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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一部が透明な部材で形成された遊技板から構成される遊技盤と、
　前記遊技板の裏面側に配備され、所定の画像を表示可能な液晶部及び当該液晶部の周囲
に配備された液晶枠からなる表示装置と、
　前記遊技板に設けられ、遊技球が入球したことに基づいて、遊技球の払出が行われる入
賞口と、
を有する弾球遊技機であって、
　前記遊技盤の裏面には、前記遊技板と前記表示装置との間に所定の間隔を形成するスペ
ーサが取り付けられ、
　前記スペーサには、前記入賞口と重なる位置に設けられて前記入賞口に入球した遊技球
を受け入れる球受け入れ孔を有し、
　前記スペーサの裏面側には、通路部を備えた球通路部が着脱自在に取り付けられ、
　前記球通路部をスペーサの裏面に取り付けた状態で、前記通路部とスペーサとの間には
、前記球受け入れ孔から送られてきた遊技球が通過可能な空間が形成されており、
　前記スペーサは、前記液晶枠と重なる位置に配置され、前記表示装置に設けられた表示
領域を視認可能とする貫通孔を有し、
前記貫通孔の周縁の壁部によって前記液晶枠が視認不可能となることを特徴とする弾球遊
技機。
【請求項２】
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　前記球通路部は蓋を備え、
　前記通路部は、前記球通路部の蓋の内面に備えられるとともに、前記スペーサの裏面側
と対向する前面側を開口しており、
　前記遊技球が通過可能な空間は、前記スペーサの裏面と前記蓋との間で挟まれて、前記
通路部の前面側の開口が塞がれることで形成されることを特徴とする請求項１に記載の弾
球遊技機。
【請求項３】
　前記通路部は、遊技板を介して遊技機の正面側から視認不可能に設けられ、
　前記球通路部は、
　前記通路部を通過する遊技球を検出したことに基づいて、検出信号を主基板に出力する
遊技球検出スイッチと、
　前記遊技球検出スイッチを差し込むための差し込み孔と、
を備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の弾球遊技機。
【請求項４】
　球通路部は、
　スペーサに対して着脱可能に係止するための係止孔を備え、
　前記スペーサは、
　前記係止孔に着脱自在に係止するための係止片を備えていることを特徴とする請求項１
乃至３のいずれかに記載の弾球遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、パチンコ遊技機等の弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、透明な部材で形成された遊技盤が備えられた弾球遊技機がある。この弾球遊
技機においては、遊技盤の透明部分の裏面側に、画像などを表示する表示装置が備えられ
ている。このような弾球遊技機によれば、遊技者が遊技球の動きを視認しながら、遊技盤
を介して表示装置の表示内容を視認可能であるため、弾球遊技機は遊技の興趣を向上させ
ることができる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかしながら、上述の弾球遊技機においては、透明部材で形成された遊技板（遊技盤を
構成する部材）の裏面側に、隙間なく表示装置が配置されている。このため、表示装置の
動作に伴って発生する熱がそのまま遊技板に設置された各種部品（例えば、弾球遊技機の
動作に関係する部品など）などに伝り、当該各種部品などに多量の熱が伝えられた場合に
は、弾球遊技機が故障してしまうという問題点が生じていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－７６５１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、少なくとも一部が透明な
部材で形成された遊技板の裏面側に、表示装置を配置することにより、遊技の興趣を向上
させるとともに、表示装置から発生する熱による弾球式遊技機の故障を防止することがで
きる弾球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】
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　本発明は、以上の問題点を解決するために、少なくとも一部が透明な部材で形成された
遊技板（例えば、遊技板３２）から構成される遊技盤（例えば、遊技盤３０）と、前記遊
技板の裏面側に配備され、所定の画像を表示可能な液晶部７０ａ及び当該液晶部７０ａの
周囲に配備された液晶枠７０ｂからなる表示装置（例えば、液晶ディスプレイ部７０）と
、前記遊技板３２に設けられ、遊技球が入球したことに基づいて、遊技球の払出が行われ
る入賞口５と、を有する弾球遊技機であって、前記遊技盤３０の裏面には、前記遊技板３
２と前記表示装置７０との間に所定の間隔を形成するスペーサ１１０が取り付けられ、前
記スペーサ１１０には、前記入賞口５と重なる位置に設けられて前記入賞口５に入球した
遊技球を受け入れる球受け入れ孔１１２を有し、前記スペーサ１１０の裏面側には、通路
部１２１を備えた球通路部１２０が着脱自在に取り付けられ、前記球通路部１２０をスペ
ーサ１１０の裏面に取り付けた状態で、前記通路部１２０とスペーサ１１０との間には、
前記球受け入れ孔１１２から送られてきた遊技球が通過可能な空間が形成されており、前
記スペーサ１１０は、前記液晶枠７０ｂと重なる位置に配置され、前記表示装置７０に設
けられた表示領域を視認可能とする貫通孔１１０ｃを有し、前記貫通孔１１０ｃの周縁の
壁部によって前記液晶枠７０ｂが視認不可能となることを特徴とする弾球遊技機としたこ
とである。
【０００７】
　本発明によれば、遊技板と表示装置との間に所定の間隔を形成することにより、弾球遊
技機は、表示装置の動作に伴って発生する熱が多量に遊技板に設置された各種部品（例え
ば、弾球遊技機１の動作に関係する部品など）などに伝わるという事態を防止可能な構造
を持つことができるとともに、表示装置から発生する熱による弾球遊技機１の故障を防止
可能な構造を持つことができる。また、弾球遊技機は、表示装置に穴部が備えられていな
くても、表示装置の表面側において駆動装置や球通路が配備された役物を備えることが可
能な構造を持つことができる。
【０００８】
　また、遊技板と表示装置との間隔が存在することにより、弾球遊技機は、表示装置の表
示が遊技盤に対して奥行きがあるような感覚を遊技者に与えることができ、演出効果を向
上させることができる。
【０００９】
　また、弾球遊技機は、表示装置の表示に対して、遊技盤の遊技領域に投入された遊技球
が宙に浮いているような感覚を遊技者に与えることができ、視覚的な演出効果を向上させ
ることができる。さらに、作業者等がメンテナンス時において遊技板に配備された釘等を
叩いたとしても、遊技板と表示装置との間に間隔が存在するため、弾球遊技機は、当該釘
等から伝導される衝撃を直に表示装置に伝えないようにすることが可能な構造を持つこと
ができる。
【００１０】
　上記発明においては、前記球通路部は蓋を備え、前記通路部は、前記球通路部の蓋の内
面に備えられるとともに、前記スペーサの裏面側と対向する前面側を開口しており、前記
遊技球が通過可能な空間は、前記スペーサの裏面と前記蓋との間で挟まれて、前記通路部
の前面側の開口が塞がれることで形成されることを特徴とする弾球遊技機としたことであ
る。
【００１１】
　上記発明においては、前記通路部は、遊技板を介して遊技機の正面側から視認不可能に
設けられ、前記球通路部は、前記通路部を通過する遊技球を検出したことに基づいて、検
出信号を主基板に出力する遊技球検出スイッチと、前記遊技球検出スイッチを差し込むた
めの差し込み孔と、を備えたことを特徴とする弾球遊技機としたことである。
【００１２】
　上記発明においては、球通路部は、スペーサに対して着脱可能に係止するための係止孔
を備え、前記スペーサは、前記係止孔に着脱自在に係止するための係止片を備えているこ
とを特徴とする弾球遊技機としたことである。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、少なくとも一部が透明な部材で形成された遊技板の裏面側に、表示装
置を配置することにより、遊技の興趣を向上させるとともに、表示装置から発生する熱に
よる弾球遊技機の故障を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態における弾球式遊技機の外観を示す図である。
【図２】本実施形態における弾球式遊技機の各部を分解した様子を示す分解図である。
【図３】本実施形態における遊技盤を示す正面図である。
【図４】本実施形態における遊技盤を示す裏面図である。
【図５】本実施形態における液晶ディスプレイ部がベースドアに取り付けられた状態を示
す図である。
【図６】本実施形態における遊技盤と液晶ディスプレイ部との間にスペーサが挟み込まれ
ている様子を示す斜視図である。
【図７】本実施形態における遊技盤と液晶ディスプレイ部との間にスペーサが挟み込まれ
ている様子を示す側面図である。
【図８】本実施形態における遊技盤の裏面にスペーサが備えられている様子を示す図であ
る。
【図９】本実施形態における遊技盤とスペーサと球通路部と発光基板と液晶ディスプレイ
部とが分解された様子を示す分解図である。
【図１０】本実施形態における正面側から見たときのスペーサを示す外観図である。
【図１１】本実施形態におけるスペーサと液晶ディスプレイ部との間の配置関係を示す図
である。
【図１２】本実施形態における正面側から見たときの球通路部１２０を示す図である。
【図１３】本実施形態における球通路部と発光基板とがスペーサに取り付けられている様
子を示す図である。
【図１４】本実施形態における電飾用レンズ部材がスペーサに取り付けられている様子を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本実施形態における弾球遊技機１の構成について、図面を参照しながら説明する。図１
は、本実施形態における弾球遊技機１の全体を示す斜視図であり、図２は、上記弾球遊技
機１を構成する各部を分解した様子を示す分解説明図である。図３は、正面から見た場合
の遊技盤３０の外観図である。図４は、裏面側から見た場合の遊技盤３０の外観を示す図
である。図５は、液晶ディスプレイ部７０がベースドア６０に取り付けられた状態を示す
図である。後述するように、遊技盤３０と液晶ディスプレイ部７０とは所定の間隔が空け
られた状態で配備されている。
【００１６】
　図２に示すように、弾球遊技機１は、遊技場に備えられる遊技島に固定するための外枠
８０と、外枠８０に取り付けられたベースドア６０とを備えている。外枠８０の前面の左
上部及び左下部には、ヒンジ凸部８０ａが備えられている。また、ベースドア６０の前面
の左上部及び左下部には、ヒンジ凹部６０ｃが備えられている。そして、ヒンジ凹部６０
ｃに、ヒンジ凸部８０ａが嵌め込まれることにより、外枠８０に対してベースドア６０が
開閉可能に取り付けられる。
【００１７】
　図２に示すように、本実施形態の弾球遊技機１において、ベースドア６０の裏面には、
液晶ディスプレイ部７０が取り付けられている。液晶ディスプレイ部７０は、所定の画像
（例えば、演出画像など）を表示可能な表示装置である。具体的には、液晶ディスプレイ
部７０には、所定の画像を表示可能な液晶部７０ａと、液晶部７０ａの周囲に配備された
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液晶枠７０ｂとが備えられている。
【００１８】
　ベースドア６０の裏面には、液晶ディスプレイ部７０をベースドア６０の上側から、差
し入れることが可能なレール部（図示せず）が備えられているとともに、開口部６０ｅが
備えられている。
【００１９】
　液晶ディスプレイ部７０は、液晶ディスプレイ部７０がレール部に差し入れられた状態
で、ベースドア６０に取り付けられている。この液晶ディスプレイ部７０がレール部に差
し入れられた状態においては、液晶ディスプレイ部７０の液晶部７０ａは、正面側から見
てベースドア６０の開口部６０ｅと重なる位置（即ち、対向する位置）に配置される。
【００２０】
　図２に示すように、ベースドア６０の前面の上方にはスピーカ７５を嵌め込むことが可
能な開口部６０ｄが備えられており、この開口部６０ｄにはスピーカ７５が嵌め込まれる
。
【００２１】
　また、図２に示すように、ベースドア６０の前面には、遊技盤３０が取り付けられてい
る。具体的には、ベースドア６０の前面の中央には、スペーサ１１０が取り付けられた遊
技盤３０が着脱可能に取り付けられている。この遊技盤３０は、遊技板３２と、この遊技
板３２に備えられた後述する各種の遊技部材（第１遊技球誘導部材３など）とを備えてい
る。このため、弾球遊技機１においては、液晶ディスプレイ部７０は、遊技板３２の裏面
側に配備されることになる。図２や図５に示すように、遊技板３２の４つの角部分には、
孔部３１が備えられており、ベースドア６０には、４つの所定位置に、それぞれ、留め部
材６１が備えられている。
【００２２】
　この留め部材６１は、板部６１ａと、留め部材６１が遊技板３２の孔部３１に嵌め込ま
れたときに、回転操作により遊技板３２がベースドア６０から抜けない位置又は遊技板３
２がベースドア６０から抜ける位置に、板部６１ａを配置させるための回転部６１ｂとを
備えている。これにより、遊技板３２の４つの孔部３１にはベースドア６０に備えられた
４つの留め部材６１が嵌め込まれ、回転部６１ｂが回転されることにより、遊技板３２が
ベースドア６０から抜けない状態で、板部６１ａが配置されることになる。また、回転部
６１ｂが回転され、遊技板３２がベースドア６０から抜ける位置に、板部６１ａが配置さ
れることになり、遊技盤３０がベースドア６０から取り出し可能となる。
【００２３】
　なお、スペーサ１１０には、発光基板１３０、電飾用レンズ部材１４０、球通路部１２
０が備えられている。これらについての説明は後述する。
【００２４】
　遊技盤３０は、ベースドア６０の前面に取り付けられた状態で、遊技盤３０の遊技領域
が正面側から見てベースドア６０の開口部６０ｅと重なる位置に配置される。この遊技盤
３０に備えられている遊技板３２の少なくとも一部は、液晶ディスプレイ部７０の表示領
域を正面側から見て視認可能な透明な部材で形成されている。この透明部材は、無色透明
のアクリル樹脂材、ボリカーボネート樹脂又はポリアリレート樹脂等の合成樹脂で形成さ
れる。本実施形態では、遊技板３２の全部が透明な部材で形成されているとする。なお、
遊技板３２の一部が透明な部材で形成されている場合も本発明は同様に適用できる。
【００２５】
　図３に示すように、遊技板３２は、第１遊技球誘導部材３と、第２遊技球誘導部材４と
、一般入賞口５と、始動口６と、アウト口７と、大入賞口８とを備えている。
【００２６】
　第１遊技球誘導部材３及び第２遊技球誘導部材４は、遊技球の流下方向を大きく変化さ
せるものである。第１遊技球誘導部材３は、遊技球が流下可能な遊技領域の上方に位置す
るように配備され、遊技板３２の面に対して直角に立設された壁体から構成される。第２
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遊技球誘導部材４は、当該遊技領域の下方に位置するように配備され、遊技板３２の面に
対して直角に立設された壁体から構成される。一般入賞口５は、当該一般入賞口５に遊技
球が入球すると所定数（例えば、１５個）の遊技球（賞球）が払い出されるように構成さ
れており、遊技球の入球により遊技者に所定の利益（賞球の払い出し）を付与するための
ものである。
【００２７】
　始動口６は、当該始動口６に遊技球が入球すると大当り判定用の乱数値及び大当り図柄
決定用の乱数値などが抽出されるように構成されている。アウト口７は、始動口６や大入
賞口８や一般入賞口５などのいずれにも入球しなかった遊技球を受け入れる。大入賞口８
は、特定領域（いわゆるＶゾーン）と一般領域とを備え、大当り判定用の乱数値に基づく
大当り判定の結果に応じ、所定の設定に従って開閉するように制御される。
【００２８】
　図３及び図４に示すように、係止孔３０ａ（係止部）は、遊技板３２の各所定位置に備
えられている。この係止孔３０ａは、スペーサ１１０の所定位置に備えられた係止片１１
１が係止されるためのものである。
【００２９】
　図４に示すように、誘導路ユニット部４ａは、遊技板３２の裏面に配備されている。こ
の誘導路ユニット部４ａは、第１遊技球誘導部材３の下方に備えられた２つの孔に投入さ
れた遊技球を、第２遊技球誘導部材４の上方に備えられた３つの孔のいずれかから排出さ
せるためのものである。
【００３０】
　始動口ユニット部６ａは、遊技板３２の裏面に配備され、裏面側から見て始動口６と重
なる位置に配備されている。この始動口ユニット部６ａには、始動口６に備えられている
始動領域を遊技球が通過したことを検出する始動入賞球スイッチや、始動口６に備えられ
ている１対の羽根を開閉するための始動口ソレノイドなどが備えられている。
【００３１】
　大入賞口ユニット部８ａは、遊技板３２の裏面に配備され、裏面側から見て大入賞口８
と重なる位置に配備されている。この大入賞口ユニット部８ａには、大入賞口８の扉を開
閉する大入賞口ソレノイドや、大入賞口８に備えられている特定領域や一般領域を通過し
た遊技球の数を計数するためのスイッチなどが備えられている。
【００３２】
　上述の図２に示すように、ベースドア６０の前面の左上部及び左下部には、ヒンジ凹部
６０ｆ（凹みの様子は図示せず）が備えられており、前面の左中部には、ヒンジ凸部６０
ｇ（凸の様子は図示せず）が備えられている。また、ガラス枠１０の裏面の左上部には、
ヒンジ凸部（図示せず）が備えられており、裏面の左下部には、ヒンジ凹部（図示せず）
が備えられている。そして、ベースドア６０の前面の左上部に備えられたヒンジ凹部６０
ｆに、ガラス枠１０に備えられたヒンジ凸部が嵌め込まれるとともに、ヒンジ凸部６０ｇ
が、ガラス枠１０に備えられたヒンジ凹部に嵌め込まれることにより、ベースドア６０に
対して、ガラス枠１０が開閉可能に取り付けられる。なお、ベースドア６０の前面の左下
部に備えられたヒンジ凹部６０ｆに、皿部２０の裏面に備えられたヒンジ凸部（図示せず
）が嵌め込まれることにより、皿部２０がベースドア６０に対して開閉可能に取り付けら
れる。このガラス枠１０には、遊技盤３０の前面を覆うための前面ガラス１１がはめ込ま
れている。
【００３３】
　また、図２に示すように、ベースドア６０の前面の下方には、皿部２０が取り付けられ
ている。この皿部２０は、賞球などにより払い出された遊技球などを貯留するための上皿
と、アウト口７に受け入れられた遊技球などを貯留するための下皿とを備えている。
【００３４】
　発射ハンドル４０は、ベースドア６０の前面に取り付けられた皿部２０の右側に取り付
けられている。具体的には、この発射ハンドル４０に備えられた係止片（図示せず）が、
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ベースドア６０の右下方に備えられた係止穴に係止されることにより、発射ハンドル４０
はベースドア６０に取り付けられる。なお、ベースドア６０の下方の右側には、発射ハン
ドルに備えられたハーネス（ボリュームスイッチと発射装置とを接続するためのハーネス
、図示せず）を差し通すための貫通孔が備えられている。
【００３５】
　第１ユニット部９０は、ベースドア６０の裏面の左側（正面側から見て左側）に配備さ
れ、図示しないヒンジ機構を介して開閉可能に取り付けられている。この第１ユニット部
９０には、遊技球を貯留するための球タンク、貸球又は賞球用の遊技球の払い出しを行う
払出装置、貸球や賞球などの遊技球の通路である遊技球通路などが備えられている。
【００３６】
　第２ユニット部１００は、ベースドア６０の裏面の右側（正面側から見て右側）に取り
付けられている。この第２ユニット部１００には、液晶ディスプレイ部７０に表示する図
柄の表示制御を行う図柄制御基板、遊技盤３０の前面などに配備された各種ランプの点灯
、点滅制御などを行うランプ制御基板、大当たり判定などの遊技処理全般を制御する主制
御基板、貸球及び賞球の払い出しに関する制御を行う払出基板、各基板の動作に必要な電
源を供給する電源基板などが備えられている。
【００３７】
　このように構成された遊技機においては、図５に示すように、液晶ディスプレイ部７０
がベースドア６０に取り付けられたままの状態であり、且つガラス枠１０がベースドア６
０に対して開放された状態で、作業者等が回転部６１ｂを回転操作し、遊技板３２がベー
スドア６０から抜ける位置に板部６１ａを配置させることにより、作業者等は遊技盤３０
をベースドア６０から取り出すことができる。
【００３８】
　図６は、遊技板３２と液晶ディスプレイ部７０との間にスペーサ１１０が備えられてい
る様子を示す斜視図である。図７は、遊技板３２と液晶ディスプレイ部７０との間にスペ
ーサが備えられている様子を示す側面図である。図８は、遊技板３２の裏面に、発光基板
１３０と球通路部１２０とを備えるスペーサ１１０が備えられている様子を示す図である
。図９は、弾球遊技機１を構成する遊技盤３０と、スペーサ１１０と、球通路部１２０と
、発光基板１３０と、液晶ディスプレイ部７０とが分解された様子を示す分解図である。
図１０は、正面側から見たときのスペーサ１１０を示す外観図である。
【００３９】
　図６及び図７に示すように、本実施形態の弾球遊技機１においては、遊技板３２と液晶
ディスプレイ部７０との間には、スペーサ１１０が備えられている。先ずスペーサ１１０
の構成を説明する。
【００４０】
　スペーサ１１０は、遊技板３２に対して着脱可能に構成されている。具体的には、図９
に示すように、スペーサ１１０の前面の各所定位置には、遊技板３２に備えられた係止孔
３０ａによって着脱可能に係止されるための係止片１１１が備えられている。そして、図
９に示すように、スペーサ１１０に備えられた各係止片１１１の位置と、遊技板３２に備
えられた各係止孔３０ａの位置とがそれぞれ合わせられて、各係止片１１１は、それぞれ
、各係止孔３０ａに対して、取り外し可能に係合される。これにより、各係止片１１１は
、各係止孔３０ａに着脱可能に係止される。
【００４１】
　図１０に示すように、スペーサ１１０には、正面側から見て液晶部７０ａを視認可能と
するための貫通孔１１０ｃが備えられている。
【００４２】
　また、スペーサ１１０には、球通路部１２０と連通し、一般入賞口５に入球された遊技
球を受け入れるための球受け入れ孔１１２が正面側から見て一般入賞口５と重なる位置に
備えられている（図１０参照）。具体的には、スペーサ１１０が遊技板３２に取り付けら
れるとともに、スペーサ１１０に球通路部１２０が取り付けられた状態で、球受け入れ孔
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１１２は、スペーサ１１０において、正面側から見て遊技板３２に配備された一般入賞口
５と重なる位置であるとともに、球通路部１２０の通路部１２１の上端部１２１ａと重な
る位置に配備されている。
【００４３】
　さらに、スペーサ１１０の裏面には、発光基板１３０を取り付けるためのネジ挿入用の
突出部１１５が配備されている（後述の図１３参照）。
【００４４】
　また、スペーサ１１０には、図１０に示すように、電飾用レンズ部材１４０が嵌め込ま
れるための凹部１１４が備えられている。この凹部１１４は、複数の開口部１１３を備え
ている。これらの開口部１１３は、スペーサ１１０において、発光基板１３０がスペーサ
１１０の裏面における所定位置に取り付けられたときに、正面側から見て各発光部材１３
１と重なる位置に備えられている。これにより、発光基板１３０がスペーサ１１０の裏面
における所定位置に取り付けられたときは、発光部材１３１が開口部１１３と臨む位置に
配置されることにより、遊技者は、開口部１１３を通して発光部材１３１からの光を視認
できる。したがって、スペーサ１１０には、発光部材１３１が、発光部材１３１からの光
を遊技者が視認可能な位置に備えられていることになる。
【００４５】
　また、凹部１１４は、複数の第１の係止孔１１０ａと、複数の第２の係止孔１１０ｂと
を備えている。この第１の係止孔１１０ａは、後述する電飾用レンズ部材１４０の所定位
置に備えられた係止片１４０ａが係止されるためのものであり、第２の係止孔１１０ｂは
、後述する電飾用レンズ部材１４０の所定位置に備えられた係止片１４０ｂが係止される
ためのものである。
【００４６】
　図１１は、弾球遊技機１において、スペーサ１１０と、液晶ディスプレイ部７０との間
の配置関係を示す図である。図１１に示すように、弾球遊技機１において、スペーサ１１
０は、正面側から見て液晶ディスプレイ部７０の周縁部と重なる位置に備えられている。
具体的には、ベースドア６０の前面に対して、スペーサ１１０が裏面側に取り付けられた
遊技盤３０が取り付けられている。そして、液晶ディスプレイ部７０は、ベースドア６０
の裏面に対して、正面側から見て液晶枠７０ｂがスペーサ１１０に隠れる位置に取り付け
られている。
【００４７】
　次に、スペーサ１１０の裏面の所定位置に備えられ、遊技球の通路である球通路部１２
０の構成の説明を行う。
【００４８】
　図１２は、正面側から見た場合の球通路部１２０の構成を示す外観図である。また、図
１３は、球通路部１２０と発光基板１３０とがスペーサ１１０にどのように取り付けられ
ているかを説明するための外観図である。
【００４９】
　図１２に示すように、球通路部１２０には、スペーサ１１０の各所定位置に備えられた
係止片１１７が着脱可能に係止されるための係止孔１２３が備えられている。また、球通
路部１２０には、球受け入れ孔１１２から送られてきた遊技球を通過させるための通路部
１２１が備えられている。
【００５０】
　この通路部１２１には、球通路部１２０がスペーサ１１０に取り付けられた状態で、上
端部１２１ａが球受け入れ孔１１２と対向する位置に配置されている。また、通路部１２
１に備えられた下端部１２１ｂには、下向きの開口が備えられている。さらに、通路部１
２１には、正面側から見て通路部１２１の前面側に開口が形成されており、裏面側に蓋が
一体成形されている。このため、スペーサ１１０に球通路部１２０が取り付けられた状態
では、通路部１２１は通路部１２１の蓋とスペーサ１１０とに挟まれた空間を形成し、遊
技球はこの空間を通過する。
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【００５１】
　このように構成された通路部において、スペーサ１１０に球通路部１２０が取り付けら
れた状態では、球受け入れ孔１１２を介して、一般入賞口５から送られてきた遊技球が上
端部１２１ａに送られ、遊技球が通路部１２１を通過し、下端部１２１ｃの開口から弾球
遊技機１の外部に排出される。
【００５２】
　図１３に示すように、球通路部１２０には、遊技球の通過を検出するための遊技球検出
スイッチ１２５を差込こむための差込み孔１２２が備えられている。遊技球検出スイッチ
１２５には、遊技球を通過させるための通過孔１２５ａが備えられている。遊技球検出ス
イッチ１２５は、差込み孔１２２に対して、通路部１２１を通過する遊技球が通過孔１２
５ａを通過可能な位置に差し込まれている。このようにして、球通路部１２０には、遊技
球の通過を検出するための遊技球検出スイッチ１２５が備えられている。
【００５３】
　この遊技球検出スイッチ１２５が差込み孔１２２に差し込まれた状態で、通路部１２１
を通過した遊技球が通過孔１２５ａを通過すると、遊技球検出スイッチ１２５は遊技球の
通過を検出し、図示しないハーネスなどを介して、検出信号を主制御基板に出力する。
【００５４】
　球通路部１２０は、スペーサ１１０の裏面の下方に配備され、着脱可能に構成されてい
る。具体的には、図１３に示すように、スペーサ１１０の各所定位置には、球通路部１２
０に備えられた係止孔１２３に着脱可能に係止されるための係止片１１７が備えられてい
る。そして、図１３に示すように、スペーサ１１０に備えられた各係止片１１７の位置と
、球通路部１２０に備えられた各係止孔１２３の位置とがそれぞれ合わせられて、各係止
片１１７は、それぞれ、各係止孔１２３に取り外し可能に係合される。これにより、各係
止片１１７は、各係止孔１２３に着脱可能に係止される。
【００５５】
　このようにして構成された球通路部１２０がスペーサ１１０の裏面に取り付けられるこ
とにより、弾球遊技機１において、球通路部１２０は、正面側から見てスペーサ１１０の
裏面に配置されることになる。このため、遊技者は、透明な遊技板３２で構成される遊技
盤３０を介して、球通路部１２０を視認してしまうことがない。
【００５６】
　次に、スペーサ１１０の裏面に取り付けられている発光基板１３０の構成の説明を行う
。発光基板１３０は、スペーサ１１０の裏面に、ネジなどにより取り付けられる。この発
光基板１３０には、複数の発光部材１３１（例えば、ＬＥＤ）と、スペーサ１１０に対し
て当該発光基板１３０を取り付けるためのねじ挿入用の開口部１３２とが配備されている
。そして、図１３に示すように、発光基板１３０に備えられた開口部１３２の位置と、ス
ペーサ１１０に備えられた突出部１１５の位置とが合わせられて、発光基板１３０の裏面
側から、ネジなどが突出部１１５及び開口部１３２に挿入されて、スペーサ１１０に対し
て当該発光基板１３０が固定される。
【００５７】
　次に、スペーサ１１０の前面に取り付けられている電飾用レンズ部材１４０の構成の説
明を行う。電飾用レンズ部材１４０は、複数の発光部材１３１からの光を拡散するもので
ある。この電飾用レンズ部材１４０は、スペーサ１１０の前面（発光部材１３１の前面側
）に対して、正面側から見て上記複数の発光部材１３１と重なる位置に配備されている。
【００５８】
　具体的には、スペーサ１１０の前面の凹部１１４には、電飾用レンズ部材１４０が嵌め
込まれる。この凹部１１４に電飾用レンズ部材１４０が嵌め込まれた状態で、電飾用レン
ズ部材１４０は、正面側から見て凹部１１４に配備された開口部１１３を覆っている。ス
ペーサ１１０の裏面に発光基板１３０が取り付けられた状態で、各発光部材１３１が正面
側から見て各開口部１１３に臨む位置となることにより、電飾用レンズ部材１４０は、ス
ペーサ１１０の前面側から見て複数の発光部材１３１と重なる位置に取り付けられている
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ことになる。
【００５９】
　図１４は、電飾用レンズ部材１４０がスペーサ１１０にどのように取り付けられている
かを説明するための外観図である。上述したように、スペーサ１１０の所定位置には、係
止孔（第１の係止孔１１０ａ，第２の係止孔１１０ｂ）が備えられており、電飾用レンズ
部材１４０の所定位置には、係止孔（第１の係止孔１１０ａ，第２の係止孔１１０ｂ）に
係止されるための係止片（第１の係止片１４０ａ，第２の係止片１４０ｂ）が備えられて
いる。
【００６０】
　具体的には、電飾用レンズ部材１４０には、電飾用レンズ部材１４０が凹部１１４に嵌
め込まれたときに、スペーサ１１０に備えられた第１の係止孔１１０ａ（及び第２の係止
孔１１０ｂ）と対向する位置に、第１の係止片１４０ａ（及び第２の係止片１４０ｂ）が
配備されている。
【００６１】
　そして、図１４に示すように、スペーサ１１０に備えられた第１の係止孔１１０ａの位
置と、電飾用レンズ部材１４０に備えられた第１の係止片１４０ａの位置とがそれぞれ合
わせられて、各第１の係止片１４０ａは、それぞれ、各第１の係止孔１１０ａに取り外し
可能に係合されることにより、各第１の係止片１４０ａは各第１の係止孔１１０ａに着脱
可能に係止される。第２の係止片１４０ｂも同様にして、第２の係止孔１１０ｂに着脱可
能に係止される。
【００６２】
　このようにして構成された電飾用レンズ部材１４０がスペーサ１１０の前面に取り付け
られ、発光基板１３０がスペーサ１１０の裏面に取り付けられることにより、弾球遊技機
１において、発光部材１３１や電飾用レンズ部材１４０は、正面側から見て液晶部７０ａ
と重ならなくなる。
【００６３】
（作用効果）
　本実施形態の弾球遊技機１によれば、遊技板３２と液晶ディスプレイ部７０との間に、
スペーサ１１０が備えられることにより、弾球遊技機１は、遊技板３２と液晶ディスプレ
イ部７０との間の間隔を所定距離に保つことができる。このため、弾球遊技機１は、液晶
ディスプレイ部７０の動作に伴って発生する熱が多量に遊技板３２に設置された各種部品
（例えば、弾球遊技機１の動作に関係する部品など）などに伝わってしまう事態を防止可
能な構造を持つことができるとともに、液晶ディスプレイ部７０から発生する熱による弾
球遊技機１の故障を防止可能な構造を持つことができる。
【００６４】
　すなわち、少なくとも一部が透明な部材で形成された遊技板３２の裏面側に、液晶ディ
スプレイ部７０が配置されることにより、液晶ディスプレイ部７０の前面における遊技球
の流下態様とともに液晶ディスプレイ部７０に表示された所定の演出が遊技者によって視
認可能となるため、弾球遊技機１は、遊技の興趣を向上させるとともに、液晶ディスプレ
イ部７０から発生する熱による弾球遊技機１の故障を防止することができる。
【００６５】
　また、遊技板３２と液晶ディスプレイ部７０との間隔が存在することにより、弾球遊技
機１は、液晶ディスプレイ部７０の表示が遊技盤３０（又は遊技板３２）に対して奥行き
があるような感覚を遊技者に与えることができ、演出効果を向上させることができる。ま
た、弾球遊技機１は、液晶ディスプレイ部７０の表示に対して、遊技盤３０の遊技領域に
投入された遊技球が宙に浮いているような感覚を遊技者に与えることができ、視覚的な演
出効果を向上させることができる。
【００６６】
　さらに、遊技板３２と液晶ディスプレイ部７０との間隔が存在しない場合には、例えば
、遊技者は、発射レールより外側に位置する表示領域を視認できないが、本実施形態では
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、遊技板３２と液晶ディスプレイ部７０との間隔が所定距離にされるため、弾球遊技機１
は、従来視認できなかった表示領域を遊技者に視認させることができ、演出効果を一層向
上させることができる。
【００６７】
　また、スペーサ１１０が正面側から見て液晶ディスプレイ部７０の周縁部（例えば、液
晶枠７０ｂ）と重なる位置に備えられることにより、遊技者は、液晶ディスプレイ部７０
の周縁部付近に他の部材との間で存在する隙間や、液晶枠７０ｂを視認できない。このた
め、弾球遊技機１は、外観における美観を向上可能な構造を持つことができる。
【００６８】
　さらに、スペーサ１１０が遊技板３２に対して着脱可能に構成されることにより、作業
者等は遊技盤３０の交換を容易に行えることができ、弾球遊技機１は遊技盤３０の交換時
における作業時間や作業コストを低減可能な構造を持つことができる。
【００６９】
　また、遊技板３２の所定位置には係止孔３０ａが備えられ、スペーサ１１０の所定位置
には係止孔３０ａに係止されるための係止片１１１が備えられることにより、スペーサ１
１０を遊技板３２に取り付けるための取り付け部品（例えば、ネジなど）が不要となるた
め、弾球遊技機１は、弾球遊技機１の製造に要するコストの低減を図ることが可能な構造
を持つことができる。
【００７０】
　さらに、液晶ディスプレイ部７０は、ベースドア６０の裏面に取り付けられており、遊
技盤３０は、ベースドア６０の前面に取り付けられている。従来では、遊技盤３０が交換
されるときは、正常動作が行える液晶ディスプレイ部７０も一緒に交換されていたため、
遊技盤３０だけの交換に必要なコストが高くなってしまっていた。本実施形態では、液晶
ディスプレイ部７０がベースドア６０の裏面に取り付けられたままの状態で、遊技盤３０
だけがベースドア６０から取り外し可能となるため、弾球遊技機１は、遊技盤３０だけの
交換に必要なコストを低減可能な構造を持つことができる。
【００７１】
　また、作業者等がメンテナンス時において遊技板３２に配備された釘等を叩いたとして
も、遊技板３２と液晶ディスプレイ部７０との間に間隔が存在するため、弾球遊技機１は
、当該釘等から伝導される衝撃を直に液晶ディスプレイ部７０に伝えないようにすること
が可能な構造を持つことができる。さらに、弾球遊技機１は、液晶ディスプレイ部７０に
穴部が備えられていなくても、液晶ディスプレイ部７０の表面側において駆動装置や球通
路が配備された役物（例えば、始動口６、大入賞口８）を備えることが可能な構造を持つ
ことができる。
【００７２】
（変更例）
（１）上述した実施形態では、遊技板３２と液晶ディスプレイ部７０との間において、ス
ペーサ１１０は、正面側から見て液晶ディスプレイ部７０の周縁部（例えば、液晶枠７０
ｂ）と重なる位置に備えられていたが、これに限定されず、スペーサ１１０は、正面側か
ら見て液晶ディスプレイ部７０の周縁部（例えば、液晶枠７０ｂ）と重ならない位置に、
備えられてもよい。また、スペーサ１１０は、正面側から見て液晶ディスプレイ部７０の
周縁部の一部と重なる位置（例えば、液晶ディスプレイ部の液晶枠７０ｂの４角部分と重
なる位置）に備えられてもよい。
【００７３】
また、スペーサ１１０は、上述した実施形態の構成に限定されず、遊技板３２と液晶ディ
スプレイ部７０との間隔を所定距離に保つためのものであればどのような構成であっても
よい。
【００７４】
　さらに、上述の実施形態では、スペーサ１１０が遊技板３２に取り付けられた後に、遊
技板３２がベースドア６０に取り付けられるようにしていたが、以下のようにしてもよい
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。即ち、ベースドア６０には、スペーサ１１０が取り付けられている。そして、遊技板３
２は、遊技板３２とベースドア６０との間にあるスペーサ１１０を挟み込んだ状態で、ベ
ースドア６０に直接取り付けられてもよい。
【００７５】
　また、上述の実施形態では、遊技板３２に備えられた係止孔３０ａに、スペーサ１１０
の係止片１１１が係止されることにより、スペーサ１１０は、遊技板３２に着脱可能に取
り付けられたが、これに限定されず、以下のようにしてもよい。即ち、遊技板３２に対し
て、スペーサ１１０は、ビス留めにより固定されてもよい。
【００７６】
　また、上述の実施形態では、液晶ディスプレイ部７０は、ベースドア６０に取り付けら
れるようにしていたが、液晶ディスプレイ部７０は、スペーサ１１０に取り付けられるよ
うにしてもよい。そして、液晶ディスプレイ部７０が取り付けられたスペーサ１１０が、
遊技板３２に取り付けられるようにしてもよい。
【００７７】
（２）スペーサ１１０には、スペーサ１１０が遊技板３２に取り付けられた状態で、正面
側から見て一般入賞口５の位置と重ならない位置に、球受け入れ孔１１２が配備されても
よい。そして、遊技板３２の裏面に、球受け入れ孔１１２と、通路部１２１の上端１２１
ａとを連通するための連通路が備えられてもよい。
【００７８】
　また、遊技球検出スイッチ１２５は、球通路部１２０に備えられていたが、一般入賞口
５内に備えられてもよい。
【００７９】
　さらに、一般入賞口５に限らず、始動口６，大入賞口８も遊技球の入球により遊技者に
所定の利益（賞球の払い出しなど）を付与するためのものである。そして、スペーサ１１
０が遊技板３２に取り付けられた状態で、スペーサ１１０において球受け入れ孔１１２は
、一般入賞口５と対向する位置に限らず、始動口６，大入賞口８、アウト口７と対向する
位置に備えられてもよい。そして、始動口６，大入賞口８、アウト口７に入球した遊技球
が通路部１２１を通過してもよい。
【００８０】
　また、通路部１２１の上端１２１ａは賞球タンクと接続され、通路部１２１の下端１２
１ｂは上皿に接続されてもよい。そして、賞球タンクからの遊技球が通路部１２１を介し
て、上皿に送られてもよい。
【００８１】
　さらに、球通路部１２０の形状や、通路部１２１の形状は、図１２に示す形状（湾曲状
の形状）に限定されず、球受け入れ孔１１２から送られてきた遊技球を通過させることが
できるものであれば、どのような形状であってもよい。
【００８２】
（３）上述の実施形態では、発光部材１３１は、例えば、ＬＥＤにより構成されるとした
が、これに限定されず、例えば、ランプなどで構成されてもよい。
【００８３】
　また、上述した実施形態において、開口部１１３がスペーサ１１０に備えられず、発光
基板１３０は、スペーサ１１０の前面に直接取り付けられてもよい。そして、スペーサ１
１０の前面に発光基板１３０が取り付けられた状態で、電飾用レンズ部材１４０は、正面
側から見て発光基板１３０に配備された複数の発光部材１３１と重なる位置に、スペーサ
１１０に対して取り付けられてもよい。
【００８４】
　さらに、上述の実施形態では、発光基板１３０がスペーサ１１０に取り付けられている
が、各発光部材１３１は、スペーサ１１０に備えられた開口部１３２の位置に直接取り付
けられてもよい。
【００８５】
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　また、電飾用レンズ部材１４０の係止片１４０ａ，１４０ｂが、スペーサ１１０の係止
孔１１０ａ，１１０ｂに係止されることにより、電飾用レンズ部材１４０は、スペーサ１
１０に着脱可能に取り付けられているが、これに限定されず、以下のようにしてもよい。
即ち、電飾用レンズ部材１４０は、スペーサ１１０に対してネジにより固定されてもよい
。
【００８６】
　さらに、上述した実施形態では、スペーサ１１０に対して、発光基板１３０、電飾用レ
ンズ部材１４０、球通路部１２０が取り付けられているが、スペーサ１１０と発光基板１
３０と電飾用レンズ部材１４０と球通路部１２０は一体成形されてもよい。
【符号の説明】
【００８７】
１　弾球遊技機
５　一般入賞口
３０　遊技盤
３２　遊技板
７０　表示装置（液晶ディスプレイ部）
７０ａ　液晶部
７０ｂ　液晶枠
１１０　スペーサ
１１０ｃ　貫通孔
１１２　球受け入れ孔
１１７　係止片
１２０　球通路部
１２１　通路部
１２２　差込み孔
１２３　係止孔
１２５　遊技球検出スイッチ
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