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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立設配置された遊技盤と、前記遊技盤の裏面側に着脱自在に取り付けられた画像表示装
置とを備え、遊技状況に応じた画像を前記画像表示装置に表示させる制御を行って前記遊
技盤に形成された開口を介して前記遊技盤の前面側から前記画像表示装置に表示される画
像を目視可能に構成された遊技機であって、
　前記画像表示装置が、画像を表示する液晶表示パネルを有する略平板状の液晶表示装置
と、前記液晶表示装置の後面側に設けられ前記液晶表示パネルにおける画像の表示を制御
する液晶制御装置とを有して構成され、
　前記液晶制御装置が、液晶制御基板と、前記液晶制御基板の周囲を後方から覆う金属製
の基板収容カバーと、前記液晶表示装置に取付可能であるとともに、前記液晶表示装置に
取り付けられた状態で前記基板収容カバーの後方から前記基板収容カバーを押付固定する
カバー固定部材とを有して構成され、
　前記液晶表示装置が、前面に画像が表示される前記液晶表示パネルと、前記液晶表示パ
ネルを前記液晶表示パネルの後面側において受けて保持するパネル収納部材と、前記画像
表示装置が前記遊技盤から取り外された状態で前記パネル収納部材に対して取付および取
外可能に構成され、前記液晶表示パネルの前面側から前記液晶表示パネルを前記パネル収
納部材に嵌め合わせて保持する金属性のパネル枠部材とを有して構成され、
　前記基板収容カバーが前記パネル枠部材に接続されて前記基板収容カバーから前記パネ
ル枠部材の側にアースされるように構成されたことを特徴とする遊技機。
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【請求項２】
　パネル枠部材の縁部にパネル側フランジ部が一体形成され、
　前記基板収容カバーの縁部に前記パネル側フランジ部に対向するカバー側フランジ部が
一体形成され、
　前記基板収容カバーが、前記カバー固定部材により押し付けられた状態で前記カバー側
フランジ部と前記パネル側フランジ部との間に設けられた弾力性のある導電性材料を介し
て前記パネル側フランジ部を押し付けて前記導電性材料を介して前記パネル枠部材の側に
アースされるように構成されたことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に関し、詳しくは、画像を表示させる画像表示装置を
遊技盤に備え、遊技状況に応じた画像を画像表示装置に表示させる制御を行うように構成
された遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、上記のような遊技機、例えばパチンコ機として、パチンコ器の前面に設けられ
た球受け皿に滞留している遊技球が、遊技者による発射ハンドルの操作に応じて遊技盤上
に打ち出された後、遊技盤上の釘や風車等に導かれつつ盤面を流下して、遊技盤上に設け
られた各種入賞装置に入賞し、あるいは入賞装置には入賞せずに遊技盤下部のアウト口に
流入するように構成されたものがよく知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－２３６２１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記のようなパチンコ機には、液晶等で構成され遊技状況に応じた画像（例
えば図柄の変動表示）を表示させる液晶表示装置、液晶表示装置における画像の表示を制
御する液晶制御装置、液晶表示装置に電力を供給するインバータ基板などが設けられてい
る。インバータ基板は、液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの液晶部分を交流駆動さ
せてバックライトを発光させるために設けられているものであり、インバータ基板から液
晶表示パネルに向けて電力供給用ハーネスを介して高電流が供給される。このように、イ
ンバータ基板および電力供給用のハーネスには高電流が流れているため、強力なノイズを
発生する。液晶制御装置（液晶制御基板）がノイズを受けるとパチンコ機の誤作動の原因
となるため、上記液晶制御装置には、このようなノイズによる影響を受けないような対策
がなされている。
【０００４】
　このような対策として、従来から液晶制御装置の周囲をシールド部材（例えば、金属板
のような導電性部材）により覆ってシールドすることが行われている。そして、液晶制御
装置をシールドするシールド部材が、液晶表示装置の裏面側（液晶制御装置側）を構成し
アースされている金属板（バックライトを支持固定するための金属板）に接続されるよう
な構成をとることで、インバータ基板や電力供給用のハーネスからのノイズによりシール
ド部材に帯電した静電気が液晶表示装置を介してアースされるようになっていた。しかし
ながら、液晶表示装置の大きさは、例えば１２インチ程度のものから比較的大きい１７イ
ンチ程度のものまで遊技機によって様々であり、特に１２インチのような液晶表示装置の
大きさが比較的小さい場合には、シールド部材の液晶表示装置の後面側への取付スペース
の関係上、シールド部材が液晶表示装置の後面側に設置された液晶制御装置の周囲を覆い
つつ液晶表示装置の金属板を介してアースされるような構成をとることが難しい。
【０００５】
　以上のような課題に鑑みて、本発明では、液晶表示装置の大きさが比較的小さくても液
晶制御装置を覆うシールド部材が液晶表示装置を介してアースされるように工夫された遊



(3) JP 4743887 B2 2011.8.10

10

20

30

40

50

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】
　前記課題を解決するために本発明に係る遊技機（例えば、実施形態におけるパチンコ機
ＰＭ）は、立設配置された遊技盤と、遊技盤の裏面側に着脱自在に取り付けられた画像表
示装置（例えば、実施形態における画像制御基板アッセンブリ４０）とを備え、遊技状況
に応じた画像を画像表示装置に表示させる制御を行って遊技盤に形成された開口を介して
遊技盤の前面側から画像表示装置に表示される画像を目視可能に構成され、画像表示装置
が、画像を表示する液晶表示パネルを有する略平板状の液晶表示装置と、液晶表示装置の
後面側に設けられ液晶表示パネルにおける画像の表示を制御する液晶制御装置（例えば、
実施形態における液晶制御基板６１）とを有して構成され、液晶制御装置が、液晶制御基
板と、液晶制御基板の周囲を後方から覆う金属製の基板収容カバー（例えば、実施形態に
おけるシールド部材６０）と、液晶表示装置に取付可能であるとともに、液晶表示装置に
取り付けられた状態で基板収容カバーの後方から基板収容カバーを押付固定するカバー固
定部材（例えば、実施形態における基板収容ケース７０）とを有して構成され、液晶表示
装置が、前面に画像が表示される液晶表示パネルと、液晶表示パネルを液晶表示パネルの
後面側において受けて保持するパネル収納部材と、画像表示装置が遊技盤から取り外され
た状態でパネル収納部材に対して取付および取外可能に構成され、液晶表示パネルの前面
側から液晶表示パネルをパネル収納部材に嵌め合わせて保持する金属性のパネル枠部材と
を有して構成され、基板収容カバーがパネル枠部材に接続されて基板収容カバーからパネ
ル枠部材の側にアースされるように構成される。
【０００７】
　また、上記構成の遊技機において、パネル枠部材の縁部にパネル側フランジ部（例えば
、実施形態におけるフランジ部５４ａ）が一体形成され、基板収容カバーの縁部にパネル
側フランジ部に対向するカバー側フランジ部（例えば、実施形態におけるフランジ部６７
ａ）が一体形成され、基板収容カバーが、カバー固定部材により押し付けられた状態でカ
バー側フランジ部とパネル側フランジ部との間に設けられた弾力性のある導電性材料（例
えば、実施形態におけるクッション６８ａ）を介してパネル側フランジ部を押し付けて導
電性材料を介してパネル枠部材の側にアースされるように構成されるのが好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に関する遊技機によれば、液晶制御基板の周囲を後方から覆う金属製の基板収容
カバーに形成されたカバー側フランジ部が、液晶表示パネルを保持するパネル枠部材の縁
部に形成されたパネル側フランジ部を介してアースされるように構成されている。このた
め、従来よりも比較的大きさが小さい１２インチのような液晶表示装置であっても、基板
収容カバーが液晶表示装置の後面側の液晶制御基板の周囲を覆いつつ、基板収容カバー側
が液晶表示装置を介してアースされる構成をとることが可能である。
【０００９】
　また、本発明に係る遊技機では、画像表示装置が組み上げられた状態では、基板収容カ
バーが、カバー固定部材により押し付けられた状態で、カバー側フランジ部とパネル側フ
ランジ部との間に設けられた弾力性のある導電性材料を介してパネル側フランジ部を押し
付けるような構成となっているため、この導電性材料がクッションになることで、基板収
容カバーの押付によりパネル側フランジ部が傷付けられることがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る遊技機の好ましい実施形態について、図１乃至図９を参照しながら
詳細に説明する。なお、図１は上記遊技機の一例として説明するパチンコ機の外観正面図
で、図２は上記パチンコ機に設けられた遊技盤の背面図である。ここではまず、上記遊技
機の一例として説明するパチンコ機ＰＭの概要構成を図１および図２を参照して説明する
。
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【００１１】
　図１に示すように、このパチンコ機ＰＭは、外郭方形枠サイズに構成された縦向きの固
定保持枠をなす外枠１の開口前面に、これに合わせた方形枠サイズに構成されて開閉搭載
枠をなす前枠２が互いの左側縁部に配設された上下のヒンジ機構３ａ，３ｂにより横開き
開閉および着脱が可能に取り付けられ、常には右側縁部に設けられた施錠機構４を利用し
て外枠１に閉鎖施錠された状態で保持される。
【００１２】
　前枠２の各部には、パチンコ遊技を展開する遊技展開部材として、前枠２の前側面域に
合わせた方形状のガラス扉５および球皿６が正面左側部に設けられたヒンジ機構７ａ，７
ｂ，７ｃを利用して横開き開閉および着脱が可能に組付けられ、球皿６の右側下部には遊
技球の発射操作を行う操作ハンドル８が装備されている。前枠２の中央部から上部にかけ
て後方に突出する方形枠状の収容枠（図示せず）が前枠２と一体に形成されており、この
収容枠に所定のゲージ設定で構成された遊技盤１０が着脱可能にセット保持され、常には
閉鎖保持されるガラス扉５に遊技盤１０の正面の遊技領域ＰＡを臨ませている。
【００１３】
　なお、遊技盤１０は、板厚１９ｍｍ程度の積層合板を図示する所定形状に切断およびル
ーター加工して、その表面に所定意匠のセルを貼り付けた化粧板（ベニヤ板とも称される
）１１を基板として構成される。また、前枠２には、帯状の案内レール１２が円弧状に固
設され、この案内レール１２で囲まれた内側に上述の遊技領域ＰＡが区画される。
【００１４】
　遊技領域ＰＡには、多数本の遊技釘とともにランプ風車や一般風車等の風車２１、一般
入賞具や始動具並びに大入賞口を備えたアタッカー等の入賞具２２、遊技領域ＰＡの下端
には入賞具２２に入賞せずに落下した遊技球（「アウト球」という）を遊技盤１０の裏面
に排出させるアウト口２４が設けられている。各入賞具２２に落入した遊技球（「セーフ
球」という）は、これらの入賞具２２に設けられた入賞口スイッチおよび始動口スイッチ
により検出され、化粧板１１を貫通するセーフ球通路を通って遊技盤１０の裏面に排出さ
れる。また、アウト口２４に集められたアウト球は化粧板１１を貫通するアウト球通路孔
を通って遊技盤１０の裏面側に排出される。
【００１５】
　以上のように構成されたパチンコ機ＰＭは、前枠２、ガラス扉５および球皿６がともに
閉止され施錠された状態で遊技に供され、球皿６に遊技球を貯留させて操作ハンドル８を
回動操作することにより遊技が開始される。操作ハンドル８が回動操作されると、球皿６
に貯留された遊技球が打球発射装置により１球ずつ遊技盤１０の遊技領域ＰＡに打ち出さ
れ、以降パチンコゲームが展開される。
【００１６】
　遊技盤１０の裏面側には、パチンコ機ＰＭ全体の制御を行う主制御基板が収容された主
基板アッセンブリ３０や、画像表示画面２３に表示される画像の制御を行う画像制御基板
が収容された画像制御基板アッセンブリ４０が取り付けられている。
【００１７】
　遊技盤１０の中央部には画像制御基板アッセンブリ４０を取り付けるための開口１３が
形成されており、この開口１３を挟むように遊技盤１０の裏面側の左右縁部に画像アッセ
ンブリ取付部１４ａ，１４ｂが配設されている。画像制御基板アッセンブリ４０の左右両
側部の上下には合計４個の取付突起部５６，５６が形成されており、この取付突起部５６
，５６がネジ締結等で画像アッセンブリ取付部１４ａ，１４ｂに取り付けられて画像制御
基板アッセンブリ４０が遊技盤１０に固定される。画像制御基板アッセンブリ４０が遊技
盤１０に固定されると、この開口１３を介して遊技者が遊技盤１０の前面側から遊技の進
行状況に応じて所定の画像を表示させる画像表示画面２３を目視可能になっている。
【００１８】
　また、遊技盤１０の下部における裏面側の左右縁部には、主基板取付部１５ａ，１５ｂ
が配設されており、この主基板取付部１５ａ，１５ｂに主基板アッセンブリ３０が取り付
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けられている。なお、主基板取付部１５ａ，１５ｂは、画像アッセンブリ取付部１４ａ，
１４ｂよりも後方に突出するように形成されており、主基板アッセンブリ３０の上部が、
後面視において、画像制御基板アッセンブリ４０の下部を後方から覆うように遊技盤１０
に取り付けられる。
【００１９】
　次に、図３乃至図９を参照し、本発明の特徴部分である画像制御基板アッセンブリ４０
の詳細について説明する。なお、以降の説明においては、図４の状態を基準にして前後左
右、および、上下を定義する。
【００２０】
　画像制御基板アッセンブリ４０は、遊技盤１０の裏面に取り付けられたときに画像表示
画面２３となり画像を表示するための液晶表示パネル５２を有する正面視略矩形状の横長
型の液晶表示装置５０と、液晶表示装置５０の後面側に設けられ液晶表示パネル５２にお
ける画像の表示を制御する回路基板が収容されるシールド部材６０（図６参照）およびシ
ールド部材６０の後方に設置される基板収容ケース７０とで構成される。すなわち、本発
明に係る画像制御基板アッセンブリ４０は、取付突起部５６，５６，…がネジ締結等で画
像アッセンブリ取付部１４ａ，１４ｂ，…に取り付けられて遊技盤１０に固定され、この
画像制御基板アッセンブリ４０が遊技盤１０に取付固定された場合に、遊技盤１０の側か
ら順に後方に向かって、液晶表示装置５０、内部に液晶制御基板６１を収容するシールド
部材６０、内部に演出制御基板７１を収容する基板収容ケース７０からなる前後３段の３
段構成からなる。なお、液晶表示パネル５２の表示画面の対角線の長さは、１２インチと
なっている（必ずしもこの長さに限られない）。
【００２１】
　液晶表示装置５０は、図４に示すように、液晶表示パネル５２を液晶表示パネル５２の
後面側で受けて保持する正面視略矩形状のパネル収納部材５１と、このパネル収納部材５
１に収容され画像を液晶表示する正面視略矩形状の液晶表示パネル５２と、パネル収納部
材５１内において液晶表示パネル５２を保護するために液晶表示パネル５２の前面側に液
晶表示パネル５２に重ねて収容される正面視略矩形状の保護パネル５３と、液晶表示パネ
ル５２および保護パネル５３を前面側からパネル収納部材５１に嵌め合わせ、液晶表示パ
ネル５２および液晶表示パネル５２の前側に配置されている保護パネル５３を保持する矩
形フレーム状のパネル枠部材５４とを有して構成される。なお、パネル枠部材５４は、パ
ネル収納部材５１に対して取付および取外可能に構成されている。また、パネル枠部材５
４の上面には上方に突出して左右に延びるフランジ部５４ａが一体形成されている。なお
、パネル収納部材５１および保護パネル５３は、アクリル等を材質とする透明の樹脂を所
定の形状に成形したものからなり、パネル枠部材５４は、金属板を打抜および曲げ加工し
て所定の形状に成形したもので構成される。
【００２２】
　パネル収納部材５１の上下左右の縁部には、上述した取付突起部５６，５６，…が設け
られており、この取付突起部５６，５６，…に形成された取付孔に挿入されるビスにより
遊技盤１０に締結されている状態からビスを緩めることで、画像制御基板アッセンブリ４
０が遊技盤１０から取り外し可能となる。
【００２３】
　また、図７に示すように液晶表示パネル５２の後面側は、液晶表示パネル５２と同じ大
きさで略矩形状の板金５５（金属製の板材）によって一様に平坦に覆われており、パネル
収納部材５１は、この板金５５の後面側から液晶表示パネル５２を収容するようになって
いる。パネル収納部材５１が液晶表示パネル５２を収容した状態では、液晶表示パネル５
２の後面側が板金５５によって遮蔽されていることで、熱発生源である液晶制御基板６１
を収容するシールド部材６０の側で発生する熱が板金５５により強制的に冷却され、液晶
表示パネル５２の側への熱伝導が遮断されて、液晶表示パネル５２の過熱が抑制される。
【００２４】
　図６に示すように、シールド部材６０は、略直方体状の形状をなし前後に開口する開口
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が形成された金属製の箱部材で構成され、開口を液晶制御基板６１の側に向け液晶制御基
板６１をその後方から覆うようにしてパネル収納部材５１の後方に設置される。シールド
部材６０の左右側方であってパネル収納部材５１上には、シールド部材６０の奥行きとほ
ぼ同じ大きさの奥行きを有し、いずれも後面視略Ｌ字状の枠部６３，６３がパネル収納部
材５１に対して後方に突出形成されている。これら枠部６３，６３は、いずれもシールド
部材６０の下方に向けてその先端部が左右に対向するように延びており、シールド部材６
０の下方において左右の枠部６３，６３間が離間している。
【００２５】
　また、シールド部材６０の下方側側面には、この側面を貫通して略円形状の多数の吸気
孔６０ａが上下左右に並んで形成されている。一方、シールド部材６０の上方側側面には
、側面が一部切り欠かれて上下に開口しシールド部材６０内部の空気をその外部に排出可
能な排気部６０ｂが形成されている。このような構成の下、画像制御基板アッセンブリ４
０の外部から左右の枠部６３，６３の間を通して外気がシールド部材６０の側に取り入れ
られ、この空気がシールド部材６０の吸気孔６０ａからシールド部材６０の内部へと導入
されてシールド部材６０の内部を流れ、さらには排気部６０ｂおよび基板収容ケース７０
の上面に形成された排気口７４（図４参照）を介して外部へと排出される。
【００２６】
　図７に示すように、シールド部材６０の内部には、各々上下に延びて左右に並んだ複数
の放熱部６４ａを有するヒートシンク６４が設けられている。パネル収納部材５１のヒー
トシンク６４周辺は略矩形状に切り欠かれた開口５９が形成されていて、パネル収納部材
５１を液晶表示パネル５２の側に被せた場合に（図７に示すような状態からパネル収納部
材５１を板金５５を覆うように被せた場合に）、放熱部６４ａの前端部が板金５５に当接
することで、液晶制御基板６１で発生しヒートシンク６４を介して伝達される熱を板金５
５の側に効果的に逃がすことが可能である。すなわち、板金５５は液晶表示パネル５２を
衝撃から保護するだけではなく、ヒートシンクとしての役割をも有してしている。この板
金５５は、液晶表示パネル５２とほぼ同じ大きさを有しており、これよりも面積の小さい
金属の板材よりも熱容量が大きく、しかも他の材質（樹脂など）よりも熱伝導率の高い金
属を使用しているため、熱を逃がすという点で有効である。
【００２７】
　液晶制御基板６１は、シールド部材６０の内部であって上記のようなヒートシンク６４
の後方側に、ヒートシンク６４によりパネル収納部材５１の後面に対して所定長さ離間し
て設置されている。この液晶制御基板６１は、液晶表示パネル５２における３Ｄのグラフ
ィックスといった画像の表示を制御するためのものであり、ハーネス６６（図３および図
５参照）を介して基板収容ケース７０に収容され画像表示画面２３における遊技状況に応
じた演出の制御を行う演出制御基板７１に繋げられている。液晶制御基板６１上には、図
３および図５に示すように、フラッシュＲＯＭモジュール６１ａや、ＲＯＭチップ６１ｂ
が実装されている。フラッシュＲＯＭモジュール６１ａは、シールド部材６０の後面が切
り欠かれて形成された切欠部６０ｃにより外部から視認可能であり、ＲＯＭチップ６１ｂ
は、演出制御基板７１に開けられた孔７１ａにより外部から視認可能である。
【００２８】
　また、演出制御基板７１から基板収容ケース７０の前面に形成された配線用開口７０ａ
（図６参照）およびパネル収納部材５１の右側の枠部６３に形成された（後述するコネク
タ５２ａに対向するように形成された）配線用開口６３ａを貫通し、液晶表示装置５０の
側に延びるように引き回されているハーネス７８は、液晶表示パネル５２に画像を表示す
るための信号を供給する信号供給用のハーネスであり、その端部にコネクタ７９が設けら
れている。このコネクタ７９は、液晶表示パネル５２の後面側であって右側縁部に設けら
れ液晶表示パネル５２と電気的に繋がるコネクタ５２ａ（図７参照）に対して着脱可能で
あり、コネクタ７９をコネクタ５２ａに接続させた状態で、板金５５にパネル収納部材５
１が被せられる。また、パネル収納部材５１の前面側からハーネス７８を収納させること
が可能に前後に凹んだハーネス収容部６５が上下に延びて形成されている。
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【００２９】
　図６に示すように、基板収容ケース７０は、演出制御基板７１を演出制御基板７１の前
面で受容する受部材７２と、この受部材７２に被せられて受部材７２に固定される蓋部材
７３からなる２つの部材で構成される。蓋部材７３には、前方に凹んだ後面視略矩形状の
ハーネス受容部７５が蓋部材７３の右側側面を切り欠くように左右に延びて形成されてい
る。演出制御基板７１にコネクタ７１ｂ（図３参照）を介して接続され主基板アッセンブ
リ３０に繋がるハーネスを、このハーネス受容部７５に受容させることで、ハーネスが画
像制御基板アッセンブリ４０の後方に食み出さないようにすることができる。なお、基板
収容ケース７０の材質として、アクリル等を材質とする透明の樹脂を所定の形状に成形し
たものからなる。
【００３０】
　基板収容ケース７０の受部材７２の前面側における下端部には、シールド部材６０を囲
む枠部６３，６３の後面側に各々突出形成されて略Ｌ字状に延びる係止部６９，６９と係
合可能な係合部７６，７６が略Ｌ字状に突出形成されていて（図６では左右のうち右側の
係合部７６のみ示す）、係合部７６を係止部６９に係合させた状態で受部材７２を枠部６
３，６３にビス止めすることで、受部材７２を枠部６３，６３に対して固定することがで
きる。
【００３１】
　左右の枠部６３，６３のうち、左側の枠部６３は、パネル収納部材５１の後面側におい
て後方に突出し、図８に示すように突出している分だけその前面側が後方に凹んだ基板収
容部９０が形成されており、略矩形状のインバータ基板８２を収容可能である。この基板
収容部９０は、画像制御基板アッセンブリ４０の後方から視た場合には、後方に突出形成
されている前述した枠部６３の一部を構成している。インバータ基板８２は、電力供給用
のハーネス８４を介して演出制御基板７１と繋がっており、演出制御基板７１から電力の
供給を受ける。また、このインバータ基板８２からは、液晶表示パネル５２への電力供給
用のハーネス８３，８３が各々延びており、電力供給用のハーネス８３，８３を介して液
晶表示パネル５２に向けて電力を供給することで、液晶表示パネル５２に画像を表示させ
ることが可能である。電力供給用のハーネス８３は、液晶表示パネル５２の左端部に、引
き回し長さをなるべく短くするように接続されている。
【００３２】
　電力供給用のハーネス８３の引き回し長さを短く設定するのは以下の理由による。液晶
表示パネル５２の液晶部分を交流駆動させてバックライトを発光させるために、インバー
タ基板８２から液晶表示パネル５２に向けて高電流を供給させる必要がある。しかしなが
ら、インバータ基板８２と液晶表示パネル５２とを繋ぐ電力供給用のハーネス８３の長さ
を長く設定すると、漏電等による感電のおそれ、あるいは、電力供給用のハーネス８３か
ら発生する高周波ノイズが遊技盤１０の裏面に配置される主基板アッセンブリ３０内部の
制御基板等に入り込むことによる誤作動のおそれといったことが懸念される。このため、
電力供給用のハーネス８３の引き回し長さを、なるべく短く設定するのが望ましい。した
がって、基板収容部９０は、電力供給用のハーネス８３と液晶表示パネル５２との接続部
分に近いパネル収納部材５１の左側縁部に形成されている。
【００３３】
　基板収容部９０は、その一部が前後に延びる壁面９１によって左側および上下の一部が
囲まれており、さらに、右方に基板収容部９０の底面から後方に向けて湾曲する側面９５
が形成され、インバータ基板８２を壁面９１および側面９５で囲まれた空間内に収容させ
ることが可能である。基板収容部９０の底面には、底面から前方に突出して上下に延びる
スペーサ９４が形成されている。上下に延びる壁面９１の一部が切り欠かれて正面視略Ｕ
字状に前後に凹んだ取付凹部９２が形成されている。この取付凹部９２の略中央部には、
略円柱状の取付ボス９２ａが前方に突出形成されており、後述するインバータ取付板８１
を取付可能である。また、側面９５の一部には、前後に開口する正面視略矩形状の配線用
開口９３が形成されている。
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【００３４】
　パネル収納部材５１と同様にアクリル等からなる透明の樹脂を材質とするインバータ取
付板８１には、インバータ基板８２を取り付け可能である。インバータ取付板８１は、イ
ンバータ基板８２よりも上下左右に長さが長い略矩形状の板部材で構成されている。図８
に示すように、インバータ取付板８１には、その２箇所の隅部にインバータ基板８２を取
り付けた状態で係止可能な係止部８６，８６が設けられている。そして、係止部８６によ
り係止された状態で固定ねじ８５によりインバータ基板８２がインバータ取付板８１に取
付固定される。また、インバータ取付板８１の縁部からは、外方に突出する取付部８７が
設けられている。取付部８７の略中央部には上述の取付ボス９２ａに係合可能な略円形状
の係合孔８７ａが形成されている。インバータ取付板８１におけるインバータ基板８２が
取り付けられている面とが反対側の面には、インバータ取付板８１の長手方向に延びる（
一部幅方向に延びる）スペーサ８８が突出形成されている。
【００３５】
　パネル収納部材５１における基板収容部９０の外側であって下側の壁面９１の右端部の
上方には、前方に略円柱状に突出する取付部５１ａが形成されている。また、パネル枠部
材５４の左側側面の下部であって後端部から左方に取付部５４ｂが突出しており、この取
付部５４ｂの先端に前後に貫通する取付孔５４ｃが形成されている。取付孔５４ｃと取付
部５１ａとの位置が合うように液晶表示装置５０（パネル枠部材５４）を位置させた状態
で、図示しない取付ビスにより液晶表示装置５０をパネル収納部材５１に取付固定するこ
とができる。
【００３６】
　このような構成の下、インバータ基板８２を基板収容部９０に収容するには以下のよう
にして行う。まず図８に示すように、インバータ基板８２をインバータ取付板８１のスペ
ーサ８８が形成されていない側の面に取り付け固定する。このときインバータ取付板８１
の係止部８６により係止された状態で固定ねじ８５によりインバータ基板８２がインバー
タ取付板８１に取付固定される。図８に示すような状態からインバータ取付板８１を裏返
して（スペーサ８８の側を表にして）、インバータ取付板８１の取付部８７と取付凹部９
２との位置を合わせ、取付部８７に形成された係合孔８７ａを取付凹部９２の取付ボス９
２ａに差し込む。
【００３７】
　さらに、インバータ取付板８１の上から液晶表示装置５０を被せるようにして、パネル
枠部材５４に形成された取付孔５４ｃとパネル収納部材５１に形成された取付部５１ａと
を合わせて、液晶表示装置５０をパネル収納部材５１に取付固定する。この状態では、イ
ンバータ基板８２を取り付けたインバータ取付板８１がパネル収納部材５１と液晶表示パ
ネル５２の後面側の板金５５とにより挟持保持された状態でインバータ基板８２が基板収
容部９０に収容される。なお、インバータ取付板８１は、スペーサ８８およびスペーサ９
４により支持される。このようにして、インバータ基板８２が基板収容部９０内に収容さ
れた状態（図８において鎖線で示す）で、インバータ取付板８１が挟持保持される。なお
、ハーネス８４が配線用開口９３を通して演出制御基板７１の側に引き回され、演出制御
基板７１にコネクタ接続される。
【００３８】
　インバータ基板８２を基板収容部９０から取り外す場合には、上記の手順とは逆に、イ
ンバータ基板８２が基板収容部９０に収容されている状態で液晶表示装置５０をパネル収
納部材５１から取り外してパネル収納部材５１の前面を露出させ、取付ボス９２ａから係
合孔８７ａを抜くようにしてインバータ取付板８１をパネル収納部材５１から取り外す。
そして、ハーネス８４を演出制御基板７１から取り外して、配線用開口９３を通して抜き
出す。ハーネス８３，８４をインバータ基板８２から取り外し、固定ねじ８５を緩めてイ
ンバータ基板８２をインバータ取付板８１から分離させる。そして、新たなインバータ基
板８２をインバータ取付板８１に取り付ければ、上記のようにして新たなインバータ基板
８２を基板収容部９０内に設置することが可能である。
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【００３９】
　インバータ基板８２から液晶表示パネル５２に向けてハーネス８３を介して高電流が供
給されるが、インバータ基板８２およびハーネス８３には高電流が流れているため、強力
なノイズを発生させる。液晶制御基板６１がこのようなノイズの影響を受けると誤作動の
おそれがあるため、前述したような金属性のシールド部材６０が、ヒートシンク６４の後
方に設置された液晶制御基板６１を、それらの後方側から覆っている。
【００４０】
　シールド部材６０の上部および下部はいずれも上下に折り曲げられて、各々左右に延び
るフランジ部６７ａ，６７ｂを構成している。パネル収納部材５１には、左右に略矩形状
に延びて前後に開口する２箇所の開口５８，５８が形成されている。シールド部材６０は
、そのフランジ部６７ａ，６７ｂが開口５８，５８を通してパネル収納部材５１の前面に
引っ掛かるような状態で、液晶制御基板６１を覆っている。また、パネル枠部材５４はア
ースされており、その上面から一体に略Ｌ字状に上方に延びてフランジ部５４ａが形成さ
れている。シールド部材６０は、フランジ部６７ａの前面がフランジ部５４ａの後面に対
向するようにして配置されており、インバータ基板８２やハーネス８３からのノイズによ
りフランジ部６７ａに帯電した静電気がフランジ部５４ａの側にアースされるように構成
されている。
【００４１】
　パネル収納部材５１を液晶表示パネル５２に被せた場合に（図７に示すような状態から
パネル収納部材５１を板金５５を覆うように被せた場合に）、シールド部材６０の上下に
形成されたフランジ部６７ａ，６７ｂのうち、上方のフランジ部６７ａの前面に接着され
た断面略矩形状の弾力性のある導電性材料で構成されるクッション６８ａがフランジ部５
４ａの後面に当接する。また、下方のフランジ部６７ｂの前面に接着された同じく断面略
矩形状の弾力性のある導電性材料で構成されるクッション６８ｂが板金５５に当接する。
これにより、フランジ部６７ａがクッション６８ａを介してフランジ部５４ａに接続され
てアースされ、フランジ部６７ｂがクッション６８ｂを介して板金５５に接続されてアー
スされる。弾力性のある導電性材料としては、例えばウレタンスポンジ等の弾性材料の表
面に、縞状もしくは網目状に銅メッキとニッケルメッキの積層体からなる金属箔を設けた
ものが好ましい。
【００４２】
　受部材７２が演出制御基板７１を受容した状態で蓋部材７３を受部材７２に被せて４個
のビス７７，７７，…（図５参照）により４箇所でビス止めすることで、蓋部材７３が受
部材７２に装着され演出制御基板７１が基板収容ケース７０内に収容される。蓋部材７３
の受部材７２へのビス止めとともに、受部材７２の前面によりシールド部材６０の後面が
板金５５側に押され、シールド部材６０のフランジ部６７ａの前面側に接着されているク
ッション６８ａがフランジ部５４ａの後面に押し付けられ、また、フランジ部６７ｂの前
面側に接着されているクッション６８ｂが板金５５に押し付けられる。このようにシール
ド部材６０と液晶表示装置５０との間には弾力性のあるクッション６８ａ，６８ｂが介在
しているため、シールド部材６０の押付によりフランジ部５４ａの後面や板金５５が傷付
けられることがない。
【００４３】
　ここで、本発明において達成される効果をまとめると下記のようになる。すなわち、本
発明に係る遊技機においては、液晶制御基板の周囲を後方から覆う金属製の基板収容カバ
ーに形成されたカバー側フランジ部が、液晶表示パネルを保持するパネル枠部材の縁部に
形成されたパネル側フランジ部を介してアースされるように構成されている。このため、
従来よりも比較的大きさが小さい１２インチのような液晶表示装置であっても、基板収容
カバーが液晶表示装置の後面側の液晶制御基板の周囲を覆いつつ、基板収容カバー側が液
晶表示装置を介してアースされる構成をとることが可能である。
【００４４】
　また、本発明に係る遊技機では、画像表示装置が組み上げられた状態では、基板収容カ
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バーが、カバー固定部材により押し付けられた状態で、カバー側フランジ部とパネル側フ
ランジ部との間に設けられた弾力性のある導電性材料を介してパネル側フランジ部を押し
付けるような構成となっているため、この導電性材料がクッションになることで、基板収
容カバーの押付によりパネル側フランジ部が傷付けられることがない。
【００４５】
　なお、これまで本発明の好ましい実施形態について説明してきたが、本発明の範囲は上
述の実施形態に限定されるものではない。上記の実施例では、パチンコ機ＰＭを例に画像
制御基板アッセンブリ４０が搭載された遊技機の説明を行ったが、パチンコ機ＰＭは遊技
機の一例であって、当該遊技機はパチンコ機に限られずスロットマシンであってもよい。
この場合、画像を表示させる画像表示装置は、例えば、回転可能な複数個の回胴リールを
液晶表示させるような装置等で構成される。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明に係る遊技機の一例として示すパチンコ機の正面図である。
【図２】上記パチンコ機に設けられた遊技盤の背面図である。
【図３】画像表示装置を上記遊技盤から取り外して示す背面図である。
【図４】上記画像表示装置を構成する液晶表示装置を示す斜視図である。
【図５】上記画像表示装置の背面側を示す斜視図である。
【図６】上記画像表示装置を分解して示す斜視図である。
【図７】上記液晶表示装置を構成するパネル収納部材を上記液晶表示装置から取り外して
示す斜視図である。
【図８】基板収容部周辺およびインバータ基板を示す斜視図である。
【図９】シールド部材が導電性のクッションを押し付ける様子を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４７】
ＰＭ　パチンコ機（遊技機）
１　外枠
２　前枠
１０　遊技盤
１３　開口
１４ａ　画像アッセンブリ取付部
１４ｂ　画像アッセンブリ取付部
４０　画像制御基板アッセンブリ（画像表示装置）
５０　液晶表示装置
５１　パネル収納部材
５２　液晶表示パネル
５２ａ　コネクタ
５３　保護パネル
５４　パネル枠部材
５４ａ　フランジ部（パネル側フランジ部）
５５　板金
５６　取付突起部
５８　開口
５９　開口
６０　シールド部材（基板収容カバー）
６１　液晶制御基板（液晶制御装置）
６３　枠部
６３ａ　配線用開口
６４　ヒートシンク
６５　ハーネス収容部
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６７ａ，６７ｂ　フランジ部（カバー側フランジ部）
６８ａ，６８ｂ　クッション（導電性材料）
７０　基板収容ケース（カバー固定部材）
７１　演出制御基板
７２　受部材
７３　蓋部材
７５　ハーネス受容部
７６　係合部
７８　ハーネス
７９　コネクタ
８１　インバータ取付板
８２　インバータ基板
８３　ハーネス
８４　ハーネス
８５　取付ビス
８６　係止部
８７　取付部
８８　スペーサ
９０　基板収容部
９１　壁面
９２　取付凹部
９３　配線用開口
９４　スペーサ

【図１】 【図２】
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