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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背面に背板を備えるとともに左右の両側面にはそれぞれ側板を備える箱型の筐体と、
　回路基板を収納するためのものであって筐体の側板内面の所定の取付位置に取り付けら
れる側板取付基板ケースとを備えた遊技機であって、
　側板取付基板ケースの背面の所定位置には、後方へ向けて突出する後方突出片が設けら
れ、後方突出片は、側板取付基板ケースの背面に連設されている大径部と、大径部の後端
中央に連設されている小径部と、小径部の後端に連設されている縮径部とを有し、大径部
は、縦長の長方形状に形成され、小径部は、上下の幅が大径部よりも小さい縦長の長方形
状に形成され、縮径部は、上下の幅が後方へ向かうにしたがって次第に小さくなる台形状
に形成され、
　側板取付基板ケースの前面の所定位置には、前方かつ側板取付基板ケースが取り付けら
れる側板方向へ向けて突出する前方突出片が設けられ、
　側板取付基板ケースを所定の向きで筐体の側板内面の所定の取付位置に位置させたとき
に後方突出片が位置する背板の部位には、後方突出片の小径部が嵌る差込孔が設けられ、
　側板取付基板ケースを所定の向きで筐体の側板内面の所定の取付位置に位置させたとき
に前方突出片が位置する側板の部位には、前方突出片が固定される固定部が設けられ、
　後方突出片の小径部は差込孔に嵌るものの、後方突出片の大径部は差込孔には嵌らない
ことにより、筐体の背板と側板取付基板ケースの背面との間には、大径部の前後の幅に相
当する隙間が形成され、大径部の前後の幅は、筐体の背板と側板取付基板ケースの背面と
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の間にハーネスを通すことが可能な隙間が形成される程度の大きさとされている
　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、スロットマシンなどの遊技機に関し、更に詳しくは、回路基板を収納するた
めのものであって筐体の側板内面の奥側に取り付けられる側板取付基板ケースの筐体への
着脱作業を容易にした遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、スロットマシンなどの遊技機には、種々のものが提供されている。例えば、
スロットマシンは、スタートスイッチを操作すると、３個すべての回転リールの回転が開
始し、ストップスイッチを操作すると、当該ストップスイッチに対応した回転リールの回
転が停止し、３個すべての回転リールの回転を停止させたときに、所定の図柄が有効な入
賞ライン上に揃うと、所定の役の入賞となり、所定の利益が付与される遊技機である。こ
のような遊技機は、前面に開口部を有する箱型の筐体を備えている。また、筐体の前面に
は、開口部を開閉可能に塞ぐ前扉が設けられている。また、筐体の内部には、遊技機を制
御するための制御装置や、３個の回転リールを横並びに設けたリール装置や、メダル投入
口から投入されたメダルを誘導しながらメダルの真贋を判定するためのメダル選別装置や
、メダル選別装置を通過したメダルを受け止めて貯留しておくとともに貯留したメダルを
入賞時などにメダル払出口から払い出すためのホッパー装置や、これらの装置に電力を供
給するための電源装置などが設けられている。また、前扉のほぼ中央には、各回転リール
の周囲に付されている２１個の図柄のうちの３個を表示するための図柄表示窓が設けられ
ている。また、図柄表示窓の下方には、回転リールの回転を開始させるためのスタートス
イッチや、回転リールの回転を停止させるためのストップスイッチなどが設けられている
。
【０００３】
　また、制御装置は、遊技を制御するためのメイン基板や、演出を制御するためのサブ基
板などから構成されている。また、メイン基板は、メイン基板ケースに収納され、また、
サブ基板は、サブ基板ケースに収納されている。そして、メイン基板ケースは、不正防止
手段が施された取付金具などを介して、筐体の背板内面などに着脱可能に取り付けられ、
また、サブ基板ケースは、その四隅をネジで止めるなどして、筐体の側板内面などに着脱
可能に取り付けられている（特許文献１ないし３参照）。
【特許文献１】特開２００１－１６１８９１号公報
【特許文献２】特開２０００－３３４１４２号公報
【特許文献３】特開平１１－１９７２９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、メイン基板ケースについては、不正防止の観点から、筐体への着脱作業が多
少煩雑でも容認されてきたものの、サブ基板ケースについては、遊技機の製造時における
組み付けのしやすさやメンテナンスのしやすさなどの観点から、筐体への着脱作業をより
容易にすることが求められていた。
　特に、サブ基板ケースを筐体の側板内面の奥側に取り付ける場合に、サブ基板ケースの
奥側の上下のネジ止め作業が困難であり、その改善が求められていた。つまり、スロット
マシンなどの遊技機では、筐体の内部には、リール装置や、メイン基板ケースや、サブ基
板ケースや、ホッパー装置や、電源装置などが設けられることから、サブ基板ケースとリ
ール装置などとの間の隙間が狭くなってしまい、この狭い隙間に工具を入れてネジを回す
のが困難であったため、その改善が求められていたのである。
【０００５】
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　（請求項１）
　そこで、請求項１記載の発明は、側板取付基板ケースの背面に、後方へ向けて突出する
後方突出片を設け、また、側板取付基板ケースの前面には、前方かつ側板取付基板ケース
が取り付けられる側板方向へ向けて突出する前方突出片を設け、また、側板取付基板ケー
スを取付位置に位置させたときに後方突出片が位置する背板の部位には、後方突出片が嵌
る差込孔を設け、また、側板取付基板ケースを取付位置に位置させたときに前方突出片が
位置する側板の部位には、前方突出片が固定される固定部を設け、そして、側板取付基板
ケースを側板内面の取付位置に位置させ、かつ、後方突出片を差込孔に嵌め、かつ、前方
突出片を固定部に固定すると、側板取付基板ケースが筐体の側板内面に取り付けられるよ
うにして、側板取付基板ケースの筐体への着脱作業を容易にした遊技機を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（請求項１）
　請求項１記載の発明は、背面に背板（24）を備えるとともに左右の両側面にはそれぞれ
側板（23,23）を備える箱型の筐体（20）と、回路基板（70）を収納するためのものであ
って筐体（20）の側板（23）内面の所定の取付位置に取り付けられる側板取付基板ケース
（60）とを備えた遊技機であって、側板取付基板ケース（60）の背面の所定位置には、後
方へ向けて突出する後方突出片（63）が設けられ、後方突出片（63）は、側板取付基板ケ
ース（60）の背面に連設されている大径部（63a）と、大径部（63a）の後端中央に連設さ
れている小径部（63b）と、小径部（63b）の後端に連設されている縮径部（63c）とを有
し、大径部（63a）は、縦長の長方形状に形成され、小径部（63b）は、上下の幅が大径部
（63a）よりも小さい縦長の長方形状に形成され、縮径部（63c）は、上下の幅が後方へ向
かうにしたがって次第に小さくなる台形状に形成され、側板取付基板ケース（60）の前面
の所定位置には、前方かつ側板取付基板ケース（60）が取り付けられる側板（23）方向へ
向けて突出する前方突出片（64）が設けられ、側板取付基板ケース（60）を所定の向きで
筐体（20）の側板（23）内面の所定の取付位置に位置させたときに後方突出片（63）が位
置する背板（24）の部位には、後方突出片（63）の小径部（63b）が嵌る差込孔（25）が
設けられ、側板取付基板ケース（60）を所定の向きで筐体（20）の側板（23）内面の所定
の取付位置に位置させたときに前方突出片（64）が位置する側板（23）の部位には、前方
突出片（64）が固定される固定部（26）が設けられ、後方突出片（63）の小径部（63b）
は差込孔（25）に嵌るものの、後方突出片（63）の大径部（63a）は差込孔（25）には嵌
らないことにより、筐体（20）の背板（24）と側板取付基板ケース（60）の背面との間に
は、大径部（63a）の前後の幅に相当する隙間が形成され、大径部（63a）の前後の幅は、
筐体（20）の背板（24）と側板取付基板ケース（60）の背面との間にハーネスを通すこと
が可能な隙間が形成される程度の大きさとされていることを特徴とする。
【０００７】
　ここで、「遊技機」としては、例えば、スロットマシン（10）などがある。
　また、「筐体（20）」は、箱型に形成されており、背面には背板（24）を備え、左右の
両側面にはそれぞれ側板（23,23）を備えている。
　また、「側板取付基板ケース（60）」は、回路基板（70）を収納するためのものであっ
て、筐体（20）の側板（23）内面の所定の取付位置に取り付けられるものである。側板取
付基板ケース（60）は、例えば、左側の側板（23）内面に取り付けることができるし、ま
た、右側の側板（23）内面に取り付けることもできる。また、側板取付基板ケース（60）
には、例えば、サブ基板（52）を収納することができる。つまり、側板取付基板ケース（
60）は、例えば、サブ基板ケース（54）として用いることができる。この場合、サブ基板
（52）が、特許請求の範囲における回路基板（70）となる。なお、側板取付基板ケース（
60）に収納される回路基板（70）は、サブ基板（52）に限られるものではない。
【０００８】
　また、「内面」とは、筐体（20）の内側の面をいう。左側の側板（23）であれば、その
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右側の面が内面となり、また、右側の側板（23）であれば、その左側の面が内面となる。
　また、「取付位置」とは、側板取付基板ケース（60）が取り付けられる位置をいう。側
板取付基板ケース（60）が取り付けられる位置は、あらかじめ定められている。
　また、「後方突出片（63）」は、側板取付基板ケース（60）の背面の所定位置から後方
へ向けて突出するものである。また、後方突出片（63）は、例えば、１つのみ設けること
もできるが、側板取付基板ケース（60）を筐体（20）に安定して確実に取り付けるという
観点からは、複数設けることが好ましい。
【０００９】
　また、「前方突出片（64）」は、側板取付基板ケース（60）の前面の所定位置から前方
かつ側板取付基板ケース（60）が取り付けられる側板（23）方向へ向けて突出するもので
ある。側板取付基板ケース（60）が左側の側板（23）に取り付けられる場合には、前方突
出片（64）は、前方かつ左側の側板（23）方向へ向けて突出するように形成され、また、
側板取付基板ケース（60）が右側の側板（23）に取り付けられる場合には、前方突出片（
64）は、前方かつ右側の側板（23）方向へ向けて突出するように形成される。また、前方
突出片（64）は、例えば、複数設けることもできるが、基板ケース（60）の筐体（20）へ
の着脱を容易にするという観点からは、１つのみ設けることが好ましい。
【００１０】
　また、「差込孔（25）」は、後方突出片（63）が嵌る孔であって、背板（24）の所定位
置に設けられるものである。側板取付基板ケース（60）を所定の向きで筐体（20）の側板
（23）内面の所定の取付位置に位置させると、後方突出片（63）は、背板（24）にまで達
し、このとき後方突出片（63）が達する背板（24）の部位に、差込孔（25）が設けられる
。これにより、側板取付基板ケース（60）を所定の向きで筐体（20）の側板（23）内面の
所定の取付位置に位置させると、後方突出片（63）が差込孔（25）に嵌って、側板取付基
板ケース（60）の後部が筐体（20）の背板（24）に係止される。また、後方突出片（63）
を複数設けた場合には、各後方突出片（63）それぞれに対応して差込孔（25）が設けられ
る。また、「所定の向きで」とは、側板取付基板ケース（60）の前面を前方に向け、かつ
、背面を後方に向け、かつ、右面を右方に向け、かつ、左面を左方に向け、かつ、上面を
上方に向け、かつ、下面を下方に向けて、という意味である。
【００１１】
　また、「固定部（26）」は、前方突出片（64）が固定される部分であって、側板取付基
板ケース（60）が取り付けられる側板（23）に設けられるものである。側板取付基板ケー
ス（60）を所定の向きで筐体（20）の側板（23）内面の所定の取付位置に位置させると、
前方突出片（64）は、側板取付基板ケース（60）が取り付けられる側板（23）にまで達し
、このとき前方突出片（64）が達する側板（23）の部位に、固定部（26）が設けられる。
また、前方突出片（64）の固定部（26）への固定は、例えば、複数本のネジ（80）で行う
こともできるが、着脱容易という観点からは、１本のネジ（80）で行うことが好ましい。
そして、前方突出片（64）を固定部（26）に固定することにより、側板取付基板ケース（
60）の前部が筐体（20）の側板（23）内面に固定され、ひいては側板取付基板ケース（60
）が筐体（20）の側板（23）内面に着脱可能に取り付けられるのである。
【００１２】
　また、前方突出片（64）は固定部（26）に１本のネジ（80）で固定することができる。
　前方突出片（64）を固定部（26）に１本のネジ（80）で固定するようにすると、この１
本のネジ（80）を止めたり外したりするだけで、側板取付基板ケース（60）を筐体（20）
に取り付けたり筐体（20）から取り外したりすることができるようになる。
　また、側板取付基板ケース（60）の左右の両側面のうち、側板取付基板ケース（60）が
取り付けられる側板（23）側の側面と、当該側板（23）との間に、ハーネスを通すことが
可能な隙間（90）を形成することができる。
【００１３】
　ここで、「隙間（90）」は、例えば、側板取付基板ケース（60）の左右の両側面のうち
、側板取付基板ケース（60）が取り付けられる側板（23）側の側面に、当該側板（23）方
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向へ向けて突出する突起（68）を設けることによって形成することができる。この場合、
突起（68）は、当該側板（23）と当該側面との間にハーネスを通すことが可能な隙間（90
）が形成される程度の大きさに形成される。
　具体的には、例えば、側板取付基板ケース（60）が左側の側板（23）に取り付けられる
場合には、側板取付基板ケース（60）の左側の側面に、左側の側板（23）方向へ向けて突
出する突起（68）を設ける。そうすると、筐体（20）の左側の側板（23）と側板取付基板
ケース（60）の左側の側面との間に、ハーネスを通すことが可能な隙間（90）を形成する
ことができる。
【００１４】
　また、例えば、側板取付基板ケース（60）が右側の側板（23）に取り付けられる場合に
は、側板取付基板ケース（60）の右側の側面に、右側の側板（23）方向へ向けて突出する
突起（68）を設ける。そうすると、筐体（20）の右側の側板（23）と側板取付基板ケース
（60）の右側の側面との間に、ハーネスを通すことが可能な隙間（90）を形成することが
できる。
　またここで、「隙間（90）」は、例えば、側板取付基板ケース（60）の左右の両側面の
うち、側板取付基板ケース（60）が取り付けられる側板（23）側の側面に、当該側板（23
）とは反対方向へ向けて窪む凹部を設けることによって形成することもできる。この場合
、凹部は、当該側板（23）と当該側面との間にハーネスを通すことが可能な隙間（90）が
形成される程度の大きさに形成される。
【発明の効果】
【００１５】
　（請求項１）
　請求項１記載の発明によれば、側板取付基板ケースを側板内面の取付位置に位置させ、
かつ、後方突出片を差込孔に嵌め、かつ、前方突出片を固定部に固定すると、側板取付基
板ケースが筐体の側板内面に取り付けられる。このため、側板取付基板ケースの奥側のネ
ジ止め箇所をなくすことができる。これにより、ネジ止め作業の回数を少なくすることが
できるのみならず、側板取付基板ケースとリール装置などとの間の狭い隙間に工具を入れ
ての困難なネジ止め作業を行わなくても済むようにすることができる。更に、前方突出片
の固定部への固定は、側板取付基板ケースの手前側のみで行うことができる。したがって
、側板取付基板ケースの筐体への着脱作業を容易にすることができる。これにより、遊技
機の製造時における側板取付基板ケースの筐体への組み付けを容易にすることができ、ま
た、側板取付基板ケースに収納されたサブ基板などの回路基板のメンテナンスを容易にす
ることができるのである。
【００１６】
　また、前方突出片の固定部への固定を１本のネジで行うようにすると、１本のネジを止
めたり外したりするだけで、側板取付基板ケースを筐体に取り付けたり筐体から取り外し
たりすることができる。したがって、側板取付基板ケースの筐体への着脱作業を一層容易
にすることができるのである。
　更に、筐体の側板と側板取付基板ケースの側面との間にハーネスを通すことが可能な隙
間を形成すると、筐体内部におけるハーネスの取り回しを容易にすることができ、更には
、回路基板上の電子部品から発生した熱を筐体の側板と側板取付基板ケースの側面との間
の隙間から逃がすことができるのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　（図面の説明）
　図１ないし図８は、本発明の実施の形態を示すものである。
　図１は、本実施の形態に係る遊技機としてのスロットマシン10の外観正面図、図２は、
本実施の形態に係る遊技機としてのスロットマシン10の内部を示す斜視図、図３は、本実
施の形態における側板取付基板ケース60の右側面図、図４は、本実施の形態における側板
取付基板ケース60の左側面図、図５は、本実施の形態における側板取付基板ケース60の正
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面図、図６は、本実施の形態における側板取付基板ケース60の平面図（筐体20の側板23に
取り付けられた状態を示す。筐体20及び側板取付基板ケース60の一部については断面図）
、図７及び図８は、本実施の形態における側板取付基板ケース60の取り付け手順を示す外
観斜視図である。
【００１８】
　（スロットマシン10）
　図１及び図２に示すように、本実施の形態に係る遊技機としてのスロットマシン10は、
前面に開口部を有する箱型の筐体20を備えている。また、筐体20の前面には、開口部を塞
ぐ前扉30が設けられている。また、筐体20の内部には、遊技機としてのスロットマシン10
を制御するための制御装置50や、３個の回転リール41を横並びに設けたリール装置40や、
メダル投入口31から投入されたメダルを誘導しながらメダルの真贋を判定するためのメダ
ル選別装置43や、メダル選別装置43を通過したメダルを受け止めて貯留しておくとともに
貯留したメダルを入賞時などにメダル払出口32から払い出すためのホッパー装置44や、こ
れらの装置に電力を供給するための電源装置45などが設けられている。
【００１９】
　また、制御装置50は、遊技を制御するためのメイン基板51と、演出を制御するためのサ
ブ基板52とを備えている。また、メイン基板51は、メイン基板ケース53に収納され、また
、サブ基板52は、サブ基板ケース54に収納されている。また、メイン基板ケース53は、不
正防止手段が施された取付金具などを介して、筐体20の背板24内面に着脱可能に取り付け
られ、また、サブ基板ケース54は、筐体20の左側の側板23内面に着脱可能に取り付けられ
ている。そして、本実施の形態では、サブ基板ケース54に、側板取付基板ケース60が用い
られている。つまり、本実施の形態では、サブ基板52が、特許請求の範囲における回路基
板70に該当し、また、サブ基板ケース54が、特許請求の範囲における側板取付基板ケース
60に該当する。
【００２０】
　また、前扉30の上部には、演出用ランプ37が設けられ、また、前扉30のほぼ中央には、
図柄表示窓42が設けられている。
　また、各回転リール41の周囲には、複数種類の図柄が所定の配列で合計２１個付され、
また、図柄表示窓42は、各回転リール41の周囲に付されている２１個の図柄のうちの３個
をそれぞれ表示可能に形成されている。具体的には、左側の回転リール41の回転が停止す
ると、図柄表示窓42の左側部分の上段、中段及び下段にそれぞれ１個ずつ、合計３個の図
柄が表示される。中央及び右側の回転リール41についても同様である。これにより、３個
すべての回転リール41の回転が停止すると、図柄表示窓42には、縦３列横３行に配列した
合計９個の図柄が表示される。また、図柄表示窓42に表示される縦３列横３行の図柄の配
列は、「出目」などと呼ばれる。
【００２１】
　また、図柄表示窓42の下方には、メダルを投入するためのメダル投入口31や、クレジッ
トメダルの枚数を１枚減じてメダルの投入に代えるための１枚ベットスイッチ33や、クレ
ジットメダルの枚数を３枚減じてメダルの投入に代えるためのＭＡＸベットスイッチ34や
、回転リール41の回転を開始させるためのスタートスイッチ35や、回転リール41の回転を
停止させるためのストップスイッチ36などが設けられている。
　また、前扉30の下部には、演出音などを発するスピーカ38や、メダルを払い出すための
メダル払出口32などが設けられている。また、メダル払出口32の下方には、メダル払出口
32から払い出されたメダルを受け止めて貯留するための受け皿39が設けられている。
【００２２】
　（筐体20）
　図１及び図２に示すように、筐体20は、四角箱型に形成されており、前面には開口部を
有し、下面には底板21を備え、上面には天板22を備え、左右両面にはそれぞれ側板23,23
を備え、背面には背板24を備えている。
　また、図６及び図７に示すように、背板24の所定位置には、背板24を貫通する２つの差
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込孔25が縦に並べて設けられている。
　具体的には、差込孔25は、後述する後方突出片63が嵌る孔である。側板取付基板ケース
60を所定の向きで筐体20の左側の側板23内面の所定の取付位置に位置させると、後方突出
片63は、背板24にまで達し、このとき後方突出片63が達する背板24の部位に、差込孔25が
設けられている。また、本実施の形態では、後方突出片63は、縦に並べて２つ設けられて
おり、差込孔25も、各後方突出片63にそれぞれ対応するように、縦に並べて２つ設けられ
ている。これにより、側板取付基板ケース60を所定の向きで筐体20の左側の側板23内面の
所定の取付位置に位置させると、各後方突出片63が各差込孔25にそれぞれ嵌って、側板取
付基板ケース60の後部が筐体20の背板24に係止されるようになっている。
【００２３】
　また、図６及び図７に示すように、左側の側板23の所定位置には、固定部26が設けられ
、また、固定部26には、１つの固定用ネジ孔27が設けられている。
　具体的には、固定部26は、後述する前方突出片64が固定される部分である。側板取付基
板ケース60を所定の向きで筐体20の側板23内面の所定の取付位置に位置させると、前方突
出片64は、左側の側板23にまで達し、このとき前方突出片64が達する左側の側板23の部位
に、固定部26が設けられている。また、固定部26には、１つの固定用ネジ孔27が設けられ
ており、前方突出片64は、固定部26に１本のネジ80で固定されるようになっている。
　（側板取付基板ケース60）
　側板取付基板ケース60は、回路基板70を収納するためのものであって、筐体20の側板23
内面の所定の取付位置に取り付けられるものである。
【００２４】
　上述したように、本実施の形態では、側板取付基板ケース60は、回路基板70の１つであ
るサブ基板52を収納しており、サブ基板ケース54として用いられている。
　また、本実施の形態では、側板取付基板ケース60は、左側の側板23内面に取り付けられ
るようになっている。
　また、図５ないし図８に示すように、本実施の形態では、側板取付基板ケース60は、ベ
ース部材61とカバー部材62とを備えている。ベース部材61もカバー部材62も、一方に開口
部を有する箱型に形成されている。また、ベース部材61もカバー部材62も、透明な合成樹
脂製であり、射出成型によって一体的に形成されている。そして、ベース部材61の内部の
所定位置に回路基板70を収納し、その後に、ベース部材61の開口部とカバー部材62の開口
部とを合わせるようにしてカバー部材62をベース部材61に被せると、カバー部材62の開口
部の周囲がベース部材61の開口部の周囲に嵌って、内部に回路基板70を収納した箱型の側
板取付基板ケース60になる。
【００２５】
　また、図３及び図４に示すように、側板取付基板ケース60の背面の所定位置には、後方
へ向けて突出する２つの後方突出片63が縦に並べて設けられている。
　具体的には、本実施の形態では、後方突出片63は、ベース部材61の背面における上端付
近と下端付近とにそれぞれ１つずつ設けられている。
　また、本実施の形態では、各後方突出片63は、ベース部材61の背面に連設されている大
径部63aと、大径部63aの後端中央に連設されている小径部63bと、小径部63bの後端に連設
されている縮径部63cとを有している。また、各大径部63aは、縦長の長方形状に形成され
ており、また、各小径部63bは、上下の幅が各大径部63aよりも小さい縦長の長方形状に形
成されており、また、各縮径部63cは、上下の幅が後方へ向かうにしたがって次第に小さ
くなる台形状に形成されている。そして、本実施の形態では、各後方突出片63の各小径部
63bが、各差込孔25にそれぞれ嵌るようになっている。
【００２６】
　また、図３ないし図８に示すように、側板取付基板ケース60の前面の所定位置には、前
方かつ左側の側板23方向へ向けて突出する前方突出片64が設けられている。
　具体的には、本実施の形態では、前方突出片64は、ベース部材61の前面における中央よ
りもやや上方寄りの位置に１つだけ設けられている。更に詳しくは、前方突出片64は、下



(8) JP 4286669 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

側の後方突出片63よりも上方、かつ、上側の後方突出片63よりも下方に１つだけ設けられ
ている。
　また、本実施の形態では、前方突出片64には、左側の側板23方向へ向けて窪む窪み部64
aが設けられ、この窪み部64aの中央よりもやや前方寄りの位置に、窪み部64aを貫通する
１つの固定用貫通孔65が設けられている。そして、この固定用貫通孔65を通した１本のネ
ジ80を固定部26の固定用ネジ孔27に止めることにより、前方突出片64が固定部26に固定さ
れるようになっている。つまり、本実施の形態では、前方突出片64は固定部26に１本のネ
ジ80で固定されるようになっている。
【００２７】
　また、本実施の形態では、前方突出片64を支えるように、三角形の板状の２つの縦リブ
66と、三角形の板状の２つの横リブ67とが設けられており、これらにより、前方突出片64
が変形しないようにしている。
　また、本実施の形態では、側板取付基板ケース60の左側の側面の四隅には、筐体20の左
側の側板23方向へ向けて突出する突起68がそれぞれ設けられている。そして、これら４つ
の突起68により、筐体20の左側の側板23と側板取付基板ケース60の左側の側面との間に、
ハーネスを通すことが可能な隙間90が形成されている。つまり、これら４つの突起68は、
筐体20の左側の側板23と側板取付基板ケース60の左側の側面との間にハーネスを通すこと
が可能な隙間90が形成される程度の大きさに形成されている。
【００２８】
　（側板取付基板ケース60の取り付け）
　まず、図７に示すように、側板取付基板ケース60の前面を前方に向け、かつ、背面を後
方に向け、かつ、右面を右方に向け、かつ、左面を左方に向け、かつ、上面を上方に向け
、かつ、下面を下方に向ける。そして、図８に示すように、側板取付基板ケース60を筐体
20の前面の開口部から筐体20の内部に挿入して、左側の側板23内面の所定の取付位置に位
置させる。そうすると、各後方突出片63の各小径部63bが各差込孔25にそれぞれ嵌って、
側板取付基板ケース60の後部が筐体20の背板24に係止される。同時に、前方突出片64が固
定部26に当接する。
【００２９】
　次に、図８に示すように、前方突出片64を固定部26に当接させた状態で、ネジ80を固定
用貫通孔65に通して、固定部26に設けた固定用ネジ孔27に止める。そうすると、側板取付
基板ケース60の前部が筐体20の左側の側板23内面に固定され、ひいては側板取付基板ケー
ス60が筐体20の側板23内面に取り付けられる。
　また、ネジ80を外して、側板取付基板ケース60を手前側に引き出すだけで、側板取付基
板ケース60を筐体20の側板23内面から取り外すことができる。
　以上説明したように、本実施の形態では、側板取付基板ケース60を側板23内面の取付位
置に位置させ、かつ、後方突出片63を差込孔25に嵌め、かつ、前方突出片64を固定部26に
固定すると、側板取付基板ケース60が筐体の側板23内面に取り付けられる。このため、側
板取付基板ケース60の奥側には、ネジ止め箇所がないのである。これにより、ネジ止め作
業の回数が少なくて済むのみならず、側板取付基板ケース60とリール装置40などとの間の
狭い隙間に工具を入れての困難なネジ止め作業を行わなくても済むのである。更に、前方
突出片64の固定部26への固定は、側板取付基板ケース60の手前側のみで行うことができる
。したがって、側板取付基板ケース60の筐体20への着脱作業が容易である。これにより、
遊技機としてのスロットマシン10の製造時における側板取付基板ケース60の筐体20への組
み付けが容易であり、また、側板取付基板ケース60に収納されたサブ基板52などの回路基
板70のメンテナンスも容易である。
【００３０】
　また、本実施の形態では、各後方突出片63の後部に、上下の幅が後方へ向かうにしたが
って次第に小さくなる台形状の縮径部63cを設けている。このため、各後方突出片63を各
差込孔25に差し込みやすいのである。
　また、本実施の形態では、前方突出片64の固定部26への固定を１本のネジ80で行うこと



(9) JP 4286669 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

ができるので、１本のネジ80を止めたり外したりするだけで、側板取付基板ケース60を筐
体20に取り付けたり筐体20から取り外したりすることができる。したがって、側板取付基
板ケース60の筐体20への着脱作業が一層容易である。
　また、本実施の形態では、後方突出片63は、側板取付基板ケース60の背面における上端
付近と下端付近との２箇所に設けられ、また、前方突出片64は、側板取付基板ケース60の
前面における中央よりもやや上方寄りの１箇所に設けられている。つまり、側板取付基板
ケース60は、バランスのとれた３点で筐体20に取り付けられている。しかも、そのうち２
点は、ネジ止め箇所ではなくて、係止箇所である。したがって、側板取付基板ケース60の
筐体20への着脱作業が容易である上に、側板取付基板ケース60が筐体20に安定して固定さ
れるのである。
【００３１】
　また、本実施の形態では、筐体20の側板23と側板取付基板ケース60の側面との間にハー
ネスを通すことが可能な隙間90が形成されるので、筐体20内部におけるハーネスの取り回
しが容易であり、更には、回路基板70上の電子部品から発生した熱が筐体20の側板23と側
板取付基板ケース60の側面との間の隙間90から逃げやすいのである。
　また、本実施の形態では、各後方突出片63の各小径部63bが各差込孔25に嵌るようにな
っていて、各後方突出片63の各大径部63aは各差込孔25には嵌らないようになっている。
このため、筐体20の背板24と側板取付基板ケース60の背面との間にも、大径部63aの前後
の幅に相当する隙間ができる。そして、本実施の形態では、筐体20の背板24と側板取付基
板ケース60の背面との間の隙間にも、ハーネスを通すことができるようにしている。つま
り、本実施の形態では、各大径部63aの前後の幅は、筐体20の背板24と側板取付基板ケー
ス60の背面との間にハーネスを通すことが可能な隙間が形成される程度の大きさとされて
いる。このように、本実施の形態では、筐体20の側板23と側板取付基板ケース60の側面と
の間のみならず、筐体20の背板24と側板取付基板ケース60の背面との間にも、ハーネスを
通すことが可能な隙間が形成されるので、筐体20内部におけるハーネスの取り回しが容易
であり、更には、回路基板70上の電子部品から発生した熱がこれらの隙間から逃げやすい
のである。
【００３２】
　なお、側板取付基板ケース60は、左側の側板23内面に取り付けられる場合に限られず、
右側の側板23内面に取り付けるようにしてもよい。
　また、側板取付基板ケース60には、サブ基板52が収納される場合に限られず、例えば、
液晶ディスプレイの制御基板などを収納するようにしてもよい。
　また、隙間90は、側板取付基板ケース60の側面に突起68を設けることによって形成され
る場合に限られず、例えば、側板取付基板ケース60の左右の両側面のうち、側板取付基板
ケース60が取り付けられる側板23側の側面に、当該側板23とは反対方向へ向けて窪む凹部
を設けることによって形成してもよい。この場合、凹部は、当該側板23と当該側面との間
にハーネスを通すことが可能な隙間90が形成される程度の大きさに形成される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機としてのスロットマシンの外観正面図。
【図２】本発明の実施の形態に係る遊技機としてのスロットマシンの内部を示す斜視図。
【図３】本発明の実施の形態における側板取付基板ケースの右側面図。
【図４】本発明の実施の形態における側板取付基板ケースの左側面図。
【図５】本発明の実施の形態における側板取付基板ケースの正面図。
【図６】本発明の実施の形態における側板取付基板ケースの平面図（筐体の側板に取り付
けられた状態を示す。筐体及び側板取付基板ケースの一部については断面図）。
【図７】本発明の実施の形態における側板取付基板ケースの取り付け手順を示す外観斜視
図。
【図８】本発明の実施の形態における側板取付基板ケースの取り付け手順を示す外観斜視
図。



(10) JP 4286669 B2 2009.7.1

10

20

【符号の説明】
【００３４】
10 スロットマシン
20 筐体　　　　　　　　　　　　　 21 底板
22 天板　　　　　　　　　　　　　 23 側板
24 背板　　　　　　　　　　　　　 25 差込孔
26 固定部　　　　　　　　　　　　 27 固定用ネジ孔
30 前扉　　　　　　　　　　　　　 31 メダル投入口
32 メダル払出口　　　　　　　　　 33 １枚ベットスイッチ
34 ＭＡＸベットスイッチ　　　　　 35 スタートスイッチ
36 ストップスイッチ　　　　　　　 37 演出用ランプ
38 スピーカ　　　　　　　　　　　 39 受け皿
40 リール装置　　　　　　　　　　 41 回転リール
42 図柄表示窓　　　　　　　　　　 43 メダル選別装置
44 ホッパー装置　　　　　　　　　 45 電源装置
50 制御装置　　　　　　　　　　　 51 メイン基板
52 サブ基板　　　　　　　　　　　 53 メイン基板ケース
54 サブ基板ケース
60 側板取付基板ケース　　　　　　 61 ベース部材
62 カバー部材　　　　　　　　　　 63 後方突出片
63a 大径部　　　　　　　　　　　　63b 小径部
63c 縮径部　　　　　　　　　　　　 64 前方突出片
64a 窪み部　　　　　　　　　　　　 65 固定用貫通孔
66 縦リブ　　　　　　　　　　　　 67 横リブ
68 突起　　　　　　　　　　　　　 70 回路基板
80 ネジ　　　　　　　　　　　　　 90 隙間
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】



(13) JP 4286669 B2 2009.7.1

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０００－３００７２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０９５９７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０９４３２１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　５／０４　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

