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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤と、該遊技盤の裏側に配設されて各種電気部品が取り付けられる設置部材とを備
えた遊技機において、
　前記設置部材の前側に取り付けられた第１の電気部品と、
　前記設置部材に取り付けられて後方に突出する第２の電気部品と、
　前記設置部材に形成されて前後方向に開放し、前記第１の電気部品に接続する配線が設
置部材の裏側に引き出されるように挿通される挿通口と、
　前記設置部材に配設されて、前記第２の電気部品の後方端を跨ぐように延在する保持路
を有し、前記挿通口を介して引き出された前記配線を前記保持路で保持する保持部材とを
備え、
　前記保持部材には、前記挿通口から引き出される前記配線を前記保持路に案内する案内
部と、前記挿通口との対向面に形成されて前記保持路内に開口する通孔とが設けられ、該
通孔を介して前記第２の電気部品に接続する第２の配線が保持路内に引き出され、該第２
の配線は前記挿通口から引き出された配線と纏めて保持路内に保持されるよう構成した
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技盤の裏側に配設した設置部材に各種電気部品を備えた遊技機に関する
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ものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機体を構成する中枠(本体枠)に着脱自在に取り付
けられる遊技盤を備えている。前記遊技盤は、合板製や合成樹脂等から略矩形に形成され
た板状部材であり、その前面に遊技領域が設けられると共に、その裏面に各種遊技部品が
取り付けられる設置部材が着脱可能に配設されている。前記遊技領域内には、該遊技領域
内を流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置、特別入賞装置、球案内部材および遊
技釘等が配設されている。また、前記設置部材には、遊技盤に形成された開口を介して該
遊技盤の前側から視認可能な図柄表示装置が配設され、前記始動入賞装置へのパチンコ球
の入賞により図柄表示装置での図柄変動演出が開始されるよう構成されており、図柄変動
演出の結果として図柄表示装置に所定の組合わせで図柄が停止すると、遊技者に有利な所
謂大当りが発生するよう構成される。
【０００３】
　ところで、近年のパチンコ機は、前記図柄表示装置で行なわれる図柄変動演出の多様化
やインパクトを高め、遊技の面白みを増大させることを目的として、前記遊技盤に対して
大型の図柄表示装置が配設される傾向が強くなっている。特に、遊技盤を透明な合成樹脂
により形成した所謂「透明遊技盤」が設けられたパチンコ機では、遊技盤の裏側の大部分
が図柄表示装置で覆われて、図柄表示装置に表示された画面表示により、遊技盤の盤面の
装飾を行なうよう構成されたパチンコ機も提案されてきている(例えば、特許文献１)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２３０６４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記遊技盤の裏側に配設される設置部材には、前記図柄表示装置の他に、発光演出装置
や可動式の演出装置等の電気部品が配置されることが一般的で、該電気部品に接続された
配線は、設置部材の裏側にて引き回されて、対応の制御装置に接続される。一方で、大型
の図柄表示装置が配設された設置部材では、前記配線を引き回し得るスペースが限られる
ことになる。このとき、設置部材裏側で引き回された配線が図柄表示装置の設置領域に延
出していると、図柄表示装置の設置時に、配線を挟み込んだり引っ掛けたりして断線等を
誘発する問題がある。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、設置部材の裏側に引き出した配線を所定の経路か
らはみ出すことなく引き回し得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　遊技盤(21)と、該遊技盤(21)の裏側に配設されて各種電気部品が取り付けられる設置部
材(27)とを備えた遊技機において、
　前記設置部材(27)の前側に取り付けられた第１の電気部品(41,42b,43)と、
　前記設置部材(27)に取り付けられて後方に突出する第２の電気部品(39b)と、
　前記設置部材(27)に形成されて前後方向に開放し、前記第１の電気部品(41,42b,43)に
接続する配線(HA)が設置部材(27)の裏側に引き出されるように挿通される挿通口(51)と、
　前記設置部材(27)に配設されて、前記第２の電気部品(39b)の後方端を跨ぐように延在
する保持路(W)を有し、前記挿通口(51)を介して引き出された前記配線(HA)を前記保持路(
W)で保持する保持部材(56,65)とを備え、
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　前記保持部材(56,65)には、前記挿通口(51)から引き出される前記配線(HA)を前記保持
路(W)に案内する案内部(63)と、前記挿通口(51)との対向面に形成されて前記保持路(W)内
に開口する通孔(56a)とが設けられ、該通孔(56a)を介して前記第２の電気部品(39b)に接
続する第２の配線(HE)が保持路(W)内に引き出され、該第２の配線(HE)は前記挿通口(51)
から引き出された配線(HA)と纏めて保持路(W)内に保持されるよう構成したことを要旨と
する。
【０００８】
　請求項１の発明によれば、設置部材の裏側に保持部材を設けて、該設置部材の前側に取
り付けた第１の電気部品に接続する配線を、設置部材の後方に突出する第２の電気部品の
後方を通って延在する状態で保持するよう構成したので、該配線が第２の電気部品の突出
方向と交差する方向にはみ出すのを防ぐことができる。すなわち、設置部材の裏側に引き
出された配線が所定の経路からはみ出さないので、遊技盤を枠部材等に取り付ける際に、
配線の挟み込みや引っ掛かりを防止でき、遊技盤の取り付け作業性を向上し得る。更に、
挿通口から裏側に引き出した配線は、保持部材の案内部で保持路に案内されるよう構成し
たので、配線を保持路に確実に案内して該配線のはみ出しを効果的に防ぐことができる。
　また、第２の電気部品に接続する第２の配線を他の配線と纏めて保持することができ、
配線を処理する際の作業性が向上する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、設置部材の裏側に引き出した配線を所定の経路からはみ
出すことなく引き回すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を、中枠に対して前枠を開放した状態で示す概略斜視図であ
って、前枠の透視保護板や遊技盤における案内レールの内側に配設される各種遊技部品を
省略している。
【図３】実施例に係る遊技盤を第３および第４演出装置の各可動体が図柄表示装置のの表
示部前側に出た状態で示す概略正面図である。
【図４】実施例に係る遊技盤に設置部材を配設した状態を後側から視た概略斜視図である
。
【図５】実施例に係る設置部材を、各種演出装置を配設した状態で示す概略正面図である
。
【図６】実施例に係る設置部材における保持部材の配設箇所を後側から視た要部概略斜視
図である。
【図７】実施例に係る設置部材の上部を、保持部材を取り外した状態で後側から視た要部
概略斜視図である。
【図８】実施例に係るパチンコ機の要部縦断面図であって、第１演出装置を一部省略して
示している。
【図９】実施例に係る設置部材の要部平面図である。
【図１０】実施例に係る設置部材の要部背面図である。
【図１１】実施例に係る保持部材を後下側から視た概略斜視図である。
【図１２】実施例に係る保持部材を固定部が設けられる側から視た概略斜視図である。
【図１３】設置部材に配設した別実施例に係る保持部材を下側から視た概略斜視図である
。
【図１４】設置部材に配設した別実施例に係る保持部材を示す要部縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なうパ
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チンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、
「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見
た状態で指称する。
【実施例】
【００１６】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１または図２に示すように、前後に開口する矩形枠
状に形成されて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外
枠１１の開口前面側に、遊技盤２１を着脱可能に保持する本体枠としての中枠(枠部材)１
２が開閉および着脱可能に組み付けられて、該遊技盤２１の裏側に、各種図柄を変動表示
可能な図柄表示装置１８が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側には
、前記遊技盤２１を透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成された透視保護
板１３ｂで前後に開口する窓部１３ａを覆うよう構成された前枠１３が開閉可能に組み付
けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に
組み付けられる。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する
上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１
４も一体的に開閉するよう構成される。なお、実施例では、前記図柄表示装置１８として
は、後述するように各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケース３１に収容した液晶表
示装置が採用されるが、これに限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドット
マトリックス式の図柄表示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種
の図柄表示装置を採用し得る。また、前記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成
してもよい。なお、球受け皿については、上下２枚の球受け皿１４,１５を備えるものに
限らず、１枚の球受け皿のみを設ける構成であってもよい。
【００１７】
　前記前枠１３の右下方位置には、前記中枠１２に配設された打球発射装置１６を作動す
る操作ハンドル１７が設けられている。前記操作ハンドル１７は、左回転方向に付勢され
た操作レバー１７ａを備えており、該操作レバー１７ａを右回転するよう遊技者が回動操
作することで打球発射装置１６が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留されたパチンコ
球が前記遊技盤２１に向けて発射されるようになっている。
【００１８】
(外枠１１について)
　前記外枠１１は、上下左右の４つの枠部材を相互に組み付けることで縦長の矩形枠体と
して構成されるものであって、４つの枠部材で画成される開口領域に対し、前記中枠１２
が開閉および着脱自在に支持されて、外枠１１に対して中枠１２を閉成することで、該外
枠１１の内側に中枠１２が収容されるよう構成される。
【００１９】
(中枠１２について)
　図２に示すように、前記中枠１２は、上縁をなす上枠部材１２ａと、下縁をなし、打球
発射装置１６、各種制御装置(図示せず)を設置する設置部として機能する下枠部材１２ｂ
と、左縁(一方の側縁)をなす左枠部材１２ｃと、右縁(他方の側縁)をなす右枠部材１２ｄ
とから構成されて、これら上下左右の枠部材１２ａ,１２ｂ,１２ｃ,１２ｄを組み付けた
際に、全体が外枠１１の開口領域に整合する大きさに形成される。そして、外枠１１に対
して中枠１２の左枠部材１２ｃ側が、ヒンジ機構１９を介して回動自在に支持されて、右
枠部材１２ｄが施錠装置(図示せず)により施錠されるようになっている。また、中枠１２
には、上下左右の枠部材１２ａ,１２ｂ,１２ｃ,１２ｄを組み付けることで前後に開口す
る遊技盤保持部２０が画成され、該遊技盤保持部２０に遊技盤２１が着脱自在にセット保
持される。図１,図２において、遊技盤２１の前面に配設されている各種の遊技部品は、
後述する案内レール２６を除いて図示省略してある。また、図２においては、前枠１３に
配設されている透視保護板１３ｂも図示省略している。
【００２０】
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　前記遊技盤保持部２０を画成する各枠部材１２ａ,１２ｂ,１２ｃ,１２ｄの内面には、
内側に突出する段部(図示せず)が夫々設けられている。また、上枠部材１２ａの下面およ
び下枠部材１２ｂにおける左端部の上面には、前記左枠部材１２ｃにおける段部の前面か
ら前側に遊技盤２１の厚みと略同寸法だけ離間する位置に、内側(遊技盤保持部２０側)に
突出する固定突部２２が夫々が突設されている。また、上枠部材１２ａおよび下枠部材１
２ｂの右端部には、段部との間で遊技盤２１の右側上下端部を挟持する固定具２３が夫々
設けられている。すなわち、中枠１２に対して遊技盤２１は、遊技盤保持部２０に対して
前側から斜めに遊技盤２１を臨ませて、該遊技盤２１の左側端部を前記段部と固定突部２
２,２２との間に差し込んだ状態で、遊技盤２１の右側端部を押し込んで該遊技盤２１の
左側端部を中心に回動させて遊技盤２１の全体を遊技盤保持部２０に臨ませ、該遊技盤２
１の右端部の裏面を段部に当接させる。そして、前記固定具２３,２３を遊技盤２１の右
側上下端部の前面に当接して段部との間で挟持することで、遊技盤２１は中枠１２の遊技
盤保持部２０内に組み付けられる。
【００２１】
　前記上枠部材１２ａの裏側には、設置枠台等に設けられた外部球供給設備から供給され
るパチンコ球を貯留する球タンク２４が、該上枠部材１２ａの左右幅の略全幅に亘って設
けられている。この球タンク２４は、図８に示すように、前記遊技盤保持部２０に組み付
けられた遊技盤２１の上部位置と前後に重なるよう構成されて、遊技盤２１の上下寸法を
最大限大きくし得るようになっている。また、前記下枠部材１２ｂの裏側には、前記上下
の球受け皿１４,１５に連通する球供給路および設置枠台に設けた球回収樋に連通する球
排出路が夫々形成されたセット部材(図示せず)が配設されている。前記球タンク２４とセ
ット部材とは、該球タンク２４およびセット部材における左枠部材１２ｃ側の端部間に架
設された球通路ユニット２５(図８に一部のみ図示)を介して連通接続されており、該球通
路ユニット２５に配設された球払出し装置(図示せず)の駆動により球タンク２４に供給さ
れたパチンコ球を前記上下の球受け皿１４,１５へ給出し得るよう構成されている。
【００２２】
(遊技盤２１について)
　前記遊技盤２１は、図２および図３に示すように、前記中枠１２の遊技盤保持部２０に
整合する略正方形に形成された所定板厚の木材板の表面に、各種絵柄等が描かれた合成樹
脂シート(図示せず)等を貼付けて装飾した板部材であって、該遊技盤２１の表面(盤面)に
配設された略円形状に湾曲形成する案内レール２６により、パチンコ球が流下可能な遊技
領域２１ａが画成されている。また、前記遊技盤２１の裏面に、図４に示す如く、前記図
柄表示装置１８が着脱自在に取り付けられる設置部材２７が配設されており、該設置部材
２７に形成された前後に開口する開口部２７ａを介して図柄表示装置１８の表示部を前側
から視認し得るよう構成される。遊技盤２１には、前記案内レール２６で囲まれた遊技領
域２１ａの略中央の大部分が開口する装着口(図示せず)に、前後に開口する開口部２８ａ
が形成された枠状装飾部材２８が取り付けられ、該枠状装飾部材２８の開口部２８ａを介
して図柄表示装置１８の表示部が遊技盤２１の前面側に臨むよう構成されている。前記枠
状装飾部材２８における開口部２８ａの上方に臨む部位に、ＬＥＤ等の発光体を基板に実
装した前発光装置２９を備えた前装飾体３０が配設され、開口部２８ａの上方位置を光で
装飾し得るようになっている。なお、実施例では、遊技盤２１に配設された枠状装飾部材
２８の開口部２８ａおよび設置部材２７の開口部２７ａが、図柄表示装置１８の表示部を
前側から視認可能とする可視表示部となっている。
【００２３】
(図柄表示装置１８について)
　図４に示す如く、前記設置部材２７に配設される図柄表示装置１８は、各種図柄を表示
可能な液晶パネルが収容ケース３１に収容されたユニット部材であって、収容ケース３１
の左側面に係止突部３１ａが上下に離間する２箇所に設けられている。この係止突部３１
ａは、前記設置部材２７の裏側に設けられる後述する左規制壁３７と係脱可能に係止され
るようになっている。また、前記収容ケース３１の右側部の上下端部に、右方へ突出する
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支持部３１ｂが夫々形成されており、設置部材２７の裏側に設けた後述する支持台部３８
に、図示しないロック部材を介して着脱自在に取り付けられるよう構成されている。
【００２４】
(設置部材２７について)
　前記設置部材２７は、前記遊技盤２１の外郭形状より僅かに小さい形状に形成された略
矩形状の背面板３２と、該背面板３２の外周縁部から前方に突出する画壁部３３とから前
方に開口した箱状に形成されて、該画壁部３３の開口前端部を遊技盤２１の裏面に当接さ
せた状態で、当該遊技盤２１と設置部材２７とがネジ止め固定される。そして、前記設置
部材２７において前記遊技盤２１との間に画成される空間に、各種の演出装置３９,４２,
４６,４８等が設置されて、設置部材２７を基材とする１つのユニットとして扱い得るよ
うになっている(図５参照)。また、前記設置部材２７の背面板３２には、前記枠状装飾部
材２８の開口部２８ａと前後に整列する位置に、略矩形状の開口部２７ａが前後に開口す
るよう開設されると共に、該背面板３２の裏側に前記図柄表示装置１８が着脱自在に取り
付けられて、該開口部２７ａ,２８ａを介して図柄表示装置１８の表示部が遊技盤２１の
前側に臨むようになっている(図８参照)。なお、以下の説明では、設置部材２７の背面板
３２について、開口部２７ａに対する上下左右の各部位を、上板部３２ａ,下板部３２ｂ,
左板部３２ｃ,右板部３２ｄと指称して区別する場合もある。また、画壁部３３について
も、開口部２７ａに対する上下左右の各部位を、上壁部３３ａ,下壁部３３ｂ,左壁部３３
ｃ,右壁部３３ｄと指称して区別する場合もある。
【００２５】
　前記設置部材２７の背面板３２の裏側には、前記図柄表示装置１８の設置領域Ｓが、規
制壁３４によって画成されている。この規制壁３４は、図４に示す如く、前記上板部３２
ａに設けられて左右方向に延在する上規制壁３５と、前記下板部３２ｂに設けられて左右
方向に延在する下規制壁３６と、前記左板部３２ｃに設けられて上下の規制壁３５,３６
に接続するように上下方向に延在する左規制壁３７とで構成される。前記左規制壁３７に
は、上下に離間する２箇所に、前記図柄表示装置１８に形成した前記係止突部３１ａ,３
１ａを挿脱可能な差込み口３７ａ,３７ａが設置領域Ｓ側に開口するよう開設されている
。また前記右板部３２ｄには、上下に離間する２箇所に支持台部３８,３８が設けられて
いる。そして、前記係止突部３１ａ,３１ａを差込み口３７ａ,３７ａに挿入して左規制壁
３７に係合すると共に、前記支持部３１ｂ,３１ｂを支持台部３８,３８の後端に当接した
状態で、支持部３１ｂ,３１ｂを支持台部３８,３８にロック部材で固定することで、前記
図柄表示装置１８が設置領域Ｓに位置決め固定されるようになっている。設置領域Ｓに位
置決め固定された図柄表示装置１８は、その表示部が設置部材２７の前記開口部２７ａに
臨んで前側からの視認が可能な状態となる。なお、前記下規制壁３６は、図柄表示装置１
８の下面の略全体を支持可能な長さに設定されるのに対し、上規制壁３５は、図柄表示装
置１８の上面における左隅部のみを支持し得る長さ寸法に設定してある。
【００２６】
(上板部３２ａについて)
　図５に示すように、前記設置部材２７における上板部３２ａの前面には、第１演出装置
３９が配設されている。この第１演出装置３９は、上下方向に移動自在な第１可動体３９
ａと、該第１可動体３９ａを上下方向に移動する駆動手段としての第１駆動モータ(第２
の電気部品)３９ｂとを備える。また上板部３２ａには、図６,図７に示す如く、前記設置
領域Ｓより上方位置(上規制壁３５の下面位置より上側)で左右方向の中央より右側に偏っ
た位置に前後方向に開口する通孔４０が開設されており、該通孔４０から前記第１駆動モ
ータ３９ｂが後方に突出するよう構成される。通孔４０から後方に突出した第１駆動モー
タ３９ｂは、前記図柄表示装置１８の設置領域Ｓの上外方に位置するよう構成されている
。より具体的には、前記遊技盤２１の上部位置の後方に重なるように位置する前記球タン
ク２４は、図８に示す如く、前記設置部材２７の上壁部３３ａに近接する上方位置を該設
置部材２７の背面板３２(上板部３２ａ)から後方に所定長さ延出しており、該延出部分と
前記設置領域Ｓに取り付けた図柄表示装置１８の上端部との間に第１駆動モータ３９ｂが
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位置している。また、第１駆動モータ３９ｂの後端は、球タンク２４の後端より前側に位
置している。第１可動体３９ａには、ＬＥＤ等の発光体を基板に実装した第１発光装置４
１が配設されると共に、第２駆動モータ(第１の電気部品)４２ｂにより回転駆動される第
２可動体４２ａを備えた第２演出装置４２が配設されている。また第２可動体４２ａには
、ＬＥＤ等の発光体を基板に実装した第２発光装置４３が配設されている。実施例では、
前記第１発光装置４１、第２発光装置４３および第２駆動モータ４２ｂが、設置部材２７
の前側に配設される第１の電気部品となる。
【００２７】
　前記上板部３２ａの裏面には、前記通孔４０の形成位置より左側に、後述する第１中継
基板５０に電気的に接続される第２中継基板(第２の基板)４４を設置する基板設置部４５
が設けられており、該基板設置部４５に配設された第２中継基板４４に対して、前記第１
駆動モータ３９ｂ、第１発光装置４１、第２駆動モータ４２ｂ，第２発光装置４３、前発
光装置２９および後述する第４駆動モータ４８ｂ、第４発光装置４８に接続する各配線Ｈ
Ａ,ＨＢ,ＨＤ,ＨＥがコネクタ接続される。基板設置部４５は、上板部３２ａの裏面から
所定高さ後方に突出すると共に、該基板設置部４５の下面は、前記上規制壁３５の下面と
同一水平位置に位置するよう設定されており、該基板設置部４５が、前記設置領域Ｓに取
り付けられた図柄表示装置１８の上方への変位を規制するべく機能するようになっている
。なお、基板設置部４５に配設された第２中継基板４４に設けた複数のコネクタ受部４４
ａ,４４ｂは、図１０に示す如く、前記図柄表示装置１８の設置領域Ｓの上外方(図柄表示
装置１８と球タンク２４との間)に位置するよう構成されている。
【００２８】
　図９または図１０に示す如く、前記第２中継基板４４の裏面には、前記第１駆動モータ
３９ｂ、第１発光装置４１、第２駆動モータ４２ｂ，第２発光装置４２、第４駆動モータ
４８ｂ、第４発光装置４８および前発光装置２９に接続する各配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤ,ＨＥ
がコネクタ接続される第１コネクタ受部４４ａが、接続口を後向きにして設けられると共
に、第２中継基板４４を前記第１中継基板５０に電気的に接続する中継用配線ＨＦがコネ
クタ接続される第２コネクタ受部４４ｂが、接続口を後向きにして設けられている。そし
て、各第１コネクタ受部４４ａと第２コネクタ受部４４ｂとは、第２中継基板４４に形成
したプリントパターンを介して電気的に接続するよう構成される。また、第２中継基板４
４に設けられる全てのコネクタ受部４４ａ,４４ｂは、後述する保持部材５６に設けられ
た保持路Ｗの左側方において、該保持路Ｗの上下幅に略収まる位置に設けられている。
【００２９】
(左板部３２ｃおよび右板部３２ｄについて)
　図５に示す如く、前記設置部材２７における左板部３２ｃの前側には、第３演出装置４
６が配設されている。この第３演出装置４６は、左右方向に移動自在な第３可動体４６ａ
と、該第３可動体４６ａを左右方向に移動する駆動手段としての第３駆動モータ４６ｂと
を備えると共に、第３可動体４６ａにはＬＥＤ等の発光体を基板に実装した第３発光装置
４７が配設されている。また、設置部材２７における右板部３２ｄの前側には、第４演出
装置４８が配設されている。この第４演出装置４８は、左右方向に移動自在な第４可動体
４８ａと、該第４可動体４８ａを左右方向に移動する駆動手段としての第４駆動モータ４
８ｂとを備えると共に、第４可動体４８ａにはＬＥＤ等の発光体を基板に実装した第４発
光装置４９が配設されている。
【００３０】
(下板部３２ｂについて)
　前記設置部材２７における下板部３２ｂの裏面には、図４に示す如く、前記下規制壁３
より下方位置に、第１中継基板(第１の基板)５０が配設されている。そして、前記上板部
３２ａに配設した前記第２中継基板４４に接続された中継用配線ＨＦおよび第３演出装置
４６の第３駆動モータ４６ｂおよび第３発光装置４７に接続する配線ＨＣが、上板部３２
ａ、左板部３２ｃおよび下板部３２ｂの裏側を引き回された後に、第１中継基板５０に夫
々コネクタ接続される。そして、該第１中継基板５０にコネクタ接続された各配線ＨＣ,
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ＨＦは、第１中継基板５０を介して前記制御装置に電気的に接続されて、該制御装置によ
って前記演出装置３９(第１駆動モータ３９ｂ),４２(第２駆動モータ４２ｂ),４６(第３
駆動モータ４６ｂ),４８(第４駆動モータ４８ｂ)および発光装置２９,４１,４３,４７,４
９が制御されるよう構成してある。
【００３１】
(配線の引き出し構造について)
　前記設置部材２７の上板部３２ａには、図４,図６,図７に示す如く、前記通孔４０を挟
んで基板設置部４５と反対側(通孔４０の右側)に、前後方向に開放する第１挿通口(挿通
口)５１が形成されており、上板部３２ａの前側に配設された前記第１発光装置４１、第
２駆動モータ４２ｂ、第２発光装置４３に接続する配線ＨＡが、該第１挿通口５１を介し
て上板部３２ａの裏側に引き出されるよう構成される。なお、第１挿通口５１は、前記図
柄表示装置１８の設置領域Ｓの上外方(図柄表示装置１８と球タンク２４との間)に位置し
ている(図１０参照)。また、前記上壁部３３ａには、第１挿通口５１の上方位置に、下側
に凹設されて前後および上方に開放する溝部５２が前後方向に所定長さで形成されている
。そして、前記前発光装置２９に接続する配線ＨＤが、溝部５２に挿通されて上板部３２
ａの裏側に引き出されるよう構成してある。なお、溝部５２は、内部の左右幅寸法より上
側の開口の左右幅寸法が小さく設定されて、上側の開口から溝部５２内に収容した配線Ｈ
Ｄが上側の開口から容易に抜け出さないようになっている。また、上壁部３３ａには、溝
部５２の前端側において上側の開口に連通する切欠部５３が、前側に向かうにつれて左右
幅が広がるように形成されており、溝部５２に通した配線ＨＤの前発光装置２９に対する
接続作業性を向上し得るよう構成してある。
【００３２】
　図７に示す如く、前記設置部材２７の右壁部３３ｄには、前記設置領域Ｓより上方位置
(上規制壁３５の下面位置より上側)において左右方向に開放する第２挿通口５４が形成さ
れており、前記第４演出装置４８の第４駆動モータ４８ｂおよび第４発光装置４９に接続
する配線ＨＢは、該第２挿通口５４を介して設置部材２７の外側方に引き出された後に上
板部３２ａの裏側を左方向に引き回されて、前記第２中継基板４４にコネクタ接続される
よう構成される。
【００３３】
　前記上板部３２ａの左隅部に、前後方向に開放する第３挿通口５５が形成されており、
前記第３演出装置４６の第３駆動モータ４６ｂおよび第３発光装置４７に接続する配線Ｈ
Ｃは、該第３挿通口５５を介して設置部材２７の裏側に引き出された後、左板部３２ｃの
裏側を下方に引き回されて、前記第１中継基板５０にコネクタ接続されるよう構成される
(図７参照)。なお、以下の説明において、第１挿通口５１から設置部材２７の裏側に引き
出される第１発光装置４１、第２駆動モータ４２ｂ、第２発光装置４３に接続する配線Ｈ
Ａを第１配線ＨＡ、第２挿通口５４から設置部材２７の裏側に引き出される第４駆動モー
タ４８ｂおよび第４発光装置４９に接続する配線ＨＢを第２配線ＨＢ、第３挿通口５５か
ら設置部材２７の裏側に引き出される第３駆動モータ４６ｂおよび第３発光装置４７に接
続する配線ＨＣを第３配線ＨＣ、前記溝部５２から設置部材２７の裏側に引き出される前
発光装置２９に接続する配線ＨＤを第４配線ＨＤ、第１駆動モータ３９ｂに接続する配線
(第２の配線)ＨＥをモータ配線ＨＥとして区別して指称する場合もある。
【００３４】
(保持部材５６について)
　図４,図７～図１０に示すように、前記上板部３２ａには、前記通孔４０から後方に突
出する第１駆動モータ３９ｂの後方を囲繞する保持部材５６が配設され、前記第１駆動モ
ータ３９ｂ、第１発光装置４１、第２駆動モータ４２ｂ、第２発光装置４３、第４駆動モ
ータ４８ｂ、第４発光装置４９および前発光装置２９と第２中継基板４４とを接続する配
線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤ,ＨＥを、前記設置領域Ｓの上外方において第１駆動モータ３９ｂの後
方を通って延在する状態で保持するよう構成される。この保持部材５６は、前記第１駆動
モータ３９ｂを跨ぐように左右方向に延在する平面視略コ字状の基板部５７と、該基板部



(9) JP 5906156 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

５７の下端縁に接続されて第１駆動モータ３９ｂから離間する外方に突出する下ガイド壁
５８と、該基板部５７の上端縁に接続されて第１駆動モータ３９ｂから離間する外方に突
出する上ガイド壁５９とから基本的に構成されて、これら基板部５７および一対のガイド
壁５８,５９によって、基板部５７の外側に前記配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤ,ＨＥを保持する保持
路Ｗを左右方向に延在するように画成している。すなわち、保持部材５６には、第１駆動
モータ３９ｂの後方端を左右方向に跨ぐように延在する保持路Ｗが形成されている。なお
、実施例の保持部材５６では、上下のガイド壁５８,５９について、基板部５７の上下の
各端縁から内方(第１駆動モータ３９ｂ側)にも所定長さだけ突出するよう構成している。
【００３５】
　前記保持部材５６は、上板部３２ａに配設された状態で、図８に示す如く、前記球タン
ク２４における設置部材２７の背面板３２(上板部３２ａ)から後方に延出する延出部分と
設置領域Ｓに取り付けた図柄表示装置１８の上端部との間に位置しており、下ガイド壁５
８が図柄表示装置１８の上面と対向すると共に、上ガイド壁５９が球タンク２４の下面と
対向するようになっている。また、保持部材５６の後端(上下のガイド壁５８,５９の後端
)は、前記球タンク２４の後端と同じ位置または僅かに前側に位置している。実施例の保
持部材５６における上下のガイド壁５８,５９は、上板部３２ａ側に開口する平面視略コ
字状に形成されており、保持部材５６を上板部３２ａに配設した状態で、上下のガイド壁
５８,５９と上板部３２ａとで画成される開口部から第１駆動モータ３９ｂの外周部が上
下方向に露出するよう構成される。すなわち、第１駆動モータ３９ｂを跨ぐように保持部
材５６を上板部３２ａに配設した状態でも第１駆動モータ３９ｂの熱がこもることなく放
熱し得るよう構成してある。
【００３６】
　前記保持部材５６は、前記基板部５７から外方に離間するように前記上ガイド壁５９の
突出端に設けられた配線フック６０を備え、保持路Ｗを引き回される配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤ
,ＨＥが外方へ移動するのを該配線フック６０によって規制するよう構成される。配線フ
ック６０は、図１１または図１２に示す如く、板状に形成されて、上ガイド壁５９からの
延出端と下ガイド壁５８との間に、配線数本分(例えば２本程度)の隙間Ｔを画成すると共
に、該延出端における左右方向の一方の端部(実施例では右端部)に、下ガイド壁５８から
離間する傾斜面６０ａが形成されている。すなわち、傾斜面６０ａを介して配線ＨＡ,Ｈ
Ｂ,ＨＤ,ＨＥを配線フック６０と基板部５７との間に容易に案内し得ると共に、隙間Ｔを
小さく設定することで配線フック６０と基板部５７との間に臨む配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤ,Ｈ
Ｅが該隙間Ｔを介して簡単に外方にはみ出ることがないよう構成してある。
【００３７】
　前記上ガイド壁５９には、左右両側の前端上面に、前側の開放する凹部(図示せず)が凹
設された固定部６１が夫々設けられると共に、該固定部６１には凹部に連通する通孔６１
ａが前後方向に開放するように形成されている。また、前記上板部３２ａには、図７に示
す如く、前記通孔４０を挟む左右両側に、後方に向けて位置決めボス６２が突設されると
共に、該ボス６２にはネジ孔６２ａが形成されている。そして、各固定部６１の凹部に位
置決めボス６２を嵌挿したもとで、該固定部６１の通孔６１ａに後側から挿通したネジを
位置決めボス６２のネジ孔６２ａに螺挿することで、保持部材５６が上板部３２ａに位置
決め固定される。保持部材５６を上板部３２ａに位置決め固定した状態で、前記基板部５
７における右端部が、前記第１挿通口５１の左端縁に近接して位置すると共に、該第１挿
通口５１が上下のガイド壁５８,５９の間に位置するようになっている。また、上ガイド
壁５９の右端前部に、図１０に示す如く、前記第１挿通口５１の上方に所定長さで重なる
位置まで突出する案内部６３が設けられ、該第１挿通口５１から上板部３２ａの裏側に引
き出された前記第１配線ＨＡを、該案内部６３によって保持路Ｗに向けて案内し得るよう
構成している。なお、案内部６３における第１挿通口５１側への突出端は、前記上壁部３
３ａに設けた溝部５２より左側に位置して、該溝部５２から上板部３２ａの裏側に引き出
された前記第４配線ＨＤも案内部６３で保持路Ｗに案内し得るようになっている。また案
内部６３は、前記上ガイド壁５９と同一レベルで右方に延出する後側に位置する第１板部
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６３ａと、該第１板部６３ａより上側に変位して第１板部６３ａとの間に段部６３ｃを形
成する前側に位置する第２板部６３ｂとから構成され、前記溝部５２から裏側に引き出さ
れた第４配線ＨＤを案内部６３の段部６３ｃに引掛けることで、該第４配線ＨＤが前記保
持路Ｗから外れるのを抑制し得るよう構成してある。なお、第２板部６３ｂの下面は、前
記溝部５２の底面と略同一水平位置に位置している。
【００３８】
　平面視略コ字状に形成された前記基板部５７は、前記第１駆動モータ３９ｂの後方に位
置する後板５７ａと、該後板５７ａの左端から前方(上板部３２ａ)に向けて折曲された左
板５７ｂおよび該後板５７ａの右端から前方に向けて折曲された右板５７ｃとから構成さ
れる。前記上板部３２ａにおける前記第１挿通口５１側に位置する右板５７ｃと後板５７
ａとのなす内角は、前記基板設置部４５側に位置する左板５７ｂと後板５７ａとのなす内
角より大きく設定される。すなわち、図９に示す如く、基板部５７における右板５７ｃは
、上板部３２ａの裏面から後方に向かうにつれて左方に緩やかに傾斜するのに対し、基板
部５７における左板５７ｂは、上板部３２ａの裏面に対して略直交している。そして、第
１挿通口５１側に位置する右板５７ｃの傾斜角度を緩やかにすることで、該第１挿通口５
１から裏側に引き出された第１配線ＨＡを鋭角に折り曲げることなく保持路Ｗ内で保持し
得るようになっている。
【００３９】
　また、前記基板部５７には、前記後板５７ａと右板５７ｃとの間で保持路Ｗ内に開口す
る配線用通孔(通孔)５６ａが形成されており、前記第１駆動モータ３９ｂに接続するモー
タ配線ＨＥは、該配線用通孔５６ａを介して保持路Ｗ内に引き出されるよう構成される(
図９参照)。そして、保持路Ｗ内に引き出されたモータ配線ＨＥは、前記第１挿通口５１
を介して上板部３２ａの裏側に引き出された第１配線ＨＡおよび第２挿通口５４を介して
上板部３２ａの裏側に引き出された第２配線ＨＢと纏められた状態で保持路Ｗ内に保持さ
れるよう構成される。すなわち、配線用通孔５６ａは、基板部５７における前記第１挿通
口５１と対向する面に形成されており、該配線用通孔５６ａから引き出されるモータ配線
ＨＥは、一旦前記基板設置部４５から離間する側から保持路Ｗ内に引き出された後に、前
記後板５７ａの後方を基板設置部４５側に向けて引き回される。なお、基板部５７の後板
５７ａには、前記第１駆動モータ３９ｂの後面と対向する部分に開口５７ｄが形成され、
第１駆動モータ３９ｂの熱が保持部材５６に伝わり難くしてある。また、前記配線フック
６０は、後板５７ａの開口５７ｄと対向するように上ガイド壁５９に設けられている。
【００４０】
(配線係止手段６４について)
　図４および図７に示す如く、前記上板部３２ａの裏面には、前記図柄表示装置１８の設
置領域Ｓの上外方で該上板部３２ａの右端と前記第１挿通口５１との間に、前記第２挿通
口５４から裏側に引き出された第２配線ＨＢを係止する複数の配線係止手段６４が配設さ
れている。そして、この配線係止手段６４に第２配線ＨＢを係止して左方に引き回すこと
で、第２挿通口５４から前記保持部材５６までの間に位置する第２配線ＨＢが、図柄表示
装置１８と球タンク２４との間に保持されるようになっている。また、上板部３２ａの裏
面に、前記設置領域Ｓの上外方で前記基板設置部４５と第３挿通口５５との間に、第２中
継基板４４からの中継用配線ＨＦを係止する配線係止手段６４が配設されており、該配線
係止手段６４に中継用配線ＨＦを係止して左方に引き回すことで、第２中継基板４４から
の中継用配線ＨＦが、図柄表示装置１８と球タンク２４との間に保持されるようになって
いる。更に、前記左板部３２ｃおよび下板部３２ｂの裏面には、第３配線ＨＣおよび中継
用配線ＨＦを係止可能な複数の配線係止手段６４が、前記設置領域Ｓの外方位置に設けら
れており、これら配線係止手段６４に配線ＨＣ,ＨＦを係止することで、該配線ＨＣ,ＨＦ
は所定の経路に沿って引き回されるよう構成される。
【００４１】
〔実施例の作用〕
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
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【００４２】
　前記遊技盤２１の裏側に設置部材２７を取り付けた状態で、前記上板部３２ａの前側に
配設された第１発光装置４１、第２駆動モータ４２ｂ、第２発光装置４３に接続する第１
配線ＨＡは、前記第１挿通口５１を介して上板部３２ａの裏側に引き出された後、図９,
図１０に示す如く、前記保持部材５６の保持路Ｗ内を引き回され、前記第２中継基板４４
の第１コネクタ受部４４ａに接続される。すなわち、第１配線ＨＡにおける第１挿通口５
１から裏側に引き出された直後の部位は、前記保持部材５６における案内部６３で保持路
Ｗに案内される。そして、保持路Ｗに案内された第１配線ＨＡは、前記基板部５７、上下
のガイド壁５８,５９および配線フック６０によって保持路Ｗ内で前記第１駆動モータ３
９ｂの突出方向と交差する上下方向および前後方向への移動が規制された状態で保持され
る。従って、第１駆動モータ３９ｂの後方を、保持部材５６によって保持された第１配線
ＨＡは、前記図柄表示装置１８の設置領域Ｓ側にはみ出すことなく引き回されて第２中継
基板４４に接続されている。
【００４３】
　前記設置部材２７の右板部３２ｄの前側に配設された第４駆動モータ４８ｂ、第４発光
装置４９に接続する第２配線ＨＢは、前記第２挿通口５４を介して上板部３２ａの裏側に
引き出された後、前記複数の配線係止手段６４に係止した状態で保持部材５６まで引き回
される。この第２配線ＨＢは、前記保持部材５６の保持路Ｗ内に保持されている第１配線
ＨＡに図示しない結束具によって纏められた状態で、該第１配線ＨＡと共に保持路Ｗ内を
引き回されて、前記第２中継基板４４の第１コネクタ受部４４ａに接続される。更に、前
記第１駆動モータ３９ｂに接続するモータ配線ＨＥは、図９に示す如く、保持部材５６の
配線用通孔５６ａから保持路Ｗ内に引き出されると共に、前記結束具によって第１配線Ｈ
Ａおよび第２配線ＨＢと纏められた状態で保持路Ｗ内を引き回されて、前記第２中継基板
４４の第１コネクタ受部４４ａに接続される。
【００４４】
　前記枠状装飾部材２８の前側に配設された前記前発光装置２９に接続する第４配線ＨＤ
は、前記上壁部３３ａに形成した溝部５２に収容された状態で上板部３２ａの裏側に引き
出される。そして、該第４配線ＨＤは、前記保持部材５６の保持路Ｗ内を引き回された後
、前記第２中継基板４４の第１コネクタ受部４４ａに接続される。また、前記第２中継基
板４４の第２コネクタ受部４４ｂに接続する中継用配線ＨＦは、前記上板部３２ａ,左板
部３２ｃおよび下板部３２ｂに配設した複数の配線係止手段６４に係止した状態で、下板
部３２ｂに配設した第１中継基板５０まで引き回されて、該第１中継基板５０にコネクタ
接続される。更に、設置部材２７の左板部３２ｃの前側に配設された第３駆動モータ４６
ｂ、第３発光装置４７に接続する第３配線ＨＣは、前記第３挿通口５５を介して上板部３
２ａの裏側に引き出された後、左板部３２ｃおよび下板部３２ｂに配設した複数の配線係
止手段６４に係止した状態で、下板部３２ｂに配設した第１中継基板５０まで引き回され
て、該第１中継基板５０にコネクタ接続される。
【００４５】
　前記設置部材２７に対して図柄表示装置１８を取り付ける場合は、前記一対の係止突部
３１ａ,３１ａを、設置部材２７の左規制壁３７に形成した対応の差込み口３７ａ,３７ａ
に挿入して係止した状態で、該図柄表示装置１８の支持部３１ｂを設置部材２７の支持台
部３８の後端に当接する位置まで図柄表示装置１８を傾動させる。そして、ロック部材に
より支持部３１ｂを支持台部３８に固定することで、当該図柄表示装置１８が設置部材２
７の設置領域Ｓに取り付けられる。前記第１挿通口５１および第２挿通口５４から上板部
３２ａの裏側に引き出された第１配線ＨＡと第２配線ＨＢおよび溝部５２から上板部３２
ａの裏側に引き出された第４配線ＨＤは、前記保持部材５６によって上下方向および前後
方向への移動が規制された状態で保持路Ｗ内に保持されているので、設置部材２７に図柄
表示装置１８を取り付ける際に、該図柄表示装置１８と設置部材２７との間に配線ＨＡ,
ＨＢ,ＨＤが挟み込まれるのを防止することができ、図柄表示装置１８の取り付け作業性
を向上し得る。また、前記第３挿通口５５から上板部３２ａの裏側に引き出された第３配
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線ＨＣおよび第２中継基板４４と第１中継基板５０とを接続する中継用配線ＨＦは、設置
部材２７における前記設置領域Ｓの外方に設けた複数の配線係止手段６４に係止されて所
定の経路に沿って引き回されているので、これらの配線ＨＣ,ＨＦについても図柄表示装
置１８の取り付け作業に際して設置部材２７との間に挟み込まれるのを防止することがで
きる。
【００４６】
　前記設置部材２７および図柄表示装置１８が取り付けられた遊技盤２１は、前記中枠１
２に対して該遊技盤２１の左側端部を前記段部と固定突部２２,２２との間に差し込んだ
状態で、遊技盤２１の右側端部を押し込んで全体を遊技盤保持部２０に臨ませ、該遊技盤
２１の右端部の裏面を段部に当接させる。そして、前記固定具２３,２３を遊技盤２１の
右側上下端部の前面に当接して段部との間で挟持することで、遊技盤２１は中枠１２の遊
技盤保持部２０内に取り付けられる。ここで、前記中枠１２の上板部３２ａには球タンク
２４が配設されて、遊技盤保持部２０に遊技盤２１を取り付けた際には、図８に示す如く
、該球タンク２４は前記設置部材２７の上壁部３３ａに近接するよう構成されて、遊技盤
２１の上下寸法を最大限大きくし得るようになっている。このような構成において、実施
例のパチンコ機１０では、前記設置部材２７の上板部３２ａの裏側を引き回される配線Ｈ
Ａ,ＨＢ,ＨＤは、前記保持部材５６によって上下方向に移動するのが規制されているから
、遊技盤保持部２０に対する遊技盤２１の取り付け時における配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤの挟み
込みや引っ掛かりを防止することができ、遊技盤２１の取り付け作業性を向上し得る。
【００４７】
　実施例のパチンコ機１０では、設置部材２７の後方に突出するよう配設された第１駆動
モータ３９ｂの後方を配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤが延在するように保持部材５６により保持する
よう構成したので、第１駆動モータ３９ｂの上方や下方を迂回させて引き回す場合に比べ
て上下幅の限られたスペースに配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤを通すことができる。従って、実施例
のパチンコ機１０のように、遊技盤２１を中枠１２に取り付けた状態では前記図柄表示装
置１８と球タンク２４との間の間隔が狭くなる構成であっても、前記挿通口５１,５４や
溝部５２から裏側に引き出された配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤは、第２中継基板４４に接続される
までの間においては保持部材５６によって前記図柄表示装置１８と球タンク２４との間の
経路(所定の経路)からはみ出すことなく保持されるよう構成してあるので、図柄表示装置
１８や遊技盤２１の取り付け時における配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤの挟み込みや引っ掛かりを防
止することができる。
【００４８】
　ここで、前記保持部材５６における案内部６３を、図６,図１０に示す如く、前記第１
挿通口５１の上側において該第１挿通口５１と案内部６３の突出端部とが上下方向で所定
長さだけ重なるよう構成したので、第１挿通口５１から裏側に引き出されて保持部材５６
側に引き回される第１配線ＨＡが案内部６３より上方へはみ出すのを確実に防ぐことがで
きる。また、図９に示す如く、前記保持部材５６における第１挿通口５１側に位置する右
板５７ｃの傾斜角度を緩やかにしたので、該第１挿通口５１から裏側に引き出した第１配
線ＨＡを保持路Ｗに沿って第１駆動モータ３９ｂの後方を引き回す際に、該第１配線ＨＡ
を鋭角的に折り曲げる必要はなく、該第１配線ＨＡに大きなストレスを与えることなく第
２中継基板４４まで引き回して接続することができる。なお、保持部材５６における前記
基板設置部４５側に位置する左板５７ｂについては略直角に折曲したので、該保持部材５
６の取り付け位置(左側の位置決めボス６２の位置)と基板設置部４５を設ける位置との間
に大きなスペースをとる必要はなく、スペースの有効利用を図り得る。
【００４９】
　また、前記第１駆動モータ３９ｂにおける設置部材２７の後方に突出する部分が保持部
材５６で囲繞される構成において、該第１駆動モータ３９ｂに接続するモータ配線ＨＥを
、保持部材５６における第２中継基板４４の配設側とは反対側の配線用通孔５６ａから保
持路Ｗ内に引き込み、該モータ配線ＨＥを他の配線ＨＡ,ＨＢと纏めて引き回している。
すなわち、モータ配線ＨＥを他の配線ＨＡ,ＨＢと纏めることで、前記第１配線ＨＡおよ
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び第２配線ＨＢとは別にモータ配線ＨＥを単独で保持部材５６の保持路Ｗを引き回す場合
に比べて配線処理の作業性が容易となる。なお、保持部材５６における第１駆動モータ３
９ｂを囲繞する部分は上下方向に開放し、かつ基板部５７にも開口５７ｄを形成している
ので、第１駆動モータ３９ｂの熱がこもることはなく、保持部材５６が第１駆動モータ３
９ｂの熱によって変形するのは防止される。
【００５０】
　前記枠状装飾部材２８に配設された前発光装置２９に接続する第４配線ＨＤについては
、設置部材２７に配設される第１発光装置４１、第２発光装置４３、第２駆動モータ４２
ｂに接続する第１配線ＨＡとは別に、前記第１挿通口５１の上側に近接する溝部５２を通
して設置部材２７の裏側に引き出すようにしている。すなわち、各種演出装置３９,４２,
４６が取り付けられた設置部材２７を遊技盤２１に取り付ける際に、遊技盤２１側に取り
付けられている前発光装置２９に接続する第４配線ＨＤを第１挿通口５１に通すことなく
裏側に引き出すことができ、配線作業が容易となる。また、溝部５２における上側の開口
の左右幅寸法を、溝部５２内の左右幅寸法より小さく設定しているから、溝部５２内に通
された第４配線ＨＤが上方に抜け出すのを抑制することができ、中枠１２に対する遊技盤
２１の取り付け時における第４配線ＨＤの挟み込みや引っ掛かりを防止し得る。
【００５１】
　更に、前記保持部材５６における案内部６３について、前記溝部５２に近接する前側に
位置する第２板部６３ｂの後端に、上側に変位して第１板部６３ａを形成して両板部６３
ａ,６３ｂの間に段部６３ｃを設けたので、前記溝部５２から裏側に引き出した第４配線
ＨＤを該段部６３ｃに引っ掛けた状態で前記保持路Ｗに引き込むようにすることで、該第
４配線ＨＤが保持路Ｗからはみ出すのを抑制することができる。なお、前記設置部材２７
の上壁部３３ａには、図６に示す如く、第４配線ＨＤが通される溝部５２の前端に連通し
て前側が大きく拡開する切欠部５３を形成してあるので、該切欠部５３を案内として第４
配線ＨＤを溝部５２に容易に通すことができ、配線作業性が向上する。
【００５２】
　また、前記第２中継基板４４に設けた全てのコネクタ受部４４ａ,４４ｂは、図１０に
示す如く、前記保持部材５６の保持路Ｗ(上下のガイド壁５８,５９の間)の上下幅に略収
まっている。すなわち、保持部材５６の保持路Ｗから出た各配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤは、該保
持路Ｗの略真横において対応するコネクタ受部４４ａに接続されるので、保持部材５６か
ら第２中継基板４４までの間に延在する各配線ＨＡ,ＨＢ,ＨＤが上下方向に大きく変位す
るのは防止され、前記図柄表示装置１８と球タンク２４との間に確実に収めることができ
る。
【００５３】
(別実施例について)
　図１３,図１４は、別実施例に係る保持部材６５を示すものであって、基本的な構成は
前述した実施例の保持部材５６と同じであるので、異なる部分についてのみ説明し、同じ
部位には同じ符号を付すものとする。
【００５４】
　別実施例の保持部材６５は、図１３,図１４に示す如く、前記下ガイド壁５８に下側に
、該保持部材６５を上板部３２ａに配設した状態で、該保持部材６５(下ガイド壁５８)か
ら下方に突出する前記第１駆動モータ３９ｂを覆う保護壁６６が設けられている。この保
護壁６６は、第１駆動モータ３９ｂの後端および下側の外周部を部分的に覆うよう構成さ
れる。すなわち、別実施例の保護壁６６は、第１駆動モータ３９ｂにおける図柄表示装置
１９の裏面より後方に突出する部分を覆うよう構成され、該保護壁６６の前端と上板部３
２ａとの間に上下方向に開放する開口を確保して空気の流通を許容し得るようになってい
る。なお、前記図柄表示装置１８の裏面には、該図柄表示装置１９を制御する表示制御基
板等をケースに収容した制御装置６７が配設されており、該保護壁６６は制御装置６７の
ケース上面と対向している。
【００５５】
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　前記保護壁６６は、設置部材２７に対して図柄表示装置１８を取り付ける際に、第１駆
動モータ３９ｂにおける保持部材６５から下方に突出する部分に図柄表示装置１８が接触
してモータ３９ｂを損傷するのを防ぐべく機能する。また、保護壁６６によって第１駆動
モータ３９ｂの熱が制御装置６７のケースに伝わるのを抑制することができ、該ケースが
熱変形等するのを抑制し得る。なお、保護壁６６における第２中継基板４４の設置側の前
端部には、上板部３２ａに当接する位置まで延出する支持片６６ａが設けられ、図柄表示
装置１８が保護壁６６に当接した際の衝撃を設置部材２７で受け得るよう構成される。
【００５６】
(変更例)
　なお、遊技機の構成としては、実施例や別実施例のものに限らず、種々の変更が可能で
ある。
(１) 保持部材の形状としては、実施例のものに限られるものではない。すなわち、保持
部材としては、設置部材の後方に突出する第２の電気部品の後方を通って延在する状態で
配線を保持し得るよう構成すればよい。
(２) 実施例では、保持部材に１つの配線フックを設けた場合で説明したが、複数の配線
フックを設ける構成を採用し得る。例えば、実施例では基板部における後板に対向する位
置にのみ配線フックを設けたが、基板部における第１挿通口側に位置する右板に対向する
位置にも配線フックを設ける構成を採用することができる。
(３) 実施例では、前記設置部材における上板部の前側に、第１の電気部品としての第１
発光装置、第２駆動モータ、第２発光装置を配設すると共に、該上板部の後方に突出する
ように第２の電気部品としての第１駆動モータを配設したが、これに限定されるものでは
なく、各種電気部品を第１および第２の電気部品として採用することができる。また上板
部の前側に配設される第１の電気部品は、複数に限らず１つであってもよい。
(４) 実施例では、保持部材を設置部材における開口部の上側(上板部)に設けた場合で説
明したが、保持部材の配設位置はこれに限られるものではなく、設置部材における開口部
の下側(下板部)、左側(左板部)または右側(右板部)に設けるものであってもよい。また、
保持部材の姿勢について、実施例では第１駆動モータ(第２の電気部品)の後方端を左右方
向に跨ぐ姿勢で配設したが、例えば開口部の左側(左板部)や右側(右板部)に配設する場合
は、第２の電気部品の後方端を上下方向に跨ぐ姿勢で配設する構成を採用し得る。すなわ
ち、保持部材は、第２の電気部品の後方を引き回される配線の引き回し方向に沿って保持
路が延在するような姿勢になっていればよい。
(５) 実施例では、遊技盤を木材板で形成したが、これに限られるものではなく、遊技盤
を合成樹脂材から透明または不透明に形成するようにしてもよい。
(６) 実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるもの
ではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用し
得る。
　実施例および変更例に記載された遊技機からは、下記の付記に記載した構成に係る遊技
機を特定可能である。
〔付記１〕
　請求項１の構成を含む遊技機において、
　前記遊技盤(21)が配設される枠部材(12)と、該枠部材(12)の裏側上部に設けられ、遊技
球を貯留する球タンク(24)と、前記設置部材(27)の裏側に取り付けられ、該設置部材(27)
および遊技盤(21)に形成した可視表示部(27a,28a)を介して遊技盤(21)の前側から視認可
能な図柄表示装置(18)とを備え、
　前記第２の電気部品(39b)は、前記遊技盤(21)を枠部材(12)に配設した状態で、前記球
タンク(24)と設置部材(27)に配設された図柄表示装置(18)との間に位置し、前記保持部材
(56,65)は、前記配線(HA)を図柄表示装置(18)と球タンク(24)との間に延在するように保
持することを要旨とする。
　付記１の遊技機によれば、遊技盤の枠部材に対する取り付け時や設置部材に対する図柄
表示装置の取り付け時に配線の挟み込みや引っ掛かりを防止しつつ、上下幅の限られたス
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〔付記２〕
　請求項１の構成を含む遊技機において、
　前記保持部材(56,65)は、前記第２の電気部品(39b)を跨ぐように延在する基板部(57)と
、該基板部(57)における前記保持路(W)の延在方向に沿う両端縁に設けられて第２の電気
部品(39b)から離間する外方に向けて突出するガイド壁(58,59)と、基板部(57)から外方に
離間して設けられた配線フック(60)とを備え、基板部(57)、ガイド壁(58,59)および配線
フック(60)によって前記配線(HA)が位置規制されるよう構成したことを要旨とする。
　付記２の遊技機によれば、配線がはみ出すのを防いで、遊技盤や図柄表示装置の取り付
け作業性をより向上し得る。
〔付記３〕
　請求項１の構成を含む遊技機において、
　前記設置部材(27)の裏側に、前記第１および第２の電気部品(41,42b,43,39b)を制御す
る制御装置に電気的に接続される第１の基板(50)が配設されると共に、該第１の基板(50)
に電気的に接続する第２の基板(44)が、前記保持部材(56,65)を挟んで挿通口(51)とは反
対側で設置部材(27)の裏側に配設され、前記保持部材(56,65)の保持路(W)に保持された配
線(HA,HE)が第２の基板(44)に電気的に接続されるよう構成したことを要旨とする。
　付記３の遊技機によれば、挿通口から裏側に引き出した配線を第２の電気部品の後方に
迂回させることで、該配線に大きなストレスを与えることなく第２の基板に接続すること
ができる。
【符号の説明】
【００５７】
　２１ 遊技盤
　２７ 設置部材
　３９ｂ 第１駆動モータ(第２の電気部品)
　４１ 第１発光装置(第１の電気部品)
　４２ｂ 第２駆動モータ(第１の電気部品)
　４３ 第２発光装置(第１の電気部品)
　５１ 第１挿通口(挿通口)
　５６ 保持部材
　５６ａ 配線用通孔(通孔)
　６３ 案内部
　６５ 保持部材
　Ｗ 保持路
　ＨＡ 第１配線(配線)
　ＨＥ モータ配線(第２の配線)
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