅部を含んだ一部を覆うようにし
てハンドルベース４１が設けられている。ここで、図２１に基づきハンドルベース４１に
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ついて説明する。図２１は、内枠１３からハンドルベース４１を取り外した状態を示す分
解斜視図である。
【０１７３】
　ハンドルベース４１は、前扉枠１４と併せて内枠１３の全域を覆っており、その前面側
に遊技球発射ハンドル４０が固定されることで同遊技球発射ハンドル４０と一体化されて
いる。ハンドルベース４１の周縁には内枠１３に対する取付部４２が突設されている。取
付部４２は前扉枠１４の背側に位置しており、当該取付部４２が内枠１３に対してネジ止
めされることで、それらネジ４５へのアクセスが前扉枠１４によって妨げられる構成とな
っている。
【０１７４】
　また、ハンドルベース４１は、前扉枠１４とは独立して固定されているため、同前扉枠
１４が開放された場合であっても、自身の固定位置に留まる構成となっている。故に、上
記ネジ４５を取り除くためには先ず前扉枠１４を開放する必要があり、ハンドルベース４
１の不正な取り外しを困難なものとしている。なお、ハンドルベース４１の固定手段とし
てネジ４５以外の構成、例えば係止ピンや係止爪等を用いることも可能であるが、このよ
うな変更を行った場合であってもやはり、固定手段を前扉枠１４の背後に配置することが
好ましい。
【０１７５】
　また、ハンドルベース４１は、パチンコ機１０における施錠装置５００の一部を覆って
おり、ハンドルベース４１において遊技球発射ハンドル４０よりも上側となる部位には、
同施錠装置５００の操作手段（詳しくは後述するシリンダ錠５２０）をパチンコ機１０の
正面側に露出させる挿通孔４３が形成されている。
【０１７６】
　本実施の形態においては、前扉枠１４を内枠１３に対して開放不能な状態で施錠する施
錠機構と、遊技機主部１２を外枠１１に対して開放不能な状態で施錠する施錠機構とが一
の施錠装置５００によって具現化されており、上記操作手段を操作することで、前扉枠１
４及び遊技機主部１２（内枠１３）を個別に解錠可能となっている。
【０１７７】
　（施錠装置５００の構造）
　以下、図６，図２２～図２５に基づき施錠装置５００について詳細に説明する。図２２
は、施錠装置５００を内枠１３から取り外した状態を示す斜視図、図２３は施錠装置５０
０を後方から見た斜視図、図２４は施錠装置５００を主要構成部品毎に分解して示す分解
斜視図である。なお、図２３及び図２４においては各図２３，２４の左上がパチンコ機１
０の前方、右下がパチンコ機１０の後方、右上がパチンコ機１０の左方、左下がパチンコ
機１０の右方となっている。
【０１７８】
　図６に示すように、施錠装置５００は、内枠１３において前扉枠１４と対向している部
分、すなわち内枠１３の前面に設けられている。具体的には、図２２に示すように内枠１
３において前記遊技盤収容部７５よりも遊技機主部１２の回動先端側となる部位には内枠
１３の回動先端側の端部に沿って施錠装置収容部７７が形成されており、当該施錠装置収
容部７７に施錠装置５００が収容された状態となっている。
【０１７９】
　施錠装置収容部７７は、内枠１３における上側枠部１３ａ及び下側枠部１３ｂの両者に
跨って延び、内枠１３の正面側に開放された溝状をなしている。施錠装置５００は、施錠
装置収容部７７の開放部分を覆う長尺状の第１基枠５１０を備えており、当該第１基枠５
１０と施錠装置収容部７７とによって施錠装置５００に関する各種構成を収容する空間が
区画形成されている。
【０１８０】
　ここで、図１５（ｄ）を用いて上記遊技盤収容部７５と施錠装置収容部７７との関係に
ついて補足する。なお、図１５（ｄ）においては前扉枠１４及びそれに付随する構成を２
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点差線で示している。遊技盤収容部７５と施錠装置収容部７７とは左右に並設されており
、内枠１３に形成された上記右側壁部２６５によって仕切られている。言い換えれば、右
側壁部２６５は、各収容部７５，７７の一部を構成している。
【０１８１】
　右側壁部２６５の先端部は前扉枠１４の上記ガラスホルダ２７（詳しくは縦ホルダ部２
７ａ）に近接しており、縦ホルダ部２７ａは、右側壁部２６５の先端部に沿って上下に延
びている。これら右側壁部２６５及び縦ホルダ部２７ａによって、内枠１３及び前扉枠１
４によって囲まれた空間が遊技盤８０側と施錠装置５００側とに区画されている。仮に、
内枠１３の中央開口７６と遊技盤８０との隙間からワイヤ等の不正具が挿入された場合で
あっても、上述の如く空間を区画しておくことにより、施錠装置５００側の領域へのアク
セスを難しくすることができる。なお、右側壁部２６５の先端部を前扉枠１４のガラスホ
ルダ２７に対して当接させる構成としてもよい。
【０１８２】
　再び図２２を参照して説明すれば、施錠装置収容部７７には、その奥側の壁部（以下、
「奥壁部３０１」と称する）から起立する複数のボス３０２が設けられており、第１基枠
５１０にはそれらボス３０２に固定される基枠固定部５１１が設けられている。基枠固定
部５１１がボス３０２の先端部分に当接した状態にてそれらボス３０２に内枠１３の正面
側からネジ止めされることにより、施錠装置５００と内枠１３とが一体化されている。
【０１８３】
　基枠固定部５１１は、ボス３０２を挟んで奥壁部３０１と対向するとともに、施錠装置
収容部７７の開放部分に合せて形成された長板状をなしている。この基枠固定部５１１に
よって同開放部分が覆われ、施錠装置収容部７７の内部空間へのアクセスが妨げられてい
る。
【０１８４】
　図２３に示すように、基枠固定部５１１の両長辺のうち内枠１３の回動基端側の一方（
図２３における右端縁）には施錠装置５００に関する各種構成が取り付けられた部材取付
部５１５が設けられている。部材取付部５１５は、基枠固定部５１１の端部を折り曲げて
形成されており、奥壁部３０１側に起立している。また、基枠固定部５１１の他方の長辺
には、部材取付部５１５と対向するように折り曲げられたフランジ部５１６が形成されて
いる。つまり、第１基枠５１０は全体として水平断面略コ字状をなしている。これら部材
取付部５１５及びフランジ部５１６によって、施錠装置５００自体の剛性を確保するだけ
でなく、内枠１３を補強する補強部材としての機能を高めることが可能となっている。
【０１８５】
　部材取付部５１５及びフランジ部５１６は基枠固定部５１１とほぼ同等の長さを有する
長板状をなしており、それら両者の外板面が施錠装置収容部７７の内壁面に当接するよう
に形成されている。これにより、第１基枠５１０を迂回して施錠装置収容部７７の内部空
間へアクセスするといった不正行為を困難なものとしている。なお、部材取付部５１５及
びフランジ部５１６が施錠装置収容部７７の内壁面に対して当接しない構成とすることも
可能である。
【０１８６】
　基枠固定部５１１の下端側には、解除操作部たるシリンダ錠５２０が取り付けられてい
る。図２や図９等に示すように、シリンダ錠５２０は、基枠固定部５１１において奥壁部
３０１とは反対側の板面（外面）に取り付けられている台座５２１と、その台座５２１か
らパチンコ機１０の前方に向けて延びる円筒状のシリンダ本体５２２と、そのシリンダ本
体５２２の内部に収容された錠軸部５２３とを有しており、台座５２１に対して内枠１３
の正面側から複数のネジ５２７が取り付けられることで第１基枠５１０に一体化されてい
る。それら複数のネジ５２７のうち少なくとも１つは、前記ハンドルベース４１によって
内枠１３の前方から覆われている（図２１参照）。これによりハンドルベース４１を取り
外すことなくネジ５２７に対してアクセスすることを不可とし、シリンダ錠５２０の不正
な取り外しを困難なものとしている。
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【０１８７】
　シリンダ本体５２２の一端及び錠軸部５２３の一端は、ハンドルベース４１の上記挿通
孔４３を介してパチンコ機１０の正面側に露出している（図１参照）。錠軸部５２３にお
いてパチンコ機１０の正面側に露出している側の端部にはキー孔５２４が形成されている
。このキー孔５２４に対して解錠操作用の操作キーを挿入し、同操作キーを錠軸部５２３
の中心軸線を中心として回動させることで、パチンコ機１０外部からの解錠操作が行われ
る。
【０１８８】
　錠軸部５２３の他端は、基枠固定部５１１に形成された錠軸部５２３用の開口を介して
施錠装置収容部７７内に露出しており、その露出している部分にはカム部材５３０が装着
されている。カム部材５３０は、図２４に示すように、内枠１３の背面側から螺着された
ネジ５３１によって、錠軸部５２３に着脱可能な状態で固定されており、上述したキー操
作に伴って錠軸部５２３が回動した場合に同錠軸部５２３と共に回動する。本実施の形態
におけるシリンダ錠５２０においては特に、操作キーによる解錠操作が行われない限り錠
軸部５２３を回動させることができない内部構造を有しており、カム部材５３０を指等で
直接回動させることが不可となっている。なお、シリンダ錠５２０として、不正解錠防止
機能の高いオムロック（登録商標）を用いる構成としてもよい。
【０１８９】
　カム部材５３０は、基枠固定部５１１と平行な円板状部分を有しており、その円板状部
分の周縁において前記部材取付部５１５側となる部分には、略放射方向に突出する上下一
対の爪部５３２，５３３が形成されている。
【０１９０】
　施錠装置５００は、カム部材５３０の動作（詳しくは爪部５３２，５３３の変位）に追
従して移動する連動杆５４０を備えている。連動杆５４０は、第１基枠５１０に沿って延
びる長板状をなすとともに同第１基枠５１０と同等の長さを有し、部材取付部５１５によ
って第１基枠５１０の長手方向にスライド移動可能な状態で保持されている。また、連動
杆５４０には、カム部材５３０の爪部５３２，５３３と係合する係合孔５４１，５４２が
形成されている。各爪部５３２，５３３が係合孔５４１，５４２に係合した状態で回動す
ることで、それら爪部５３２，５３３によって連動杆５４０が第１基枠５１０の長手方向
（すなわち上方及び下方）に押される。つまり、キー操作によって発生する外力が錠軸部
５２３→カム部材５３０→連動杆５４０の順に伝達され、連動杆５４０が上下にスライド
移動することとなる。
【０１９１】
　本実施の形態におけるシリンダ錠５２０においては、既に説明したようにキー操作によ
ってのみ錠軸部５２３及びカム部材５３０の回動が許容される。連動杆５４０をスライド
させようとしてもカム部材５３０の爪部５３２，５３３と連動杆５４０の係合孔５４１，
５４２とが係合することにより、当該連動杆５４０の移動が阻止される。つまり、施錠装
置５００においては、カム部材５３０や連動杆５４０を動作させる場合にはキー操作が不
可欠な構成となっている。
【０１９２】
　第１基枠５１０においてシリンダ錠５２０の上方となる部位、すなわちシリンダ錠５２
０に対して遊技球発射ハンドル４０の反対側（すなわちシリンダ錠５２０の上方）となる
部位には、前扉枠１４の鉤受け部材６３に引っ掛かる施錠位置と、同鉤受け部材６３に引
っ掛からない施錠解除位置との両位置に切替可能な前扉用第１鉤部材５５０が複数（詳し
くは２つ）設けられている。前扉用第１鉤部材５５０は基枠固定部５１１において奥壁部
３０１側を向いた板面に搭載されており、同板面と対向する板状のベース部５５１と当該
ベース部５５１から前扉枠１４側に起立する鉤部５５５とを備えている。基枠固定部５１
１には、鉤部５５５の前扉枠１４側への突出を許容するスリット５１２が形成されており
、鉤部５５５において同スリット５１２から突出している部分は上方に凸となる爪状をな
している。この爪状部分が鉤受け部材６３に対して下側から引っ掛かることにより前扉枠
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１４が施錠された状態となっている。
【０１９３】
　ベース部５５１には、第１基枠５１０の長手方向（つまり連動杆５４０のスライド方向
）に延びる長孔５５２が形成されており、基枠固定部５１１にはその長孔５５２に嵌まる
軸ピン５１３が取り付けられている。この軸ピン５１３によって前扉用第１鉤部材５５０
がスライド移動可能な状態で保持されている。より詳しくは、長孔５５２は、軸ピン５１
３から上方に延びており、前扉用第１鉤部材５５０の下方への移動、すなわち鉤受け部材
６３から離れる側への移動が許容されている。
【０１９４】
　ベース部５５１において部材取付部５１５側の端部には、同部材取付部５１５に沿って
起立する起立部５５３が形成されている。起立部５５３が、連動杆５４０と部材取付部５
１５とによって挟まれることにより、前扉用第１鉤部材５５０の倒れや位置ばらつき等が
抑制されている。
【０１９５】
　起立部５５３の先端部分には、連動杆５４０側に凸となる突起５５４が形成されており
、当該突起５５４の先端部分が連動杆５４０に形成された開放部５４３から突出している
。突起５５４の先端部分には、付勢部材としてのコイルバネ５６０が取り付けられており
、同コイルバネ５６０によって前扉用第１鉤部材５５０が施錠位置に向けて（上方に）付
勢された状態となっている。この付勢方向の先側から長孔５５２の下端縁が軸ピン５１３
に対して当接することで、前扉用第１鉤部材５５０の移動が妨げられ、コイルバネ５６０
の付勢力により前扉用第１鉤部材５５０が施錠位置にて保持されている。なお、前扉用鉤
部材５５０における付勢部材の取付部としては、上記突起５５４に代えて孔部等を用いて
もよい。
【０１９６】
　連動杆５４０がスライド移動すると、開放部５４３の上端縁によって突起５５４が押さ
れ、前扉用第１鉤部材５５０がコイルバネ５６０の付勢力に抗して施錠位置から施錠解除
位置に移動することとなる。
【０１９７】
　前扉用第１鉤部材５５０は、基枠固定部５１１において前扉枠１４と対向する部位に上
下に離して配置されている。詳しくは、それら前扉用第１鉤部材５５０は、基枠固定部５
１１の上端側とシリンダ錠５２０側との両端に寄った位置にそれぞれ配置されており、前
扉枠１４を施錠している状態での同前扉枠１４の浮き上がりを抑制しやすくしている。な
お、前扉用第１鉤部材５５０の個数は２つに限定されるものではなく、例えば１つとして
もよいし、３つ以上とすることも可能である。但し、前扉用第１鉤部材５５０を１つとし
た場合、一方の手で不正具を操ることで施錠状態が不正に解除され、他方の手で前扉枠１
４が開放（回動）され得る。この点、前扉用第１鉤部材５５０を２つ以上とすることで、
不正解錠に両の手を必要とし、例えば不正行為者が単独である場合には、前扉枠１４の開
放を難しくすることができる。これにより、不正行為（いわゆる引っ掛けゴト）を好適に
抑制することができる。
【０１９８】
　第１基枠５１０よりも下側には、第１基枠５１０の下端から内枠１３の回動基端側に内
枠１３の下側枠部１３ｂに沿って延びる第２基枠５７０が設けられている。第２基枠５７
０は長尺状をなし、その一端が上記ハンドルベース４１の背後に位置し、他端が前扉枠１
４の背後に位置するように形成されている。つまり、第２基枠５７０は、ハンドルベース
４１に対して前後に重なる領域と、前扉枠１４に対して前後に重なる領域との両領域に跨
っている。
【０１９９】
　第２基枠５７０は、内枠１３の前面に対して固定（ネジ止め）されている基枠固定部５
７１と、内枠１３の下側枠部１３ｂに対向する長板状の部材取付部５７５とを有している
。第２基枠５７０（詳しくは部材取付部５７５）において前扉枠１４の背後に位置する端
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部には、前扉枠１４を所定の装着完了位置に案内するガイドフランジ５７６が形成されて
いる。ガイドフランジ５７６は、部材取付部５７５の前端縁からパチンコ機１０の前方に
延び、パチンコ機１０の前方に向けて滑らかに下っている。前扉枠１４の背面においてガ
イドフランジ５７６に対応する位置には、内枠１３側に膨出する膨出部６６が形成されて
おり、この膨出部６６がガイドフランジ５７６によって部材取付部５７５の上面に案内さ
れ同上面に載ることで前扉枠１４の上下位置のずれ（例えば回動中心軸線を基端とする倒
れ）が抑えられることとなる。
【０２００】
　部材取付部５７５において、ガイドフランジ５７６とハンドルベース４１との間、詳し
くはハンドルベース４１側寄りとなる位置には、前扉枠１４の下端部の浮き上がりを抑え
る前扉用第２鉤部材５８０が設けられている。前扉用第２鉤部材５８０は、前扉枠１４を
内枠１３に対して施錠する施錠位置と施錠しない施錠解除位置との両位置に切替可能な状
態で第２基枠５７０によって保持されている。
【０２０１】
　前扉用第２鉤部材５８０は、第２基枠５７０の上面と対向するベース部５８１を有して
いる。ベース部５８１は、第２基枠５７０と同様に内枠１３の回動先端側から回動基端側
に延びる長板状をなしており、その板面の大部分が第２基枠５７０の上面に面接触してい
るとともに同ベース部５８１の一端が部材取付部５７５から同第１基枠５１０側に突出し
ている。ベース部５８１には、第２基枠５７０の長手方向に延びる長孔５８２が形成され
ており、第２基枠５７０の部材取付部５７５には、その長孔５８２に嵌まる軸ピン５７７
が取り付けられている。この軸ピン５７７によって前扉用第２鉤部材５８０がスライド移
動可能な状態で保持されているとともに、軸ピン５７７及び長孔５８２によって前扉用第
２鉤部材５８０の移動範囲が規定されている。なお、このように規定された移動範囲にお
いては部材取付部５７５からのベース部５８１の前記突出が維持されている。
【０２０２】
　ベース部５８１の前端縁には、当該ベース部５５１から前扉枠１４側に延出する鉤部５
８５が設けられている。鉤部５５５の先端は内枠１３の回動先端側に凸となる爪状をなし
ており、この爪状部分が前扉枠１４の背面に設けられた鉤受け孔部６４に対して内枠１３
の回動基端側から引っ掛かることにより前扉枠１４が内枠１３に対して施錠された状態と
なる。鉤受け孔部６４は、図２に示すよう上記膨出部６６と左右に並設されている。この
ように、鉤受け孔部６４の高さ位置を膨出部６６に合わせることで当該鉤受け孔部６４の
位置精度を確保しやすくし、前扉用第２鉤部材５８０が鉤受け孔部６４に嵌る際につかえ
るといった不都合を生じにくくしている。
【０２０３】
　前扉用第２鉤部材５８０のベース部５５１には、当該前扉用第２鉤部材５８０を施錠位
置に向けて付勢する付勢部材としてのコイルバネ５９０の一端がとりつけられている。コ
イルバネ５９０は、ハンドルベース４１の背後に配置されているとともに、その他端が第
２基枠５７０において前扉用第２鉤部材５８０よりも前扉枠１４の回動先端側（第１基枠
５１０側）となる部位に固定されている。これにより、前扉用第２鉤部材５８０は、第１
基枠５１０側に引き寄せられ、上記軸ピン５７７が長孔５８２の縁部に当たることでそれ
以上の移動が阻止されている。
【０２０４】
　第２基枠５７０におけるハンドルベース４１によって覆われている部位には、連動杆５
４０の動作に追従して前扉用第２鉤部材５８０をスライドさせるカム部材６００が設けら
れている。カム部材６００は、第２基枠５７０によって回動可能に軸支されており、連動
杆５４０の下端縁に下方から当接する杆側爪部６０１と、前扉用第２鉤部材５８０におけ
る第１基枠５１０側の端部に前扉枠１４の回動先端側から当接する鉤側爪部６０２とを有
している。
【０２０５】
　キー操作によって前扉用第１鉤部材５５０による施錠が解除される場合には、連動杆５
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４０が下方にスライド移動する。この連動杆５４０の移動によってカム部材６００の杆側
爪部６０１が下方に押され、カム部材６００が回動する。カム部材６００の回動により、
鉤側爪部６０２が前扉用第２鉤部材５８０を押すこととなり、同前扉用第２鉤部材５８０
がコイルバネ５９０の付勢力に抗して施錠解除位置にスライド移動する。このように前扉
用第２鉤部材５８０の動きを連動杆５４０の動作に追従させる構成を採用することで、前
扉枠１４の解錠操作の簡略化に貢献している。
【０２０６】
　ここで、図２５に基づき、前扉用第２鉤部材５８０及び鉤受け孔部６４と、膨出部６６
及び部材取付部５７５（ガイドフランジ５７６）との関係を前扉枠１４の開閉動作を踏ま
えて説明する。図２５は、前扉枠１４の開閉途中状態を示す概略図である。
【０２０７】
　前扉枠１４を開閉する際の全区間のうち閉位置を含んだ所定の区間においては膨出部６
６が第２基枠５７０の部材取付部５７５に載り、その区間内にて前扉用第２鉤部材５８０
が鉤受け孔部６４内に嵌った状態となるように規定されている。つまり、前扉枠１４が開
放位置に配された状態から閉位置に向けて回動する場合に、前扉用第２鉤部材５８０が鉤
受け孔部６４に嵌るのに要する回動量ＡＮＧ１は、膨出部６６が部材取付部５７５上に載
るのに要する回転角度ＡＮＧ２よりも大きく設定されている。このため、前扉枠１４を閉
位置から移動させる際には、膨出部６６が第２基枠５７０の部材取付部５７５に載った状
態にて前扉用第２鉤部材５８０が鉤受け孔部６４から離脱し、その後膨出部６６が部材取
付部５７５から離脱する。一方、前扉枠１４を閉位置に移動させる際には、先ず前扉用第
２鉤部材５８０が鉤受け孔部６４から離脱し、その後膨出部６６が部材取付部５７５から
離脱する。
【０２０８】
　このように、前扉枠１４の上下ばらつき（例えば前扉枠１４の傾き等）が抑えられた状
態にて前扉用第２鉤部材５８０の抜き差しがなされる構成とすることで、前扉用第２鉤部
材５８０と鉤受け孔部６４とのつかえが回避されやすくなっている。
【０２０９】
　特に、前扉用第２鉤部材５８０が左右にスライドする構成や、遊技球発射ハンドル４０
（詳しくはハンドルベース４１）に近づけて前扉用第２鉤部材５８０を配置する構成にお
いては、前扉枠１４の自重による傾きの影響を受けやすくなり、同前扉用第２鉤部材５８
０及び鉤受け孔部６４のつかえが生じやすくなると想定される。この点、本実施の形態に
よれば、上述の如く前扉枠１４の上下ばらつきを抑えた状態で施錠がなされるため、前扉
枠１４の傾きによる影響を好適に抑えることができる。また、前扉枠１４の上下ばらつき
を抑えることができるため、鉤受け孔部６４を過度に拡張して動作隙を確保する必要がな
い。つまり、鉤受け孔部６４の狭小化を図り、引っ掛かり部分の露出を抑えやすくしてい
る。これにより、防犯性向上に貢献している。
【０２１０】
　次に、図３，図２２及び図２４に基づき遊技機主部１２を外枠１１に対して閉じた状態
で施錠する施錠機構について説明する。
【０２１１】
　第１基枠５１０の部材取付部５１５には、内枠１３を外枠１１に対して閉じた状態で施
錠する施錠状態と施錠解除状態とに切替可能な内枠用鉤部材６２０が取り付けられている
。内枠用鉤部材６２０は、上側の前扉用第１鉤部材５５０よりも上方及び下側の前扉用第
１鉤部材５５０（シリンダ錠５２０）よりも下方、詳しくは第１基枠５１０の両端にそれ
ぞれ配置されている。
【０２１２】
　内枠用鉤部材６２０には、部材取付部５１５の内板面に対向する板状をなし部材取付部
５１５及び前記連動杆５４０によって挟まれたベース部６２１と、ベース部６２１から後
方に延出する鉤部６２５とが形成されている。施錠装置収容部７７の奥壁部３０１には内
枠１３の厚さ方向に貫通するスリット３０３が形成されており、鉤部６２５が同スリット
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３０３を介して内枠１３の背面側、詳しくは外枠１１側に突出している。
【０２１３】
　鉤部６２５において内枠１３の背面側に突出している部分（すなわち鉤部５５５の先端
）は、上方に凸となる爪状をなしている。この爪状部分が外枠１１に設けられた鉤受け部
材３５０に対して下方から引っ掛かることにより内枠１３が外枠１１に対して施錠された
状態となる。
【０２１４】
　内枠用鉤部材６２０は、部材取付部５１５に固定された軸ピン５１７によって部材取付
部５１５の板面に沿った回動が許容された状態で軸支されている。ベース部６２１におい
て、軸ピン５１７を挟んで鉤部６２５とは反対側の端部、すなわち基枠固定部５１１側の
端部には、連動杆５４０側に起立する突起６２２が形成されている。連動杆５４０には、
突起６２２との干渉を回避すべく切欠き５４４が形成されており、同切欠き５４４を通じ
て突起６２２の先端が突出している。
【０２１５】
　突起６２２の先端部分には、内枠用鉤部材６２０を施錠位置に向けて付勢する付勢部材
としてコイルバネが取り付けられている。上側の内枠用鉤部材６２０と、下側の内枠用鉤
部材６２０とではこのコイルバネの取り回しが異なっている。詳しくは、上側の内枠用鉤
部材６２０におけるコイルバネの取り回しが特徴的なものとなっている。そこで以下、図
２６に基づいて上側の内枠用鉤部材６２０（以下、便宜上「内枠用上側鉤部材６２０Ｕ」
と称する）におけるコイルバネ５６０（以下、便宜上「上側コイルバネ５６０Ｕ」と称す
る）の取り回しについて詳しく説明し、後に下側の内枠用鉤部材６２０（以下、便宜上「
内枠用下側鉤部材６２０Ｌ」と称する）におけるコイルバネ６３０（以下、便宜上「下側
コイルバネ６３０Ｌ」と称する）の取り回しについて簡単に説明する。図２６は各鉤部材
５５０Ｕ，６２０Ｕの位置関係を示す概略図である。なお、前扉用第１鉤部材５５０につ
いても同様に、上側の前扉用第１鉤部材５５０を「前扉用上側鉤部材５５０Ｕ」と称し、
下側の前扉用第１鉤部材５５０を「前扉用下側鉤部材５５０Ｌ」と称する。
【０２１６】
　既に説明したように、第１基枠５１０の上端側においては、前扉用上側鉤部材５５０Ｕ
と内枠用上側鉤部材６２０Ｕとが前者が下側、後者が上側となるように隣接して配置され
ている。内枠用上側鉤部材６２０Ｕの突起６２２に取り付けられた上側コイルバネ５６０
Ｕの他方の端部は、前扉用上側鉤部材５５０Ｕの突起６２２に取り付けられている。つま
り、内枠用上側鉤部材６２０Ｕと前扉用上側鉤部材５５０Ｕとが上側コイルバネ５６０Ｕ
によって連結されている。
【０２１７】
　上側コイルバネ５６０Ｕは、自身の自由長よりも長くなるように引き伸ばされた状態で
取り付けられ、各鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕの突起５５４，６２２が互いに近づく側に付
勢された状態となっている。つまり、上側コイルバネ５６０Ｕによって，両鉤部材５５０
Ｕ，６２０Ｕを施錠位置に付勢する付勢力を常時発生させる構成となっている。
【０２１８】
　本実施の形態においては特に、前扉用上側鉤部材５５０Ｕの突起５５４は、当該前扉用
上側鉤部材５５０Ｕ（詳しくはベース部５５１）において内枠用上側鉤部材６２０Ｕの突
起６２２とは反対側の端部に配置されている。具体的には、当該前扉用上側鉤部材５５０
Ｕの鉤部５５５よりも更に下側に配置されている。このように、各鉤部材５５０Ｕ，６２
０Ｕの突起５５４，６２２を遠ざけて配置することにより、上側コイルバネ５６０Ｕの全
長を長くしやすくしている。なお、前扉用上側鉤部材５５０Ｕの突起５５４と、内枠用上
側鉤部材６２０Ｕの突起６２２とをパチンコ機１０の平面視にて前後及び左右にずらして
配置されており、上記上側コイルバネ５６０Ｕの全長拡大を促進している。
【０２１９】
　特に内枠用上側鉤部材６２０Ｕの突起６２２については、当該内枠用上側鉤部材６２０
Ｕの回動中心位置よりも僅かに下側となる位置に配置することで、上側コイルバネ５６０
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Ｕの全長を長くしつつ、付勢力による内枠用上側鉤部材６２０Ｕの回動の円滑さを損なわ
れにくくしている。
【０２２０】
　一方、内枠用下側鉤部材６２０Ｌと前扉用下側鉤部材５５０Ｌとは、シリンダ錠５２０
を挟んで上下両側に離して配置されている。詳しくは、前扉用下側鉤部材５５０Ｌはハン
ドルベース４１との干渉を回避すべく同ハンドルベース４１の上方に配置されており、一
方の内枠用下側鉤部材６２０Ｌは第１基枠５１０の下端に配置されている。このように、
施錠対象の回動先端側にて下限位置に各鉤部材５５０Ｌ，６２０Ｌを配置することにより
、前扉枠１４や内枠１３の閉じ切り機能を向上している。これに合わせて、下側の各鉤部
材５５０Ｌ，６２０Ｌについては別個独立したコイルバネ、つまりコイルバネ５６０Ｌ，
６３０が設けられおり、両鉤部材５５０Ｌ，６２０Ｌが個々に付勢されている。
【０２２１】
　なお、ハンドルベース４１を有さない構成を採用し、遊技球発射ハンドル４０を前扉枠
１４に設けた場合には、第１基枠５１０の下端寄りに両下側鉤部材５５０Ｌ，６２０Ｌを
まとめて配置することで、上述した浮き上がり抑制機能を向上することができる。この場
合、必然的にそれら両下側鉤部材５５０Ｌ，６２０Ｌの配置が両上側鉤部材５５０Ｕ，６
２０Ｕと同様に相互に近づきやすくなる。この場合、それら上側鉤部材５５０Ｕ，６２０
Ｕと同様に、下側の各鉤部材５５０Ｌ，６２０Ｌについても１のコイルバネによってそれ
ら両鉤部材５５０Ｌ，６２０を連結するとよい。
【０２２２】
　ここで、操作キーＫの回動操作に伴う施錠装置５００の動作について図２７及び図２８
に基づき説明する。図２７は操作キーＫを時計回りに回動操作した状態を示し、図２８は
操作キーＫを反時計回りに回動操作した状態を示している。また、図２７（ａ）及び２８
（ａ）は施錠装置５００全体をパチンコ機１０の後方から見た斜視図、図２７（ｂ）及び
図２８（ｂ）は第１基枠５１０に搭載された各種構成の動作を示す概略図、図２７（ｃ）
及び図２８（ｃ）は第２基枠５７０に搭載された各種構成の動作を示す概略図である。
【０２２３】
　図２７では操作キーＫをシリンダ錠５２０に差し込んで、時計回りに回動操作している
。すると、操作キーＫの回動操作に連動してカム部材５３０の下側爪部５３３により連動
杆５４０の下側係合孔５４２が押し上げられ、連動杆５４０が上昇する。この連動杆５４
０の上昇に伴って同連動杆５４０の切欠き５４４（詳しくはその下端縁）により内枠用鉤
部材６２０の突起６２２が上方に押される。これにより、各内枠用鉤部材６２０がコイル
バネ５６０，６３０の付勢力に抗して回動し、同内枠用鉤部材６２０と鉤受け部材３５０
との引っ掛かり、すなわち施錠状態が解除される（図２７（ｂ）参照）。このように施錠
状態が解除されることにより、外枠１１に対しての遊技機主部１２（内枠１３）の開放が
許容される。その後、操作キーＫの回動操作を止めると、コイルバネ５６０，６３０の付
勢力により、連動杆５４０及び内枠用鉤部材６２０が初期位置に復帰する。
【０２２４】
　なお、コイルバネ５６０については、前扉用第１鉤部材５５０に取り付けられており、
前扉用第１鉤部材５５０の上方への移動が第１基枠５１０の軸ピン５１３によって抑えら
れる。故に、連動杆５４０及び内枠用鉤部材６２０を初期位置に復帰させる付勢力が蓄え
られるとともに、前扉用鉤部材５５０，５８０の施錠が維持される。
【０２２５】
　図２８では操作キーＫをシリンダ錠５２０に差し込んで、反時計回りに回動操作してい
る。すると、操作キーＫの回動操作に連動してカム部材５３０の上側爪部５３２により連
動杆５４０の上側係合孔５４１が押し下げられ、連動杆５４０が下降する。この連動杆５
４０の下降に伴って同連動杆５４０の開放部５４３（詳しくはその上端縁）により前扉用
第１鉤部材５５０の突起５５４が下方に押される（図２８（ｂ）参照）。これにより、各
前扉用第１鉤部材５５０がコイルバネ５６０の付勢力に抗して回動し、同前扉用第１鉤部
材５５０と鉤受け部材６３との引っ掛かり解除される。さらに、連動杆５４０の下降に伴
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って、第２基枠５７０に取り付けられているカム部材６００の杆側爪部６０１が同連動杆
５４０により下方に押される。これによりカム部材６００が回動し、同カム部材６００の
鉤側爪部６０２によって前扉用第２鉤部材５８０が前扉枠１４の回動基端側に押され、前
扉用第２鉤部材５８０がコイルバネ５９０の付勢力に抗してスライド移動する。結果、前
扉用第２鉤部材５８０と鉤受け孔部６４との引っ掛かり解除される。以上の如く、各前扉
用鉤部材５５０，５８０の引っ掛かりが解除されることで、前扉枠１４の施錠状態が解除
される。このように施錠状態が解除されることにより、内枠１３に対しての前扉枠１４の
開放が許容される。その後、操作キーＫの回動操作を止めると、コイルバネ５６０の付勢
力により、連動杆５４０及び各前扉用鉤部材５５０，５８０が初期位置に復帰する。
【０２２６】
　施錠装置５００の各種構成については、内枠１３と前扉枠１４とによって囲まれた空間
に配置されており、パチンコ機１０の外部からの同施錠装置５００に対するアクセスが制
限されている。つまり、操作キーＫを用いて前扉枠１４を開放させるといった正規の手順
を踏むことなく施錠装置５００へアクセスすることを難しくし、防犯機能が強化されてい
る。しかしながら、内枠用鉤部材６２０については、その構造上、内枠１３の背面側（遊
技機後方）への露出を完全に抑えることが難しく、前扉用鉤部材５５０，５８０と比較し
て防犯性向上の余地が残るものと想定される。この点、本実施の形態においては、これら
内枠用鉤部材６２０の防犯構造に関して特徴的な構成を有しており、上述した弱点の克服
を図っている。以下、図３，図２９及び図３０に基づきこの防犯構造について説明する。
図２９は図４のＥ―Ｅ線部分断面図、図３０は外枠１１の正面斜視図である。なお、図２
９においては、同図２９の上側がパチンコ機１０の後方、下側がパチンコ機１０の前方、
右側が遊技機主部１２の回動先端側、左側が遊技機主部１２の回動基端側となっている。
【０２２７】
　既に説明したように、内枠用鉤部材６２０（詳しくは鉤部６２５）は内枠１３に形成さ
れたスリット３０３を介して内枠１３の背面側に突出している。なお、内枠１３の背面部
においてスリット３０３の後方開口部分を含んだ領域は、パチンコ機前方に段差状に凹ん
でいる（以下便宜上、この凹んでいる部分を凹部３０４と称する）。凹部３０４は、内枠
１３の背面部と右側の枠部とに連なっている。
【０２２８】
　スリット３０３は、内枠用鉤部材６２０の動作を許容し、且つ同内枠用鉤部材６２０と
の干渉を回避すべく、内枠用鉤部材６２０よりも若干大きく形成されている。施錠装置５
００の連動杆５４０には、同スリット３０３と前扉用鉤部材５５０との間に位置し、スリ
ット３０３と内枠用鉤部材６２０との隙間を施錠装置収容部７７の内側から覆うフランジ
が形成されている。これにより、スリット３０３を通じてワイヤ等の不正具が挿入される
ことを抑制している。
【０２２９】
　また、スリット３０３の周縁において内枠１３の回動先端側となる位置には、鉤部６２
５に内枠１３の回動先端側から対向する対向壁部３０５が設けられている。図３の部分拡
大図に示すように、対向壁部３０５は、凹部３０４の底部から後方に起立しており、鉤部
６２５における鉤受け部材３５０との引っ掛かり部分を内枠１３の回動先端側から覆って
いる。より詳しくは、対向壁部３０５は、内枠１３における回動先端側の縁部と外枠１１
との境界部位ＢＰと、内枠用鉤部材６２０及び鉤受け部材３５０の引っ掛かり部位との間
に配置されており、内枠用鉤部材６２０が施錠状態から施錠解除状態に切り替えられる場
合に、同内枠用鉤部材６２０の鉤部６２５が移動する全領域に対して内枠１３の回動先端
側から重なっている。
【０２３０】
　対向壁部３０５は、スリット３０３の周縁に沿って上下に延びており、内枠用鉤部材６
２０が施錠位置及び施錠解除位置の両位置で切り替えられる場合に、上記引っ掛かり部分
の被覆状態が維持されるように形成されている。仮に内枠１３における回動先端側の縁部
と外枠１１との境界部位ＢＰを介してワイヤ等の不正具が挿入された場合であっても、同
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不正具による内枠用鉤部材６２０に対するアクセスを妨げることができ、施錠状態が正規
の手順を踏むことなく不正に解除されることを抑制できる。
【０２３１】
　図２９に示すように、内枠１３が外枠１１に対して閉じられた状態においては、これら
内枠用鉤部材６２０の先端と対向壁部３０５の先端とが共に鉤受け部材３５０内に収容さ
れている。これにより対向壁部３０５の迂回を難しくしている。ここで、鉤受け部材３５
０について詳しく説明する。
【０２３２】
　図２に示すように、鉤受け部材３５０は、外枠１１において内枠１３を軸支している側
とは反対側の枠部（すなわち右枠部３８０）に取り付けられている。鉤受け部材３５０は
、右枠部３８０側に開放された略箱状の鉤受け部３５１と、右枠部３８０に対する取付部
としてのベース板部３５５とを有してなり、同ベース板部３５５が右枠部３８０に対して
ネジ止めされることで外枠１１に対して一体化されている。
【０２３３】
　鉤受け部３５１においてパチンコ機１０の正面側を向いている板部（以下、「前側板部
３５２」と称する）は、上記凹部３０４内に入り込んでおり、内枠１３の前後位置のばら
つきを許容可能な程度の隙間を隔てて同凹部３０４の底面と対向しており、この前側板部
３５２には内枠用鉤部材６２０の先端部の進入を許容する開口３５３が形成されている。
内枠用鉤部材６２０の鉤部６２５が開口３５３の縁部に対して下側から引っかかることに
より上述した施錠状態が実現される。なお、前側板部３５２と凹部３０４の底面との隙間
を排除し、両者が当接する構成とすることも可能である。
【０２３４】
　開口３５３は、内枠用鉤部材６２０に加え上記対向壁部３０５の進入を許容する大きさ
を有しており、その縦幅は、対向壁部３０５の縦幅とほぼ同等となるように設定されてい
る。仮に内枠１３と外枠１１との相対位置がばらついた場合であっても、対向壁部３０５
が開口３５３に嵌り込むことで、そのような位置ばらつきが施錠状態に影響を及ぶすこと
を抑制しやすくなっている。詳しくは、鉤受け部材３５０と内枠用鉤部材６２０との相対
位置が変化し、それら両者の掛かり代が減少することを抑制しやすくしている。
【０２３５】
　また、図３０に示すように、鉤受け部３５１は鋼板を折り曲げて形成されており、後側
板部と上側板部及び下側板部との各境界部位（コーナ部）には僅かな間隙３５４が設けら
れている。これら間隙３５４は、鉤部６２５と前後に重ならない位置に配されており、パ
チンコ機１０の後方から鉤部６２５に対してアクセスしやすくならないように工夫されて
いる。なお、鉤受け部材３５０のコーナ部に設けられた上記各間隙を削除することも可能
である。
【０２３６】
　ベース板部３５５は、前側板部３５２における外枠１１の右枠部３８０側の端部から前
方に延びており、同右枠部３８０の内面に面接触した状態で固定されている。ベース板部
３５５を固定しているネジは右枠部３８０の内面側から螺着されており、その頭部が切断
されることで取り外し不可となっている。これにより、外枠１１からの鉤受け部材３５０
の取り外しが規制されている。それらネジは鉤受け部３５１の前方に位置しており、内枠
１３が内枠１３に対して閉じられることで、パチンコ機１０の外部からのアクセスが困難
なものとなる。詳しくは、図２９に示すように、パチンコ機１０の背後から鉤受け部３５
１によって覆われるとともに、外枠１１の右枠部３８０と内枠１３の側部とによって囲ま
れることで、同ネジの取り外しが更に困難なものとなっている。これにより、鉤受け部材
３５０を外枠１１から取り外し、外枠１１と内枠１３との施錠状態を解除しようとする不
正行為の抑制に貢献している。
【０２３７】
　ベース板部３５５の前端縁は、右枠部３８０において鉤受け部材３５０が設置されてい
る設置面３８２よりも前方に突出している。より具体的には、設置面３８２に前端部（詳
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しくは前端縁を含んだ部分）には右枠部３８０の厚さ方向に窪む窪み部３８１が形成され
ており、窪み部３８１が形成されることで後退している部分からベース板部３５５の前端
縁がパチンコ機１０の前方に突出している。仮に上記境界部位ＢＰから不正具が挿入され
た場合には、同不正具が内枠１３の外面や外枠１１の内面に沿って移動すると考えられる
。外枠１１に沿って移動した不正具が鉤受け部材３５０に達しベース板部３５５の先端に
当たると、当該ベース板部３５５を乗り越えて鉤受け部３５１や内枠用鉤部材６２０にア
クセスすることが困難となる。つまり、鉤受け部材３５０の配置を工夫することで、ベー
ス板部３５５に防犯機能を付与することが可能となっている。
【０２３８】
　特にベース板部３５５及び窪み部３８１においては、図３０に示すように、鉤受け部３
５１（詳しくは開口３５３）よりも上方及び下方の両方に延びている。これにより、ベー
ス板部３５５を迂回して内枠用鉤部材６２０にアクセスすることを困難なものとし、更な
る防犯機能の向上に貢献している。なお、仮にベース板部３５５と右枠部３８０との隙間
を介して無理やり不正具が挿入され鉤受け部３５１内部へ侵入された場合であっても、鉤
受け部３５１の内周面に沿って移動した不正具が鉤受け部３５１の間隙３５４を介して鉤
受け部３５１の外部（詳しくは後方）に導かれやすくなっているため、内枠用鉤部材６２
０の不正操作が好適に抑制される。因みに、間隙３５４を、鉤受け部３５１のコーナ部に
配することにより、鉤受け部３５１の外周面を伝って間隙３５４にアクセスし同鉤受け部
３５１外部から内部へ不正具が挿入されることを抑制している。これにより、鉤受け部３
５１の内部に挿入された不正具が同鉤受け部３５１の内周面を伝って移動した場合に外部
へ誘導することを容易化しつつ、それに伴う防犯性の低下を抑えている。
【０２３９】
　ここで、図２９に基づき、内枠１３の右側枠部１３ｄと外枠１１の右枠部３８０との合
わせ構造について補足する。内枠１３の右側枠部１３ｄと外枠１１の右枠部３８０におい
て前記設置面３８２よりも前方となる部位とは、相対向しており（左右に重なっており）
、その対向している部分にはそれぞれ複数の段差が形成されている。それら両段差が組み
合わせられることで、内枠１３と外枠１１との境界部位ＢＰが蛇行している。
【０２４０】
　より具体的には、内枠１３の右側枠部１３ｄには、後方に向けて内枠１３の回動基端側
に階段状に凹む段差部３１１～３１３が設けられている。以下便宜上、これら一連の段差
部３１１～３１３のうち前側に位置するものを「第１内側段差部３１１」、その第１内側
段差部３１１に後続し前記施錠装置収容部７７の奥壁部３０１を構成するものを前側から
順に「第２内側段差部３１２，第３内側段差部３１３」と称する。
【０２４１】
　第１内側段差部３１１は、後方を向く壁面部３１１ａと同壁面部３１１ａにおいて内枠
１３の回動基端側の縁部から後方に延びる壁面部３１１ｂとによって構成されており、こ
の壁面部３１１ａに対して外枠１１（詳しくは右枠部３８０）の前端面が当接している。
第２内側段差部３１２は、壁面部３１１ｂの後側の縁部から内枠１３の回動基端側に延び
る壁面部３１２ａと、同壁面部３１２ａにおいて内枠１３の回動基端側の縁部から後方に
延びる壁面部３１２ｂとによって構成されている。第３内側段差部３１３は、壁面部３１
２ｂの後側の縁部から内枠１３の回動基端側に延びる壁面部３１３ａと、同壁面部３１３
ａにおいて内枠１３の回動基端側の縁部から後方に延びるとともに前記対向壁部３０５に
連なる壁面部３１３ｂとによって構成されている。
【０２４２】
　右枠部３８０には、第１内側段差部３１１の壁面部３１１ｂ及び第２内側段差部３１２
の壁面部３１２ａに対応する第１外側段差部３８５が形成されている。第１外側段差部３
８５は、右枠部３８０の前端面において内枠１３の回動基端側の縁部から後方に延びると
ともに第１内側段差部３１１の壁面部３１１ｂに対向する壁面部３８５ａと、同壁面部３
８５ａの後側の縁部から内枠１３の回動基端側に延びるとともに第２内側段差部３１２の
壁面部３１２ａに対向する壁面部３８５ｂとによって構成されている。
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【０２４３】
　また、右枠部３８０には、第２内側段差部３１２の壁面部３１２ｂ及び第３内側段差部
３１３の壁面部３１３ａに対応する第２外側段差部３８６が形成されている。第２外側段
差部３８６は、第１外側段差部３８５の壁面部３８５ｂにおいて内枠１３の回動基端側と
の縁部から後方に延びるとともに第２内側段差部３１２の壁面部３１２ｂと対向する壁面
部３８６ａと、同壁面部３８６ａの後側の縁部から内枠１３の回動基端側に延びるととも
に第３内側段差部３１３の壁面部３１３ａに対向する壁面部３８６ｂとによって構成され
ている。第２外側段差部３８６の壁面部３８６ｂには、上記設置面３８２に連なっており
、上記窪み部３８１はこれら壁面部３８６ｂ及び設置面３８２に跨っている。そして、上
記第３内側段差部３１３の壁面部３１３ｂは、窪み部３８１の前方に位置している。
【０２４４】
　仮に境界部位ＢＰを通じてパチンコ機１０の外部から不正具が挿入された場合には、同
不正具が蛇行しながら後方に向けて移動すると考えられる。この場合、仮に不正具が上記
ベース板部３５５よりも内枠用鉤部材６２０側に達すると、上記防犯機能が機能しなくな
ることが懸念される。本実施の形態においては、上記境界部位ＢＰを蛇行させることで、
不正具の侵入経路を限定している。詳しくは、第１内側段差部３１１の壁面部３１１ａと
外枠１１の前端面との隙間から挿入された不正具の侵入方向は、内枠１３の回動基端側に
制限され、第１内側段差部３１１の壁面部３１１ｂに到達する。壁面部３１１ｂに到達し
た不正具は、更に押し込まれることで同壁面部３１１ｂに沿って後方に移動し、第１外側
段差部３８５の壁面部３８５ａに当たる。壁面部３８５ａに当たった不正具が更に押し込
まれると、同壁面部３８５ａに沿って例えば内枠１３の回動基端側に移動する。壁面部３
８５ａの延長先には、第２内側段差部３１２の壁面部３１２ｂが位置しており、同壁面部
３１２ｂに当たることで不正具の進行方向が変化する。つまり、第２内側段差部３１２の
壁面部３１２ｂに沿って後方に移動するように不正具の進行方向が規制される。この進行
方向先側には上記窪み部３８１が存在しており、不正具がベース板部３５５を迂回するこ
とが回避される。これにより、上記防犯機能を発揮させやすくすることが可能となる。
【０２４５】
　窪み部３８１に到達した不正具は、更なる押し込み操作に基づいてベース板部３５５に
沿って前方に戻り得る。ベース板部３５５の延長先には、第１内側段差部３１１の壁面部
３１３ａが存在している。この壁面部３１３ａにおいては、第２内側段差部３１２の壁面
部３１２ｂとの境界に、内枠１３の回動先端側に凸となる円弧状のコーナ部が形成されて
おり、このコーナ部がベース板部３５５の延長に位置している。このため、ベース板部３
５５に沿って前方に移動した不正具は、同コーナ部に押し付けられることで、第２外側段
差部３８６の壁面部３８６ａ側に誘導される。つまり、同不正具は内枠用鉤部材６２０と
は反対側に誘導されることとなる。このように、内枠用鉤部材６２０へのアクセスを妨げ
ることで、防犯機能の向上が図られている。
【０２４６】
　以上詳述したように、施錠装置５００の露出部分を少なくすることでパチンコ機１０の
外部からの同施錠装置５００に対する不正なアクセスを抑制し、防犯機能の向上に貢献し
ている。しかしながら、このような防犯機能の向上により前扉枠１４の開放に操作キーが
必要不可欠な構成となれば、緊急時等の前扉枠１４の開放が不可となり利便性が低下する
と想定され好ましくない。そこで、本実施の形態においては、そのような特殊な状況下に
おいて操作キーを用いることなく施錠状態の解除を可能とするための構造が採用されてい
る。以下、図３，図３１及び図３２に基づきその構造について詳しく説明する。図３１は
図８のＦ―Ｆ線部分断面図、図３２はカム部材５３０及びネジ５３１と開口部３２０との
関係を示す概略図である。なお、図３１においては、同図３１の下側をパチンコ機１０の
前方、上側をパチンコ機１０の後方、右側を内枠１３の右方（回動先端側）、左側を内枠
１３の左方（回動基端側）とし、図３２においては、同図３２の下側をパチンコ機１０の
左方（回動基端側）、上側をパチンコ機１０の右方（回動先端側）、右側を内枠１３の前
方、左側を内枠１３の後方としている。
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【０２４７】
　図３における下側の部分拡大図に示すように、内枠１３には、施錠装置５００のカム部
材５３０と同カム部材５３０を固定しているネジ５３１とを同内枠１３の背面側に露出さ
せる開口部３２０が設けられている。開口部３２０は、内枠１３の前後に貫通しており、
上述した第１内側段差部３１１及び第２内側段差部３１２に跨って形成されている。より
具体的には、開口部３２０は、第１内側段差部３１１において内枠１３の厚さ方向（前後
方向）に延びる壁面部３１１ｂと、第２内側段差部３１２の両壁面部３１２ａ，３１２ｂ
とに跨っている（図３１参照）。このように、開口部３２０が内枠１３の厚さ方向に延び
る壁面部３１１ｂ，３１２ｂと同内枠１３の幅方向に延びる壁面部３１２ａとに跨る構成
とすることで、それら厚さ方向及び幅方向の両方向と交差する方向にて開口度合いがもっ
とも大きくなるように設定されている。言い換えれば、厚さ方向及び幅方向の各方向にお
いては、開口部３２０の開口度合いを抑えつつ、開口部３２０の広がりが確保されている
。
【０２４８】
　ここで、図３２に基づき、開口部３２０とカム部材５３０及びネジ５３１との位置関係
について説明する。右側枠部１３ｄ（詳しくは壁面部３１２ｂ）においてネジ５３１の取
外軌道ＤＰの延長上に位置する部位には、開口部３２０を部分的に拡張することで開放さ
れた拡張部３２１が形成されている。拡張部３２１は、開口部３２０において第２内側段
差部３１２の壁面部３１２ｂに位置する縁部が切り欠かれてなり、ネジ５３１に対して工
具Ｔを差し込む際の挿入軌道の確保を許容する大きさに形成されている。この拡張部３２
１は、ネジ５３１の中心軸線から若干外れているものの、その外れ量がネジ５３１を回動
させるのに支障が出ないで程度に抑えられている。
【０２４９】
　拡張部３２１とネジ５３１の中心軸線とをずらすことにより、内枠１３及び外枠１１の
合わせ方向と、ネジ５３１の露出方向とが相違している。これにより、仮に内枠１３と外
枠１１との相対位置にばらつきが生じた場合であっても、ネジ５３１が露出しやすくなる
ことを回避可能となっている。
【０２５０】
　開口部３２０は、ネジ５３１及びカム部材５３０に対して内枠１３の回動先端側となる
位置に拡がっており、ネジ５３１及びカム部材５３０の固定が解除された場合にそれら両
者を当該開口部３２０を通じて内枠１３の回動先端側に取出可能となる大きさに形成され
ている。
【０２５１】
　ここで、図３１に基づいて開口部３２０の形状について補足する。開口部３２０は、３
つに大別される開口部位が連なってなる。
【０２５２】
　第１内側段差部３１１の壁面部３１１ｂに形成されている開口部位（以下便宜上、第１
開口部位と称する）は、内枠１３の回動先端側に開放されており、若干の隙間を隔てて第
１外側段差部３８５の壁面部３８５ａと対向している。そして、当該第１開口部位は、同
第１開口部位のみを通じたカム部材５３０の取り出しが不可となるとともに、工具Ｔを用
いた固定解除作業が不可となる大きさで形成されている。
【０２５３】
　第２内側段差部３１２の壁面部３１２ａに形成されている開口部位（以下便宜上、第２
開口部位と称する）は、パチンコ機後方に開放されており、第１外側段差部３８５の壁面
部３８５ｂ及び第２外側段差部３８６の壁面部３８６ｂと対向している。そして、当該第
２開口部位は、同第２開口部位のみを通じたカム部材５３０の取り出しが不可となるとと
もに、工具Ｔを用いた固定解除作業が不可となる大きさで形成されている。また、上記第
１開口部位及び同第２開口部位は、両開口部位を併せることでカム部材５３０の取り出し
は許容されるものの、カム部材５３０の固定解除作業は不可となるように構成されている
。
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【０２５４】
　第２内側段差部３１２の壁面部３１２ｂに形成されている開口部位（以下便宜上、第３
開口部位と称する）は、内枠１３の回動先端側に開放されており、若干の隙間を隔てて第
２外側段差部３８６の壁面部３８６ａと対向している。そして、当該第３開口部位は、同
第３開口部位のみを通じたカム部材５３０の固定解除作業を許容する一方で、同カム部材
５３０の取り出しが不可となる大きさに形成されている。但し、当該第３開口部位及び上
記第２開口部位は、両開口部位を併せることで、作業自体は困難であるが、カム部材５３
０の固定解除作業と同カム部材５３０の取出作業とを行うことができるように構成されて
いる。
【０２５５】
　つまり、上記３つの開口部位の少なくとも第２開口部位及び第３開口部位の１方が利用
不可となることで、カム部材５３０の取外作業が不可となり、それら第２開口部位及び第
３開口部位の両者が利用可能となることで、カム部材５３０の取外作業が許容され、更に
第１開口部位が利用可能となることで、カム部材５３０の取外作業が容易化される構成と
なっている。
【０２５６】
　図３２の２点鎖線に示すように、遊技機主部１２（内枠１３）が外枠１１に対して閉じ
られている場合には、内枠１３の開口部３２０が外枠１１の右枠部３８０によって覆われ
ている。つまり、この右枠部３８０によってパチンコ機１０の外部への施錠装置５００（
例えばネジ５３１及びカム部材５３０）の露出が規制されている。ここで、同図３２に基
づき、遊技機主部１２を外枠１１に対して閉じていない状態と、遊技機主部１２を外枠１
１に対して閉じている状態との各状態において、施錠装置５００の解錠パターンについて
個別に説明する。
【０２５７】
　遊技機主部１２を外枠１１に対して閉じていない状態、すなわち遊技機主部１２を外枠
１１に取り付けていない状態や遊技機主部１２を開放している状態においては、開口部３
２０を介してネジ５３１及びカム部材５３０が露出している。つまり、開口部３２０が外
枠１１の右枠部３８０によって覆われていない。この状態では、工具Ｔが拡張部３２１を
介して挿入されることによりネジ５３１の頭部へのアクセスが許容され、その頭部に形成
された工具用の溝部に同工具Ｔの先端部分を係合可能となる。
【０２５８】
　ネジ５３１を緩めると、同ネジ５３１が工具Ｔの挿入方向手前側に浮き上がってくる。
ネジ５３１の取り外し軌道ＤＰと各段差部３１１～３１３（詳しくは奥壁部３０１）との
干渉が回避されているため、同ネジ５３１の取り外しが妨げられることはない。ネジ５３
１が完全に外れた後、同ネジ５３１を内枠１３の回動先端側に引き寄せることで、その取
り出しが完了する。このようにネジ５３１を取り除いた状態では、カム部材５３０は錠軸
部５２３に対して引っ掛かった状態となっている。そこで、カム部材５３０を内枠１３の
背面方向に浮かせることで、その引っ掛かりが解除される。そして、ネジ５３１と同様に
開口部３２０を介して内枠１３の回動先端側に引き寄せることで、その取り外しが完了す
る。
【０２５９】
　これらネジ５３１及びカム部材５３０を取り外すことにより、連動杆５４０のスライド
規制が解除される。つまり、連動杆５４０をシリンダ錠５２０とは独立して移動させるこ
とが可能となる。連動杆５４０を押し下げることで同連動杆５４０の動きに追従して各前
扉用鉤部材５５０，５８０が施錠解除状態に切り替えられ、前扉枠１４の開放が許容され
ることとなる。
【０２６０】
　つまり、遊技機主部１２を外枠１１に対して閉じていない状態では、操作キーＫを用い
た解錠操作により前扉枠１４が開放可能となるのみならず、同解錠操作より手間は掛かる
ものの、上記手順を踏むことにより操作キーを用いることなく前扉枠１４が開放可能とな
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る。これにより、操作キーが手元にない場合であっても前扉枠１４を開放させることが可
能となっている。
【０２６１】
　一方、遊技機主部１２を外枠１１に対して閉じた後は、内枠１３の開口部３２０が外枠
１１の右枠部３８０によって覆われることとなる。これにより、開口部３２０を通じての
ネジ５３１及びカム部材５３０に対するアクセスが困難なものとなる。更には、外枠１１
の右枠部３８０が工具Ｔ等の挿入軌道上に位置することとなるため、同工具Ｔを用いたネ
ジ５３１及びカム部材５３０の取り外しが阻止される。つまり、遊技機主部１２を外枠１
１に対して閉じた後は、連動杆５４０を直接動かす非常解錠方法の使用が不可となり、前
扉枠１４及び遊技機主部１２の開放に前記操作キーの使用が不可欠となる。
【０２６２】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図３３のブロック図に基づき説明する。
図３３では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０２６３】
　主制御装置１６２に設けられた主制御基板８０１には、主制御回路８０２と停電監視回
路８０３とが内蔵されている。主制御回路８０２には、ＭＰＵ８１１が搭載されている。
ＭＰＵ８１１には、当該ＭＰＵ８１１により実行される各種の制御プログラムや固定値デ
ータを記憶したＲＯＭ８１２と、そのＲＯＭ８１２内に記憶される制御プログラムの実行
に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ８１３と、割込回
路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０２６４】
　ＲＡＭ８１３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源・発射制御装置２４３
に設けられた電源・発射制御基板８２１からデータ記憶保持用電力が供給されてデータが
保持される構成となっている。
【０２６５】
　ＭＰＵ８１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出
力ポートが接続されている。主制御回路８０２の入力側には、主制御基板８０１に設けら
れた停電監視回路８０３、払出制御装置２４２に設けられた払出制御基板８２２及びその
他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視回路８０３には電
源・発射制御基板８２１が接続されており、主制御回路８０２には停電監視回路８０３を
介して電力が供給される。
【０２６６】
　一方、主制御回路８０２の出力側には、停電監視回路８０３、払出制御基板８２２及び
中継端子板８２３が接続されている。払出制御基板８２２には、賞球コマンドなどといっ
た各種コマンドが出力される。中継端子板８２３を介して主制御回路８０２から音声ラン
プ制御装置１４３に設けられた音声ランプ制御基板８２４に対して各種コマンドなどが出
力される。
【０２６７】
　停電監視回路８０３は、主制御回路８０２と電源・発射制御基板８２１とを中継し、ま
た電源・発射制御基板８２１から出力される最大電源である直流安定２４ボルトの電源を
監視する。
【０２６８】
　払出制御基板８２２は、払出装置２２４により賞球や貸し球の払出制御を行うものであ
る。演算装置であるＭＰＵ８３１は、そのＭＰＵ８３１により実行される制御プログラム
や固定値データ等を記憶したＲＯＭ８３２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ８
３３とを備えている。
【０２６９】
　払出制御基板８２２のＲＡＭ８３３は、主制御回路８０２のＲＡＭ８１３と同様に、パ
チンコ機１０の電源の遮断後においても電源・発射制御基板８２１からデータ記憶保持用
電力が供給されてデータが保持される構成となっている。
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【０２７０】
　払出制御基板８２２のＭＰＵ８３１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板８２２の入力側には、主
制御回路８０２、電源・発射制御基板８２１、及び裏パック基板８２９が接続されている
。また、払出制御基板８２２の出力側には、主制御回路８０２及び裏パック基板８２９が
接続されている。
【０２７１】
　電源・発射制御基板８２１は、電源部と発射制御部とを備えている。電源部は、二重線
矢印で示す経路を通じて、主制御回路８０２や払出制御基板８２２等に対して各々に必要
な動作電力を供給する。発射制御部は、遊技者による遊技球発射ハンドル４０の操作にし
たがって遊技球発射機構１１０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構１１０は所
定の発射条件が整っている場合に駆動される。
【０２７２】
　音声ランプ制御基板８２４は、各種ランプ部２３～２５やスピーカ部２６、及び表示制
御装置８２５を制御するものである。演算装置であるＭＰＵ８４１は、そのＭＰＵ８４１
により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ８４２と、ワークメ
モリ等として使用されるＲＡＭ８４３とを備えている。
【０２７３】
　音声ランプ制御基板８２４のＭＰＵ８４１にはアドレスバス及びデータバスで構成され
るバスラインを介して入出力ポートが接続されている。音声ランプ制御基板８２４の入力
側には中継端子板８２３に中継されて主制御回路８０２が接続されており、主制御回路８
０２から出力される各種コマンドに基づいて、各種ランプ部２３～２５、スピーカ部２６
、及び表示制御装置８２５を制御する。表示制御装置８２５は、音声ランプ制御基板８２
４から入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置９４を制御する。
【０２７４】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２７５】
　遊技盤８０を内枠１３の正面側から着脱可能とすることにより、内枠の背面側から遊技
盤を着脱する構成と比較して、作業の容易化を促進できる。遊技盤を内枠の背側から着脱
する構成を想定した場合、内枠を開放した状態で遊技盤の着脱を行う必要が生じる。この
場合、例えば内枠が移動しないように同内枠の移動を手で押さえることで、遊技盤の装着
作業を円滑に行うことができる。しかしながら、遊技盤の着脱作業の円滑化のために、内
枠を手で押える等した場合には、作業が煩雑化し得る。特に、上記実施の形態に示したよ
うに、遊技盤を所定の位置に付勢する構成を採用すると、付勢力によって内枠と遊技盤と
が離れる方向に移動しやすくなるため、上述した内枠を押える等の予備的動作を排除する
ことが難しくなり得る。この点、上記実施の形態に示したように内枠１３を外枠１１に対
して閉じた状態で遊技盤８０の着脱作業が可能であれば、押し込み操作力や、板バネ２７
０の付勢力等によって内枠１３が移動することを回避できる。これにより、遊技盤８０の
着脱作業時に内枠１３を手で押さえるといった予備的作業を不要とし、作業の容易化に貢
献できる。なお、裏パックユニット１５の開閉操作を省略することが可能となるため、作
業手順の簡略化を図ることもできる。
【０２７６】
　このように遊技盤８０を内枠１３の正面側から取り付ける構成においては、内枠の背面
側から遊技盤の取り付けを行う構成と比較して、遊技盤の前面の位置精度（例えば前後方
向の位置精度）を向上させることが難しくなると想定される。この点、本実施の形態にお
いては、板バネ２７０によって遊技盤８０を正面側に押すとともに、ストッパ２６７を遊
技盤８０の前面に当接させることによって同遊技盤８０の移動を抑えることで、遊技盤８
０の前面を対象とした位置決めを可能としている。これにより、遊技盤８０の背面を基準
としての前後の位置決めを行う構成と比較して、遊技盤８０の前面における位置精度を高
やすくなっている。
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【０２７７】
　このように遊技盤８０の前面の位置精度を高めることにより、遊技球発射機構１１０か
ら発射された遊技球の誘導レール１００に対する着地位置がばらつくことを抑えている。
これにより、誘導レール１００を通過する際の遊技球の暴れを抑制し、遊技領域ＰＥへの
誘導の円滑化に貢献している。特に、誘導レール１００が遊技盤８０の前面から起立して
いる構成においては、同誘導レール１００の先端側に遊技球が着地すると、衝突時の負荷
が大きくなり、誘導レール１００の根元部分（詳しくは固定ピン１０２ａ等）に変形等が
生じやすくなると想定される。これは、遊技球の円滑な誘導を妨げる要因となり得るため
好ましくない。この点、遊技盤８０の前面の前後位置精度を向上することで、遊技球の着
地位置が前後にばらつくことを抑制し、上述した不都合の発生を好適に回避できる。
【０２７８】
　上記ストッパ２６７と板バネ２７０とを、板バネ２７０による付勢方向とは異なる方向
（詳しくは上下方向）にずらして配置し、同板バネ２７０の付勢力が及ぶ範囲を拡げてい
る。これにより、少数の板バネ２７０による広域での位置決めを可能とし、部品点数の増
加を抑えつつ、遊技盤８０の位置決め機能を向上している。
【０２７９】
　板バネ２７０を挟んだ上下両側にストッパ２６７を配置することにより、板バネ２７０
の付勢力によって１のストッパ２６７を支点とした回動が生じることを回避している。ま
た、板バネ２７０と各ストッパ２６７との距離を同等とすることにより、遊技盤８０に生
じる回転モーメントが偏って作用することを抑制でき、位置決め時の安定性向上に貢献し
ている。
【０２８０】
　本実施の形態においては特に、遊技盤８０の上端側と下端側とに板バネ２７０をそれぞ
れは位置することで、位置決め精度の向上を図っている。これら各板バネ２７０を挟んだ
上下両側にストッパ２６７をそれぞれ配し、それら１対のストッパ２６７及び板バネ２７
０をグループ化し付勢力が及ぶ範囲を限定している。つまり、一方のグループにて利用さ
れている付勢力が、他のグループに伝播することを回避している。これにより、一部のス
トッパ２６７に負荷が集中することを抑制し、位置決め精度の低下を抑えている。
【０２８１】
　遊技盤８０の前面においては誘導レール１００によって遊技領域ＰＥが区画形成されて
いる。上述の如く遊技盤８０の前面側にストッパ２６７を配する構成では、それら誘導レ
ール１００（遊技領域ＰＥ）とストッパ２６７とを共存させる必要がある。そこで、誘導
レール１００において遊技盤８０の回動基端側に凸となっている部分の上下にストッパ２
６７を配置することで、遊技領域ＰＥを拡張しつつ、遊技盤８０の位置決め機能の安定化
を図っている。
【０２８２】
　板バネ２７０によって遊技盤８０を付勢する構成においては、同板バネ２７０の付勢力
の強さが遊技盤８０の位置決め精度を左右する要因となり得る。つまり、板バネ２７０の
付勢力を弱めると遊技盤８０の位置決め精度を高めにくくなり、同板バネ２７０の付勢力
を強めると遊技盤８０の位置決め精度を高めやすくなる。しかしながら、位置決め精度の
向上を目指して板バネ２７０の付勢力を強めに設定すると、遊技盤８０の装着作業が困難
なものとなり得る。この点、板バネ２７０を遊技盤８０の回動先端側に配置することによ
り、上記不都合を払拭している。具体的には、遊技盤８０を装着する際には、挿入部２８
０に遊技盤８０の回動基端側の端部を挿入するが、押圧部２７２の頂部２７２ａとストッ
パ２６７との距離寸法Ｄ１すなわち挿入部２８０の入口部分の開口寸法は、遊技盤８０の
厚み寸法よりも若干大きく設定されている。このため、遊技盤８０の挿入操作が妨げられ
ることはない。また、遊技盤８０の回動先端部等を手で押すと、力点から支点までの距離
が作用点から支点までの距離よりも大きいため、付勢力に抗した遊技盤の移動を容易化で
きる。これにより、位置決め精度の向上と遊技盤８０の装着作業の容易化とを好適に両立
している。
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【０２８３】
　なお、板バネ２７０を遊技盤８０の回動基端側に寄りに配置することにより、同板バネ
２７０の付勢力によって遊技盤８０が内枠１３の正面側に飛び出しにくくなっている。こ
れにより、遊技盤８０が不意に移動して作業者の手等と干渉することを抑制している。
【０２８４】
　内枠１３において少なくとも遊技盤８０の回動先端側となる位置にロック装置４００を
配置し、このロック装置４００によって遊技盤８０の移動を規制する構成とした。ロック
装置４００を遊技盤８０の回動基端側に配置する場合と比較して、同ロック装置４００の
操作スペースを確保しやすくし、作業のやりやすさを向上している。
【０２８５】
　ロック装置４００の操作レバー４４０を操作することにより、遊技盤８０の取り外しを
不可とするロック状態に切り替えられる。この際、操作レバー４４０の操作に伴って、プ
ッシャ４２０が遊技盤８０の背面を押し、遊技盤８０の前面が操作部４４６に当接するこ
とで、同遊技盤８０の位置決めがなされる。このように、遊技盤８０の装着方向の手前側
基準で位置決めを行うことにより、同遊技盤８０の厚み寸法のばらつきによる影響を抑え
、遊技盤８０の前面の位置精度を向上できる。
【０２８６】
　プッシャ４２０は、操作レバー４４０がアンロック状態からロック状態に切り替えられ
た場合に遊技盤８０を押すように構成されている。より具体的には、操作レバー４４０の
操作部４４６が遊技盤８０の前面と対向する位置に移動した後、プッシャ４２０が遊技盤
８０側に突出する構成としている。このため、操作レバー４４０の切替に関係なくプッシ
ャが遊技盤を押す構成と比較して、操作レバー４４０の切替操作が同プッシャによって妨
げられるといった不都合を生じにくくすることができる。これにより、上述した位置決め
精度の向上を図る構成を採用しつつ、それによって遊技盤の取り付けが困難になることを
抑制できる。
【０２８７】
　ロック装置４００の操作部４４６は、アンロック状態では遊技盤８０の回動中心軸線の
放射方向を向き、遊技盤８０にはその状態での操作部４４６の通過を許容するようにして
挿通部９２が形成されている。操作部４４６をロック状態に切り替えた場合には、操作部
４４６の根元に近い位置に遊技盤８０が当たることとなる。これにより、操作レバー４４
０の基部４４１等に生じる応力を低減し、上記付勢力を受けて操作レバー４４０が変形す
ることを抑制できる。これにより、遊技盤８０の位置精度を維持しやすくしている。
【０２８８】
　遊技盤８０の取り外しに際してロック装置４００をロック状態からアンロック状態に切
り替える場合には、操作レバー４４０を回動させると操作部４４６が遊技盤８０の前面に
当接している状態にてプッシャ４２０が遊技盤８０から離れる側に移動し、その後、操作
部４４６が遊技盤８０の前面と対向しない位置に移動する。このため、ロック装置４００
の切り替え操作によって遊技盤８０が前方に飛び出すといった不都合を好適に抑制できる
。本実施の形態に示すように、操作部４４６が操作手段としての機能とストッパとしての
機能を併せ有している場合、仮にアンロック状態への切り替えによって遊技盤８０が飛び
出すと操作部４４６を把持している指に対して遊技盤８０が衝突するといった不都合が生
じ得る。この点、上述の如く、遊技盤８０の付勢を事前に終了させておくことにより、そ
のような不都合の発生を抑え、作業のやりやすさを向上させることができる。
【０２８９】
　なお、本実施の形態においては、遊技盤８０等の機種毎に固有となる部品を入れ替える
ことで、機種変更が可能となっている。つまり、部品の一部を機種間で流用可能とするこ
とで、リユース性の向上に貢献している。上述したロック装置４００は、流用部品として
の内枠１３に一体化され、機種間での流用が可能となっている。これにより、ロック装置
４００を遊技盤８０に取り付ける構成と比較して、リユース性の向上を図っている。
【０２９０】
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　ロック装置４００のプッシャ４２０はコイルバネ４３０によって付勢されている点に着
目すれば、遊技盤８０は上記板バネ２７０及びコイルバネ４３０によって同遊技盤８０の
回動基端側及び回動先端側の両端にて付勢されているといえる。このように、遊技盤８０
をその両端にて付勢するとともに、それぞれの端部にてストッパ２６７及び操作部４４６
による移動規制を行うことにより、遊技盤８０の広域にて位置精度を高めやすくしている
。
【０２９１】
　遊技盤８０を装着する際には、同遊技盤８０を内枠１３の仮置き部２９０に載せた状態
で回動させることが可能となっている。つまり、遊技盤８０の重量の少なくとも一部を内
枠１３側に預けることができるため、同遊技盤８０を支えたまま回動させる必要がない。
これにより、作業負担の軽減を図っている。
【０２９２】
　遊技盤８０を仮置き部２９０に載せた状態から装着完了位置に向けて回動させると、同
遊技盤８０が内枠１３の下側壁部２６３上に載り、遊技盤８０の上下位置が規定される。
作業者が遊技盤８０を内枠１３に装着する際には、始めから下側壁部２６３に載せるので
はなく、一度仮置き部２９０に載せることで、遊技盤８０を載せた際の衝撃が下側壁部２
６３に加わることを抑制している。つまり、下側壁部２６３を保護し、遊技盤８０の上下
位置を規定する機能が低下することを抑制している。
【０２９３】
　下側壁部２６３の下側には、遊技球発射機構１１０が配されており、その発射レール１
１２から射出された遊技球は、下側壁部２６３を横切って遊技盤８０の誘導レール１００
（詳しくは外レール１０２）の入口部分１０４付近に着地する。発射レール１１２と誘導
レール１００の入口部分１０４とは、下側壁部２６３を挟んで上下に配されている。これ
により、遊技盤８０の位置ばらつきによる影響が、遊技球の着地位置に及ぶことを抑制し
、着地位置のばらつきを抑えている。特に、誘導レール１００は、遊技盤８０によって片
持ちされており、その強度確保が難しくなっている。遊技球の衝突位置が特定できない場
合には、誘導レール１００を無駄に補強する必要が生じ、構成が煩雑化すると想定される
。これは、製造を難しくするだけでなく、遊技領域ＰＥを圧迫する要因となり得るため好
ましくない。この点、上述の如く、遊技球の着地位置を限定できれば、効果的に補強を行
うことができ、上記不都合を払拭することが可能となる。
【０２９４】
　また、遊技盤８０を内枠１３に装着する際には、内枠１３の対向板部２５１に形成され
た位置決め突起２５９が遊技盤８０の貫通孔９１に嵌ることで、同遊技盤８０の左右位置
が規定される。遊技盤８０を装着完了位置に向けて回動させる場合には、位置決め突起２
５９の左右両側で、遊技盤８０の上下位置が規定された後、位置決め突起２５９が貫通孔
９１に嵌る。このように、上下位置のばらつきが抑えられた状態にて位置決め突起２５９
が貫通孔９１に嵌ることで、位置決め突起２５９が遊技盤８０の背面に衝突するといった
不都合を生じにくくしている。これにより、位置決め突起２５９の保護を図っている。
【０２９５】
　位置決め突起２５９が貫通孔９１に嵌る前には、遊技盤８０の全重量が内枠１３によっ
て支えられる範囲まで、同遊技盤８０と下側壁部２６３との接触部位が拡張される。この
ように、作業者が遊技盤８０を支える必要がなくなることで、作業ばらつきに起因して遊
技盤８０の上下位置がばらつき、上記位置決め突起２５９が遊技盤８０の背面に衝突する
ことを回避しやすくしている。
【０２９６】
　遊技盤８０を回動させることで、装着完了位置に導く構成とすることにより、遊技盤８
０を前後にスライドして装着する構成と比較して、下側壁部２６３と遊技盤８０との接触
区間を長くしやすくなっている。特に、パチンコ機においてはその設置領域が限られてい
る場合が多く、パチンコ機の厚み関して制限が生じやすい。つまり、遊技盤８０を前後に
スライドさせる構成を採用した場合には、そのストロークの確保が難しくなり、短いスト
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ロークの中で、上下・左右・前後の位置決めを行う必要が生じる。これは、上述の如く位
置決め突起を有する構成においては、位置決めがうまくいかなかった場合のリスクがおお
きくなり得る。この点、本実施の形態に示したように、遊技盤８０を回動させることで装
着する構成においては、パチンコ機１０の厚みの増加を抑えつつ、ストロークを確保しや
すくできる。これにより、上下位置の精度を十分に高めた後に左右位置を規定することが
可能となっている。
【０２９７】
　上記複数のロック装置４００のうち２つは、下側壁部２６３に沿って配置されており、
それら両ロック装置４００の間に位置決め突起２５９が配されている。遊技盤８０を装着
する際に、遊技盤８０が左右にばらついている場合には、遊技盤８０の挿通部９２にロッ
ク装置４００の操作部４４６が入らず、同遊技盤８０と操作部４４６とが干渉することと
なる。この際、位置決め突起２５９は遊技盤８０の背面との衝突が回避される。このよう
に、遊技盤８０の左右の位置ずれを段階的に抑えることで、位置決め突起２５９と遊技盤
８０との衝突を生じにくくしている。故に、位置決め突起２５９の保護を図り、位置決め
機能を担保しやすくなっている。
【０２９８】
　ロック装置４００により遊技盤８０を装着完了位置に固定する構成においては、仮にロ
ック装置４００と位置決め突起２５９との相対位置がばらつくと、遊技盤８０を固定する
ことで位置決め突起２５９に対して応力が加わった状態のまま固定され得る。これは、位
置決め突起の変形等を招来する要因となり得るため好ましくない。この点、本実施の形態
においては、ロック装置４００と位置決め突起２５９とを同一の対象（内枠１３の対向板
部２５１）に配置することで両者の相対位置のずれを抑制している。これにより、遊技盤
８０を固定することに起因して位置決め突起２５９に負荷が加わることを抑制している。
【０２９９】
　本実施の形態においては、遊技盤８０を内枠１３の正面側から取り付ける構成を採用す
ることにより、遊技盤８０を内枠１３の背面側から取り付ける構成と比較して、位置決め
突起２５９の配置自由度を高め、特に位置精度が要求される範囲での位置精度を担保しや
すくしている。具体的には、遊技盤を内枠の背面側から取り付ける構成においては、例え
ば遊技領域ＰＥに対して前後に重なる位置や、遊技盤に装着されている各種遊技部品等に
対して前後に重なる位置には位置決め突起を配置することが困難であるが、遊技盤８０を
内枠１３の正面側から取り付ける構成においては、位置決め突起２５９の配置に上述した
ような制限が生じることを抑制できる。このように位置決め突起２５９の配置自由度を向
上し、特に誘導レール１００の入口部分１０４の近傍に位置決め突起を設けることにより
、例えば遊技球発射機構１１０から発射された遊技球を受け入れる際の引っ掛かり等を抑
えたり、同遊技球の着地位置のばらつきを抑制したりしやすくできる。これにより、遊技
球が誘導レール１００（詳しくは外レール１０２）に衝突した際の衝撃が想定以上に大き
くなることを抑制し、誘導レール１００や同誘導レール１００の取り付け構造の強化を回
避しつつ、誘導レール１００の耐久性を向上できる。故に、構造の煩雑化を抑制しつつ誘
導レール１００の耐久性を向上することが可能となっている。
【０３００】
　遊技球発射機構１１０から発射された遊技球は、内レール１０１及び外レール１０２の
間を通過することで遊技領域ＰＥに導かれる。この場合、同遊技球は遠心力により外レー
ル１０２に添って移動しやすくなる。本実施の形態においては、その外レール１０２の背
後に位置決め突起２５９を配置することにより、外レール１０２の位置精度を一層好適に
向上でき、上述した遊技球の着地位置のばらつきを好適に抑制することが可能となる。こ
れにより、外レール１０２の耐久性向上に一層好適に貢献できる。
【０３０１】
　特に、遊技球発射ハンドル４０の操作量が第１の規定量を上回っている場合には、遊技
球発射機構１１０から発射された遊技球が、外レール１０２において遊技球発射機構１１
０の発射レール１１２の延長上となる特定部位ＳＰに着地しやすくなる。位置決め突起２
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５９は、この特定部位ＳＰの背後に位置しているため、特に位置精度が要求される部位に
て位置精度を向上でき、上記耐久性の更なる向上に貢献できる。
【０３０２】
　上述した実施の形態においては、位置決め突起２５９とロック装置４００とを対向板部
２５１に設けた。これにより、位置決め突起２５９とロック装置４００との相対位置のば
らつきを抑制し、例えばロック装置４００によって遊技盤８０を固定することにより位置
決め突起２５９に応力が加わることを抑制できる。このように、位置決め突起２５９を保
護することで、遊技盤８０の位置精度の向上を図っている。また、位置決め突起２５９及
びロック装置４００の相対位置のばらつきを抑制することで、位置決め突起２５９と遊技
盤８０の貫通孔９１との掛かり代が小さくり、位置決めが正常に行われなくなるといった
不都合を生じにくくすることができる。
【０３０３】
　遊技盤８０を着脱する際には、同遊技盤８０（詳しくは遊技領域ＰＥ）の正面側から作
業が行われることとなる。つまり、遊技盤８０の着脱作業時には作業者側に釘８７等の遊
技に関する各種構成が露出することとなる。遊技盤８０にはその着脱作業に際して把持可
能な把持部４８１，４８２が設けられている。このように、把持部４８１，４８２を設け
ることで、釘８７等の各種構成が掴まれる機会を減らしている。
【０３０４】
　釘８７等は遊技性を左右する構成である。このため、仮に変形等が生じると、遊技球の
流下経路が変化し、遊技者やホール等に不測の不利益をもたらしかねない。特に、図柄表
示装置９４や各種制御装置１４３等が搭載され、その総重量が増していることで上記不都
合が発生しやすいと想定される。この点、遊技盤８０の着脱作業時に上記釘８７以外に把
持しやすい部分（すなわち把持部４８１，４８２）を設けることで、上記不都合の発生を
好適に抑制することができる。
【０３０５】
　把持部４８１，４８２は、内枠１３において前扉枠１４を支持している側とは反対側寄
りに配置されている。特に、第１把持部４８１に関しては、遊技領域ＰＥに配された各種
構成よりも回動先端側寄りに配置されている。このため、前扉枠１４を開放し、遊技盤８
０へアクセスする際には、それら把持部４８１，４８２へのアクセスが遊技領域ＰＥに配
された各種構成へのアクセスと比較して容易なものとなっている。これにより、把持部４
８１，４８２の使用を促進している。
【０３０６】
　更に、把持部４８１，４８２は、遊技盤８０の回動先端側に寄せて配置されている。こ
れにより、遊技盤８０を回動させる際の初期負荷の低減のみならず、作業スペースの確保
を容易なものとし、遊技盤８０を回動させる際の作業のやりやすさ向上に貢献している。
【０３０７】
　一般的に、何かを掴む場合には、その対象への距離と、その対象へ手を運ぶ際の障害等
の有無によって、選択されやすさに差が生じ得る。この点、把持部４８１，４８２におい
ては、釘８７や誘導レール１００と同様に遊技盤８０の前面から突出させるとともに、指
の入口部分を遊技盤８０の周縁よりも内側に控えることで、それら把持部４８１，４８２
を把持対象として選択されやすくしている。
【０３０８】
　施錠装置５００の前扉用鉤部材５５０，５８０，カム部材５３０，６００，連動杆５４
０等を、内枠１３及び前扉枠１４によって囲まれた空間内に収容することにより、それら
鉤部材５５０等の露出を抑え同鉤部材５５０等に対する不正なアクセスを困難なものとす
ることができる。これにより、施錠が不正に解除され、遊技領域ＰＥに対して不正なアク
セスがなされることを回避できる。例えば、施錠装置の鉤部材等を内枠１３の背面等に配
置する構成においても、それら鉤部材を覆うカバー等を設けることにより、類似の効果を
奏することができる。しかしながら、このような対応を行った場合には、カバーが取り外
されることを回避するための工夫等が必要となり得る。この点、本実施の形態に示したよ
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うに内枠１３及び前扉枠１４によって囲まれた空間内に鉤部材等を収容する構成とすれば
、カバー等の追加を必ずしも必要とすることなく防犯性を向上でき、実用上好ましい構成
を実現することができる。
【０３０９】
　また、施錠装置５００における鉤部材５５０等の配置を変えて防犯性を向上させること
で、例えば施錠装置の数を増やしたり施錠の手順を複雑化したりする構成と比較して、ホ
ール管理者等によって正規の手順で扉体が開放される場合の作業性の低下を抑制でき、メ
ンテナンスの容易性の確保と防犯性の向上とを好適に両立できる。
遊技盤８０の内枠１３における背面側からの取り外しが不可となっている。このため、遊
技盤８０を取り外して内枠１３及び前扉枠１４によって囲まれた空間を不正に露出させる
といった行為を抑制することができる。これにより、中央開口７６を通じた施錠装置５０
０（詳しくは前扉用鉤部材５５０等）へのアクセスを困難なものとし、防犯性の向上に貢
献できる。
【０３１０】
　また、前扉枠１４を内枠１３に対して閉じた状態で施錠することにより遊技盤８０の取
り外しを不可とすることができる。これにより、遊技領域ＰＥに対する不正なアクセスを
困難なものとし、防犯性の向上に貢献できる。故に、例えば遊技機主部１２が輸送されて
いる際に遊技領域ＰＥに対してアクセスし、釘８７等を変形させることで一般入賞口８１
等への入賞確率が変更されるといった不正行為を好適に抑制することができる。
【０３１１】
　このように防犯性を向上した場合であっても、遊技領域ＰＥへのアクセスや遊技盤８０
の着脱は、前扉枠１４を開放することによって許容されるため、メンテナンス時等の作業
性が低下することを抑制できる。
【０３１２】
　仮に中央開口７６を通じて不正具が挿入された場合であっても、対向板部２５１や周壁
部２６１によって同不正具の移動を制限し、施錠装置５００（例えば前扉用鉤部材５５０
）への到達を困難なものとすることができる。具体的には、遊技盤８０と周壁部２６１と
の隙間を通過する不正具を遊技領域ＰＥ及び施錠装置５００の両者から離れる側、すなわ
ち前扉枠１４のガラス２２側に誘導することができる。これにより、更なる防犯性の向上
に貢献できる。
【０３１３】
　遊技盤８０が配置されている領域と施錠装置５００が配置されている領域を区画するこ
とで、仮に中央開口７６を通じて不正具が挿入された場合であっても、同不正具が施錠装
置５００に達することを抑制できる。
【０３１４】
　遊技盤８０を内枠１３に対して固定しているロック装置４００（詳しくは操作レバー４
４０）を前扉枠１４と内枠１３とによって囲まれた空間内に配置しているため、前扉枠１
４が内枠１３に対して閉じ他状態で施錠されている場合には、同前扉枠１４を開放するこ
となくロック装置４００にアクセスすることが困難になる。これにより、遊技盤８０の固
定が不正に解除され、施錠装置５００や遊技領域ＰＥ等へのアクセス経路が確保されやす
くなるといった不都合を好適に抑制できる。
【０３１５】
　遊技盤８０を内枠１３の前面側から取り付ける構成を採用した場合、遊技盤８０が仮に
前扉枠１４側に押されると、遊技盤８０と内枠１３（中央開口７６）との隙間が拡張され
やすくなると想定される。この点、本実施の形態によれば、ロック装置４００を遊技盤８
０における施錠装置５００側の端部寄りに配置することにより、上述したような不都合を
好適に回避できる。つまり、ロック装置４００を施錠装置５００側の端部寄りに配置する
ことにより、同施錠装置５００に近い側での遊技盤８０と内枠１３との隙間の拡がりを抑
えることができる。これにより、上記隙間を通じて挿入された不正具により、施錠装置５
００に対して不正なアクセスがなされることを好適に抑制できる。特に、ロック装置４０
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０を遊技盤８０における施錠装置５００側の端部に沿って複数配置することで、上記防犯
効果の更なる向上が図られている。
【０３１６】
　仮に中央開口７６を通じて不正具等が挿入された場合であっても、その挿入軌道上にロ
ック装置４００の操作レバー４４０が位置しないため、同不正具による固定解除操作を困
難なものとすることができる。これにより、遊技盤８０の固定が不正に解除され、同遊技
盤８０と内枠１３との隙間を拡げることで、同隙間を通じた施錠装置５００や遊技領域Ｐ
Ｅへの不正なアクセスが容易化されることを好適に抑制できる。
【０３１７】
　また、上述したロック装置４００の操作レバー４４０は遊技盤８０の前面に沿って回動
し、その回動方向が周壁部２６１の起立方向と相違している。このため、仮に遊技盤８０
及び内枠１３の境界部位を介して不正具等が挿入された場合であっても、同不正具による
操作レバー４４０の不正操作を抑制できる。つまり、操作レバー４４０を遊技盤８０の端
面や周壁部２６１に沿って挿入した不正具によってロック位置からアンロック位置に移動
させようとしても、不正具を押し引きする方向と操作レバー４４０の操作方向とが異なる
ため、そのような行為を困難なものとすることができる。
【０３１８】
　本実施の形態においては、遊技領域ＰＥが誘導レール１００及び遊技領域区画部材４８
０によって区画されており、それら両者とガラス２２との隙間が遊技球の直径以下となる
ように構成されている。これら誘導レール１００及び遊技領域区画部材４８０は、遊技領
域ＰＥに対するアクセスを妨げる障害物として機能するだけでなく、不正を行うための作
業スペースの確保を困難なものとする隙埋め部材として機能する。また、仮に作業スペー
スを拡大すべく、遊技盤８０が内枠１３の背面側に引っ張られた場合には、内枠１３（詳
しくは対向板部２５１）と遊技盤８０との隙間が減縮され不正具の移動が制限されやすく
なる。以上の理由から、遊技盤８０に対する不正を行いづらくし、防犯機能の向上に貢献
している。
【０３１９】
　パチンコ機１０を搬送している際、すなわち遊技ホールの島設備等に設置する以前は、
内枠１３の開口部３２０を通じた施錠装置５００におけるカム部材５３０の取り外しが許
容されている。このカム部材５３０を取り外すことにより、連動杆５４０の移動が許容さ
れ、前扉用鉤部材５５０，５８０を解錠状態に切り替えることで、前扉枠１４を開放する
ことができる。このように、手間はかかるものの、操作キーを使用することなく解錠操作
を可能とすることで、緊急時の前扉枠１４の開放が可能となっている。一方、内枠１３（
遊技機主部１２）を外枠１１に対して閉じた状態では、開口部３２０を通じたカム部材５
３０の取り外し軌道上に外枠１１の右枠部３８０が位置する。これにより、同開口部３２
０を通じたカム部材５３０の取り外しが困難又は不可となり、カム部材５３０が取り外さ
れて各前扉用鉤部材５５０，５８０が施錠解除状態に切り替えられることを抑制できる。
故に、搬送時等の前扉枠１４の緊急開放を可能としつつ、内枠１３（遊技機主部１２）を
設置した状態での前扉枠１４の不正開放行為を困難なものとすることができる。すなわち
、利便性を向上しつつ、防犯性の低下を抑えることができる。
【０３２０】
　開口部３２０使用時の利便性向上を考慮すると、同開口部３４０はある程度大きく形成
することが好ましい。しかしながら、単に開口部３４０を大きくしただけでは、同開口部
３４０を通じて不正具が挿入されるといった不都合が生じやすくなる。この点、上記実施
の形態によれば、遊技機主部１２を外枠１１に対して閉じた状態にて開口部３２０と外枠
１１の右枠部３８０とを対向させることにより、開口部３２０へのアクセス経路を減縮し
ている。これにより、開口部３２０を通じたカム部材５３０や鉤部材５５０等への不正な
アクセスを抑制し、防犯機能の低下を抑えつつ、利便性の向上に貢献している。
【０３２１】
　仮に１の壁面部に開口部を形成した場合を想定すると、開口部と外枠１１とが向き合っ
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ている方向に内枠１３（遊技機主部１２）が押される等して、開口部と外枠１１との隙間
が拡がった場合、同開口部における防犯機能が一気に低下すると考えられる。この点、本
実施の形態によれば、開口部３２０を異なる方向を向いた壁面部３１１ｂ，３１２ａ，３
１２ｂに跨るように形成することで、位置ばらつきの影響による防犯機能の低下を抑えや
すくしている。具体的には、内枠１３が左右に押される等して、内枠１３における壁面部
３１１ｂの第1開口部位と外枠１１の壁面部３８５ａとの間隔が拡がっても、壁面部３１
２ａの第２開口部位と外枠１１の壁面部３８５ｂ，３８６ｂとの間隔の拡がりは回避され
る。また、内枠１３が前後に押し引きされる等して、壁面部３１２ａの第２開口部位と外
枠１１の壁面部３８５ｂ，３８６ｂとの間隔が拡がった場合であっても、内枠１３におけ
る壁面部３１１ｂの第1開口部位と外枠１１の壁面部３８５ａとの間隔の拡がりは回避さ
れる。これにより、内枠１３と外枠１１との相対位置ばらつき等に起因して、防犯機能が
一気に低下することを抑制でき、実用上好ましい構成を実現できる。
【０３２２】
　また、開口部３２０を構成する各開口部位は、１の開口部位を通じてのカム部材５３０
の取り外しが不可となるように構成されている。このため、上述の如く内枠１３と外枠１
１との相対位置をずらして、カム部材５３０の取り外しを容易化するといった不正行為を
好適に抑制できる。また、防犯性を担保しつつ、開口部３２０を拡げることによるカム部
材５３０の緊急取外作業の容易化に貢献できる。
【０３２３】
　施錠装置５００は、内枠１３の回動先端側となる位置に配置されており、施錠状態にお
けるそれら内枠１３の浮き上がりを抑制しやすくしている。この場合、内枠１３と外枠１
１との境界部位ＢＰの近傍に施錠装置５００が位置するため、同境界部位ＢＰを介して不
正具が挿入され同施錠装置５００に対して不正なアクセスがなされることが懸念される。
この点、本実施の形態においては、内枠用鉤部材６２０が内枠１３に形成されたスリット
５１２から外枠１１の鉤受け部材３５０側に突出する構成としたことで、同内枠用鉤部材
６２０の露出を抑え、上記不正具に狙われやすい箇所を減縮している。これにより、防犯
性の向上が図られている。
【０３２４】
　なお、仮に同スリット３０３を通じて遊技機主部１２内に不正具が挿入された場合であ
っても、施錠装置収容部７７の開放部位が施錠装置５００の第１基枠５１０によって覆わ
れていることで、遊技領域ＰＥ等への到達を困難なものとすることができる。
【０３２５】
　また、本実施の形態においては、前扉枠１４を閉じた状態で施錠する前扉用鉤部材５５
０Ｕと内枠１３を閉じた状態で施錠する内枠用鉤部材６２０Ｕとを１のコイルバネ５６０
によってふせいすることで、それぞれ施錠状態に維持する構成とした。これにより、施錠
に関する構成の簡略化を実現している。
【０３２６】
　このように、コイルバネを共用する構成とした場合、仮に各鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕ
の動作時に同鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕとコイルバネ５６０とが干渉すると（例えば引っ
掛かると）施錠状態への切替が妨げられたり、付勢機能が低下したりすると想定される。
例えば同一平板上にそれら両鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕを配置することも可能である。し
かしながら、このような構成を採用した場合には、前扉用鉤部材の取付部（突起）が内枠
用鉤部材とは反対側に設けられているため、両鉤部材を繋ぐコイルバネが前扉用鉤部材に
近づきやすくなると想定される。これは、上述したコイルバネと前扉用鉤部材との干渉を
発生させる要因となり得る。この点、本実施の形態によれば、第１基枠５１０の基枠固定
部５１１に前扉用鉤部材５５０Ｕを取り付けるとともに、同第１基枠５１０の部材取付部
５１５に内枠用鉤部材６２０を取り付け、前扉用鉤部材５５０Ｕの取付部（突起６２２）
を部材取付部５１５が起立している側と同一側に突出させることで、コイルバネ５６０と
前扉用鉤部材５５０Ｕとの間に隙間を設定することが容易となっている。故に、上述した
干渉の発生を抑え、動作不良等の不都合を好適に回避することができる。
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【０３２７】
　また、基枠固定部５１１及び部材取付部５１５に前扉用鉤部材５５０Ｕ及び内枠用鉤部
材６２０Ｕを分けて配することで、各鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕの動作領域を確保しつつ
、それら鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕを一層近づけることが可能となる。これにより、前扉
枠１４や内枠１３の浮き上がり抑制機能を向上させることができる。
【０３２８】
　施錠装置５００は、内枠１３に取り付けられているため、前扉枠１４のみを開放させた
り、内枠１３のみを開放させたりすることが容易となり、メンテナンス等を行う際の作業
の容易化に貢献できる。
【０３２９】
　また、前扉用鉤部材５５０Ｕ及び内枠用鉤部材６２０Ｕの第１基枠５１０における長手
方向でのずれを減らし、それら両鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕを好適に近づけて配置するこ
とが可能となる。このように、両鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕを近づけて配置可能な構成に
おいて、上述の如くコイルバネ５６０の取付位置を工夫すれば、同コイルバネ５６０の動
作ストロークを好適に確保でき、コイルバネ５６０の設置領域確保のために両鉤部材５５
０Ｕ，６２０Ｕを近づけにくくなるといった不都合を好適に抑制できる。
【０３３０】
　１のコイルバネによって２つの鉤部材を繋ぐ構成を採用した場合、付勢力の作用する方
向と各鉤部材の動作方向とが異なると、各鉤部材が動作する際に回転モーメントが発生し
やすくなると想定される。この回転モーメントは、鉤部材の円滑な動作を妨げる要因とな
り得るため、できるだけ小さくすることが好ましい。しかしながら、例えば各鉤部材をス
ライド式とした場合には、両鉤部材の動作軌道を揃える等する必要が生じ、鉤部材のレイ
アウトに制約が生じやすくなる。これは、両鉤部材を第１基枠５１０の端部に近づけて配
置することを困難にし、浮き上がり抑制機能の向上に反することとなるため好ましくない
。この点、本実施の形態に示すように、両鉤部材の一方を回動式とすれば、上記回転モー
メントによる影響を抑えやすくでき、上述したレイアウト上の制約を低減できる。これに
より、構成の簡略化と浮き上がり抑制機能の向上とを好適に両立できる。
【０３３１】
　上下にずらして配置された前扉用鉤部材５５０Ｕ及び内枠用鉤部材６２０Ｕをコイルバ
ネ５６０によって繋ぐ場合、鉤受け部材６３，３５０に対する各鉤部材５５０Ｕ，６２０
Ｕの引っ掛かり態様によっては、施錠状態への切り替えが円滑に行われなくなる可能性が
生じる。具体的に説明すれば、前扉枠１４や内枠１３が回動可能に支持されている構成に
おいては、それら前扉枠１４や内枠１３が自重等によって下方に傾きやすくなると想定さ
れる。このような傾きに基づく位置ずれの度合いは、回動先端側にて大きくなる。仮に、
各鉤部材が鉤受け部材に対して上方から引っ掛かる構成を採用した場合には、上記位置ず
れによって鉤部材の位置が下がることで前扉枠１４や内枠１３を閉じる際に鉤部材と鉤受
け部材とが強干渉し得る。これは、鉤部材に過度な負荷を生じさせ、同鉤部材の施錠機能
を損なう要因となり得るため好ましくない。特に、上述の如く各鉤部材をコイルバネによ
って繋いだ場合、それら両鉤部材の付勢方向が逆向きになるため、一方の鉤部材において
は鉤受け部材に対して上側から引っ掛かりやすくなると懸念される。
【０３３２】
　この点、本実施の形態においては、内枠用鉤部材６２０Ｕを回動式、前扉用鉤部材５５
０Ｕをスライド式とすることで、前扉用鉤部材５５０Ｕにおける鉤部５５５の付勢方向を
そのままに、内枠用鉤部材６２０Ｕの鉤部６２５の付勢方向を逆転させている。つまり、
内枠用鉤部材６２０Ｕにおいては、コイルバネ５６０が取り付けられている突起６２２を
、回動中心軸線に対して鉤部６２５とは反対側に配することで、同鉤部６２５の付勢方向
を逆転させている。そして、各鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕの鉤部５５５，６２５が各鉤受
け部材６３，３５０に対して下側から引っ掛かる構成とすることで、上記位置ばらつきが
生じた場合であっても、各鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕと各鉤受け部材６３，３５０とが強
干渉することを抑制し、施錠に関する構成の保護に貢献している。
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【０３３３】
　内枠１３には、内枠用鉤部材６２０の鉤部６２５が施錠位置から施錠解除位置に移動す
る場合に通過する領域（以下便宜上通過領域と称する）に対して同内枠１３の対向壁部３
０５が回動先端側から重なる構成とした。これにより、仮に内枠１３と外枠１１との境界
部位ＢＰからワイヤ等の不正具が挿入された場合であっても、その不正具による鉤部６２
５へのアクセスを困難なものとし、同不正具によって鉤部６２５が施錠解除位置に移動さ
れ、施錠が不正に解除されるといった不都合を生じにくくすることができる。すなわち、
防犯性の向上に貢献することができる。
【０３３４】
　また、内枠用鉤部材６２０の配設対象と同一の対象（すなわち内枠１３）に対向壁部３
０５を形成したことで、仮に内枠１３が閉位置にて位置ずれ等した場合であっても、対向
壁部３０５と鉤部６２５との位置関係の変化を好適に抑制できる。つまり、内枠１３の外
枠１１に対する位置ずれ等に起因した防犯性の低下を抑えることができる。例えば、不正
行為者が内枠１３を押す等して同内枠１３の位置を故意にずらし、そのずらした状態にて
鉤部６２５へのアクセスを試みた場合であっても、そのような予備的作業によって鉤部６
２５の移動が容易になることを抑制できる。
【０３３５】
　内枠１３を外枠１１に対して閉じた状態では対向壁部３０５の先端部分が外枠１１の鉤
受け部材３５０内に収容される。これにより、仮に上記境界部位ＢＰから不正具が挿入さ
れた場合であっても、同不正具を操作して対向壁部３０５を迂回させることが困難なもの
となっている。
【０３３６】
　対向壁部３０５と鉤受け部３５１の開口３５３との隙間において鉤部６２５が施錠解除
位置へ移動する場合の移動方向先側における隙間は、鉤部６２５と鉤受け部３５１との掛
かり代よりも小さく設定した。このため、内枠１３が施錠解除位置側に位置ずれした場合
であっても、対向壁部３０５と鉤部６２５の上記通過領域との重なりを好適に担保するこ
とができる。
【０３３７】
　内枠１３のスリット３０３を通じて鉤部６２５を露出させる構成とすれば、施錠装置５
００全体における露出部分を減縮することができる。これにより、鉤部６２５を移動させ
る構成等が不正なアクセスの対象となることを抑制できる。しかしながら、鉤部６２５を
移動可能とするには、スリット３０３がその移動を許容する程度の大きさを有する必要が
生じ、スリット３０３の小型化には限度がある。つまり、スリット３０３を通じた不正行
為を抑制するには、スリット３０３のサイズ変更だけで対応するのは困難であると想定さ
れる。この点、本実施の形態においては、対向壁部３０５をスリット３０３の開口縁に沿
って形成することにより、仮に内枠１３と外枠１１との境界部位ＢＰを通じて不正具が挿
入された場合であっても、同対向壁部３０５により同不正具のスリット３０３内への侵入
を妨げることができる。これにより、スリット３０３を通じた不正行為を好適に抑制でき
る。
【０３３８】
　施錠装置５００と対向壁部３０５とを個別に設けた場合、両者の製造ばらつきや組付ば
らつき等の累積によって、内枠用鉤部材６２０の鉤部６２５と対向壁部３０５との位置関
係がばらつきやすくなると想定される。このようなばらつきは、対向壁部３０５による防
犯機能を低下させる要因となり得るため好ましくない。この点、本実施の形態においては
、上記対向壁部３０５と施錠装置５００を内枠１３に対して取り付けるボス３０２とを内
枠１３に対して一体成形したことにより上記ばらつきを抑え、実用上好ましい構成を実現
できる。
【０３３９】
　また、対向壁部３０５を内枠１３に対して一体成形することで、同対向壁部３０５と内
枠１３とを別体で設ける場合と比較して、更なる防犯性の向上が期待できる。つまり、対
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向壁部と内枠１３との隙間を通じて対向壁部が迂回されるといった不都合を払拭し、対向
壁部の防犯機能を好適に発揮させることができる。
【０３４０】
　前扉枠１４が開放された場合に、遊技球発射ハンドル４０を内枠１３に残す構成とする
ことで、遊技球発射ハンドル４０と電源・発射制御装置２４３とを繋ぐ配線の取り回しの
容易化が実現されている。
【０３４１】
　前扉枠１４を開放する際にはハンドルベース４１が内枠１３側に残留する構成となって
いる。このようにハンドルベース４１が残留する構成においては、同ハンドルベース４１
周辺での前扉枠１４の浮き上がりが発生しやすくなると懸念される。例えば、前扉枠１４
におけるハンドルベース４１周辺を引っ張る等して、内枠１３と前扉枠１４との隙間（境
界部位）が拡張され、その隙間を介してワイヤ等の不正具が挿入されることで、遊技領域
ＰＥ等へのアクセスが容易になると懸念される。
【０３４２】
　そこで、内枠１３においてハンドルベース４１が設けられている側に前扉用第１鉤部材
５５０を配置し、更にはハンドルベース４１と内枠１３の回動中心軸線ＣＬとの間に前扉
用第２鉤部材５８０を配置することで、内枠１３からの前扉枠１４の浮き上がりを抑制し
ている。これにより、ハンドルベース４１周辺での防犯機能の低下を抑えることが可能と
なっている。
【０３４３】
　前扉枠１４を回動可能に支持する構成においては、回動基端側に比べて回動先端側での
浮き上がりが顕著になりやすい。そこで、前扉用第２鉤部材５８０をハンドルベース４１
寄りに配置することで、上述した前扉枠１４の浮き上がりを好適に抑制している。
【０３４４】
　前扉用第２鉤部材５８０及びハンドルベース４１を内枠１３の下端に沿って並設するこ
とにより、上記境界部位の拡がりを好適に抑えている。更に、前扉用第２鉤部材５８０が
内枠１３の下端に沿って動作する構成とすることで、同前扉用第２鉤部材５８０の動作ス
ペースを確保しつつ上記境界部位に対して当該前扉用第２鉤部材５８０を近づけることが
できる。これにより、前扉枠１４の浮き上がりを好適に抑制し、防犯機能の向上に貢献で
きる。
【０３４５】
　前扉用第２鉤部材５８０の施錠位置が施錠解除位置よりもハンドルベース４１寄りとな
る構成とした。これにより、施錠解除位置が施錠位置よりもハンドルベース４１側となる
ように構成した場合と比較して、ハンドルベース４１に対してより近い位置にて前扉枠１
４の浮き上がりを抑えることが可能となる。故に、上述した両領域の境界部位を介して行
われる不正行為を一層困難なものとすることができる。
【０３４６】
　前扉枠１４を内枠１３に対して閉じる際には、膨出部６６及び第２基枠５７０によって
前扉枠１４の上下位置が規定されている状態にて、前扉用第２鉤部材５８０が施錠解除状
態から施錠状態に切り替えられる。このため、前扉枠１４の傾き等による影響を受けにく
くし前扉用第２鉤部材５８０の切り替えが妨げられることを抑制できる。特に、前扉枠１
４は上皿３３，下皿３４，ガラス２２，ランプ部２３～２５，スピーカ部２６等を有して
いることでその重量がかさみやすくなっており、回動中心軸線を基端とした傾きが発生し
やすいが、このような重量による影響を受けにくくすることで、前扉用第２鉤部材５８０
を回動先端寄りに配置しやすくしている。これにより、前扉用第２鉤部材５８０の施錠機
能を好適なものとすることができる。
【０３４７】
　ハンドルベース４１は、前扉枠１４とは異なり、都度の開放を考慮する必要がないため
、内枠１３に対して強固に固定することができる。故に、ハンドルベース４１と内枠１３
との境界部位を通じて不正具が挿入されることを抑制しやすくなっている。このように、
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防犯性に優れた部材の背後にカム部材５３０やシリンダ錠５２０を固定するネジ５２７等
が配置されていることで、同カム部材５３０等に対する不正なアクセスを抑制し、防犯性
の向上に貢献している。
【０３４８】
　ハンドルベース４１を内枠１３において前扉枠１４の回動先端側に配置することにより
、前扉枠１４とハンドルベース４１との合わせを好適なものとしている。つまり、前扉枠
１４が回動する際に、ハンドルベース４１の正面側を通過することはなく、ハンドルベー
ス４１と前扉枠１４との境界部位は、ハンドルベース４１における前扉枠１４の回動先端
側及び下側の端部を除いた部分に限定されている。これにより、ハンドルベース４１と内
枠１３との境界部位がハンドルベース４１の周縁全域に広がることを抑え、同境界部位を
通じて不正具を挿入するといった不正行為を行いにくくしている。
【０３４９】
　前扉枠１４は、前扉用第２鉤部材５８０によってハンドルベース４１と前扉枠１４の回
動中心軸線との間にてその浮き上がりが抑えられている。これにより、前扉枠１４と内枠
１３の下側枠部１３ｂとの隙間が拡がりやすくなることを抑制している。
【０３５０】
　前扉用第２鉤部材５８０は、シリンダ錠５２０における解錠操作に基づいて、施錠解除
状態に切り替えられる。つまり、前扉用第１鉤部材５５０の切り替えに連動する構成とな
っている。これにより、閉じ切り機能を向上しつつ、施錠解除操作の煩雑化を抑え、実用
上好ましい構成を実現している。
【０３５１】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。因みに、以下の別形態の構成を、上記実施の形態における構成に対して、個別に適用し
てもよく、相互に組み合わせて適用してもよい。
【０３５２】
　（ａ１）上記実施の形態では、「付勢手段」としての板バネ２７０を上下に設け、それ
ら両板バネ２７０の間にストッパ２６７を配置したが、それら板バネ２７０の間のストッ
パ２６７を省略することも可能である。すなわち、各板バネ２７０は２つのストッパ２６
７の間に配置されていればよく、必ずしもそれら板バネ２７０の間にストッパ２６７を配
置する必要はない。また、板バネ２７０は、２つのストッパ２６７の間に配置するのであ
ればその個数を任意に設定してよい。例えば、上記実施の形態において両板バネ２７０の
間に第３の板バネを追加することも可能である。この場合、その第３の板バネを上記両板
バネ２７０の間に配置されている２つのストッパ２６７の中間位置に配置するとよい。
【０３５３】
　（ａ２）上記実施の形態では、板バネ２７０の頂部２７２ａがストッパ２６７よりも遊
技盤８０の回動先端側に位置する構成としたがこれに限定されるものではない。例えば、
内枠１３の平面視において頂部２７２ａがストッパ２６７の背後に位置する構成としても
よい。
【０３５４】
　（ａ３）上記実施の形態では、板バネ２７０及びストッパ２６７を内枠１３において遊
技盤８０の回動基端側となる位置に配置したが、これを以下のように変更することも可能
である。すなわち、それら板バネ２７０及びストッパ２６７を内枠１３において遊技盤８
０の回動先端側となる位置に配置することも可能であり、内枠１３において遊技盤８０の
上端又は下端に沿う位置に配置することも可能である。更には、板バネ及びストッパを遊
技盤８０の外周に沿って配置することも可能である。但し、遊技盤８０を回動して装着す
る場合、ストッパがその回動軌道上に張り出すと、遊技盤８０の装着作業が難しくなり得
る。故に、望ましくは、上記実施の形態に示したように、板バネ及びストッパを遊技盤の
回動基端寄りに配置し、その他の部位ではロック装置４００に示すように切替え式の位置
決め手段を用いるとよい。
【０３５５】
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　（ａ４）上記実施の形態では、一対のストッパ２６７及びその間に配置された板バネ２
７０からなる１組の位置決め機構を、遊技盤８０の上端側及び下端側に１組ずつ配したが
、これら位置決め機構の組数は２組に限定されるものではない。本実施の形態において特
に、遊技球発射機構１１０から発射された遊技球が、遊技盤８０の下端側にて誘導レール
１００に着地する構成を採用しており、この着地位置周辺での位置精度を向上することが
好ましい。故に、少なくとも１組の位置決め機構を遊技盤８０の下端側に配置し、所望と
する位置での位置精度を確保できればよい。
【０３５６】
　（ａ５）上記実施の形態では、一対のストッパ２６７の丁度真ん中となる位置に板バネ
２７０を配置したが、これを変更し、板バネ２７０をどちらか一方のストッパ２６７寄り
に配置することも可能である。
【０３５７】
　（ａ６）上記実施の形態では、遊技盤８０の回動基端側の縁部に沿って配置された一対
のストッパ２６７とその間に配置された板バネ２７０によって１組の位置決め手段を構成
したが、これを以下のように変更することも可能である。すなわち、上記一対のストッパ
２６７に加え、回動先端側にオフセットして設けられた第３のストッパ２６７を設け、内
枠１３の正面視においてそれら３つのストッパ２６７により囲まれた範囲内に板バネ２７
０を配置し、これら３つのストッパ２６７及び１つの板バネ２７０によって１組の位置決
め手段を構成することも可能である。これにより、１のストッパ２６７を基端とした遊技
盤８０の回動を好適に抑制でき、位置決め精度の向上に貢献できる。なお、３つのストッ
パ２６７によって囲まれた範囲内に複数の板バネ２７０を配置することも可能である。
【０３５８】
　（ａ７）上記実施の形態では、「付勢手段」として鋼板を略Ｕ字状に折り返して形成し
た板バネ２７０を用いたが、「付勢手段」はそれに限定されるものではない。例えば、鋼
板を略く字状に折り曲げて別種の板バネを形成してもよい。また、板バネ２７０に変えて
、コイルバネやゴムクッション等を用いることも可能である。
【０３５９】
　（ａ８）上記実施の形態では、板バネ２７０の折曲部２７３が左側壁部２６４と対峙す
るように同板バネ２７０を配置したが、同板バネ２７０を折曲部２７３が左側壁部２６４
とは反対側を向くように配置してもよい。但し、対向板部２５１に板バネ２７０を設置す
る構成においては、遊技盤８０からの反力を左側壁部２６４に近い位置で受けることによ
り、同対向板部２５１の撓み変形を抑え、付勢機能を担保しやすくできるといったメリッ
トがある。この点、上述した変更を行った場合には、このメリットを享受しにくくなると
想定される。故に、好ましくは上記実施の形態に示した構成を採用するとよい。
【０３６０】
　なお、板バネ２７０の設置対象は、対向板部２５１に限られたものではなく、同板バネ
２７０に相当する構成を左側壁部２６４に設置することも可能である。
【０３６１】
　（ａ９）上記実施の形態では、ストッパ２６７を内枠１３に一体成形したがストッパを
内枠１３とは別体で設けることも可能である。但し、この場合、ストッパの製造ばらつき
や装着ばらつき等の誤差が累積することに起因して位置決め精度が低下しやすくなると想
定される。故に、望ましくはストッパを内枠１３に対して一体成形し、そのような不都合
を回避するとよい。
【０３６２】
　（ａ１０）上記実施の形態では、ストッパ２６７の補強機能を有するプレート部材２６
８と板バネ２７０とを別体で設けたが、これら両者を一体成形してもよい。この場合、ス
トッパ２６７に結合されている結合部と板バネ部とを繋ぐ繋ぎ部を内枠１３（例えば左側
壁部２６４）の内側又は外側に配置することが可能であるが、遊技盤８０との干渉回避を
考慮すれば、左側壁部２６４の外側に配置するのが望ましい。このように、繋ぎ部を左側
壁部２６４の外側に配する場合には、左側壁部２６４又は対向板部２５１に板バネ部を内
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枠１３の内側に突出させる開口等を形成するとよい。
【０３６３】
　（ａ１１）上記実施の形態では、プレート部材２６８によってストッパ２６７を補強す
る構成としたが、このプレート部材２６８を省略することも可能である。この場合、スト
ッパ２６７を大型化する等して、同ストッパ２６７自身の強度を向上させることが好まし
い。しかしながら、ストッパ２６７の強度向上を図ると同ストッパ２６７の成形が困難に
なるだけでなく、その位置精度の確保も難しくなると想定される。故に、好ましくはスト
ッパ２６７については精度確保を優先し、強度不足が懸念される場合にはその不足分をプ
レート部材２６８によって補う構成とすることが好ましい。
【０３６４】
　（ｂ１）上記実施の形態では、遊技盤８０の四隅にて同遊技盤８０を内枠１３の正面側
に付勢する構成としたが、遊技盤８０の付勢箇所は同遊技盤８０の両端側に少なくとも１
箇所ずつ設定されていれば他は任意である。例えば、遊技盤８０の上端側の板バネ２７０
及びロック装置４００（詳しくはコイルバネ４３０）を省略することも可能である。
【０３６５】
　（ｂ２）上記実施の形態では、遊技盤８０の回動基端側の付勢態様と回動先端側での付
勢態様が異なる構成としたが、それら両者を統一することも可能である。例えば、板バネ
２７０及びストッパ２６７に代えて、ロック装置４００を配置することも可能である。但
し、既に説明したように、本実施の形態においては前扉枠１４との干渉を回避しつつ同遊
技盤８０の小型化を回避すること等を目的とし、遊技盤８０の取り付けに回動方式を採用
している。仮に、遊技盤８０の回動先端側にロック装置４００を配置すると、遊技盤８０
を回動可能とするための構成が煩雑化すると想定される。また、ロック装置４００に代え
て板バネ２７０及びストッパ２６７に相当する構成を配置することも可能であるが、この
場合であってもやはり、遊技盤８０の回動を阻害しないようにするための配慮が必要とな
る。故に、構成の煩雑化を抑えつつ、遊技盤８０をその両端にて付勢するには、回動基端
側に板バネ２７０及びストッパ２６７を配し、回動先端側にロック装置４００を配するこ
とが好ましい。
【０３６６】
　（ｂ３）上記実施の形態では、遊技盤８０を回動させることにより内枠１３に対して着
脱する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、遊技盤８０をスライド移
動させることにより同内枠１３に対して着脱する構成としてもよい。
【０３６７】
　（ｃ１）上記実施の形態では、ロック装置４００の操作部４４６を回動させることでロ
ック状態とアンロック状態とを切り替える構成としたが、これを変更し、操作部を特定方
向にスライド移動させることでロック状態とアンロック状態とを切り替える構成としても
よい。
【０３６８】
　（ｃ２）上記実施の形態では、ロック装置４００による固定対象を遊技盤８０としたが
、固定対象は同遊技盤８０に限定されるものではない。例えば、裏パックユニット１５や
遊技球発射機構１１０を固定対象としてもよい。
【０３６９】
　（ｃ３）ロック装置４００の配置は任意である。例えば遊技盤８０の回動基端に寄せて
配置することも可能である。但し、前扉枠１４の回動基端側に寄せて配置している場合に
は、ロック装置４００を回動させるための作業スペースの確保が難しくなり得る。故に、
好ましくは前扉枠１４の回動先端側、すなわち遊技盤８０の回動先端側に寄せて配置する
とよい。
【０３７０】
　（ｃ４）上記実施の形態では、操作部４４６の操作量が所定量に達すると、遊技盤８０
を押すプッシャ４２０が一気に突出する構成としたが、これを以下のように変更すること
も可能である。すなわち、操作部４４６の操作量の増加に応じてプッシャ４２０の突出量
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が徐々に増加する構成としてもよい。以下、図３４に基づきその具体例について説明する
。図３４はロック装置の変形例を示す概略図であり、同図３４におけるドットハッチング
はプッシャを示している。
【０３７１】
　図３４に示すように、ロック装置８５０は、内枠１３の背面側筒部８６１に嵌っている
軸体８５１と、その軸体８５１に挿通されたプッシャ８５２と、同軸体８５１の先端部に
固定された操作レバー８５３とを有している。軸体８５１において操作レバー８５３とは
反対側の端部には、背面側筒部８６１の後端面に当接するフランジ８５４が形成されてお
り、内枠１３の背面にはそのフランジ８５４を背面側筒部８６１の後端面との間に挟み込
むようにしてストッパ部材８５８が固定されている。このストッパ部材８５８及び背面側
筒部８６１の後端面によって軸体８５１の自身の軸線方向への移動が阻止されている。
【０３７２】
　軸体８５１においてプッシャ８５２が挿通されている部分には、所定の範囲に亘ってネ
ジ山が形成されている。一方、プッシャ８５２の内周面には、このネジ山に対応するネジ
溝が形成されている。プッシャ８５２は、上記実施の形態と同様に、その外周が多角状を
なしており、内枠１３の前側筒部８６２に回動が規制された状態で嵌っている。
【０３７３】
　操作レバー８５３を所定の方向に回動させると、それに併せて軸体８５１が回動する。
この際、軸体８５１のネジ山とプッシャ８５２のネジ溝とが噛み合うことで、プッシャ８
５２が軸体８５１の軸線方向に移動する。具体的には、操作レバー８５３を時計回りに回
動させることにより遊技盤８０側に移動し（すなわち前側筒部８６２から突出し）、同操
作レバー８５３を反時計回りに回動させることにより遊技盤８０から離れる側に移動する
（すなわち前側筒部８６２内に没入する）。
【０３７４】
　遊技盤８０を内枠１３に対して取り付ける際には、操作レバー８５３を時計回りに回動
させることで、同遊技盤８０が操作レバー８５３の操作部８５５側に押される。これによ
り、遊技盤８０の前面が操作部８５５に当接し、操作レバー８５３の更なる回動操作が不
可となるとともに、同遊技盤８０の前後位置が規定される。
【０３７５】
　なお、上記実施の形態に示したコイルバネ４３０と同等の構成を追加することも可能で
ある。この場合、コイルバネ４３０の付勢力によって、プッシャ８５２の遊技盤８０から
の離れ、すなわち緩みを抑制し、位置決め状態を好適に維持することができる。
【０３７６】
　また、上記構成に追加して、前扉枠１４等に操作部８５５の移動を阻止する阻止手段を
設けることも可能である。これにより、位置決め状態が意図せず解除されることを抑制し
やすくできる。例えば、阻止手段として前扉枠１４に操作部８５５と嵌合する嵌合凹部等
を設けるとよい。操作部８５５の回動を防止することで、位置決め機能の低下を抑制する
こともできる。
【０３７７】
　但し、遊技盤８０の位置をその前面を基準として規定する構成においては、各遊技盤８
０の厚みの差によって操作部８５５の回動位置が相違し得る。機種変更等で遊技盤の厚み
が変わった際に操作部８５５と遊技盤８０との係り代を確保できなくなる可能性がある。
更には、上記嵌合凹部等を追加しても上記阻止機能を正常に発揮させることが困難になり
得る。故に、好ましくは上記実施の形態に示したように、遊技盤８０の厚み差に影響され
ることなく操作部８５５のロック位置が同一となる構成を採用するとよい。
【０３７８】
　（ｃ５）上記実施の形態では、操作部４４６がアンロック位置から遊技盤８０の前面に
対して当接する位置まで回動した場合に、プッシャ４２０が遊技盤８０を押す構成とした
が、これを以下のように変更してもよい。すなわち、操作部４４６がアンロック位置から
遊技盤８０の前面に対して当接する位置まで回動する前の時点で、プッシャ４２０が遊技



(59) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

盤８０を押す構成とすることも可能である。但し、このような変更を行った場合には、操
作部４４６の操作がプッシャ４２０に押された遊技盤８０によって妨げられやすくなると
想定される。これは、ロック装置４００の切替操作をやりにくくする要因となり得る。こ
の点、上記実施の形態に示すように、操作部４４６が遊技盤８０によって邪魔されない位
置まで回動した後、プッシャ４２０が遊技盤８０を押す構成とすれば、確かに操作部４４
６と遊技盤８０との間に摩擦は生じるものの、操作部４４６が遊技盤８０（詳しくは挿通
部９２の内面）につかえるといった不都合を回避することができる。
【０３７９】
　（ｃ６）上記実施の形態では、操作レバー４４０の停留部４４２、４４３及び連結部４
４４とプッシャ４２０の突起４２２とによってプッシャ４２０の位置規制を実現し、構成
の簡略化を図った。しかしながら、この構成では、プッシャ４２０を押すコイルバネ４３
０の付勢力によって操作部４４６は、作業者が意図していない方向に移動する可能性があ
る。これに対して、例えば別のリンク部材等を介することで操作部に加わった操作力をプ
ッシャに伝えるとともにコイルバネ４３０の付勢力が操作部に伝播することを抑制可能な
構成を採用してもよい。この場合、構造は複雑化するものの、操作のやりやすさを向上さ
せることができる。但し、ロック装置４００を配置できるスペースが限られており、同ス
ペースの増大が遊技盤８０の配置領域の縮小を招来し得る点に着目すれば、上記実施の形
態に示した構成のほうが実用上好ましい構成であると考えられる。
【０３８０】
　（ｃ７）上記実施の形態では、ロック装置４００がアンロック状態である場合に、操作
部４４６の長手方向と、遊技盤８０の回動中心軸線に直交する方向とが一致する構成とし
たが、これに限定されるものではない。例えば、操作部４４６の長手方向と、遊技盤８０
の回動中心軸線に直交する方向とが相違する構成としてもよい。但しこの場合、遊技盤８
０が回動する構成であるが故に、挿通部９２における操作部４４６の通過隙を大きく設定
する必要が生じる。これは、操作部４４６において遊技盤８０に当接する部位を操作レバ
ー４４０の基部４４１から遠ざける要因となる。すなわち、遊技盤８０との掛かり代を減
少させるとともに操作レバー４４０に加わる応力を増大させる要因となり得る。故に、望
ましくは、アンロック状態においては操作部４４６の長手方向を遊技盤８０の回動中心軸
線に直交する方向に揃えるとよい。
【０３８１】
　（ｃ８）上記実施の形態では、操作レバー４４０の操作部４４６が基部４４１の中心軸
線を中心として対称形状をなす構成としたが、必ずしもそのように対称形状を成す必要は
なく、中心軸線を挟んだ両側で形状が異なっていてもよい。
【０３８２】
　また、操作部４４６が基部４４１を挟んだ上下両側にて遊技盤８０の前面と当接する構
成としたが、これを変更し、基部４４１の上下両側のうち一方で遊技盤８０の前面と当接
する構成とすることも可能である。例えば操作レバー４４０をＴ字状からＬ字状に変形し
、遊技盤８０の前面に対する当接箇所を減らすことも可能である。
【０３８３】
　（ｃ９）上記実施の形態では、各操作レバー４４０が同一形状をなす一方で遊技盤８０
の挿通部９２はそれぞれ異なる形状をなす構成としたが、これを変更し、各操作レバー４
４０と同様に各挿通部９２の形状を統一してもよい。
【０３８４】
　（ｃ１０）上記実施の形態では、操作レバー４４０の回動範囲を凡そ９０°に制限し、
その範囲内でロック状態とアンロック状態とが切り替えられる構成としたが、操作レバー
４４０の回動範囲はこれに限定されるものではない。例えば１８０°としてもよいし３６
０°としてもよい。
【０３８５】
　また、アンロック状態から時計回りに回動させることでロック状態に切り替えられ、ロ
ック状態から反時計回りに回動させることでアンロック状態に切り替えられる構成とした
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が、これを以下のように変更してもよい。すなわち、同一方向への回動操作によりロック
状態とアンロック状態との切り替えがなされる構成としてもよい。例えば、時計回りに１
８０°回動させる毎にロック状態とアンロック状態とが切り替わる構成とすることも可能
である。これにより、（ｃ７）に示した遊技盤８０と操作部４４６との掛かり代を確保し
やすくできる。
【０３８６】
　（ｃ１１）上記実施の形態では、コイルバネ４３０によってプッシャ４２０を遊技盤８
０側に付勢する構成としたが、コイルバネ４３０に代えて板バネ等の別種のバネ部材を用
いてもよいし、ゴム等の弾性部材を用いてもよい。
【０３８７】
　（ｃ１２）上記実施の形態では、ロック装置４００の操作レバー４４０を内枠１３及び
前扉枠１４によって挟まれた領域内に収容する構成としたが、操作レバー４４０が同領域
から露出する構成としてもよい。但し、この場合、遊技盤８０の不正な取り外しが容易に
なり、防犯機能が低下する可能性がある。故に、防犯機能の向上を配慮するならば、操作
レバー４４０をパチンコ機１０の外部からのアクセスが不可又は困難な位置に配置するこ
とが望ましい。
【０３８８】
　（ｄ１）上記実施の形態では、遊技盤８０の第１把持部４８１及び第２把持部４８２を
１の遊技領域区画部材４８０に配設したが、それら把持部４８１，４８２の配設対象を異
なるものとすることも可能である。例えば、遊技領域区画部材を２つ設け、それら遊技領
域区画部材の一方に第１把持部を設け、他方に第２把持部を設けてもよい。
【０３８９】
　（ｄ２）上記実施の形態では、把持部４８１，４８２を遊技盤８０の回動先端側に配置
したが、把持部４８１，４８２の位置はそれに限定されるものではなく、例えば回動基端
側に配置することも可能である。しかしながら、上記実施の形態にて示したように、遊技
盤８０の回動基端と、前扉枠１４の回動基端とが同一側となっている場合、前扉枠１４に
よって把持部へのアクセスが妨げられやすくなると想定される。これでは、把持部４８１
，４８２を活用しにくくなり、結果として遊技領域ＰＥ内の各種構成が掴まれやすくなる
と懸念される。故に、望ましくは、把持部を遊技領域ＰＥよりも回動先端側となる位置に
配された遊技機部品（例えば遊技領域区画部材４８０）に配するとよい。
【０３９０】
　（ｄ３）上記実施の形態では、第１把持部４８１を遊技領域区画部材４８０において遊
技盤８０の回動先端側を向いた壁部に設けたが、同第１把持部４８１の位置は任意である
。例えば、遊技領域区画部材４８０において下側を向いた壁部に第２把持部４８２と並べ
て配することも可能である。しかしながら、両把持部４８１，４８２を並設すると、仮に
把持部を２つ設けたとしても遊技盤８０を把持した際の安定性を向上させることが困難で
あると想定される。故に、望ましくは各把持部を異なる方向を向いた壁部に配するとよい
。
【０３９１】
　（ｄ４）上記実施の形態では、各把持部４８１，４８２の開放部分が、遊技盤８０の周
縁よりも内側に位置する構成としたが必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、
各把持部４８１，４８２の開放部分が遊技盤８０の周縁よりも外側に位置する構成とする
ことも可能である。しかしながら、この場合、把持部を把持する際の作業スペース（詳し
くは指を把持部に差し込むスペース）の確保が難しくなり得る。具体的には、遊技盤８０
を内枠１３の正面側から取り付ける構成においては、同遊技盤８０の正面側には当該遊技
盤８０を着脱するための軌道が確保されている。この軌道上に把持部を把持するための作
業スペースを確保することにより周辺部品と指との干渉を好適に回避できるが、上述の如
く把持部の開放部分が遊技盤８０の外側に位置している場合、作業スペースを別途形成す
る必要が生じる。これは、遊技盤８０の周辺部品や周辺構造との共存を難しくする要因と
なり得るため好ましくない。故に、望ましくは、把持部４８１，４８２の開放部分は遊技
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盤８０の周縁よりも内側に配するとよい。
【０３９２】
　（ｄ５）上記実施の形態では、把持部４８１，４８２を凹状としそれら把持部４８１，
４８２への指の挿入を可能とするとしたが、把持部の形状はこれに限定されるものではな
く任意である。例えば、把持部を遊技盤８０の正面側に突出する突起状とし、それら把持
部を指で摘めるようにしてもよい。
【０３９３】
　（ｄ６）第１把持部４８１及び第２把持部４８２のうちいずれか一方を省略することも
可能である。しかしながら、このように把持部を１つだけに限定すると、以下の不都合が
生じ得る。つまり、遊技盤８０には可変表示ユニット８５等の各種構成が搭載されている
ことでその総重量が嵩んでいるため、遊技盤８０を片手のみで保持するのは効率的でなく
、遊技盤８０を内枠１３から取り外した際に、把持部を掴んでいないほうの手で遊技盤８
０の他の部位が把持されやすくなると想定される。この場合、仮に釘８７等の遊技性に関
わる構成が把持されると、遊技性に変化が生じ得るため好ましくない。故に、把持部は、
両の手に対応すべく２つ設けるとよい。
【０３９４】
　（ｄ７）第１把持部４８１を返しゴム４９０に対する遊技球の移動経路の延長上に配す
ることも可能である。この場合、同延長上にネジ４９１を配するとよい。なお、遊技領域
区画部材４８０の固定手段として、ネジ４９１以外の構成又は手段を用いることも可能で
ある。例えば、係止ピンや接着剤等を用いてもよい。
【０３９５】
　（ｄ８）上記実施の形態では、遊技領域区画部材４８０が返しゴム４９０を有する構成
としたが、同返しゴム４９０を省略することも可能である。
【０３９６】
　（ｄ９）上記実施の形態では、第１把持部４８１を第２把持部４８２よりも上方且つ遊
技盤８０の回動先端側となるように配置したが、これら各把持部４８１，４８２の配置は
任意である。また、各把持部４８１，４８２の凹み方向についても任意である。
【０３９７】
　（ｄ１０）上記実施の形態では、遊技領域区画部材４８０に内レール１０１に対向する
対向部４８５を設けたが、同様の構成を外レール１０２に適用することも可能である。
【０３９８】
　また、対向部４８５やユニット収容部４８６を省略することも可能であるが、第２把持
部４８２の強度確保のためには、遊技領域区画部材４８０を小型化することは困難である
と想定される。この点、遊技領域区画部材４８０の第２把持部４８２の周辺に、対向部４
８５やユニット収容部４８６を配すれば、遊技盤８０の前面での限られたスペースを有効
に活用し、遊技領域ＰＥとの共存を好適なものとすることができる。
【０３９９】
　（ｄ１１）上記実施の形態では、右側ロック装置４００Ｒよりも遊技盤８０の回動基端
側となる位置に第２把持部４８２を配置したが、両者の位置を入れ替えることも可能であ
る。しかしながら、ロック装置４００は位置決め機能向上の観点から遊技盤８０の端寄り
に配置することが好ましく、第２把持部４８２は遊技盤８０を支えている状態での安定性
向上の観点から遊技盤８０の中央寄りに配置することが好ましい。この点、上記変更を行
うと、第２把持部４８２及び右側ロック装置４００Ｒの各機能が低下し得る。故に、望ま
しくは、上記実施の形態に示したように、第２把持部４８２よりもロック装置４００を回
動先端側に寄せて配置するとよい。
【０４００】
　（ｅ１）上記実施の形態では、「平板部」としての対向板部２５１が環状（詳しくは矩
形枠状）をなす構成としたが、対向板部は遊技盤８０の背面に対向する平板状をなしてい
ればよく、その外形は必ずしも環状でなくてもよい。例えば、「平板部」を内枠１３の左
側枠部１３ｃ及び右側枠部１３ｄに跨って延びる長板状に形成してもよい。
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【０４０１】
　また、対向板部２５１に補強や部材取付等を目的としたリブや凹み等の凹凸を有する構
成としたが、それら凹凸等を有さない構成とすることも可能である。
【０４０２】
　（ｅ２）上記実施の形態では、対向板部２５１と周壁部２６１によって遊技盤収容部７
５を構成したが、同遊技盤収容部７５は必須ではない。少なくとも対向板部２５１に相当
する構成を有していればよく、周壁部２６１を省略することも可能である。
【０４０３】
　（ｅ３）上記実施の形態では、遊技盤８０を固定する左右のロック装置４００Ｒ，４０
０Ｌの間に同遊技盤８０の左右位置を規定する位置決め突起２５９を配置したが、ロック
装置４００Ｒ，４００Ｌ及び位置決め突起２５９の位置関係は任意であり、２つのロック
装置４００Ｒ，４００Ｌの間に位置決め突起２５９を配置する必要はない。また、位置決
め突起２５９を左側のロック装置４００Ｌに寄せて配置したが、同位置決め突起を右側の
ロック装置４００Ｒに寄せて配置することも可能である。
【０４０４】
　（ｅ４）上記実施の形態では、遊技盤８０を装着完了位置に配置する過程で、先ずロッ
ク装置４００の操作部４４６が遊技盤８０の挿通部９２に入り、その後、位置決め突起２
５９が遊技盤８０の貫通孔９１に入る構成としたが、これを変更し、位置決め突起２５９
が貫通孔９１に入った後、操作部４４６が挿通部９２に入る構成とすることも可能である
。但し、この場合、遊技盤８０の左右位置が大きくばらついた状態にて位置決め突起２５
９が貫通孔９１には入ろうとするため、同位置決め突起２５９が貫通孔９１に嵌らず遊技
盤８０の背面等に衝突することが懸念される。これは、位置決め突起２５９を変形させ、
位置決め精度の低下を招く要因となり得るため好ましくない。故に、望ましくは、上記実
施の形態に示したように、先ず操作部４４６及び挿通部９２によって遊技盤８０の大まか
な位置ずれを抑え、ある程度位置決めの目処が立った状態にて位置決め突起２５９が貫通
孔９１に入る構成とするとよい。
【０４０５】
　（ｅ５）上記実施の形態では、位置決め突起２５９が円柱状をなす構成としたが、同位
置決め突起を角柱状とすることも可能である。また、位置決め突起２５９の先端部分を縮
径したが、これを省略することも可能である。
【０４０６】
　（ｅ６）上記実施の形態では、対向板部２５１を構成する平板部のうち、周壁部２６１
のコーナ部のうち誘導レール１００の入口部分１０４から最寄となるコーナ部に連なる平
板部に位置決め突起２５９及びロック装置４００を配設したが、それら位置決め突起２５
９及びロック装置４００を他の平板部に配設することも可能である。
【０４０７】
　また、対向板部２５１を構成する平板部のうち、前扉枠１４を支持する支持金具７１，
７２が取り付けられている左側枠部１３ｃに連なる平板部に位置決め突起２５９及びロッ
ク装置４００を配設したが、それら位置決め突起２５９及びロック装置４００を他の平板
部に配設することも可能である。
【０４０８】
　更には、位置決め突起２５９及びロック装置４００を配設された平板部が、周壁部２６
１を構成する壁部２６２～２６５のうち複数の壁部２６３，２６４に連なる構成としたが
、これに限定されるものではない。例えば同平板部が１の壁部にのみ連なる構成とするこ
とも可能である。
【０４０９】
　（ｆ１）上記実施の形態では、遊技盤８０の左右位置を規定する位置決め突起２５９を
同遊技盤８０の外レール１０２の背後に配置したが、これを変更し、位置決め突起２５９
をパチンコ機１０の正面視において外レール１０２よりも内側又は同外レール１０２より
も外側に配置することも可能である。但し、このように位置決め突起２５９の配置を変更
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する場合であっても、特定部位ＳＰになるべく近づけて配置することが好ましい。
【０４１０】
　（ｆ２）上記実施の形態では、誘導レール１００の入口部分１０４を遊技盤８０の下端
寄りに配したが、同入口部分１０４を遊技盤８０の上端寄りに配することも可能である。
但し、このような変更を行った場合には、入口部分１０４と遊技球発射機構１１０との間
隔が拡がることで、遊技球の着地位置のばらつきが大きくなると想定される。この場合、
入口部分１０４の近傍にて位置決め突起によって位置ばらつきを抑えたとしても、遊技球
の発射ばらつきが支配的となり、位置決め突起による着地位置の安定化機能の恩恵を十分
に享受できなくなると懸念される。故に、望ましくは、誘導レール１００の入口部分１０
４を遊技盤８０の下端、すなわち遊技球発射機構１１０に近づけては位置するとよい。
【０４１１】
　また、誘導レール１００の入口部分１０４を遊技盤８０の中央付近に配したが、例えば
入口部分１０４を遊技盤８０の回動基端側の端部に寄せて配することも可能である。この
場合、遊技球発射機構１１０についても同一側に寄せて配置するとよい。
【０４１２】
　（ｆ３）上記実施の形態では、遊技球発射機構１１０から発射された遊技球が、遊技盤
８０の下端縁すなわち内枠１３の下側壁部２６３を斜めに横切る構成とした。言い換えれ
ば、誘導レール１００の入口部分１０４と遊技球発射機構１１０における発射レール１１
２の先端部分とが、下側壁部２６３を挟んで斜めに対峙する構成とした。これを変更し、
誘導レール１００の入口部分１０４と遊技球発射機構１１０における発射レール１１２の
先端部分とを下側壁部２６３を挟んで上下に配置し、遊技球発射機構１１０から発射され
た遊技球が、遊技盤８０の下端縁すなわち内枠１３の下側壁部２６３を縦に横切る構成と
してもよい。但し、この場合には、遊技球が内レール１０１側に逸れる可能性が生じ、遊
技球の着地位置を特定するのが困難なものとなり得る。故に、望ましくは、遊技球の飛翔
方向をわずかにでも外レール１０２側に傾けるのがよい。
【０４１３】
　（ｆ４）上記実施の形態では、外レール１０２が円弧状をなし、同外レール１０２の特
定部位ＳＰにおける接線ＴＬが発射レール１１２のレール方向と同一方向とすることによ
り、遊技球着地時の衝撃を和らげるとともに、外レール１０２に沿った円滑な誘導を可能
とした。これを以下のように変更してもよい。すなわち、外レール全体を円弧状にするの
ではなく、上記特定部位ＳＰを含んだ一部が発射レール１１２のレール方向と同一方向に
延びる構成としてもよい。これにより、上記実施の形態と同様の効果が得られる。
【０４１４】
　（ｆ５）上記実施の形態では、位置決め突起２５９が挿通される貫通孔９１にレール支
持部材１０７を取り付けたが、このレール支持部材１０７を省略することも可能である。
また、貫通孔９１以外の孔等を用いてレール支持部材１０７を取り付けることも可能であ
る。
【０４１５】
　（ｆ６）遊技盤８０の厚さ方向に貫通している貫通孔９１に代えて、遊技盤８０の厚さ
方向に貫通していない穴部又は凹部を用いることも可能である。更には、貫通孔が上下に
拡張された長孔状をなし、位置決め突起２５９の上下方向への移動を許容する構成とした
が、これに限定されるものではない。例えば貫通孔９１の内形を位置決め突起２５９の外
形に合わせて形成し、それら貫通孔９１及び位置決め突起２５９に上下方向の位置決め機
能を付与することも可能である。しかしながら、このような変更を行った場合、位置決め
突起２５９に生じる負担が大きくなり、同位置決め突起２５９の変形等を生じやすくなる
と想定される。これは、位置決め機能の低下を招く要因となり得るため好ましくない。故
に、望ましくは、貫通孔９１を、遊技盤８０の上下の位置ばらつきを許容する隙間が位置
決め突起２５９との間に生じるように形成するとよい。
【０４１６】
　（ｆ７）上記実施の形態では、内枠１３に位置決め突起２５９を設けるとともに遊技盤
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８０に同位置決め突起２５９が挿通される貫通孔９１を設けたが、これら位置決め突起２
５９及び貫通孔９１を入れ替えることも可能である。すなわち、内枠１３に貫通孔を設け
るとともに遊技盤８０に同貫通孔に挿通される位置決め突起を設けることも可能である。
【０４１７】
　（ｆ８）上記実施の形態では、誘導レール１００を内レール１０１及び外レール１０２
によって構成したが、必ずしもそれら両レールを必須とするものではない。少なくとも外
レール１０２に相当するレールを有していればよい。また、内レール１０１及び外レール
１０２を別体で設ける必要はなく、両者を一体的に設けること（例えば一体成形すること
）も可能である。
【０４１８】
　（ｆ９）上記実施の形態では、遊技球発射ハンドル４０の操作量が第１規定量以上とな
った場合に、遊技球が外レール１０２の特定部位ＳＰに着地する構成としたが、これを変
更し、操作量が第２規定量以上となった場合に、遊技球が外レール１０２の特定部位ＳＰ
に着地する構成とすることも可能である。遊技球発射ハンドル４０の操作量が増せば、遊
技球の発射速度も増加する。遊技球の発射速度が、返しゴム４９０に到達するレベルまで
高まると、外レール１０２に着地した際の衝撃も大きくなると想定される。少なくとも、
このような高い発射速度で打ち出された遊技球の衝突位置のばらつきを抑制することで、
外レール１０２の耐久性向上に貢献しやすくできる。
【０４１９】
　（ｆ１０）上記実施の形態では、位置決め突起２５９が内枠１３の対向板部２５１から
常時突出する構成としたが、同位置決め突起を可動式とし、位置決め位置と非位置決め位
置とに切り替え可能としてもよい。具板的には、位置決め突起を対向板部に対して出没自
在としてもよい。
【０４２０】
　（ｇ１）上記実施の形態では、「載置部」としての下側壁部２６３が平板状をなす構成
としたが、これに限定されるものではない。「載置部」は少なくとも遊技盤８０の下端面
と対峙し、同遊技盤８０を下側から支えることで、当該遊技盤８０の上下位置のばらつき
を抑えることができるものであればよい。例えば、「載置部」を面状ではなく、線状又は
点状とすることも可能である。
【０４２１】
　（ｇ２）上記実施の形態では、下側壁部２６３が遊技盤８０の下端面全域に対して当接
する構成としたが、これを変更し、遊技盤８０の下端面のうち左右両側の一部に対して当
接する構成としてもよい。少なくとも、それら当接箇所が遊技盤８０の左右への傾きを抑
えることができる程度の間隔で設定されていれば、遊技盤８０の上下位置を規定する機能
は担保される。
【０４２２】
　（ｇ３）上記実施の形態では、遊技盤８０が下側壁部２６３に載って上下位置が規定さ
れた後、位置決め突起２５９によって左右位置が規定される構成としたが、この位置決め
の順序を逆にしてもよい。また、上下位置の規定と左右位置の規定とが同時に行われる構
成とすることも可能である。但し、下側壁部２６３と比べて位置決め突起２５９の強度を
確保することは困難であると想定される。このように、強度の劣る位置決め突起２５９に
て先に位置決めを行った場合には、遊技盤８０の重量が位置決め突起２５９に加わる等し
て、位置決め突起２５９の変形等が発生しやすくなると懸念される。これは、位置決め精
度の低下を招く要因となり得るため好ましくない。故に、望ましくは、遊技盤８０を装着
する過程においては、先ず下側壁部２６３による上下位置の規定を可能とするとよい。
【０４２３】
　特に、上記実施の形態においては、内枠１３に仮置き部２９０を形成し、遊技盤８０の
装着初期段階にて遊技盤８０の上下位置のばらつきを抑え、遊技盤８０を回動させること
で同遊技盤８０が下側壁部２６３上に案内されて更に上下位置のばらつきが抑えられる構
成とした。そして、遊技盤８０が下側壁部２６３に載った状態で位置決め突起２５９が貫
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通孔９１に挿通される構成とした。つまり、上下位置が規定されるよりも先に、位置決め
突起２５９が貫通孔９１に挿通されることを抑制した。しかしながら、この仮置き部２９
０に関しては必須の構成ではなく、省略することも可能である。
【０４２４】
　（ｇ４）上記実施の形態では、載置部としての下側壁部２６３が略平面状をなす構成と
したが、これに限定されるものではない。例えば、前後に延びる突起によって遊技盤８０
を支える構成としてもよい。
【０４２５】
　（ｇ５）上記実施の形態では、遊技盤８０の回動中心を変位可能な構成としたが、同遊
技盤８０の回動中心を固定する構成としてもよい。例えば、内枠１３によって遊技盤８０
を回動可能に軸支するとよい。特に、遊技盤８０の上下方向への移動を許容した状態で軸
支し、下側壁部２６３による位置決めがなされた後の軸部への負担を軽減するとよい。
【０４２６】
　（ｇ６）上記実施の形態では、位置決め突起２５９を下側壁部２６３側に寄せて配置し
たが、位置決め突起２５９を上側壁部２６２側に寄せて配置することも可能である。しか
しながら、遊技盤８０の上下位置の位置決め精度が下側壁部２６３近傍で最も高くなる（
例えば遊技盤８０が左右に傾いた場合のばらつきは下側壁部２６３近傍で最も小さくなる
）ことを想定すれば、位置決め突起２５９は下側壁部２６３側に寄せて配置することが望
ましい。
【０４２７】
　（ｈ１）上記実施の形態では、施錠装置５００を「遊技機本体」としての内枠１３に取
り付けたが、これを変更し、「扉体」としての前扉枠１４に取り付けてもよい。
【０４２８】
　（ｈ２）上記実施の形態では、施錠装置５００を前扉枠１４の回動先端側に配置したが
、施錠装置の位置を任意に変更してもよい。例えば、施錠装置を前扉枠１４の上端及び下
端に沿って配置することも可能である。なお、前扉枠１４は必ずしも回動可能に設ける必
要はなく、スライド移動可能に設けてもよい。
【０４２９】
　（ｈ３）上記実施の形態では、施錠装置５００が前扉枠１４を内枠１３に対して閉じた
状態で施錠するとともに、内枠１３を外枠１１に対して閉じた状態で施錠する構成とした
が、これに限定されるものではない。施錠装置５００は、少なくとも前扉枠１４を閉じた
状態で施錠する機能を有していればよく、内枠１３を閉じた状態で施錠する機能を省略す
ることも可能である。但し、この場合、内枠１３を外枠１１に対して閉じた状態で施錠す
る施錠装置を別途設けることが好ましい。また、施錠装置５００に、裏パックユニット１
５を内枠１３に対して閉じた状態で施錠する機能を付与することも可能である。
【０４３０】
　（ｈ４）上記実施の形態では、前扉枠１４及びハンドルベース４１によって内枠１３の
前面を覆うとともに、そのハンドルベース４１に遊技球発射ハンドル４０を装着する構成
としたが、このハンドルベース４１を省略し、前扉枠１４に遊技球発射ハンドル４０を装
着することも可能である。
【０４３１】
　（ｈ５）上記実施の形態では、前扉枠１４及びハンドルベース４１の両者によって施錠
装置５００を覆う構成としたが、これを変更し、前扉枠１４によってのみ施錠装置５００
を覆う構成としてもよい。
【０４３２】
　（ｈ６）上記実施の形態では、内枠１３に施錠装置収容部７７を形成し、その前方開放
部分を施錠装置５００における「ベース部材」としての第１基枠５１０によって覆う構成
としたが、必ずしも第１基枠５１０によって覆う必要はない。例えば、その開放部分をカ
バー部材等によって覆う構成としてもよいし、同開放部分を覆わない構成とすることも可
能である。仮に、開放部分を覆わない場合であっても、施錠装置５００が内枠１３及び前
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扉枠１４によって覆われているため、従来の構成（施錠装置を内枠１３の背面に搭載する
構成）と比較すれば、少なからず防犯機能を向上させることができる。
【０４３３】
　（ｈ７）上記実施の形態では、遊技盤８０を内枠１３の正面側から着脱する構成とした
が、これを変更し、遊技盤を内枠の背面側から着脱する構成としてもよい。但し、このよ
うな変更を行う場合には、併せて以下の変更を行うことが好ましい。前扉枠を開放するこ
とにより、遊技盤を内枠に対して固定するロック装置の解除操作が可能となるように変更
する。例えば、ロック装置の操作部を内枠の正面側に配置したり、内枠１３が外枠１１に
対して開放されていない場合にロック装置の切り替え操作を阻止する阻止手段を前扉枠に
設けたりするとよい。これにより、遊技盤が取り外され、釘８７等の遊技部品に対して容
易にアクセスされるといった不都合を生じにくくすることができる。
【０４３４】
　（ｈ８）上記実施の形態では、遊技盤８０を内枠１３の正面側から着脱する構成とした
が、これと同じ思想を内枠に搭載されている他の遊技機部品に適用することも可能である
。例えば本実施の形態においては、遊技球発射機構１１０が内枠１３に形成された貫通孔
等を介して内枠の背面側に設けられた制御装置と接続されているが、その取り外しを内枠
１３の正面側から行う構成とすることで、遊技球発射機構１１０が取り除かれ、上記貫通
孔を介して不正が行われやすくなるといった不都合を好適に抑制できる。
【０４３５】
　（ｈ９）上記実施の形態では、遊技盤収容部７５（詳しくは周壁部２６１）及び挿入部
２８０によって遊技盤８０の着脱軌道を特定し、前扉枠１４を閉じた状態では、この軌道
上に同前扉枠１４が存在することで、遊技盤８０の取り外しを不可としたが、これら遊技
盤収容部７５及び挿入部２８０を省略することも可能である。
【０４３６】
　（ｈ１０）上記実施の形態では、前扉枠１４が内枠１３に対して閉じた状態では、「区
画手段」としての前扉枠１４のガラスホルダ２７と内枠１３の右側壁部２６５とによって
、内枠１３及び前扉枠１４によって囲まれた空間を遊技盤８０側の領域と施錠装置５００
側の領域とに区画する構成としたが、必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、
前扉枠１４の背面に内枠１３の前面に向けて延びる仕切部を設けてもよいし、内枠１３の
前面に前扉枠１４の背面に向けて延びる仕切部を設けてもよい。
【０４３７】
　更には、内枠１３及び前扉枠１４によって囲まれた空間を遊技盤８０側の領域と施錠装
置５００側の領域とに区画する必要は必ずしもなく、同空間を両領域に区画しない構成と
することも可能である。但し、この場合、上記実施の形態と比較して防犯機能が低下しや
すくなる。
【０４３８】
　（ｈ１１）前扉枠１４に、「固定手段」としてのロック装置４００の操作部４４６の切
り替えを阻止する阻止手段を設けることも可能である。例えば、ロック状態に切り替えら
れた状態の操作部４４６が嵌る凹部を形成したり、操作部４４６がアンロック状態に切り
替えられる場合の回動方向先側から同操作部４４６に対して当接するストッパを形成した
りするとよい。これにより、遊技盤８０の不正な取り外しを抑制し、更なる防犯機能の強
化に貢献できる。
【０４３９】
　（ｈ１２）上記実施の形態では、各鉤部材５５０，６２０が施錠装置収容部７７から突
出する構成としたが、これら各鉤部材５５０，６２０が施錠装置収容部７７から突出しな
い構成とすることも可能である。以下、図３５に基づきその具体例について説明する。図
３５は、施錠装置及びそれに付随する構成を示す概略図である。
【０４４０】
　図３５に示すように、前扉枠１４には、内枠１３側に突出する鉤部材８７１が設けられ
ている。施錠装置８９０の第１基枠８９１において前扉枠１４の背面と対向している前板
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部８９２には鉤部材８７１が挿通される挿通孔８９３が形成されている。前板部８９２の
背面側には鉤部材８７１に対応する前扉用鉤受け部材８９４が設けられている。前扉用鉤
受け部材８９４には孔部８９５が形成されており、この孔部８９５に対して鉤部材８７１
が引っ掛かることで前扉枠１４が施錠された状態となる。
【０４４１】
　同様に、外枠１１には、内枠１３側に突出する鉤部材８８１が設けられている。施錠装
置８９０において施錠装置収容部７７の奥壁部３０１と対向している後板部８９６には鉤
部材８８１の通過を許容する挿通孔８９７が形成されている。後板部８９６の前面側には
鉤部材８８１に対応する内枠用鉤受け部材８９８が設けられている。内枠用鉤受け部材８
９８には孔部８９９が形成されており、この孔部８９９に対して鉤部材８８１が引っ掛か
ることで内枠１３が外枠１１に対して施錠された状態となる。
【０４４２】
　以上詳述したように、前扉枠１４の鉤部材８７１が施錠装置収容部７７内に入り込むこ
とで同施錠装置収容部７７の内部領域にて鉤部材８７１と前扉用鉤受け部材８９４とが引
っ掛かる構成とし、且つ外枠１１の鉤部材８８１が施錠装置収容部７７内に入り込むこと
で同施錠装置収容部７７の内部領域にて鉤部材８８１と内枠用鉤受け部材８９８とが引っ
掛かる構成とすることにより、施錠装置収容部７７外への各鉤受け部材８９４，８９８の
露出を抑え、同鉤受け部材８９４，８９８に対してのパチンコ機外部からのアクセスを第
１基枠８９１によって妨げることができる。このような変更を行うことで更なる防犯性の
向上に貢献することができる。
【０４４３】
　（ｈ１３）上記実施の形態では、内枠１３のスリット３０３を通じて内枠用鉤部材６２
０が同内枠１３の背面側に露出し、それらスリット３０３と内枠用鉤部材６２０との隙間
を連動杆５４０のフランジ５４５によって施錠装置収容部７７の内側から覆う構成とした
が、これを以下のように変更してもよい。すなわち、連動杆５４０以外の部材等によって
上記隙間を覆う構成としてもよい。特に、上記隙間を、内枠用鉤部材における鉤部以外の
部分で覆う構成とすれば、同内枠用鉤部材が動作した場合に、上記隙間を好適に塞ぐこと
ができる。
【０４４４】
　（ｈ１４）上記実施の形態では、施錠装置５００の第１基枠５１０が部材取付部５１５
及びフランジ部５１６を有する構成としたが、これら両者を省略することも可能である。
この場合、部材取付部５１５に取り付けられている各種構成を基枠固定部５１１に取り付
けるとよい。但し、上記実施の形態においては、それら部材取付部５１５及びフランジ部
５１６によって施錠装置５００の着脱軌道を規定していた。前扉枠１４が閉じられた状態
では、同着脱軌道上に前扉枠１４が存在することにより、同施錠装置５００の取り外しを
抑制していた。上述の如く部材取付部５１５及びフランジ部５１６を省略する場合、例え
ば、施錠装置収容部７７の周壁を前扉枠１４側に延出させ、第１基枠５１０の取り外し軌
道を捻出するとよい。これにより、防犯機能の低下を抑制できる。
【０４４５】
　（ｈ１５）上記実施の形態では、内枠１３に施錠装置５００のカム部材６００に対応す
る開口部３２０を形成したが、この開口部３２０を省略することも可能である。但し、こ
のような変更を行った場合、操作キーなしで前扉枠１４を開放することが不可となり、利
便性が低下し得る。
【０４４６】
　（ｈ１６）上記実施の形態では、内枠１３の中央開口７６を遊技盤８０によって覆う構
成としたが、遊技盤８０によって塞ぐ構成とすることも可能である。この場合、遊技盤８
０の背面を内枠１３の対向板部２５１に当接させることで同遊技盤８０の前後位置の位置
決めを行うとよい。なお、中央開口７６は必須の構成ではなく、これを省略することも可
能である。
【０４４７】



(68) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　（ｈ１７）上記実施の形態では、挿入部２８０に遊技盤８０の一側部を挿入し、同遊技
盤８０を回動させることで装着完了位置に移動させる構成としたが、遊技盤８０を前後に
スライド移動させることで装着完了位置に移動させる構成としてもよい。このような変更
を行う場合、例えば挿入部２８０を省略し、遊技盤を遊技盤収容部の周壁部によって同遊
技盤のスライド方向を規定するとよい。
【０４４８】
　（ｈ１８）上記実施の形態では、施錠装置５００が「ベース部材」としての第１基枠５
１０にシリンダ錠５２０，連動杆５４０，前扉用鉤部材５５０，内枠用鉤部材６２０を取
り付ける構成としたが、同第１基枠５１０を省略し、内枠１３や前扉枠１４に対して上記
各種構成を取り付ける構成とすることも可能である。
【０４４９】
　（ｉ１）上記実施の形態では、施錠装置５００において「第１施錠部材」としての前扉
用鉤部材５５０Ｕ及び「第２施錠部材」としての内枠用鉤部材６３０Ｕを施錠位置に向け
て付勢する「付勢部材」としてコイルバネ５６０Ｕを用いたが、これを以下のように変更
してもよい。コイルバネ５６０Ｕ（引っ張りコイルバネ）に代えて圧縮コイルバネや板バ
ネ等を用いることも可能であり、同コイルバネ５６０Ｕに代えてゴム等の弾性部材を用い
ることも可能である。
【０４５０】
　（ｉ２）上記実施の形態では、前扉用鉤部材５５０Ｕにおける突起５５４を「第１取付
部」とし、内枠用鉤部材６２０における突起６２２を「第２取付部」としたが、これらを
逆にすることも可能である。すなわち、内枠用鉤部材６２０Ｕの突起を同内枠用鉤部材６
２０Ｕにおいて前扉用鉤部材５５０Ｕとは反対側となる部位に配設することも可能である
。特に、両鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕにおいて各突起５５４，６２２を相手とは反対側に
それぞれ形成することで、コイルバネ５６０Ｕの自由長の確保を更に容易なものとするこ
とができる。
【０４５１】
　また、内枠用鉤部材６２０Ｕが前扉用鉤部材５５０Ｕよりも上位となるように配置した
が、これら両鉤部材５５０Ｕ，６２０Ｕを上下逆にすることも可能である。
【０４５２】
　（ｉ３）上記実施の形態では、「ベース部材」としての第１基枠５１０の上端側に配置
された前扉用鉤部材５５０Ｕ及び内枠用鉤部材６２０Ｕをコイルバネ５６０Ｕで繋ぐ構成
としたが、これを変更し、第１基枠５１０の下端側に配置された前扉用鉤部材５５０Ｌ及
び内枠用鉤部材６２０Ｌをコイルバネ５６０Ｌで繋ぐ構成とすることも可能である。但し
、上記実施の形態においては、遊技球発射ハンドル４０によって前扉用鉤部材５５０の配
置が限定されているため、敢えて内枠用鉤部材６２０を前扉用鉤部材５５０に寄せる必要
はない。
【０４５３】
　（ｉ４）上記実施の形態では、各鉤部材５５０，６２０の突起５５４，６２２を互いに
近づく側に付勢することで、それら各鉤部材５５０，６２０を施錠位置に維持する構成と
したが、この付勢方向を逆にすることも可能である。すなわち、各鉤部材５５０，６２０
の突起５５４，６２２を互いに遠ざかる側に付勢することで、それら各鉤部材５５０，６
２０を施錠位置に維持する構成とすることも可能である。しかしながら、このような変更
を行った場合には、両鉤部材５５０，６２０を近づけて配置することが難しくなると懸念
される。故に、望ましくは上記実施の形態に示した構成を採用するとよい。
【０４５４】
　（ｉ５）上記実施の形態では、前扉用鉤部材５５０の突起５５４を起立部５５３に設け
たが、同突起をベース部５５１に設けることも可能である。
【０４５５】
　（ｉ６）上記実施の形態では、前扉用鉤部材５５０及び内枠用鉤部材６２０を第１基枠
５１０の異なる部位に配置した。すなわち、前扉用鉤部材５５０を第１基枠５１０の基枠
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固定部５１１に取り付けるとともに、内枠用鉤部材６２０を第１基枠５１０の部材取付部
５１５に取り付ける構成とした。これを変更し、各鉤部材５５０，６２０を同一対象に取
り付ける構成としてもよい。
【０４５６】
　（ｉ７）上記実施の形態では、前扉用鉤部材５５０をスライド移動可能に設けるととも
に、内枠用鉤部材６２０を回動可能に設けた。これら各鉤部材５５０，６２０の移動態様
については任意であり、例えば両鉤部材５５０，６２０をスライド移動可能としてもよい
し、回動可能としてもよい。
【０４５７】
　（ｉ８）上記実施の形態では、施錠装置５００の下端側に遊技球発射ハンドル４０を固
定するハンドルベース４１を設け、このハンドルベース４１との重なりを回避すべく前扉
用鉤部材５５０Ｌをハンドルベース４１の上方に配置した。このハンドルベース４１を省
略することも可能であり、これに併せて前扉用鉤部材５５０Ｌを施錠装置５００（内枠１
３）の下端に寄せて配置することで、前扉枠１４の浮き上がりを一層好適に抑制できる。
この場合、前扉用鉤部材５５０Ｌ及び内枠用鉤部材６２０Ｌの位置が近づくと想定される
が、これら両鉤部材５５０Ｌ，６２０Ｌのコイルバネ５６０Ｌ，６３０の代わりに１のコ
イルバネを用いて両鉤部材５５０Ｌ，６２０Ｌを付勢することで実用上好ましい構成を実
現できる。
【０４５８】
　（ｉ９）上記実施の形態では、施錠装置５００を内枠１３の正面側に配置したが、これ
を変更し、同施錠装置を内枠１３の背面側に配置することも可能である。
【０４５９】
　（ｉ１０）上記実施の形態では、各鉤部材５５０，６２０が連動杆５４０の動きとは独
立した施錠解除位置への移動を許容する構成とした。これを変更し、各鉤部材５５０，６
２０が連動杆５４０の動きに追従することによってのみ施錠解除位置への移動が許容され
る構成としてもよい。
【０４６０】
　（ｉ１１）上記実施の形態では、施錠装置５００に鉤部材５５０，６２０を配するとと
もに前扉枠１４及び外枠１１に鉤受け部材６３，３５０を配したが、これを変更し、施錠
装置に鉤受け部材を配するとともに前扉枠１４及び外枠１１に鉤部材を配してもよい。つ
まり、「施錠部材」は、鉤部材に限定されるものではなく鉤受け部材としてもよい。なお
、鉤部材及び鉤受け部材の両者を同等の関係とみなせば、例えば施錠装置側の施錠部材を
施錠装置側係止部材、前扉枠及び外枠側の施錠部材を前扉側係止部材，外枠側係止部材と
称することも可能である。
【０４６１】
　（ｉ１２）上記実施の形態では、各鉤部材５５０，６２０を１のシリンダ錠５２０を用
いて操作可能としたが、各鉤部材５５０，６２０に個別に対応してシリンダ錠を２つ設け
、それら各シリンダ錠を用いて各鉤部材５５０，６２０を個々に操作可能としてもよい。
【０４６２】
　（ｊ１）上記実施の形態では、「開閉体」としての内枠１３における「貫通孔」として
のスリット３０３を介して施錠装置５００の内枠用鉤部材６２０が同内枠１３の背面側に
露出する構成とし、そのスリット３０３の周縁に沿って「壁部」としての対向壁部３０５
を形成したが、同対向壁部３０５をスリット３０３の周縁から離して形成することも可能
である。
【０４６３】
　（ｊ２）内枠用鉤部材６２０は内枠１３の上端及び下端に寄せて配置され、内枠１３の
外枠１１からの浮き上がりを抑えやすくしている。この場合、例えば、上側の鉤部材６２
０Ｕに対応するスリット３０３においては、同スリット３０３の上端縁に沿うようにして
上記対向壁部３０５を延長することにより、内枠１３の上側枠部１３ａと前扉枠１４との
境界部からの不正なアクセスを抑制しやすくできる。これと同様の変更を下側の対向壁部
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３０５に適用することも可能である。
【０４６４】
　（ｊ３）上記実施の形態では、対向壁部３０５の起立量を内枠用鉤部材６２０の引っ掛
かり部分を覆える程度に設定したが、これを変更し、内枠用鉤部材６２０のスリット３０
３からの突出量と同等に設定してもよい。
【０４６５】
　（ｊ４）上記実施の形態では、対向壁部３０５の先端部分が外枠１１の鉤受け部材３５
０に形成された開口３５３に入る構成としたが、これに限定されるものではない。例えば
、同開口３５３に入らない構成とすることも可能である。但し、この場合、対向壁部３０
５の迂回が容易になり、防犯機能が低下すると懸念される。そこで、対向壁部３０５が開
口３５３に入らない構成を採用する場合には、同対向壁部３０５の先端を鉤受け部材３５
０の前側板部３５２に近接又は当接させるとよい。これにより、防犯機能の低下を抑える
ことができる。なお、実際にこのような変更を適用する場合には、対向壁部３０５の先端
を前側板部３５２に近接又は当接させることが、装着位置のばらつき等により困難になり
える。そして、このような不都合を解消する場合、構成が煩雑化しやすくなる。故に、好
ましくは、上記実施の形態に示したように、対向壁部３０５の先端が開口３５３内に入る
構成を採用するとよい。
【０４６６】
　（ｊ５）上記実施の形態では、対向壁部３０５が内枠１３の回動先端側から内枠用鉤部
材６２０の移動範囲全域に重なる構成としたが、必ずしもこれに限定されない。対向壁部
は、前記移動範囲の一部に重なる構成とすることで、内枠用鉤部材６２０の施錠解除状態
への切り替えを困難なものとすることができる。
【０４６７】
　（ｊ６）上記実施の形態では、対向壁部３０５をスリット３０３に対して内枠用鉤部材
６２０の解除方向（下方）に僅かにずらして配置したが、必ずしもこのようにずらして配
置する必要はない。また、対向壁部３０５の縦幅は、内枠用鉤部材６２０をその移動範囲
全域で覆うことができるのであれば、スリット３０３の縦幅に合わせる必要はない。但し
、スリット３０３についても不正具の侵入経路として狙われやすいと想定されるため、望
ましくは、スリット３０３に合わせて対向壁部を形成するとよい。
【０４６８】
　（ｊ７）対向壁部３０５は、施錠状態の内枠用鉤部材６２０に対して施錠側に延びてい
る必要はなく、少なくとも施錠解除位置側に延びていればよい。これにより、内枠用鉤部
材６２０にワイヤ等の不正具を引っ掛けて施錠解除状態に切り替えるといった行為を抑制
することができる。
【０４６９】
　（ｊ８）上記実施の形態では、対向壁部３０５の起立方向を、スリット３０３からの内
枠用鉤部材６２０の突出方向と同一としたが、必ずしもこれに限定されるものではない。
例えば、内枠用鉤部材６２０の突出方向に対して傾けることも可能である。但し、このよ
うな変更を行う場合であっても、同対向壁部において内枠１３の回動先端側を向いた面を
前記突出方向と平行又は内枠用鉤部材６２０の先端側にて同内枠用鉤部材６２０から離れ
るように傾斜させることが好ましい。
【０４７０】
　なお、対向壁部において内枠１３の回動先端側を向いた面は曲面であってもよい。
【０４７１】
　（ｋ１）上記実施の形態では、「開口」としての開口部３２０が遊技機側方及び遊技機
後方に連続する構成としが、開口部が遊技機側方及び遊技機後方いずれか一方を向く構成
とすることも可能である。言い換えれば、開口部３２０が相互に異なる方向を向いた複数
の壁面部３１２ａ，３１２ｂに跨る構成とした。これに限定されるものではく、複数の壁
面部に跨らない構成とすることも可能である。
【０４７２】



(71) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　例えば、開口部をパチンコ機１０の後方を向く壁面部に形成してもよい。但し、このよ
うな変更を行った場合、「規制部位」としてのカム部材５３０やネジ５３１の取り外し作
業が容易になる反面、外枠１１によって開口部３２０を覆うことが難しくなり得る。
【０４７３】
　また、開口部を内枠１３の回動先端側を向く壁面部に形成することも可能である。但し
、このような変更を行った場合、外枠１１によって開口部を覆いやすくなる反面、ネジ５
３１の取り外し作業が難しくなると想定される。
【０４７４】
　故に、望ましくは、上記実施の形態に示したように、開口部３２０をパチンコ機１０の
後方を向く壁面部３１２ａと内枠１３の回動先端側を向く壁面部３１２ｂとに跨るように
形成し、作業のやりやすさと防犯性の確保とを両立するとよい。
【０４７５】
　（ｋ２）上記実施の形態では、開口部３２０を介してのカム部材５３０及びネジ５３１
の取り出しを許容する構成としたが、これを変更し、それらカム部材５３０及びネジ５３
１の取り出しを不可とする構成としてもよい。但し、このような変更を行った場合には、
取り外されたカム部材５３０及びネジ５３１が施錠装置収容部７７内に残留することで、
それらカム部材５３０やネジ５３１が引っ掛かる等して解錠操作が妨げられる可能性が生
じる。本実施の形態においては、前扉用鉤部材５５０Ｕ，５５０Ｌをカム部材５３０より
も上側に配置しているため、カム部材５３０等との引っ掛かりは回避されやすいが、前扉
枠１４の解錠時に連動杆５４０が下方に移動する構成であるため当該連動杆５４０と施錠
装置収容部７７の下側壁部等との間にカム部材５３０等が挟まるといった不都合は十分発
生し得る。そこで、上記変更に併せて、前扉枠１４の解錠時の連動杆５４０の動作方向を
逆にする等の対策を講じることが望ましい。
【０４７６】
　（ｋ３）上記実施の形態では、両前扉用鉤部材５５０Ｕ，５５０Ｌをカム部材５３０の
上方に配置したが、これら前扉用鉤部材５５０Ｕ，５５０Ｌの配置を以下のように変更す
ることも可能である。例えば、両前扉用鉤部材５５０Ｕ，５５０Ｌをカム部材５３０の下
方に配置してもよいし、前扉用鉤部材５５０Ｕをカム部材５３０の上方、前扉用鉤部材５
５０Ｌをカム部材５３０の下方に配置することも可能である。特にカム部材５３０の一方
側にまとめて配置することにより、カム部材５３０から遠い側の前扉用鉤部材５５０への
不正なアクセス（開口部３２０を介しての不正解錠）をカム部材５３０から近い側の他方
の前扉用鉤部材５５０によって妨げるといった防犯機能の向上が見込まれる。
【０４７７】
　（ｋ４）上記実施の形態では、開口部３２０の特定部分を部分的に拡張する拡張部３２
１を形成し、ドライバ等の工具を挿入する際の目安及びガイドとして利用可能としたが、
開口部３２０を全体的に拡張し工具の挿入軌道が確保されるのであれば、拡張部３２１を
省略することもできる。
【０４７８】
　また、上記実施の形態では、ネジ５３１の取り外し作業を行うための拡張部３２１を、
カム部材５３０及びネジ５３１を取り出しを許容する開口部３２０に対して、一体的に設
けたが、同拡張部３２１に相当する構成（例えば貫通孔や開口）を開口部３２０とは別個
独立して設けることも可能である。
【０４７９】
　（ｋ５）上記実施の形態では、外枠１１によって開口部３２０を覆う構成としたが、同
外枠１１によって開口部３２０を塞ぐ構成としてもよい。これにより、更なる防犯機能の
向上に貢献できる。
【０４８０】
　（ｋ６）上記実施の形態では、施錠装置５００のカム部材５３０を固定する「固定具」
としてネジ５３１を用いたが、このネジ５３１に代えて、係止ピンやＣリング等の係止部
材を用いることも可能である。
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【０４８１】
　また、内枠１３を閉じることにより、外枠１１又はそれに付随する構成が「固定具」の
取り外し軌道上位置する構成としてもよい。特に、係止ピンやＣリング等の係止部材によ
ってカム部材５３０を固定する構成との組み合わせにおいては、シリンダ錠５２０の軸線
方向と、固定具の取り外し方向とを交差させ、具体的には取り外し方向が内枠１３の回動
先端側を向くようにすることが容易となる。これにより、本変形例を好適に実現できる。
【０４８２】
　（ｋ７）上記実施の形態では、連動杆５４０によってカム部材５３０の動作を前扉用鉤
部材５５０に伝達する構成としたが、この連動杆５４０を省略し、カム部材５３０によっ
て前扉用鉤部材５５０を直接動作させる構成としてもよい。
【０４８３】
　（ｌ１）上記実施の形態では、「遊技機本体」としての内枠１３の施錠装置５００が「
第２施錠部材」としての前扉用第２鉤部材５８０を有するとともに、前扉枠１４が鉤受け
部材６３を有する構成としたが、両者を入れ替えることも可能である。すなわち、施錠装
置５００が鉤受け部材を有するとともに、前扉枠１４が鉤部材を有する構成とすることも
可能である。この場合、鉤部材が押し込まれることで、鉤受け部材が施錠解除状態から施
錠状態に切り替わる構成とすればよい。
【０４８４】
　（ｌ２）上記実施の形態では、「第２施錠部材」としての前扉用第２鉤部材５８０が「
第１施錠部材」としての前扉用第１鉤部材５５０の施錠解除状態への切り替えと連動して
施錠解除状態に切り替えられる構成としたが、両鉤部材５５０，５８０を連動させる必要
はない。例えば、前扉用第２鉤部材５８０に対応するシリンダ錠５２０を別途設け、解錠
操作を個別に行う構成とすることも可能である。但し、この場合、前扉枠１４の開放作業
が煩雑なものとなり、メンテナンス性の悪化を招来し得る。故に、望ましくは、前扉用第
１鉤部材５５０と前扉用第２鉤部材５８０とを連動させ、１の解錠操作によって、それら
両鉤部材５５０，５８０が施錠解錠状態に切り替えられる構成とするとよい。
【０４８５】
　（ｌ３）上記実施の形態では、前扉用第２鉤部材５８０を「扉体」としての前扉枠１４
の回動先端側に配置したが、同前扉用第２鉤部材５８０を前扉枠１４の回動基端側に配置
することも可能である。
【０４８６】
　また、前扉用第２鉤部材５８０を「遊技用操作部」を構成するハンドルベース４１寄り
に配置したが、同前扉用第２鉤部材５８０を前扉枠１４の回動中心軸線寄りに配置するこ
とも可能である。
【０４８７】
　（ｌ４）上記実施の形態では、前扉用第２鉤部材５８０の施錠位置が前扉枠１４の回動
先端側（ハンドルベース４１側）、施錠解除位置が前扉枠１４の回動基端側となるように
構成したが、これら施錠位置と、施錠解除位置とを逆にしてもよい。但し、ハンドルベー
ス４１との境界部位付近での前扉枠１４の浮き上がりを抑えるには、施錠位置をハンドル
ベース４１寄り設定することが望ましい。
【０４８８】
　（ｌ５）上記実施の形態では、施錠装置５００（詳しくは第２基枠５７０や前扉用第２
鉤部材５８０）を内枠１３の正面側に配置したが、これを変更し、内枠１３の背面側に配
置することも可能である。なお、施錠装置５００を内枠１３に設置したが、前扉枠１４に
設置することも可能である。
【０４８９】
　（ｌ６）上記実施の形態では、前扉用第２鉤部材５８０においては連動杆５４０とは独
立した施錠解除位置への移動を許容する構成とした。これを変更し、施錠解除位置への移
動が必ず連動杆５４０の動きに追従する構成とすることも可能である。
【０４９０】
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　（ｌ７）上記実施の形態では、前扉枠１４の鉤受け孔部６４及び膨出部６６を、前者が
後者よりもハンドルベース４１に近くなるように配置したが、後者が前者よりも同ハンド
ルベース４１に近くなるように配置することも可能である。
【０４９１】
　また、膨出部６６を省略することも可能である。
【０４９２】
　（ｌ８）上記実施の形態では、パチンコ機１０の正面視においてハンドルベース４１を
施錠装置５００と重なる位置に配置したが、重ならない位置に配置することも可能である
。
【０４９３】
　（ｌ９）上記実施の形態では、ハンドルベース４１と前扉枠１４との境界がハンドルベ
ース４１の周縁の一部となるようにそれらハンドルベース４１と前扉枠１４とを併存させ
たが、ハンドルベース４１の全周に亘って両者の境界が形成されるようにハンドルベース
４１と前扉枠１４とを併存させることも可能である。
【０４９４】
　（ｌ１０）内枠１３によってハンドルベース４１を開閉可能に保持してもよい。例えば
、内枠１３において前扉枠１４の回動先端側となる端部にてハンドルベース４１を回動可
能に軸支するとよい。
【０４９５】
　（ｌ１２）上記実施の形態では、前扉用第２鉤部材５８０を１つ有する構成としたが、
前扉用第２鉤部材５８０を複数有する構成としてもよい。この場合、第２基枠５７０の長
手方向にそれら前扉用第２鉤部材５８０を並べて配置するとともに、連動杆５４０と同様
の構成を追加することにより各前扉用第２鉤部材５８０を連動させるとよい。
【０４９６】
　（ｌ１３）上記実施の形態では、前扉用第２鉤部材５８０が左右にスライドすることで
、施錠状態と施錠解除状態とが切り替えられる構成としたが、これを変更し、前扉用第２
鉤部材が上下にスライドすることで、施錠状態と施錠解除状態とが切り替えられる構成と
してもよい。また、前扉用第２鉤部材５８０を、内枠用鉤部材６２０と同様に、回動する
ことで施錠状態と施錠解除状態とが切り替えられる構成とすることも可能である。
【０４９７】
　（ｍ１）上記実施の形態では、「支持枠」としての外枠１１に固定された鉤受け部材３
５０のベース板部３５５を、右枠部３８０の設置面３８２に窪み部３８１を形成すること
により設置面３８２よりも前方に突出させたが、この窪み部３８１を省略し、鉤受け部材
３５０全体を前出しすることにより同ベース板部３５５を設置面３８２から突出させても
よい。
【０４９８】
　（ｍ２）上記実施の形態では、「壁面部」としてのベース板部３５５が、鉤受け部材３
５０を外枠１１に取り付けるための取付部としての機能を有する構成としたが、これを変
更し、ベース板部３５５が取付部としての機能を有さない構成とすることも可能である。
この場合、鉤受け部材３５０に別途取付部を設けるとよい。
【０４９９】
　但し、ベース板部３５５が、外枠１１と内枠１３との境界部位ＢＰから不正具が挿入さ
れた場合に、同不正具が当たることでそれ以上の侵入を妨げる機能を有している点に着目
すれば、ベース板部３５５を外枠１１に固定することで、ベース板部３５５の変形を抑え
防犯機能の向上が期待できる。故に、望ましくは、ベース板部３５５を外枠１１に対して
固定する構成を採用することで、同ベース板部３５５が取付機能と防犯機能とを併せ有す
る構成とするとよい。
【０５００】
　（ｍ３）上記実施の形態では、ベース板部３５５が鉤受け部材３５０の開口３５３の上
端よりも更に上方且つ同開口３５３の下端よりも更に下方に延びる構成としたが、これに



(74) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

限定されるものではない。ベース板部３５５は、少なくとも鉤受け部材３５０の引っ掛か
り部分（すなわち開口３５３の上端縁）を境界部位ＢＰ側から覆っていればよく、その縦
幅は任意である。但し、同ベース板部３５５の迂回や開口３５３内への侵入を難しくし、
防犯機能を充実させる点に着目すれば、上記実施の形態に示すように、ベース板部３５５
を少なくとも開口３５３よりも上方及び下方に延びる構成とすることが好ましい。
【０５０１】
　（ｍ４）上記実施の形態では、ベース板部３５５を、内枠１３の第２内側段差部３１２
の壁面部３１２ｂよりも同内枠１３の回動基端側となるように配置したが、これを以下の
ように変更してもよい。すなわち、ベース板部３５５及び壁面部３１２ｂの左右位置を同
一としてもよいし、ベース板部３５５が壁面部３１２ｂよりも内枠１３の回動先端側とな
るように配置してもよい。但し、このような変更を行った場合には、仮に不正具が壁面部
３１２ｂに沿って後方に移動すると、ベース板部３５５が迂回されやすくなると懸念され
るため、防犯機能向上の観点から見れば、上記実施の形態に示した配置が好ましい。
【０５０２】
　（ｍ５）上記実施の形態では、外枠１１（右枠部３８０）の設置面３８２における前端
縁が外枠１１と内枠１３との境界部位ＢＰよりも後方に位置する構成としたが、設置面３
８２の前端縁が境界部位ＢＰよりも前方に位置する構成としてもよい。但し、この場合、
仮に不正具の前方に移動し、ベース板部３５５の突出方向と一致した場合、同ベース板部
３５５の迂回が容易なものとなり得る。これは、ベース板部３５５の防犯機能を低下させ
る要因となり得る。故に、望ましくは、上記実施の形態に示したように、設置面３８２の
前端縁が境界部位ＢＰよりも後方となる構成を採用するとよい。
【０５０３】
　（ｍ６）内枠１３に、後方に突出して外枠１１の窪み部３８１に嵌る突起等を形成する
とよい。これにより、更なる防犯機能の強化に貢献できる。
【０５０４】
　（ｍ７）上記実施の形態では、施錠装置５００を内枠１３の右側枠部１３ｄに沿って配
置したが、同施錠装置５００を内枠１３の上側枠部１３ａに沿って配置することも可能で
ある。この場合、外枠１１の鉤受け部材３５０を同外枠１１の上枠部に配置するとともに
、窪み部３８１及び設置面３８２に相当する構成を同上枠部に形成するとよい。また、施
錠装置５００を内枠１３の下側枠部１３ｂや左側枠部１３ｃに沿って配置するとともに、
それに併せて鉤受け部材３５０，設置面，窪み部の配置を外枠１１の下枠部や左枠部に配
することも可能である。
【０５０５】
　（ｍ８）上記実施の形態では、内枠１３の右側枠部１３ｄに複数の段差部３１１～３１
３を形成することにより、不正具の侵入を難しくするとともに、仮に侵入された場合であ
ってもその侵入経路が限定されやすくした。しかしながら、それら段差部３１１～３１３
については、必ずしも必要な構成ではなく省略することも可能である。但し、段差部３１
１～３１３を省略する場合には、外枠１１の窪み部３８１の前方に位置する第２内側段差
部３１２の壁面部３１２ｂに相当する構成を残すことが望ましい。外枠１１と内枠１３と
の境界部位ＢＰから挿入された不正具は、内枠１３等の壁面に沿って移動しやすく、その
移動経路がそれら壁面によって規定されやすい。故に、上述の如く第２内側段差部３１２
の壁面部３１２ｂに相当する構成を残すことで、境界部位ＢＰから侵入した不正具を窪み
部３８１に誘導しやすくできる。これにより、鉤受け部材３５０のベース板部３５５の防
犯機能を発揮させやすくできる。
【０５０６】
　（ｍ９）上記実施の形態では、鉤受け部材３５０を固定する固定手段として、破断ネジ
を用いたが、これら破断ネジを通常のネジ、釘及び係止ピン等で置き換えることも可能で
ある。このように固定手段を変更する場合であっても、それら固定手段の取り付け位置は
、外枠１１と内枠１３によって囲まれる又は覆われる領域内であることが望ましい。
【０５０７】
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　（ｍ１０）上記実施の形態では、鉤受け部材３５０の鉤受け部３５１において各板部の
境界部位に間隙３５４を形成したが、これら間隙を省略することも可能である。
【０５０８】
　（ｍ１１）上記実施の形態では、鋼板を折り曲げることで鉤受け部材３５０を形成した
が、同鉤受け部材３５０の材質は鋼板に限定されるものではなく、他の金属板を用いても
よいし、合成樹脂を用いてもよい。なお、合成樹脂材料を使用する場合には、鉤受け部材
の内部が視認困難又は不可となるように有色不透明のものを用いるとよい。
【０５０９】
　（ｎ１）上記実施の形態では、遊技盤８０の上側切欠き部８９によって「開放部」を構
成したが、「開放部」を遊技盤８０の厚さ方向に貫通する貫通孔によって構成することも
可能である。但し、貫通孔を採用した場合には、ハーネスＨを挿通させる際の作業が煩雑
なものとなり得る。故に、望ましくは切欠きを採用するとよい。
【０５１０】
　（ｎ２）上記実施の形態では、上側切欠き部８９を上側及び回動中心側に開放したが、
これを変更し、上側切欠き部が上側及び回動中心側のいずれか一方に開放させてもよい。
【０５１１】
　また、上側切欠き部８９は必ずしも上隅に形成する必要はなく、遊技盤８０の上端及び
下端の中間位置に配置することも可能である。
【０５１２】
　（ｎ３）上記実施の形態では、上側切欠き部８９にハーネスＨを支持するハーネス支持
部８９ａを設け、遊技盤８０の着脱作業中及び遊技盤８０を装着した後は同ハーネス支持
部８９ａによってハーネスＨを支持する構成としたが、ハーネス側コネクタＣ１と制御装
置側コネクタＣ２とを接続したり、遊技盤８０を装着完了位置に配置したりすることで、
ハーネスＨがハーネス支持部８９ａから離間する構成としてもよい。つまり、ハーネス支
持部８９ａによって常時ハーネスＨを支持する必要はない。
【０５１３】
　（ｎ４）上記実施の形態では、「開口部」としての中央開口７６を設けたが、中央開口
７６とは別にハーネス用の開口を設けてもよい。
【０５１４】
　（ｎ５）上記実施の形態では、音声ランプ制御装置１４３（詳しくは制御装置側コネク
タＣ２）よりも上位となる位置に上側切欠き部８９を設け、その上側切欠き部８９よりも
更に上位となる位置にハーネス用開口部３６を設けたが、これら、各種構成３６，８９，
１４３の位置関係はこれに限定されるものではない。例えば、ハーネス用開口部３６を上
側切欠き部８９よりも下位となる位置に設けてもよい。
【０５１５】
　（ｎ６）上記実施の形態では、遊技盤８０の回動中心軸線と前扉枠１４の回動中心軸線
とをずらすことにより、遊技盤８０の装着完了位置への移動に伴って、ハーネスＨの弛み
が減少する構成としたが、それら両中心軸線を一致させることも可能である。この変形例
を採用することで、ハーネスＨの余裕代を更に小さくすることができる。故に、併せてハ
ーネスＨの全長を、上側切欠き部８９を経由することなく各コネクタＣ１，Ｃ２の接続が
不可となるように設定するとよい。これにより、作業ばらつきによってハーネスＨが内枠
１３，前扉枠１４及び遊技盤８０の三者間にて挟まるといった不都合を生じにくくするこ
とができる。
【０５１６】
　（ｎ７）上記実施の形態では、前扉枠１４のハーネス用開口部３６と音声ランプ制御装
置１４３の制御装置側コネクタＣ２と遊技盤８０の上端部との三者を結んだ最短経路上に
上側切欠き部８９を形成したが、上側切欠き部８９をこの最短経路から外れた位置に形成
することも可能である。但し、この場合、遊技盤８０を装着完了位置に向けて回動させる
ことでハーネスＨの弛みが減少し、同ハーネスＨが上側切欠き部８９側に移動するといっ
た位置合わせ機能を享受することが難しくなると想定される。
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【０５１７】
　（ｎ８）上記実施の形態では、遊技盤８０を回動させることにより装着完了位置に配置
する構成としたが、同遊技盤８０をスライドさせることで装着完了位置に配置する構成と
してもよい。
【０５１８】
　また、遊技盤８０の回動中心を前扉枠１４の回動基端側と同一側に設定したが、遊技盤
８０の回動中心を前扉枠１４の回動基端側とは反対側に設定することも可能である。
【０５１９】
　なお、前扉枠１４については、内枠１３によって回動可能に支持される構成としたが、
同内枠１３によってスライド移動可能に支持される構成とすることも可能である。
【０５２０】
　但し、上記３つの変形例を採用した場合には、上記実施の形態に示した構成と比較して
ハーネスＨの余裕代を増加させる必要が生じる。このため、周辺部品との干渉等による断
線等の不具合を生じやすくなると想定される。故に、ハーネスＨの余剰撓み分を逃がすた
めのスペースの確保等を行うことが好ましい。
【０５２１】
　（ｎ９）上記実施の形態では、前扉枠１４のハーネス用開口部３６を同前扉枠１４の回
動基端側の端部に寄せて設けたが、同ハーネス用開口部３６の配置は任意である。例えば
、ハーネス用開口部３６を同前扉枠１４の回動先端側に設けることも可能である。この場
合、ハーネスＨを前扉枠１４の背面に沿って回動基端側に案内し、回動基端側の端部に寄
った位置で保持するクランプ等を設けることが好ましい。
【０５２２】
　（ｎ１０）上記実施の形態では、前扉枠１４が「演出装置」として環状電飾部２３及び
スピーカ部２６を有する構成としたが、これら両者の一方を省略することも可能である。
また、前扉枠１４が「演出装置」として液晶ディスプレイ等の表示装置を有する構成とし
てもよい。
【０５２３】
　（ｏ１）上記実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定
領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に
遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機
、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。
【０５２４】
　また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを
備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップス
イッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認
できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組み合わせが成立していた場合にはメダル
の払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。
【０５２５】
　更に、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に
貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作
されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された
遊技機にも本発明を適用できる。
【０５２６】
　＜上記実施の形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等
を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記実施の形態において
対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定され
るものではない。
　なお、下記の特徴群に記載された発明は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技盤を枠体
に搭載してなる遊技機本体を備えているものがある。遊技盤の前面にはレール部材が設け
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られており、同遊技盤の前面のうちこのレール部材によって囲まれた領域が遊技領域とな
っている。遊技機本体の前面側には当該遊技機本体を覆う扉体が設けられており、同扉体
において遊技盤の前方となる位置に配設された透明パネルを介して遊技領域が視認可能と
なっている。遊技者により遊技球発射ハンドルが操作されると遊技球発射装置から遊技球
が発射される。遊技球発射装置は遊技球の発射方向を規定する発射レールを有している。
この発射レールから発射された遊技球は、上記レール部材に沿って移動することにより遊
技領域に導かれることとなる。一般的に、このような遊技機においては遊技盤が枠体に対
して着脱可能に取り付けられており、遊技盤の着脱を可能とすることで遊技盤等のメンテ
ナンス作業の容易化や機種変更時における同遊技盤の入替作業の容易化が図られている。
特に、近年では遊技盤を枠体の前方から着脱可能とする遊技機が提案されており、上述し
た遊技盤着脱作業の更なる容易化が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背
景技術について、「しかしながら、遊技盤を枠体の前方から取り付けるタイプの遊技機に
おいては、遊技盤の取付容易性，取付位置精度，取付安定性等、未だ改善の余地がある。
」という発明が解決しようとする課題をもってなされたものである。
【０５２７】
　特徴Ａ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０）と、
　前記遊技盤を着脱可能に支持する支持枠（内枠１３）と
を備え、
　前記支持枠に対して前記遊技盤が遊技機前方から取り付けられている遊技機において、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の前面に当接する複数の当接部（ストッパ２６７）
と、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤を当該遊技盤の背面側から押すことにより同遊技盤
を遊技機前方に向けて付勢する付勢手段（板バネ２７０）と
を備え、
　前記複数の当接部は、前記付勢手段の付勢力による１の当接部を支点とした前記遊技盤
の回動を他の当接部によって抑えることができる位置にそれぞれ配置されていることを特
徴とする遊技機。
【０５２８】
　特徴Ａ１によれば、遊技盤を支持枠の前方（すなわち支持枠の正面側）から取り付け可
能とすることにより、支持枠の背面側から遊技盤の取り付けを行う場合と比較して、作業
の容易化を促進できる。このように遊技盤を支持枠の正面側から取り付ける構成において
は、支持枠の背面側から遊技盤の取り付けを行う構成と比較して、遊技盤の前面の位置精
度（例えば前後方向の位置精度）を向上させることが難しくなると想定されるが、本特徴
においては、当接部及び付勢手段によって遊技盤の前面を対象として位置決めを行うこと
により、同前面の位置精度を高めやすくしている。
【０５２９】
　付勢手段によって遊技盤を付勢する構成においては、例えば遊技盤において付勢手段に
よって押される位置と、当接部によって止められる位置とをずらすことにより、付勢手段
の付勢力の及ぶ範囲を拡げやすくし、構成の煩雑化を抑えつつ同遊技盤の位置決め機能を
向上することができる。しかしながら、単にこのような構成を適用した場合には、遊技盤
が当接部を支点として回動しやすくなると想定される。更には、仮に遊技盤の回動が阻止
されている場合であっても、同遊技盤に対して回転モーメントが作用しやすい状態となり
得る。これらは、位置決め時の安定性を低下させ、同遊技盤の位置決め精度の向上を妨げ
る要因となり得るため好ましくない。そこで、本特徴においては、複数の当接部を、付勢
手段の付勢力による１の当接部を支点とした遊技盤の回動を他の当接部によって抑えるこ
とができる位置に配置することで、上述した不都合を払拭することが可能となっている。
これにより、遊技盤の取り付けを容易化しつつ、同遊技盤の位置精度の向上に貢献できる
。
【０５３０】
　また、当接部を複数設けることで、例えば上述した複数の当接部を包括するような大型
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の当接部を設ける場合と比較して、当接部の成形の容易化及び同当接部による位置決め精
度の確保の容易化に貢献できる。
【０５３１】
　特徴Ａ２．前記複数の当接部は特定方向に並べて配置されており、
　前記付勢手段は、前記特定方向において、前記当接部群の両端に配置された２つよりも
内側となる位置に配置されていることを特徴とするＡ１に記載の遊技機。
【０５３２】
　特徴Ａ２に示すように当接部群の配置方向（特定方向）において両端に配置された２つ
よりも内側となる位置に付勢手段を配置する構成とすれば、遊技盤の回動を好適に抑制す
ることができ、位置決め精度の向上に貢献できる。
【０５３３】
　特徴Ａ３．前記付勢手段を複数有し、
　前記当接部は、遊技機の正面視においてそれら個々の付勢手段の両側にそれぞれ配置さ
れていることを特徴とするＡ１又はＡ２に記載の遊技機。
【０５３４】
　特徴Ａ３によれば、付勢手段を複数設け、遊技盤を押す位置を増やすことにより、位置
決めをしやすくできる反面、各付勢手段と当接部との位置関係によっては、特定の当接部
に加わる負荷が極端に大きくなることが懸念される。これは当接部の変形等を促進させ遊
技盤の各所における位置決めの精度にばらつきが生じる要因となり得るため好ましくない
。この点、本特徴においては、遊技機の正面視においてそれら付勢手段の両側に当接部を
各々配置することにより、上記デメリットを抑えつつ上記メリットを好適に享受できる。
これにより、遊技盤の位置決め精度の更なる向上に貢献している。
【０５３５】
　特徴Ａ４．前記付勢手段は、同付勢手段の両側にある前記当接部のほぼ中央に配置され
ていることを特徴とするＡ３に記載の遊技機。
【０５３６】
　特徴Ａ４によれば、付勢手段の付勢力によって各当接部に加わる負荷の差を小さくする
ことができる。これにより、例えば一方の当接部が変形しやすくなるといった不都合を生
じにくくし、位置決め精度の低下を抑制しやすくできる。
【０５３７】
　なお、本特徴に示す構成を「前記付勢手段は、前記遊技盤において当該付勢手段によっ
て押されている部位から当該付勢手段の両側にある前記当接部のうち一方の当接部及び前
記遊技盤が当たっている部位までの距離と、前記遊技盤において当該付勢手段によって押
されている部位から当該付勢手段の両側にある前記当接部のうち他方の当接部及び前記遊
技盤が当たっている部位までの距離とがほぼ同等となる位置に配置されていることを特徴
とするＡ３に記載の遊技機」と置き換えることも可能である。
【０５３８】
　特徴Ａ５．前記支持枠に設けられているとともに前記遊技盤よりも下側に配置され、遊
技球を発射する遊技球発射装置（遊技球発射機構１１０）を備え、
　前記遊技球発射装置は、遊技球の発射方向を規定する発射レール（発射レール１１２）
を有し、
　前記遊技盤の前面に取り付けられ、前記発射レールから発射された遊技球を前記遊技領
域に導く誘導レール（誘導レール１００）と、
　前記支持枠の前面に設けられ、前記発射レールが設置される設置面（発射機構設置部７
９）と
を備え、
　前記当接部と前記設置面とが一体成形されていることを特徴とするＡ１乃至Ａ４のいず
れか１つに記載の遊技機。
【０５３９】
　特徴Ａ１等に示したように遊技盤の前面にて位置決めを行う構成においては、その位置
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決め精度が当接部、詳しくは当接部において遊技盤が当接する面（以下便宜上、当接面と
称する）の位置によって左右されることとなる。仮に、当接面と設置面との位置がばらつ
くと、発射レール及び遊技盤の前面（詳しくは誘導レール）の前後位置がばらつきやすく
なる。これにより、誘導レールにおける遊技球の着地位置がばらつくと想定される。これ
は遊技球の円滑な誘導を妨げる要因となり得るため好ましくない。この点、本特徴に示す
ように、当接部及び設置面を一体成形することにより、当接部と設置面との位置ばらつき
を抑えることが可能となる。これにより、上記不都合を生じにくくし、遊技球の誘導を円
滑なものとすることができる。
【０５４０】
　特徴Ａ６．前記遊技領域は略円形状をなしており、
　前記遊技盤の前面に設けられ、遊技球発射装置（遊技球発射機構１１０）から発射され
た遊技球を同遊技領域に導く誘導レール（誘導レール１００）を備え、
　前記誘導レールは、前記遊技領域の外縁において前記遊技盤の一辺側となる部位に沿っ
て延びているとともに、前記遊技盤の一辺側に凸となる円弧状をなしており、
　前記当接部は、前記誘導レールにおいて前記一辺側に凸となっている部分の上方及び下
方にそれぞれ配置されていることを特徴とするＡ１乃至Ａ５のいずれか１つに記載の遊技
機。
【０５４１】
　特徴Ａ６によれば、誘導レールにおいて遊技盤の一辺側に凸となっている部位の上下に
当接部を配置することで、遊技領域と当接部とを遊技盤の前面側にて好適に共存させるこ
とが可能となる。
【０５４２】
　なお、特徴Ａ５との組み合わせにおいては特に、本特徴における「遊技球発射装置」，
「誘導レール」を特徴Ａ５における「遊技球発射装置」及び「誘導レール」と同一のもの
としてもよい。
【０５４３】
　特徴Ａ７．前記当接部及び前記付勢手段は前記遊技盤の一辺に沿って配置されているこ
とを特徴とするＡ１乃至Ａ６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０５４４】
　特徴Ａ１等に示したように、遊技盤の前面側に遊技領域が形成されている構成において
、更に同遊技盤の前面に対応する当接部を有する構成とした場合、それら当接部の配置に
よって遊技領域の拡がりが制限されることは好ましくない。この点、特徴Ａ７に示すよう
に、当接部及び付勢手段を遊技盤の一辺に沿って配置し、位置決めに関する構成の占有領
域の拡がりを抑える構成とすれば、上記不都合を抑制し、当接部と遊技領域とを好適に共
存させることが可能となる。
【０５４５】
　特徴Ａ８．前記支持枠によって回動可能に支持され、前記遊技盤を前方から覆う扉体（
前扉枠１４）を備え、
　前記当接部及び前記付勢手段は、前記遊技盤において前記支持枠により支持されている
側と同一側の一辺に沿って配置されており、
　前記遊技盤は、前記当接部と前記付勢手段との間に挿入された状態にて、その挿入され
た部分を中心として回動されることにより前記支持枠に対して着脱されるものであること
を特徴とするＡ１乃至Ａ７のいずれか１つに記載の遊技機。
【０５４６】
　特徴Ａ８に示すように支持枠に扉体が設けられている場合には、扉体を開放した状態で
遊技盤を遊技機前方から真っ直ぐ押し込んで取り付けるのは難しくなり得る。特に、遊技
機が遊技ホールの島設備に設置されている場合には、扉体の回動基端側において遊技盤を
取り付ける際の作業スペースの確保や取付軌道の確保が困難になりやすいと想定される。
この点、本特徴によれば、遊技盤を挿入部に挿入した後で、支持枠に対して回動させるこ
とにより取付完了位置に配置することができるため、上述した不都合を好適に払拭するこ
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とができる。
【０５４７】
　このような構成において、仮に遊技盤を所定の取り付け位置に配置した後、当接部を遊
技盤に当接する位置に移動させる等の別途操作が必要である場合には、上述の如く作業ス
ペースの確保が難しい等の理由から作業が煩雑化すると想定される。故に、遊技盤の回動
基端側においては、別操作を必要としない固定式の当接部を採用するこが好ましい。これ
により、遊技盤の取り付け作業の更なる容易化が期待できる。
【０５４８】
　特徴Ａ９．前記当接部は、前記付勢手段において前記遊技盤の背面に当接する部位より
も前記遊技盤の回動基端側となる位置に配置されていることを特徴とするＡ８に記載の遊
技機。
【０５４９】
　特徴Ａ８に示したように、当接部と付勢手段との間に遊技盤を挿入する構成においては
、仮に遊技盤の挿入角度が小さくなると同遊技盤が支持枠に対してひっかかりやすくなる
と懸念される。この点、本特徴においては、当接部が付勢手段において遊技盤の背面に当
接する部位よりも遊技盤の回動基端側に配置されていることで、挿入口を遊技機前側に向
けることが可能となる。これにより、上記挿入角度を大きくでき挿入作業の容易化に貢献
できる。
【０５５０】
　また、遊技盤を遊技機前方に付勢する構成を採用した場合、その付勢力をある程度高め
に設定することにより、位置決め精度の向上を図ることができる。しかしながら、付勢力
を強めると遊技盤の装着作業が難しくなり得る。この点、本特徴によれば、当接部と付勢
手段の当接部位とをずらして配置することで、付勢力を大きくした場合にその付勢力が遊
技盤を挿入する際の抵抗となることを抑制でき、位置決め精度の向上と挿入作業の容易化
と好適に両立できる。
【０５５１】
　特徴Ａ１０．前記当接部は、前記支持枠に固定された第１当接部であり、
　前記付勢手段は、第１付勢手段であり、
　前記支持枠において前記第１当接部よりも前記遊技盤取付け時における当該遊技盤の回
動先端側に設けられ、前記遊技盤の前面に当接する状態と、同遊技盤の前面に当接しない
状態とに切替え可能な第２当接部（ロック装置４００の操作部４４６）と、
　前記支持枠において前記第２当接部と同一側に設けられ、前記遊技盤を当該遊技盤の背
面側から押すことにより同遊技盤を遊技機前方に向けて付勢する第２付勢手段（ロック装
置４００のプッシャ４２０及びコイルバネ４３０）と
を備えていることを特徴とするＡ８又はＡ９に記載の遊技機。
【０５５２】
　特徴Ａ１０によれば、遊技盤の位置決め精度の向上が期待できる。例えば、遊技盤の回
動基端側では固定式の第１当接部を採用し、遊技盤の回動先端側では可動式の第２当接部
を採用することで、遊技盤の前方の作業スペースを有効活用し遊技盤の着脱作業を容易化
できる。
【０５５３】
　特徴Ａ１１．前記第１付勢手段は、前記遊技盤が回動される過程にて同遊技盤を付勢可
能に形成されており、
　前記第２付勢手段は、前記第２当接部の前記当接しない状態から前記当接する状態への
切替えに基づいて前記遊技盤を付勢するように構成されていることを特徴とするＡ１０に
記載の遊技機。
【０５５４】
　特徴Ａ１１によれば、第１付勢手段によって回動中の遊技盤を付勢する構成とすること
で遊技盤を回動させる際の操作ばらつきを抑制でき、例えば遊技盤が支持枠に引っ掛かっ
て回動操作が妨げられるといった不都合を生じにくくすることができる。また、遊技盤の
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回動先端側に配置した第２付勢手段は、遊技盤を装着完了位置に配置した後、第２当接部
を上記当接する状態へ切り替えることによって、遊技盤を付勢することとなる。故に、第
２付勢手段の付勢力を強め位置精度の向上を図ったとしても、それにより遊技盤の装着作
業が妨げられやすくなることは無い。つまり、作業の容易化と位置決め精度の両立に貢献
できる。
【０５５５】
　特徴Ｂ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０）と、
　前記遊技盤を支持する支持枠（内枠１３）と
を備え、
　前記支持枠に対して前記遊技盤が遊技機前方から取付可能な遊技機において、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の前面に当接する当接部（例えばストッパ２６７や
ロック装置４００の操作部４４６）と、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤を当該遊技盤の背面側から押すことにより同遊技盤
を遊技機前方に向けて付勢する付勢手段（例えば板バネ２７０やコイルバネ４３０）と
を備え、
　前記当接部及び前記付勢手段は、前記支持枠において前記遊技盤の一端側となる位置及
び同遊技盤の他端側となる位置にそれぞれ配置されていることを特徴とする遊技機。
【０５５６】
　特徴Ｂ１によれば、遊技盤を支持枠の前方（すなわち前面側）から取付可能とすること
により、支持枠の背面側から遊技盤の取り付けを行う場合と比較して、同遊技盤の着脱作
業の容易化を促進できる。但し、このように遊技盤を支持枠前方から取り付ける構成にお
いては、支持枠の背面側から遊技盤を取り付ける構成と比較して、遊技盤前面の遊技盤取
付方向（前後方向）における位置精度を向上させるのは難しくなると想定される。
【０５５７】
　この点、本特徴においては、付勢手段によって遊技機前方へ遊技盤を押し、同遊技盤の
移動を当接部によって阻止することにより、同遊技盤の前後位置を規定できる。特に、こ
れら当接部及び付勢手段を遊技盤の両端側に配置することにより、上記付勢力によって遊
技盤が傾いたり回動したりすることを抑制しやすくしている。これにより、遊技盤（詳し
くはその前面）の位置精度向上に貢献できる。
【０５５８】
　なお、本特徴においては、一端側の付勢手段及び当接部を、同付勢手段の付勢力による
当該当接部を中心とした遊技盤の回動を阻止可能なとなるように配置することが望ましい
。例えば、同付勢手段の前方や同付勢手段の両側等に当接部を配置するとよい。また、他
端側の付勢手段及び当接部についても同様に、同付勢手段の付勢力による当該当接部を中
心とした遊技盤の回動を阻止可能となるように配置することが望ましい。
【０５５９】
　特徴Ｂ２．前面に遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されているとともに、背面に前記遊
技領域を通過した遊技球を回収する回収通路（台座部材１４１の回収通路）が設けられて
いる遊技盤（遊技盤８０）と、
　前記遊技盤を支持する支持枠（内枠１３）と
を備え、
　前記遊技盤は、前記支持枠に対して遊技機前方からの取り付けが許容されているととも
に、前記支持枠に形成された開口を通じて前記回収通路が当該支持枠の後方に露出した状
態で配置されている遊技機において、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の前面に当接する当接部（例えばストッパ２６７や
ロック装置４００の操作部４４６）と、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤を当該遊技盤の背面側から押すことにより同遊技盤
を遊技機前方に向けて付勢する付勢手段（例えば板バネ２７０やコイルバネ４３０）と
を備え、
　前記当接部及び前記付勢手段は、前記支持枠における前記開口を挟んだ両側にそれぞれ
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配置されていることを特徴とする遊技機。
【０５６０】
　特徴Ｂ２によれば、遊技盤を支持枠の前方（すなわち前面側）から取付可能とすること
により、支持枠の背面側から遊技盤の取り付けを行う場合と比較して、同遊技盤の取付作
業の容易化を促進できる。但し、このように遊技盤を支持枠前方から取り付ける構成にお
いては、支持枠の背面側から遊技盤を取り付ける構成と比較して、遊技盤前面の遊技盤取
付方向（前後方向）における位置精度を向上させるのは難しくなると想定される。
【０５６１】
　この点、本特徴においては、付勢手段によって遊技機前方へ遊技盤を押し、同遊技盤の
移動を当接部によって阻止することにより、同遊技盤の前後位置を規定できる。特に、こ
れら当接部及び付勢手段を開口を挟んだ両側にそれぞれ配置することにより、上記付勢力
によって遊技盤が傾いたり回動したりすることを抑制でき、遊技盤（詳しくはその前面）
の位置精度向上に貢献できる。
【０５６２】
　なお、本特徴においては、開口の一方側に位置する付勢手段及び当接部を、同付勢手段
の付勢力による当該当接部を中心とした遊技盤の回動を阻止可能なとなるように配置する
ことが望ましい。例えば、同付勢手段の前方や同付勢手段の両側等に当接部を配置すると
よい。また、開口を挟んだ反対側に位置する付勢手段及び当接部についても同様に、同付
勢手段の付勢力による当該当接部を中心とした遊技盤の回動を阻止可能なとなるように配
置することが望ましい。
【０５６３】
　特徴Ｂ３．前記当接部及び前記付勢手段は、前記遊技盤の周縁に沿って配置されている
ことを特徴とするＢ１又はＢ２に記載の遊技機。
【０５６４】
　特徴Ｂ３に示すように当接部及び付勢手段を遊技盤の周縁に沿って配置することにより
、広範囲にて遊技盤の位置精度を高めることが可能となる。
【０５６５】
　特に特徴Ｂ２に示したように遊技盤の前面側に遊技領域，背面側に回収通路が設けられ
ている場合には、それら遊技領域及び回収通路と当接部及び付勢手段とを好適に共存させ
ることができる。
【０５６６】
　特徴Ｂ４．前記支持枠によって、前記遊技盤を前方から覆う扉体（前扉枠１４）が開閉
可能に支持されており、
　前記扉体には、前記遊技領域の前方に位置するとともに透明性を有し、前記遊技領域が
視認可能となるように形成されたパネル部材（ガラス２２）が設けられており、
　前記遊技領域には、前記遊技盤から前記パネル部材に向けて突出し、同パネル部材に対
して遊技球の直径よりも小さな隙間を隔てて対峙する遊技部品（センターフレーム９５等
）が設けられており、
　前記当接部及び前記付勢手段は、前記遊技盤が前記当接部に当接している状態にて、前
記付勢手段側への同遊技盤の変位を許容するものであることを特徴とするＢ１乃至Ｂ３の
いずれか１つに記載の遊技機。
【０５６７】
　特徴Ｂ４によれば、扉体のパネル部材を介して遊技領域内を移動する遊技球の動きが視
認可能となっている。パネル部材と遊技部品との間に隙間を設けることで、遊技球がパネ
ル部材に衝突するといった不都合が生じにくくなっている。扉体が開閉可能な遊技機にお
いては、遊技領域内にて遊技球の移動が滞る等した場合に同扉体を開放することで遊技領
域へのアクセスが可能となる。このように扉体を開放することにより、遊技球の詰まり等
の解消作業を行うことができる。作業後に扉体を閉じる場合、仮に遊技球が遊技部品とパ
ネル部材との間に挟まると、遊技球を介して遊技部品とパネル部材とが干渉した際の衝撃
等によりそれら遊技部品やパネル部材の変形等が発生し得る。
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【０５６８】
　この点、本特徴においては、遊技盤の後方への変位を許容している。これにより、遊技
部品とパネル部材との間に遊技球が挟まった場合に付勢手段の付勢力に抗して遊技盤（遊
技部品）が変位することによりその衝撃を弱めることができる。故に、遊技部品やパネル
部材の変形等を好適に抑制することができる。すなわち、遊技部品等を保護することが可
能となる。特に、当接部及び付勢手段を遊技盤の両端にそれぞれ配置することで、位置決
め機能を向上し、更には遊技盤の広域にて遊技部品の保護機能を享受することが可能とな
り、遊技部品の大型化や同遊技部品の配置の多様化等に好適に対応できる。
【０５６９】
　特徴Ｂ５．前記遊技部品は、前記遊技盤の一端側に位置する前記付勢手段と同遊技盤の
他端側に位置する前記付勢手段との間に配置されていることを特徴とするＢ４に記載の遊
技機。
【０５７０】
　特徴Ｂ５に示すように遊技部品を挟んだ両側に付勢手段を配置することで、特徴Ｂ４に
示した遊技部品及びパネル部材の保護機能の更なる向上が期待できる。特に、特徴Ｂ３と
の組み合わせ（当接部及び付勢手段を遊技盤の周縁に沿って配置する構成）においては、
遊技領域（遊技部品）や回収通路等との共存を図りつつ、保護機能を享受でき、実用上好
ましい構成を実現できる。
【０５７１】
　特徴Ｂ６．前記支持枠に設けられているとともに前記遊技盤よりも下側に配置され、遊
技球を発射する遊技球発射装置（遊技球発射機構１１０）を備え、
　前記遊技球発射装置は、遊技球の発射方向を規定する発射レール（発射レール１１２）
を有し、
　前記遊技盤には、当該遊技盤の前面から起立し、前記遊技球発射装置から発射された遊
技球を前記遊技領域に誘導する誘導レール（誘導レール１００）が設けられており、
　前記誘導レールの入口部（入口部分１０４）は、前記遊技盤の下端寄りに配されており
、
　前記当接部及び前記付勢手段は、前記遊技盤の下端寄りに配置されていることを特徴と
するＢ１乃至Ｂ５のいずれか１つに記載の遊技機。
【０５７２】
　遊技球発射装置から発射された遊技球を誘導レールによって遊技領域に導く構成におい
ては、誘導レールにおける遊技球の着地位置のばらつきに起因して、同遊技球の着地時に
誘導レールに生じる衝撃が大きくなり得る。この様な衝撃の増大は、例えば誘導レールに
歪み等を生じさせ、遊技球の円滑な誘導が損なわれる要因となり得るため好ましくない。
この点、本特徴に示すように、誘導レールの入口部を遊技盤の下端寄りに配置するととも
に当接部及び付勢手段を同じく遊技盤の下端寄りに配置することにより、入口部の位置精
度を向上できる。これにより、上述した着地位置のばらつきを抑制でき、実用上好ましい
構成を実現できる。
【０５７３】
　特徴Ｂ７．前記当接部及び前記付勢手段は、前記遊技盤の幅方向において前記誘導レー
ルの入口部を挟んだ両側にそれぞれ配置されていることを特徴とするＢ６に記載の遊技機
。
【０５７４】
　特徴Ｂ７によれば、遊技盤の位置精度を誘導レールの入口部にて更に向上させることが
でき、特徴Ｂ６に示した効果を更に顕著なものとすることができる。
【０５７５】
　特徴Ｂ８．前記支持枠によって回動可能に支持され、前記遊技盤を前方から覆う扉体（
前扉枠１４）を備え、
　前記当接部は、
　前記支持枠において前記扉体が支持されている側と同じ側に設けられているとともに同
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支持枠に固定されている第１当接部（例えばストッパ２６７）と、
　前記支持枠において前記扉体が支持されている側とは反対側に設けられているとともに
前記遊技盤の前面に当接する状態及び同遊技盤の前面に当接しない状態の両状態に切替え
可能な第２当接部(例えばロック装置４００の操作部４４６)と
を有し、
　前記遊技盤には、前記遊技盤の前面及び背面に開放され、前記第２当接部が前記当接し
ない状態である場合に同第２当接部の挿通を許容する挿通部（挿通部９２等）が形成され
ており、
　前記付勢手段は、
　前記支持枠において前記扉体が支持されている側と同じ側に設けられている第１付勢手
段（例えば板バネ２７０）と、
　前記支持枠において前記扉体が支持されている側とは反対側に設けられている第２付勢
手段（例えばコイルバネ４３０）と
を有し、
　前記遊技盤は、前記第１当接部と前記第１付勢手段との間に挿入された状態にて、その
挿入された部分を中心として回動されることにより前記支持枠に対して着脱されることを
特徴とするＢ１乃至Ｂ７のいずれか１つに記載の遊技機。
【０５７６】
　特徴Ｂ８に示すように支持枠に扉体が設けられている場合には、扉体を開放した状態で
遊技盤を遊技機前方から真っ直ぐ押し込んで取り付けることが難しくなると想定される。
特に、遊技機が遊技ホールの島設備に設置されている場合には、扉体の回動基端側におい
て遊技盤を取り付ける際の作業スペースの確保や取付軌道の確保が困難になりやすいと考
えられる。この点、本特徴によれば、遊技盤を第１当接部と第１付勢手段との間に挿入し
た後、支持枠に対して回動させることにより取付完了位置に配置することができるため、
回動基端側で作業スペースを確保する必要がなく、上述した不都合を好適に払拭すること
ができる。
【０５７７】
　一方、遊技盤の回動先端側では、仮に回動基端側と同様に当接部を固定式とすると同当
接部が遊技盤の配置作業の妨げになり得る。この点、第２当接部を遊技盤の前面に当接す
る状態及び同遊技盤の前面に当接しない状態に切替可能とし、この第２当接部が当接しな
い状態である場合に挿通される挿通部を遊技盤に形成することで、上述した配置作業上の
不都合を払拭している。そして、遊技盤を取付完了位置に配置した後は、第２当接部を当
接しない状態から当接する状態に切り替えることで、回動先端側での位置決めがなされる
。遊技盤の回動先端側においては、回動先端側と比べて作業スペースの確保が容易である
ため、上述した当接部の切替作業を行いやすくできる。
【０５７８】
　以上詳述したように、回動基端側の第１当接部を固定式とし、回動先端側の第２当接部
を可動式とすることで、作業の容易化を図り、実用上好ましい構成を実現できる。
【０５７９】
　特徴Ｂ９．前記第１付勢手段は、前記遊技盤が回動される過程にて同遊技盤を付勢可能
に形成されており、
　前記第２付勢手段は、前記第２当接部の前記当接しない状態から前記当接する状態への
切替えに基づいて前記遊技盤を付勢するように構成されていることを特徴とするＢ８に記
載の遊技機。
【０５８０】
　特徴Ｂ９によれば、第１付勢手段によって回動中の遊技盤を付勢する構成とすることで
遊技盤を回動させる際の操作ばらつきを抑制でき、例えば遊技盤が支持枠に引っ掛かって
同遊技盤の回動操作が妨げられるといった不都合を生じにくくすることができる。また、
第２付勢手段は、遊技盤を装着完了位置に配置した後、第２当接部の当接する状態への切
替操作を行うことによって、遊技盤を付勢することとなる。故に、第２付勢手段の付勢力
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を強め位置精度の向上を図ったとしても、それにより遊技盤の装着作業が妨げられやすく
なることは無い。つまり、作業の容易化と位置決め精度の両立に貢献できる。
【０５８１】
　特徴Ｂ１０．前記第１当接部は、前記第１付勢手段において前記遊技盤の背面に当接す
る部位よりも前記遊技盤の回動基端側となる位置に配置されていることを特徴とするＢ８
又はＢ９に記載の遊技機。
【０５８２】
　特徴Ｂ８等に示したように、第１当接部と第１付勢手段との間に遊技盤を挿入する構成
においては、仮に遊技盤の挿入角度が小さくなると同遊技盤が支持枠に対してひっかかり
やすくなると懸念される。この点、本特徴においては、第１当接部が第１付勢手段におい
て遊技盤の背面に当接する部位よりも遊技盤の回動基端側に配置されていることで、遊技
盤の挿入口を遊技機前側に向けることが可能となる。これにより、上記挿入角度を大きく
でき挿入作業の容易化に貢献できる。
【０５８３】
　また、遊技盤を遊技機前方に付勢する構成を採用した場合、その付勢力をある程度強め
に設定することにより、位置決め精度の向上を図ることができる。しかしながら、付勢力
を強めると遊技盤の装着作業が難しくなり得る。この点、本特徴によれば、第１当接部と
第１付勢手段の当接部位とをずらして配置することで、付勢力を大きくした場合にその付
勢力が遊技盤を挿入する際の抵抗となることを抑え、位置決め精度の向上と挿入作業の容
易化と好適に両立できる。
【０５８４】
　特徴Ｂ１１．前記第２当接部は、遊技盤の前面に沿って所定方向に延びており、前記当
接しない状態では当該第２当接部の長手方向が遊技盤の回動基端側から回動先端側に向き
、前記当接する状態ではそれとは異なる方向を向くように、前記支持枠に対して回動可能
に取り付けられており、
　前記挿通部は、当該遊技盤の回動基端側から回動先端側に延び、前記当接しない状態で
の前記第２当接部の通過を許容するとともに前記当接する状態での同第２当接部の通過を
不可とするように形成されていることを特徴とするＢ８乃至Ｂ１０のいずれか１つに記載
の遊技機。
【０５８５】
　特徴Ｂ８等に示した構成においては、遊技盤回動時の同遊技盤と第２当接部との干渉を
回避すべく挿通部の開放部位を大きくすると、第２当接部と遊技盤との掛かり代を確保し
にくくなる。特に第２当接部を回動式とした場合には、回動中心から掛かり部分までの距
離が大きくなると、遊技盤の押えが難しくなり、上記第２付勢手段の付勢力によってかえ
って遊技盤の位置決め精度が低下し得る。
【０５８６】
　この点、本特徴によれば、挿通部の開放部位の大きさを第２当接部に対して無駄に大き
くしなくてもよくなり、第２当接部と遊技盤との掛かり代を確保しやすくできる。更には
、第２当接部の回動中心から掛かり部分までの距離を小さくすることができる。これによ
り、第２当接部の変形等を抑え。位置決め精度の向上に貢献できる。
【０５８７】
　特徴Ｂ１２．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０）と、
　前記遊技盤を支持する支持枠（内枠１３）と
を備え、
　前記支持枠に対して前記遊技盤が遊技機前方から取付可能な遊技機において、
　前記支持枠には、前記遊技盤を支持する支持機構（例えばロック装置４００）が複数設
けられており、
　前記支持機構は、
　前記遊技盤の前面に当接する当接部（例えばストッパ２６７やロック装置４００の操作
部４４６）と、
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　前記遊技盤を当該遊技盤の背面側から遊技機前方に向けて付勢する付勢部（例えば板バ
ネ２７０やコイルバネ４３０）と
をそれぞれ備えていることを特徴とする遊技機。
【０５８８】
　特徴Ｂ１２によれば、遊技盤を支持枠の前方（すなわち前面側）から取付可能とするこ
とにより、支持枠の背面側から遊技盤の取り付けを行う場合と比較して、同遊技盤の着脱
作業の容易化を促進できる。但し、このように遊技盤を支持枠前方から取り付ける構成に
おいては、支持枠の背面側から遊技盤を取り付ける構成と比較して、遊技盤前面の遊技盤
取付方向（前後方向）における位置精度を向上させるのは難しくなると想定される。
【０５８９】
　この点、本特徴においては、付勢手段によって遊技機前方へ遊技盤を押し、同遊技盤の
移動を当接部によって阻止することにより、同遊技盤の前後位置を規定できる。例えば、
支持機構を遊技盤の両端側に配置することにより、上記付勢力によって遊技盤が傾いたり
回動したりすることを抑制できる。これにより、遊技盤（詳しくはその前面）の位置精度
向上に貢献できる。
【０５９０】
　なお、本特徴に特徴Ｂ２乃至特徴Ｂ１１に示した技術的思想を適用することも可能であ
る。特に特徴Ｂ８乃至特徴Ｂ１１との組み合わせにおいて、第１当接部及び第１付勢手段
によって第１支持機構を構成し、第２当接部及び第２付勢手段によって第２支持機構を構
成するとよい。
【０５９１】
　特徴Ｃ１．取付対象（内枠１３）に対して着脱可能な遊技部品（遊技盤８０）と、
　前記取付対象に設けられ、前記遊技部品を位置決めする位置決め手段（ロック装置４０
０）と
を備え、
　前記位置決め手段は、
　前記遊技部品の一方側に設けられ、同遊技部品を位置決めする位置決め状態及び同遊技
部品を位置決めを解除する位置決め解除状態の各状態に切替可能な操作部（操作レバー４
４０の操作部４４６）と、
　前記遊技部品の他方側に設けられ、前記操作部が前記位置決め解除状態から前記位置決
め状態に切り替えられた場合に、前記遊技部品を前記操作部側に向けて押さえる押え部（
プッシャ４２０）と
を備え、
　前記位置決め状態では、前記押え部に押された前記遊技部品が前記操作部に対して同押
え部側から当接することにより、当該操作部側への同遊技部品の移動が規制されることを
特徴とする遊技機。
【０５９２】
　特徴Ｃ１によれば、操作部を位置決め解除状態から位置決め状態に切り替えることで、
同操作部と押え部とによって遊技部品が挟まれる。この際、遊技部品は、操作部によって
押え部側に押されるのではなく、押え部によって操作部側に押されることとなる。これに
より、操作部、詳しくは同操作部において遊技部品と当接している部位を基準として同遊
技部品の位置決めを行うことができる。
【０５９３】
　特徴Ｃ２．前記操作部が前記位置決め解除状態から前記位置決め状態に切り替えられる
ことに基づいて前記押え部が前記操作部に近づくことを特徴とするＣ１に記載の遊技機。
【０５９４】
　遊技部品の位置ずれ等を抑制しようとすれば、押え部による押え力をある程度大きくす
ることが望ましい。しかしながら、この押え力が操作部の切替操作を行う初期段階で作用
すると、操作部と遊技部品とがつかえる等して同操作部の切替操作が難しくなると想定さ
れる。この点、本特徴によれば、操作部の切替操作によって押え部が同操作部に近づく構
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成とすることにより、例えば操作部が位置決め解除状態にある場合には、それら押え部と
操作部との間に遊技部品の移動や位置ばらつき許容する隙間を設けることが可能となる。
これにより、押え部の押え力によって操作部の切替操作が難しくなることを抑制できる。
例えば、押え部を操作部に近づく側に変形又は変位可能に形成するとよい。
【０５９５】
　特徴Ｃ３．前記押え部は、前記操作部側に付勢された状態となっており、
　前記操作部が前記位置決め解除状態の場合にはその付勢力による前記遊技部品側への変
位を規制し、前記操作部が前記位置決め状態の場合にはその付勢力による前記遊技部品側
への変位を許容する規制手段（プッシャ４２０の突起４２２、操作レバー４４０の停留部
４４２，４４３及び連結部４４４）を備えていることを特徴とするＣ１又はＣ２に記載の
遊技機。
【０５９６】
　特徴Ｃ３に示すように、押え部を操作部側に付勢された状態とし、その付勢力の作用を
規制手段によって規制することで、遊技部品の取り付けの容易化と遊技部品の位置精度の
向上とを好適に両立できる。
【０５９７】
　例えば、押え部を付勢する付勢部材を設けることで上記付勢状態が実現されてもよいし
、押え部自身の弾性力によって付勢状態が実現されてもよい。
【０５９８】
　特徴Ｃ４．前記位置決め手段は、前記取付対象から前記遊技部品に向けて起立した状態
で延びる軸部（軸体４１０）を有し、
　前記遊技部品には、前記軸部が挿通される挿通部（挿通部９２）が形成されており、
　前記操作部は、前記軸部の先端部分から当該軸部と交差する方向に延出するようにして
形成されているとともに、前記軸部の中心軸線を中心とした回動が許容されており、
　前記挿通部は、前記位置決め解除状態である場合の前記操作部の長手方向と同一方向に
延びているとともに、同操作部の通過を許容するものであり、
　前記操作部が前記位置決め状態に切り替えられている場合には、前記操作部の長手方向
と、前記挿通部の長手方向とが相違することを特徴とするＣ１乃至Ｃ３のいずれか１つに
記載の遊技機。
【０５９９】
　操作部と遊技部品とが当接した場合に、軸部に生じる応力は、両者の当接箇所が軸部か
ら近ければ近いほど小さくなる。本特徴においては、挿通部を操作部と同一方向に延びる
長孔状とすることで、遊技部品装着時の操作部及び遊技部品の干渉を回避しつつ、軸部に
近い位置にて操作部と遊技盤とを当接させることが可能となる。これにより、上記応力を
低減し、位置決め精度の向上に貢献できる。
【０６００】
　例えば、操作部が同操作部の回動中心軸線を挟んだ両側にて遊技部品の一側に対向する
構成とすることで、更なる位置決め精度の向上に貢献できる。
【０６０１】
　特徴Ｃ５．前面に遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０）と
、
　前記遊技盤を支持する支持枠（内枠１３）と、
　前記遊技盤の位置を規定する位置決め手段（ロック装置４００）と
を備え、
　前記遊技盤を前記支持枠に対して遊技機前方から取付可能な遊技機であって、
　前記遊技盤には、前記遊技盤の厚さ方向に貫通する挿通部（挿通部９２）が形成されて
おり、
　前記位置決め手段は、
　前記挿通部を通って前記遊技盤の前面側に突出して設けられ、前記遊技盤の前面に対向
し当該遊技盤の前面と当接することで同遊技盤の遊技機前方への移動を不可とする位置決
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め状態、及び前記遊技盤の遊技機前方への移動を許容する位置決め解除状態の両状態に切
替可能に設けられた操作部（操作レバー４４０の操作部４４６）と、
　前記遊技盤の後方に設けられ、前記操作部が前記位置決め解除状態から前記位置決め状
態に切り替えられた場合に同遊技盤の背面を前記操作部側に向けて押える押え部（プッシ
ャ４２０）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０６０２】
　特徴Ｃ５によれば、位置決め手段の操作部を位置決め状態に切り替えることにより、操
作部が遊技盤の前面に対向する位置に配置され、且つ遊技盤が押え部によって遊技機前方
に向けて押されることとなる。遊技盤の前方には操作部が位置しているため、同遊技盤は
操作部に押えつけられることとなる。これにより、遊技盤の前後位置が規定される。
【０６０３】
　このように、遊技盤を前方から取り付ける構成において同遊技盤の前面基準で位置決め
を行う構成とすれば、遊技盤の背面基準で位置決めを行う構成と比較して、同遊技盤の前
面（すなわち上記遊技領域）の位置精度を向上できる。詳しくは、遊技盤の背面基準で位
置決めをした場合、遊技盤における厚み等の製造ばらつきの影響により、遊技盤の前面の
位置精度が低下しやすくなる。この点、本特徴においては、このような不都合を好適に払
拭し、位置精度の向上に貢献できる。
【０６０４】
　なお、特徴Ｃ１乃至特徴Ｃ４に示した技術的思想を本特徴に適用することも可能である
。
【０６０５】
　特徴Ｃ６．前記支持枠によって回動可能に支持され、前記遊技盤を前方から覆う扉体（
前扉枠１４）と、
　前記支持枠において前記扉体が支持されている側と同一側に設けられているとともに、
前記扉体が支持されている側とは反対側に開放されており、同扉体が支持されている側と
は反対側から前記遊技盤が挿入される挿入部（挿入部２８０）と
を備え、
　前記遊技盤は、前記挿入部に挿入された状態で当該挿入部を中心として回動されること
により前記支持枠に対して着脱されるものであり、
　前記位置決め手段は、前記支持枠に設けられているとともに、当該支持枠において前記
挿入部が設けられている側とは反対に配置され、
　前記挿通部は、前記遊技盤を取付完了位置へ回動させる過程において前記操作部の通過
を許容するものであることを特徴とするＣ５に記載の遊技機。
【０６０６】
　特徴Ｃ６によれば、支持枠に位置決め手段を設けたことで、例えば遊技盤を交換するこ
とにより機種変更を行うタイプの遊技機においては、位置決め手段の機種間での使いまわ
しが可能となり、リユース率の向上に貢献できる。更には、位置決め手段を支持枠に設け
ることにより、遊技盤ごとに位置決め精度がばらつくことを抑制可能となっている。
【０６０７】
　また、支持枠に扉体が設けられている場合には、扉体を開放した状態で遊技盤を遊技機
前方から真っ直ぐ押し込んで取り付けるのは難しくなり得る。特に、遊技機が遊技ホール
の島設備に設置されている場合には、扉体の回動基端側において遊技盤を取り付ける際の
作業スペースの確保や取付軌道の確保が困難になりやすいと想定される。この点、本特徴
によれば、遊技盤を挿入部に挿入した後で、支持枠に対して回動させることにより取付完
了位置に配置することができるため、上述した不都合を好適に払拭することができる。
【０６０８】
　しかしながら、仮に上記位置決め手段を扉体の回動基端側（すなわち挿入部側）に配置
すると、遊技盤を挿入する際に位置決め手段が引っ掛かりやすくなったり、上記操作部を
操作しにくくなったりし得る。そこで、本特徴においては、位置決め手段を支持枠におい
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て挿入部が設けられている側とは反対に配置した。これにより、位置決め手段が遊技盤の
取付作業の妨げとなることを抑制している。
【０６０９】
　特徴Ｃ７．前記挿入部は、前記遊技盤の前方に位置し同遊技盤の前面に当接する当接部
（ストッパ２６７）と、前記遊技盤の後方に位置し同遊技盤を前方へ付勢する付勢部（板
バネ２７０）とを有してなることを特徴とするＣ６に記載の遊技機。
【０６１０】
　特徴Ｃ７によれば、遊技盤の回動先端側及び回動基端側の両側にて位置決め可能となり
、同遊技盤の位置決め精度の向上に貢献できる。
【０６１１】
　特に、遊技盤を回動させて着脱する構成においては、挿入部に近い位置に上記位置決め
手段を配置することが困難になりやすい。つまり、操作部等によって挿入部への挿入軌道
が制限されやすくなるため、遊技盤取付作業の容易化を優先させると位置決め手段を回動
基端側に配置することが難しくなる。また、固定式の当接部及び付勢部を回動先端側に配
置すると、当接部を遊技盤に当接させることが難しくなる。
【０６１２】
　この点、回動基端側に固定式の付勢部及び当接部を配置し、回動先端側に可動式の上記
位置決め手段を配置すれば、上述した各種不都合を払拭し、実用上好ましい構成を実現で
きる。
【０６１３】
　特徴Ｃ８．前記位置決め手段には、前記支持枠から前記遊技盤に向けて起立し、前記挿
通部に沿って延びる軸部（軸体４１０）が設けられ、
　前記操作部は、前記軸部において前記挿通部から突出している先端部分から当該軸部と
交差する方向に延出するようにして形成されているとともに、前記位置決め解除状態では
当該操作部の長手方向が遊技盤の回動基端側から回動先端側に向き、前記位置決め解除状
態ではそれとは異なる方向を向くように前記軸部の中心軸線を中心とした回動が許容され
ており、
　前記挿通部は、当該遊技盤の回動基端側から回動先端側に延び、前記位置決め解除状態
での前記操作部の通過を許容するように形成されていることを特徴とするＣ６又はＣ７に
記載の遊技機。
【０６１４】
　特徴Ｃ６及びＣ７に示した構成においては、遊技盤を回動させた場合の同遊技盤と位置
決め手段との干渉を回避すべく挿通部の開放部位を大きくすると、操作部と遊技盤との掛
かり代を確保しにくくなる。特に位置決め手段を回動式とした場合には、回動中心から掛
かり部分までの距離が大きくなると、遊技盤の押えが難しくなり、上記押え部の押え力に
よってかえって遊技盤の位置決め精度が低下し得る。
【０６１５】
　この点、本特徴によれば、挿通部の開放部位の大きさを操作部に対して無駄に大きくし
なくてもよくなり、操作部と遊技盤との掛かり代を確保しやすくできる。更には、操作部
の回動中心から掛かり部分までの距離を小さくすることができる。これにより、操作部（
詳しくは位置決め手段）の変形を抑え。位置決め精度の向上に貢献できる。
【０６１６】
　特徴Ｃ９．前記支持枠によって、前記遊技盤を前方から覆う扉体（前扉枠１４）が回動
可能に支持されており、
　前記扉体には、前記遊技領域の前方に位置するとともに透明性を有し、前記遊技領域が
視認可能となるように形成されたパネル部材（ガラス２２）が設けられ、
　前記支持枠において前記扉体の回動基端側の枠部（左側枠部１３ｃ）には、同扉体を軸
支する軸部（支持金具７１，７２）と、前記遊技盤と対向する位置に延出し前記位置決め
手段が設置される設置部（対向板部２５１）とが設けられていることを特徴とするＣ５乃
至Ｃ８のいずれか１つに記載の遊技機。
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【０６１７】
　扉体によって遊技盤（詳しくは遊技領域）を覆う構成においては、扉体と遊技盤との位
置がばらついた場合、例えばパネル部材と遊技盤とが近づくことにより遊技領域を移動中
の遊技球がパネル部材に当たりやすくなると想定される。この点、本特徴においては、支
持枠において扉体の回動基端側の枠部に軸部及び設置部を併設することで、扉体と遊技盤
との位置ばらつきを生じにくくすることができる。これにより、パネル部材に対する遊技
球の衝突等を回避しやすくできる。
【０６１８】
　なお、特徴Ｃ７等（当接部及び枠部を有する構成）との組み合わせにおいては、前記当
接部を前記支持枠の前記枠部に設け、前記付勢部を前記設置部に設けることで、更なる位
置精度の向上が期待できる。
【０６１９】
　特徴Ｃ１０．前記支持枠に設けられているとともに、前記遊技盤よりも下側に配置され
ており、前記遊技領域に遊技球を発射する遊技球発射装置（遊技球発射機構１１０）を備
え、
　前記位置決め手段は、前記遊技盤の下端寄りに配置されていることを特徴とするＣ５乃
至Ｃ９のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６２０】
　特徴Ｃ１０によれば、少なくとも遊技球発射装置側の端部近傍における遊技盤の位置精
度を向上することができる。これにより、例えば遊技球の着地位置のばらつきを抑えやす
くできる。例えば、遊技盤の下端縁に沿って複数の位置決め手段を配列するとよい。
【０６２１】
　特徴Ｃ１１．前記遊技盤には、当該遊技盤の前面から起立し、前記遊技球発射装置から
発射された遊技球を前記遊技領域に誘導する誘導レール（誘導レール１００）が設けられ
ており、
　前記誘導レールの入口部は、前記遊技盤の下端寄りに配されており、
　前記位置決め手段は、少なくとも前記入口部（入口部分１０４）周辺に配置されている
ことを特徴とするＣ１０に記載の遊技機。
【０６２２】
　遊技球発射装置から発射された遊技球を誘導レールによって遊技領域に導く構成におい
ては、誘導レールにおける遊技球の着地位置のばらつきに起因して、同遊技球の着地時に
誘導レールに生じる衝撃が大きくなり得る。この様な衝撃の増大は、例えば誘導レールに
歪み等を生じさせ、遊技球の円滑な誘導が損なわれる要因となり得るため好ましくない。
この点、本特徴に示すように、位置決め手段を誘導手段の入口部周辺に配置することによ
り、上記着地位置のばらつきを抑制でき、実用上好ましい構成を実現できる。
【０６２３】
　特徴Ｃ１２．前記位置決め手段は、前記誘導レールの入口部を挟んだ左右両側にそれぞ
れ配置されていることを特徴とするＣ１１に記載の遊技機。
【０６２４】
　特徴Ｃ１２よれば、遊技盤の位置精度を誘導レールの入口部にて更に向上させることが
でき、特徴Ｃ１１に示した効果を更に顕著なものとすることができる。
【０６２５】
　特徴Ｃ１３．前記支持枠によって回動可能に支持され、前記遊技盤を前方から覆う扉体
（前扉枠１４）と、
　前記支持枠において前記扉体が支持されている側と同一側に設けられているとともに、
前記扉体を支持されている側とは反対側に開放されており、同扉体が支持されている側と
は反対側から前記遊技盤が挿入される挿入部（挿入部２８０）と
を備え、
　前記遊技盤は、前記挿入部に挿入された状態で当該挿入部を中心として回動されること
により前記支持枠に対して着脱されるものであり、
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　前記扉体に設けられ、遊技球を貯留する貯留皿（上皿３３や下皿３４）と、
　前記遊技盤において前記入口部の回動基端側となる部位に形成され、当該遊技盤の回動
基端側に開放された開放部（下側切欠き部８８）と、
　前記開放部を通じて前記支持枠及び前記扉体に跨って設けられているとともに、前記貯
留皿よりも上位に配置され、遊技球を前記貯留皿に導く誘導通路部（通路形成部１２１等
）と
を備え、
　前記挿通部は、前記開放部に連なるとともに前記遊技盤の回動基端側に開放されている
ことを特徴とするＣ１２に記載の遊技機。
【０６２６】
　特徴Ｃ１２に示したように位置決め手段が入口部を挟んだ両側に配置されている場合に
は、両位置決め手段のうち入口部よりも回動基端側に位置する一方によって挿入部への遊
技盤の挿入が妨げられやすくなることが懸念される。特に、入口部を遊技盤の幅方向にお
ける中央に配置している場合には、そのような不都合が顕著になると想定される。
【０６２７】
　また、誘導通路が貯留皿よりも上位に位置することにより遊技球を同貯留皿へ誘導する
際にそれら遊技球の自重を利用して同遊技球を移動させることが可能となる。しかしなが
ら、近年においては遊技領域が拡張される傾向にあり、これによって誘導通路の配置が制
限されやすくなっている。つまり、誘導通路が遊技領域（遊技盤）の拡張によって下方へ
と押しやられることが懸念される。これは、貯留皿への遊技球の誘導を難しくする要因と
なり得る。
【０６２８】
　この点、本特徴においては、遊技盤に開放部を設けることで、上記誘導通路と遊技盤と
の共存が可能となっている。つまり、遊技領域を拡張しつつ誘導通路の位置を貯留皿より
も上位に配置することが可能となっている。更に、この開放部に連なるようにして回動基
端側の位置決め手段用の挿通部を形成し、その挿通部を回動基端側に開放させることで、
遊技盤を挿入する際の同位置決め手段と同挿通部との干渉を回避することができる。これ
により、誘導通路の配置と遊技領域の拡張とを好適に実現し、更には位置決め精度の向上
と遊技盤の挿入作業の容易化とを好適に両立することができる。
【０６２９】
　例えば、遊技盤における回動基端側の下隅部にて回動基端側及び下側に開放された切欠
きによって前記開放部を構成するとよい。
【０６３０】
　なお、本特徴に示す「扉体」及び「挿通部」は、特徴Ｃ６等に示した「扉体」及び「挿
通部」と同一のものとしてもよい。
【０６３１】
　特徴Ｃ１４．前記操作部と前記押え部とが前記遊技盤を挟んで対峙していることを特徴
とするＣ５乃至Ｃ１３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６３２】
　特徴Ｃ１７によれば、遊技盤を操作部と押え部とで挟み込むことで遊技盤の位置決め精
度の向上に貢献できる。
【０６３３】
　特徴Ｃ１５．前記押え部は、前記操作部が前記位置決め解除状態から前記位置決め状態
に切り替えられた場合に、前記遊技盤を当該遊技盤の背面側から押す状態から、同遊技盤
を押さない状態に切り替えられるものであることを特徴とするＣ５乃至Ｃ１４のいずれか
１つに記載の遊技機。
【０６３４】
　特徴Ｃ１５によれば、操作部を位置決め解除状態に切り替えることにより、遊技盤の取
り外しが可能となる。この際、操作部を操作することで、押え部による遊技盤の押えが回
避されるため、位置決め解除後に遊技盤が押え部に押されて移動することを抑制できる。
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これにより、例えば操作部を操作している手等が遊技盤に干渉するといった不都合を生じ
にくくすることができる。
【０６３５】
　特徴Ｃ１６．前記押え部は、前記操作部が前記遊技盤の前面と対向している状態におい
て、前記遊技盤を当該遊技盤の背面側から押す状態と、同遊技盤を押さない状態との切り
替えがなされるものであることを特徴とするＣ５乃至Ｃ１５のいずれか１つに記載の遊技
機。
【０６３６】
　特徴Ｃ１６によれば、操作部が遊技盤と対向している状態にて、同遊技盤を押す状態と
押さない状態との切り替えがなされる。これにより、遊技盤を装着する際の抵抗を抑える
ことができ、更には遊技盤を取り外す際に同遊技盤が押え部に押されて不意に移動して手
等に干渉するといった不都合を生じにくくできる。
【０６３７】
　特徴Ｄ１．前面側に遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０）
を備え、
　前記遊技盤を着脱可能に支持する支持枠（内枠１３）に対して、同遊技盤が遊技機前方
から取り付けられている遊技機において、
　前記遊技盤の前面から突出した状態で同遊技盤に固定されているとともに、前記遊技領
域を区画する遊技領域区画部材（遊技領域区画部材４８０）と、
　前記遊技領域区画部材における前記遊技領域外の部位に設けられ、前記遊技盤の前面側
から把持可能な把持部（把持部４８１，４８２）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０６３８】
　遊技盤を支持枠前方から着脱する構成を採用した場合、遊技盤の着脱を容易化できる反
面、以下の不都合が生じやすくなると想定される。つまり、遊技盤の遊技領域に配された
釘や可変表示装置等の各種構成が作業者側を向くことで、遊技盤を支持枠の背面側から着
脱する構成と比較して、それら各種構成が遊技盤着脱時の把持の対象として選択されやす
くなる。遊技領域内の構成が把持されることは、遊技性の意図せぬ変化等を招く要因とな
り得るため好ましくない。
【０６３９】
　この点、本特徴によれば、装着時及び取外時の両方にて把持可能な部位を遊技領域外に
設けることで遊技領域内に配置されている釘等の各種構成が把持の対象として選択される
機会を減らすことができる。すなわち、遊技領域内に配置された各種構成が把持されるこ
とを抑制し、遊技盤の着脱作業に起因した遊技性の変化等を抑えることができる。
【０６４０】
　特徴Ｄ２．前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の一側部が挿入される挿入部（挿入部２
８０）を備え、
　前記遊技盤は、前記挿入部に挿入された状態で当該挿入部を中心として回動されること
により前記支持枠に対して着脱されるものであり、
　前記把持部は、前記遊技盤における回動先端側に配されていることを特徴とするＤ１に
記載の遊技機。
【０６４１】
　遊技盤に対して、単に把持部を設けただけでは、作業者が同把持部を積極的に活用して
もらえるとは限らない。この点、本特徴によれば、把持部を活用することによる遊技盤の
装着作業の容易化を明らかなものとし、同把持部を活用することによるメリットを更に高
めることで、作業者に対して把持部の活用を促がすことができる。
【０６４２】
　例えば、遊技盤を装着する際には床等に置かれた遊技盤の把持部を把持したまま同遊技
盤を持ち上げて、支持枠の挿入部に遊技盤を挿入する。把持部は、遊技盤の回動先端側に
配置されているので、遊技盤の持ち替えを必要とすることなく、遊技盤を容易に回動させ
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ることができる。このため、把持部が、遊技盤の回動基端側に配置されている場合と比較
して、遊技盤の回動作業が行いやすくなる。このように、把持部の利用によるメリットを
高めることで、遊技領域内の各種構成が把持される機会を低減できる。
【０６４３】
　特徴Ｄ３．前記支持枠によって回動可能に支持され、前記遊技盤を前方から覆う扉体（
前扉枠１４）を備え、
　前記挿入部は、前記支持枠において前記扉体が支持されている側と同一側に設けられて
いるとともに、同支持枠において前記扉体が支持されている側とは反対側に開放されてお
り、その開放されている側から前記遊技盤が挿入されるものであり、
　前記把持部は、前記遊技盤において前記挿入部に挿入される側とは反対側に設けられて
いることを特徴とするＤ２に記載の遊技機。
【０６４４】
　扉体によって遊技盤（詳しくは遊技領域）を遊技機前方から覆う構成においては、遊技
盤の着脱が同扉体によって邪魔されることで、作業を行いづらくなると想定される。この
ような構成に、特徴Ｄ２を適用することで、上記不都合を払拭し実用上好ましい構成を実
現できる。
【０６４５】
　具体的には、扉体の回動基端側に設けられた挿入部に対して遊技盤を挿入し、同遊技盤
を回動させることで装着作業が行われる。把持部が遊技盤において挿入部に挿入される側
とは反対側（すなわち遊技盤の回動先端側）に設けられていることで、作業スペースの確
保が容易なものとなる。例えば、遊技ホールの島設備等では、隣り合う遊技機等によって
扉体の回動範囲が制限を受けやすくなるが、このような場合であっても、扉体との干渉を
回避し、上記作業スペースを容易に確保できる。
【０６４６】
　また、遊技盤の取外作業時においても同様に、扉体との干渉を回避し、遊技盤を移動さ
せるための作業スペースを容易に確保できる。このように、遊技盤の着脱作業を容易化で
きる位置に把持部を配することで、同把持部の活用を促進し、遊技領域内に配された各種
構成が把持される可能性を減らすことができる。
【０６４７】
　特徴Ｄ４．前記遊技盤において前記遊技領域区画部材よりも同遊技盤の回動基端側に設
けられ、同遊技領域区画部材と共に前記遊技領域を区画し、遊技球発射装置（遊技球発射
機構１１０）から発射された遊技球を同遊技領域に導く誘導レール（誘導レール１００）
を備えていることを特徴とするＤ２又はＤ３に記載の遊技機。
【０６４８】
　特徴Ｄ４によれば、遊技球発射装置から発射された遊技球は誘導レールに着地した後、
同誘導レールによって遊技領域に導かれる。誘導レールにおいては、遊技球の着地位置や
角度によって同誘導レールによる遊技球の誘導態様が変化する可能性がある。つまり、誘
導レールの位置がばらついて遊技球の着地位置精度が低下することで、それら遊技球の円
滑な誘導が妨げられるおそれがある。そこで、本特徴においては、誘導レールと遊技領域
区画部材とを別体で設けることにより、把持部が把持された場合に発生する負荷によって
誘導レールの位置精度が低下することを抑制可能としている。また、遊技盤を挿入部に挿
入した後回動させる構成において、誘導レールを遊技領域区画部材よりも回動基端側、す
なわち遊技領域区画部材を誘導レールよりも回動先端側に配置することで、遊技盤の回動
作業の容易化に貢献している。
【０６４９】
　誘導レールは、遊技領域内に配された各種構成と比較して同等以上に把持対象として選
択されやすいと想定されるが、上述した遊技球の着地位置精度向上の観点から誘導レール
が把持されることは好ましくない。この点、特徴Ｄ３（扉体を有する構成）との組み合わ
せにおいては特に、誘導レールと比較して把持部へのアクセスを容易化できる。言い換え
れば、誘導レールが把持対象として選択される可能性を低減できる。これにより、実用上
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好ましい構成を実現できる。
【０６５０】
　特徴Ｄ５．前記把持部は、個別に設けられた第１把持部（第１把持部４８１）及び第２
把持部（第２把持部４８２）を有してなり、
　前記第１把持部は、前記遊技盤において前記挿入部に挿入される側とは反対の端部寄り
に配置されており、
　前記第２把持部は、前記遊技盤において自身の回動基端側から回動先端側に延びる端部
寄りに配置されていることを特徴とするＤ２乃至Ｄ４のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６５１】
　特徴Ｄ５によれば、第１把持部及び第２把持部を個別に設けることで、遊技領域内に配
された各種構成が触れられる機会を更に低減することができる。遊技盤は例えば上記各種
構成として多数の釘（釘８７）や表示装置（可変表示ユニット８５）等を備えていること
が多く、その重量が嵩む傾向にある。このように重量が嵩んでいる場合、仮に把持部を１
つだけ設定すると、作業者は遊技盤を支える際に把持部を把持している手と反対の手で遊
技盤の任意の箇所を把持すると想定される。この点、予め第１把持部及び第２把持部を設
定しておけば、そのような機会を減らすことができる。
【０６５２】
　特に、第１把持部を遊技盤において挿入部に挿入される側と反対の端部寄りに配置し、
第２把持部を遊技盤において自身の回動基端側から回動先端側に延びる端部寄りに配置す
ることで、遊技盤の重みを支えやすくしつつ、遊技盤を持った際に両手が交差することを
抑制できる。これにより、作業の容易化を目的として遊技領域内の各種構成が作業者によ
って積極的に把持されるといった可能性を低くすることができる。
【０６５３】
　特徴Ｄ６．前記第１把持部は、前記遊技盤の上端側に配置され、
　前記第２把持部は、前記遊技盤の下端側に配置されていることを特徴とするＤ５に記載
の遊技機。
【０６５４】
　特徴Ｄ５に示した構成を実現するには、本特徴に示すように第１把持部を遊技盤の上端
側、第２把持部を遊技盤の下端側に配置するとよい。これにより、遊技盤を把持している
腕が遊技領域の前方に位置することを抑制し、遊技領域に配された各種遊技部品に対して
腕が当たるといった不都合を生じにくくすることができる。また、両把持部を上下に離し
て配置することで、遊技盤を把持した際のバランス向上に貢献できる。
【０６５５】
　特徴Ｄ７．前記遊技領域区画部材は、
　当該遊技領域区画部材において前記遊技領域側を向いている部分に設けられ、前記遊技
盤の誘導レール（誘導レール１００）に沿って打ち出された遊技球が衝突した場合にその
衝突によって発生する衝撃の一部を吸収するとともに、同遊技球を跳ね返す返し部（返し
ゴム４９０）を備え、
　前記返し部及び前記第１把持部は、同返し部を前記遊技領域の内側、同第１把持部を前
記遊技領域の外側として同遊技領域の内外に並設されていることを特徴とするＤ５又はＤ
６に記載の遊技機。
【０６５６】
　遊技盤が持ち上げられた状態では同遊技盤の自重による負荷は、把持部（遊技領域区画
部材）に集中しやすいと想定される。このように負荷が集中しやすい部分においては、そ
れに耐え得る強度が必要になる。この点、本特徴によれば、返し部と第１把持部とを遊技
領域の内外に並設することで、すなわち元来強度の確保が求められる部分（返し部が設け
られている部分）に近づけて第１把持部を設けることで、強度を確保すべき箇所を集約し
、強度確保に必要な領域の広がりを抑えることができる。これにより、遊技領域区画部材
によって遊技領域が圧迫されるといった不都合を生じにくくすることができる。
【０６５７】



(95) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　なお、特徴Ｄ４等（誘導レールを有する構成）との組み合わせにおいては、本特徴に示
した「誘導レール」を特徴Ｄ４等の「誘導レール」と同一のものとしてもよい。
【０６５８】
　因みに、本特徴に示した技術的思想を特徴Ｄ１乃至Ｄ４等に適用することも可能である
。この場合、本特徴を変更し「前記遊技領域区画部材は、当該遊技領域区画部材において
前記遊技領域側を向いている部分に設けられ、前記誘導レールに沿って打ち出された遊技
球が衝突した場合にその衝突によって発生する衝撃の一部を吸収するとともに、同遊技球
を跳ね返す返し部（返しゴム４９０）を備え、前記返し部及び前記把持部は、同返し部を
前記遊技領域の内側、同把持部を前記遊技領域の外側として前記遊技領域の内外に並設さ
れていることを特徴とするＤ１乃至Ｄ４のいずれか１つに記載の遊技機」とするとよい。
【０６５９】
　特徴Ｄ８．前記遊技盤に対して前記遊技領域区画部材を固定する第１固定手段（ネジ４
９１）を備え、
　前記第１固定手段は、前記返し部と前記第１把持部との間に配されていることを特徴と
するＤ７に記載の遊技機。
【０６６０】
　特徴Ｄ８によれば、返し部と第１把持部との間に第１固定手段を配することで、同第１
固定手段を返し部の強度確保用及び第１把持部の強度確保用として兼用することができる
。これにより、実用上好ましい構成を実現できる。
【０６６１】
　特徴Ｄ９．前記遊技盤に設けられた誘導レール（誘導レール１００）は、前記遊技領域
を流下した遊技球を前記遊技盤に形成された排出口（アウト口８６）に導くとともに、そ
の排出口よりも上側にて前記遊技盤の回動先端側に開放されており、
　前記遊技領域区画部材は、前記誘導レールの開放部分を覆っており、
　更に、前記遊技領域区画部材には、前記誘導レールにおける下側の開放端と前記排出口
との間にて、同誘導レールに下側から対向する対向部（対向部４８５）を有しており、
　前記第２把持部は、前記対向部に対して前記誘導レールとは反対側に配置されているこ
とを特徴とするＤ５乃至Ｄ８のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６６２】
　特徴Ｄ９によれば、遊技領域に達した遊技球の一部は遊技領域を流下する過程で例えば
入球口（一般入賞口８１等）に入球するが、同入球口に入球しなかった遊技球については
誘導レールによって排出口に導かれることとなる。この誘導レールについては、遊技盤の
回動先端側に開放されており、その開放端及びその周辺での強度が同誘導レールにおける
他の部位と比べて低くなりやすい。また、遊技領域を流下した遊技球が衝突することで、
誘導レールに負荷が加わりやすくなると想定される。仮に、誘導レールが変形等した場合
には、遊技球の円滑な排出が妨げられると懸念される。
【０６６３】
　この点、本特徴においては、遊技領域区画部材が誘導レールに対して下側から対向する
対向部を有している。すなわち、遊技領域区画部材の一部（対向部）が誘導レールと内外
に重なっている。例えば誘導レールが対向部に当接した場合に同誘導レールの変形や位置
ずれ等を抑えることが可能であり、誘導レールの誘導機能をバックアップし、上述した不
都合を好適に払拭できる。
【０６６４】
　なお、特徴Ｄ４等（誘導レールを有する構成）との組み合わせにおいては、本特徴に示
した「誘導レール」を特徴Ｄ４等の「誘導レール」と同一のものとしてもよい。
【０６６５】
　特徴Ｄ１０．前記遊技盤に対して前記遊技領域区画部材を固定する第２固定手段（ネジ
４９１）を備え、
　前記第２固定手段は、前記対向部と前記第２把持部との間に配されていることを特徴と
するＤ９に記載の遊技機。



(96) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

【０６６６】
　特徴Ｄ１０によれば、対向部と第２把持部との間に第２固定手段を配することで、同第
２固定手段を誘導レールのバックアップ用及び第２把持部の強度確保用として兼用するこ
とができる。これにより、実用上好ましい構成を実現できる。
【０６６７】
　特徴Ｄ１１．遊技機毎に固有となる識別情報が付与された識別手段（証紙４９２）を備
え、
　前記遊技領域区画部材は、前記識別手段を設置する設置部（ユニット収容部４８６）を
有し、
　前記設置部は、前記対向部に対して前記誘導レールとは反対側に配されていることを特
徴とするＤ９又はＤ１０に記載の遊技機。
【０６６８】
　特徴Ｄ９に示したように、遊技領域区画部材が対向部を有する構成を採用した場合には
、遊技領域区画部材における対向部周りでの強度を向上させることで上述した誘導レール
のバックアップ機能を向上することができる。このような強度の向上を実現するには、遊
技領域区画部材を大型化することが１つの手法として考えられる。この点、識別手段用の
設置部を遊技領域区画部材に設け、その設置部と対向部とを併存させることで、遊技領域
区画部材の占有スペースを有効利用できる。つまり、遊技領域区画部材の強度向上と識別
手段の設置部確保（すなわちスペースの有効利用）が可能となり、実用上好ましい構成を
実現できる。
【０６６９】
　なお、遊技領域区画部材については遊技盤からの着脱を特に必要としない部品であるた
め、その取り付けを強固にしたり、装着した後の取り外しを不可としたりすることも可能
である。この遊技領域区画部材によって識別手段の取り外しを阻止することで、識別手段
の不正な取り外し等を抑制し防犯性の向上に貢献できる。例えば、識別手段を遊技領域区
画部材とは別の部材を用いて遊技盤に装着する構成と比較して、遊技盤の前面側のスペー
スを有効利用できる。遊技盤の前面には遊技領域が形成され、遊技領域外の領域が限られ
ている点を考慮すれば、遊技領域区画部材に識別手段用の設置部を設けることによる技術
的貢献度は大きいと考えられる。
【０６７０】
　特徴Ｄ１２．前記遊技盤の下方に設けられ、遊技球を発射する遊技球発射装置（遊技球
発射機構１１０）を備え、
　前記遊技球発射装置から発射された遊技球を前記遊技盤の誘導レールによって前記遊技
領域に導く遊技機であって、
　前記遊技領域の外に設けられているとともに、前記遊技盤の回動先端側の下側隅部に配
置され、前記遊技盤の前記支持枠からの取り外しを規制する規制手段（ロック装置４００
）を備え、
　前記遊技領域区画部材は、前記遊技盤における回動先端側の縁部に沿って上下に延びる
とともに、その下側の端部が前記規制手段を前記遊技領域側から迂回して前記遊技盤の下
端部に達しており、
　前記第２把持部は、前記遊技領域区画部材において前記規制手段に対して前記遊技盤の
回動基端側となる位置に配されていることを特徴とするＤ５乃至Ｄ１１のいずれか１つに
記載の遊技機。
【０６７１】
　特徴Ｄ１２によれば、同遊技盤の回動基端側の下側隅部に配置された規制手段によって
遊技盤の取り外しを規制することで、同遊技盤の下端側での位置ずれ等を好適に抑制でき
る。これにより、遊技球発射装置から発射された遊技球の誘導レールにおける着地位置の
ばらつきを好適に抑えることができる。
【０６７２】
　また、遊技盤を回動させて装着する構成においては、その回動先端側での位置ばらつき
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等が回動基端側に比べて顕著になると想定される。故に、規制手段を回動基端側の端部に
寄せて配置することが好ましい。本特徴においては、第２把持部を規制手段よりも回動基
端側に配置することで、規制手段の回動先端側へ寄せやすくできる。また、第２把持部に
関しては、遊技盤着脱時のアクセスの容易化を考慮すれば、遊技盤の周縁（詳しくは下端
縁）に寄せて配置することが好ましい。つまり、規制手段のみならず第２把持部について
も、遊技盤の下端に寄せて配置するこが好ましい。この点、遊技領域区画部材が規制手段
を迂回して延びていることで、第２把持部を遊技盤中央に近づけることが可能となるだけ
でなく、遊技盤の下端縁に寄せて配置することが可能となっている。そして、同第２把持
部を規制手段に対して回動基端側となる位置に配置することで、遊技盤を持ち上げている
状態での安定性向上を図り、更には遊技盤の下端側に配置することで第２把持部へのアク
セス容易化を図っている。故に、第２把持部と規制手段とを好適に共存させることができ
る。
【０６７３】
　特徴Ｄ１３．前記遊技盤の下方に設けられ、遊技球を発射する遊技球発射装置（遊技球
発射機構１１０）を備え、
　前記遊技球発射装置から発射された遊技球を前記遊技盤の誘導レールによって前記遊技
領域に導く遊技機であって、
　前記遊技領域外に設けられているとともに、前記遊技盤の回動先端側に配置され、前記
遊技盤の前記支持枠からの取り外しを規制する規制手段（ロック装置４００）を備え、
　前記誘導レールの入口部（入口部分１０４）及び前記規制手段は、同入口部が同規制手
段よりも前記遊技盤の回動基端側となるようにして同遊技盤の下端縁に沿って並設されて
おり、
　前記第２把持部は、前記規制手段と前記入口部との間に配されていることを特徴とする
Ｄ５乃至Ｄ１１のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６７４】
　特徴Ｄ１３によれば、規制手段及び誘導レールの入口部を遊技盤の下端縁に沿って並設
することで誘導レールの入口部の位置ばらつきを抑制できる。これにより、誘導レールに
おける遊技球の着地位置のばらつき抑制に貢献でき、遊技球の誘導の円滑化に貢献できる
。
【０６７５】
　また、第２把持部を規制手段と誘導レールの入口部との間に配置することで、遊技球発
射装置から誘導レールへの遊技球の移動を許容しつつ、遊技盤を持ち上げている際のバラ
ンス維持機能と遊技盤の位置ずれ抑制機能とを好適に向上させることができ、実用上好ま
しい構成を実現できる。
【０６７６】
　特徴Ｄ１４．前記第１把持部及び前記第２把持部のうち一方は、前記遊技盤における回
動先端側に開放され、同回動先端側から回動基端側に凹んでいることを特徴とするＤ５乃
至Ｄ１３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６７７】
　特徴Ｄ１４によれば、把持部（凹み部分）に指を差し込むことにより、指の差し込み方
向と、挿入部への遊技盤の挿入方向が同一となる。これにより、遊技盤の差し込み作業を
容易化できる。
【０６７８】
　また、把持部を突起等によって構成し、遊技盤の着脱作業時には同突起を摘まんだり握
ったりする構成と比較すると、遊技盤の重量の支えやすさ及び回動させやすさの点で本特
徴に示す構成の方が優れていると考えられる。言い換えれば、突起等の構成を採用した場
合、遊技盤の着脱作業の過程で、持ち替えの行われる可能性が高くなると想定される。更
には、遊技盤を着脱する過程においてはまだしも、遊技盤を輸送する過程では、突起以外
の部位が把持される可能性が高まると懸念される。以上の理由から、把持部に対して本特
徴に示す技術的思想を採用するメリットは大きいと考えられる。



(98) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

【０６７９】
　特徴Ｄ１５．前記第１把持部は、前記遊技盤における回動先端側に開放され、同回動先
端側から回動基端側に凹み、
　前記第２把持部は、前記遊技盤の下方に開放され、上方に凹んでいることを特徴とする
Ｄ５乃至Ｄ１４のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６８０】
　特徴Ｄ１５によれば、特徴Ｄ３に示した構成を好適に実現できる。具体的には、遊技盤
に正対した状態で、同遊技盤の挿入方向先側の手で下側の第２把持部を把持し、反対側の
手で上側の第１把持部を把持する。この状態で、遊技盤を支持枠に装着するならば、遊技
盤の重量を第２把持部側の手で支えつつ、第１把持部側の手で遊技盤を挿入部に押すこと
により、遊技盤の装着作業を円滑に行うことができる。
【０６８１】
　特徴Ｄ１６．前記第２把持部は、前記第１把持部よりも前記遊技盤の回動基端側に寄っ
ていることを特徴とするＤ５乃至Ｄ１５のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６８２】
　特徴Ｄ１６によれば、各把持部を把持した場合に、両の手が交差することを抑制でき、
遊技盤の持ちやすさ向上にも貢献できる。
【０６８３】
　遊技盤を支持枠から取り外すと、作業者が遊技盤の重量を支える必要が生じる。仮に遊
技盤の挿入操作＆回転操作のみを考慮して把持部を配置すると、遊技盤の重量を支えにく
くなり得る。これに対処して作業者が持ち替えを行った場合は、持ちやすさを向上できる
反面、作業効率は悪化すると想定される。特に、このような持ち替えが行われる場合には
、遊技領域内の構成が掴まれるといった不都合の発生頻度が高まると懸念される。この点
、本特徴によれば、各把持部の配置を上述の如く工夫することで、そのような不都合を回
避できる。
【０６８４】
　また、第１把持部と比べて、第２把持部は遊技盤の重量を支える役割が大きい部分であ
る。この第２把持部を第１把持部よりも回動基端側（例えば遊技盤の中央寄り）に配置す
ることで、遊技盤を支えやすい構成を実現できる。
【０６８５】
　特徴Ｄ１７．前記支持枠には、前記遊技盤の背面に対向するベース部（対向板部２５１
）と、そのベース部から前方に起立する起立壁部（周壁部２６１）とによって区画されて
なる遊技盤収容部（遊技盤収容部７５）が形成されており、
　前記把持部は、前記遊技盤収容部に前記遊技盤が収容された状態にて、前記遊技盤収容
部から突出していることを特徴とするＤ１乃至Ｄ１６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０６８６】
　特徴Ｄ１７によれば、遊技盤を取り外す際に支持枠によって把持部へのアクセスが妨げ
られるといった不都合を生じにくくすることができる。また、遊技盤を装着する際には、
把持部を把持したまま遊技盤を押し込んだとしても、把持部を把持している手と支持枠の
遊技盤収容部とが干渉するといった不都合を好適に回避できる。これにより、作業時の持
ち替えを回避し、作業効率の向上に貢献できる。
【０６８７】
　特徴Ｄ１８．前記支持枠は、支持対象（外枠１１）によって開閉可能に支持されており
、
　前記遊技盤は、少なくとも前記支持枠が前記支持対象に対して閉じられている状態にて
、遊技機前方からの着脱が許容されていることを特徴とするＤ１乃至Ｄ１７のいずれか１
つに記載の遊技機。
【０６８８】
　仮に遊技盤を支持枠の背面側から着脱する構成を採用した場合、遊技盤を着脱する前に
支持枠を開放する必要が生じると考えられる。この場合、遊技盤を着脱する際に、支持枠



(99) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

が動き、同遊技盤の着脱作業が円滑に行えない可能性がある。これは、特に遊技盤を装着
する際に発生しやすい想定される。一方、このような不都合を解消すべく、片方の手で支
持枠を抑えつつ、他方の手で遊技盤を装着しようとすれば、作業負担が増大し得る。この
場合、遊技盤のバランスをとろうとすると、どうしても遊技盤の中央部分を把持する必要
が生じる。これに対応すべく、予め把持部の位置を片手作業に対応したものにしようとす
れば、把持部の配置自由度を低下することとなる。
【０６８９】
　この点、遊技盤を支持枠の前面側から着脱する構成とし、支持枠を支持対象に閉じた状
態のまま同遊技盤の着脱作業を可能とすれば、作業者は両手で遊技盤を把持することが可
能となる。この場合、片手で遊技盤を把持する場合と比較して、同遊技盤のバランスをと
ることが容易となり、各把持部の配置に生じる制限を抑えることができる。故に、特徴Ｄ
２等に示したように遊技盤の中央から外れた位置に把持部を設定したとしても、同遊技盤
の着脱時の作業がやりにくくなることを回避でき、実用上好ましい構成を実現できる。
【０６９０】
　特徴Ｅ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０）と、
　前記遊技盤を着脱可能に支持する支持枠（内枠１３）と、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の板面に対向する平板部（対向板部２５１）と、
　前記平板部に設けられ、前記遊技盤を前記支持枠に固定する固定手段（ロック装置４０
０）と、
　前記平板部に設けられ、前記遊技盤に形成された挿通部（貫通孔９１）に挿通されるこ
とにより前記遊技盤の前記支持枠に対しての取付位置を規定する突起（位置決め突起２５
９）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０６９１】
　特徴Ｅ１によれば、遊技盤を支持枠に対して着脱可能な構成とすることにより、同遊技
盤のメンテナンス作業の容易化等に貢献することができる。遊技盤を支持枠に取り付ける
場合には、遊技盤の挿通部に支持枠の突起を挿通させることによりその位置決めを行い、
固定手段によって遊技盤を支持枠に固定する。本特徴においては特に、遊技盤を固定する
固定手段と位置決めを行う突起とを同一の平板部に配置している。これにより、固定手段
と突起との相対位置のずれを抑制し、例えば遊技盤を固定することで突起に負荷が加わる
ことを抑制できる。このように、突起の保護を図ることで、遊技盤の位置精度向上に貢献
することができる。
【０６９２】
　特徴Ｅ２．前記遊技領域は、前記遊技盤の前面に形成されており、
　前記遊技盤は、前記支持枠に対して遊技機前方から着脱され、当該遊技盤の背面が前記
平板部に対向した状態で固定されていることを特徴とするＥ１に記載の遊技機。
【０６９３】
　特徴Ｅ２においては、遊技盤を支持枠に対して遊技機前方から着脱する構成とすること
により、同遊技盤の着脱作業の容易化に貢献している。しかしながら、遊技盤の前方から
の着脱を可能とした場合には、遊技盤を支持枠の後方から着脱する構成と比較して、遊技
盤（詳しくはその前面）の位置精度の確保が難しくなると想定される。このような構成に
、特徴Ｅ１に示した構成を適用すれば、同遊技盤の位置精度を高めることができ実用上好
ましい構成を実現できる。
【０６９４】
　特徴Ｅ３．前記支持枠には、前記平板部と、当該平板部から前記遊技盤側に起立すると
ともに同遊技盤を囲む囲み部（周壁部２６１）と、によって区画されてなる遊技盤収容部
（遊技盤収容部７５）が形成されていることを特徴とするＥ１又はＥ２に記載の遊技機。
【０６９５】
　特徴Ｅ３によれば、平板部は囲み部とともに遊技盤収容部を形成している。この遊技盤
収容部に遊技盤を収容することにより、同遊技盤が突起の突出方向と交差する方向に押さ



(100) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

れるといった不都合を生じにくくできる。また、平板部に同平板部から起立する囲み部が
形成されていることにより、平板部の剛性の確保に貢献できる。これにより、平板部の変
形等によって固定手段と突起との相対位置がばらつくことを抑制できる。
【０６９６】
　特徴Ｅ４．前記遊技盤は、略矩形状をなし、
　前記囲み部は、前記遊技盤の四辺に沿って形成された起立壁部（周壁部２６１を構成し
ている壁部２６２～２６５）がコーナ部を通じて連結されてなり、
　前記固定手段及び前記突起は、前記複数の起立壁部のうち１つ（例えば下側壁部２６３
）に沿って配置されているとともに、当該起立壁部からの距離が同等となるように構成さ
れていることを特徴とするＥ３に記載の遊技機。
【０６９７】
　特徴Ｅ４に示すように、固定手段及び突起を起立壁部に沿って配置することにより上記
特徴Ｅ３に示した剛性確保の恩恵を好適に享受できる。また、起立壁部及び固定手段の距
離と同起立壁部及び突起との距離を同等とすることにより、仮に平板部が起立壁部の根元
部分を基端として撓んだ場合であっても、固定手段及び突起の相対位置のずれを抑制でき
る。これにより、突起に対して負荷が加わりにくくし、遊技盤の位置決め機能の担保に貢
献できる。
【０６９８】
　特徴Ｅ５．前記固定手段及び前記突起は、それら両者が沿って設けられた一の前記起立
壁部に連結されている他の起立壁部に対して、前記突起よりも前記固定手段の方が近くな
るように配置されていることを特徴とするＥ４に記載の遊技機。
【０６９９】
　固定手段及びその取付部分には、固定操作等に伴って負荷が加わりやすいと想定される
。固定手段と突起とは同一の平板部に配されているため、固定手段の負荷が平板部に伝わ
ると、突起の位置決め精度も低下してしまう。この点、本特徴によれば、固定手段を、上
記他の起立壁部に対して前記突起よりも近くなるように配置することで、負荷を起立壁部
に分散させ、平板部の変形等を抑制可能としている。これにより、固定手段及び突起を同
一の対象に設ける構成においても、固定手段に発生する負荷に起因して突起の位置決め精
度が低下することを好適に回避できる。
【０７００】
　特徴Ｅ６．前記支持枠に設けられているとともに記遊技盤よりも下側に配置されており
、前記遊技領域に遊技球を発射する遊技球発射装置（遊技球発射機構１１０）を備え、
　前記遊技盤には、当該遊技盤の前面から起立し、前記遊技球発射装置から発射された遊
技球を前記遊技領域に誘導する誘導レール（誘導レール１００）が設けられており、
　前記誘導レールの入口部（入口部分１０４）は、前記遊技盤の下端寄りに配されており
、
　前記固定手段及び前記突起は、前記遊技盤の下端寄りに配置されていることを特徴とす
るＥ１乃至Ｅ５のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７０１】
　遊技球発射装置から発射された遊技球を誘導レールによって遊技領域に導く構成におい
ては、遊技球が誘導レールに着地する位置のばらつきに起因して、遊技球の円滑な誘導が
妨げられると懸念される。特に、着地位置のばらつきは同遊技球の着地時に誘導レールに
生じる衝撃が大きくなる要因となり得え、このような衝撃の増大によって、仮に誘導レー
ル等に歪み等が生じた場合には、上述した遊技球の円滑な移動が困難になると懸念される
。この点、本特徴によれば、誘導レールの入口部を遊技盤の下端寄りに配置するとともに
、固定手段及び突起についても同様に遊技盤の下端よりに配置することで、遊技盤の下端
の位置ばらつき、すなわち誘導レールの入口部の位置ばらつきを抑え、同入口部の位置精
度向上に貢献できる。このように、入口部の位置精度を向上することで、遊技球発射装置
から発射された遊技球の誘導レールでの着地位置のばらつきを低減し、上述した不都合を
払拭することができる。
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【０７０２】
　特徴Ｅ７．前記固定手段及び前記突起は、前記誘導レールにおける前記入口部の近傍に
設けられていることを特徴とするＥ６に記載の遊技機。
【０７０３】
　特徴Ｅ７によれば、固定手段及び突起を誘導レールの入口部近傍に配置することにより
、同入口部での位置精度の更なる向上に貢献できる。これにより、上述した着地位置のば
らつきを抑制し、誘導レールの保護や遊技球の誘導の円滑化に貢献できる。
【０７０４】
　特徴Ｅ８．前記遊技盤は、略矩形状をなし、
　前記支持枠に設けられているとともに、記遊技盤よりも下側に配置されており、前記遊
技盤側へ遊技球を発射する遊技球発射装置（遊技球発射機構１１０）を備え、
　前記遊技盤には、当該遊技盤の前面から起立し、前記遊技球発射装置から発射された遊
技球を前記遊技領域に誘導する誘導レール（誘導レール１００）が設けられており、
　前記誘導レールの入口部（入口部分１０４）は、前記遊技盤の下端寄りに配されており
、
　前記固定手段及び前記突起は、前記遊技盤の下端寄りに配置されており、
　前記支持枠には、前記遊技盤の四辺に沿って形成された複数の壁部（周壁部２６１を構
成している壁部２６２～２６５）がコーナ部を通じて連結されてなり、前記遊技盤を囲む
周壁（周壁部２６１）が形成されており、
　前記平板部は、前記周壁において前記誘導レールの前記入口部から最も近いコーナ部か
ら連続していることを特徴とするＥ１乃至Ｅ５のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７０５】
　遊技球発射装置から発射された遊技球を誘導レールによって遊技領域に導く構成におい
ては、遊技球が誘導レールに着地する位置のばらつきに起因して、遊技球の円滑な誘導が
妨げられると懸念される。特に、着地位置のばらつきは同遊技球の着地時に誘導レールに
生じる衝撃が大きくなる要因となり得え、このような衝撃の増大によって、仮に誘導レー
ル等に歪み等が生じた場合には、上述した遊技球の円滑な移動が困難になると懸念される
。この点、本特徴によれば、誘導レールの入口部を遊技盤の下端寄りに配置するとともに
、固定手段及び突起についても同様に遊技盤の下端よりに配置することで、遊技盤の下端
の位置ばらつき、すなわち誘導レールの入口部の位置ばらつきを抑え、同入口部の位置精
度向上に貢献できる。このように、入口部の位置精度を向上することで、遊技球発射装置
から発射された遊技球の誘導レールでの着地位置のばらつきを低減し、上述した不都合を
払拭することができる。
【０７０６】
　また、支持枠に形成された周壁によって遊技盤が囲まれており、その周壁部において誘
導レールの入口部から最も近いコーナ部から平板部が連続している。周壁部が遊技盤側に
向けて押されるとうした場合の遊技盤側への壁部の変形量は、壁部中央と比較して壁部同
士の境界、すなわち上記コーナ部において小さくなる。このように、変位量の小さくなる
部位に対して平板部を連続させることで、平板部の位置精度、すなわち突起及び固定手段
の位置精度の向上に貢献できる。
【０７０７】
　特徴Ｅ９．前記平板部は、前記誘導レールの前記入口部から最も近い前記コーナ部を介
して隣り合っている２つの壁部に連続していることを特徴とするＥ８に記載の遊技機。
【０７０８】
　特徴Ｅ９によれは、平板部がコーナ部を介して隣り合う２つの壁部に連なっていること
で、周壁の強度向上と、平板部の強度向上とに貢献できる。これにより、更なる遊技盤の
位置決め精度向上に貢献できる。
【０７０９】
　また、例えば相対向する２つの壁部に跨るようにして平板部を形成する場合と比較して
、平板部の占有領域を小さくでき、例えば遊技盤の中央側への張り出しを好適に抑えるこ
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とができる。これにより、遊技盤に搭載される各種構成（例えば制御装置や遊技球回収通
路等）との共存を容易なものとすることができる。
【０７１０】
　特徴Ｅ１０．前記支持枠の枠部（左側枠部１３ｃ）には、前記遊技盤を前方から覆う扉
体（前扉枠１４）が開閉可能に支持されており、
　前記突起は、前記支持枠において前記扉体を支持している側の枠部に寄りに配置されて
おり、
　前記平板部は、前記複数の壁部のうち少なくとも前記扉体が支持されている側と同じ側
の１つに連続していることを特徴とするＥ８又はＥ９に記載の遊技機。
【０７１１】
　遊技盤の位置精度を向上するには、平板部の強度を向上することが効果的である。しか
しながら、仮に平板部や周壁（壁部）を大型化したり、それら平板部等にリブ等を形成し
て補強を行ったりすれば、それら平板部等の占有領域が拡大する。遊技機が遊技ホール等
の島設備に設置されることを考慮すれば、支持枠の大きさには制限があり、上述した平板
部等の占有領域の拡大は、支持枠に搭載される他の周辺部品（例えば施錠部材等）との共
存を困難にする要因となり得るため好ましくない。
【０７１２】
　支持枠において扉体を支持している枠部は、扉体を支持するのに十分な強度が要求され
る部分である。この枠部と、平板部が繋がる壁部の１つとが同一側である場合には、例え
ばそれら両者を一体化することで、占有領域の拡大を抑えつつ、強度向上を図ることがで
きる。つまり、強度が要求される部分を同じ側に集合させることで、強度確保のために必
要な領域の拡がりを好適に抑制できる。これにより、強度確保のための占有領域の拡大を
抑えつつ、遊技盤の位置精度を向上でき、実用上好ましい構成を実現できる。
【０７１３】
　特徴Ｅ１１．前記支持枠において前記遊技盤及び前記遊技球発射装置の間となる部位に
前記遊技盤の下端部と対向して設けられ、前記遊技盤が載置されることにより同遊技盤の
上下位置を規定する載置部（下側壁部２６３）を備え、
　前記誘導レールの前記入口部及び前記遊技球発射装置は前記載置部を跨いで対峙してお
り、
　前記固定手段及び前記突起は、前記載置部に沿って配されていることを特徴とするＥ６
乃至Ｅ１０のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７１４】
　遊技盤の位置精度を向上しようとすれば突起を多数設定することが好ましい。しかしな
がら、突起の数が増せば、遊技盤の装着作業等が煩雑なものとなり、作業性が低下すると
考えられる。この点、遊技盤において特に位置決め精度が必要となる誘導レールの入口部
や載置部の近傍において突起による位置決め精度の向上及び固定手段による位置ばらつき
の抑制を行えば、突起や固定手段の設定数を無駄に増加させることなく、すなわち作業性
の悪化を抑えつつ、位置決め精度を所望とする箇所で向上させることができる。また、遊
技盤の重みを載置部によって支えることで、固定手段や突起に加わる重量負荷を抑えるこ
とが可能となり、位置決め精度の担保が期待できる。
【０７１５】
　特徴Ｅ１２．前記載置部は、前記平板部から起立していることを特徴とするＥ１１に記
載の遊技機。
【０７１６】
　載置部を有する構成においては、位置決め精度の向上を図ることができる反面、仮に位
置ずれが発生した場合に固定手段や突起に加わる負荷が大きくなると想定される。この点
、載置部と固定手段及び突起とを平板部に設けることにより、それら各種構成の相対位置
のずれを抑制しやすくできる。つまり、例えば遊技盤の重みによって載置部が沈んだ場合
、その沈みに追従して突起や固定手段も変位しやすくなる。これにより、載置部と固定手
段及び突起との相対位置をずれにくくし、突起や固定手段への負荷の集中を好適に抑制で
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きる。
【０７１７】
　なお、特徴Ｅ４（平板部及び起立壁部によって遊技盤収容部が形成されている構成）と
の組み合わせにおいては、「載置部」と「起立壁部」とが別体であってもよいし、一体で
あってもよい。また、特徴Ｅ８（コーナ部を介して連続する複数の壁部からなる周壁によ
って遊技盤が囲まれている構成）との組み合わせにおいては、「載置部」と「壁部」とが
一体であってもよいし、別体であってもよい。
【０７１８】
　特徴Ｅ１３．前記固定手段は、前記遊技盤の前面に当接する当接部（操作レバー４４０
の操作部４４６）と、前記遊技盤を前記平板部から離れる側に押す押し部（プッシャ４２
０）とを有し、
　前記遊技盤が前記押し部に押され前記当接部に当接している状態では、当該遊技盤と前
記平板部との間に隙間が形成されることを特徴とするＥ１乃至Ｅ１２のいずれか１つに記
載の遊技機。
【０７１９】
　突起による位置決め精度を向上させようとすれば、挿通部と突起とのクリアランスを小
さくし、突起を挿通部内に完全に埋没させるとよい。しかしながら、このような構成を採
用した場合、遊技盤の位置をずらすような負荷が僅かにでも加わると、その負荷が突起の
根元部分に集中しやすくなると想定される。この負荷は例えば突起をせん断させるように
作用するため、突起の耐久性の確保に課題が生じると想定される。この点、本特徴におい
ては平板部と挿通部との間に隙間を形成し、突起の根元部分を挿通させない構成とするこ
とで、突起の撓み（弾性変形）を利用して上述した負荷による同突起のせん断や折れ等の
発生を抑制できる。これにより、位置決め手段による位置精度の向上を図りつつ同位置決
め手段の耐久性を好適に向上させることができ、繰り返しの使用に耐え得る構成の実現に
貢献できる。
【０７２０】
　例えば、押し部における前記平板部の板面からの突出量を、突起の同板面からの突出量
よりも小さく設定するとよい。
【０７２１】
　特徴Ｅ１４．前記固定手段は、前記遊技盤を固定する固定状態、及び同遊技盤の固定を
解除する固定解除状態に切替可能な操作部（操作レバー４４０の操作部４４６）を備え、
　前記遊技盤には、前記操作部が固定解除状態である場合に同操作部の通過を許容する通
過部（挿通部９２）が形成されており、
　前記操作部は、前記操作部が前記通過部内に位置しているとともに前記突起が前記挿通
部外に位置している場合には、前記通過部によって前記操作部の前記固定解除状態への切
り替えが阻止されることを特徴とするＥ１３に記載の遊技機。
【０７２２】
　特徴Ｅ１４によれば、遊技盤を装着完了位置に配置する場合に、例えば遊技盤の位置が
決まっていない状態であるにもかかわらず無理に固定操作が行われることを回避できる。
これにより、無理な切替操作によって突起に負荷が加わり、同突起が変形するといった不
都合の発生を抑えることができる。故に、突起の保護機能を向上させ、位置決め精度の担
保に貢献できる。
【０７２３】
　特徴Ｅ１５．前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の一側部が挿入される挿入部（挿入部
２８０）を備え、
　前記遊技盤は、前記挿入部に挿入された状態で当該挿入部を中心として回動されること
により前記支持枠に対して着脱されるものであり、
　前記突起及び前記挿通部は、同挿通部に同突起が挿通されることにより、前記遊技盤の
幅方向への同遊技盤の移動を規制するものであり、
　前記固定手段の前記操作部は、前記突起よりも前記遊技盤の回動基端側に配置されてい
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るとともに、当該操作部の前記平板部からの突出量が前記突起の同平板部からの起立量よ
りも大きくなるように形成されており、
　前記通過部は、少なくとも前記幅方向においては前記固定状態の前記操作部よりも僅か
に大きく形成されていることを特徴とするＥ１４に記載の遊技機。
【０７２４】
　特徴Ｅ１５によれば、遊技盤を回動させて装着する過程では、突起が挿通部に挿通され
るよりも先に、固定手段の操作部が通過部を通過する。通過部は、操作部が固定解除状態
であることにより、その通過を許容する。この際、遊技盤（詳しくは操作部）が幅方向に
位置ずれしていると、そのずれが僅かである場合を除いて通過が不可となる。これにより
以下の効果が期待できる。
【０７２５】
　つまり、特徴Ｅ１４に示したように固定状態への切替操作を位置決め後に行なう構成に
おいては、突起が挿通部にうまく嵌まらない状態で遊技盤が押し込まれ、同突起が遊技盤
の背面に衝突するおそれがある。これは、突起の変形を招来し、位置精度の担保が難しく
なる要因となり得るため好ましくない。この点、本特徴においては、遊技盤の位置ずれが
操作部及び通過部によってある程度抑えられた状態にて、突起が挿通部に挿通されるため
、上述した不都合を生じにくくすることが可能となる。これにより、突起の位置決め機能
の保全に貢献できる。
【０７２６】
　例えば、操作部が通過部を通過している過程にて、突起が挿通部に挿通される構成とす
るとよい。
【０７２７】
　特徴Ｅ１６．前記固定手段が複数設けられており、
　前記突起は、それら固定手段のうち２つの間に配置されていることを特徴とするＥ１乃
至特徴Ｅ１５のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７２８】
　特徴Ｅ１６によれば、２つの固定手段の間に突起を配置することにより、遊技盤の位置
ずれ等によって発生する負荷を分散させやすくすることができ、突起の位置決め機能を好
適に担保できる。
【０７２９】
　特徴Ｅ１７．前記突起及び前記挿通部は、同挿通部に同突起が挿通されることにより、
前記遊技盤の幅方向への同遊技盤の移動を規制するものであり、
　前記固定手段は、前記突起に対して前記幅方向に並べて配置されていることを特徴とす
るＥ１乃至Ｅ１６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７３０】
　仮に、固定手段を上記幅方向とは異なる方向に並べて配置した場合、遊技盤を幅方向へ
動かすような負荷が加わった場合に、固定手段によってその一部を分散させることは可能
であるが、同固定部を中心とした回転モーメントの発生を抑制することは難しい。このた
め、突起に対する負荷の分散効率を高めることは困難であると想定される。この点、本特
徴によれば、突起及び固定手段を遊技盤の幅方向に並べて配置することにより、上述した
回転モーメントの発生を抑制し、上記負荷の分散効率を高めることができる。これにより
、突起の保護機能を更に向上させることができる。
【０７３１】
　特徴Ｆ１．前面に遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０）と
、
　前記遊技盤を着脱可能に支持する支持枠（内枠１３）と
を備え、
　前記支持枠に対して前記遊技盤が遊技機前方から取り付けられている遊技機において、
　前記支持枠に設けられているとともに、前記遊技盤の下方に配置され、予め定められた
方向に遊技球を発射する遊技球発射装置（遊技球発射機構１１０）と、



(105) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　前記遊技盤の前面から起立する壁状をなし、前記遊技球発射装置から発射された遊技球
がその壁面に沿って移動することにより同遊技球を前記遊技領域に誘導する誘導手段（誘
導レール１００）と、
　前記誘導手段において前記遊技球発射装置から発射された遊技球が入る入口部（入口部
分１０４）の近傍に設けられ、前記遊技盤の前記支持枠に対しての取付位置を規定する位
置決め手段（内枠１３の位置決め突起２５９及び遊技盤８０の貫通孔９１）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０７３２】
　特徴Ｆ１によれば、遊技球発射装置から発射された遊技球は、誘導手段によって遊技領
域に導かれる。この際、例えば誘導手段に対して遊技球が着地する位置には、遊技球の衝
突による衝撃が発生し得る。仮にこのような衝撃が大きくなると誘導手段が変形等し、遊
技球の誘導が円滑に行われなくなるおそれがある。
【０７３３】
　本特徴においては、遊技盤を支持枠の前面側から取り付ける構成を採用することにより
、遊技盤を支持枠の背面側から取り付ける構成と比較して、位置決め手段の配置自由度を
高め、特定の位置における位置精度を担保しやすくしている。具体的には、遊技盤を支持
枠の背面側から取り付ける構成においては、例えば遊技領域に対して前後に重なる位置や
、遊技盤に装着されている各種遊技部品等に対して前後に重なる位置には位置決め手段を
配置することが困難であるが、遊技盤を支持枠の前面側から取り付ける構成においては、
位置決め手段の配置に上述したような制限が生じることを抑制できる。このように位置決
め手段の配置自由度を向上し、特に誘導手段の入口部の近傍に位置決め手段を設けること
により、入口部の位置精度を向上し、遊技球の着地位置のばらつきを抑制することが可能
となる。これにより、誘導手段による遊技球の誘導の円滑化に貢献できる。また、遊技球
着地時の衝撃が想定以上に大きくなることを抑制し、誘導手段や同誘導手段の取り付け構
造の強化を回避しつつ、誘導手段の耐久性を向上できる。故に、構造の煩雑化を抑制しつ
つ誘導手段の耐久性を向上することが可能となる。
【０７３４】
　特徴Ｆ２．前記遊技球発射装置は、遊技球の発射方向を規定する発射レール（発射レー
ル１１２）を備え、
　前記位置決め手段は、前記発射レールの略延長上に配置されていることを特徴とするＦ
１に記載の遊技機。
【０７３５】
　遊技球発射装置から発射された遊技球は、発射レールに沿って移動し、同発射レールの
延長先に向けて移動する。この場合、同遊技球は、位置決め手段において発射レールの延
長上に位置する部分（特定部位ＳＰ）に着地しやすくなると想定される。本特徴において
は特に、位置決め手段を発射レールの略延長上に配置することにより、遊技球の着地想定
位置の近くにて位置決めを行うことが可能となる。これにより、特徴Ｆ１に示した各種効
果を更に高めることができる。
【０７３６】
　特徴Ｆ３．前記誘導手段は、遊技球が通過可能な隙間を隔てて内外二重に設けられた内
レール（内レール１０１）及び外レール（外レール１０２）によって構成されており、
　それら内レール及び外レールは、前記遊技領域の外方に凸となる湾曲状に形成されてお
り、
　前記位置決め手段は、遊技機の正面視において前記外レールと前後に重なる位置に配置
されていることを特徴とするＦ１又はＦ２に記載の遊技機。
【０７３７】
　特徴Ｆ３によれば、位置決め手段を、遊技機の正面視において外レールと前後に重なる
位置に配置することにより、遊技球発射装置に対する誘導手段の位置精度を一層好適に向
上でき、特徴Ｆ１に示した効果を更に高めることができる。
【０７３８】
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　特徴Ｆ４．前記位置決め手段は、前記支持枠に形成されている突起（位置決め突起２５
９）と、前記遊技盤に形成され、前記突起が挿通される挿通部（貫通孔９１）とを有して
いることを特徴とするＦ３に記載の遊技機。
【０７３９】
　特徴Ｆ４に示すように支持枠の突起が遊技盤の挿通部に挿通される構成とすることで、
外レールの背後に位置決め手段を配置でき、特徴Ｆ３に示した構成を好適に実現すること
ができる。
【０７４０】
　特徴Ｆ５．前記挿通部は、前記遊技盤の厚さ方向に貫通する孔状をなし、
　前記挿通部において前記突起が挿入される側とは反対には、前記外レールに対して前記
内レールと対向している側とは反対から当接することにより、同外レールの変形を規制す
る規制部材（レール支持部材１０７）が取り付けられていることを特徴とするＦ４に記載
の遊技機。
【０７４１】
　特徴Ｆ５によれば、規制部材によって外レールの変形を規制する構成とすることにより
、外レールに遊技球が着地した際の衝撃を分散することが可能となる。特に、この規制部
材を位置決め用の貫通孔に取り付けることにより、規制部材を例えば遊技球の着地位置に
対応して配置しやすくできる。つまり、位置決め用の貫通孔を利用して規制部材を取り付
けることで、より的確な位置にて外レールの変形を抑えることが可能となる。
【０７４２】
　なお、貫通孔を規制手段の取付孔として活用することにより、構成の煩雑化を最小限に
留めることができる。
【０７４３】
　特徴Ｆ６．前記外レールに沿って配置され、当該外レールを前記遊技盤に固定する複数
の固定部（固定ピン１０２ａ）を備え、
　前記規制部材は、前記複数の固定部の間にて前記外レールに対して当接していることを
特徴とするＦ５に記載の遊技機。
【０７４４】
　特徴Ｆ６によれば、外レールの撓み変形を許容しつつ、過度な変形（例えば塑性変形）
を規制部材によって規制することができる。これにより、遊技球が着地（衝突）した際の
接触時間を長くすることができ、同遊技球の着地によって発生する衝撃力を低減すること
ができる。
【０７４５】
　なお、外レールの撓み変形を許容する構成とした場合には、外レールが復元した際に振
動が残留しやすくなると想定される。そこで、規制部材を外レールとは異なる固有振動値
を有するように形成するとよい。これにより、誘導手段の緩衝機能と制振機能とを強化で
き、実用上好ましい構成を実現可能となる。
【０７４６】
　特徴Ｆ７．前記位置決め手段は、前記挿通部に前記突起が挿通されることで、前記遊技
盤の左右位置を規定するものであり、
　前記誘導手段の入口部は、前記遊技盤の下端寄りに配置されており、
　前記支持枠において前記遊技盤及び前記遊技球発射装置の間となる部位に前記遊技盤の
下端部と対向して設けられ、前記遊技盤が載置されることにより同遊技盤の上下位置を規
定する載置部（下側壁部２６３）を備えていることを特徴とするＦ４乃至Ｆ６のいずれか
１つに記載の遊技機。
【０７４７】
　特徴Ｆ７によれば、遊技盤は支持枠の載置部に載置された状態にてその上下位置が規定
されている。詳しくは遊技球発射装置に近い側で上下位置が規定されている。これにより
、誘導手段の入口部の位置精度を高めることができ、遊技球発射装置から発射された遊技
球の誘導手段に対する着地位置の精度向上に貢献できる。
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【０７４８】
　また、遊技盤はその左右位置が突起によって規定されていることで、上述した着地位置
の精度向上を更に好適なものとしている。左右の位置決めに、遊技盤と支持枠とが対向し
ている部位に設けられた突起を採用することにより、誘導手段の位置精度を向上しやすい
位置に同突起を配置可能となっている。但し、このように突起による位置決めを行う場合
には、その突起に対して過度の負荷が加わると、位置決め精度が低下し、本来の目的に逆
行することになり得る。
【０７４９】
　この点、本特徴においては、上述したように遊技盤の重みを載置部によって支え、突起
に対して遊技盤の重みが加わることを抑制できる。これにより、遊技盤（詳しくは誘導手
段）の位置精度を向上させ、誘導手段に対して遊技球が着地した際の着地位置のばらつき
を好適に抑制している。故に、誘導手段の取付構造等を複雑化することなく、誘導手段に
よる遊技球の円滑な誘導を実現することができる。
【０７５０】
　特徴Ｆ８．前記遊技盤が前記支持枠に装着される場合に、前記載置部によって前記遊技
盤の上下位置が規定された状態にて、前記突起により前記遊技盤の左右位置が規定される
ことを特徴とするＦ７に記載の遊技機。
【０７５１】
　特徴Ｆ８によれば、遊技盤の装着作業を行う際には、先ず遊技盤を載置部に載せること
でその重量の少なくとも一部を支持枠側に預けることができる。このように遊技盤を取り
付ける過程でその重み載置部によって支えることにより、遊技盤が勢いに任せて装着され
るといった不都合を生じにくくすることができる。これにより、仮に突起と遊技盤とが干
渉した場合であっても、同突起に過度な負荷が加わることを抑制できる。つまり、突起の
変形等を生じにくくし位置精度を高めることで、遊技球の円滑な誘導の実現に貢献してい
る。
【０７５２】
　例えば、遊技盤が取付完了位置まで移動される区間に、上下方向の位置決めを行う第１
位置決め区間と、上下方向及び左右方向の位置決めを行う第２位置決め区間とを、第１位
置決め区間が手前側、第２位置決め区間が奥側となるように設定するとよい。
【０７５３】
　特徴Ｆ９．前記突起は、前記支持枠に設けられており、
　前記載置部の前端縁は、前記突起の先端よりも前記遊技盤の装着方向における手前側に
位置していることを特徴とするＦ８に記載の遊技機。
【０７５４】
　特徴Ｆ８に示した構成を実現するには、本特徴に示すように、突起の先端が載置部の前
端縁よりも遊技盤の取付方向における手前側に突出しない構成とするとよい。これにより
、上下位置のずれを抑えた状態にて左右位置を規定でき、突起の保護に貢献できる。
【０７５５】
　特徴Ｆ１０．前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の一側部が挿入される挿入部（挿入部
２８０）を備え、
　前記遊技盤は、前記挿入部に挿入された状態で当該挿入部を中心として回動されること
により前記支持枠に対して着脱されるものであり、
　前記遊技盤は、少なくとも前記挿入部に挿入されている状態においては、前記載置部に
載置可能となることを特徴とするＦ８又はＦ９に記載の遊技機。
【０７５６】
　支持枠に対して遊技盤を装着する構成においては、遊技盤の装着に要するストローク（
載置部に載ってから装着完了位置までのストローク）が小さいと特徴Ｆ８や特徴Ｆ９に示
したような位置決めの順序の明確化が困難になると想定される。この場合、載置部に対し
て遊技盤が載る前等、上下の位置決めが不正確な状態にて、左右の位置決めがなされる可
能性を排除できない。例えば、回胴式遊技機の交換ユニットの取り付けに関する構成を適



(108) JP 5402173 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

用し、遊技盤を自身の厚み方向にスライドさせることで装着が行われる構成を採用した場
合には、遊技機の厚みを増加させることは好ましくないという観点から、そのスライドス
トロークの確保が難しくなり、上記不都合を回避することが困難になり得る。
【０７５７】
　この点、本特徴に示すように、遊技盤を回動装着式にすることで、遊技機の厚みの増加
を抑えつつ、上記ストロークを確保することが可能となる。このようにストロークの確保
が可能であれば、載置部によって上下の位置決め精度を高めた状態にて左右の位置決めを
行うことができ、突起の干渉等を好適に抑制できる。
【０７５８】
　特徴Ｆ１１．前記支持枠には前記遊技盤の背面に対向する平板部（対向板部２５１）が
設けられているとともに、前記突起は当該平板部に配されており、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の前面に当接する当接部（ストッパ２６７やロック
装置４００の操作部４４６）と、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤を前記当接部側に押す押し部（板バネ２７０やプッ
シャ４２０）と
を備え、
　前記遊技盤が前記押し部に押され前記当接部に当接している状態では、前記平板部と前
記挿通部との間に隙間が形成されることを特徴とするＦ４乃至Ｆ１０のいずれか１つに記
載の遊技機。
【０７５９】
　突起による位置決め精度を向上させようとすれば、挿通部と突起とのクリアランスを小
さくし、突起を挿通部内に完全に埋没させるとよい。しかしながら、このような構成を採
用した場合、遊技盤の位置をずらすような負荷が僅かにでも加わると、その負荷が突起の
根元部分に集中しやすくなると想定される。この負荷は例えば突起をせん断させるように
作用するため、突起の耐久性の確保に課題が生じると想定される。この点、本特徴におい
ては平板部と挿通部との間に隙間を形成し、突起の根元部分を挿通させない構成とするこ
とで、突起の撓み（弾性変形）を利用して上述した負荷による同突起のせん断や折れ等の
発生を抑制できる。これにより、位置決め手段による位置精度の向上を図りつつ同位置決
め手段の耐久性を好適に向上させることができ、繰り返しの使用に耐え得る構成の実現に
貢献できる。
【０７６０】
　例えば、当接部及び押し部によって遊技盤の前後位置を規定するとよい。
【０７６１】
　特徴Ｆ１２．前記載置部は、前記平板部から起立していることを特徴とするＦ１１に記
載の遊技機。
【０７６２】
　載置部を有する構成においては、位置決め精度の向上を図ることができる反面、仮に位
置ずれが発生した場合に固定手段や突起に加わる負荷が大きくなると想定される。この点
、載置部及び突起を平板部に設けることにより、それら各種構成の相対位置のずれを抑制
しやすくできる。つまり、例えば遊技盤の重みによって載置部が沈んだ場合、その沈みに
追従して突起も変位しやすくなる。これにより、載置部と突起との相対位置をずれにくく
し、突起への負荷の集中を好適に抑制できる。
【０７６３】
　特徴Ｆ１３．前記支持枠において前記遊技盤及び前記遊技球発射装置の間となる部位に
前記遊技盤の下端部と対向して設けられ、前記遊技盤が載置されることにより同遊技盤の
上下位置を規定する載置部（下側壁部２６３）と、
　前記平板部に設けられ、前記遊技盤を前記支持枠に固定する固定手段（ロック装置４０
０）と
を備え、
　前記固定手段及び前記突起は、前記載置部に沿って配されていることを特徴とするＦ１
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１又はＦ１２に記載の遊技機。
【０７６４】
　遊技盤の位置精度を向上しようとすれば突起を多数設定することが好ましい。しかしな
がら、突起の数が増せば、遊技盤の装着作業等が煩雑なものとなり、作業性が低下すると
考えられる。この点、遊技盤において特に位置決め精度が必要となる誘導手段の入口部や
載置部の近傍において突起による位置決め精度の向上及び固定手段による位置ばらつきの
抑制を行えば、突起や固定手段の設定数を無駄に増加させることなく、すなわち作業性の
悪化を抑えつつ、位置決め精度を所望とする箇所で向上させることができる。また、遊技
盤の重みを載置部によって支えることで、固定手段や突起に加わる重量負荷を抑えること
が可能となり、位置決め精度の担保が期待できる。
【０７６５】
　なお、特徴Ｆ６等との組み合わせにおいては、特徴Ｆ６等に示す「載置部」と、本特徴
に示す「載置部」とを同一のものとしてもよい。
【０７６６】
　特徴Ｆ１４．前記固定手段が複数設けられており、
　前記突起は、それら固定手段のうち２つの間に配置されていることを特徴とするＦ１３
に記載の遊技機。
【０７６７】
　特徴Ｆ１４によれば、２つの固定手段の間に突起を配置することにより、遊技盤の位置
ずれ等によって発生する負荷を分散させることができ、突起の位置決め機能を好適に担保
できる。
【０７６８】
　特徴Ｆ１５．前記固定手段は、前記遊技盤を固定する固定状態、及び同遊技盤の固定を
解除する固定解除状態に切替可能な操作部（操作レバー４４０の操作部４４６）を備え、
　前記遊技盤には、前記操作部が固定解除状態である場合に同操作部の通過を許容する通
過部（挿通部９２）が形成されており、
　前記操作部は、前記操作部が前記通過部内に位置しているとともに前記突起が前記挿通
部外に位置している場合には、前記通過部によって前記操作部の前記固定解除状態への切
り替えが阻止されることを特徴とするＦ１３又はＦ１４に記載の遊技機。
【０７６９】
　特徴Ｆ１５によれば、遊技盤を装着完了位置に配置する場合に、例えば遊技盤の位置が
決まっていない状態であるにもかかわらず無理に固定操作が行われることを回避できる。
これにより、無理な切替操作によって突起に負荷が加わり、同突起が変形するといった不
都合の発生を抑えることができる。故に、突起の保護機能を向上させ、位置決め精度の担
保に貢献できる。
【０７７０】
　特徴Ｆ１６．前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の一側部が挿入される挿入部（挿入部
２８０）を備え、
　前記遊技盤は、前記挿入部に挿入された状態で当該挿入部を中心として回動されること
により前記支持枠に対して着脱されるものであり、
　前記突起及び前記挿通部は、同挿通部に同突起が挿通されることにより、前記遊技盤の
幅方向への同遊技盤の移動を規制するものであり、
　前記固定手段の前記操作部は、前記突起よりも前記遊技盤の回動基端側に配置されてい
るとともに、当該操作部の前記平板部からの突出量が前記突起の同平板部からの起立量よ
りも大きくなるように形成されており、
　前記通過部は、少なくとも前記幅方向においては前記固定状態の前記操作部よりも僅か
に大きく形成されていることを特徴とするＦ１５に記載の遊技機。
【０７７１】
　特徴Ｆ１６によれば、遊技盤を回動させて装着する過程では、突起が挿通部に挿通され
るよりも先に、固定手段の操作部が通過部を通過する。通過部は、操作部が固定解除状態
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であることにより、その通過を許容する。この際、遊技盤（詳しくは操作部）が幅方向に
位置ずれしていると、そのずれが僅かである場合を除いて通過が不可となる。これにより
以下の効果が期待できる。
【０７７２】
　つまり、特徴Ｆ１５に示したように固定状態への切替操作を位置決め後に行なう構成に
おいては、突起が挿通部にうまく嵌まらない状態で遊技盤が押し込まれ、同突起が遊技盤
の背面に衝突するおそれがある。これは、突起の変形を招来し、位置精度の担保が難しく
なる要因となり得るため好ましくない。この点、本特徴においては、遊技盤の位置ずれが
操作部及び通過部によってある程度抑えられた状態にて、突起が挿通部に挿通されるため
、上述した不都合を生じにくくすることが可能となる。これにより、突起の位置決め機能
の保全に貢献できる。
【０７７３】
　例えば、操作部が通過部を通過している過程にて、突起が挿通部に挿通される構成とす
るとよい。
【０７７４】
　なお、特徴Ｆ１０等との組み合わせにおいては、特徴Ｆ１０等に示す「挿入部」と本特
徴に示す「挿入部」とを同一のものとしてもよい。
【０７７５】
　特徴Ｆ１７．前記挿通部は、前記突起が挿通された状態にて、同突起との間にそれら突
起及び挿通部の上下方向での相対移動を許容する隙間が形成されるように形成されている
ことを特徴とするＦ４乃至Ｆ１６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７７６】
　特徴Ｆ１７によれば、仮に遊技盤の上下位置がばらついた場合であっても、そのばらつ
きによる影響が突起に及ぶことを抑制できる。つまり、上下位置のばらつきに伴って左右
位置もばらつきやすくなるといった不都合を生じにくくすることができる。これにより、
上述した遊技盤（詳しくは誘導手段）の位置精度の低下を極力抑えることができる。
【０７７７】
　特に特徴Ｆ５や特徴Ｆ６（規制部材を有する構成）との組み合わせにおいては、例えば
挿通部が上下に拡がる長孔状とし、同挿通部に規制部材の取付部分が嵌合する構成とする
ことで、以下の効果を享受できる。すなわち、規制部材の位置ずれ等を好適に抑制し、例
えば、外レールから規制部材に負荷が伝播した場合に同規制部材が挿通部を中心に回動し
て誘導手段（詳しくは外レール）に対する規制位置がずれることを抑制できる。このよう
に簡素な構成によって、規制部材の位置ずれを抑えることで実用上好ましい構成を実現で
きる。
【０７７８】
　特徴Ｇ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０）と、
　前記遊技盤を着脱可能に支持する支持枠（内枠１３）と、
　前記支持枠に設けられているとともに、前記遊技盤よりも下側に配置されており、前記
遊技盤側に遊技球を発射する遊技球発射装置（遊技球発射機構１１０）と、
　前記遊技盤に設けられ、前記遊技球発射装置から発射された遊技球を前記遊技領域に導
く誘導手段（誘導レール１００）と、
　前記支持枠において前記遊技盤及び前記遊技球発射装置の間となる部位に前記遊技盤の
下端部と対向して設けられ、前記遊技盤が載置されることにより同遊技盤の上下位置を規
定する載置部（下側壁部２６３）と、
　前記載置部よりも上側において前記遊技盤及び前記支持枠が対向している部位に設けら
れ、遊技盤の左右位置を規定する突起（位置決め突起２５９）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０７７９】
　特徴Ｇ１によれば、遊技球発射装置から発射された遊技球は、誘導手段によって遊技領
域に導かれる。遊技盤は支持枠の載置部に載置された状態にてその上下位置が規定されて
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いる。詳しくは遊技球発射装置に近い側で上下位置が規定されている。これにより、遊技
盤（詳しくは誘導手段）の位置精度を高めることができ、遊技球発射装置から発射された
遊技球の誘導手段に対する着地位置の精度向上に貢献できる。
【０７８０】
　また、遊技盤はその左右位置が突起によって規定されていることで、上述した着地位置
の精度向上を更に好適なものとしている。特に、左右の位置決めに、遊技盤と支持枠とが
対向している部位に設けられた突起を採用することにより、誘導手段の位置精度を向上し
やすい位置に同突起を配置可能となっている。但し、このように突起による位置決めを行
う場合には、その突起に対して過度の負荷が加わると、位置決め精度が低下し、本来の目
的に逆行することになり得る。
【０７８１】
　この点、本特徴においては、上述したように遊技盤の重みを載置部によって支え、突起
に対して遊技盤の重みが加わることを抑制できる。これにより、遊技盤（詳しくは誘導手
段）の位置精度を向上させ、誘導手段に対して遊技球が着地した際の着地位置のばらつき
を好適に抑制している。故に、誘導手段の取付構造等を複雑化することなく、誘導手段に
よる遊技球の円滑な誘導を実現することができる。
【０７８２】
　特徴Ｇ２．前記遊技盤が前記支持枠に装着される場合に、前記載置部によって前記遊技
盤の上下位置が規定された状態にて、前記突起により前記遊技盤の左右位置が規定される
ことを特徴とするＧ１に記載の遊技機。
【０７８３】
　特徴Ｇ２によれば、遊技盤の装着作業を行う際には、先ず遊技盤を載置部に載せること
でその重量の少なくとも一部を支持枠側に預けることができる。このように遊技盤を取り
付ける過程でその重み載置部によって支えることにより、遊技盤が勢いに任せて装着され
るといった不都合を生じにくくすることができる。これにより、仮に突起と遊技盤とが干
渉した場合であっても、同突起に過度な負荷が加わることを抑制できる。つまり、突起の
変形等を生じにくくし位置精度を高めることで、遊技球の円滑な誘導の実現に貢献してい
る。
【０７８４】
　例えば、遊技盤が取付完了位置まで移動される区間に、上下方向の位置決めを行う第１
位置決め区間と、上下方向及び左右方向の位置決めを行う第２位置決め区間とを、第１位
置決め区間が手前側、第２位置決め区間が奥側となるように設定するとよい。
【０７８５】
　特徴Ｇ３．前記突起は、前記支持枠に設けられており、
　前記載置部の前端縁は、前記突起の先端よりも前記遊技盤の装着方向における手前側に
位置していることを特徴とするＧ２に記載の遊技機。
【０７８６】
　特徴Ｇ２に示した構成を実現するには、本特徴に示すように、突起の先端が載置部の前
端縁よりも遊技盤の取付方向における手前側に突出しない構成とするとよい。これにより
、上下位置のずれを抑えた状態にて左右位置を規定でき、突起の保護に貢献できる。
【０７８７】
　特徴Ｇ４．前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の一側部が挿入される挿入部（挿入部２
８０）を備え、
　前記遊技盤は、前記挿入部に挿入された状態で当該挿入部を中心として回動されること
により前記支持枠に対して着脱されるものであり、
　前記遊技盤は、少なくとも前記挿入部に挿入されている状態においては、前記載置部に
載置可能となることを特徴とするＧ２又はＧ３に記載の遊技機。
【０７８８】
　支持枠に対して遊技盤を装着する構成においては、遊技盤の装着に要するストローク（
載置部に載ってから装着完了位置までのストローク）が小さいと特徴Ｇ２や特徴Ｇ３に示
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したような位置決めの順序の明確化が困難になると想定される。この場合、載置部に対し
て遊技盤が載る前等、上下の位置決めが不正確な状態にて、左右の位置決めがなされる可
能性を排除できない。例えば、回胴式遊技機の交換ユニットの取り付けに関する構成を適
用し、遊技盤を自身の厚み方向にスライドさせることで装着が行われる構成を採用した場
合には、遊技機の厚みを増加させることは好ましくないという観点から、そのスライドス
トロークの確保が難しくなり、上記不都合を回避することが困難になり得る。
【０７８９】
　この点、本特徴に示すように、遊技盤を回動装着式にすることで、遊技機の厚みの増加
を抑えつつ、上記ストロークを確保することが可能となる。このようにストロークの確保
が可能であれば、載置部によって上下の位置決め精度を高めた状態にて左右の位置決めを
行うことができ、突起の干渉等を好適に抑制できる。
【０７９０】
　特徴Ｇ５．前記載置部は、前記遊技盤の下端縁に沿って延びており、
　前記突起は、前記遊技盤の幅方向における前記載置部の中間部位の上方に配置されてお
り、
　前記遊技盤が、前記支持枠に対して装着される場合には、前記載置部において前記突起
に対して前記挿入部側となる部位及び同挿入部とは反対側となる部位に前記遊技盤が載っ
た状態にて、前記突起による位置決めがなされることを特徴とするＧ４に記載の遊技機。
【０７９１】
　特徴Ｇ５によれば、載置部を遊技盤の下端縁に沿って形成することで、上下の位置決め
精度を装着完了位置への移動に応じて高めることができる。例えば位置決め精度を最初か
ら最大とする構成においては、突起の保護の観点から一見して好ましいように見受けられ
るが、遊技盤がつかえやすくなる等して、無理な押し込み等を誘発させると想定される。
これは、突起保護すなわち位置精度の確保の観点から好ましくない。この点、特徴Ｇ４に
示したように遊技盤装着のストロークの確保が容易な遊技機において、そのストロークに
合わせて位置精度を高める構成とすることで、位置精度の向上と遊技盤の装着作業の容易
化とを好適に両立できる。
【０７９２】
　また、遊技盤を装着完了位置に移動させる過程にて突起による位置決めがなされる前に
同突起の両側にて載置部に遊技盤が載ることで、突起及びその周辺にて遊技盤の上下位置
精度を高めた状態で突起による左右の位置決めがなされる。これにより、遊技盤の上下位
置のばらつきに起因して、突起による位置決めが難しくなるといった不都合を生じにくく
することができる。
【０７９３】
　特徴Ｇ６．前記遊技盤は、前記遊技盤が装着完了位置に回動される際の同遊技盤の回動
中心位置の変位が許容された状態で前記挿入部によって保持されていることを特徴とする
Ｇ４又はＧ５に記載の遊技機。
【０７９４】
　特徴Ｇ４等に示したように、遊技盤の着脱作業時に同遊技盤を回動させる構成を採用し
た場合、位置決め用の突起の保護が容易となる反面、位置決めの精度を高めることが難し
くなりやすい。具体的には、遊技盤が回動する構成においては、突起が前後に延びている
と遊技盤の回動に支障が生じやすい。これを回避すべく、例えば特徴Ｇ２に示した突起の
挿通孔を拡張すれば、位置決め精度が低下し得る。これは、上述した誘導手段の誘導機能
を低下させる要因となり得るため好ましくない。
【０７９５】
　この点、本特徴においては、遊技盤の回動中心位置を変位させることにより、遊技盤の
回動に伴う突起の強干渉を好適に抑制できる。これにより、位置決め精度を確保しつつ、
突起の干渉を回避でき、実用上好ましい構成を実現できる。
【０７９６】
　特徴Ｇ７．前記支持枠は、支持対象（外枠１１）によって開閉可能に支持されており、
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　前記遊技盤は、前記支持枠に対して正面側から取り付けられているとともに、前記支持
枠が前記支持対象に対して閉じた状態で、着脱可能となっていることを特徴とするＧ１乃
至Ｇ６のいずか１つに記載の遊技機。
【０７９７】
　仮に遊技盤を支持枠の背面側から着脱する構成を採用した場合、遊技盤を回動させると
支持枠が一緒に回動する可能性がある。これだと位置決めがうまくできない。この作業に
おいて想定されるのは、片手で支持枠を持って、他方の手で遊技盤を押し込む動作だが、
これだと遊技盤の装着軌道がばらついて同遊技盤と支持枠とが衝突しやすくなると懸念さ
れる。この点、遊技盤を支持枠の正面側から取り付ける構成においては、支持枠を支持対
象に対して閉じた状態のまま作業できるので、そのような不都合を生じにくくすることが
できる。
【０７９８】
　特徴Ｇ８．前記載置部は、前記遊技盤の下端部において少なくとも前記突起よりも右側
となる部位及び同突起よりも左側となる部位を支えるものであることを特徴とするＧ１乃
至Ｇ７のいずれか１つに記載の遊技機。
【０７９９】
　特徴Ｇ８によれば、載置部に載った遊技盤が左右に傾いたり倒れたりすることを抑制で
きる。これにより、遊技盤を装着する際に突起が強干渉したり、遊技盤が装着完了された
状態にて突起に過度の負荷が加わったりすることを回避できる。
【０８００】
　特徴Ｇ９．前記遊技盤の前面から起立し、前記遊技球発射装置から発射された遊技球を
前記遊技領域に誘導する誘導手段（誘導レール１００）を備え、
　前記突起は前記誘導手段における遊技球の入口部（入口部分１０４）の近傍に配置され
ていることを特徴とするＧ１乃至Ｇ８のいずれか１つに記載の遊技機。
【０８０１】
　特徴Ｇ９によれば、誘導手段の入口部の近傍に突起を配置することにより、同入口部の
位置精度を向上することがでる。これにより、例えば遊技球の着地位置のばらつきを抑え
、誘導手段による円滑な誘導の実現に貢献できる。
【０８０２】
　特徴Ｇ１０．前記誘導手段の入口部は、前記遊技盤の下端寄りに配置されていることを
特徴とするＧ９に記載の遊技機。
【０８０３】
　特徴Ｇ１０に示すように、誘導手段の入口部を遊技盤の下端より、すなわち載置部寄り
に配置することで、入口部の更なる位置精度向上が期待できる。これにより、誘導手段に
よる遊技球の誘導を一層好適なものとすることができる。
【０８０４】
　特徴Ｇ１１．前記支持枠及び前記遊技盤の一方には他方に対向する対向部（対向板部２
５１）が設けられているとともに、前記突起は当該対向部に配されており、
　前記支持枠及び前記遊技盤の他方に設けられ、前記突起が挿通される挿通部（貫通孔９
１）と、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の前面に当接する当接部（ストッパ２６７やロック
装置４００のプッシャ４２０）と、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤を前記当接部側に押す押し部（板バネ２７０やロッ
ク装置４００のプッシャ４２０）と
を備え、
　前記遊技盤が前記押し部に押され前記当接部に当接している状態では、前記対向部と前
記挿通部との間に隙間が形成されることを特徴とするＧ１乃至Ｇ１０のいずれか１つに記
載の遊技機。
【０８０５】
　突起による位置決め精度を向上させようとすれば、挿通部と突起とのクリアランスを小
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さくし、突起を挿通部内に完全に埋没させるとよい。しかしながら、このような構成を採
用した場合、遊技盤の位置をずらすような負荷が僅かにでも加わると、その負荷が突起の
根元部分に集中しやすくなると想定される。この負荷は例えば突起をせん断させるように
作用するため、突起の耐久性の確保に課題が生じると想定される。この点、本特徴におい
ては平板部と挿通部との間に隙間を形成し、突起の根元部分を挿通させない構成とするこ
とで、突起の撓み（弾性変形）を利用して上述した負荷による同突起のせん断や折れ等の
発生を抑制できる。これにより、位置決め手段による位置精度の向上を図りつつ同位置決
め手段の耐久性を好適に向上させることができ、繰り返しの使用に耐え得る構成の実現に
貢献できる。
【０８０６】
　特徴Ｇ１２．前記突起は、前記遊技盤及び前記支持枠の何れか一方に設けられ、
　前記遊技盤及び前記支持枠の他方には前記突起が挿通される挿通部（貫通孔９１）が設
けられており、
　前記挿通部においては、前記突起が挿通された状態にて、同突起との間にそれら突起及
び挿通部の上下方向での相対移動を許容する隙間が形成されていることを特徴とするＧ１
乃至Ｇ１１のいずれか１つに記載の遊技機。
【０８０７】
　特徴Ｇ１２によれば、仮に遊技盤の上下位置がばらついた場合であっても、そのばらつ
きによる影響が突起に及ぶことを抑制できる。つまり、上下位置のばらつきに伴って左右
位置もばらつきやすくなるといった不都合を生じにくくすることができる。これにより、
上述した遊技盤（詳しくは誘導手段）の位置精度の低下を極力抑えることができる。
【０８０８】
　因みに、特徴Ｂ１乃至特徴Ｂ１２，特徴Ｃ１乃至特徴Ｃ１６，特徴Ｄ１乃至特徴Ｄ１８
，特徴Ｅ１乃至特徴Ｅ１７，特徴Ｆ１乃至特徴Ｆ１７，特徴Ｇ１乃至特徴Ｇ１２のいずれ
か１つ又はそれらの組み合わせを上記特徴Ａ１乃至Ａ１１に適用してもよいし、それら特
徴Ｂ１乃至特徴Ｂ１２，特徴Ｃ１乃至特徴Ｃ１６，特徴Ｄ１乃至特徴Ｄ１８，特徴Ｅ１乃
至特徴Ｅ１７，特徴Ｆ１乃至特徴Ｆ１７，特徴Ｇ１乃至特徴Ｇ１２を相互に組み合せても
よい。
【０８０９】
　以下に、以上の各特徴を適用し得る遊技機の基本構成を示す。
【０８１０】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル４０）と、その操作
手段の操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０のソレノ
イド１１１）と、その発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（誘導レール１０
０）と、遊技領域内に配置された各遊技部品（釘８７等）とを備え、それら各遊技部品の
うち所定の通過部（作動口８３等）を遊技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊
技機。
【０８１１】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄
列を最終停止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動
が開始され、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変
動が停止され、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者
に有利な特別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにした遊技機。
【０８１２】
　球使用ベルト式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄列を最終停
止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動が開始され
、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止さ
れ、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特
別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにし、さらに、球受皿を設けてその球
受皿から遊技球を取り込む投入処理を行う投入装置と、前記球受皿に遊技球の払出を行う
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払出装置とを備え、投入装置により遊技球が投入されることにより前記始動用操作手段の
操作が有効となるように構成した遊技機。
【符号の説明】
【０８１３】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…外枠、１２…支持枠としての内枠、１４…扉
体としての前扉枠、２２…パネル部材としてのガラス、４０…遊技球発射ハンドル、７０
…樹脂ベース、７５…遊技盤収容部、７６…中央開口、７９…発射機構設置部、８０…遊
技盤、８５…可変表示ユニット、９１…貫通孔、９２…挿通部、１００…誘導手段として
の誘導レール、１０１…内レール、１０２…外レール、１０４…入口部としての入口部分
、１０７…レール支持部材、１１０…遊技球発射装置としての遊技球発射機構、１１２…
発射レール、２５１…平板部としての対向板部、２５９…位置決め手段を構成する位置決
め突起、２６１…囲み部としての周壁部、２６３…載置部としての下側壁部、２６７…当
接部としてのストッパ、２７０…付勢手段又は押え部としての板バネ、２８０…挿入部、
２９０…仮置き部、４００…位置決め手段又は固定手段としてのロック装置、４１０…軸
部としての軸体、４２０…押え部としてのプッシャ、４３０…付勢手段としてのコイルバ
ネ、４４０…操作レバー、４４６…操作部、４８０…遊技領域区画部材、４８１，４８２
…把持部、４８５…対向部、４８６…ユニット収容部、４９０…返しゴム、４９１…ネジ
、４９２…証紙、４９４…識別ユニット、ＰＥ…遊技領域、ＳＰ…特定部位。
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