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(57)【要約】
【課題】　遊技機の操作ボタン装置に対して電子銃等を
用いて行われる不正操作を防止する。
【解決手段】　操作ボタン装置２０は、主操作ボタン４
０および副操作ボタン４５ａ，４５ｂを備えて構成され
てパチンコ機に取り付けられる。これら操作ボタン類を
外方に突出させて上下に移動自在に支持するカバー部材
２１およびベース部材３１と、ベース部材３１の内面（
下面）側に取り付けられ、主操作ボタンの操作を検出す
る主操作検出センサ５２を備えた主操作ボタン基板５０
と、副操作ボタンの操作を検出する副操作検出スイッチ
５７ａ，５７ｂを備えた副操作ボタン基板５５と、カバ
ー部材２１とベース部材３１との間（カバー部材２１と
主および副操作ボタン基板との間でもある）に挟持され
たシールド板２５とを有して構成され、シールド板２５
がアース接続されている。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者により操作される操作ボタンを有した遊技機用の操作ボタン装置であって、
　前記遊技機に取り付けられ、操作部を外面側に臨ませて前記操作ボタンを移動自在に支
持したボタン支持部材と、
　前記ボタン支持部材の内面側に取り付けられ、前記操作ボタンの操作を検出する操作検
出要素を備えた操作ボタン基板と、
　前記ボタン支持部材の最も外面側に位置するカバー部材と前記操作ボタン基板との間に
設けられた導電材料からなるシールド部材とを有して構成され、
　前記シールド部材がアース接続されていることを特徴とする遊技機用の操作ボタン装置
。
【請求項２】
　前記操作ボタンが光透過性を有し、前記操作ボタン基板に発光素子が設けられており、
　前記ボタン支持部材に設けられた開口を介して前記発光素子から発光された光が前記操
作ボタンを照明して前記操作ボタンが外部に発光するように構成されていることを特徴と
する請求項１に記載の操作ボタン装置。
【請求項３】
　前記シールド部材が導電材料製の板状部材からなるシールド板から構成され、前記カバ
ー部材と前記操作ボタン基板との間に前記シールド板が挟持されて設けられていることを
特徴とする請求項１もしくは２に記載の操作ボタン装置。
【請求項４】
　前記シールド板の少なくとも一部が外面側に折り曲げられていることを特徴とする請求
項３に記載の操作ボタン装置。
【請求項５】
　前記シールド部材が前記ボタン支持部材の内面側に形成された導電材料性のシールド層
から構成されることを特徴とする請求項１もしくは２に記載の操作ボタン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、スロット機等の遊技機において、遊技者により操作されるボタ
ンを供えた操作ボタン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パチンコ機、スロット機等の遊技機において遊技者が操作する操作ボタンを備え
た遊技機が実用に供されている。例えば、遊技過程において、遊技機の表示装置に複数の
選択肢を表示し、遊技者の操作ボタンの操作に応じていずれかの選択肢を選択させたり、
所定時間内での操作ボタン操作に応じて演出の切換を行わせたりするなど、種々の形式の
ものが知られている。（例えば、特許文献１～３参照）
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３０６９７６号公報
【特許文献２】特開２００７－３０７１６３号公報
【特許文献３】特開２００８－５９０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、遊技機においては、従来からいわゆる「ゴト」と称される不正行為が問題視
されている。例えば、電子銃を用いて遊技機の制御基板に静電気等を与えて誤作動を起こ
すような不正行為がある。ここで、上記操作ボタン装置は、遊技機に取り付けられたボタ
ン支持部材に対して操作ボタンが操作移動可能に設けられるため、操作ボタンとボタン支
持部材との間に若干ではあるが隙間を設ける必要がある。また、操作ボタンの操作を検出
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するセンサ、スイッチ類を設けた基板がボタン支持部材に取り付けられており、この基板
に設けられたセンサ、スイッチ類は電気ケーブル類を介して制御基板に電気的に繋がって
いる。
【０００５】
　このようなことから、操作ボタンとボタン支持部材との間の隙間を介して電子銃等によ
り基板上のセンサ、スイッチ類に静電気等を発射し、このセンサ、スイッチ類に繋がる電
気ケーブル類を介して制御基板に静電気等を流してこれを誤作動させるという不正操作が
行われる畏れがあるという問題があった。
【０００６】
　本発明はこのような問題に鑑み、遊技機の操作ボタン装置に対して、電子銃等を用いて
行われる不正操作を効果的に防止できるような構成の操作ボタン装置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】
　このような目的達成のため、本発明に係る遊技機の操作ボタン装置は、遊技者により操
作される操作ボタンを有した遊技機用の操作ボタン装置であって、前記遊技機に取り付け
られ、操作部を外面側に臨ませて前記操作ボタンを移動自在に支持したボタン支持部材と
、前記ボタン支持部材の内面側に取り付けられ、前記操作ボタンの操作を検出する操作検
出要素を備えた操作ボタン基板と、前記ボタン支持部材の最も外面側に位置するカバー部
材と前記操作ボタン基板との間に設けられた導電材料からなるシールド部材とを有して構
成され、前記シールド部材がアース接続されている。
【０００８】
　上記操作ボタン装置において、前記操作ボタンが光透過性を有し、前記操作ボタン基板
に発光素子が設けられており、前記ボタン支持部材に設けられた開口を介して前記発光素
子から発光された光が前記操作ボタンを照明して前記操作ボタンが外部に発光するように
構成されているのが好ましい。
【０００９】
　上記操作ボタン装置において、前記シールド部材が導電材料製の板状部材からなるシー
ルド板から構成され、前記カバー部材と前記操作ボタン基板との間に前記シールド板が挟
持されて設けられているのが好ましい。なお、この場合、前記シールド板の少なくとも一
部が外面側に折り曲げられているのが好ましい。
【００１０】
　また、上記操作ボタン装置において、前記シールド部材が前記ボタン支持部材の内面側
に形成された導電材料性のシールド層から構成されても良い。
【発明の効果】
【００１１】
　上記のように構成された本発明に係る操作ボタン装置によれば、カバー部材と操作ボタ
ン基板との間に導電材料からなるシールド部材が設けられ、且つこのシールド部材がアー
ス接続されているので、操作ボタンとカバー部材との間の隙間（すなわち、カバー部材に
おける操作ボタンを受容する開口と操作ボタンとの間の隙間）を介して電子銃等により静
電気を発射するような不正行為が行われた場合に、このように発射された静電気等をシー
ルド部材に流してアースさせることができ、操作ボタン基板上のセンサ、スイッチ類に静
電気等が流れるのを防止できる。この結果、センサ、スイッチ類に繋がる電気ケーブル類
を介して制御基板に静電気等が流れることを防止して、これが誤作動するような事態を確
実に防止できる。
【００１２】
　なお、操作ボタンに導電性を持たせてこれをアース接続するようにしても同様な効果が
得られるが、操作ボタンが光透過性を持たせて操作ボタン基板に設けられた発光素子によ
り操作ボタンを発光させるような構成の場合には、操作ボタンに導電性を持たせるのが難
しい。よって、このような場合に、カバー部材と操作ボタン基板との間に導電材料からな



(4) JP 2009-172216 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

るシールド部材が設けられる本発明の操作ボタン装置構成とすることが好ましい。
【００１３】
　なお、シールド部材を導電材料製の板状部材からなるシールド板から構成するのが好ま
しく、この場合には、シールド板を簡単に作成でき、且つこれをカバー部材と操作ボタン
基板との間に挟持させるだけで良く、取付も簡単である。この場合に、シールド板の少な
くとも一部を外面側（すなわち、カバー部材における操作ボタンを受容する開口と操作ボ
タンとの間の隙間に近づく側）に折り曲げるのが好ましく、これにより、操作ボタンとカ
バー部材との間の隙間を介して電子銃等により静電気を発射するような不正行為が行われ
た場合に、このように発射された静電気等は外側に折り曲げた部分に導かれ易く、静電気
等が操作ボタン基板側に流れるのをより確実に防止できる。
【００１４】
　また、シールド部材をボタン支持部材の内面側に形成された導電材料性のシールド層か
ら構成しても良く、このようにすれば、シールド層をボタン支持部材の内面側にメッキ等
により簡単に設けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。本発明に係る操作
ボタン装置を有した遊技機の一例として、パチンコ機ＰＭを図２～図４に示しており、ま
ず、このパチンコ機ＰＭの構成について説明する。
【００１６】
　パチンコ機ＰＭは、外郭方形枠サイズに構成されて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た開閉搭載用の前枠２が互いの正面
左側に配設されたヒンジ機構３ａ，３ｂに支持されて前方に横開き開閉及び着脱が可能に
取り付けられ、正面右側に設けられたダブル錠と称される施錠装置４を利用して外枠１と
係合された閉鎖状態に保持される。
【００１７】
　前枠２の前面側上部には、前枠２の前面域に合わせた方形状で中央部に複層ガラスが装
着されたガラス扉５が正面左側に設けられたヒンジ機構７ａ，７ｂにより前方に横開き開
閉および着脱が可能に支持され、正面右側に設けられた施錠装置４により前枠２の前面を
覆う閉鎖状態に保持される。ガラス扉５の背後には遊技盤９を立設姿勢で収容する収容枠
が前枠２と一体に成型されており、この収容枠に遊技盤９が着脱可能に収容保持され、常
には閉鎖保持されるガラス扉５を透視して前面の遊技領域を視認可能に臨ませている。
【００１８】
　図２では遊技盤９の記載を省略するが、遊技盤９の前面には上下のレール飾りに囲まれ
て略円形の遊技領域が区画形成され、この遊技領域に多数本の遊技釘とともに風車や各種
入賞具、遊技の進行状況に応じて所定の画像が表示される画像表示装置などの遊技構成部
品が取り付けられ、遊技領域の下端部に入賞具に入賞せずに落下した遊技球を遊技盤９の
裏面側に排出させるアウト口が設けられている。
【００１９】
　前枠２の下部領域には、球皿ユニット６が正面左側に設けられたヒンジ機構７ｂ，７ｃ
により前方に横開き開閉および着脱が可能に支持されるとともに、正面右側に設けられた
球皿施錠装置を利用して前枠２の前面を覆う閉鎖状態に保持される。球皿ユニット６に覆
われた前枠２の下部領域には遊技補助盤と称される補助機構部が形成されており、この遊
技補助盤に、遊技領域に遊技球を発射する遊技球発射装置やファール球回収通路などが設
けられている。球皿ユニット６の右前面下部には、遊技球の発射操作を行う発射ハンドル
８が取り付けられている。なお、球皿ユニット６に本願発明を適用した操作ボタン装置２
０が取り付けられており、これについては後述する。
【００２０】
　前枠２の裏側に、裏機構盤ないし機構セット盤とも称される裏セット盤１０が着脱可能
に取り付けられている。裏セット盤１０は、遊技盤９の裏面側に突出する画像表示装置や
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画像制御基板（画像ユニット）、球寄せカバー等を挿通させる大型の窓口１１ｗを有して
外枠１の内寸よりも幾分小型の矩形枠状に形成された基枠体１１をベースとして構成され
る。基枠体１１の各部には、球貯留タンクに貯留された多数の遊技球を流下過程で前後各
一列に整列させる整流機構１５、整流機構１５により整列された遊技球を上下につながっ
た整列状態で待機させる整列待機通路２２、整列待機された遊技球を遊技盤９における入
賞状態に基づいて払い出す球払出装置１３、及び球払出装置１３から払い出された遊技球
を球皿ユニット６の球皿に導く払出通路などからなる賞球機構が設けられる。
【００２１】
　また、基枠体１１の裏面側の各部には、電源基板１８ａや払出制御基板１８ｂ、主制御
基板１８ｃ、画像制御基板１８ｄ、遊技施設のホールコンピュータとの間で球払い出し情
報やアラーム情報などの入出力を行うターミナル基板１８ｅなどの各種回路基板が取り付
けられ、これらの回路基板とパチンコ機各部の電気・電子部品がワイヤーハーネスで接続
されて遊技可能に構成される。例えば、球皿ユニット６に設けられた操作ボタン装置２０
の内部のセンサ、スイッチ類も主制御基板１８ｃ等に接続されている。
【００２２】
　次に、上記パチンコ機ＰＭにおいて球皿ユニット６に設けられた操作ボタン装置２０に
ついて、図１および図５～図７を参照して以下に詳しく説明する。球皿ユニット６の全体
構成を図５に示しており、球皿ユニット６には賞球払出開口６ａを有して払い出された賞
球を貯留する球皿６ｂが設けられている。
【００２３】
　この球皿６ｂの前面壁部の上面に操作ボタン装置２０が組み付けられており、この操作
ボタン装置２０を取り出した状態を図６に示している。操作ボタン装置２０は、図１に分
解して示すように、カバー部材２１と、シールド板２５と、操作ボタンユニット３０とか
ら構成される。操作ボタンユニット３０の上にシールド板２５が取り付けられ、その上に
カバー部材２１が取り付けられており、シールド板２５はカバー部材２１と操作ボタンユ
ニット３０とに挟持されて配設されている。
【００２４】
　カバー部材２１は樹脂材料により一体成形されて作られており、主操作ボタン用開口２
２と、左右一対の副操作ボタン用開口２３ａ，２３ｂが形成されており、副操作ボタン用
開口２３ａ，２３ｂはブリッジ部２４により区画されている。シールド板２５は、導電材
料性の板材、例えば金属板をカット成形して作られており、主操作ボタン用開口２６と、
左右一対の副操作ボタン用開口２７ａ，２７ｂと、副操作ボタン用開口２７ａに隣接した
前後一対の補助開口２８ａ，２８ｂとが形成されている。なお、主操作ボタン用開口２６
には左右一対の凹部２６ａ，２６ｂが形成されている。また、左右一対の副操作ボタン用
開口２７ａ，２７ｂを区画するブリッジ部２５ａ，２５ｂは二分割されて上方に（副操作
ボタン用開口２７ａ，２７ｂに近づく方向であり、請求項に規定する外面側と同意義の方
向）折り曲げ成形されている。シールド板２５の右端部にはこれを外部アース部材に電気
接続させるためのアース端子部２５ｃが形成されており、図示してはいないが、このアー
ス端子部２５ｃにアースケーブルが繋がれ、アースケーブルはパチンコ機ＰＭ内もしくは
このパチンコ機ＰＭが設置される遊技設備内のアース部に接続され、シールド板２５全体
がアース接続される。
【００２５】
　操作ボタンユニット３０は、図７に分解して示すように、樹脂材料により一体成形され
たベース部材３１を備え、このベース部材３１の上面に主操作ボタン４０および一対の副
操作ボタン４５ａ，４５ｂが取り付けられ、ベース部材３１の下面に主操作ボタン基板５
０と、副操作ボタン基板５５とが取り付けられている。
【００２６】
　ベース部材３１の上面には主操作ボタン支持部３２および左右一対の副操作ボタン支持
部３３，３４が形成されており、それぞれの内部に主操作ボタン用開口３２ａおよび副操
作ボタン用開口３３ａ，３４ａが上下に貫通して形成されている。さらに、主操作ボタン
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支持部３２の左右両側に位置して照明用開口３６ａ，３６ｂが上下に貫通して形成されて
いる。主操作ボタン支持部３２にはバネ４２により上方に付勢されたボタン支持ベース４
１が上下移動可能に配設されるとともにこのボタン支持ベース４１の上に主操作ボタン４
０が取り付けられ、全体として図１に示すように構成されている。主操作ボタン４０はバ
ネ４２の付勢を受けて上動され、これに抗して押圧されて下動されるようになっている。
副操作ボタン支持部３３，３４にはそれぞれ副操作ボタン４５ａ，４５ｂが上下移動可能
となって図１に示すように取り付けられる。
【００２７】
　主操作ボタン基板５０は、基板５１の上に、主操作ボタン４０の操作を検出するフォト
センサからなる主操作検出センサ５２と、カバー照明用発光ダイオード（ＬＥＤ）５３と
、震動モータ５４とを搭載して構成され、ベース部材３１の主操作ボタン支持部３２の下
面側に取り付けられている。主操作検出センサ５２はボタン支持ベース４１に設けられた
遮光部（図示せず）が挿入される検出用間隙５２ａを有し、主操作ボタン４０が押し下げ
作動されたときにこれと一緒に下動するボタン支持ベース４１の遮光部が検出用間隙５２
ａに入り込み、検出用間隙５２ａを通る光を遮光するようになっている。この結果、主操
作検出センサ５２は主操作ボタン４０の押し下げ操作を検出できる。
【００２８】
　カバー照明用ＬＥＤ５３は、例えば主操作ボタン４０の押し下げ操作に基づいて点灯さ
れ、ベース部材３１の照明用開口３６ａおよびシールド板２５の凹部２６ａを通してカバ
ー部材２１を下面側から照明する。カバー部材２１は半透明もしくは透明材料から作られ
て光透過性を有しており、カバー照明用ＬＥＤ５３による照明を受けて発光する。震動モ
ータ５４は主操作ボタン４０の押し下げ操作等に基づいて駆動され、操作ボタン装置２０
を振動させ、主操作ボタン４０等の操作者に振動を伝えたりする。
【００２９】
　副操作ボタン基板５５は、基板５６の上に、副操作検出スイッチ５７ａ，５７ｂと、副
操作ボタン照明ＬＥＤ５８ａ，５８ｂと、主操作ボタン照明ＬＥＤ５８ｃと、カバー照明
用ＬＥＤ５９とを搭載して構成されている。副操作検出スイッチ５７ａ，５７ｂは、副操
作ボタン４５ａ，４５ｂの押し下げ操作がなされたとき、副操作ボタン用開口３３ａ，３
４ａを通って副操作ボタン４５ａ，４５ｂにより副操作検出スイッチ５７ａ，５７ｂのス
イッチ部が押し下げられてスイッチが入り、副操作ボタン４５ａ，４５ｂの操作が検出さ
れる。なお、通常は、副操作検出スイッチ５７ａ，５７ｂのスイッチ部が内蔵バネにより
上方に押し上げられて突出しており、これが副操作ボタン４５ａ，４５ｂを押し上げた状
態となっており、副操作ボタン４５ａ，４５ｂが押し下げ操作されるとこれらを介して副
操作検出スイッチ５７ａ，５７ｂのスイッチ部が押し下げられてスイッチが入るようにな
っている。
【００３０】
　副操作ボタン照明ＬＥＤ５８ａ，５８ｂは、ベース部材３１の副操作ボタン用開口３３
ａ，３４ａの真下に位置しており、副操作ボタン４５ａ，４５ｂの操作等に応じて点灯さ
れ、副操作ボタン４５ａ，４５ｂを下面側から照明する。副操作ボタン４５ａ，４５ｂは
半透明もしくは透明材料から作られて光透過性を有しており、副操作ボタン照明ＬＥＤ５
８ａ，５８ｂによる照明を受けて発光する。主操作ボタン照明ＬＥＤ５８ｃは、ベース部
材３１の主操作ボタン用開口３２ａの真下に位置しており、主操作ボタン４０の操作等に
応じて点灯され、主操作ボタン４０を下面側から照明する。主操作ボタン４０も半透明も
しくは透明材料から作られて光透過性を有しており、主操作ボタン照明ＬＥＤ５８ｃによ
る照明を受けて発光する。カバー照明用ＬＥＤ５９は、例えば主操作ボタン４０の押し下
げ操作に基づいて点灯され、ベース部材３１の照明用開口３６ｂおよびシールド板２５の
凹部２６ｂを通してカバー部材２１を下面側から照明し、カバー部材２１はこの照明を受
けて発光する。
【００３１】
　以上説明した構成の操作ボタン装置２０において、主操作ボタン４０および副操作ボタ
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ン４５ａ，４５ｂは押圧操作されて上下動する構成であり、主操作ボタン４０および副操
作ボタン４５ａ，４５ｂはカバー部材２１の主操作ボタン用開口２２および副操作ボタン
用開口２３ａ，２３ｂを通って上方に突出するとともにカバー部材２１に対して上下に相
対移動可能となっている。このため、主操作ボタン４０および副操作ボタン４５ａ，４５
ｂは主操作ボタン用開口２２および副操作ボタン用開口２３ａ，２３ｂ内に一定の隙間を
有して嵌入する構成となっている。
【００３２】
　さらに、主操作ボタン基板５０上に搭載された主操作検出センサ５２、カバー照明用Ｌ
ＥＤ５３および震動モータ５４は電気配線（ワイヤハーネス等）を介して主制御基板１８
ｃ等と電気的に繋がっている。同様に、副操作基板５５上に搭載された副操作検出スイッ
チ５７ａ，５７ｂ、副操作ボタン照明ＬＥＤ５８ａ，５８ｂ、主操作ボタン照明ＬＥＤ５
８ｃおよびカバー照明用ＬＥＤ５９も電気配線を介して主制御基板１８ｃ等と電気的に繋
がっている。
【００３３】
　このような構成であるため、このパチンコ機ＰＭに対して、遊技者等が、主操作ボタン
用開口２２および副操作ボタン用開口２３ａ，２３ｂと主操作ボタン４０および副操作ボ
タン４５ａ，４５ｂとの隙間を介して電子銃等により静電気を発射するというような不正
行為を行った場合、この静電気が主操作ボタン基板５０および副操作基板５５上の上記電
気部品類に到達すると、これに繋がる電気配線を介して主制御基板１８ｃ等に流れて誤作
動を引き起こすおそれがある。
【００３４】
　しかしながら、上記本実施形態に係る操作ボタン装置２０の場合には、カバー部材２１
と操作ボタンユニット３０との間にシールド板２５が挟持されて配設されており、且つこ
のシールド板２５はアース接続されているため、上記のように電子銃等から発射された静
電気はシールド板２５に当たってアースされ、主操作ボタン基板５０および副操作基板５
５上の上記電気部品類に到達することがない。このため、このような不正操作から主制御
基板１８ｃ等の誤動作を確実に防止することができる。特に、シールド板２５のブリッジ
部２５ａ，２５ｂが二分割されて上方に折り曲げられているので、副操作ボタン用開口２
３ａ，２３ｂと副操作ボタン４５ａ，４５ｂとの隙間に対して発射された静電気等をこの
ブリッジ部２５ａ，２５ｂにより、より確実に捕らえてアースさせることができる。
【００３５】
　なお、上記操作ボタン装置２０においては、カバー部材２１と操作ボタンユニット３０
との間にシールド板２５を挟持する構成の実施形態を示したが、本発明に係る装置構成と
してはこれに限られるものではない。例えば、カバー部材２１の下面側や、ベース部材３
１の上面側に金属メッキ層を設け、これをアース接続するような構成としても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の好ましい実施形態に係る操作ボタン装置を分解して示す斜視図である。
【図２】上記操作ボタン装置を備えたパチンコ機の正面図である。
【図３】上記パチンコ機の側面図である。
【図４】上記パチンコ機の背面図である。
【図５】上記パチンコ機を構成する球皿ユニットを示す斜視図である。
【図６】上記操作ボタン装置を示す斜視図である。
【図７】上記操作ボタン装置を構成する操作ボタンユニットの構成を分解して示す斜視図
である。
【符号の説明】
【００３７】
　ＰＭ　パチンコ機　　　　　　　　　　６　球皿ユニット
　２０　操作ボタン装置　　　　　　　　２１　カバー部材
　２５　シールド板　　　　　　　　　　２５ａ，２５ｂ　ブリッジ部
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　３０　操作ボタンユニット　　　　　　３１　ベース部材
　３２　主操作ボタン支持部　　　　　　３３，３４　副操作ボタン支持部
　４０　主操作ボタン　　　　　　　　　４１　ボタン支持ベース
　４２　バネ　　　　　　　　　　　　　４５ａ，４５ｂ　副操作ボタン
　５０　主操作ボタン基板　　　　　　　５２　主操作検出センサ
　５３　カバー照明用ＬＥＤ　　　　　　５４　振動モータ
　５５　副操作ボタン基板　　　　　　　５７ａ，５７ｂ　副操作検出スイッチ
　５８ａ，５８ｂ　副操作ボタン照明ＬＥＤ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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