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(57)【要約】
【課題】遊技盤の裏面スペースを拡大して遊技盤の裏面
に設置される各種部材の設置スペースを十分に確保でき
る弾球遊技機を実現すること。
【解決手段】遊技盤４０およびその外周を囲むようにし
て遊技盤４０を保持する枠状体３０を備え、枠状体３０
および遊技盤４０の裏面の一方の側縁３０３側に沿うよ
うに遊技球を流下せしめる遊技球供給通路６３を遊技盤
４０からその裏面後方に離間した状態で設置するととも
に、枠状体３０および遊技盤４０の裏面の他方の側縁３
０４側では、枠状体３０側に設けられた部材と遊技盤４
０側に設けられた部材とを電気的に接続せしめるコネク
タ７０を遊技盤４０からその裏面後方に離間した状態で
設置して遊技盤の４０の裏面スペースを確保せしめた。
【選択図】　　　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の盤面上に発射した遊技球を所定の入球口に入球させて賞球を獲得する弾球遊技
機であって、前記遊技盤の外周を囲むように遊技盤を保持する枠状体を備え、前記遊技盤
が前記枠状体にその前方より組付けられ、
　前記遊技盤および前記枠状体の裏面には、該裏面の上縁沿いに設けられ、遊技施設の島
設備から供給された遊技球を受ける球タンクと、
　前記裏面の一方の側縁沿いに設けられ、前記球タンクからの遊技球を発射待ちの遊技球
が貯留される遊技球貯留皿へ供給する遊技球供給通路と、
　前記裏面の他方の側縁に設けられ、前記遊技盤を前記枠状体に組付けたときに前記遊技
盤側に設けられた電気部品や制御装置と前記枠状体側に設けられた電気部品や制御装置と
を電気的に接続するコネクタとを具備する弾球遊技機において、
　前記遊技盤および前記枠状体の裏面の一方の側縁側では、遊技球の払出数を調整する払
出装置と、前記球タンクからの遊技球を前記払出装置へ流下せしめる筒状の球通路とを備
えた前記遊技球供給通路を、前記遊技盤からその裏面後方へ離間せしめて配置し、かつ前
記球通路は前記遊技盤の前後方向に沿う方向に遊技球をほぼＳ字状に蛇行させつつ流下せ
しめる構成となし、前記一方の側縁側の遊技盤の裏面スペースを確保する一方、
　前記遊技盤および前記枠状体の裏面の他方の側縁側では、前記コネクタの遊技盤側のコ
ネクタ部および枠状体側のコネクタ部をそれぞれ前記遊技盤および前記枠状体から遊技盤
の裏面後方へ延びる支持部により支持せしめ、前記両コネクタ部を前記遊技盤からその裏
面後方に離間した位置で、遊技盤の前記枠状体への組付け方向に沿って接続せしめて前記
他方の側縁側の遊技盤の裏面スペースを確保するようにしたことを特徴とする弾球遊技機
。
【請求項２】
　請求項１に記載の弾球遊技機において、
　前記遊技球供給通路は、前記枠状体の一方の側縁から前記裏面後方へ延びるベース部を
介して前記遊技盤から裏面後方に離間した位置に配置せしめた弾球遊技機。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の弾球遊技機において、
　前記遊技球供給通路は、その上端の遊技球流入口を前記球タンクよりもその横幅方向の
外側位置、かつ前後方向に後方位置に配し、
　前記球タンクにはその後部壁面の前記遊技球流入口寄りの端部に遊技球流出口を設け、
　前記球タンクの遊技球流出口と前記遊技球供給通路の遊技球流入口とを、球タンクから
遊技球流入口へ向けて球タンクの後方かつ横幅方向に屈曲形成したタンクレールにより連
結せしめた弾球遊技機。
【請求項４】
　請求項１ないし３に記載の弾球遊技機において、
　前記遊技盤は、その一方の側縁を係合手段により前記枠状体の枠内開口の一方の側縁に
係脱可能かつ前後方向に回動可能に係合し、該係合位置を回動中心として遊技盤の他方の
側縁側を前記枠内開口内へ押し込んで組付けるようになし、
　前記遊技盤および枠状体側の前記各コネクタ部を支持する前記各支持部には、前記遊技
盤の他方の側縁の押し込み回動による移動軌跡の延長線上に、これと直交し、前記遊技盤
に対して前記回動中心側へ向けて傾斜せしめた取付面を設け、
　前記各支持部の取付面にそれぞれ前記各コネクタ部を設け、これら両コネクタ部を前記
遊技盤の移動軌跡の延長線に沿って接続せしめた弾球遊技機。
【請求項５】
　少なくとも前記遊技盤側又は前記枠状体側のコネクタ部のうちのいずれか一方は、これ
を支持する前記支持部の取付面に固定する一方、他方のコネクタ部はこれを支持する前記
支持部の取付面に、相手側のコネクタ部との接続時の位置ずれを吸収するように移動可能
に設けた弾球遊技機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は弾球遊技機の遊技盤とこれを支持する枠状体の周辺の構成に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、弾球遊技機には遊技盤の遊技領域のほぼ中央に遊技の進行に応じて演出や擬似図
柄を変動表示する表示装置を備えたものがあり、趣向を凝らした演出表示で遊技者の遊技
意欲を高めることがなされている。
　近年、演出表示によるアピール性や表示の視認性を向上するために表示装置を大型化す
る傾向がある（例えば特許文献１参照。）。また表示装置の大型化に伴って遊技球の流下
経路が狭くなり、遊技球の動きによる弾球遊技機特有の興趣が低下してしまうため、遊技
球の流下経路を確保するように遊技盤の大型化（遊技領域の拡大）が行われている。
【０００３】
　前記表示装置は、遊技盤の略中央に設けた開口に、飾りとなるセンターケースとともに
設けられ、表示装置の裏面側には少なくとも表示装置を制御するサブ制御装置が配置され
る。サブ制御装置は表示装置の大型化に伴って制御処理能力が要求され、制御装置も大き
くなっている。
　また遊技盤の裏面には前記サブ制御装置のスペースを避けたやや下方位置に主制御装置
が配置されるものもあり、この種の機種では、前記下方位置に入賞等により遊技盤の裏面
に取り込まれた遊技球を流下する機構部があり、遊技盤の裏面に前記機構部を避けるアダ
プタを設け、該アダプタにより主制御装置を遊技盤から離れた位置に配置することがなさ
れている（例えば特許文献２参照。）。
　また機種によっては、表示装置用のサブ制御装置とは別に、音声や発光の制御を行うサ
ブ制御装置を別途備えたものがあり、この場合は、表示装置用のサブ制御装置および主制
御装置を避けた位置に音声や発光の制御用のサブ制御装置が配置される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２７７２２１号公報
【特許文献２】特開２００３－１７５２４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで遊技盤の遊技領域には、モータやソレノイド等の駆動源を必要とする可動役物
や、ＬＥＤ等の発光部材を備えた装飾役物などが設置され、その構成によっては機構部が
遊技盤を貫通して裏面側に張り出すものがある。
　これらの可動役物や装飾役物は、大型のサブ制御装置や主制御装置を避けて配置しなけ
ればならず、本来、配置したい位置に配置できないといった制約があった。遊技領域が拡
大されてもサブ制御装置が大きくなる分、可動役物や装飾役物の配置の制約は軽減されず
、可動役物や装飾役物は遊技盤の外周寄りに配置される傾向にある。
　しかしながら、遊技盤はその外周を囲む内枠に保持され、遊技盤の裏面の外周寄りには
、前記内枠に設けられた球タンクや、その直下に配置されるタンクレール、前記球タンク
からの遊技球を貯留皿へ供給する遊技球供給通路、更には遊技盤側の制御装置や前記モー
タやソレノイド等の電気部品と前記内枠側に設けられた制御装置や電気部品とを電気的に
接続するコネクタなどが遊技盤の裏面側に張り出すように設置される。従って、遊技盤裏
面の外周寄りにも充分なスペースがなく、可動役物や装飾役物などの部品類は設置位置が
ますます制約されることとなる。
　そこで本発明は遊技盤に設置される可動役物や装飾役物などの部品類の設置スペースの
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制約を軽減するべく、遊技盤の裏面スペースを拡大して各種部品類の設置スペースを十分
に確保できる弾球遊技機を実現することを課題としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、遊技盤の盤面上に発射した遊技球を所定の入球口に入球させ
て賞球を獲得する弾球遊技機であって、前記遊技盤の外周を囲むように遊技盤を保持する
枠状体を備え、前記遊技盤が前記枠状体にその前方より組付けられ、
　前記遊技盤および前記枠状体の裏面には、該裏面の上縁沿いに設けられ、遊技施設の島
設備から供給された遊技球を受ける球タンクと、
　前記裏面の一方の側縁沿いに設けられ、前記球タンクからの遊技球を発射待ちの遊技球
が貯留される遊技球貯留皿へ供給する遊技球供給通路と、
　前記裏面の他方の側縁に設けられ、前記遊技盤を前記枠状体に組付けたときに前記遊技
盤側に設けられた電気部品や制御装置と前記枠状体側に設けられた電気部品や制御装置と
を電気的に接続するコネクタとを具備する弾球遊技機において、
　前記遊技盤および前記枠状体の裏面の一方の側縁側では、遊技球の払出数を調整する払
出装置と、前記球タンクからの遊技球を前記払出装置へ流下せしめる筒状の球通路とを備
えた前記遊技球供給通路を、前記遊技盤からその裏面後方へ離間せしめて配置し、かつ前
記球通路は前記遊技盤の表裏方向に沿う方向に遊技球をほぼＳ字状に蛇行させつつ流下せ
しめる構成となす一方、
　前記遊技盤および前記枠状体の裏面の他方の側縁側では、前記コネクタの遊技盤側のコ
ネクタ部および枠状体側のコネクタ部をそれぞれ前記遊技盤および前記枠状体から遊技盤
の裏面後方へ延びる支持部により支持せしめ、前記両コネクタ部を前記遊技盤からその裏
面後方に離間した位置で、遊技盤の前記枠状体への組付け方向に沿って接続せしめる。
【０００７】
　請求項１の発明によれば、遊技盤の裏面の一方の側縁側に位置する遊技球供給通路およ
び他方の側縁側に位置するコネクタを遊技盤から裏面後方に離間せしめたので遊技盤の裏
面スペースを確保できる。特に遊技球供給通路側では球タンクからの遊技球によって遊技
球供給通路の払出装置に掛かる球圧を軽減するために設ける球通路の蛇行方向を遊技盤の
表裏方向に沿うように形成したので、遊技盤の左右の横幅方向に沿って蛇行する従来の球
通路に対比して、球通路の横幅を小さくでき、遊技盤の裏面側への張出量を軽減して遊技
盤の裏面スペースを確保できる。従って、遊技盤の裏面側に配置する制御装置類や可変お
よび装飾役物などの部品類の設置スペースを充分に確保することができる。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の弾球遊技機において、
　前記遊技球供給通路は、前記枠状体の一方の側縁から前記裏面後方へ延びるベース部を
介して前記遊技盤から裏面後方に離間した位置に配置せしめる。
【０００９】
　請求項２の発明によれば、ベース部により遊技球供給通路を遊技盤から裏面後方に好適
に離間させることができる。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載の弾球遊技機において、
　前記遊技球供給通路は、その上端の遊技球流入口を前記球タンクよりもその横幅方向の
外側位置、かつ前後方向に後方位置に配し、
　前記球タンクにはその後部壁面の前記遊技球流入口寄りの端部に遊技球流出口を設け、
　前記球タンクの遊技球流出口と前記遊技球供給通路の遊技球流入口とを、球タンクから
遊技球流入口へ向けて球タンクの後方かつ横幅方向に屈曲形成したタンクレールにより連
結せしめる。
【００１１】
　請求項３の発明によれば、球タンクと遊技球供給通路とを球タンクの後部壁面から延び
る屈曲形成したタンクレールで連結したので、従来のタンクレールが球タンクの下方に設
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けられた構成に比べて、球タンクの下方の遊技盤の裏面スペースを確保することができる
。
【００１２】
　請求項４の発明は、請求項１ないし３に記載の弾球遊技機において、
　前記遊技盤は、その一方の側縁を係合手段により前記枠状体の枠内開口の一方の側縁に
係脱可能かつ前後方向に回動可能に係合し、該係合位置を回動中心として遊技盤の他方の
側縁側を前記枠内開口内へ押し込んで組付けるようになし、
　前記遊技盤および枠状体側の前記各コネクタ部を支持する前記各支持部には、前記遊技
盤の他方の側縁の押し込み回動による移動軌跡の延長線上に、これと直交し、前記遊技盤
に対して前記回動中心側へ向けて傾斜せしめた取付面を設け、
　前記各支持部の取付面にそれぞれ前記各コネクタ部を設け、これら両コネクタ部を前記
遊技盤の移動軌跡の延長線に沿って接続せしめる。
【００１３】
　請求項４の発明によれば、遊技盤側および枠状体側のコネクタ部をそれぞれ各支持部の
取付面に好適に設置され、両コネクタ部を遊技盤の枠状体への組付け作業により自動的に
接続することができる。
【００１４】
　請求項５の発明は、請求項４に記載の弾球遊技機において、
　少なくとも前記遊技盤側又は前記枠状体側のコネクタ部のうちのいずれか一方は、これ
を支持する前記支持部の取付面に固定する一方、他方のコネクタ部はこれを支持する前記
支持部の取付面に、相手側のコネクタ部との接続時の位置ずれを吸収するように移動可能
に設ける。
【００１５】
　請求項５の発明によれば、他方のコネクタ部が相手側のコネクタ部に合わせて移動する
ので接続不良を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の弾球遊技機の前方斜視図である。
【図２】前記弾球遊技機の正面図である。
【図３】前記弾球遊技機の遊技盤の正面図である。
【図４】前記弾球遊技機の枠状体に遊技盤を組付けた状態の概略正面図である。
【図５】前記弾球遊技機の後方斜視図である。
【図６】前記弾球遊技機の背面図である。
【図７】前記弾球遊技機の上面図である。
【図８】図８（ａ）は前記弾球遊技機の右側面図、図８（ｂ）は左側面図である。
【図９】前記弾球遊技機に用いる遊技球供給通路の球通路を示す分解斜視図である
【図１０】前記弾球遊技機の電気構成図である。
【図１１】図１１（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）は図４のＡ－Ａ線に沿う断面図で、枠
状体に遊技盤を組付ける作業を段階的に示す説明図である。
【図１２】図１２（ａ），（ｂ），（ｃ）は図１１に示す枠状体への遊技盤の組付け作業
の要部を表す拡大図である。
【図１３】図１３（ａ），（ｂ），（ｃ）は枠状体と遊技盤とを電気的に接続するコネク
タを示すもので、その上面図、正面図、側面図である。
【図１４】図１４（ａ），（ｂ），（ｃ）は前記コネクタの移動を示す正面図、図１４（
ｄ），（ｅ），（ｆ）は前記コネクタの移動を示す側面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明を適用した弾球遊技機たるパチンコ機を説明する。図１、図２に示すように、パ
チンコ機１は、縦長の固定外郭保持枠をなす外枠１０にて構成の各部を保持する構造とし
てある。外枠１０は水平方向に延びる上枠部１０１および下枠部１０２を木板材で、左右
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両側の縦枠部１０３，１０４をそれぞれアルミ板材で構成されている。両縦枠部１０３，
１０４をアルミ板材で構成することで、少なくとも木板材と同等の強度を確保しつつ両縦
枠部１０３，１０４の厚みを薄くでき、その分、枠内の横幅寸法を広くでき、後述の内枠
３０および遊技盤４０（図３、図４）の横幅を広くできる。
【００１８】
　外枠１０には、左側の上下の位置に設けたヒンジ１０５，１０５を介して、前枠(意匠
枠)２０および内枠３０が開閉可能に設けられている。前枠２０の枠内には板ガラス２０
０が嵌め込まれており、板ガラス２００の奥には前記内枠３０に保持された遊技盤４０が
設けられている。
　前枠２０は板ガラス２００を囲む左右の縦枠の枠幅が狭く形成され、その分、板ガラス
２００の奥に設置された遊技盤４０の遊技領域が拡大してある
【００１９】
　前枠２０の上部には遊技状態に応じて発光する枠側装飾ランプや遊技の異常を報知する
ＬＥＤ類を備えた装飾部２１０が設けられている。また前枠２０の上部の左右両側位置に
はそれぞれスピーカ部２１１，２１２が設けられ、これらは内蔵されたスピーカより出力
される遊技音を透過する構成で、前記遊技音により遊技の趣向性を向上させる。
　前枠２０の下半部には、賞球や貸し球として払い出された遊技球を遊技盤４０の遊技領
域へ向けて発射する発射待ちの遊技球として貯留する上皿２２と下皿２３とが一体に形成
されている。上皿２２には左側に貸出ボタン２２１、精算ボタン２２２および残高表示器
２２３が設けられている。また中央には演出ボタン２２５が設けられている。
【００２０】
　下皿２３は上皿２２から溢れた遊技球を受ける構成で、球抜きレバー２３１の操作によ
り下皿２３に溜まった遊技球を遊技施設に備えられた別箱(ドル箱)に移すことができる。
　下皿２３の右側には発射ハンドル２４が設けられ、該発射ハンドル２４を時計回りに操
作することにより発射装置が作動して、上皿２２から供給された遊技球が遊技盤４０の遊
技領域に向けて発射される。
【００２１】
　尚、図中、２５は、前枠２０および前記内枠３０を外枠１０にロックするシリンダ錠で
あり、該シリンダ錠２５に所定の鍵を挿入し、鍵を時計回りに操作して前記内枠３０を開
放するようになし、反時計まわりの操作により前枠２０を開放する。
【００２２】
　図３に示すように、遊技盤４０には外レール４０１と内レール４０２とによって囲まれ
た略円形の遊技領域４１が形成されている。遊技領域４１には、その中央部に表示枠飾り
たるセンターケース４１１（装飾役物）が装着され、その内部には大型の演出図柄表示装
置４１２が設置されている。演出図柄表示装置４１２の左横には普通図柄(以下、単に普
図という)の始動口４１３が設置されている。始動口４１３は遊技球が通過可能なゲート
で構成されている。始動口４１３は普図の当否抽選を実行する始動口であり、始動口４１
３を遊技球が通過すると普図の当否抽選用の複数種類の乱数が抽出され、抽出された乱数
に基づいて当否判定が行なわれる。
【００２３】
　演出図柄表示装置４１２の直下位置には、遊技球の入球により特別図柄(以下、単に特
図という)の当否抽選の起因となる特図始動口４１４が配設されている。特図始動口４１
４は前記普図の当否抽選が当選したときに開放される普通電動役物（可動役物）からなる
。特図始動口４１４へ遊技球が入球すると複数種類の乱数が抽出され、抽出された乱数は
特図の保留記憶として記憶される。そして、これらの乱数に基づいて特図の当否抽選が行
われる。
【００２４】
　前記特図始動口４１４の下方位置には、特図の当否抽選が当選となって当り遊技に移行
したときに開放される特別電動役物（可動役物）からなる大入賞口４１５が配設されてい
る。
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【００２５】
　また特図始動口４１４の左右両横には、複数の普通入賞口４１６が配設されている。
　前記大入賞口４５１の右横位置で内レール４０２の外周沿いには、普図や特図の保留記
憶数、普図の当否、特図の表示、および確変や時短の表示など遊技状態に関する表示等が
配設され、遊技の状態を報知する装飾役物たる遊技状態報知装置４１７が設けられている
。
　尚、遊技領域４１には多数の遊技釘が植設されており、盤面最下部にはアウト口４１８
が設けられている。
【００２６】
　図４は前記前枠２０の無い状態における内枠３０と、これに組付けた遊技盤４０とを示
す概略正面図である。遊技盤４０を支持する枠状体である内枠３０は、金属フレームから
なる左右の縦枠部３０３，３０４と、これらの上端間および下端間にそれぞれ架設された
上枠部３０１と下枠部３０２とを備え、その外形寸法は前記外枠１０の枠内寸法に合わせ
てあり、外枠１０に対して前記ヒンジ１０５、１０５により開閉可能である。
　前記外枠１０と同様に、内枠３０はその左右の縦枠部３０３，３０４の横幅を細くした
ので内枠３０内に組付けた遊技盤４０の遊技領域の横幅を大きくできる。
【００２７】
　内枠３０には、上部の左右両端のコーナー部内に左右一対のスピーカ５１１，５１２が
設けられている。両スピーカ５１１，５１２はボックス型のパッシブスピーカであり、上
枠部３０１の左右両側に固定されている。
【００２８】
　内枠３０はその枠内に組付けた遊技盤４０を、一方の前記縦枠部３０３（図の左側）の
上下に設けられた係合手段たる係合部５３，５３により遊技盤４０の一方の側縁の上下位
置を係合保持するとともに、上枠部３０１および下枠部３０２に設けられたロック部５４
，５４により他方の縦枠部３０４（図の右側）寄りの位置で遊技盤４０の上縁および下縁
をロックする。
【００２９】
　内枠３０の下枠部３０２はその上下幅が広く、下枠部３０２のほぼ中央位置には遊技盤
４０へ向けて遊技球を発射する発射装置５２が設置されている。尚、図略ではあるが、発
射装置５２の設置位置に応じ、前記上皿２２はその左右幅方向の中央より遊技球を取り込
んで発射装置５２へ送るように構成されている。
　従来のパチンコ機では遊技盤の右下に発射装置が設置され、遊技盤の右下から遊技盤へ
遊技球を発射する構成が一般的であるが、この構成では遊技球を右下から発射するため遊
技球を案内するガイドレールの立ち上がり角度が小さい。これに対して、遊技盤４０の中
央下方に発射装置５２を設けて遊技盤４０の中央下方から遊技球を発射する構成とするこ
とにより、ガイドレール４０１，４０２の立ち上がり角度を大きくでき、その分、遊技盤
４０の遊技領域を下方へ大きくできる。
【００３０】
　また内枠３０の下枠部３０２には前記前枠２０の上皿２２へ賞球又は貸し球としての遊
技球を払い出す払出口５５と、前記上皿２２の満杯時に上皿２２から溢れた遊技球を前記
下皿２３へ流下せしめる流下通路５６、および溢れた遊技球を下皿２３へ払い出す溢れ球
口５７が設けられている。尚、払出口５５にはこれを開閉可能な仕切板５５１が、溢れ球
口５７にはこれを開閉可能な仕切板５７１が各々設けられており、通常、仕切板５５１お
よび５７１は開放しており遊技球供給通路６３と上皿２２、溢れ球口５７と下皿２３とが
連通している。前枠２０が開放されると仕切板５５１および５７１を閉じて前記払出口５
５、溢れ球口５７から遊技球がこぼれないようにしている。
【００３１】
　パチンコ機１の裏面側には、図５ないし図７に示すように、内枠３０の上枠部３０１の
裏面に、左右のスピーカ５１１，５１２を避けて球タンク６１が設けられている。球タン
ク６１は図略の遊技施設の島設備から供給される遊技球を受ける構成で、浅い容器状をな
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す。球タンクは一方のスピーカ５１１から離れ、他方のスピーカ５１２寄りの位置で他方
のスピーカ５１２のボックスと当接した状態で取付けられている。これによれば球タンク
６１にはスピーカ５１２の振動が伝わり、該振動によりタンク内の遊技球をタンクレール
６２側へスムーズに移動させる。
【００３２】
　球タンク６１にはその後壁部６１１の一方の側端（一方のスピーカ５１１寄りの位置）
に後方へ向けて遊技を送り出す遊技球流出口６１２が形成され、該遊技球流出口６１２か
ら後述の遊技球供給通路６３へ遊技球を送るタンクレール６２が設けられている。タンク
レール６２は遊技球流出口６１２と同じ高さ位置から前記一方のスピーカ５１１のボック
ス裏面に設置された外部接続端子板６０を避けるように設けられ、遊技球流出口６１２か
ら外部接続端子板６０の後方へ向けて斜め後方へ延び、かつ、その先端から屈曲して内枠
３０の一方の側縁（縦枠部３０３）側へパチンコ機の横幅方向に沿う球タンク６１の横幅
方向に沿って延設されている。尚、外部接続端子板６０は上下寸法を小さくするために端
子を横一列に並べられている。
【００３３】
　タンクレール６２は内部に仕切りを備え、２条のレール部により遊技球を送り出すよう
に構成され、レール部の途中には遊技球をせき止めるストッパが設けてある。
【００３４】
　ところで従来構造の球タンクとタンクレールの構成では、球タンクの底面に遊技球流出
口が設けられ、ここから落下する遊技球を受けるようにタンクレールが球タンクの下方に
配置されるので、両者を合わせた上下寸法が大きい。従って、球タンクとタンクレールと
が遊技盤の裏面側に張り出す。これに対して本実施形態の球タンク６１とタンクレール６
２とによれば両者の上下寸法を小さくでき、その分、遊技盤４０の裏面側への張り出しが
少なくすみ、遊技盤４０上部の裏面スペースを確保することができる。
【００３５】
　遊技球供給通路６３は、球タンク６１から遊技球を賞球又は貸し球として上皿２２へ払
い出すものである。遊技球供給通路６３は、払い出す遊技球を計数するとともに、払出量
を制御する払出装置６３ａと、タンクレール６２からの遊技球を払出装置６３ａへ流下せ
しめる球通路６３ｂとを備えている。
払出装置６３ａは周知の構成でその説明を省略する。
【００３６】
　図９に示すように、球通路６３ｂは合成樹脂からなり、前記タンクレール６２に対応し
、遊技球を流下せしめる２条の通路６３１，６３２を有する。各通路６３１，６３２の上
端にはタンクレール６２側へ向けて開口する遊技球流入口６３３，６３４が設けられてい
る。
【００３７】
　球通路６３ｂは両通路６３１，６３２を仕切るベース部６３０を中心に、遊技球流入口
６３３，６３４付近を除いては左右対称な構成である。尚、各通路６３１，６３２は同一
の構成であり、一方の通路６３１を中心に説明する。
　通路６３１はベース部６３０に形成された平行一対の通路壁６３５，６３６と、これら
の端末間を塞ぐカバー部６３７とで遊技球が流下可能の筒状をなす。また通路６３１は、
これを流下する遊技球から前記払出装置６３ａに掛かる球圧を軽減するように、遊技球を
蛇行させるように形成されており、その蛇行方向は遊技盤４０の前後方向（表裏方向）に
Ｓ字状に蛇行するように構成されている。また通路６３１の中間には遊技の流下を検出す
る検出スイッチ６３８が設置されている。
　球通路６３ｂはその蛇行方向を前後方向にしたので、従来構造の左右方向に蛇行するタ
イプに比べて左右横幅を細幅にできる。
【００３８】
　図５、図６、図８（ｂ）に示すように、払出装置６３ａと球通路６３ｂとからなる遊技
球供給通路６３は、内枠３０の一方の縦枠部３０３からこれを後方へ延長するように設け
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られたベース部３１を介して、内枠３０および遊技盤４０の裏面より後方へ離間した位置
に設置されている。ベース部３１は合成樹脂板からなり、基端縁を内枠３０の縦枠部３０
３に固定するとともに後方へ延びる縦壁部とその先端縁からほぼ直角に屈曲する取付面を
設けた断面ほぼＬ字形をなし、前記取付面に遊技球供給通路６３の払出装置６３ａおよび
球通路６３ｂの前面が重ね合わせて固定されている。
　払出装置６３ａおよび球通路６３ｂはこれらの後面同士が面一の垂直面をなすように設
置されている。尚、払出装置６３ａおよび球通路６３ｂは前後の厚みが異なり、これらの
相違を吸収して前記面一の後面を構成するように、前記ベース部３１の前後の突出量が変
えてある。また払出装置６３ａはその左右横幅を細幅とした球通路６３ｂに合わせて遊技
球供給通路６３全体が細幅に構成されている。
【００３９】
　このように、遊技球供給通路６３は、ベース部３１により遊技盤４０の裏面より後方へ
離間せしめたこと、球通路６３ｂを前後方向に蛇行せしめて横幅を細くしたことにより、
遊技盤４０の一方の側縁側（内枠３０の縦枠部３０３側）の裏面スペースを確保すること
ができる。
【００４０】
　遊技盤４０の裏面は合成樹脂のカバー部材４２０で被覆されている。カバー部材４２０
は、遊技盤４０に固着されてその裏面外周を囲む外周部４２１を備え、外周部４２１の後
部開口を着脱可能に塞ぐように設置されている。そしてカバー部材４２０およびその外周
部４２１の内部には遊技盤４０の裏面に、遊技全般の制御を司る主制御装置８０(図１０)
、サブ制御装置として前記演出図柄表示装置４１２を制御する演出図柄制御装置８２(図
１０)や、音声、ランプ類の制御を司るサブ統合装置８３(図１０)、および遊技盤４０を
貫通する特図始動口４１４、大入賞口４１５などの可動役物やセンターケース４１１、遊
技状態報知装置４１７などの装飾役物の部品類が設置されている。尚、カバー部材４０２
は、前記遊技球供給通路６３の後面とほぼ同等の位置に設けられ、内枠３０および遊技盤
４０の裏面側のフラット化が図られている。
【００４１】
　また内枠３０の下枠部３０２の裏面には、電源装置６５や前記払出装置６３ａを制御す
る図略の払出制御装置８１(図１０)やその他の構成部品が設置されている。
【００４２】
　図１０はパチンコ機５０の電気構成を示すもので、主制御装置８０、払出制御装置８１
、演出図柄制御装置８２、サブ統合制御装置８３および発射制御装置８４においては、詳
細の図示は省略するが、これらの制御装置はいずれもＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力ポー
ト、出力ポート等を備えている。
【００４３】
　主制御装置８０は、外部接続端子板を介して遊技施設のホールコンピュータと電気的に
接続される。主制御装置８０には、遊技盤中継端子板を介して、特図始動口４１４への入
球を検出する特図始動口ＳＷ、普図始動口４１３への入球を検出する普図作動ＳＷ、大入
賞口４１５への入球を検出するカウントＳＷ、普通入賞口４１６への入賞球を検出する一
般入賞口ＳＷ等の検出信号が入力される。
【００４４】
　主制御装置８０は搭載しているプログラムに従って動作して、上述の検出信号などに基
づいて遊技の進行に関わる各種のコマンドを生成し、払出制御装置８１、演出図柄制御装
置８２およびサブ統合制御装置８３にコマンドを出力する。
　また主制御装置８０は図柄表示装置中継端子板を介して特図表示装置、特図保留数表示
装置、普図表示装置および普図保留数表示装置の表示制御を行なう。
　更に主制御装置８０は、大入賞口４１５の開閉駆動する大入賞口ソレノイドを制御して
大入賞口４１５を開放作動せしめ、特図始動口４１４を開閉する普通電役ソレノイドの作
動を制御する。
【００４５】
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　遊技盤４０側に設置された主制御装置８０は内枠３０側の払出制御装置８１と盤枠配線
中継端子８５のコネクタ７０(図５など)を介して電気的に接続されている。また図略であ
るが、主制御装置８０への電源やリセット信号やＲＷＭクリア信号も内枠３０側の電源装
置６５から前記コネクタ７０を介して供給される。遊技盤４０側の演出図柄制御装置８２
や演出図柄表示装置４１２、サブ統合装置８３の電源やリセット信号は主制御装置８０を
介して供給される。
　尚、主制御装置８０への電源やリセット信号やＲＷＭクリア信号についてはコネクタ７
０を介して供給されるが、払出制御装置８１を介しても良いし、介さなくても良い。また
、リセット信号やＲＷＭクリア信号は払出制御装置８１を介し、電源は電源装置６５から
コネクタ７０に直接供給しても良い。リセット信号を演出図柄制御装置８２や演出図柄表
示装置４１２、サブ統合装置８３に主制御装置８０を介して供給しているが、演出図柄制
御装置８２や演出図柄表示装置４１２、サブ統合装置８３をコネクタ７０によって直接供
給されるように構成しても良い。また、演出図柄制御装置８２や演出図柄表示装置４１２
、サブ統合装置８３にＷＤＴ（ウォッチドッグタイマ）を設けて、リセット信号の供給を
不要としても良い。
【００４６】
　払出制御装置８１は、裏配線中継端子板を介して前枠２０およびその意匠枠が開放して
いるか否か検出する前枠閉鎖ＳＷ(スイッチ)、意匠枠閉鎖ＳＷや球タンクが空状態になっ
たことを検出する球切れＳＷ等の検出信号が入力され、裏配線中継端子板および払出中継
端子板を介して、遊技球が払い出されたことを検出する払出ＳＷ、遊技球貯留皿が満杯状
態になったことを検出する満杯ＳＷ等の検出信号が入力される。
　払出制御装置８１は、主制御装置８０から送られてくるコマンドに応じて払出モータを
稼働させて遊技球を払い出させる。また、ＣＲユニットと電気的に接続され、精算表示装
置２２３を介して球貸および精算ＳＷ２２１，２２２による貸出要求、精算要求の操作信
号を受け付け、ＣＲユニットとデータを送受し、貸出要求信号に応じて払出モータを稼働
させて貸球を払い出させ、ＣＲユニットに挿入されているプリペイドカードの残高表示を
制御する。
【００４７】
　発射制御装置８４は、発射ハンドルの操作信号、発射停止ＳＷ、発射ハンドルに遊技者
が接触（操作）していることを検出するタッチＳＷ等の検出信号が入力される。払出制御
装置８１を介して主制御装置８０から送られてくるコマンド（タッチＳＷの信号や遊技状
況を反映している）、発射ハンドルの操作信号および発射停止ＳＷの信号に基づいて発射
モータを制御して遊技球を発射および停止させる。
【００４８】
　サブ統合制御装置８３は、音量調節ＳＷや遊技ＳＷなどの検出信号が入力される。主制
御装置８０から送られてくるコマンドに応じて、スピーカを駆動して音声を出力すること
や、各種ＬＥＤや各種ランプの点灯、消灯等を制御する。更に演出図柄制御装置８２へキ
ャラクタなどを表示する擬似演出や普通図の擬似図柄の表示態様のコマンドを送信する。
【００４９】
　演出図柄制御装置８２は、ＬＣＤパネルユニットや付属ユニットと共に演出図柄表示装
置４１２を構成している。演出図柄制御装置８２は、サブ統合制御装置８３から送られて
くるコマンドに応じてＬＣＤパネルの表示を制御する。
　尚、ここでは、主制御装置８０と遊技施設のホールコンピュータとを外部接続端子板を
介して電気的に接続する構成とし、払出制御装置８１は接続される各種スイッチの検出信
号に基づいて主制御装置８０に情報出力し、主制御装置８０は接続される各種スイッチの
検出信号、遊技状態及び払出制御装置８１からの情報出力に基づく外部出力信号を、外部
接続端子板を介して遊技施設のホールコンピュータへと出力する構成として説明したが、
払出制御装置８１と外部接続端子板とを接続し、主制御装置８０と外部接続端子板とを接
続せず、主制御装置８０に接続される各種スイッチの検出信号や遊技状態に基づいて払出
制御装置８１に情報出力し、払出制御装置は接続される各種スイッチの検出信号及び主制
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御装置８０からの情報出力に基づく外部出力信号を、外部接続端子板を介して遊技施設の
ホールコンピュータへと出力する構成としても良い。
【００５０】
　図５ないし図８、図１１に示すように、内枠３０および遊技盤４０の裏面の他方の側縁
側（内枠の縦枠部３０４側）には内枠３０側に設けられた前記電源装置６５や払出制御装
置８１と、遊技盤４０側に設けられた主制御装置８０とを電気的に接続するコネクタ７０
が設けられている。コネクタ７０は、内枠３０に遊技盤４０を組付けたときに、内枠３０
側のコネクタ部７０ａと遊技盤４０側のコネクタ部７０ｂとが自動的に接続される構成で
ある。
【００５１】
　図１１に示すように、遊技盤４０の内枠３０の組付け作業は、内枠３０の枠内にその前
方より遊技盤４０を組付けることがなされる。先ず、遊技盤４０はその一方の側縁を、内
枠３０の一方の縦枠部３０３側の枠内にその斜め前方より挿入し、内枠３０に対して遊技
盤４０が斜めの状態で、前記側縁を前記縦枠部３０３に係合せしめる（図１１（ａ）、（
ｂ））。前記係合は図４に示した前記係合部５３、５３によりなされる。前記係合の後、
係合した部位を回動中心として、遊技盤４０の他方側縁を矢印Ｇ方向に内枠３０の他方の
縦枠部３０４側の枠内へ押し込み（図１１（ｃ）、（ｄ））、前記ロック部５４，５４（
図４）によりロックせしめる。
【００５２】
　図１２は係合部５３により内枠３０の一方の縦枠部３０３に遊技盤４０の一方の側縁を
係合せしめる作業を示す。係合部５３には前記縦枠部３０３枠内面から突出し断面ほぼＶ
字形に屈曲形成したバネ材５３１と、該バネ材５３１よりも後方位置で遊技盤４０の裏面
に当接せしめる当接突起５３２が設けられている。
　遊技盤４０はその一方の側縁を係合部５３のバネ材５３１と当接突起５３２との間に斜
めに挿入して、遊技盤の前記側縁に設けられた係合溝に前記バネ材５３１を嵌合せしめる
（図１２（ａ），（ｂ））。そして、遊技盤４０の他方の側縁側を押し込むことで、バネ
材５３１の先端を前記係合溝内に当接せしめるとともに前記当接突起５３２を遊技盤４０
の裏面に当接せしめて、バネ材５３１と当接突起５３２とで遊技盤の一方の側縁を前後に
挟み付けて係合保持する（図１２（ｃ））。
【００５３】
　図１１に示すように、コネクタ７０は、内枠３０の他方の縦枠部３０４から後方へこれ
を延長するように延び、かつ枠内側へ屈曲せしめた断面ほぼＬ字形の金属厚板からなる支
持部７０１を備える。支持部７０１の後面は前記遊技球供給通路６３の後面とほぼ同等の
後方位置に形成されている。支持部７０１にはその内面側に、前記遊技盤４０の組付け作
業の押し込み時、遊技盤４０の他方の側縁側の移動軌跡（矢印Ｇ）の延長線とほぼ直交す
るように設けられ、パチンコ機の横幅方向（組付けられた遊技盤４０の横幅方向）に対し
て所定の角度で傾斜する傾斜状の取付面７０２が設けられている。そして取付面７０２に
は前記移動軌跡に向け、前記横幅方向に対して傾斜状に内枠３０側のコネクタ部７０ａが
複数（図例では３つ）設置されている。
　尚、前記移動軌跡Ｇは遊技盤４０の一方の側縁側を内枠３０の一方の縦枠部３０３に係
合せしめた係合部を回転中心とする円弧状をなす。
【００５４】
　内枠３０側のコネクタ部７０ａに対応して遊技盤４０の裏面には、前記カバー部材の外
周部４２１からなる断面ほぼＬ字形の支持部７０３の後面に、前記内枠３０側の取付面７
０２と同様な傾斜状の取付面７０４が設けられている。そして取付面７０４には前記盤枠
配線中継端子板８５が設置固定され、盤枠配線中継端子板８５に複数の遊技盤４０側のコ
ネクタ部７０ｂが遊技盤４０の裏面から後方へ離間した位置に設けられている。
【００５５】
　図１３，図１４に示すように、内枠３０側のコネクタ部７０ａはオス型で、長方形状の
ベース部７１１の中央に、接続凸部７１２を備える。接続凸部７１２にはその両端に角柱
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状のガイド部７１３，７１３が立設され、両ガイド部７１３，７１３間に複数の接続端子
が並設されている。両ガイド部７１３，７１３は先端が前記接続端子より突出しており、
ガイド部７１３，７１３の先端は先細りのテーパー状をなす。
【００５６】
　またコネクタ部７０ａにはベース部７１１の両端に取付マウント部材７１４，７１４が
設けられている。これら取付マウント部材７１４，７１４は、コネクタ部７０ａを前記支
持部７０１に対してその取付面７０２の表面に沿って上下左右に若干移動できるようにフ
ローティイング状態に取付けるものである。これら取付マウント部材７１４，７１４にね
じ部材をＮ，Ｎを貫通せしめて前記支持部７０１の取付面７０２に締結して、これにより
コネクタ部７０ａは取付面７０２沿いに上下左右に移動可能に取付けられている（図１４
の矢印ｘ，ｙ方向）。尚、コネクタ部７０ａは長手方向を縦に取付面７０２に取付けられ
ている。
【００５７】
　一方、遊技盤４０側のコネクタ部７０ｂはメス型で、ベース部７２１に内枠３０側のコ
ネクタ部７０ａの接続凸部７１２を嵌入する接続凹部７２２を備える。コネクタ部７０ｂ
は内枠３０側のコネクタ部７０ａに対応して、遊技盤４０側の支持部７０３の取付面７０
４にこれと平行に設けられた盤枠配線中継端子板８５に締結固定されている。
【００５８】
　内枠３０側のコネクタ部７０ａおよび遊技盤４０側のコネクタ部７０ｂは、遊技盤４０
の裏面から後方へ離した位置で接続するように構成したので、遊技盤４０の他方の側縁側
の裏面スペースを確保できる。
　また、両コネクタを部７０ａ，７０ｂは、前記内枠３０への遊技盤４０の組付け作業の
押し込みにより遊技盤４０が内枠３０の所定の位置となったときに、自動的に接続されて
作業手間がかからない。
【００５９】
　更に、両コネクタ部７０ａ，７０ｂは互いに前記遊技盤４０の移動軌跡Ｇに沿う方向に
設けたこと、内枠３０側のコネクタ部７０ａを上下左右に移動可能に取付けたこと、かつ
両コネクタ部７０ａ，７０ｂを長手方向を縦に設けたことにより、両コネクタ部７０ａ，
７０ｂ間に位置ズレがあってもこの位置ズレが吸収、修正され、コネクタ部７０ａの接続
凸部７１２がコネクタ部７０ｂの接続凹部７２２に嵌入する際にこじれが起きたり異常な
荷重が生じないため、スムーズな接続ができる。尚、接続凸部７１２を接続凹部７２２に
嵌入する際、接続凸部７１２の両ガイド部７１３，７１３の先端テーパーがスムーズに嵌
入案内する。
【００６０】
　本実施形態によれば、内枠３０の裏面側の前記球タンク６１やタンクレール６２の構成
により遊技盤４０の裏面の上縁側の裏面スペースを確保できること、前記遊技球供給通路
６３を遊技盤４０から後方へ離して設けるとともに通路の横幅を細くしたことにより遊技
盤４０の裏面の一方の側縁側の裏面スペースを確保できること、前記コネクタ７０を遊技
盤４０から離したことにより遊技盤４０の裏面の他方の側縁側の裏面スペースを確保でき
ること、更には遊技球の発射位置を遊技盤４０の下方中央に設けたことにより遊技盤４０
の遊技領域および裏面スペースを下方へ拡張できることが相まって、遊技盤４０の裏面に
配置される主制御装置８０、サブ制御装置８２，８３、可変役物４１４，４１５や装飾役
物４１１、４１７などの設置スペースを充分に確保でき、前記各制御装置や各役物を互い
に制約することなく最良の位置に設置することができる。
【００６１】
　尚、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
でさまざまに実施できることは勿論である。例えば前記実施形態では内枠３０側のコネク
タ部７０ａのみを上下左右に移動可能としたが、遊技盤４０側のコネクタ部７０ｂを移動
可能としてもよく、更には両コネクタ部７０ａ，７０ｂを移動可能としても良い。
【符号の説明】
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　１　パチンコ機（弾球遊技機）
　１０　外枠
　２０前枠
　２２　上皿（遊技球貯留皿）
　３０　内枠（枠状体）
　３０３　一方の縦枠部（一方の側縁）
　３０４　他方の縦枠部（他方の側縁）
　３１　ベース部
　４０　遊技盤
　４１１　センターケース（装飾役物）
　４１４　特図始動口（可動役物）
　４１５　大入賞口（可動役物）
　４１７　遊技状態報知装置（装飾役物）
　Ｇ　遊技盤の移動軌跡
　５３　係合部（係合手段）
　６１　球タンク
　６１２　遊技球流出口
　６２　タンクレール
　６３　遊技球供給通路
　６３ａ　払出装置
　６３ｂ　球通路
　６３３，６３４　遊技球流入口
　６５　電源装置（枠状体側の電気部品）
　７０　コネクタ
　７０ａ　内枠側のコネクタ部（枠状体側のコネクタ部）
　７０ｂ　遊技盤側のコネクタ部
　７０１，７０３　支持部
　７０２，７０４　取付面
　８０　主制御装置（遊技盤側の制御装置）
　８１　払出制御装置（サブ制御装置、枠状体側の制御装置）
　８２　演出図柄制御装置（サブ制御装置、遊技盤側の制御装置）
　８３　サブ統合装置（サブ制御装置、遊技盤側の制御装置）
　８５　盤枠配線中継端子板
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