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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側が開放した略箱形の本体ケース（２）と、この本体ケース（２）の前面側に開閉自
在に装着された前面パネル（３）と、前側に各種操作部が配置された操作基板ケース（１
４）とを備え、該操作基板ケース（１４）が、その外周面を構成する所定面を前記本体ケ
ース（２）の内面に沿わせた状態で該内面に装着された遊技機において、前記操作基板ケ
ース（１４）の左右の側面、上面、底面のうちの一面側のみを前記本体ケース（２）の内
面の対応する面に固定し、前記操作基板ケース（１４）の背面側に、後ろ向きに突出する
突出部（７５）を設け、該突出部（７５）の後端側を前記本体ケース（２）の背板（７）
に当接させたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記操作基板ケース（１４）は、前記操作部を備えた操作基板（４０）（４１）の前側
を覆う前ケース体（４３）と後側を覆う後ケース体（４４）とが互いに係合されて構成さ
れており、前記前ケース体（４３）側に前記本体ケース（２）の内面側への固定部（６５
）（６６）を、前記後ケース体（４４）側に前記突出部（７５）を設けたことを特徴とす
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、スロットマシン等の遊技機に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　各種遊技機のうち、例えばスロットマシンは、前側が開放した略箱形の本体ケースと、
この本体ケースの前側に開閉自在に装着された前面パネルとよりなる筐体内に、図柄表示
リールユニットの他、メダル払い出し装置や各種基板ケース等が配置された構成となって
いる。
【０００３】
　各種基板ケースの中には、リセットスイッチ等を備えた設定基板を格納する設定基板ケ
ース等、外部操作を行う操作部を備えた操作基板ケースが存在する（特許文献１参照）。
このような操作基板ケースについては、不正防止の観点からは筐体内のなるべく後側に配
置することが望ましいが、一方、操作性の観点からは逆に筐体内のなるべく前側に配置す
ることが望ましい。
【０００４】
　これらを勘案すると、操作基板ケースに関しては、操作性を大きく損なわない範囲で筐
体のなるべく後側の位置が最適な配置位置であると言える。
【特許文献１】特開２００５－２１８７０８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、操作基板にはリセットスイッチや、コネクタの接続端子等の操作部が搭載さ
れており、これらが筐体の前側から操作できなければならないため、操作基板は操作部を
設けた面を前側に向けて配置するのが通常である。
【０００６】
　一方、上述した操作基板ケースの最適な配置位置は、筐体内の前後方向中途位置である
から、操作基板ケースを固定するためには、例えばその操作基板ケースの側面、底面等を
筐体の側面、底面等に固定する必要がある。
【０００７】
　この場合、リセットスイッチを押したり接続端子にコネクタを接続するなど、操作部に
対して操作を行う際には操作基板ケースに後ろ向きの力が作用する場合が多いが、この力
により、操作基板ケースの側面側等の固定位置に大きなモーメントが発生することとなる
。従って、長期間の使用により、例えば固定状態が甘くなって操作部を操作する際の剛性
感が低下し、操作性が悪くなったり、最悪の場合には固定部分が疲労等により破損してし
まう恐れもあった。
【０００８】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、前側に各種操作部が配置された操作基板ケ
ースを筐体内の前後方向中途位置に固定するに際し、操作部を操作する際の剛性感を常に
高く維持することができ、また固定部分への負荷を軽減でき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】
【０００９】
　本発明は、前側が開放した略箱形の本体ケース２と、この本体ケース２の前面側に開閉
自在に装着された前面パネル３と、前側に各種操作部が配置された操作基板ケース１４と
を備え、該操作基板ケース１４が、その外周面を構成する所定面を前記本体ケース２の内
面に沿わせた状態で該内面に装着された遊技機において、前記操作基板ケース１４の左右
の側面、上面、底面のうちの一面側のみを前記本体ケース２の内面の対応する面に固定し
、前記操作基板ケース１４の背面側に、後ろ向きに突出する突出部７５を設け、該突出部
７５の後端側を前記本体ケース２の背板７に当接させたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、操作基板ケース１４を筐体内の前後方向中途位置に固定した場合でも
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、固定部分への特別な補強を行うことなく、操作部を操作する際の剛性感を常に高く維持
することができ、また固定部分への負荷を軽減して疲労等による破損を防止できる利点が
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図８は、本発明をスロット
マシンとして具現化した一実施形態を例示している。図１及び図２において、１は遊技機
の筐体で、本体ケース２と、この本体ケース２の前側に配置された矩形状の前面パネル３
とを備えている。
【００１２】
　本体ケース２は、例えば木製で、左右一対の側板４ａ，４ｂと、それら左右の側板４ａ
，４ｂの上下両端側を左右に連結する上板５及び底板６と、背面側を略塞ぐ背板７とで前
側が開放した箱形に形成されており、その前側を開閉自在に閉鎖するように前面パネル３
が装着されている。
【００１３】
　本体ケース２内には、図２に示すように、複数の図柄表示リール８ａ～８ｃを左右方向
に配列した表示リールユニット９の他、メダル払い出し装置１０、メダル補助ケース１１
、電源基板ケース１２、主制御基板ケース１３、設定基板ケース（操作基板ケース）１４
等が配置されている。
【００１４】
　表示リールユニット９は、左右の側板４ａ，４ｂ間に架設された中間棚１５上に着脱自
在に装着されている。
【００１５】
　メダル払い出し装置１０は、払い出し用のメダルを貯留するメダルホッパー１６、この
メダルホッパー１６内のメダルを払い出すメダル払い出し手段１７、メダルホッパー１６
から溢れたメダルをメダル補助ケース１１側に排出する余剰メダル排出口１８等を備え、
底板６上に着脱自在に装着されている。
【００１６】
　また、例えば電源基板ケース１２は向かって左側の左側板４ａの下部側に、主制御基板
ケース１３は背板７の前面側で且つ中間棚１５の下側に、設定基板ケース１４は中間棚１
５よりも上側の左側板４ａに、夫々着脱自在に装着されている。
【００１７】
　前面パネル３は、左右一端側、例えば向かって左側に配置されたヒンジを介して本体ケ
ース２に対して開閉自在に装着されており、図１に示すように、その上部側には第１表示
窓２１と第２表示窓２２とが上下に配置されている。
【００１８】
　第１表示窓２１は、本体ケース２側の図柄表示リール８ａ～８ｃに対応して矩形状に形
成されており、遊技者はこの第１表示窓２１を介して図柄表示リール８ａ～８ｃを前側か
ら視認可能となっている。
【００１９】
　また、第２表示窓２２は、前面パネル３の裏側に装着された液晶表示ユニット（図示省
略）の表示画面２３に対応して例えば第１表示窓２１よりも大型の矩形状に形成されてお
り、遊技者はこの第２表示窓２２を介して表示画面２３を前側から視認可能となっている
。
【００２０】
　また、例えば第２表示窓２２の下側に横長状に設けられた操作パネル部２４には、遊技
媒体としてのメダルを投入可能なメダル投入口２５、このメダル投入口２５内に詰まった
メダルを返却させるための返却ボタン２５ａの他、メダル投入口２５へのメダル投入に代
えてクレジットからメダルをベットするための１ベットボタン２６、マックスベットボタ
ン２７及びキャンセルボタン２８、図柄表示リール８ａ～８ｃの回転を開始させるための
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スタートレバー２９、回転中の図柄表示リール８ａ～８ｃを夫々個別に停止させるための
ストップボタン３０ａ～３０ｃ等が設けられている。
【００２１】
　前面パネル３の下端部前側には、メダル払い出し手段１７から払い出されたメダルや返
却されたメダルを前側に排出するための排出口３１が設けられ、その前側に、排出口３１
から排出されたメダルを受けるメダル受け皿３２が横長状に配置されている。
【００２２】
　続いて、設定基板ケース１４及びその取付構造の詳細について説明する。設定基板ケー
ス１４は、設定基板（操作基板）４０、中継基板（操作基板）４１及び設定キースイッチ
４２を格納するもので、図３～図８に示すように、前ケース体４３と、後ケース体４４と
、前ケース体４３の前側に開閉自在に装着される開閉カバー４５とを備え、その外周側の
少なくとも一面、例えば左側面において本体ケース２側に固定されている。
【００２３】
　設定基板４０には、押しボタン式のリセットスイッチ４６、スライド式の打止め有無設
定スイッチ４７、自動精算有無設定スイッチ４８等の操作部の他、７セグメント表示手段
４９、接続端子５０等が一面側に設けられており、その面を前側に向けた状態で設定基板
ケース１４内に格納されている。
【００２４】
　なお、リセットスイッチ４６等の各操作部は、設定基板４０上で、設定基板ケース１４
における本体ケース２側への固定面（本実施形態では左側面）とは反対側（右側）に偏っ
て配置されている。
【００２５】
　中継基板４１は、例えば設定基板４０の上側に配置されており、その前面側には、第１
接続端子５１及び第２接続端子５２等の操作部が設けられている。
【００２６】
　なお、設定基板４０及び中継基板４１には、位置決め孔４０ａ，４１ａが夫々１又は複
数設けられている。
【００２７】
　設定キースイッチ４２は、キー操作により所定の設定内容を切り換えるためのもので、
例えば設定基板４０の下側に配置されている。
【００２８】
　前ケース体４３は、透明又は半透明の合成樹脂製で、設定基板４０、中継基板４１等の
前側を略覆う前面板５３と、この前面板５３の外縁に沿って後ろ向きに延設され且つ設定
基板４０及び中継基板４１の外周を略覆う外周板５４とで後側が開放した略箱形に形成さ
れている。
【００２９】
　前面板５３は、例えば正面視略矩形状で、上部側の端子側前面板５３ａと、下部側のス
イッチ側前面板５３ｂとで構成されており、端子側前面板５３ａよりもスイッチ側前面板
５３ｂの方が前側に突出して、内部の基板４０，４１との距離が大きくなっている。
【００３０】
　端子側前面板５３ａには、中継基板４１の第１，第２接続端子５１，５２及び設定基板
４０の接続端子５０を前側に露出させるための端子穴５５～５７が形成されている。
【００３１】
　スイッチ側前面板５３ｂには、リセットスイッチ４６、打止め有無設定スイッチ４７及
び自動精算有無設定スイッチ４８を前側に露出させるためのスイッチ穴５８～６０と、設
定キースイッチ４２の装着部６１とが、設定基板４０側のリセットスイッチ４６等の配置
位置に対応して例えば設定基板ケース１４における固定面（本実施形態では左側面）とは
反対側（右側）に偏って設けられている。
【００３２】
　また、スイッチ側前面板５３ｂには、左右方向一方側、例えば設定基板ケース１４にお
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ける固定面（本実施形態では左側面）側に、開閉カバー４５側のヒンジピン６２が回転自
在に嵌合する上下一対のヒンジ受け部６３が、例えば前向きに突設されている。
【００３３】
　なお、端子側前面板５３ａ、スイッチ側前面板５３ｂには、その背面側に、中継基板４
１及び設定基板４０の位置決め孔４０ａ，４１ａに対応する位置決めピン４０ｂ，４１ｂ
が突設されている。
【００３４】
　外周板５４のうち、向かって左側の左外周板５４ａは左側板４ａへの固定面で、左側、
即ち左側板４ａ側に突出する位置決め突起６４が複数、例えば２個設けられ、また左側板
４ａに対してネジ止めするための複数、例えば２つの固定板（固定部）６５，６６が、例
えば外周板５４の上側及び前側に一体的に突設されている。
【００３５】
　また、外周板５４のうち、例えば下外周板５４ｃ側には、後ケース体４４側の被支持部
６７ａと共に着脱ヒンジ６７を構成する支持軸部６７ｂが例えば左右に１個ずつ設けられ
、上外周板５４ｂ側に、後ケース体４４側の係合突起６８ａと共に係脱手段６８を構成す
る係脱片６８ｂが例えば左右方向中央に１個設けられている。
【００３６】
　支持軸部６７ｂは、下外周板５４ｃの後縁側に沿って左右方向に配置されており、後ケ
ース体４４側の被支持部６７ａが回転自在且つ係脱自在に係合可能となっている。
【００３７】
　係脱片６８ｂは、その後部側が面外方向、即ち上下方向に弾性変形可能に構成されてお
り、後端側には、後ケース体４４側の係合突起６８ａが係脱自在に係合可能な係合穴６９
が形成されている。
【００３８】
　また、外周板５４のうち、向かって右側の右外周板５４ｄには、例えば前後方向の係合
溝７０が複数設けられており、これら係合溝７０の前端側に、開閉カバー４５側の係止突
起７１が係脱自在に係合可能となっている。
【００３９】
　後ケース体４４は、透明又は半透明の合成樹脂製で、設定基板４０、中継基板４１等の
後側を略覆う背面板７３と、背面板７３の外周に沿って前向きに突設され且つ前ケース体
４３側の外周板５４の内側に嵌合する内周板７４とを一体に備えている。
【００４０】
　背面板７３は、その外周側が内周板７４よりも外側に鍔状に張り出しており、後ケース
体４４を前ケース体４３に後側から装着したとき、この鍔部７３ａが、前ケース体４３側
の外周板５４の後端側に当接するようになっている。
【００４１】
　また、背面板７３には、例えば中継基板４１の後側に対応する上部側に、後ろ向きに突
出する突出部７５が例えば膨出状に一体形成されている。この突出部７５は、当該設定基
板ケース１４を左側板４ａに装着したとき、その背面７５ａが本体ケース２の背板７の前
面に略当接するようになっている。
【００４２】
　また、背面板７３の下部側には、前ケース体４３側の支持軸部６７ｂに対して回転自在
且つ着脱自在に係合可能な被支持部６７ａが一体に設けられている。
【００４３】
　内周板７４は、後ケース体４４を前ケース体４３に後側から装着したとき、その前縁側
が設定基板４０及び中継基板４１の背面側に略当接して、それら設定基板４０及び中継基
板４１を後側から保持するようになっている。
【００４４】
　また、内周板７４の上面側には、前ケース体４３側の係脱片６８ｂが係脱自在に係合可
能な係合突起６８ａが形成されている。
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【００４５】
　開閉カバー４５は、リセットスイッチ４６、打止め有無設定スイッチ４７、自動精算有
無設定スイッチ４８、設定キースイッチ４２を前側から覆うもので、前ケース体４３側の
スイッチ側前面板５３ｂの前側に沿って配置されるカバー部７６と、前ケース体４３側の
右外周板５４ｄに沿って配置される側板７７とで平面視略Ｌ型に形成されている。
【００４６】
　カバー部７６には、その左右方向一端側に、前ケース体４３側のヒンジ受け部６３に回
転自在に嵌合する上下一対のヒンジピン６２が一体に形成されており、開閉カバー４５は
、このヒンジピン６２を中心に前ケース体４３に対して前側に開閉可能となっている。
【００４７】
　また、側板７７には、その内面側に、前ケース体４３側の係合溝７０に対応して係止突
起７１が設けられており、開閉カバー４５が閉状態のとき、この係止突起７１が係合溝７
０の前端側に係合してその状態が保持されるようになっている。
【００４８】
　以上のような設定基板ケース１４を本体ケース２に取り付ける際には、位置決め突起６
４を、左側板４ａの内面側に設けられた位置決め孔７８に嵌合させた状態で、例えばボル
ト７９ａ及びナット７９ｂにより固定板６５，６６を左側板４ａの内面側に固定すればよ
い。このとき、突出部７５の背面７５ａは背板７の前面側に略当接するため、例えば接続
端子５１，５２等にコネクタを接続したり、リセットスイッチ４６を押圧する際などに設
定基板ケース１４に後ろ向きの力が作用しても、設定基板ケース１４の後方への移動はこ
の突出部７５を介して背板７により規制される。
【００４９】
　従って、操作部を操作する際の剛性感が高く操作性が良好であり、また固定板６５，６
６又はその近傍への負荷が軽減されることにより疲労等による破損を防止できる。
【００５０】
　以上説明したように、本実施形態では、設定基板ケース１４の背面側に、後ろ向きに突
出する突出部７５を設け、この突出部７５の後端側を本体ケース２の背板７に略当接させ
ているため、設定基板ケース１４を筐体内の前後方向中途位置に固定しているにも拘わら
ず、固定部分への特別な補強を行うことなく、操作部を操作する際の剛性感を常に高く維
持することができ、また固定部分への負荷を軽減して疲労等による破損を防止できる利点
がある。
【００５１】
　また、設定基板ケース１４は、設定基板４０の前側を覆う前ケース体４３と後側を覆う
後ケース体４４とが互いに係合されて構成されており、前ケース体４３側に本体ケース２
の内面側への固定板６５，６６を、後ケース体４４側に突出部７５を設けているため、例
えば操作部を強く操作しても後ケース体４４が前ケース体４３から外れてしまうことはな
い。
【００５２】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、突出
部７５は、操作部が搭載された基板４０，４１の夫々に対応して設けてもよいし（図９　
（ａ））、それら基板４０，４１の両方に対応して１つ設けてもよい（図９（ｂ））。
【００５３】
　また、突出部７５は、その後端側が本体ケース２の背板７に略当接して操作基板ケース
１４の後方への移動を規制できるものであればどのようなものでもよく、例えば背面板７
３から後ろ向きに突設される板状部材（図９（ｃ））や柱状部材（図９（ｄ））であって
もよい。
【００５４】
　実施形態では、操作基板ケース１４の側面を本体ケース２の側面に固定した例を示した
が、例えば操作基板ケース１４の上面を本体ケースの上面や中間棚１５の下面に固定して
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もよいし、操作基板ケース１４の底面を本体ケース２の底面や中間棚１５の上面に固定し
てもよい。また、操作基板ケース１４の外周面のうちの複数面を本体ケース２側に固定し
てもよい。
【００５５】
　本体ケース２への固定板６５，６６、位置決め突起６４等を前ケース体４３側ではなく
後ケース体４４側に設けてもよい。
【００５６】
　開閉カバー４５は省略してもよい。また、前ケース体４３と後ケース体４４との組み合
わせに係る構成、基板４０、４１や設定キースイッチ４２等の固定構造等は任意である。
【００５７】
　突出部７５を背板７に固定してもよい。
【００５８】
　なお、実施形態では、本発明をスロットマシンに適用した例を示したが、操作基板ケー
スを搭載した遊技機であれば、パチンコ機等の弾球遊技機やその他の遊技機にも同様に適
用可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の一実施形態に係るスロットマシンの全体斜視図である。
【図２】本体ケース側の正面図である。
【図３】設定基板ケース及びその近傍の正面図である。
【図４】設定基板ケース及びその近傍の側面断面図である。
【図５】設定基板ケース及びその近傍の平面断面図である。
【図６】設定基板ケースの分解斜視図である。
【図７】設定基板ケースの分解斜視図である。
【図８】設定基板ケースの取付状態を示す説明図である。
【図９】突出部の変形例を示す図である。
【符号の説明】
【００６０】
２　本体ケース
３　前面パネル
７　背板
１４　設定基板ケース（操作基板ケース）
４０　設定基板（操作基板）
４１　中継基板（操作基板）
４３　前ケース体
４４　後ケース体
６５　固定板（固定部）
６６　固定板（固定部）
７５　突出部
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