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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方に開放する箱状に形成されて、遊技盤の後面と所要の空間を画成して相対する設置
壁部の外周囲から前方へ延出する外周壁部の前端部を該後面に対向した状態で該遊技盤に
配設される設置部材と、前記設置部材の前記設置壁部の後側に配設され、前記遊技盤の前
面に配設された電気部品から該遊技盤の後側へ引き出された配線が接続される基板とを備
える遊技機において、
　前記外周壁部には、該外周壁部を前記前端部から前記設置壁部まで切り欠いて該前端部
に開口する配線挿通口が形成されて、該配線挿通口を挟んで第１壁部および第２壁部が対
向するよう構成されると共に、
　前記第２壁部における前記配線挿通口に臨む端部に前記第１壁部の前記空間側まで延出
する第３壁部が設けられると共に、前記第３壁部における前記第２壁部と反対側の端部に
前記第１壁部まで延在する第４壁部が設けられ、
　前記第１壁部、第３壁部および第４壁部で囲まれた領域に、前記配線挿通口に連通する
配線保持部が設けられ、
　前記第１壁部と前記遊技盤の後面との間に、前記配線挿通口に連通するよう前記配線を
前記空間から外周壁部の外側へ引き出し可能な隙間が設けられ、
　前記第１壁部の前記配線挿通口に臨む開口端部には、前記前端部から前記設置壁部に向
かうにつれて該配線挿通口側へ徐々に変位する案内部が設けられ、
　前記隙間を介して外周壁部の外側へ引き出した前記配線を、前記第１壁部の案内部に沿
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わせながら前記配線挿通口へ導き、該配線挿通口を介して前記配線保持部へ保持させるこ
とで前記設置壁部の後方へ引き出すよう構成した
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１壁部の開口端部に設けた前記案内部は、前記配線挿通口に向けて凸となる曲線
状に延在する請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第３壁部は、前記配線挿通口に臨む部位から前記空間側へ変位するよう設けられ、
　前記第１壁部の案内部に沿わせて前記配線挿通口へ導いた前記配線を、前記第３壁部の
前記配線挿通口に臨む外面に沿わせて前記配線保持部へ導くよう構成した請求項１または
２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記配線挿通口は、外周壁部の前端部で、該前端部に沿う方向における開口幅が最大と
なるように形成されている請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記設置部材の設置壁部の後面には、前記配線保持部から前記基板に至る間に、可撓変
形自在に構成された可変掛止部が設けられ、該配線保持部から引き出した前記配線を可変
掛止部で保持するよう構成された請求項１～４の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記配線保持部は、前記配線における前記空間内への引き出し部分に最も近接する前記
外周壁部の部位を含む壁部で形成される請求項１～５の何れか一項に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技盤の裏面側から、該遊技盤の裏面に配設された設置部材の後側に設け
た基板に接続する配線を保持する配線保持部を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、遊技機の代表例の一つであるパチンコ機は、固定枠としての外枠に開閉自在に
組み付けられた本体枠としての中枠に、前面にパチンコ球が打ち出される遊技領域が画成
された遊技盤が着脱自在に配設される。前記遊技盤の前側には、始動入賞装置や特別入賞
装置が遊技領域内に配設されると共に、遊技状態に合わせて発光演出を行う発光演出装置
等(以下、電気部品という)が該遊技領域の内外に設けられる。また、前記遊技盤の後側に
は、箱状の設置部材が配設され、この設置部材には、各種図柄を変動表示して図柄変動演
出を行う液晶式やドラム式等の図柄表示装置が配設される。このようなパチンコ機では、
前記遊技領域に打ち出して該遊技領域内を流下する遊技球が前記始動入賞装置に設けた始
動口に入賞することで、図柄表示装置での図柄変動演出を開始させると共に遊技球を賞球
として払出すよう構成されている。そして、前記図柄変動演出の結果、図柄表示装置に特
定の図柄の組合わせ(大当り図柄)が表示されると、遊技者に有利な特別遊技(大当り遊技)
を発生して、図柄表示装置における演出に合わせて前記特別入賞装置の入賞口を開放した
後に、予め設定された所定のラウンド遊技を繰返して、遊技者に多数の賞球を払出す好機
を与えるようになっている。
【０００３】
　前記設置部材は、前方に開放する箱状に形成され、前記遊技盤の後面に所定の間隔をお
いて対向する設置壁部と、該設置壁部の周縁部から前方に延出する外周壁部とを備え、該
外周壁部の前端縁を遊技盤の後側に当接して該遊技盤の後側に配設される。前記設置部材
の設置壁部の前側には、可動演出装置や装飾部材等が配設されると共に、該設置壁部☆の
後側には基板設置部が設けられ、この基板設置部には複数のコネクタ受部を備えた中継基
板が配設されている。そして、前記遊技盤の前面に配設した前記電気部品から該遊技盤の
裏側へ導出した配線は、前記設置部材に前後方向に開放するよう設けた挿通孔に前側から
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挿通することで、該設置部材の後側に引き出されて前記中継基板のコネクタ受部に接続さ
れる。このような遊技機は、特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２１３７６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された配線の引き回し形態では、設置部材を遊技盤の裏側に組み付け
るに先立ち、遊技盤の裏側へ引き出された配線を、設置部材に設けた前記挿通孔に挿通さ
せる必要がある。しかしながら、前記配線の引き出された部分の長さが短かい場合には、
設置部材を該遊技盤に近づけた状態で配設を挿通孔に挿通させなければならず、場合によ
っては手探りでの作業となるから、該配線の挿通作業が面倒で煩わしいものとなっていた
。また、挿通孔に配線を挿通させた状態で設置部材を遊技盤の裏側に組み付ける際に、配
線が該挿通孔の開口縁や設置部材の適宜部位に引掛かって該配線の被覆材を傷付けたり、
配線が外周壁部の前端縁と遊技盤の裏面との間に挟み込まれて該配線の導線が破断する等
の不都合が発生していた。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを解決す
るべく提案されたものであって、遊技盤の裏側へ引き出された電気部品の配線の処理を効
率的に行ない得るようにした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】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る遊技機は、
　前方に開放する箱状に形成されて、遊技盤(D)の後面と所要の空間(SP)を画成して相対
する設置壁部(41)の外周囲から前方へ延出する外周壁部(42)の前端部(42A)を該後面に対
向した状態で該遊技盤(D)に配設される設置部材(40)と、前記設置部材(40)の前記設置壁
部(41)の後側に配設され、前記遊技盤(D)の前面に配設された電気部品(36)から該遊技盤(
D)の後側へ引き出された配線(WH2)が接続される基板(85)とを備える遊技機において、
　前記外周壁部(42)には、該外周壁部(42)を前記前端部(42A)から前記設置壁部(41)まで
切り欠いて該前端部(42A)に開口する配線挿通口(100)が形成されて、該配線挿通口(100)
を挟んで第１壁部(101)および第２壁部(102)が対向するよう構成されると共に、
　前記第２壁部(102)における前記配線挿通口(100)に臨む端部に前記第１壁部(101)の前
記空間(SP)側まで延出する第３壁部(106)が設けられると共に、前記第３壁部(106)におけ
る前記第２壁部(102)と反対側の端部に前記第１壁部(101)まで延在する第４壁部(107)が
設けられ、
　前記第１壁部(101)、第３壁部(106)および第４壁部(107)で囲まれた領域に、前記配線
挿通口(100)に連通する配線保持部(103)が設けられ、
　前記第１壁部(101)と前記遊技盤(D)の後面との間に、前記配線挿通口(100)に連通する
よう前記配線(WH2)を前記空間(SP)から外周壁部(42)の外側へ引き出し可能な隙間(104)が
設けられ、
　前記第１壁部(101)の前記配線挿通口(100)に臨む開口端部(101A)には、前記前端部(42A
)から前記設置壁部(41)に向かうにつれて該配線挿通口(100)側へ徐々に変位する案内部(1
05)が設けられ、
　前記隙間(104)を介して外周壁部(42)の外側へ引き出した前記配線(WH2)を、前記第１壁
部(101)の案内部(105)に沿わせながら前記配線挿通口(100)へ導き、該配線挿通口(100)を
介して前記配線保持部(103)へ保持させることで前記設置壁部(41)の後方へ引き出すよう
構成したことを要旨とする。
【０００８】
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　従って、請求項１に係る発明によれば、設置部材を遊技盤の裏側に取り付けた後に、遊
技盤の裏側から該設置部材の外周壁部の外側へ引き出されていた配線を、該外周壁部に設
けた配線挿通口を介して配線保持部へ保持させて該設置部材の裏側へ引き出し、該設置部
材の設置壁部の裏側に配設した基板に接続するようにしたので、配線処理が容易となると
共に、遊技盤に対する設置部材の組付作業を効率的に行ない得る。前記配線は、外周壁部
において配線挿通口を挟む第１壁部に設けた案内部に沿わせることで配線挿通口へ適切に
導くことができ、該配線挿通口を介して配線保持部へ簡易に保持させることができる。ま
た、遊技盤の裏面に設置部材を組み付ける際に、前記配線を第１壁部の前端部側に設けら
れる隙間に整合させることで、設置部材と遊技盤の裏面との間に配線が挟み込まれる不都
合も回避でき、挟み込みによる該配線の破断を防止し得る。更に、従来の如く、配線を通
すための挿通孔を設置部材の設置壁部に設ける必要がないので、該設置壁部に配設される
電気部品の配設位置に制約を受けることがない。
【０００９】
　請求項２に係る遊技機では、
　前記第１壁部(101)の開口端部(101A)に設けた前記案内部(105)は、前記配線挿通口(100
)に向けて凸となる曲線状に延在することを要旨とする。
　従って、請求項２に係る発明によれば、第１壁部の開口端部に設けた案内部が、配線挿
通口に向けて凸となる曲線状に延在するように形成されているので、該案内部に沿わせて
配線を配線挿通口に導く際に、該配線の被覆材が傷付くことを防止し得る。
【００１０】
　請求項３に係る遊技機では、
　前記第３壁部(106)は、前記配線挿通口(100)に臨む部位から前記空間(SP)側へ変位する
よう設けられ、
　前記第１壁部(101)の案内部(105)に沿わせて前記配線挿通口(100)へ導いた前記配線(WH
2)を、前記第３壁部(106)の前記配線挿通口(100)に臨む外面に沿わせて前記配線保持部(1
03)へ導くよう構成したことを要旨とする。
　従って、請求項３に係る発明によれば、配線挿通口へ導いた配線を第３壁部の外面に沿
わせることで、該配線を第１壁部、第３壁部および第４壁部により囲まれた配線保持部に
円滑に導くことができ、配線の引き出し作業の簡易化および効率化が図られる。
【００１１】
　請求項４に係る遊技機では、
　前記配線挿通口(100)は、外周壁部(42)の前端部(42A)で、該前端部(42A)に沿う方向に
おける開口幅(W)が最大となるように形成されていることを要旨とする。
　従って、請求項４に係る発明によれば、遊技盤の裏側に引き出した配線が配線挿通口に
挿通させる際に外周壁部に引っ掛かり難く、該配線を該配線挿通口に挿通させ易い。
【００１２】
　請求項５に係る遊技機では、
　前記設置部材(40)の設置壁部(41)の後面には、前記配線保持部(103)から前記基板(85)
に至る間に、可撓変形自在に構成された可変掛止部(110)が設けられ、該配線保持部(103)
から引き出した前記配線(WH2)を可変掛止部(110)で保持するよう構成されたことを要旨と
する。
　従って、請求項５に係る発明によれば、配線保持部に保持された配線を基板に至るまで
に可変掛止部で更に係止する構成としたので、配線をより確実に規制して該配線が撓むの
を防止し得る。また、可撓変形自在な可変掛止部を採用することで、配線が引き回される
態様に応じて可変掛止部を適宜変形させることができ、配線処理を効率的に行うことが可
能となる。
【００１３】
　請求項６に係る遊技機では、
　前記配線保持部(103)は、前記配線(WH2)における前記空間(SP)内への引き出し部分に最
も近接する前記外周壁部(42)の部位を含む壁部で形成されることを要旨とする。
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　従って、請求項６に係る発明によれば、配線における空間内への引き出し部分から最短
距離となる位置に配線保持部を設けたので、空間内を引き回す配線の距離が短くなって、
配線処理を容易とし得る。また、空間内を配線を引き回す距離が短くなることで、設置部
材や遊技盤に設けた電気部品等の各種部品に配線が干渉するのを抑制し得る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る遊技機によれば、遊技盤の裏側へ引き出された電気部品の配線を、該遊技
盤の裏側に配設した設置部材の後側に容易に引き出すことができ、配線の処理を効率的に
行ない得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例に係る基板取付構造が実施されるパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例に係るパチンコ機の背面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図４】実施例に係る遊技盤と、該遊技盤の後側に配設される設置部材と、設置部材の後
側に配設される主制御装置とを、前側から見た分解斜視図である。
【図５】実施例に係る遊技盤と、該遊技盤の後側に配設される設置部材と、設置部材の後
側に配設される主制御装置とを、後側から見た分解斜視図である。
【図６】設置部材が配設された遊技盤を後側から見た斜視図である。
【図７】設置部材の後側に設けた第１基板設置部に、基板保持部材を介して着脱可能に配
設した第１中継基板を示す斜視図である。
【図８】基板保持部材に装着した第１中継基板を、設置部材の後側に設けた第１基板設置
部から取り外した状態で示す斜視図である。
【図９】(ａ)は、第１中継基板を装着した基板保持部材の平面図であり、(ｂ)は、第１中
継基板を装着した基板保持部材の背面図であり、(ｃ)は、第１中継基板を装着した基板保
持部材の左側面図である。
【図１０】(ａ)は、第１中継基板および基板設置部材を該第１中継基板の表側から見た斜
視図であり、(ｂ)は、第１中継基板および基板設置部材を該第１中継基板の裏側から見た
斜視図である。
【図１１】(ａ)は、弾性部の背面図であり、(ｂ)は、(ａ)のＸ－Ｘ線断面図であって、弾
性部の変形による係止突部と係止受部との係脱態様を示している。
【図１２】第１中継基板を装着した基板保持部材を第１基板設置部に取り付けた状態を示
す平断面図である。
【図１３】遊技盤の裏側に引き出された配線を、設置部材に設けた配設保持部に配設させ
た状態で第２中継基板のコネクタ接続端子に接続した状態を示す設置部材の部分背面図で
ある。
【図１４】遊技盤の裏側に引き出された配線を、設置部材に設けた配線挿通口を介して配
設保持部に保持させた状態を示す説明図である。
【図１５】遊技盤の裏側に引き出された配線を、設置部材に設けた配線挿通口を介して配
設保持部に保持させる態様を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明に係る遊技機の基板取付構造につき、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、遊技機としては、一般的なパチンコ機Ｐを例に
して説明する。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Ｐを前側(遊技者側)から見た状態で指称す
る。
【実施例】
【００１７】
(パチンコ機)
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　実施例に係るパチンコ機Ｐは、図１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Ａの開口前
面側に、遊技盤Ｄを着脱可能に保持する本体枠としての中枠Ｂが、開閉および着脱可能に
組み付けられている。そして、前記遊技盤Ｄの裏側に、所定条件の成立(後述する始動入
賞装置３０の始動入賞口３０Ａへのパチンコ球(遊技球)の入賞)を契機として演出用の図
柄を変動表示させて図柄変動演出を行なう図柄表示装置Ｈが着脱可能に配設されている。
また、前記中枠Ｂの前面側には、前記遊技盤Ｄ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２６で前後に開口する窓部を覆うよう構成された装飾枠と
しての前枠Ｃが開閉可能に組み付けられると共に、該前枠Ｃの下方にパチンコ球を貯留す
る下球皿Ｆが前記中枠Ｂに組み付けられる。更に、前記前枠Ｃの下部位置に、パチンコ球
を貯留する上球皿Ｅが一体的に組み付けられており、前枠Ｃの開閉に合わせて上球皿Ｅも
一体的に開閉するよう構成される。
【００１８】
　前記中枠Ｂの右下方位置には、該中枠Ｂに配設された打球発射装置(図示せず)を作動す
る操作ハンドルＧが設けられており、該操作ハンドルＧの操作により打球発射装置が作動
されることで、前記上球皿Ｅに貯留されたパチンコ球が所定間隔(例えば、０．６秒間隔)
で１球ずつ前記遊技盤Ｄに向けて連続的に発射されるようになっている。なお実施例では
、前記図柄表示装置Ｈとして、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した
液晶表示装置が採用されるが(図４、図５参照)、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表示装置を採用し得る。また、前記上球皿Ｅは、前記前枠Ｃと
別体に形成して中枠Ｂに対して開閉可能に組み付けるようにしてもよい。
【００１９】
　前記中枠Ｂの後側上方には、図２に示すように、設置枠台等に設けられた外部球供給設
備(図示せず)から供給されるパチンコ球を貯留する球タンク１０が配設されると共に、後
側の上下中央より下方には、前記上下の球皿Ｅ,Ｆ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１１が配設されている。
また、中枠Ｂの裏側における左方には、前記球タンク１０とセット部材１１とを連通接続
する球通路ユニット１２が上下に架設され、該球通路ユニット１２に配設された球払出装
置１３の駆動により球タンク１０に供給されたパチンコ球を上下の球皿Ｅ,Ｆへ給出する
よう構成されている。前記セット部材１１には、前記球払出装置１３を駆動制御する払出
制御装置１２４や、前記打球発射装置を駆動制御する発射制御装置１２３等が配設されて
いる。前記払出制御装置１２４は、遊技盤Ｄの裏側に配設される設置部材４０(後述)の後
側に取り付けられた主制御装置１２０に第２中継基板８５(後述)を介して電気的に接続さ
れており、該主制御装置１２０からの制御信号に基づいて払出制御装置１２４が前記球払
出装置１３を制御する。また前記発射制御装置１２３も、前記主制御装置１２０に電気的
に接続されており、該主制御装置１２０からの制御信号に基づいて発射制御装置１２３が
前記打球発射装置を制御する。
【００２０】
(遊技盤)
　前記遊技盤Ｄは、図３～図５に示すように、アクリルやポリカーボネート等の光透過性
の合成樹脂製板やベニア等の木製合板を材質とし、前記中枠Ｂに設けた遊技盤保持部(図
示せず)の内縁形状に整合する外縁形成された略矩形の平板状に形成され、その前側には
前記遊技領域２０が設けられると共に、その後側には後述する設置部材４０が配設されて
いる。遊技盤Ｄの前側には、左下部から右上部にかけて円弧状に延在する外レール２１と
、この外レール２１の内側に中央下部から左上部にかけて並べて配置された内レール２２
と、外レール２１の右上部から内レール２２の下部までの間に右方へ凹む湾曲形状に構成
された盤面飾り部材２３等が配設されており、両レール２１,２２および盤面飾り部材２
３で囲まれた内側が前記遊技領域２０として構成されている。これにより、前記打球発射
装置から発射されたパチンコ球は、外レール２１と内レール２２との間を通って遊技領域
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２０の左上部に打ち出された後、該遊技領域２０内を流下する。但し、前記内レール２２
の延在長を大きく設定して、前記外レール２１および該内レール２２で遊技領域２０を形
成するようにしてもよい。
【００２１】
　前記遊技盤Ｄには、図５に示すように、中央に大きな貫通口２４が形成され、前後に開
口して遊技演出領域とされる表示窓口２５Ａが形成された枠状装飾部材２５が、該貫通口
２４の開口縁に配設されている。この枠状装飾部材２５の前部には、図柄表示装置Ｈで行
なわれる遊技内容に合わせた装飾が施されている。そして、前記設置部材４０に対して後
側から着脱可能に配設された図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１や、該設置部材４０の前側に配
設される装飾部材４６および第１～第３の可動演出装置４７,４８,４９等が、枠状装飾部
材２５の表示窓口２５Ａに臨むように配設されている。また遊技盤Ｄには、図５に示すよ
うに、前記貫通口２４の下方において、該遊技盤Ｄの左右中央に第１装着口２６が開設さ
れると共に、該第１装着口２６の右側に第２装着口２７が開設されている。第１装着口２
６には始動入賞装置３０および特別入賞装置３１が配設されると共に、前記第２装着口２
７には、４つの入賞口３２Ａが左右に配列された普通入賞具３２が配設されている。なお
、図３に示すように、遊技盤Ｄの前面における前記遊技領域２０内には、多数の球案内釘
３３、球通過ゲート３４、回転球案内具３５等が配設されている。
【００２２】
　前記始動入賞装置３０、特別入賞装置３１および普通入賞具３２には、各々に入賞した
パチンコ球を検出する球検出スイッチが個別に配設され、各球検出スイッチからの球検出
信号は、前記設置部材４０の後側に取り付けられて当該パチンコ機Ｐを総合的に制御する
前記主制御装置１２０に送出される。前記主制御装置１２０は、前記始動入賞装置３０の
球検出スイッチからの検出信号を受けると、大当たり抽選を行なうと共に、前記設置部材
４０の後側に取り付けられた統括制御装置１２１に制御信号を出力して前記図柄表示装置
Ｈに図柄変動演出を行なわせると共に、前記中枠Ｂの後側に配設された払出制御装置１２
４に制御信号を出力して、前記球払出装置１３に所定数の賞球を払い出させる。そして、
前記主制御装置１２０における前記大当たり抽選の結果として大当たりが発生した場合に
は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１での図柄変動演出の後に、該表示部Ｈ１に所定の図柄組
合わせで図柄が停止表示され、前記特別入賞装置３１の開閉扉３１Ａが開放位置に姿勢変
位して多数のパチンコ球の入賞が可能となる。また主制御装置１２０は、前記特別入賞装
置３１の球検出スイッチからの検出信号を受けると、前記払出制御装置１２４に制御信号
を出力して前記球払出装置１３に所定数の賞球を払い出させる。更に主制御装置１２０は
、前記普通入賞具３２の球検出スイッチからの検出信号を受けると、前記払出制御装置に
制御信号を出力して前記球払出装置に所定数の賞球を払い出させる。
【００２３】
(設置部材)
　前記設置部材４０は、図４～図６に示すように、前方に開放する略矩形のバケット状に
形成された合成樹脂製の部材であって、前側の開放端を遊技盤Ｄの後面に突き合わせて該
遊技盤Ｄに取り付けられる。この設置部材４０は、遊技盤Ｄの後面に対して後方から所要
の間隔で対向して該遊技盤Ｄの後面を構成する設置壁部４１と、この設置壁部４１の周縁
から前方へ延出形成された外周壁部４２と、この外周壁部４２の前端から外方に向けて屈
曲形成された縁板部４３等を備えている。すなわち設置部材４０は、外周壁部４２で囲わ
れて遊技盤Ｄ側に開放する前部開口が矩形状に形成されると共に、縁板部４３の外周縁が
、遊技盤Ｄの外周縁より一回り小さい形状および大きさで形成されている。このような設
置部材４０は、縁板部４３を遊技盤Ｄの後面にネジ止めすることで該遊技盤Ｄに固定され
、遊技盤Ｄの後面から離間した設置壁部４１の前側に、装飾部材４６や、第１～第３の各
可動演出装置４７,４８,４９等の配設を可能とする空間ＳＰを画成するよう構成されてい
る。
【００２４】
　前記設置部材４０の設置壁部４１には、図４～図６に示すように、前後に貫通する略矩
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形の表示開口４４が形成されている。また、設置壁部４１の後側には、前記図柄表示装置
Ｈを固定するための取付部４５が設けられ、表示部Ｈ１を表示開口４４に臨ませた状態で
該図柄表示装置Ｈが着脱可能に取り付けられる。前記図柄表示装置Ｈは、各種図柄を表示
可能な表示部Ｈ１をなす液晶パネルが収容ケースに収容されたユニット部材であって、図
２に示すように、該収容ケースの後面には、該図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の表示制御を
行なう表示制御装置１２２と、当該パチンコ機Ｐの遊技演出を統括的に制御する前記統括
制御装置１２１が配設される。統括制御装置１２１には、設置壁部４１の後側に配設した
第２中継基板８５を介して前記図柄表示装置Ｈ、前記前枠Ｃに配設されたランプ装置や前
記中枠Ｂに配設されたスピーカ等が電気的に接続されており、該統括制御装置１２１から
出力される制御信号に基づいて各装置が作動制御される。また統括制御装置１２１には、
第２中継基板８５を介して、設置壁部４１の前側に配設された前記装飾部材４６に配設さ
れた照明装置や前記第１～第３の各可動演出装置４７,４８,４９等に配設された駆動装置
や照明装置から導出した配線が電気的に接続されており、該統括制御装置１２１から出力
される制御信号に基づいて各照明装置の点灯制御や各可動演出装置４７,４８,４９の作動
が制御される。
【００２５】
　前記設置壁部４１において、前記表示開口４４の上側に位置する上板部４１Ａの前方に
は装飾部材４６および第１可動演出装置４７が配設され、該表示開口４４の左右に位置す
る左板部４１Ｂおよび右板部４１Ｃの前方には前面には第２可動演出装置４８が配設され
ると共に、該右板部４１Ｃおよび左板部４１Ｂの前面には第３可動演出装置４９が配設さ
れている。前記装飾部材４６および第１～第３の各可動演出装置４７,４８,４９から導出
された配線は、前記設置壁部４１の所要位置から設置部材４０の裏側へ引き出され、前記
第２中継基板８５のコネクタ接続端子に接続される。
【００２６】
(基板設置部)
　前記設置部材４０には、図６に示すように、前記設置壁部４１において前記表示開口４
４の下側に位置する下板部４１Ｄの後側に、複数(実施例では２つ)の基板設置部５０,８
０が形成されている。なお、以下の説明において、左側(図６では右側)に位置する基板設
置部５０を「第１基板設置部」と指称し、左右中央に位置する基板設置部８０を「第２基
板設置部」と指称する。第１基板設置部５０には第１中継基板７５が保持され、第２基板
設置部８０には第２中継基板８５が保持される。なお、前記下板部４１Ｄの後側には、前
記主制御装置１２０が取り付けられる取付部材１１５(図２、図５参照)が着脱自在に配設
されており、該取付部材１１５で各基板設置部５０,８０が後方から覆われている。
【００２７】
(第１基板保持部)
　前記第１基板設置部５０は、図７および図８に示すように、前記第１中継基板７５を取
り付けた基板保持部材(後述)６０の外部輪郭形状に合致する内部輪郭形状に形成された設
置凹部５１と、前記設置凹部５１の右上角部および右下角部(図７および図８では左側)に
設けられた保持片部(保持部)５２,５２と、前記設置凹部５１の左側において前記下板部
４１Ｄに設けられた係止受部(被係止部)５３とを備えている。この第１基板設置部５０は
、設置部材４０の後側から前記基板保持部材６０を着脱可能に取り付け得るように構成さ
れている。
【００２８】
(設置凹部)
　前記設置凹部５１は、前記設置壁部４１における前記下板部４１Ｄの後面に開口して前
方へ凹んだ縦長の矩形状の凹状部分で、前記下板部４１Ｄから前方へ延出した略矩形枠状
の外周壁部５１Ｂと、前記外周壁部５１Ｂの前端に連設されて略垂直に形成された底壁部
底壁部５１Ａとで形成されている。図８に示すように、前記外周壁部５１Ｂの上下間隔Ｓ
１は、前記基板保持部材６０の縦寸法Ｔ１と同じに設定され、該外周壁部５１Ｂの左右間
隔Ｓ２は、基板保持部材６０の横寸法Ｔ２と同じに設定されると共に、前記下板部４１Ｄ
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の後面から前記底壁部５１Ａの外面までの深さＳ３は、前記基板保持部材６０の厚さ寸法
Ｔ３と同じに設定されている。そして前記設置凹部５１は、図８に示すように、当該パチ
ンコ機Ｐの検査時に検査機器(スイッチ等)を一時的に装着する検査部５４の後方に設けら
れていて、該検査部５４が底壁部５１Ａに開口しており、設置凹部５１から基板保持部材
６０を取り外した状態で、該検査部５４に対する検査機器の着脱を行ない得るようになっ
ている。
【００２９】
(保持片部)
　前記各保持片部５２,５２は、図７および図８に示すように、前記設置壁部４１Ｂの下
板部４１Ｄの後面から前記設置凹部５１の後側へ延出した庇状部で、各保持片部５２にお
ける底壁部５１Ａと対向する面は、該底壁部５１Ａと平行な平面に形成されている。前記
保持片部５２,５２と前記底壁部５１Ａとの前後方向の間隔は、前記深さＳ３と同じにな
っており、保持片部５２と底壁部５１Ａとの間に、前記基板保持部材６０の右側縁部を左
側から差し込むことが可能となっている。すなわち各保持片部５２は、設置凹部５１に装
着した前記基板保持部材６０の右側部分に後側から当接して、該基板保持部材６０を該設
置凹部５１に保持するように機能する。
【００３０】
(係止受部)
　前記設置凹部５１の左側には、図７および図８に示すように、設置壁部４１の下板部４
１Ｄを前記外周壁部５１Ｂの左縁から左方向へ切り欠いて該設置凹部５１に開口する略矩
形の開口５５が形成されている。この開口５５には、前記基板保持部材６０に左へ突出す
るように設けた弾性部(後述)６７が整合するようになっている。そして、図７、図８およ
び図１１に示すように、前記開口５５の開口縁における上縁には、前記係止受部５３が下
方へ突出した状態で形成されていると共に、該開口縁における下縁には、前記係止受部５
３が上方へ突出した状態で形成されており、両係止受部５３は上下に対向して設けられて
いる。前記各係止受部５３,５３の上下方向の間隔Ｋ１は、図１１(ａ)に示すように、に
示すように、前記基板保持部材６０に設けた弾性部６７の操作部７０の上下幅Ｋ２より僅
かに大きく設定されており、両係止受部５３,５３の間に該操作部７０が右側から入り込
むことが可能となっている(図１１(ａ)参照)。
【００３１】
　前記各係止受部５３,５３は、図１１(ａ)および図１１(ｂ)に示すように、前記設置凹
部５１を指向した部位に形成された当接面５３Ａと、前側を指向した部位に形成された係
止面５３Ｂとを備えている。そして前記係止受部５３,５３は、前記設置凹部５１に前記
基板保持部材６０を正規の姿勢でセットした際に、前記弾性部６７が変形していない常態
において、該弾性部６７に設けた後述する係止突部(係止部)７１,７１の後側に位置する
ように設けられている。すなわち、前記各係止受部５３は、前記設置凹部５１に前記基板
保持部材６０を取り付ける際に前記弾性部６７の変位部６９に前記当接面５３Ａが左方か
ら当接して、該弾性部６７を弾性変形させ得るようになっている。また各係止受部５３は
、前記設置凹部５１に前記基板保持部材６０を適切にセットした際に、前記弾性部６７に
設けた前記係止突部７１に前記係止面５３Ｂが後方から当接して、該弾性部６７に係止す
るようになっている。
【００３２】
(基板保持部材)
前記基板保持部材６０は、図８～図１０に示すように、後方へ開放するトレー状の部材で
、前記第１中継基板７５を設置する板状の設置面部６１と、該設置面部６１の外周縁に沿
って延在して後方へ突出した外周突壁部６２と、該外周突壁部６２の後端における左上角
部および左下角部から右方へ延出するように形成した基板係止部６３とを備えている。ま
た基板保持部材６０は、前記設置面部６１の左側に、弾性変形が可能に形成されて、前記
係止受部５３,５３に係脱可能に係止する弾性部６７を備えている。
【００３３】
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(設置面部)
　前記設置面部６１には、外周突壁部６２に臨む外縁に沿って設置段部６１Ａが形成され
ており、図１２に示すように、前記第１中継基板７５の裏面７５Ｂの外縁部分が該設置段
部６１Ａに当接する。これにより基板保持部材６０は、第１中継基板７５の裏面７５Ｂが
前記設置面部６１に直接に接触しないように該第１中継基板７５が取り付けられるように
構成されている。図１０(ａ)に示すように、前記外周突壁部６２の内周面における上下間
隔Ｌ１は、前記第１中継基板７５の縦寸法Ｍ１と同じに設定され、該外周突壁部６２の内
周面における左右間隔Ｌ２は、該第１中継基板７５の横寸法Ｍ２と同じに設定されると共
に、前記外周突壁部６２の後端から前記設置段部６１Ａまでの深さＬ３は、該第１中継基
板７５の板厚Ｍ３と同じに設定されている。また、図１０(ａ)および図１０(ｂ)に示すよ
うに、前記設置面部６１の上部左側には、後方へ突出した係止ボス６４が設けられると共
に、該設置面部６１の上部右側には、後方へ突出したネジ締結ボス６５が設けられている
。前記係止ボス６４は、前記第１中継基板７５の上部左側に設けた係止孔７３に前側から
整合して突入係止すると共に、前記ネジ締結ボス６５は、前記第１中継基板７５の上部右
側に設けたネジ挿通孔７４に前側から整合するようになっている。更に、前記設置面部６
１における右縁には、図８～図１０に示すように、該設置面部６１の外面から外周突壁部
６２の外面に向けて斜めに面取りされた形状の傾斜面６６が形成されている。この傾斜面
６６は、基板保持部材６０を第１基板設置部５０の設置凹部５１へ装着する際に、該設置
凹部５１の底壁部５１Ａに摺接させるガイド面として機能する。
【００３４】
(基板係止部)
　前記各基板係止部６３,６３は、図８～図１０に示すように、前記外周突壁部６２の後
端から前記設置面部６１の後側へ延出した庇状部で、各基板係止部６３における設置面部
６１と対向する面は、該設置面部６１と平行な平面に形成されている。前記各基板係止部
６３と前記設置段部６１Ａとの前後方向の間隔は、前記深さＬ３と同じになっており、基
板係止部６３と設置段部６１Ａとの間に、前記第１中継基板７５の左側縁部を右側から差
し込むことが可能となっている。すなわち各基板係止部６３は、設置段部６１Ａで支持さ
れた前記第１中継基板７５の左側部分に後側から当接して、該第１中継基板７５を該設置
面部６１に保持するように機能する。なお、各基板係止部６３は、外周突壁部６２の左上
角部および右上角部に設けられており、基板保持部材６０を前記第１基板設置部５０の設
置凹部５１に装着した際に、前記保持片部５２と干渉しない。
【００３５】
(弾性部)
　前記基板保持部材６０は、図８～図１２に示すように、前記設置面部６１の左縁に一体
的に形成されて、左方および前方へ突出した前記弾性部６７を備えている。この弾性部６
７は、前述したように、前記第１基板設置部５０として構成された前記係止受部５３,５
３に係脱可能に変形することで、前記設置凹部５１に対する前記基板保持部材６０の着脱
を可能とするものである。前記弾性部６７は、前記設置面部６１の左縁から前方へ延出す
る基部６８と、前記基部６８の前部から左方へ屈曲して後方へ延出して、該基部６８の左
側に位置する変位部６９を備え、前記変位部６９の後部には、後方へ延出する操作部７０
を備え、平面視において略Ｊ形に形成されている。従って弾性部６７は、前記操作部７０
を設置面部６１の左縁側へ指先等で押すことで、前記変位部６９と前記基部６８とを連設
する屈曲部分が変形して、該変位部６９が該設置面部６１の側へ近接移動するようになる
と共に、該操作部７０に対する外力を解除することで、変位部６９が設置面部６１から離
間移動して元の状態に弾性復帰するように構成されている。
【００３６】
(係止突部)
　図９(ｂ)、図９(ｃ)、図１０および図１１(ａ)に示すように、上下幅Ｋ２の前記操作部
７０は、前記変位部６９の上下幅より小さく設定されており、該変位部６９の上縁後端は
該操作部７０より上方へ突出していると共に該変位部６９の下縁後端は該操作部７０より
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下方へ突出しており、該変位部６９と操作部７０との上下の段差部が、前記係止突部７１
,７１となっている。そして、前記係止突部７１,７１は、前述したように、前記操作部７
０に対する操作を行なわない前記弾性部６７の常態においては、前記各係止受部５３,５
３と前後方向で重なって該係止受部５３,５３の係止面５３Ｂに係止する(図７、図１１お
よび図１２)。また前記係止突部７１,７１は、前記操作部７０を設置面部６１側へ押した
前記弾性部６７の変形状態においては、前記係止受部５３,５３から設置面部６１側へ移
動して、該係止受部５３との係止が解除されるようになっている。
【００３７】
(配線挿通部)
　図７、図８および図１２に示すように、前記設置部材４０における前記第１基板設置部
５０と隣接する部位に、該設置部材４０の前側と後側とを貫通する配線挿通部５６が、該
第１基板設置部５０に連通するよう開設されている。前記配線挿通部５６には、前記設置
部材４０の前側から後側へ引き出されて、前記第１中継基板７５の前記コネクタ接続端子
７７に接続される配線ＷＨ１が挿通されるよう構成されている。前記配線挿通部５６は、
前記設置凹部５１の左側において前記設置壁部４１の下板部４１Ｄに形成した開口５５の
左側に形成され、該開口５５の右側部分は該開口５５に連通している。従って、図８に示
すように、第１基板設置部５０の設置凹部５１に前記基板保持部材６０を装着していない
状態では、前記設置部材４０の前側から後側へ引き出された前記配線ＷＨ１を、該設置凹
部５１に設けられた前記検査部５４側から配線挿通部５６へ移動させることが可能となっ
ている。
【００３８】
　また前記配線挿通部５６は、図１１(ａ)および図１１(ｂ)に示すように、第１基板設置
部５０の設置凹部５１に前記基板保持部材６０を設置した状態において、前記開口５５に
整合した前記弾性部６７の操作部７０により、該開口５５との連通部分が閉口するように
なっている。従って、配線挿通部５６に挿通された配線ＷＨ１は、操作部７０により該配
線挿通部５６から離脱することが防止されて、該配線挿通部５６に適切に保持される。
【００３９】
(第１中継基板)
　前記第１中継基板７５には、前記基板保持部材６０から露出する表面７５Ａに、前記始
動入賞装置３０、特別入賞装置３１および普通入賞具３２に入賞したパチンコ球を検出す
る各球検出スイッチからの配線(図示せず)が接続されるコネクタ接続端子７６や、前記配
線挿通部５６から設置部材４０の後側へ引き出された配線ＷＨ１が接続されるコネクタ接
続端子７７等が配設されている。また表面７５Ａには、前記主制御装置１２０からの配線
(図示省略)が接続されるコネクタ接続端子７８等が配設されている。従って第１中継基板
７５は、前記始動入賞装置３０、特別入賞装置３１および普通入賞具３２の球検出スイッ
チや各種センサ等と主制御装置１２０とを電気的に接続する。
【００４０】
　前述のように構成された基板保持部材６０に対して、前記第１中継基板７５は、次のよ
うにして装着される。すなわち、前記第１中継基板７５を、その裏面７５Ｂを前記設置面
部６１に対向させた状態で、該第１中継基板７５の左端上部および左端下部を前記各基板
係止部６３の前側に差し込むと共に、該第１中継基板７５の右部を設置面部６１に向けて
押し込むことで、当該第１中継基板７５が基板保持部材６０の設置段部６１Ａに支持され
る。そして、前記係止孔７３に前記係止ボス６４が係合すると共に、前記ネジ挿通孔７４
に挿通させたネジ７９を前記ネジ締結ボス６５に締結することで、第１中継基板７５が設
置面部６１に固定される。そして、前述すると共に図１０(ａ)に示すように、前記外周突
壁部６２の内周面における上下間隔Ｌ１が前記第１中継基板７５の縦寸法Ｍ１と同じに設
定され、該外周突壁部６２の内周面における左右間隔Ｌ２が該第１中継基板７５の横寸法
Ｍ２と同じに設定されると共に、前記外周突壁部６２の後端から前記設置段部６１Ａまで
の深さＬ３が該第１中継基板７５の板厚Ｍ３と同じに設定されていることで、前記外周突
壁部６２が、該第１中継基板７５の端部７５Ｃの略全周に亘って接触した状態で囲繞する
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ようになる(図８、図９(ｂ)参照)。そして、第１中継基板７５の裏面７５Ｂに形成された
プリント回路部が前記設置面部６１に被覆保護される。
【００４１】
　また、前述のように構成された第１基板設置部５０に対して、前記第１中継基板７５を
装着した前記基板保持部材６０は、次のようにして装着される。すなわち、前記基板保持
部材６０の右端上部および右端下部を前記保持片部５２の前側に差し込むと共に、該基板
保持部材６０の右部を設置凹部５１に向けて押し込むことで、前記弾性部６７の変位部６
９が前記各係止受部５３,５３の当接面５３Ａに当接して該変位部６９が設置面部６１側
へ移動し、これにより基板保持部材６０が設置凹部５１に収容される。このとき、前記基
板保持部材６０の前記傾斜面６６を前記設置凹部５１の底壁部５１Ａに当てることで該基
板保持部材６０の差し込み時の姿勢が安定し、第１基板設置部５０に対して該基板保持部
材６０を簡易に差し込むことができる。そして、基板保持部材６０が設置凹部５１に適切
にセットされると、前記前記変位部６９に対する前記各当接受部５３,５３の当接が解除
され、該係止受部５３,５３の係止面５３Ｂに前記係止突部７１,７１が係止される。また
、前述すると共に図８に示すように、前記外周壁部５１Ｂの上下間隔Ｓ１が前記基板保持
部材６０の縦寸法Ｔ１と同じに設定され、該外周壁部５１Ｂの左右間隔Ｓ２が基板保持部
材６０の横寸法Ｔ２と同じに設定されると共に、前記下板部４１Ｄの後面から前記底壁部
５１Ａの外面までの深さＳ３が前記基板保持部材６０の厚さ寸法Ｔ３と同じに設定されて
いることで、前記外周壁部５１Ｂが、該基板保持部材６０の外縁の略全周に亘って接触し
た状態で囲繞するようになる(図７、図１２参照)。更に、前記設置凹部５１に設けた前記
検査部５４が前記基板保持部材６０で被覆されると共に、外周壁部５１Ｂと基板保持部材
６０の外縁との間から針状や薄板状の異物を挿入することが不可能であるから、該基板保
持部材６０は不正防止部材として機能する。
【００４２】
(第２基板保持部)
　第２基板設置部８０は、図６および図１５に示すように、矩形状に形成された第２中継
基板８５の外縁形状に合致する内縁形状に形成されて後方へ開口する矩形の枠状部８１と
、この枠状部８１の内壁面に形成されて第２中継基板８５を裏側から支持する支持部(図
示せず)と、枠状部８１の下縁部において左右に離間して配設されて下方へ突出した２つ
の係止爪８２,８２と、該枠状部８１の上縁部において左右に離間して配設されて後方へ
突出した２つの係止フック８３,８３とを備える。各係止フック８３は、第２中継基板８
５の上縁部に係止する爪部が先端側において下方へ突設されると共に、先端側が上方へ変
位するように弾性変形が可能となっている。従って第２中継基板８５は、その下縁部を前
記各係止爪８２,８２の前側へ差し込むと共に上縁部を前方へ押すことで、前記各係止フ
ック８３の弾性変形により枠状部８１の内側にセットされる。そして、前記各係止爪８２
が第２中継基板８５の下縁部に後方から係止すると共に、各係止フック８３が該第２中継
基板８５の上縁部に後方から係止することで、該第２中継基板８５は第２基板設置部８０
に着脱可能に係止保持される。
【００４３】
(第２中継基板)
　前記第２中継基板８５は、図６、図１３および図１５に示すように、前記主制御装置１
２０からの配線、前記統括制御装置１２１からの配線、前記表示制御装置１２２からの配
線、前記第１～第３可動演出装置４７,４８,４９からの配線等が多数接続され、これらを
電気的に接続するものである。すなわち第２中継基板８５の表面８５Ａには、主制御装置
１２０からの配線(図示省略)が接続されるコネクタ接続端子８６や、統括制御装置１２１
からの配線(図示省略)が接続されるコネクタ接続端子８７や、表示制御装置１２２からの
配線(図示省略)が接続されるコネクタ接続端子８８が配設されている。また第２中継基板
８５には、前記第１～第３の各可動演出装置４７,４８,４９からの各配線が各々接続され
る複数のコネクタ接続端子８９や、遊技盤Ｄの遊技領域２０の外側右下部に配設された電
気部品３６(図３、図５参照)に接続されて該遊技盤Ｄの後面に引き出された配線ＷＨ２(
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後述)が接続されるコネクタ接続端子９０等も配設されている。従って第２中継基板８５
は、前記主制御装置１２０、統括制御装置１２１、表示制御装置１２２、第１～第３可動
演出装置４７,４８,４９および電気部品３６等を電気的に接続する。
【００４４】
　ここで、実施例における前記電気部品３６としては、特図表示器や普図表示器である。
前記電気部品３６としての特図表示器とは、前記始動入賞装置３０の始動入賞口３０Ａへ
のパチンコ球の入賞を契機として変動表示を開始する発光表示部から構成されて、該発光
表示部で複数種類の特別図柄(大当りか否かなどの内部抽選の結果を示す報知用の図柄)を
表示するものである。また、前記電気部品３６としての普図表示器とは、前記球通過ゲー
ト３４でのパチンコ球の通過を契機として変動表示を開始する発光表示部から構成されて
、該発光表示部で複数種類の普通図柄を表示するものである。
【００４５】
(配線保持構造)
　次に、前記設置部材４０に設けた配線保持構造について、図面を引用して説明する。実
施例のパチンコ機Ｐは、図６および図１３～図１５に示すように、前記設置部材４０の右
部下側(図６、図１３～図１５では左側)に、配線保持部１０３が設けられている。この配
線保持部１０３は、前記電気部品３６から前記遊技盤Ｄの裏側と前記設置部材４０の設置
壁部４１との間に画成された前記空間ＳＰを介して外側へ引き出された前記配線ＷＨ２を
保持するようになっている。
【００４６】
(配線挿通口)
　前記設置部材４０の外周壁部４２における右側部分は、前記配設保持部１０３よりも上
方において上下に分離していて、この分離した部分の下方を構成する第１壁部１０１と、
該分離した部分の上方を構成する第２壁部１０２とに分かれている。そして、前記第１壁
部１０１と第２壁部１０２との間には、前記外周壁部４２の前端部４２Ａに開口して該先
端部４２Ａから前記設置壁部４１まで延在する配線挿通口１００が形成されている。前記
配線挿通口１００は、後述するように、遊技盤Ｄの後面に引き出された配線ＷＨ２を挿通
することが可能な開口広さ、開口形状に形成されている。
【００４７】
(隙間)
　また、図６および図１４に示すように、前記遊技盤Ｄの裏側に設置部材４０を装着した
状態において、前記第１壁部１０１と前記遊技盤Ｄの後面との間には、前記配線挿通口１
００に連通すると共に、前記配線ＷＨ２を前記空間ＳＰから外周壁部４２の外側へ引き出
し可能な隙間１０４が設けられている。すなわち、第１壁部１０１における外周壁部４２
の前端部４２Ａ側は、該前端部４２Ａより後方へ切り欠かれており、該第１壁部１０１の
前端部１０１Ｂは、遊技盤Ｄの後面から後方へ離間している。従って、図５および図１５
に示すように、遊技盤Ｄの後面に前記設置部材４０を取り付ける際には、該遊技盤Ｄの後
側へ引き出された前記配線ＷＨ２を前記隙間１０４に整合させることで、該配線ＷＨ２を
外周壁部４２の外方へ引き出した状態で該設置部材４０を該遊技盤Ｄに取り付けることが
可能となっている。
【００４８】
　また、図１３～図１５に示すように、前記第１壁部１０１の前記配線挿通口１００に臨
む開口端部には、案内端部(案内部)１０５が形成されている。この案内端部１０５は、外
周壁部４２の前記前端部４２Ａ側から前記設置壁部４１側に近づくにつれて前記第２壁部
１０２側へ徐々に近づくように延在する第１湾曲形状部１０５Ａと、該第１湾曲形状部１
０５Ａから該設置壁部４１に近づくにつれて該第２壁部１０２から徐々に離れるように延
在する第２湾曲形状部１０５Ｂとで構成されている。すなわち前記配線挿通口１００は、
前記第１壁部１０１の案内端部１０５の形状により外周壁部４２の前端部４２Ａにおいて
上下方向の開口幅Ｗが最大となっていると共に、該前端部４２Ａと設置壁部４１との間の
中途部分に狭窄部が設けられている。そして、前記案内端部１０５の前記第１湾曲形状部
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１０５Ａは、前記第１壁部１０１の前記前端部１０１Ｂに連なっており、図１５に示すよ
うに、前記隙間１０４を介して外周壁部４２の外方へ引き出された前記配線ＷＨ２は、前
記第１壁部１０１の前端部１０１Ｂから第１湾曲形状部１０５Ａに沿わせることで、前記
配線挿通口１００の前記狭窄部へ円滑に導かれるよう構成されている。また、前記案内端
部１０５の前記第２湾曲形状部１０５Ｂは、前記第１壁部１０１における前記配線保持部
１０３に臨む後端部に連なっており、図１５に示すように、前記配線挿通口１００に導か
れた前記配線ＷＨ２は、第２湾曲形状部１０５Ｂに沿わせることで、前記配線保持部１０
３へ円滑に導かれるよう構成されている。
【００４９】
(案内壁部)
　図６および図１３～図１５に示すように、前記外周壁部４２における前記第２壁部１０
２には、該配線挿通口１００に臨む部位から前記空間ＳＰ側へ変位すると共に、前記第１
壁部１０１の該空間ＳＰ側まで延出する案内壁部(第３壁部)１０６が設けられている。す
なわち案内壁部１０６は、前記配線挿通口１００に臨む部分において、前記第２壁部１０
２から前記空間ＳＰ側へ傾斜状に延出する第１案内面１０６Ａと、この第１案内面１０６
Ａの端縁に連なり、前記第１壁部１０１より空間ＳＰ側に位置して該第１壁部１０１の裏
面と平行に下方へ延在する第２案内面１０６Ｂとを備えている。すなわち、前記第１壁部
１０１と前記案内壁部１０６とは、所要の間隔をおいて左右方向に対向した状態で設けら
れている。なお、前記案内壁部１０６の第１案内面１０６Ａおよび第２案内面１０６Ｂは
、外周壁部４２の前端部４２Ａ側から設置壁部４１側に近づくにつれて前記第１壁部１０
１とは反対側(空間ＳＰ側)へ傾斜するように形成されており(図１３参照)、配線挿通口１
００に挿通させた配線ＷＨ２を配線保持部１０３へ保持させる際に、該配線ＷＨ２を設置
壁部４１の後側(図１３の右側)へ移動させ易くなっている。
【００５０】
　また、図１３および図１４に示すように、前記案内壁部１０６における前記第２壁部１
０２と反対側の下端部から、前記第１壁部１０１の裏面に向けて、水平に延在する壁部(
第４壁部)１０７が設けられている。この壁部１０７は、設置壁部４１の下板部４１Ｄか
ら遊技盤Ｄの裏面側へ略水平に延出している(図１４参照)。また、前記案内壁部１０６は
、外周壁部４２前端部４２Ａに近づくつれて第２壁部１０２側へ変位する傾斜面１０８が
形成されている。すなわち前記傾斜面１０８は、前記第１壁部１０１に設けた前記案内端
部１０５とは反対方向へ変位しており、図１４から明らかなように、案内壁部１０６が前
記隙間１０４から上方へ退避するように形成されているから、該隙間１０４に挿通させる
前記配線ＷＨ２が該案内壁部１０６で挟み込まれ難く構成されている。
【００５１】
(配線保持部)
　そして、図１３～図１５に示すように、前記第１壁部１０１と、前記案内壁部１０６お
よび前記壁部１０７で囲まれた領域が、前述した配線保持部１０３として構成されている
。すなわち配線保持部１０３は、前記配線挿通口１００と空間的に連通するように画成さ
れており、該配線挿通口１００を介して前記外周壁部４２の側方および設置壁部４１の後
側へ開口している。従って、前記第１壁部１０１の案内端部１０５に沿わせて前記配線挿
通口１００へ導かれた前記配線ＷＨ２は、前記案内壁部１０６の前記第１案内面１０６Ａ
および第２案内面１０６Ｂに沿わせることで、前記配線保持部１０３に導かれるように構
成されている。そして、前記配線保持部１０３に保持されて設置部材４０の後側へ引き出
された前記配線ＷＨ２は、図１３および図１５に示すように、前記第２中継基板８５のコ
ネクタ接続端子９０に接続することが可能となっている。
【００５２】
　なお、前記配線保持部１０３は、前記外周壁部４２において、前記配線ＷＨ２における
前記空間ＳＰ内への引き回し部分に最も近接する該外周壁部４２の部位を含むよう形成さ
れている。従って、前記配線ＷＨ２は、前記空間ＳＰ内を最短距離で延在した後に配線保
持部１０３に保持されるようになり、該配線ＷＨ２が前記空間ＳＰ内で長く引き回される
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ことを防止し得る。
【００５３】
(可変掛止部)
　前記設置部材４０の設置壁部４１の後面には、前記配線保持部１０３から前記第２中継
基板８５に至る間に、可撓変形自在に構成された可変掛止部１１０が設けられている。こ
の可変掛止部１１０は、該配線保持部１０３から引き出された前記配線ＷＨ２において、
該配線保持部１０３と前記第２中継基板８５との間の部分を係止して保持するためのもの
である。すなわち可変掛止部１１０は、例えばゴムやウレタン等を材質とした柔軟性を有
するもので、上方が分離した環状の配線掛止部１１１と、該配線掛止部１１１に一体成形
されて設置板部にネジ等で固定される固定部１１２とを備えてする。前記配線掛止部１１
１は、上方が拡開するように弾性変形が可能となっており、前記配線ＷＨ２を挿脱可能に
掛止し得るようになっている。従って、配線ＷＨ２における設置部材４０の後側に引き出
された部分を、前記可変掛止部１１１に挿通して掛止させることで、この引き出された部
分が下方へ垂れ下がったり揺れ動くことが防止される。
【００５４】
　前述のように構成された実施例のパチンコ機Ｐでは、前述したように、第１中継基板７
５が取り付けられた基板保持部材６０は、該基板保持部材６０を第１基板設置部５０の設
置凹部５１に整合させながら後方から押し込むことで、前記弾性部６７の変位部６９が設
置面部６１に近接するように該弾性部６７が変形するので、該第１基板設置部５０に簡単
かつ確実に設置することが可能である。すなわち、第１中継基板７５を第１基板設置部５
０の設置凹部５１に取り付けるに際して、ネジ等を締結する必要がない。そして、第１中
継基板７５が取り付けられた基板保持部材６０を第１基板設置部５０にセットすると、弾
性部６７に設けた係止突部７１が該第１基板設置部５０に設けた係止受部５３に係止する
ことで、設置凹部５１を挟んだ左右両側に位置する保持片部５２,５２および係止受部５
３に基板保持部材６０が係止されるので、第１中継基板７５を第１基板設置部５０に確実
かつ安定的に保持することができる。
【００５５】
　また、第１中継基板７５が取り付けられた基板保持部材６０を第１基板設置部５０から
取り外す際には、前記操作部７０を操作して弾性部６７を弾性変形させることで、第１基
板設置部５０に設けた前記係止受部５３と基板保持部材６０の弾性部６７に設けた係止突
部７１との係合が解除されるので、第１中継基板７５を取り付けた該基板保持部材６０を
第１基板設置部５０から簡単かつ容易に取り外すことができる。
【００５６】
　また、設置部材４０の前側から該設置部材４０の後側へ引き出されて第１中継基板７５
のコネクタ接続端子７７に接続される配線ＷＨ１を、第１基板設置部５０に隣接する部位
に設けられた配線挿通部５６に挿通させるようにしたので、該配線ＷＨ１が第１中継基板
７５の隣接した部位に引き出されるようになり、該配線ＷＨ１を第１中継基板７５のコネ
クタ接続端子７７に簡単かつ容易に接続することができる。そして前記配線挿通部５６は
、前記第１基板設置部５０へ開口した形状に形成されているので、基板保持部材６０を第
１基板設置部５０に取り付ける前に、設置部材４０の前側から後側へ引き出した配線ＷＨ
１を、該第１基板設置部５０側から配線挿通部５６へ簡易に挿通させることができ、該配
線ＷＨ１の挿通作業を簡単かつ短時間で行なうことができる。また前記配線挿通部５６は
、第１基板設置部５０に基板保持部材６０を取り付けると、操作部７０により第１基板設
置部５０に対して閉口するよう構成されているので、基板保持部材６０を第１基板設置部
５０に取り付けた後には、配線挿通部５６に挿通させた配線ＷＨ１を適切に保持すること
ができる。
【００５７】
　また、前記第１中継基板７５を前記基板保持部材６０に装着することで、該基板保持部
材６０における前記外周突壁部６２の内周面が、該第１中継基板７５の端部７５Ｃの略全
周に亘って接触した状態で囲繞するから、該外周突壁部６２と第１中継基板７５の端部７
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５Ｃとの間から針状や薄板状の異物を挿入することが不可能であり、該異物を挿入するこ
とによる不正行為を好適に防止し得る。また、第１中継基板７５の裏面７５Ｂに形成され
たプリント回路部が、基板保持部材６０の前記設置面部６１により好適に被覆保護される
。
【００５８】
　更に、前記第１中継基板７５を装着した前記基板保持部材６０を前記第１基板設置部５
０の設置凹部５１に装着することで、前記外周壁部５１Ｂの内周面が該基板保持部材６０
の外縁の略全周に亘って接触した状態で囲繞するから、該外周壁部５１Ｂと基板保持部材
６０の外縁との間から針状や薄板状の異物を挿入することが不可能であり、該異物を前記
検査部５４へ挿入することによる不正行為を好適に防止し得る。
【００５９】
　また実施例のパチンコ機Ｐでは、前記設置部材４０を遊技盤の裏側に取り付けた後に、
前記空間ＳＰから該設置部材４０の外周壁部４２の外側へ引き出されていた配線ＷＨ２を
、該外周壁部４２に設けた配線挿通口１００を介して配線保持部１０３へ保持させて該設
置部材４０の後側へ引き出し、該設置部材４０の設置壁部４１の裏側に配設した前記第２
中継基板８５のコネクタ接続端子９０に接続するように構成されているので、該配線ＷＨ
２の配線処理が容易となると共に、遊技盤Ｄに対する設置部材４０の組付作業を効率的に
行ない得る。そして、遊技盤Ｄの後面に設置部材４０を組み付ける際に、前記配線ＷＨ２
を第１壁部１０１の前端部４１Ａ側に設けられる隙間１０４に整合させることで、設置部
材４０と遊技盤Ｄの後面との間に配線ＷＨ２が挟み込まれる不都合も回避でき、挟み込み
による該配線ＷＨ２の破断を防止し得る。更に、前記配線ＷＨ２を通すための挿通孔を設
置部材４０の設置壁部４１に設ける必要がないので、該設置壁部４１に配設される電気部
品の配設位置に制約を受けることがない。
【００６０】
　そして、前記隙間１０４から外方へ引き出した前記配線ＷＨ２は、前記第１壁部１０１
に設けた案内端部１０５の第１湾曲形状部１０５Ａに沿わせることで配線挿通口１００へ
適切に導くことができ、該案内端部１０５の第２湾曲形状部１０５Ｂに沿わせると共に前
記第２案内壁部１０６の第１案内面１０６Ａおよび第２案内面１０６Ｂに沿わせることで
配線保持部１０３へ簡易に保持させることができる。しかも、前記案内端部１０５が、配
線挿通口１００に向けて凸となる曲線状に延在するように形成されているので、該案内端
部１０５に沿わせて配線ＷＨ２を配線挿通口１００に導く際に、該配線ＷＨ２の被覆材が
傷付くことを防止し得る。また前記配線挿通口１００は、外周壁部４２の前端部４２Ａ側
の開口幅Ｗが最大になっているので、案内端部１０５に沿わせた配線ＷＨ２を該配線挿通
口１００へ適切に挿通させることができる。
【００６１】
　また、前記第２壁部１０２には、配線挿通口１００に臨む部位から前記空間ＳＰ側へ変
位すると共に、前記第１壁部１０１の該空間ＳＰ側まで延出する案内壁部１０６が設けら
れているので、該配線挿通口１００へ導かれた前記配線ＷＨ２は、該案内壁部１０６の前
記第１案内面１０６Ａおよび第２案内面１０６Ｂに沿わせることで、前記配線保持部１０
３に適切に導いて保持させることができる。従って前記配線ＷＨ２を配線保持部１０３へ
簡単かつ容易に保持させることが可能である。
【００６２】
　更に、配線保持部１０３に臨む前記壁部１０７が前後に延在するように形成されている
ので、該配線保持部１０３に保持させた配線ＷＨ２に対して前記壁部１０７が広い面で接
触するので、該配線ＷＨ２の被覆材が傷付くことを防止し得る。
【００６３】
　また更に、配線ＷＨ２における配線保持部１０３と第２中継基板８５との間の部分を、
設置部材４０の設置壁部４１の後側に配設した可変掛止部１１０の配線掛止部１１１に掛
止するようにしたので、該配線ＷＨ２が設置部材４０の後側において垂れ下がって撓んだ
り揺れ動くことを好適に防止することができる。従って、配線ＷＨ２が第２中継基板８５
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のコネクタ接続端子９０から脱抜して接続が解除されたり、該配線ＷＨ２が断線する等の
不都合が発生することを防止し得る。しかも、可撓変形自在な前記可変掛止部１１０を採
用することで、配線ＷＨ２が引き回される態様に応じて該可変掛止部１１０を適宜変形さ
せることができ、配線処理を効率的に行うことが可能となる。
【００６４】
(変更例)
　本発明に係る遊技機は、実施例に例示の形態に限らず種々の変更が可能である。
（１）実施例では、基板保持部材６０の左端に弾性部６７を設けた形態を例示したが、こ
の弾性部６７の形成位置はこれに限らず、、該基板保持部材６０の右端に弾性部６７を設
けてもよいし、上端または下端に設けてもよい。
（２）実施例では、前記配線挿通部５６を、前記弾性部６７に設けた操作部７０に相対す
る位置(第１基板設置部５０の左側)に設けたが、該配線挿通部５６の形成位置はこれに限
らず、第１基板設置部５０の周囲において設置凹部５１に隣接する部位であれば、該第１
基板設置部５０の右側、上側または下側であってもよい。
（３）配線掛止部１１０は、ゴムやウレタンを材質としたものに限定されず、ピアノ線や
熱可塑性エラストマ等を材質としたものであってもよい。また配線掛止部１１０は、前記
設置壁部４１の下板部４１Ｄに直接に形成したものであってもよい。
（４）前記配線挿通口１００が設けられる位置は、前述したように、実施例で例示した外
周壁部４２の右側部分に限定されるものではなく、遊技盤Ｄの後面と設置部材４０の間の
空間ＳＰに引き回されて配線保持部１０３に保持される前記配線ＷＨ２の引き出し位置に
近い位置であればよく、外周壁部４２の左側部分、上側部分または下側部分であってもよ
い。
（５）前記電気部品３６は、実施例に例示した特図表示器や普図表示器に限らず、前記遊
技盤Ｄに配設される電気機器や電子機器の全てが対象とされる。また電気部品３６は、設
置部材４０の前側に配設された電気機器や電子機器等であってもよい。
（６）前記配線保持部１０３に保持される配線は、第１中継基板７５に配設したコネクタ
接続端子に接続されるものや、設置部材４０の設置壁部４１の後側に配設される別の基板
に配設されたコネクタ接続端子に接続されるものであってもよい。
（７）前記案内端部１０５は、実施例で例示したような配線挿通口１００側へ凸となる曲
線状に限定されず、前端部４２Ａから設置壁部４１に近づくにつれて配線挿通口１００側
へ徐々に延出する直線状としてもよいし、配線挿通口１００に対して凹となる曲線状に形
成してもよい。
（８）前記隙間１０４を第２壁部１０２側に設けると共に、前記案内端部１０５を、該第
２壁部１０２の配線挿通口１００に臨む開口端部に設けるようにしてもよい。
（９）実施例では、遊技機としてのパチンコ機を示したが、遊技機はパチンコ機に限られ
るものではなく、アレンジボール機等であってもよい。
【符号の説明】
【００６５】
３６ 電気部品，４０ 設置部材，４１ 設置壁部，４２ 外周壁部，４２Ａ 前端部
８５ 第２中継基板(基板)，１００ 配線挿通口，１０１ 第１壁部，１０１Ａ 開口端部
１０２ 第２壁部，１０３ 配線保持部，１０４ 隙間，１０５ 案内端部(案内部)
１０６ 案内壁部(第３壁部)，１０７ 壁部(第４壁部)，１１０ 可変掛止部
Ｄ 遊技盤，ＳＰ 空間，Ｗ 開口幅，ＷＨ２ 配線



(18) JP 5628770 B2 2014.11.19

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(19) JP 5628770 B2 2014.11.19

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(20) JP 5628770 B2 2014.11.19

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(21) JP 5628770 B2 2014.11.19

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(22) JP 5628770 B2 2014.11.19

10

フロントページの続き

(72)発明者  宮内　智弘
            愛知県名古屋市中村区烏森町３丁目５６番地　株式会社ニューギン内
(72)発明者  中村　徳秀
            東京都中央区日本橋茅場町２丁目９番４号　ニューギン東京ビル内

    審査官  上田　正樹

(56)参考文献  特開平０６－０８６８５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６０－１８０４８０（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

