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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が転動することが可能な遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技盤の遊技領域内に発射される遊技球を貯留する球受け皿と、
　前記遊技盤の遊技領域内を転動する遊技球が入賞することが可能な始動口と、
　前記遊技盤の遊技領域内を転動する遊技球が入賞することが可能な開放状態および入賞
することが不能な閉鎖状態相互間で切換えられる可変入賞口と、
　遊技球が前記始動口に入賞することに基づいて前記可変入賞口を開放状態にする大当り
であるか否かを判定するメイン制御回路と、
　遊技球が前記可変入賞口に入賞することに基づいて遊技球を賞品として前記球受け皿内
に払出す払出制御回路と、
　前記遊技盤を支持する支持枠と、
　前記支持枠に設けられ、遊技者とは反対側である前記支持枠の後方に配置されたもので
あって後面が開口するユニットケースと、
　前記ユニットケースの内部に設けられ、後面が開口する通路状の配線収納室と、
　前記ユニットケースの内部に前記配線収納室の外部に位置して設けられ、前記配線収納
室の長手方向の一方側に配置されたものであって前記ユニットケースの外部の第１の電気
部品に配線された第１の基板と、
　前記第１の基板に搭載された第１のコネクタと、
　前記ユニットケースの内部に前記配線収納室の外部に位置して設けられ、前記配線収納
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室の長手方向の他方側に配置されたものであって前記ユニットケースの外部の第２の電気
部品に配線された第２の基板と、
　前記第２の基板に搭載された第２のコネクタと、
　前記ユニットケースの配線収納室内に設けられ、前記第１の基板の第１のコネクタおよ
び前記第２の基板の第２のコネクタのそれぞれに接続されたものであって前記第１の基板
および前記第２の基板相互間を電気的に接続する配線と、
　前記ユニットケースに設けられ、内部を視覚的に認識することが可能な透明な中空状の
基板ボックスと、
　前記基板ボックスの内部に設けられ、前記メイン制御回路および前記払出制御回路の一
方が搭載または前記メイン制御回路および前記払出制御回路の双方が搭載された制御基板
と、
　前記ユニットケースの後面を閉鎖する閉鎖状態および前記ユニットケースの後面を開放
する開放状態相互間で操作可能なものであって、前記基板ボックスと前記第１の基板と前
記第２の基板のそれぞれを閉鎖状態で後方から覆うユニットカバーを備え、
　前記基板ボックスは、
　前記ユニットカバーの開放状態で前記基板ボックスの外部から前記制御基板の前面を視
覚的に認識することが可能な開放状態および前記ユニットカバーの開放状態で前記基板ボ
ックスの外部から前記制御基板の後面を視覚的に認識することが可能な閉鎖状態相互間で
回動可能にされたものであって、当該閉鎖状態で前記配線収納室の後面を前記配線収納室
の後面から前記配線が脱落することを防止するように閉鎖するものであることを特徴とす
るパチンコ遊技機。
【請求項２】
　前記基板ボックスの前面は、前記基板ボックスの閉鎖状態で前記配線収納室の後端面に
接触するものであり、
　前記ユニットカバーには、前記基板ボックスの前面および前記配線収納室の後端面相互
間の接触面を前記ユニットカバーの外部に露出させる開口部が形成されていることを特徴
とする請求項１に記載のパチンコ遊技機。
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数の基板のそれぞれが共通のユニットケース内に収納された構成のパチンコ
遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機には制御基板と第１の基板と第２の基板のそれぞれを共通のユニットケ
ース内に収納した構成のものがある。このユニットケースは後面が開口するものであり、
ユニットケースには制御基板と第１の基板と第２の基板のそれぞれを後方から覆うユニッ
トカバーが着脱可能に装着されている。第１の基板および第２の基板のそれぞれはコネク
タが搭載されたものであり、第１の基板のコネクタおよび第２の基板のコネクタ相互間は
配線を介して電気的に接続されている。これら第１の基板および第２の基板のそれぞれは
ユニットケースの外部の電気部品に接続されており、一方の電気部品から送信された信号
は第１の基板と配線と第２の基板のそれぞれを経由して他方の電気部品に送信される。
【特許文献１】特開２００７－５４１１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記パチンコ遊技機の場合には制御基板に遊技動作を制御する制御回路が搭載されてお
り、不正行為者が制御基板に触れることを防止するために制御基板が中空状の基板ボック
ス内に収納されている。この基板ボックスは制御基板の前面および後面のそれぞれをユニ
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ットカバーの取外し状態で基板ボックスの外部から目視で確認可能とするために透明にさ
れており、制御基板の前面および後面のそれぞれを基板ボックスの外部から目視で容易に
確認可能とするためには基板ボックスが回動可能であることが好ましい。しかしながら、
基板ボックスを回動可能とした場合には基板ボックスをユニットケースに向けて回動操作
するときにユニットケースおよび基板ボックス相互間で配線を挟んでしまう虞がある。
【０００４】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、基板ボックスをユニットケースに向け
て回動操作するときにユニットケースおよび基板ボックス相互間で配線を挟んでしまうこ
とを防止できるパチンコ遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
１．請求項１記載のパチンコ遊技機の説明
　請求項１記載のパチンコ遊技機は［１］遊技盤～［１７］ユニットカバーを備え、［１
５］基板ボックスが［１８］の機能を備えているところに特徴を有する。
［１］遊技盤は遊技球が転動することが可能な遊技領域を有するものである。図３の符号
１８は遊技盤に相当し、図３の符号２３は遊技領域に相当する。
［２］球受け皿は遊技盤の遊技領域内に発射される遊技球を貯留するものであり、図１の
上皿１１は球受け皿に相当する。
［３］始動口は遊技盤の遊技領域内を転動する遊技球が入賞することが可能なものであり
、図３の符号２６は始動口に相当する。
［４］可変入賞口は遊技盤の遊技領域内を転動する遊技球が入賞することが可能な開放状
態および入賞することが不能な閉鎖状態相互間で切換えられるものであり、図２の特別入
賞口２７は可変入賞口に相当する。
［５］メイン制御回路は遊技球が始動口に入賞することに基づいて可変入賞口を開放状態
にする大当りであるか否かを判定するものである。
［６］払出制御回路は遊技球が可変入賞口に入賞することに基づいて遊技球を賞品として
球受け皿内に払出すものである。
［７］支持枠は遊技盤を支持するものであり、図２の中枠２は支持枠に相当する。
［８］ユニットケースは支持枠に設けられたものである。このユニットケースは遊技者と
は反対側である支持枠の後方に配置されたものであり、後面が開口している。図５の前ケ
ース５１はユニットケースに相当する。
［９］配線収納室はユニットケースの内部に設けられたものであり、後面が開口する通路
状をなしている。図５の横配線収納室８７は配線収納室に相当する。
［１０］第１の基板はユニットケースの内部に配線収納室の外部に位置して設けられたも
のである。この第１の基板は配線収納室の長手方向の一方側に配置されたものであり、ユ
ニットケースの外部の第１の電気部品に配線されている。図９の枠中継基板８１は第１の
基板に相当するものであり、メイン制御回路に配線されている。このメイン制御回路は第
１の電気部品に相当するものであり、ユニットケース５１の外部に配置されている。
［１１］第１のコネクタは第１の基板に搭載されたものであり、図９の後コネクタ８２は
第１のコネクタに相当する。
［１２］第２の基板はユニットケースの内部に配線収納室の外部に位置して設けられたも
のである。この第２の基板は配線収納室の長手方向の他方側に配置されたものであり、ユ
ニットケースの外部の第２の電気部品に配線されている。図９の外部端子基板９４は第２
の基板に相当するものであり、ホールコンピュータに配線されている。このホールコンピ
ュータは第２の電気部品に相当するものであり、ユニットケース５１の外部に配置されて
いる。
［１３］第２のコネクタは第２の基板に搭載されたものであり、図９のコネクタ９６は第
２のコネクタに相当する。
［１４］配線はユニットケースの配線収納室内に設けられたものである、この配線は第１
の基板の第１のコネクタおよび第２の基板の第２のコネクタのそれぞれに接続されたもの
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であり、第１の基板および第２の基板相互間は配線を介して電気的に接続されている。図
９の符号１０２は配線に相当する。
［１５］基板ボックスはユニットケースに設けられたものであり、内部を視覚的に認識す
ることが可能な透明な中空状をなしている。図５の符号１１５は基板ボックスに相当する
ものである。
［１６］制御基板は基板ボックスの内部に設けられたものであり、メイン制御回路および
払出制御回路の一方が搭載またはメイン制御回路および払出制御回路の双方が搭載された
ものである。図６の払出制御基板１０７は制御基板に相当する。
［１７］ユニットカバーはユニットケースの後面を閉鎖する閉鎖状態およびユニットケー
スの後面を開放する開放状態相互間で操作可能なものであり、基板ボックスと第１の基板
と第２の基板のそれぞれを閉鎖状態で後方から覆うものである。図５の後ケース１３１は
ユニットカバーに相当する。
［１８］基板ボックスはユニットケースに開放状態および閉鎖状態相互間で回動可能に設
けられている。この基板ボックスの開放状態とはユニットカバーの開放状態で基板ボック
スの外部から制御基板の前面を視覚的に認識することが可能な状態であり、基板ボックス
の閉鎖状態とはユニットカバーの開放状態で基板ボックスの外部から制御基板の後面を視
覚的に認識することが可能な状態であり、作業者はユニットカバーの開放状態で基板ボッ
クスを回動操作することに基づいて基板ボックスの外部から制御基板の前面および後面の
それぞれを目視で確認することができる。この基板ボックスを開放状態から閉鎖状態に回
動操作する場合には配線が配線収納室内に収納されているので、ユニットケースおよび基
板ボックス相互間で配線を挟んでしまうことを防止できる。しかも、基板ボックスが閉鎖
状態で配線収納室の後面を閉鎖するので、配線が配線収納室の後面から脱落することを防
止できる。
２．請求項２記載のパチンコ遊技機の説明
　請求項２記載のパチンコ遊技機は開口部を備えたところに特徴を有する。この開口部は
ユニットカバーに設けられたものであり、基板ボックスの閉鎖状態で基板ボックスの前面
および配線収納室の後端面相互間の接触面をユニットカバーの外部に露出させる。このた
め、基板ボックスを開放状態から閉鎖状態に回動操作する場合に配線収納室内の配線が基
板ボックスおよび配線収納室相互間に挟まったときには配線が開口部を通してユニットカ
バーの外部に直接的に露出するので、配線が挟まったことをユニットカバーの閉鎖状態で
認識して修正できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
【実施例１】
【０００７】
　外枠１は、図１に示すように、複数の木材を前後面が開口する四角筒状に相互に接合す
ることから構成されたものであり、外枠１の前方には中枠２が水平な上ヒンジ３および水
平な下ヒンジ４のそれぞれを介して装着されている。この中枠２は、図２に示すように、
上下方向へ指向する軸５を中心に外枠１に対して回動操作可能にされたものであり、中枠
２の下端部には垂直な台板部６が形成されている。この中枠２は外枠１の前面を覆う閉鎖
状態および外枠１の前面を開放する開放状態相互間で軸５を中心に回動操作されるもので
あり、中枠ロック機構を介して閉鎖状態にロックされている。この中枠ロック機構は中枠
２の閉鎖状態で前方から操作可能な操作子を有するものであり、操作子が操作されること
に基づいて中枠２をロック解除する。
【０００８】
　中枠２には、図１に示すように、中枠２の前方に位置して前面扉７が装着されている。
この前面扉７は中枠２の前面を閉鎖する閉鎖状態および中枠２の前面を開放する開放状態
相互間で中枠２と共通の軸５を中心に回動操作可能にされたものであり、前面扉ロック機
構を介して閉鎖状態にロックされている。この前面扉７は円形状の貫通孔８を有するもの
であり、貫通孔８の内周面には透明なガラス製の窓９が固定されている。中枠２には中枠
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２の前方に位置して垂直な上皿板１０が装着されている。この上皿板１０は中枠２の前面
を閉鎖する閉鎖状態および中枠２の前面を開放する開放状態相互間で中枠２と共通の軸５
を中心に回動操作可能にされたものであり、上皿ロック機構を介して閉鎖状態にロックさ
れている。この上皿板１０は前面扉７の下方に配置されたものであり、上皿板１０には上
皿１１が固定されている。この上皿１１は上面が開口する容器状をなすものであり、中枠
２の台板部６には、図２に示すように、上皿１１の後方に位置して払出口１２が形成され
ている。この払出口１２は遊技球を上皿１１内に賞品として払出すものであり、払出口１
２から上皿１１内に払出された遊技球は上皿１１内に貯留される。
【０００９】
　中枠２には、図１に示すように、上皿板１０の下方に位置して垂直な下皿板１３が固定
されており、下皿板１３には下皿１４が固定されている。この下皿１４は上皿１１内から
溢れた遊技球を貯留するものであり、上面が開口する容器状をなしている。この下皿板１
３には下皿１４の右方に位置してハンドル台１５が固定されており、ハンドル台１５には
ハンドル１６が装着されている。このハンドル１６は前後方向へ指向する軸を中心に回動
操作可能にされたものであり、ハンドル１６が予め決められた初期位置から図１の時計回
り方向へ回動操作されたときには発射ソレノイドに駆動電源が与えられる。この発射ソレ
ノイドの出力軸には打球槌が連結されている。これら発射ソレノイドおよび打球槌のそれ
ぞれは中枠２の台板部６に装着されたものであり、発射ソレノイドは駆動電源が与えられ
ることに基づいて打球槌を待機位置および打球位置相互間で往復的に移動操作する。この
打球槌は上皿１１内から遊技球が１個単位で移送されるものであり、上皿１１内から打球
槌に移送された遊技球は打球槌が待機位置から打球位置へ移動することに基づいて打球槌
によって叩かれる。
【００１０】
　中枠２には、図２に示すように、台板部６の上方に位置して遊技盤収納部１７が形成さ
れている。この遊技盤収納部１７は前面および後面のそれぞれが開口する角筒状をなすも
のであり、前面扉７の後方に配置されている。この遊技盤収納部１７の内周面には、図３
に示すように、垂直な板状の遊技盤１８が嵌合されている。この遊技盤１８には外レール
１９と内レール２０と球止めゴム２１のそれぞれが固定されている。これら外レール１９
および内レール２０のそれぞれは円弧状の金属板から構成されたものであり、球止めゴム
２１は外レール１９および内レール２０相互間の隙間を塞ぐゴムから構成されている。
【００１１】
　遊技盤１８には、図３に示すように、発射通路２２および遊技領域２３が形成されてい
る。発射通路２２は外レール１９および内レール２０相互間に位置する円弧状の隙間を称
するものであり、遊技領域２３は外レール１９と内レール２０と球止めゴム２１で囲まれ
た領域のうち発射通路２２を除く円形状の領域を称するものであり、打球槌が弾いた遊技
球は発射通路２２を通して遊技領域２３内に放出される。この遊技領域２３内には複数の
障害釘２４が固定されており、発射通路２２から遊技領域２３内に放出された遊技球は障
害釘２４に当りながら遊技領域２３内を落下する。これら発射通路２２および遊技領域２
３のそれぞれは前面扉７の閉鎖状態で前方から窓９を通して視覚的に認識可能にされたも
のであり、遊技領域２３は遊技球が転動することが可能な転動領域に相当する。
【００１２】
　遊技盤１８には、図３に示すように、遊技領域２３内に位置して複数の普通入賞口２５
が固定されている。これら複数の普通入賞口２５のそれぞれは上面が開口するポケット状
をなすものであり、遊技領域２３内を転動する遊技球は複数の普通入賞口２５内のそれぞ
れに上面から入賞可能にされている。これら複数の普通入賞口２５のそれぞれには入賞口
樋が接続されている。これら複数の入賞口樋のそれぞれは遊技盤１８を前後方向に貫通す
るものであり、複数の普通入賞口２５内のそれぞれに入賞した遊技球は入賞口樋を通して
遊技盤１８の後方に排出される。これら複数の普通入賞口２５内のそれぞれには近接スイ
ッチからなる入賞口センサが固定されており、複数の入賞口センサのそれぞれは遊技球が
普通入賞口２５内に入賞したことを検出して入賞信号を出力する。
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【００１３】
　遊技盤１８には、図３に示すように、遊技領域２３内に位置して始動口２６が固定され
ている。この始動口２６は上面が開口するポケット状をなすものであり、遊技領域２３内
を転動する遊技球は始動口２６内に上面から入賞可能にされている。この始動口２６には
始動口樋が接続されている。この始動口樋は遊技盤１８を前後方向に貫通するものであり
、始動口２６内に入賞した遊技球は始動口樋を通して遊技盤１８の後方に排出される。こ
の始動口２６内には近接スイッチからなる始動口センサが固定されており、始動口センサ
は遊技球が始動口２６内に入賞したことを検出して始動信号を出力する。
【００１４】
　複数の入賞口センサおよび始動口センサのそれぞれはメイン制御回路に接続されている
。このメイン制御回路はマイクロコンピュータを主体に構成されたものであり、予め決め
られた一定時間（例えば４ｍｓｅｃ）が経過する毎に予め決められた一定値（例えば１）
を大当りカウンタに加算する。この大当りカウンタは大当りであるか否かを判定するため
のものであり、予め決められた下限値（例えば０）から予め決められた上限値（例えば１
００）に加算された後に下限値に戻して循環的に加算される。このメイン制御回路は始動
信号を検出することに基づいて大当りカウンタの加算結果を検出するものであり、大当り
カウンタの検出結果が予め決められた大当り値（例えば７）と同一であると判断すること
に基づいて大当りであると判定し、大当りカウンタの検出結果が大当り値と同一でないと
判断することに基づいて外れであると判定する。このメイン制御回路にはマイクロコンピ
ュータを主体に構成された表示制御回路が接続されており、メイン制御回路は大当りであ
ると判定したときには表示制御回路に大当りコマンドを送信し、外れであると判定したと
きには表示制御回路に外れコマンドを送信する。
【００１５】
　遊技盤１８には、図３に示すように、遊技領域２３内に位置して特別入賞口２７が固定
されている。この特別入賞口２７は前面が開口する横長な箱状をなすものであり、特別入
賞口２７には扉２８が水平な軸２９を中心に回動可能に装着されている。この扉２８は特
別入賞口ソレノイドの出力軸に連結されており、特別入賞口ソレノイドの電気的なオフ状
態で垂直な閉鎖状態になることに基づいて特別入賞口２７の前面を遊技球が入賞不能に閉
鎖する。この扉２８は特別入賞口ソレノイドの電気的なオン状態で前方へ水平に倒れた開
放状態に回動するものであり、扉２８の開放状態では遊技領域２３内を転動する遊技球が
扉２８に乗って特別入賞口２７内に入賞することが許容される。この特別入賞口２７には
特別入賞口樋が接続されている。この特別入賞口樋は遊技盤１８を前後方向に貫通するも
のであり、特別入賞口２７内に入賞した遊技球は特別入賞口樋を通して遊技盤１８の後方
に排出される。
【００１６】
　メイン制御回路には特別入賞口ソレノイドが接続されており、メイン制御回路は大当り
であると判定したときには特別入賞口ソレノイドを電気的にオンすることに基づいて特別
入賞口２７を開放し、外れであると判定したときには特別入賞口ソレノイドを電気的にオ
ンせずに特別入賞口２７を閉鎖する。この特別入賞口２７内には近接スイッチからなる特
別入賞口センサが固定されており、特別入賞口センサは遊技球が特別入賞口２７内に入賞
したことを検出して特別入賞信号を出力する。この特別入賞口センサはメイン制御回路に
接続されており、メイン制御回路は特別入賞口センサから出力される特別入賞信号に基づ
いて特別入賞口２７内に予め決められた一定個数の遊技球が入賞したと判断したときには
特別入賞口ソレノイドを電気的なオン状態から電気的なオフ状態に切換えることに基づい
て特別入賞口２７を閉鎖する。このメイン制御回路にはマイクロコンピュータを主体に構
成された払出制御回路が接続されており、メイン制御回路は入賞口センサから入賞信号が
出力されたと判断した場合と始動口センサから始動信号が出力されたと判断した場合と特
別入賞口センサから特別入賞信号が出力されたと判断した場合のそれぞれには払出制御回
路に賞球コマンドを送信する。
【００１７】
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　遊技盤１８には、図３に示すように、内レール２０の最低部に位置してアウト口３０が
形成されている。このアウト口３０は遊技盤１８を前後方向に貫通する貫通孔からなるも
のであり、４個の普通入賞口２５と１個の始動口２６と１個の特別入賞口２７のいずれに
も入賞しなかった遊技球は内レール２０に沿って転動することに基づいてアウト口３０内
に進入する。このアウト口３０にはアウト口樋が接続されている。このアウト口樋は遊技
盤１８を前後方向に貫通するものであり、アウト口３０内に進入した遊技球はアウト口樋
を通して遊技盤１８の後方に排出される。
【００１８】
　遊技盤１８には、図３に示すように、装飾枠３１が固定されており、装飾枠３１には図
柄表示器３２が固定されている。この図柄表示器３２は液晶表示器からなるものであり、
表示制御回路に接続されている。この表示制御回路は図柄表示器３２の表示内容を制御す
るものであり、大当りコマンドおよび外れコマンドのそれぞれを受信することに基づいて
図柄表示器３２に図柄遊技の映像を表示開始する。この図柄遊技の映像は左列の図柄要素
と中列の図柄要素と右列の図柄要素のそれぞれを変動状態および変動停止状態で順に表示
するものであり、表示制御回路は大当りコマンドを受信したときには左列の図柄要素～右
列の図柄要素が相互に同一な大当りの組合せとなるように左列の図柄要素～右列の図柄要
素のそれぞれを変動停止させ、外れコマンドを受信したときには左列の図柄要素～右列の
図柄要素が相互に同一ではない外れの組合せとなるように左列の図柄要素～右列の図柄要
素のそれぞれを変動停止させる。
【００１９】
　前面扉７には、図１に示すように、窓９の左下部および右下部のそれぞれに位置してス
ピーカカバー３３が固定されている。これら両スピーカカバー３３のそれぞれは網状をな
すものであり、前面扉７には両スピーカカバー３３のそれぞれの後方に位置してスピーカ
が固定されている。これら両スピーカのそれぞれはマイクロコンピュータを主体に構成さ
れた音制御回路に接続されている。この音制御回路は両スピーカのそれぞれを駆動制御す
るものであり、図柄表示器３２に図柄遊技の映像が表示されている図柄遊技中に両スピー
カのそれぞれから予め決められた効果音を出力する。
【００２０】
　上皿１１には、図１に示すように、左側部および右側部のそれぞれに位置して２個のレ
ンズ３４が固定されている。これら複数のレンズ３４のそれぞれは有色透明な合成樹脂か
らなるものであり、上皿板１０には複数のレンズ３４のそれぞれの後方に位置して電飾Ｌ
ＥＤが固定されている。これら複数の電飾ＬＥＤのそれぞれはマイクロコンピュータを主
体に構成された電飾制御回路に接続されている。この電飾制御回路は複数の電飾ＬＥＤの
それぞれを駆動制御するものであり、図柄遊技中に複数の電飾ＬＥＤのそれぞれを予め決
められたパターンで点滅させることに基づいて複数のレンズ３４のそれぞれを後方から照
明する。
【００２１】
　中枠２には、図２に示すように、中枠２の後方に位置して球タンク３５が固定されてい
る。この球タンク３５は上面が開口する容器状をなすものであり、中枠２の上端部に配置
されている。この球タンク３５はパチンコホールの球補給装置から遊技球が供給されるも
のであり、図４に示すように、タンクレール３６を有している。このタンクレール３６は
右から左に向けて下降する傾斜状をなすものであり、球タンク３５内の遊技球はタンクレ
ール３６に沿って右から左に向けて転動することが可能にされている。このタンクレール
３６は球タンク３５の底板を称している。
【００２２】
　中枠２には、図４に示すように、中枠２の後方に位置して払出ケース３７が固定されて
いる。この払出しケース３７は上下方向へ指向する四角筒状をなすものであり、払出ケー
ス３７の内部には上下方向の中央部に位置して払出機構３８が装着されている。この払出
機構３８はステッピングモータからなる払出モータを駆動源とするものであり、払出ケー
ス３７の内部には払出機構３８の上方に位置して上球通路が形成されている。この上球通
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路は上面および下面のそれぞれが開口する縦長な通路状をなすものであり、上球通路の上
面の入口はタンクレール３６の左端部に接続されている。この上球通路は遊技球が一列に
通過することが可能な大きさを有するものであり、上球通路内にはタンクレール３６を通
して遊技球が供給される。払出機構３８は払出モータの電気的なオフ状態で上球通路内の
遊技球を落下不能に支えるものであり、払出モータの電気的なオン状態では上球通路内の
遊技球が上球通路の下面の出口から落下する。
【００２３】
　払出ケース３７の内部には払出機構３８の下方に位置して下球通路が形成されている。
この下球通路は上面および下面のそれぞれが開口する縦長な通路状をなすものであり、下
球通路の下面の出口は中枠２の払出口１２に接続されている。この下球通路の上面の入口
は上球通路の出口に接続されており、払出モータの電気的なオン状態では上球通路の出口
から落下した遊技球が下球通路から払出口１２を通して上皿１１内に払出される。この払
出モータは払出制御回路に接続されており、メイン制御回路から払出制御回路に賞球コマ
ンドが送信されたときには払出制御回路が払出モータを賞球コマンドの受信結果に基づい
て駆動制御することで上皿１１内に賞球コマンドの受信結果に応じた個数の遊技球を賞品
として払出す。
【００２４】
　払出ケース３７の内部には球抜き通路が形成されている。この球抜き通路は上面および
下面のそれぞれが開口する縦長な通路状をなすものであり、球抜き通路の上面の入口は上
球通路に球払出機構３８より上方で接続され、球抜き通路の下面の出口は払出ケース３７
の外部に下方に向けて開口している。この払出ケース３７にはシャッタが装着されている
。このシャッタはシャッタに操作力が作用していない非操作状態で閉鎖状態に移動するも
のであり、シャッタの閉鎖状態ではシャッタが球抜き通路を遊技球が落下不能に閉鎖する
。このシャッタはシャッタに操作力が作用した操作状態で開放状態に移動するものであり
、シャッタの開放状態ではシャッタが球抜き通路を開放する。このシャッタは払出ケース
３７の外部から手指で操作さるものであり、球抜き通路の開放状態では遊技球が上球通路
から球抜き通路の入口に進入し、球抜き通路に沿って落下した後に球抜き通路の出口から
下方に向けて排出される。
【００２５】
　遊技盤１８には、図４に示すように、遊技盤１８の後方に位置してメイン基板ボックス
３９と表示基板ボックス４０と音電飾基板ボックス４１のそれぞれが着脱可能に固定され
ており、メイン基板ボックス３９と表示基板ボックス４０と音電飾基板ボックス４１のそ
れぞれには後方から共通のセンタカバーが被せられている。このセンタカバーはメイン基
板ボックス３９と表示基板ボックス４０と音電飾基板ボックス４１のそれぞれを後方から
視覚的に認識可能に覆う透明なものであり、遊技盤１８に着脱可能に固定されている。こ
れらメイン基板ボックス３９と表示基板ボックス４０と音電飾基板ボックス４１のそれぞ
れは前面が開口する容器状の基板カバーおよび基板カバーの前面を閉鎖する垂直な板状の
基板ベース相互間を接合することから構成された中空状をなすものであり、メイン基板ボ
ックス３９の内部にはメイン制御基板が収納され、表示基板ボックス４０の内部には表示
制御基板が収納され、音電飾基板ボックス４１の内部には音電飾制御基板が収納されてい
る。これらメイン制御基板と表示制御基板と音電飾制御基板のそれぞれはプリント配線基
板からなるものであり、メイン制御基板にはメイン制御回路が搭載され、表示制御基板に
は表示制御回路が搭載され、音電飾制御基板には音制御回路および電飾制御回路のそれぞ
れが搭載されている。
【００２６】
　中枠２には、図４に示すように、台板部６の後方に位置して基板ユニット５０が着脱可
能に固定されている。この基板ユニット５０はパチンコ遊技機のうちで最も後方に配置さ
れたものであり、基板ユニット５０の後方には電気部品および機械部品がいずれも存在し
ない。この基板ユニット５０の詳細構成は次の通りである。
【００２７】
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　前ケース５１は、図５に示すように、ベース板５２およびフレーム５３を有するもので
ある。このフレーム５３は前面および後面のそれぞれが開口する角筒状をなすものであり
、ベース板５２は垂直な板状をなすものである。このベース板５２はフレーム５３の前後
方向の途中部分に配置されたものであり、フレーム５３の内部空間は、図６に示すように
、ベース板５２より前方の球排出室５４およびベース板５２より後方の基板収納室５５に
区画されている。このフレーム５３は中枠２の台板部６に後方から着脱可能に固定された
ものであり、フレーム５３の球排出室５４の前面は中枠２の台板部６によって閉鎖されて
いる。このフレーム５３は遊技盤１８より低所に配置されたものであり、フレーム５３に
は、図７に示すように、切欠状の進入口５６が形成されている。この進入口５６は球排出
室５４を外部に接続するものであり、複数の普通入賞口２５内のそれぞれに入賞した遊技
球は遊技盤１８の後方に排出された後に進入口５６を通って球排出室５４内に進入し、始
動口２６内に入賞した遊技球と特別入賞口２７内に入賞した遊技球とアウト口３０内に進
入した遊技球のそれぞれは遊技盤１８の後方に排出された後に進入口５６を通って球排出
室５４内に進入する。
【００２８】
　前ケース５１のベース板５２には、図７に示すように、右から左に向けて下降傾斜する
球受けレール５７が形成されている。この球受けレール５７はベース板５２から前方へ突
出するものであり、球排出室５４内に配置されている。この球受けレール５７は進入口５
６の下方に配置されたものであり、遊技球は進入口５６を通って球排出室５４内に進入し
た後に球受けレール５７上に落下し、球受けレール５７に沿って右から左に向けて転動す
る。この球受けレール５７の上方の空間部は前面が開口する球受け通路５８に相当するも
のである。この球受け通路５８の上下方向の幅寸法は右から左に向けて大きく設定されて
おり、中枠２の台板部６は球受け通路５８の前面を遊技球が脱落不能に閉鎖し、前ケース
５１のベース板５２は球受け通路５８の後面を遊技球が脱落不能に閉鎖している。
【００２９】
　前ケース５１のベース板５２には、図７に示すように、球排出室５４内に位置して補強
レール５９が形成されている。この補強レール５９は球受けレール５７の下方に配置され
たものであり、補強レール５９の左端部は球受けレール５７の左端部に交差している。前
ケース５１のベース板５２には複数のリブ６０が形成されている。これら複数のリブ６０
のそれぞれは球受けレール５７および補強レール５９相互間を接続するものであり、補強
レール５９は球受けレール５７が普通入賞口２５と始動口２６と特別入賞口２７とアウト
口３０のそれぞれから落下する遊技球を受けるときの衝撃力で変形または破損することを
防止している。
【００３０】
　前ケース５１のベース板５２には、図７に示すように、進入口５６の左端部に位置して
垂直な仕切板６１が形成されている。この仕切板６１はベース板５２から前方へ突出する
ものであり、球排出室５４内に配置されている。この仕切板６１は球受けレール５７およ
び補強レール５９相互間の左端部の交差部分に隙間を介して対向するものであり、当該交
差部分および仕切板６１相互間には１個の遊技球が通過することが可能な隙間状の連絡口
６２が形成されている。この連絡口６２は球受け通路５８の左端部に位置するものであり
、中枠２の台板部６は連絡口６２の前面を遊技球が脱落不能に閉鎖し、前ケース５１のベ
ース板５２は連絡口６２の後面を遊技球が脱落不能に閉鎖している。
【００３１】
　前ケース５１のベース板５２には、図７に示すように、球排出室５４内に位置して仕切
板６３および仕切板６４が形成されている。これら仕切板６３および仕切板６４のそれぞ
れはベース板５２から前方へ突出するものであり、仕切板６３および仕切板６４相互間に
は球排出口６５が形成されている。この球排出口６５は上下方向へ直線的に指向する通路
状をなすものであり、球排出口６５の下面の出口は球排出室５４の外部に下向きに開口し
ている。この球排出口６５は遊技球が１列に通過することが可能な大きさを有するもので
あり、中枠２の台板部６は球排出口６５の前面を遊技球が脱落不能に閉鎖し、前ケース５
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１のベース板５２は球排出口６５の後面を遊技球が脱落不能に閉鎖している。
【００３２】
　前ケース５１には、図７に示すように、球排出室５４内に位置して球中継通路６６が形
成されている。この球中継通路６６は連絡口６２を球排出口６５の上面の入口に接続する
湾曲状をなすものであり、中枠２の台板部６は球中継通路６６の前面を遊技球が脱落不能
に閉鎖し、前ケース５１のベース板５２は球中継通路６６の後面を遊技球が脱落不能に閉
鎖している。この球中継通路６６は遊技球が一列に転動することが可能な大きさを有する
ものであり、球受け通路５８に沿って右から左へ転動する遊技球は連絡口６２を通して球
中継通路６６内に進入する。この遊技球は球中継通路６６に沿って転動し、球排出口６５
から球排出室５４の外部に排出される。この球中継通路６６は前ケース５１のベース板５
２に仕切板６７と仕切板６８と仕切板６９と仕切板７０のそれぞれを形成することから構
成されたものであり、仕切板６７は補強レール５９および仕切板６３相互間を接続する湾
曲状の部分を称し、仕切板６８は仕切板６１を起点に左から右に向けて下降傾斜する部分
を称し、仕切板６９は仕切板６８の右端部を起点に下へ向う垂直な部分を称し、仕切板７
０は仕切板６９の下端部を起点に左へ向う部分を称している。
【００３３】
　前ケース５１の球排出口６５の下方にはパチンコホールの球循環装置が設置されている
。この球循環装置は球排出口６５から排出された遊技球を捕捉してパチンコールの球研磨
装置に搬送するものであり、球受け通路５８と連絡口６２と球中継通路６６と球排出口６
５は遊技盤１８の遊技領域２３内から遊技盤１８の後方に排出された遊技球をパチンコホ
ールの球循環装置に供給する球排出通路７１を構成している。この球排出通路７１は前面
が開口する通路状をなすものであり、球排出通路７１の前面は基板ユニット５０が中枠２
の台板部６に取付けられた取付け状態で台板部６によって遊技球が脱落不能に閉鎖され、
基板ユニット５０が中枠２の台板部６から取外された取付し状態で遊技球が脱落可能に開
放される。
【００３４】
　前ケース５１には、図７に示すように、球排出室５４内に位置して前面が開口する球抜
き通路７２が形成されており、中枠２の台板部６は球抜き通路７２の前面を遊技球が脱落
不能に閉鎖し、前ケース５１のベース板５２は球抜き通路７２の後面を遊技球が脱落不能
に閉鎖している。この球抜き通路７２は遊技球が一列に転動することが可能な大きさを有
するものであり、左から右に向けて下降する傾斜状をなしている。この球抜き通路７２は
前ケース５１のベース板５２に仕切板７３および仕切板７４のそれぞれを形成することか
ら構成されたものであり、仕切板７３は仕切板６４の上端部を起点に右から左に向けて上
昇する傾斜状の部分を称し、仕切板７４は仕切板７０の左端部を起点に右から左に向けて
上昇する傾斜状の部分を称している。この球抜き通路７２は左面および右面のそれぞれが
開口するものであり、球抜き通路７２の左面の入口は球排出室５４の外部に左に向けて開
口し、球抜き通路７２の右面の出口は球排出口６５および球中継通路６６のそれぞれに接
続されている。
【００３５】
　前ケース５１のフレーム５３には、図７に示すように、球排出室５４および基板収納室
５５のそれぞれの外部に位置して球受け台７５が形成されている。この球受け台７５は払
出ケース３７の球抜き通路の出口に下方から対向するものであり、球抜き通路の出口から
排出された遊技球は球受け台７５の上面に落下する。この球受け台７５の上面は左から右
に向けて下降傾斜するものであり、球抜き台７５の上面に落下した遊技球は球抜き台７５
の上面の傾斜に沿って転動することに基づいて球抜き通路７２の入口に進入する。この遊
技球は球抜き通路７２に沿って転動することに基づいて球排出口６５の入口に進入し、球
排出口６５の出口からパチンコホールの球循環装置に排出される。この球抜き台７５の前
方には中枠２の台板部６が配置されており、台板部６は遊技球が球受け台７５の上面から
前方へ転落することを防止している。
【００３６】
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　前ケース５１のフレーム５３には、図５に示すように、右上端部に位置して枠中継基板
収納部７６が形成されている。この枠中継基板収納部７６は後面が開口するものであり、
図７に示すように、前板７７を有している。前ケース５１のフレーム５３には、図５に示
すように、枠中継基板収納部７６内に位置して底板７８が形成されている。この底板７８
はフレーム５３の上板と同一高さに配置された水平なものであり、底板７８には後面が開
口する切欠状の複数の配線挿入部７９が形成されている。枠中継基板収納部７６内には底
板７８の上方に位置して基板取付ベース８０が収納されている。この基板取付ベース８０
は垂直な四角環状をなすものであり、基板取付ベース８０の内周面には垂直な枠中継基板
８１が嵌合されている。この枠中継基板８１はプリント配線基板からなるものであり、枠
中継基板８１の後面には複数の後コネクタ８２が搭載されている。
【００３７】
　フレーム５３の枠中継基板収納部７６には、図７に示すように、前板７７に位置して複
数のコネクタ挿入口８３が形成されている。これら複数のコネクタ挿入口８３のそれぞれ
は縦長な貫通孔からなるものであり、枠中継基板８１の前面には複数のコネクタ挿入口８
３のそれぞれの後方に位置して前コネクタが搭載されている。これら複数の前コネクタの
それぞれには枠中継基板収納部７６の外部からコネクタ挿入口８３を通してフローティン
グコネクタが機械的および電気的に接続されている。これら複数のフローティングコネク
タのそれぞれは配線を介してメイン制御回路に接続されており、メイン制御回路はフロー
ティングコネクタおよび前コネクタを介して枠中継基板８１に接続されている。
【００３８】
　前ケース５１のベース板５２には、図５に示すように、基板収納室５５内に位置して横
配線仕切板８４および縦配線仕切板８５が形成されている。横配線仕切板８４は左右方向
へ指向する水平なものであり、フレーム５３の上板および枠中継基板収納部７６の底板７
８のそれぞれに下方から隙間を介して対向している。縦配線仕切板８５は横配線仕切板８
４の左端部に接続されたものであり、仕切板８６に右方から隙間を介して対向している。
この仕切板８６は上下方向へ指向する垂直なものであり、前ケース５１のベース板５２に
基板収納室５５内に位置して形成されている。
【００３９】
　前ケース５１には、図５に示すように、基板収納室５５内の上端部に位置して横配線収
納室８７が形成されている。この横配線収納室８７はフレーム５３の上板および横配線仕
切板８４相互間の空間部と枠中継基板収納部７６の底板７８および横配線仕切板８４相互
間の空間部を総称するものであり、後面が開口する通路状をなしている。この横配線収納
室８７は左右方向へ直線的に指向するものであり、枠中継基板８１は横配線収納室８７の
右端側に配置されている。前ケース５１には基板収納室５５内の左端部に位置して後面が
開口する縦配線収納室８８が形成されている。この縦配線収納室８８は縦配線仕切板８５
および仕切板８６相互間の空間部を称するものであり、上下方向へ指向する通路状をなし
ている。
【００４０】
　前ケース５１には、図５に示すように、仕切板８６に位置して２本の軸受８９が形成さ
れている。これら両軸受８９のそれぞれは縦配線収納室８８内の後端部に配置されたもの
であり、上面および下面のそれぞれが開口する円筒状をなしている。前ケース５１のベー
ス板５２には仕切板８６の左方に位置して水平な仕切板９０が形成されている。この仕切
板９０は基板収納室５５内のうち仕切板８６の左方の空間部を上段の上基板収納部９１お
よび下段の下基板収納部９２に区画するものである。これら上基板収納部９１および下基
板収納部９２のそれぞれは後面が開口するものであり、仕切板８６には、図１０に示すよ
うに、上基板収納部９１内および下基板収納部９２内のそれぞれに位置してボス部９３が
形成されている。これら両ボス部９３のそれぞれは前後方向へ指向するものであり、後面
が開口する円筒状をなしている。
【００４１】
　前ケース５１の上基板収納部９１内には、図９に示すように、外部端子基板９４が収納
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されており、外部端子基板９４は横配線収納室８７の左端側に配置されている。この外部
端子基板９４はプリント配線基板からなるものであり、後方から外部端子基板９４を通し
て上基板収納部９１内のボス部９３の内周面にネジを螺合することに基づいて上基板収納
部９１内に垂直に固定されている。この外部端子基板９４の後面にはコネクタ９５とコネ
クタ９６と複数のコネクタ９７が搭載されており、外部端子基板９４はコネクタ９５を介
してパチンコホールのホールコンピュータに配線されている。
【００４２】
　前ケース５１の下基板収納部９２内には、図９に示すように、球貸中継基板９８が収納
されている。この球貸中継基板９８はプリント配線基板からなるものであり、後方から球
貸中継基板９８を通して下基板収納部９２内のボス部９３の内周面にネジを螺合すること
に基づいて下基板収納部９２内に垂直に固定されている。この球貸中継基板９８の後面に
はコネクタ９９とコネクタ１００とコネクタ１０１が搭載されており、球貸中継基板９８
はコネクタ１０１を介してパチンコホールのカードリーダに配線されている。
【００４３】
　前ケース５１の横配線収納室８７内および縦配線収納室８８内には、図９に示すように
、共通の配線１０２が収納されている。この配線１０２は複数のリード線をバンドで束ね
ることから構成されたものであり、配線１０２の右端部は底板７８の配線挿入部７９を通
して枠中継基板収納部７６内に挿入されている。この配線１０２の右端部には右コネクタ
が接続されており、右コネクタは枠中継基板８１の後コネクタ８２に電気的および機械的
に接続されている。この配線１０２の左端部は上基板収納部９１内に挿入されており、配
線１０２の左端部には左コネクタが接続されている。この左コネクタは外部端子基板９４
のコネクタ９６に電気的および機械的に接続されており、枠中継基板８１は配線１０２を
介して外部端子基板９４に接続されている。これら枠中継基板８１および外部端子基板９
４のそれぞれはメイン制御回路をホールコンピュータに接続するものであり、メイン制御
回路は大当りであると判定したときには大当り信号を出力する。この大当り信号はフロー
ティングコネクタから枠中継基板８１の前コネクタと枠中継基板８１の後コネクタ８２と
横配線収納室８７内の配線１０２と外部端子基板９４のコネクタ９６と外部端子基板９４
のコネクタ９５を通してホールコンピュータに送信される。
【００４４】
　前ケース５１のベース板５２には、図５に示すように、仕切板１０３が形成されている
。この仕切板１０３は上下方向へ指向する垂直なものであり、横配線仕切板８４およびフ
レーム５３の下板相互間を接続している。この仕切板１０３と横配線仕切板８４とフレー
ム５３の下板とフレーム５３の右側板相互間には後面が開口する電源基板収納部１０４が
形成されており、電源基板収納部１０４内には、図６に示すように、前端部に位置してプ
リント配線基板からなる電源基板１０５が着脱可能にねじ止めされている。この電源基板
１０５はベース板５２に対して離間するように垂直に配置されたものであり、基板収納室
５５内の右側部に偏って配置されている。この電源基板１０５は交流の主電源を相互に異
なるレベルの複数の直流電源に変換するものであり、電源基板１０５の後面には複数の直
流電源を生成するために整流回路および電圧変換回路を含む複数の電源部品が搭載されて
いる。
【００４５】
　前ケース５１には、図１１に示すように、基板ベース１０６が装着されている。この基
板ベース１０６は後面が開口する矩形皿状をなすものであり、透明な合成樹脂を材料に成
形されている。この基板ベース１０６には払出制御基板１０７が固定されている。この払
出制御基板１０７はプリント配線基板からなるものであり、基板ベース１０６の後面は払
出制御基板１０７によって閉鎖されている。この払出制御基板１０７の後面には、図９に
示すように、右コネクタ領域１０８と左コネクタ領域１０９と制御部品領域が形成されて
いる。右コネクタ領域１０８は払出制御基板１０７の後面のうち右端部に設定されたもの
であり、払出制御基板１０８の後面には右コネクタ領域１０８内に位置してコネクタ１１
０およびコネクタ１１１が搭載されている。左コネクタ領域１０９は払出制御基板１０７
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の後面のうち左端部に設定されたものであり、払出制御基板１０７の後面には左コネクタ
領域１０９内に位置してコネクタ１１２を含む複数のコネクタ１１３が搭載されている。
制御部品領域は払出制御基板１０７の後面のうち右コネクタ領域１０８および左コネクタ
領域１０９の双方を除く残りの領域を称するものであり、払出制御基板１０７の後面には
制御部品領域内に位置して払出制御回路が搭載されている。この払出制御基板１０７は片
面プリント配線基板からなるものであり、払出制御回路用の配線パターンは払出制御基板
１０７の前面に形成されている。
【００４６】
　基板ベース１０６には、図５に示すように、基板カバー１１４が着脱不能に接合されて
いる。この基板カバー１１４は前面が開口する容器状をなすものであり、透明な合成樹脂
を材料に成形されている。この基板カバー１１４は基板ベース１０６と共に中空状の基板
ボックス１１５を構成するものであり、払出制御基板１０７は払出制御回路と共に基板ボ
ックス１１５内に基板ボックス１１５の外部から基板ベース１０６および基板カバー１１
４のそれぞれを通して視覚的に認識可能に収納されている。この基板カバー１１４には複
数の開口部が形成されており、払出制御基板１０７のコネクタ１１０とコネクタ１１１と
コネクタ１１２と複数のコネクタ１１３のそれぞれは、図６に示すように、基板カバー１
１４の開口部を通して基板カバー１１４の外部に突出している。
【００４７】
　基板ベース１０６には、図５に示すように、２枚のプレート１１６が形成されている。
これら両プレート１１６のそれぞれは基板ベース１０６の左側面から突出する水平なもの
であり、両プレート１１６のそれぞれには円柱状のシャフト１１７が固定されている。こ
れら両シャフト１１７のそれぞれはプレート１１６を起点に下へ向うものであり、基板ボ
ックス１１５は両シャフト１１７のそれぞれを上方から前ケース５１の軸受８９の内周面
に挿入することに基づいて前ケース５１に閉鎖状態および開放状態相互間で回動可能に装
着され、両シャフト１１７のそれぞれを軸受８９の内周面から上方へ抜取ることに基づい
て前ケース５１から取外される。
【００４８】
　基板ボックス１１５の閉鎖状態とは、図６に示すように、払出制御基板１０７の右半部
が電源基板１０５に後方から平行に隙間を介して対向する状態であり、基板ボックス１１
５は基板ベース１０６の前面がフレーム５３の上板および仕切板１０３のそれぞれに接触
することに基づいて閉鎖状態に位置決めされる。この基板ボックス１１５は、図９に示す
ように、閉鎖状態で横配線収納室８７の後面および縦配線収納室８８の後面のそれぞれを
閉鎖することに基づいて配線１０２が横配線収納室８７の後面および縦配線収納室８８の
後面のそれぞれから脱落することを防止するものであり、払出制御基板１０７の後面は基
板ボックス１１５の閉鎖状態で基板カバー１１４を通して視覚的に認識可能になる。
【００４９】
　基板ボックス１１５の開放状態とは基板ボックス１１５が閉鎖状態から両シャフト１１
７のそれぞれを中心に後方へ回動した状態である。この基板ボックス１１５は開放状態で
横配線収納室８７の後面および縦配線収納室８８の後面のそれぞれを開放するものであり
、配線１０２は基板ボックス１１５の開放状態で横配線収納室８７内および縦配線収納室
８８内のそれぞれに対して出し入れ可能になり、払出制御基板１０７の前面は基板ボック
ス１１５の開放状態で基板ベース１０６を通して視覚的に認識可能になり、電源基板１０
５は基板ボックス１１５の開放状態で着脱可能になる。
【００５０】
　電源基板１０５の後面には、図５に示すように、コネクタ１１８とコネクタ１１９とコ
ネクタ１２０が搭載されている。これらコネクタ１１８～コネクタ１２０のそれぞれは、
図９に示すように、電源基板１０５の後面のうち基板ボックス１１５の閉鎖状態で後方に
露出する右半部に配置されたものであり、前ケース５１のフレーム５３には、図５に示す
ように、コネクタ１２０の右方に位置してコネクタ差込口１４８が形成されている。この
コネクタ差込口１４８は縦長な貫通孔からなるものであり、コネクタ１２０には前ケース
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５１の外部からコネクタ差込口１４８を通して対のコネクタが電気的および機械的に接続
されている。この対のコネクタは、図９に示すように、配線１２１を介してパチンコホー
ルの島電源に接続されており、電源基板１０５には交流の島電源が配線１２１を通して主
電源として与えられ、電源基板１０５は島電源から複数種の直流電源を生成する。
【００５１】
　電源基板１０５のコネクタ１１８には、図９に示すように、対のコネクタが電気的およ
び機械的に接続されている。この対のコネクタには配線１２３が接続されており、配線１
２３にはコネクタが接続されている。このコネクタは払出制御基板１０７のコネクタ１１
０に電気的および機械的に接続されており、払出制御基板１０７の払出制御回路には電源
基板１０５から配線１２３を通して直流の駆動電源が与えられる。
【００５２】
　電源基板１０５のコネクタ１１９には、図９に示すように、対のコネクタが電気的およ
び機械的に接続されている。この対のコネクタには配線１２４が接続されており、配線１
２４は後面が開口する切欠状の配線挿入部１２２を通して電源基板収納部１０４の外部に
引出されている。この配線挿入部１２２は、図５に示すように、横配線仕切板８４に形成
されたものであり、配線１２４は、図９に示すように、配線挿入部７９を通して枠中継基
板収納部７６内に挿入されている。この配線１２４にはコネクタが接続されており、コネ
クタは枠中継基板８１の後コネクタ８２に電気的および機械的に接続されている。この後
コネクタ８２は枠中継基板８１の前コネクタおよびフローティングコネクタのそれぞれを
介してメイン制御基板に配線されており、メイン制御基板のメイン制御回路には電源基板
１０５から配線１２４を通して直流の駆動電源が与えられる。
【００５３】
　払出制御基板１０７のコネクタ１１２には、図９に示すように、対のコネクタが機械的
および電気的に接続されており、コネクタ１１２の対のコネクタには配線１２５を介して
コネクタが接続されている。このコネクタは球貸中継基板９８のコネクタ１００に電気的
および機械的に接続されており、払出制御基板１０７の払出制御回路は配線１２５および
球貸中継基板９８のそれぞれを介してカードリーダーに接続されている。このカードリー
ダーはプリペイドカードから残金情報を読取り、残金情報の読取り結果を払出制御回路に
送信するものであり、払出制御回路は球貸スイッチ１２６が操作された場合にはカードリ
ーダーからの残金情報の受信結果が予め決められた単位金額を上回っていることを条件に
払出モータを駆動することで上皿１１内に予め決められた単位個数の遊技球を貸球として
払出す。この球貸スイッチ１２６は遊技者が操作するものであり、図１に示すように、上
皿１１に前方から操作可能に装着されている。
【００５４】
　払出制御基板１０７のコネクタ１１１には、図９に示すように、対のコネクタが機械的
および電気的に接続されている。この対のコネクタには配線１２７が接続されており、配
線１２７は配線挿入部１２２および配線挿入部７９のそれぞれを介して枠中継基板収納部
７６内に挿入されている。この配線１２７にはコネクタが接続されており、コネクタは枠
中継基板８１の後コネクタ８２に電気的および機械的に接続されている。この後コネクタ
８２は枠中継基板８１の前コネクタおよびフローティングコネクタのそれぞれを介してメ
イン制御基板に配線されており、遊技球が普通入賞口２５と始動口２６と特別入賞口２７
のそれぞれに入賞したときにはメイン制御基板のメイン制御回路から枠中継基板８１およ
び配線１２７のそれぞれを通して払出制御基板１０７の払出制御回路に賞球コマンドが送
信され、払出制御回路が払出モータを駆動することに基づいて上皿１１内に予め決められ
た単位個数の遊技球を賞球として払出す。
【００５５】
　前ケース５１のフレーム５３には、図５に示すように、２個の軸受台１２８が形成され
ている。これら両軸受台１２８のそれぞれはフレーム５３の右側板から突出するものであ
り、両軸受台１２８のそれぞれには軸受１２９が形成されている。これら両軸受１２９の
それぞれは上面および下面の双方が開口する円筒状をなすものであり、両軸受１２９の内
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周面のそれぞれには、図１０に示すように、上方から円柱状のシャフト１３０が挿入され
ている。これら両シャフト１３０のそれぞれは、図８に示すように、後ケース１３１に形
成されたものである。この後ケース１３１は前面が開口する容器状をなすものであり、透
明な合成樹脂を材料に成形されている。この後ケース１３１は両シャフト１３０のそれぞ
れが軸受１２９の内周面に挿入された後ケース１３１の取付け状態で両シャフト１３０の
双方を中心に閉鎖状態および開放状態相互間で回動操作されるものであり、両シャフト１
３０のそれぞれを軸受１２９の内周面から上方へ抜取ることに基づいて前ケース５１から
取外される。
【００５６】
　後ケース１３１の閉鎖状態は、図８に示すように、後ケース１３１が前ケース５１のフ
レーム５３に後方から接触した状態であり、後ケース１３１は閉鎖状態で枠中継基板８１
と外部端子基板９４と球貸中継基板９８と電源基板１０５と基板ボックス１１５のそれぞ
れを後方から覆い、基板ボックス１１５は後ケース１３１の閉鎖状態で回動操作不能にな
る。この後ケース１３１の開放状態は後ケース１３１が閉鎖状態から両シャフト１３０の
双方を中心に後方へ９０°回動した状態であり、枠中継基板８１と外部端子基板９４と球
貸中継基板９８と電源基板１０５と基板ボックス１１５のそれぞれは後ケース１３１の開
放状態で後方に露出し、基板ボックス１１５は後ケース１３１の開放状態で回動操作可能
になる。この後ケース１３１には操作アーム１３２が形成されている。この操作アーム１
３２は後ケース１３１の右側板から突出するものであり、後ケース１３１は操作アーム１
３２がフレーム５３の外周面に右方から接触することに基づいて開放状態に位置決めされ
る。
【００５７】
　後ケース１３１には、図６に示すように、コネクタ差込口１３３およびコネクタ差込口
１３４が形成されている。これらコネクタ差込口１３３およびコネクタ差込口１３４のそ
れぞれは貫通孔からなるものであり、コネクタ差込口１３３は後ケース１３１の閉鎖状態
で外部端子基板９４のコネクタ９５に後方から対向し、コネクタ差込口１３４は後ケース
１３１の閉鎖状態で球貸中継基板９８のコネクタ１０１に後方から対向する。コネクタ差
込口１３３は後ケース１３１の閉鎖状態で外部端子基板９４のコネクタ９５に後方から対
のコネクタを電気的および機械的に接続するためのものである。この対のコネクタはホー
ルコンピュータに配線されたものであり、外部端子基板９４はコネクタ９５を介してホー
ルコンピュータに接続されている。コネクタ差込口１３４は後ケース１３１の閉鎖状態で
球貸中継基板９８のコネクタ１０１に後方から対のコネクタを電気的および機械的に接続
するためのものである。この対のコネクタはカードリーダーに配線されたものであり、球
貸中継基板９８はコネクタ１０１を介してカードリーダーに接続されている。
【００５８】
　前ケース５１のフレーム５３には、図５に示すように、上板に位置して上プレート１３
５が形成されている。この上プレート１３５は上プレート１３５に外力が作用していない
自然状態でフレーム５３の上板を基点に後方へ水平に指向するものであり、上プレート１
３５には下方へ突出する三角柱状の上爪部１３６が形成されている。この上爪部１３６は
基板ボックス１１５が開放状態から閉鎖状態に回動操作されることに基づいて基板ボック
ス１１５によって上方へ押圧されるものであり、上プレート１３５は上爪部１３６が上方
へ押圧されることに基づいて前から後に向けて上昇する傾斜状態に弾性変形し、上爪部１
３６は上プレート１３５が傾斜状態に弾性変形することに基づいて基板ボックス１１５の
基板ベース１０６の後面に係合する。
【００５９】
　前ケース５１のフレーム５３には、図５に示すように、下板に位置して下プレート１１
３７が形成されている。この下プレート１３７は下プレート１３７に外力が作用していな
い自然状態でフレーム５３の下板を基点に後方へ水平に指向するものであり、下プレート
１３７には上方へ突出する三角柱状の下爪部１３８が形成されている。この下爪部１３８
は基板ボックス１１５が開放状態から閉鎖状態に回動操作されることに基づいて基板ボッ
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クス１１５によって下方へ押圧されるものであり、下プレート１３７は下爪部１３８が下
方へ押圧されることに基づいて前から後に向けて下降する傾斜状態に弾性変形し、下爪部
１３８は下プレート１３７が弾性変形することに基づいて基板ボックス１１５の基板ベー
ス１０６の後面に係合する。
【００６０】
　前ケース５１の上プレート１３５および下プレート１３７は基板ボックス１１５を閉鎖
状態にロックするものであり、基板ボックス１１５が閉鎖状態から後方へ操作された場合
には基板ボックス１１５から上爪部１３６を通して上プレート１３５に操作力が作用する
ことに基づいて上プレート１３５が前から後に向けて上昇傾斜し、基板ボックス１１５か
ら下爪部１３８を通して下プレート１３７に操作力が作用することに基づいて下プレート
１３７が前から後に向けて下降傾斜し、上爪部１３６および下爪部１３８のそれぞれが基
板ボックス１１５の基板ベース１０６の後面から外れることに基づいて基板ボックス１１
５が開放状態に回動する。
【００６１】
　前ケース５１には、図５に示すように、左端部に位置してラッチ挿入口１３９が形成さ
れ、後ケース１３１には、図９に示すように、左端部に位置して開口部１４０が形成され
ている。ラッチ挿入口１３９は前面および後面のそれぞれが開口する円筒状をなすもので
あり、開口部１４０は後ケース１３１の閉鎖状態でラッチ挿入口１３９に後方から対向す
るものであり、ラッチ挿入口１３９の内周面には、図６に示すように、後方から開口部１
４０を通してナイラッチ１４１のグロメットが着脱可能に挿入されている。このナイラッ
チ１４１はグロメットがラッチ挿入口１３９の内周面に接触する接触抵抗でラッチ挿入口
１３９に保持されたものであり、後ケース１３１はナイラッチ１４１の頭部に係合するこ
とに基づいて閉鎖状態にロックされている。このナイラッチ１４１のグロメットはグロメ
ットおよびラッチ挿入口１３９相互間の接触抵抗に抗して後方へ操作されることに基づい
てラッチ挿入口１３９から開口部１４０を通して抜取られるものであり、後ケース１３１
はナイラッチ１４１の抜取り状態で前ケース５１に対して回動可能になり、前ケース５１
に対して着脱可能になる。
【００６２】
　後ケース１３１の上板には、図７に示すように、切欠状の噛込み確認口１４２が形成さ
れている。この噛込み確認口１４２は基板ボックス１１５の閉鎖状態で基板ベース１０６
およびフレーム５３の上板相互間の接触面１４３を外部に露出するものであり、横配線収
納室８７内の配線１０２が基板ベース１０６およびフレーム５３の上板相互間に挟まって
いる噛込み時には配線１０２が噛込み確認口１４２を通して後ケース１３１の外部に直接
的に露出するので、配線１０２の噛込みを後ケース１３１の閉鎖状態で容易に認識するこ
とができる。
【００６３】
　電源基板１０５の後面には、図５に示すように、右端部に位置して電源スイッチ１４３
が搭載されている。この電源スイッチ１４３はロッカースイッチからなるものであり、図
７に示すように、スイッチケース１４４および操作子１４５を有している。この操作子１
４５はスイッチケース１４４に前後方向へ指向する軸を中心にオン位置およびオフ位置相
互間で回動可能に装着されたものであり、オン操作部１４６およびオフ操作部１４７を有
している。オン操作部１４６は軸より下方に位置する部分を称するものであり、オフ操作
部１４７は軸より上方に位置する部分を称するものであり、操作子１４５のオン位置では
、図６に示すように、下方のオン操作部１４６がスイッチケース１４４の内部に退避して
上方のオフ操作部１４７がスイッチケース１４４の外部に突出し、操作子１４５のオフ位
置では、図１０に示すように、下方のオン操作部１４６がスイッチケース１４４の外部に
突出して上方のオフ操作部１４７がスイッチケース１４４の内部に退避する。
【００６４】
　電源スイッチ１４３のスイッチケース１４４内にはロック機構が収納されている。この
ロック機構は操作子１４５がオフ位置からオン位置に操作された場合に操作子１４５をオ
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ン位置にロックするものであり、操作子１４５がオン位置からオフ位置に操作された場合
には操作子１４５をオフ位置にロックする。この電源スイッチ１４３のスイッチケース１
４４内には一対の固定接点および可動接点のそれぞれが収納されている。この可動接点は
操作子１４５のオン位置で両固定接点のそれぞれに接触するものであり、操作子１４５が
オン位置に操作された電源スイッチ１４３のオン状態では両固定接点相互間が可動接点を
介して電気的に導通する。この可動接点は操作子１４５のオフ位置で両固定接点のそれぞ
れから離間するものであり、操作子１４５がオフ位置に操作された電源スイッチ１４３の
オフ状態では両固定接点相互間が電気的に遮断される。これら両固定接点のそれぞれはパ
チンコホールの島電源を電源基板１０５の整流回路に供給する給電路に介在されたもので
あり、電源基板１０５には電源スイッチ１４３のオン状態で島電源が供給され、電源スイ
ッチ１４３のオフ状態で島電源が遮断される。
【００６５】
　電源スイッチ１４３の操作子１４５は、図１０に示すように、フレーム５３のコネクタ
差込口１４８を介して外部に露出している。このコネクタ差込口１４８は後ケース１３１
の閉鎖状態で操作子１４５のオン操作部１４６およびオフ操作部１４７のそれぞれを外部
から操作するためのものであり、電源スイッチ１４３のオフ状態では操作子１４５のオン
操作部１４６のみがコネクタ差込口１４８を通して前ケース５１の外部に押圧操作可能に
突出し、電源スイッチ１４３のオン状態ではオフ操作部１４７のみがコネクタ差込口１４
８を通して前ケース５１の外部に押圧操作可能に突出する。即ち、電源スイッチ１４３の
オン状態では前ケース５１の外部からオフ操作部１４７を押圧操作することに基づいて電
源スイッチ１４３をオン状態からオフ状態に切換えることができ、電源スイッチ１４３の
オフ状態では前ケース５１の外部からオン操作部１４６を押圧操作することに基づいて電
源スイッチ１４３をオフ状態からオン状態に切換えることができる。
【００６６】
　後ケース１３１の操作アーム１３２は、図６に示すように、電源スイッチ１４３のオフ
操作部１４７と同一高さに配置されている。この操作アーム１３２は後ケース１３１の閉
鎖状態でオフ操作部１４７から離間する非操作状態になるものであり、後ケース１３１の
開放状態では、図９に示すように、オフ操作部１４７に接触する操作状態になる。この操
作アーム１３２は電源スイッチ１４３のオフ操作部１４７のみを操作するものであり、電
源スイッチ１４３のオン状態で後ケース１３１が閉鎖状態から開放状態に操作された場合
には操作アーム１３２が電源スイッチ１４３のオフ操作部１４７を押圧操作することに基
づいて操作子１４５をオン位置からオフ位置に回動操作する。この電源スイッチ１４３の
オフ状態で後ケース１３１が開放状態から閉鎖状態に操作された場合には操作アーム１３
２が電源スイッチ１４３のオフ操作部１４７から離間し、電源スイッチ１４３の操作子１
４５がロック機構のロック力でオフ位置に自己保持されることに基づいて電源スイッチ１
４３がオフ状態に保持される。
【００６７】
　即ち、電源スイッチ１４３の操作子１４５は後ケース１３１の閉鎖状態で外部からオン
位置およびオフ位置相互間で押圧操作可能にされたものであり、操作子１４５のオン位置
で後ケース１３１が閉鎖状態から開放状態に操作された場合には操作子１４５が強制的に
オン位置からオフ位置に操作され、電源スイッチ１４３がオフ状態になることに基づいて
主電源および電源基板１０５相互間が電気的に遮断される。この操作子１４５のオフ位置
で後カバー１３１が開放状態から閉鎖状態に操作された場合には操作子１４５がオフ位置
に保持され、電源スイッチ１４３がオンされることなくオフされたままになる。
【００６８】
　前ケース５１のベース板５２には、図８に示すように、上基板収納部９１内に位置して
２個のネジ挿入孔１４９が形成され、電源基板収納部１０４内に位置して２個のネジ挿入
孔１４９が形成されており、合計４個のネジ挿入孔１４９内のそれぞれには後方からネジ
が挿入されている。これら４本のネジのそれぞれは中枠２の台板部６に螺合されており、
前ケース５１は４本のネジの締結力で中枠２の台板部６に固定されている。この前ケース
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５１の取付け状態では中枠２の台板部６が前ケース５１の球排出通路７１の前面を遊技球
が脱落不能に閉鎖する。
【００６９】
　外部端子基板９４および電源基板１０５のそれぞれには、図９に示すように、２個の操
作口１５０が形成されている。これら合計４個の操作口１５０のそれぞれはベース板５２
のネジ挿入孔１４９に後方から対向するものであり、４個のネジ挿入孔１４９内のネジの
それぞれは後方から操作口１５０内に工具を挿入することで操作される。即ち、基板ユニ
ット５０は後ケース１３１の開放状態で後方から４個の操作口１５０のそれぞれを通して
中枠２の台板部６にネジを螺合することで台板部６に取付けられ、４個の操作口１５０の
それぞれを通して中枠２の台板部６からネジを取外すことで台板部６から取外されるもの
であり、基板ユニット５０の取外し状態では中枠２の台板部６が前ケース５１の球排出通
路７１の前面を遊技球が脱落可能に開放する。
【００７０】
　上記実施例１によれば次の効果を奏する。
　前ケース５１の球排出通路７１の前面を基板ユニット５０の取付け状態で前方から中枠
２の台板部６によって遊技球が脱落不能に閉鎖し、基板ユニット５０の取外し状態で遊技
球が脱落可能に開放した。このため、普通入賞口２５と始動口２６と特別入賞口２７とア
ウト口３０のそれぞれから遊技盤１８の後方に排出された遊技球が球排出通路７１内を転
動する途中で球排出通路７１内に詰まった場合には基板ユニット５０を台板部６から取外
すことに基づいて球排出通路７１の前面を開放し、球排出通路７１内の遊技球を球排出通
路７１の前面から抜取ることで遊技球の詰りを解消することができる。
【００７１】
　前ケース５１に透明な基板ボックス１１５を開放状態および閉鎖状態相互間で回動可能
に設けたので、作業者が後ケース１３１の開放状態で基板ボックス１１５を開放状態に回
動操作することに基づいて基板ボックス１１５の外部から払出制御基板１０７の前面を目
視で確認することができ、作業者が後ケース１３１の開放状態で基板ボックス１１５を閉
鎖状態に回動操作することに基づいて基板ボックス１１５の外部から払出制御基板１０７
の後面を目視で確認することができる。前ケース５１に後面が開口する横配線収納室８７
を設け、配線１０２を横配線収納室８７内に収納した。このため、配線１０２が横配線収
納室８７内に収納された配線１０２の収納状態で基板ボックス１１５を回動操作できるの
で、前ケース５１および基板ボックス１１５相互間で配線１０２を噛み込んでしまうこと
を防止できる。
【００７２】
　基板ボックス１１５の閉鎖状態で基板ボックス１１５が横配線収納室８７の後面を閉鎖
する構成としたので、配線１０２が配線収納室８７の後面から脱落することを防止できる
。基板ボックス１１５の閉鎖状態で基板ボックス１１５および横配線収納室８７相互間の
接触面１４３を後ケース１３１の噛込み確認口１４２を介して外部に露出させた。このた
め、基板ボックス１１５を回動操作する場合に横配線収納室８７内の配線１０２が基板ボ
ックス１１５および横配線収納室８７相互間に挟まったときには配線１０２が噛込み確認
口１４２を通して後ケース１３１の外部に直接的に露出するので、配線１０２の噛込みを
後ケース１３１の閉鎖状態で認識して修正できる。前ケース５１にコネクタ差込口１４８
を設け、電源スイッチ１４３の操作子１４５を前ケース５１の外部にコネクタ差込口１４
８を介して突出させた。このため、電源スイッチ１４３の操作子１４５を後ケース１３１
の閉鎖状態で外部から手指で操作できるので、パチンコホールの営業状態に合わせて電源
スイッチ１４３を日常的に支障なくオンオフ操作できる。
【００７３】
　電源スイッチ１４３の操作子１４５がオン位置に操作された状態で後ケース１３１が閉
鎖状態から開放状態に操作された場合には後ケース１３１の操作アーム１３２が操作子１
４５のオフ操作部１４７を押圧操作することに基づいて操作子１４５をオン位置からオフ
位置に操作するように構成した。このため、パチンコホールの営業が終了した直後に作業
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者が後ケース１３１を閉鎖状態から開放状態に操作することに連動して電源スイッチ１４
３が強制的にオフされるので、作業者が基板ボックス１１５を回動操作することに基づい
て払出制御基板１０７を点検する場合に電源基板１０５に手を触れることに気を使う必要
がなくなる。電源スイッチ１４３の操作子１４５がオフ位置に操作された状態で後ケース
１３１が開放状態から閉鎖状態に操作された場合には後ケース１３１の操作アーム１３２
が操作子１４５のオフ操作部１４７から離間するように構成した。このため、作業者が点
検作業の終了後に後ケース１３１を開放状態から閉鎖状態に戻した場合に電源スイッチ１
４３がオンされることなくオフされたままになるので、電源スイッチ１４３をわざわざオ
フする手間がなくなる。
【００７４】
　上記実施例１においては、基板ボックス１１５内の払出制御基板１０７に払出制御回路
に換えてメイン制御回路を搭載しても良い。
　上記実施例１においては、基板ボックス１１５内の払出制御基板１０７に払出制御回路
およびメイン制御回路の双方を搭載しても良い。
【００７５】
　上記実施例１においては、後ケース１３１を前ケース５１に着脱可能であって回動不能
に装着しても良い。
　上記実施例１においては、後ケース１３１を前ケース５１に回動可能であって着脱不能
に装着しても良い。
【００７６】
　上記実施例１においては、中枠２の台板部６に球受けレール５７と仕切板６１と仕切板
６３と仕切板６４と仕切板６７と仕切板６８と仕切板６９と仕切板７０のそれぞれを形成
し、台板部６に後面が開口する通路状の球排出通路７１を形成する構成としても良い。前
ケース５１のベース板５２は基板ユニット５０の取付け状態で球排出通路７１の後面を遊
技球が脱落不能に閉鎖するものであり、球排出通路７１の後面は基板ユニット５０の取付
し状態で遊技球が脱落可能に開放される。［その他発明１］は当該事項を記載したもので
ある。
［その他発明１］
　遊技球が転動することが可能な遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技盤の遊技領域内に設けられ、前記遊技盤の遊技領域内を転動する遊技球が入賞
することが可能なものであって遊技球を前記遊技盤の遊技領域内から前記遊技盤の後方へ
排出する複数の入賞口と、
　前記遊技盤の遊技領域内に設けられ、前記遊技盤の遊技領域内を転動する遊技球のうち
前記複数の入賞口のいずれにも入賞しなかったものを前記遊技盤の遊技領域内から前記遊
技盤の後方へ排出するアウト口と、
　前記遊技盤が収納される遊技盤収納部を有する支持枠と、
　前記支持枠に前記遊技盤収納部の下方に位置して設けられ、前記遊技盤の遊技領域内に
遊技球を弾き出す打球槌の駆動源を支持する台板部と、
　前記支持枠の台板部に当該台板部の後方に位置して着脱可能に設けられ、前面および後
面のそれぞれが開口する筒状の基板ケースと、
　前記基板ケースの内部に設けられ、前記基板ケースの内部空間を前面が開口する球排出
室および当該球排出室の後方に位置するものであって後面が開口する基板収納室に区画す
る仕切部材と、
　前記基板ケースの基板収納室内に設けられ、電気部品が搭載された基板と、
　前記基板ケースに設けられ、前記基板収納室の後面を閉鎖する閉鎖状態および前記基板
収納室の後面を開放する開放状態相互間で操作可能な基板カバーと、
　前記基板ケースに設けられ、前記複数の入賞口のそれぞれから前記遊技盤の後方に排出
された遊技球を前記球排出室内に進入させると共に前記アウト口から前記遊技盤の後方に
排出された遊技球を前記球排出室内に進入させる開口部と、
　前記支持枠の台板部に設けられ、前記基板ケースが前記支持枠の台板部に取付けられた
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を備え、
　前記複数の通路仕切板は、前記開口部から前記球排出室内に進入した遊技球を前記球排
出室の外部に排出する球排出通路を前記基板ケースの取付け状態で前記基板ケースの球排
出室内に形成するものであり、
　前記基板ケースの仕切部材は、前記基板ケースの取付け状態で前記球排出通路の後面を
遊技球が脱落不能に閉鎖するものであって前記基板ケースが前記台板部から取外された前
記基板ケースの取付し状態で前記球排出通路の後面を遊技球が脱落可能に開放するもので
あることを特徴とするパチンコ遊技機。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】実施例１を示す図（パチンコ遊技機の外観を前方から示す斜視図）
【図２】中枠の外観を前方から示す斜視図
【図３】遊技盤を前方から示す図
【図４】パチンコ遊技機の外観を後方から示す斜視図
【図５】基板ユニットの外観を分解状態で後方から示す斜視図
【図６】（ａ）は基板ユニットを後方から示す図、（ｂ）はＸｂ線に沿う断面図
【図７】（ａ）は基板ユニットを前方から示す図、（ｂ）は矢印Ｘｂ視図、（ｃ）は矢印
Ｘｃ視図
【図８】（ａ）は基板ユニットの外観を後ケースの閉鎖状態で前方から示す斜視図、（ｂ
）は基板ユニットの外観を後ケースの開放状態で前方から示す斜視図
【図９】（ａ）は基板ユニットの外観を後ケースの開放状態で側方から示す図、（ｂ）は
基板ユニットの外観を後ケースの開放状態で後方から示す図
【図１０】図９のＸ１０線に沿う断面図
【図１１】図９のＸ１１線に沿う断面図
【符号の説明】
【００７８】
　２は中枠（支持枠）、１１は上皿（球受け皿）、１８は遊技盤、２３は遊技領域、２６
は始動口、２７は特別入賞口（可変入賞口）、５１は前ケース（ユニットケース）、８１
は枠中継基板（第１の基板）、８２は後コネクタ（第１のコネクタ）、８７は横配線収納
室（配線収納室）、９４は外部端子基板（第２の基板）、９６はコネクタ（第２のコネク
タ）、１０２は配線、１０７は払出制御基板（制御基板）、１１５は基板ボックス、１３
１は後ケース（ユニットカバー）、１４２は噛込み確認口（開口部）を示している。
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