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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠部材と、前記枠部材に取り付けられた遊技盤と、前記遊技盤における入賞状況に応じ
て遊技球を払い出す球払出装置および当該球払出装置から払い出された遊技球を前記枠部
材の前面側に設けられた球皿に導く球通路が設けられ前記枠部材の裏面側に開閉自在に取
り付けられた裏セット盤と、透明な基板ケースに収容された状態で前記裏セット盤に取り
付けられ、遊技機を作動させる回路基板とを備える弾球遊技機において、
　前記裏セット盤のベースとなる基枠体の中央部に、前記裏セット盤を前記枠部材の裏面
側に閉止した閉鎖姿勢において、前記遊技盤の裏面方向に突出する遊技構成部品を受容す
るために表裏を貫通して開口形成された前記遊技構成部品より側方の幅が広い窓口を有し
、
　前記基枠体の裏面側には、前記窓口の側方に位置する前記基枠体の側部に一体に形成さ
れたガイド部と、前記窓口を挟んで上下に位置する前記基枠体の上部および下部に一体に
形成された上下の基枠体側係合部とを有する基板取り付け部が設けられ、
　前記基板ケースには、前記ガイド部と係合可能な被ガイド部および前記上下の基枠体側
係合部とそれぞれ係合可能な上下の支持部材側係合部を有し、
　前記被ガイド部が前記ガイド部に案内されて前記上下の基枠体側係合部と前記上下の支
持部材側係合部とが着脱自在に係合し、前記基板ケースに収容された前記回路基板が前記
窓口の後方に位置して前記窓口の側方部分を覆う状態で前記基板取り付け部に着脱自在に
取り付けられるように構成したことを特徴とする弾球遊技機の基板取り付け構造。
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【請求項２】
　前記基板取り付け部に一体に形成された複数のシールド板係合部を有し、
　シールド板には、前記基枠体側係合部および前記支持部材側係合部を挿通させる上下の
支持孔部と、前記シールド板係合部と係脱可能な複数のスロット孔とを有し、
　前記複数のシールド板係合部と前記複数のスロット孔とを係脱させて、前記基板ケース
と前記裏セット盤との間に位置して前記基板取り付け部に前記シールド板が着脱可能に取
り付けられるように構成したことを特徴とする請求項１に記載の弾球遊技機の基板取り付
け構造。
【請求項３】
　前記基板ケースに、前記基板ケースを前記基板取り付け部に取り付けた取り付け姿勢に
おいて前記基枠体の側部の裏面側壁面に向けて突出するロック爪が形成され、
　前記シールド板に、前記シールド板を前記基板取り付け部に取り付けた取り付け姿勢に
おいて前記基枠体の側部の裏面側壁面に沿って配設されるロック凹部が切り欠き形成され
、
　前記基枠体の側部の裏面側壁面には、上下に延びるアーム部と当該アーム部の先端側に
形成された楔状のロック部とからなるロックアームが形成されており、
　前記ロックアームは、前記シールド盤が前記基板取り付け部に取り付けられたときに前
記ロック部が前記ロック凹部と係合して前記シールド盤を係止保持し、前記基板ケースが
前記基板ケース取り付け部に取り付けられたときに前記ロック部が前記ロック爪と係合し
て前記基板ケースを係止保持し、前記シールド盤および前記基板ケースが前記基板取り付
け部に取り付けられたときに前記ロック部が前記ロック凹部および前記ロック爪と係合し
て前記シールド盤および前記基板ケースを係止保持するように構成したことを特徴とする
請求項２に記載の弾球遊技機の基板取り付け構造。
【請求項４】
　前記被ガイド部は、前記基板ケースの側端面から側方に突出する突起部を有し、
　前記ガイド部は、前記基枠体の裏面方向に突出して上下に延び前記基板ケースの側端面
と係合して前記基板ケースの左右方向位置をガイドするガイドリブと、前記基板ケースの
側端面を前記ガイドリブに係合させて前記基板ケースを所定の高さ位置に配設したときに
前記突起部を受容する導入部および前記突起部が前記導入部に受容された状態で前記基板
ケースを前記ガイドリブに沿って下方に移動させたときに前記突起部と係合して前記基板
ケースの前後方向位置をガイドするレール部とを有し、
　前記基板ケースの側端面を前記ガイドリブに係合させ、前記突起部を前記導入部に受容
させて前記基板ケースを前記ガイドリブに沿って下方に移動させたときに、前記上下の基
枠体側係合部と前記上下の支持部材側係合部とが係合して、前記基板ケースに収容された
回路基板が前記基板取り付け部に取り付けられるように構成したことを特徴とする請求項
１から請求項３のいずれか一項に記載の弾球遊技機の基板取り付け構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ機に代表される弾球遊技機に関し、さらに詳しくは、遊技盤の裏側に
開閉自在に取り付けられた裏セット盤に支持部材を介して取り付けられ遊技機を作動させ
る回路基板の取り付け構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
弾球遊技機の代表例として知られるパチンコ機は、近年では、単純になりがちなゲーム展
開を複雑化し多種多様な入賞状態や表示や、賞球制御、表示制御等を行うため、その作動
をマイクロコンピュータで制御するいわゆるデジタルパチンコ機が主流となっている。こ
のようなパチンコ機では、遊技盤等が取り付けられて開閉搭載枠を成す前枠の裏側に、予
備賞球の貯留機構や賞球の払出機構などが設けられた裏セット盤（裏機構盤とも称される
）が開閉可能に取り付けられており、この裏セット盤にパチンコ機全体の作動を統括的に
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制御する主制御基板や、賞球の払出制御を行う賞球制御基板、効果照明や効果音の作動を
制御するランプ・音声制御基板など、パチンコ機を作動させるために複数の回路基板が取
り付けられている。
【０００３】
これらの回路基板は、正当な権限なき第三者が基板を改造する（例えばプログラムＲＯＭ
を偽造ＲＯＭに差し替える）等の不正行為を防止するとともに、不正改造された事実を直
ちに発見できるように、基板全体を覆う透明な基板ケースに収容されており、このように
して収容された基板ケースを裏セット盤に取り付けることにより裏セット盤に搭載してい
た。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のパチンコ機にあっては、裏セット盤に複数の遊技球の通路が立体交
差状に形成されるため、裏セット盤の裏面が凹凸化して平坦な取付スペースが少なく、回
路基板を取り付けるためにボスを設けて基板を浮かせたり、複数の回路基板を重ねて配置
する必要が生じるなど、基板取り付け構造の複雑化に加えて各回路基板に対するメンテナ
ンス性が低下するなどの問題があった。
【０００５】
また、各回路基板を収容する基板ケースがねじ等の締結手段を用いて裏セット盤に取り付
けられていたため、パチンコ機製造時における部品点数及び組立工数がともに多く、上記
取り付け構造の複雑化と相まって生産コストを上昇させる一因になっていた。また、基板
ケースは基板が固定されるベース部材とこのベース部材に開閉可能に取り付けられた蓋部
材とから構成されるが、パチンコ機が遊技施設に設置された後に、動作不良等によって回
路基板の交換作業を行うときには、一般に、基板を収容した基板ケースごとアッセンブリ
交換されることが多い。この場合に、従来では基板ケースを固定する多数本のねじを逐一
嵌脱させて基板交換を行う必要があり、さらに小ねじを紛失させるおそれもあるため基板
交換時の作業工数が多く保守作業性が悪いという問題もあった。
【０００６】
本発明はこのような事情に鑑みて成されたものであり、裏セット盤の裏面を平坦化して基
板取り付け構造を簡明化させるとともに、ねじ等の締結手段を用いずに軽快に着脱交換可
能な取り付け構造を構築し、もって生産性やメンテナンス性等に優れた弾球遊技機を提供
することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的達成のため、本発明に係る弾球遊技機の基板取り付け構造は、枠部材と、この
枠部材に取り付けられた遊技盤と、球払出装置及び球通路が設けられ枠部材の裏面側に開
閉自在に取り付けられた裏セット盤と、透明な基板ケースに収容された状態で裏セット盤
に取り付けられ遊技機を作動させる回路基板とを備える弾球遊技機において、裏セット盤
のベースとなる基枠体の中央部に、裏セット盤を枠部材の裏面側に閉止した閉鎖姿勢にお
いて、遊技盤の裏面方向に突出する遊技構成部品を受容するために表裏を貫通して開口形
成された遊技構成部品より側方の幅が広い窓口を有し、基枠体の裏面側には、窓口の側方
に位置する基枠体の側部に一体に形成されたガイド部と、窓口を挟んで上下に位置する基
枠体の上部および下部に一体に形成された上下の基枠体側係合部とを有する基板取り付け
部が設けられ、基板ケースには、ガイド部と係合可能な被ガイド部および上下の基枠体側
係合部とそれぞれ係合可能な上下の支持部材側係合部（例えば、実施形態におけるケース
側係合部）を有し、基板ケース側の被ガイド部が基枠体側のガイド部に案内されて上下の
基枠体側係合部と上下の支持部材側係合部とが着脱自在に係合し、基板ケースに収容され
た回路基板が窓口の後方に位置して窓口の側方部分を覆う状態で基板取り付け部に着脱自
在に取り付けられるように基板取り付け構造を構成する。
【０００８】
　このような基板取り付け構造では、裏セット盤のベースとなる基枠体に開口形成された
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窓口を囲む基枠体の側部にガイド部が一体成型されるとともに窓口を挟んで上下に位置す
る基枠体の上部および下部に上下の基枠体側係合部が一体成型され、他方の基板ケースに
上記ガイド部と係合可能な被ガイド部及び上下の基枠体側係合部とそれぞれ係合可能な上
下の支持部材側係合部が設けられ、基板ケースの被ガイド部が基枠体のガイド部に案内さ
れて上下の基枠体側係合部と複数の支持部材側係合部とが着脱自在に係合することで、基
板ケースに収容された回路基板が窓口の後方に位置して窓口の側方部分を覆う状態で基板
取り付け部に取り付けられる。すなわち、基板ケースに収容された回路基板は、ガイド部
と被ガイド部との係合により案内されつつ、相互に係合可能な支持部材側係合部と基枠体
側係合部との係脱により裏セット盤に着脱自在に取り付けられており、回路基板の取り付
け及び交換に際して多数本のねじを逐一嵌脱させる必要がない。従って、裏セット盤の基
枠体と基板ケースとに相互に係合可能なガイド構造と係合構造とを設けるという簡明な構
成で、軽快に着脱交換可能な基板の取り付け構造を構築することができる。
　なお、上記基板取り付け部に一体に形成された複数のシールド板係合部を有し、シール
ド板には、基枠体側係合部および支持部材側係合部を挿通させる上下の支持孔部と、シー
ルド板係合部と係脱可能な複数のスロット孔とを有し、複数のシールド板係合部と複数の
スロット孔とを係脱させて、シールド板が基板ケースと裏セット盤との間に位置して基板
取り付け部に着脱可能に取り付けられるように構成することが好ましい。
　また、上記基板ケースに、基板ケースを基板取り付け部に取り付けた取り付け姿勢にお
いて基枠体の側部の裏面側壁面に向けて突出するロック爪が形成され、シールド板に、シ
ールド板を基板取り付け部に取り付けた取り付け姿勢において基枠体の側部の裏面側壁面
に沿って配設されるロック凹部が切り欠き形成され、基枠体の側部の裏面側壁面には、上
下に延びるアーム部と当該アーム部の先端側に形成された楔状のロック部とからなるロッ
クアームが形成されて、ロックアームは、シールド盤が基板取り付け部に取り付けられた
ときにロック部がロック凹部と係合してシールド盤を係止保持し、基板ケースが基板ケー
ス取り付け部に取り付けられたときにロック部がロック爪と係合して基板ケースを係止保
持し、シールド盤および基板ケースが基板取り付け部に取り付けられたときにロック部が
ロック凹部およびロック爪と係合してシールド盤および基板ケースを係止保持するように
構成することが好ましい。
　また、上記被ガイド部は、基板ケースの側端面から側方に突出する突起部を有し、ガイ
ド部は、基枠体の裏面方向に突出して上下に延び基板ケースの側端面と係合して基板ケー
スの左右方向位置をガイドするガイドリブと、基板ケースの側端面をガイドリブに係合さ
せて基板ケースを所定の高さ位置に配設したときに突起部を受容する導入部および突起部
が導入部に受容された状態で基板ケースをガイドリブに沿って下方に移動させたときに突
起部と係合して基板ケースの前後方向位置をガイドするレール部とを有し、基板ケースの
側端面をガイドリブに係合させ、突起部を導入部に受容させて基板ケースをガイドリブに
沿って下方に移動させたときに、上下の基枠体側係合部と上下の支持部材側係合部とが係
合して基板ケースに収容された回路基板が基板取り付け部に取り付けられるように構成す
ることも好ましい。
【０００９】
なお、本明細書にいう「遊技機を作動させる回路基板」とは、遊技機を作動させるために
用いられる各種の基板をいい、例えば、上述した主制御基板や賞球制御基板、ランプ・音
声制御基板等の制御基板の他に、各制御基板や電子部品等を作動させるための電力を供給
する電源基板、各制御基板間の相互接続や電子部品と制御基板との間を接続するために用
いられる中継基板、遊技施設との間で遊技機の作動状態を通信するターミナル基板等の各
種基板を含む意味である。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照しながら説明する。実施例では
本発明に係る弾球遊技機の代表例としてパチンコ機を採り上げ、このパチンコ機の裏セッ
ト盤と、この裏セット盤に搭載される各回路基板とに本発明の基板取り付け構造を適用し
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た場合を主として説明する。まず、本発明が適用されるパチンコ機ＰＭについてその概要
構成を図１から図５を参照して要約説明する。ここで、図１はパチンコ機ＰＭを正面から
見た正面図、図２はパチンコ機ＰＭを裏面から見た背面図（遊技盤の裏面構成を記載省略
している）、図３は裏セット盤ＢＳＰから各種回路基板やカバー類を取り外した状態で示
す背面図、図４はさらに裏セット盤を取り外した状態で遊技盤２０の裏面構成を示す背面
図、図５はパチンコ機ＰＭから遊技盤２０を取り外した状態で裏セット盤の表面側を示す
斜視図である。なお、図３では遊技済み球排出経路７０および賞球払出経路６０を明確に
示すため、これらの経路の後方を塞ぐ蓋部材３２や回路基板等を取り外した状態で示して
いる。
【００１１】
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成す外枠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用の前枠２が互いの正面左
側上下に配設されたヒンジ部材３ａ，３ｂにより横開き開閉および着脱可能に取り付けら
れ、正面右側に設けられた施錠装置４を利用して外枠１と係合された閉鎖状態で遊技に供
される。
【００１２】
前枠２の正面側には、前枠２の前側面域に合わせた方形状のガラス扉５および上球皿６が
ともに横開き開閉及び着脱が可能に組付けられており、施錠装置４および図示しないロッ
ク機構を利用して前枠２の前面を覆う閉止状態で保持される。上球皿６には払い出された
遊技球を貯留して整列させる球皿部６ａが設けられるとともに、球皿部に貯留する遊技球
を下球皿７に排出させる球抜きレバー６ｂが設けられている。前枠２の下部には球皿部７
ａおよび球出口７ｅを有する下球皿７が設けられ、この下球皿７と並んで遊技球の発射操
作を行う操作ハンドル８が取り付けられている。
【００１３】
前枠２の裏側には、この前枠２と一体に方形枠状の収容枠２ａが成形されており、この収
容枠２ａに所定のゲージ設定で構成された遊技盤２０が複数の係合レバー１７，１７…に
より着脱交換可能にセット保持される。収容枠２ａは遊技盤２０をセット保持したときに
、遊技盤２０の前面が閉鎖状態にあるガラス扉５のガラス板と所定間隔をおいて対向する
ように構成されており、遊技盤面とガラス板内面との間に遊技球が落下移動する遊技領域
空間が形成される。
【００１４】
また、前枠２の裏側下部には打球発射装置９が取り付けられ、前枠２における収容枠２ａ
の下部に前枠２と一体に遊技補助盤１０が形成されている。なお、遊技補助盤１０の表側
には打球発射装置９のハンマーと位置整合して遊技球を遊技盤の外レールに向けて発射す
る発射レールや、効果音を発生するスピーカ等が取り付けられている。遊技補助盤１０は
上球皿６の裏側に位置し、常には閉鎖状態に保持される上球皿６によりその表面側が覆わ
れている。
【００１５】
収容枠２ａの裏側に球貯留供給機構４０や賞球払出機構５０等を有する裏セット盤ＢＳＰ
が上下のヒンジ１８，１８で横開き開閉及び着脱が可能に装備され、常には閉鎖レバー１
９，１９…を用いて遊技盤２０の裏面を覆うように閉鎖保持される。裏セット盤ＢＳＰの
各部には、このパチンコ機の作動を統括的に制御する主制御基板９１や、賞球の払出制御
を行う賞球制御基板９２、効果照明や効果音の作動制御を行うランプ・音声制御基板９３
、各制御基板や電子部品に所定の電力を供給する電源基板９４、複数のコネクタが取り付
けられて制御信号や電力の中継を行う中継基板９５、遊技機の作動状態を遊技施設側に出
力するためのターミナル基板９６等の各種基板や賞球カセット５２などの電子部品が取り
付けられ、各機器が図示しないワイヤーハーネスで接続される。パチンコ機ＰＭは、全体
が所要の後傾角度（例えば、１度以内の後傾角）で遊技施設の遊技島に縦向きに保持され
る。
【００１６】
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パチンコ機ＰＭは、上球皿６およびガラス扉５が閉止施錠された状態（図１に示す状態）
で遊技に供され、球皿部６ａ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の操作レバーが回動操作されると、球皿部６ａに
貯留する遊技球が図示省略する球送り装置によって１球ずつ発射レール上に送り出され、
打球発射装置９のハンマーに打ち出されて遊技盤２０の外レール２２ａに沿って遊技領域
ＰＡに導かれ、以降パチンコゲームが展開される。
【００１７】
さて、このように概要構成されるパチンコ機ＰＭにおいて、遊技盤２０は所定板厚の積層
合板の表面にセルが貼り付けられた化粧板２１の前面側に、帯状の外レール２２ａおよび
内レール２２ｂ（これらを合わせて案内レール２２と称する）が固設され、この案内レー
ル２２に囲まれた内側に遊技領域ＰＡが区画される。遊技領域ＰＡ内には多数本の遊技釘
とともに、複数の風車２３、一般入賞具２４や始動入賞具２５並びにアタッカー装置２６
などの入賞具、周囲に飾り部を有した図柄表示装置２８などが設けられている。
【００１８】
一般入賞具２４は、遊技球が落入可能な入賞孔を有し、ここに入賞した遊技球を検出する
入賞球検出センサ（具体的には、遊技球の通過を磁気的または光学的に検出するセンサ）
が取り付けられている。一般入賞具２４の後側には化粧板２１を貫通するセーフ球通路孔
２４ｈが設けられており、一般入賞具２４に入賞したセーフ球はセーフ球通路孔２４ｈを
通って遊技盤２０の裏面側に排出される。
【００１９】
始動入賞具２５は、いわゆる電動チューリップ構成の入賞具からなり、左右のチューリッ
プ羽根を開閉させることができる。この始動入賞具２５にも入賞した遊技球を検出する入
賞球検出センサが取り付けられるとともに、その後側に化粧板２１を貫通するセーフ球通
路孔（不図示）が設けられており、始動入賞具２５に入賞したセーフ球はセーフ球通路孔
を通って遊技盤２０の裏面側に排出される。
【００２０】
アタッカー装置２６は、中央に横長方形状の開口からなる大入賞口を有し、この大入賞口
を開閉自在に覆って開閉扉が取り付けられている。開閉扉は通常閉止されており、遊技中
において所定の遊技条件の下で特別遊技状態が成立したときに、開閉扉が前方にほぼ９０
度倒されて大入賞口が開放される。大入賞口内には左右二つの入賞口が設けられ、それぞ
れに入賞球検出センサが取り付けられるとともに、このアタッカー装置２６の後側に上記
二つの入賞口に繋がって化粧板２１を貫通する二つのセーフ球通路孔２６ｈ，２６ｈが設
けられている。大入賞口から入ったセーフ球はセーフ球通路孔２６ｈ，２６ｈを通って遊
技盤２０の裏面側に排出される。
【００２１】
各入賞具２４，２５，２６に遊技球が入賞すると、各入賞具に取り付けられた入賞球検出
センサによって入賞したセーフ球が検出され、その入賞具の種類や遊技状況に応じた所定
数の賞球が後述する賞球払出機構５０から上球皿６もしくは下球皿７に払い出される。ま
た、図柄表示装置２８は遊技盤の前面側に液晶表示パネルを有しており、遊技盤２０の裏
面側に取り付けられた画像制御基板９７により制御されて遊技状況に応じた種々の表示が
なされる。
【００２２】
遊技領域ＰＡの最下部には、入賞具２４，２５，２６に入賞せずに落下したアウト球を集
合して排出させるアウト口２７が設けられている。アウト口２７の後側には化粧板２１を
貫通してアウト球通路孔２７ｈが形成されており、アウト口２７に集められたアウト球が
アウト球通路孔２７ｈを通って遊技盤２０の裏面側に排出される。化粧板２１の裏側には
セーフ球通路孔２４ｈ，２６ｈおよびアウト球通路孔２７ｈの裏側を覆い所定間隔をおい
て不正防止用の裏カバー２９が固定され化粧盤裏面との間に排出空間を形成している。裏
カバー２９の下端は開放されており、セーフ球通路孔およびアウト球通路孔を通って遊技
盤２０の裏面に排出された遊技済み球が上記排出空間を化粧板２１の裏面に沿って下方に
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落下する。
【００２３】
遊技盤２０の背後に位置し、上下のヒンジ１８を利用して横開き開閉自在に取り付けられ
る裏セット盤ＢＳＰは、常には閉鎖レバー１９を用いて遊技盤２０の裏面を覆うように閉
鎖保持される。裏セット盤ＢＳＰは、全体として収容枠２ａの背面外郭サイズよりも幾分
大きめの縦長方形形状を成し、中央に遊技盤２０から突出する画像制御基板９７を受容す
る窓口３１を有して一体成形された基枠体３０をベースとして構成される。
【００２４】
裏セット盤を構成する基枠体３０には、窓口３１の上部に装備されて遊技球（予備賞球と
いう）の貯留・供給処理を行う球貯留供給機構４０や、窓口３１の側方（背面図における
右側方）に装備されて賞球の払い出し処理を行う賞球払出機構５０などの機構構成部品が
取り付けられるとともに、賞球払出機構５０の下方に位置して払い出された遊技球（賞球
という）を上下の球皿６，７に排出するための賞球払出経路６０、窓口３１の下方に位置
して遊技盤２０から排出されるアウト球およびセーフ球（遊技済み球）を遊技施設側の回
収バケットに排出させる遊技済み球排出経路７０などが形成されている。また、基枠体３
０の裏面側には、前述した各回路基板が取り付けられる平坦な基板取り付け部８１，８２
，８３等が一体成形されており、各回路基板がそれぞれの基板取り付け部に形成された基
枠側係合部を利用して着脱可能に装備される。なお、これら各回路基板の取り付け構造に
ついては後に詳述する。
【００２５】
基枠体３０の上部に取り付けられる球貯留供給機構４０は、予備賞球用のタンク部材４１
、タンク部材４１内に貯留された予備賞球を整列して供給させる整列樋部材４２を有して
構成される。整列樋部材４２は、タンク部材４１から供給された予備賞球を二列の予備賞
球路に整列させて収容し傾斜下方の偏向出口４２ａに送り出す。偏向出口部には、整列さ
れた予備賞球の流れを停止可能な球止め部材４３が上下に揺動可能に取り付けられており
、この球止め部材を閉止位置にすることで偏向出口４２ａから賞球払出装置５０への予備
賞球の流れを停止させることができるように構成されている。なお、球止め部材４３は常
には予備賞球の流路外に待避保持され、整列された予備賞球が偏向出口４２ａから賞球払
出機構５０に送られる。
【００２６】
賞球払出機構５０は、偏向出口４２ａから送られた予備賞球を受けて所定数量の遊技球を
待機保持させる賞球待機通路５１と、この賞球待機通路５１の下端部に配設されて待機保
持された予備賞球を払い出す賞球カセット５２とを有して構成される。賞球カセット５２
は、その内部にインペラとこのインペラを回転させるモータとを有し、入賞具２４，２５
，２６への遊技球の入賞に応じて賞球制御基板９２から出力される払出指令信号に基づい
てインペラを回転作動させ、指令信号に応じた数量の遊技球を賞球として賞球払出経路６
０に払い出す。賞球カセット５２の下部には賞球カセット５２から送り出された賞球を計
数して賞球制御基板９２にフィードバックする賞球検出センサ５３が設けられている。
【００２７】
賞球払出経路６０は、上球皿６の球皿部６ａに通じる上球皿払出通路６１と、下球皿７の
球皿部７ａに通じる下球皿払出通路６５とからなり、両通路は仕切壁６２で仕切られつつ
この壁面の上部で連通し、一体となって賞球払出機構５０の出口に繋がっている。上球皿
払出通路６１には、賞球カセット５２の略直下に位置して賞球出口６１ｅが設けられてお
り、賞球カセット５２から払い出された賞球は、上球皿払出通路６１を落下して賞球出口
６１ｅから遊技補助盤１０の上部の通出口１０ｅ内に流れ、さらに上球皿６形成された通
出樋６ｅを通って球皿部６ａに送り出される。
【００２８】
一方、下球皿払出通路６５には、基枠体３０と蓋部材３２とのそれぞれに、仕切壁６２の
上端を通り背面視左方に下傾する迂回路が形成されている。すなわち、基枠体３０には、
仕切壁６２を越えて溢れ出ようとする賞球をスムーズに下球皿払出通路６５に導くべく、
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前方に突出して左方に傾斜した溝状の第１迂回路６３ａが形成され、蓋部材３２には、同
様に賞球を下球皿払出通路６５に導くべく後方に突出して左方に傾斜した第２迂回路６３
ｂが形成されている。
【００２９】
このため、上球皿６に貯留する賞球が一杯になって賞球出口６ｅから賞球を排出できなく
なり、さらに仕切壁６２の上端まで賞球が充満した状態で賞球払い出し機構５０からさら
に賞球が払い出されたときに、新たに払い出された賞球は仕切壁６２に堰き止められた賞
球を乗り越えて下球皿払出通路６５に溢れ出るとともに、仕切壁６２の前後に位置する第
１迂回路６３ａおよび第２迂回路６３ｂを通って下球皿払出通路６５に至り、この下球皿
払出通路６５を流れてその下端から前枠２に固定された賞球バケット６８および前枠下部
の球出口７ｅを通り、球皿７の球皿部７ａに送り出される。
【００３０】
遊技済み球排出経路７０は、基枠体３０の表面側に形成されて遊技盤２０の裏面側に排出
されるアウト球およびセーフ球を集合させる遊技済み球集合通路７１と、基枠体３０の裏
面側に形成されて遊技済み球集合通路７１で集められた遊技済み球を裏セット盤ＢＳＰの
下部に導く遊技済み球排出通路７５とからなり、遊技済み球排出通路７５の下方には、前
枠２の裏面に取り付けられて遊技済み球排出通路７５から排出される遊技済み球を遊技施
設側の回収バケット（不図示）に導くダクト７６が設けられている。
【００３１】
基枠体３０の表面側に形成される遊技済み球集合通路７１は、それぞれ左右端部から中央
に向けて下傾された第１集合樋７１ａ、第２集合樋７１ｂおよび第３集合樋７１ｃを有し
、裏セット盤ＢＳＰが前枠２に閉鎖された状態で、これらの集合樋がセーフ球通路孔２４
ｈ，２６ｈ等およびアウト球通路孔２７ｈの出口下方に位置するように配設される。集合
樋の後方には、各通路孔の裏側を覆うように壁面部７２が立設されるとともに、その上部
が裏セット盤ＢＳＰの閉鎖姿勢において遊技盤の裏カバー２９とほぼ当接するように折り
曲げられて天井壁部７３が形成され、図４中に二点鎖線で示ように遊技盤２０の裏面下部
を覆う蓋状に構成されている。このため、外部から遊技済み球集合通路７１に遊技球が流
入することが防止されるとともに、入賞具に取り付けられたセーフ球検出器への不正操作
を防止している。
【００３２】
第１集合樋７１ａと第２集合樋７１ｂとの間に、基枠体３０を前後に貫通する導出口７４
が設けられ、基枠体３０の裏面側に形成された遊技済み球排出通路７５と繋がっている。
遊技済み球排出通路７５は図３に示すように多段に屈曲して形成されており、その下端に
排出口が形成されている。ダクト７６は、上下に開口を有して上下に延びる中空角筒状に
形成されており、前枠２の裏面から後方に突出する支持脚にねじ止めされて、裏セット盤
ＢＳＰが前枠２に閉止された閉鎖姿勢において、上端開口が遊技済み球排出通路７５の排
出口と対向する所定位置に配設される。
【００３３】
このため、セーフ球通路孔２４ｈ，２６ｈ等およびアウト球通路孔２７ｈを通って遊技盤
２０の裏面側に排出された遊技済み球は、この遊技済み球集合通路の第１～第３集合樋７
１ａ，７１ｂ，７１ｃに受け止められてこの樋上を転がり、傾斜下端の導出口７４から基
枠体３０の裏面側の遊技済み球排出通路７５に導かれる。遊技済み球排出通路７５では、
導出口７４から落下する遊技済み球が各段差部で受け止められ落下速度が緩和され、ダク
ト７６内を通って遊技施設側の回収バケットに排出される。このようなダクト７６の存在
により裏セット盤から落下する遊技済み球の落下方向が一定範囲に規制されるため、遊技
施設側の回収バケットに向けて遊技済み球が散乱するようなことがない。
【００３４】
なお、図２に示すように、賞球払出経路６０および遊技済み球排出経路７０は、これらの
経路の後方を塞ぐ一体の蓋部材３２で覆われており、蓋部材３２の表面が主制御基板９１
の取付部８１や賞球制御基板９２の取付部８２と同一面に位置して、この蓋部材３２の上
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面に電源基板９４の取付部８４が形成される。
【００３５】
次に、以降ではこのように構成される裏セット盤ＢＳＰの各部に取り付けられる制御基板
の取り付け構造について説明する。既に概要説明したように裏セット盤ＢＳＰを構成する
基枠体３０の各部には、各回路基板９１，９２，９３，９４，９５等を取り付けるための
基板取り付け部８１，８２，８３，８４，８５が形成されており、ターミナル基板９６を
除く各回路基板は基板ケースまたは基板ベースに収容された状態で、これらの基板取り付
け部に着脱自在に取り付けられる。
【００３６】
図６には基枠体３０の各部に形成された基板取り付け部８１～８５を明示するため、蓋部
材３２のみを取り付けた状態の基枠体３０の背面図を示し、図７～図１１および図２０に
主制御基板９１の基板取り付け構造を、図１２～図１４および図２１に賞球制御基板９２
の基板取り付け構造を、図１５～図１９および図２２にランプ・音声制御基板９３の基板
取り付け構造を示す。
【００３７】
まず、主制御基板９１の取り付け構造について、図６～図１１および図２０を参照して説
明する。ここで、図７は主制御基板９１の取り付け部８１を主として示す背面図、図８は
主制御基板９１を収納した基板ケース９１０の裏面図、図９，図１０および図１１はそれ
ぞれ図７中の矢印IX－IX，X－X，XI－XIに沿った断面図を示している。なお、以降の説明
では図６に示す背面視における左右方向を左または右方向と称し、紙面直交方向の向こう
側（遊技機正面方向）を前方、手前側（遊技機裏面方向）を後方と称して説明する。また
、各基板取り付け部に取り付けられる基板ケースについては、特記しない限り取付姿勢に
おける上下・左右方向をもって上下・左右と称して説明する。
【００３８】
主制御基板９１の基板取り付け部８１は、前述した壁面部７２と、この下方に壁面部７２
の背面と同一高さとなるように後方に向けて膨出成形された第１膨出部３４とからなり、
ともに基枠体３０に一体成形される。このうち、壁面部７２には二つの基枠体側第１係合
部８１１，８１１が形成され、第１膨出部３４には基枠体側第２係合部８１２と第３係合
部８１３およびロックアーム８１４が形成されている。
【００３９】
基枠体側第１係合部８１１は、壁面部７２から後方に突出する横長方形状の枠部８１１ａ
を有し、その中央に枠部に囲まれた受容空間８１１ｓを形成するとともに、枠部８１１ａ
の右上角部に受容空間８１１ｓを一部覆うように下向きに突出する係合片部８１１ｂが形
成されている。また、基枠体側第２係合部８１２は、第１膨出部３４から後方に突出する
横長方形状の枠部８１２ａを有し、その中央に枠部に囲まれた受容空間８１２ｓを形成す
るとともに、枠部８１２ａの右下角部に受容空間８１２ｓを一部覆うように上向きに突出
する係合片部８１２ｂが形成されている。すなわち基枠体側第１係合部８１１と第２係合
部８１２とは略同様のボックス状の構成を有するが、上下方向に対称なミラーイメージの
関係を有して構成される。
【００４０】
基枠体側第３係合部８１３は、第１膨出部３４から後方に突出して上方に開くＬ字状断面
の脚部８１３ａを有し、この脚部８１３ａの後端から上向きに突出する係合片部８１３ｂ
が形成されている。また、ロックアーム８１４は左右および下辺がスリット状に切り離さ
れたアーム部８１４ａと、このアーム部の先端部に形成された楔状のロック部８１４ｂと
からなり、アーム部８１４ａが第１膨出部３４に対して前後に撓み変形してロック部８１
４ｂが基板取付面から待避可能に形成されている。
【００４１】
一方、この基板取り付け部８１に取り付けられる主制御基板９１は、基板ケース９１０に
収納された状態で基板取り付け部８１に着脱自在に取り付けられる。基板ケース９１０は
、主制御基板９１が固定されるベース部材９１０ａと、このベース部材９１０ａに揺動開
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閉可能に取り付けられた蓋部材９１０ｂとからなり、ポリカーボネート等の透明な樹脂材
料を用いて射出成形等の成形手段により成形される。
【００４２】
ベース部材９１０ａの背面側には、上記した二つの基枠体側第１係合部８１１，８１１と
それぞれ係合可能なケース側第１係合部９１１，９１１、基枠体側第２係合部８１２と係
合可能なケース側第２係合部９１２、および基枠体側第３係合部８１３およびロック部８
１４ｂと係合可能なケース側第３係合部９１３とを有して構成される。
【００４３】
ケース側第１係合部９１１は、ベース部材９１０ａからケース背面方向に突出して上方に
開くＬ字状断面の脚部９１１ａを有し、この脚部の後端から上向きに突出する係合片部９
１１ｂが形成されている。一方、ケース側第２係合部９１２は、ベース部材９１０ａから
ケース背面方向に突出して下方に開く逆Ｌ字状断面の脚部９１２ａを有し、この脚部の後
端から下向きに突出する係合片部９１２ｂが形成されている。ケース側第３係合端部９１
３は、ケース部材９１０ａの背面下端のリブから下方に向けて突出成形されている。なお
、図９から明らかなように、ケース側第１係合片部９１１および第２係合部９１２はケー
ス周囲のリブ高さよりも低く形成されており、通常の取扱時に係合片部９１１ａ，９１２
ｂを当接させて傷つけることがないように構成されている。
【００４４】
このように構成される主制御基板の取り付け構造にあって、基枠体側係合部８１１，８１
２，８１３とケース側係合部９１１，９１２，９１３とがそれぞれ着脱自在に係合する。
基板ケース９１０の装着時には、まず、基板ケース９１０を把持してケース側第１係合部
９１１，９１１を基枠体側第１係合部８１１，８１１における後方に開く枠部に位置合わ
せして受容空間８１１ｓ，８１１ｓ内に嵌入させ、また同様に、ケース側第２係合部９１
２を基枠体側第２係合部８１２の後方に開く枠部に位置合わせして受容空間８１２ｓ内に
嵌入させる。このときケース側第３係合部９１３はその背面がロックアーム８１４のロッ
ク部８１４ｂを押さえる位置にあり、上記受容空間内に嵌入させる押圧力によりアーム部
８１４ａが前方に撓むように待避し、ケース背面のリブ９１５ａと９１５ｂとが壁面部７
２および第１膨出部３４の表面（すなわち主制御基板取り付け部８１の表面）に当接する
。
【００４５】
次いで、基板ケース９１０を押圧保持したまま右方にスライド移動させる。これによりケ
ース側第１，第２係合部９１１，９１２の先端部がそれぞれ基枠体側第１，第２係合部の
受容空間８１１ｓ，８１２ｓ内を右方に移動し、基枠体側の係合片部８１１ｂ，８１２ｂ
とケース側の係合片部９１１ｂ，９１２ｂとが相互に係合する（図１０および図１１を参
照）。また同時に、ケース側第３係合部９１３が右方に移動し、基枠体側の係合片部８１
３ｂと係合する。そして、このケース側第３係合部９１３が右方に移動してロック部８１
４ｂの上方から待避することによって、ケース側第３係合部９１３の背面で押圧されてい
たロックアーム８１４の押圧力が解除され、ロックアーム８１４が弾性力で元の状態に復
元してロック部８１４ｂの右側端部がケース側第３係合部９１３の左側端面と係合し、基
板ケース９１０の左右方向への移動がロックされる（図１１参照）。
【００４６】
このようにして、ケース側の第１～第３係合部９１１，９１２，９１３が基枠体側の第１
～第３係合部８１１，８１２，８１３と係合し、ケース側第３係合部９１３がロックアー
ム８１４に係止されて、基板ケース９１０が壁面部７２および第１膨出部３４からなる主
制御基板の取り付け部８１に取り付けられる。
【００４７】
基板ケース９１０の取り外しは上述したと逆の手順による。すなわち、まず、ロックアー
ム８１４のロック部８１４ｂを前方に押圧してロック部８１４ｂによるケース側第３係合
部８１３の係止を解除し、この状態のまま基板ケース９１０を左方にスライド移動させて
、ケース側の係合片部９１１ｂ，９１２ｂ，９１３と基枠体側の係合片部８１１ｂ，８１
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２ｂ，８１３ｂとの係合を解除させる。次いで基板ケース９１０を把持して手前に引くこ
とで、基枠体側第１係合部８１１および第２係合部８１２の受容空間８１１ｓ，８１２ｓ
からケース側第１係合部９１１および第２係合部９１２が引き出され、基板ケース９１０
が取り外される。
【００４８】
このため、基板ケース９１０は壁面部７２および第１膨出部３４に形成された基板取り付
け部８１に着脱自在であり、これにより主制御基板９１が基枠体３０に着脱交換自在に取
り付けられる。
【００４９】
なお、本実施形態に示す取り付け構造では、基板ケース９１０の背面と基板取り付け部８
１の表面との間に、電磁シールドを主目的とするシールド板を取り付け可能に構成されて
いる。各図中に二点鎖線で示す背面視矩形の板状体がシールド板７１０であり、以下、こ
のシールド板７１０の取り付け構造について図２０に示す斜視図を含めて参照しながら説
明する。
【００５０】
基枠体３０における壁面部７２と第１膨出部３４とに、後方に突出して断面視Ｔ字状のシ
ールド板係合部８１６，８１６が形成されている（図９参照）。また、第１膨出部には、
前述したロックアーム８１４と同様に撓み変形可能なアーム部８１７ａとロック部８１７
ｂとからなるシールド板ロックアーム８１７が形成されている。
【００５１】
一方、シールド板７１０は、所定板厚の溶融亜鉛メッキ鋼板や、ケイ素鋼板、アルミ合金
板等の金属板を、各図に示す形状に切断または打ち抜き加工して形成される。シールド板
７１０には、前述した基枠体側第１係合部および第２係合部の枠部８１１ａ，８１１ａ，
８１２ａにそれぞれ左右方向に摺動移動可能に支持される支持孔部７１１，７１１，７１
２と、上記Ｔ字状のシールド板係合部８１６における頭部が前後に通過可能な通過孔部お
よび基端側の立設部が左右にスライド移動可能なスリット部からなり背面視凸形状をなす
上下２カ所のスロット孔７１６，７１６と、シールド板７１０が枠部に支持された状態で
図７における右方向に移動されたときに、シールド板ロックアーム８１７のロック部８１
７ｂに係止されるロック孔７１７とから構成される。
【００５２】
このように構成されるシールド板７１０は、上下のシールド板係合部８１６の頭部とスロ
ット孔７１６の通過孔部とを位置合わせして基板取り付け部８１の上面を覆うようにかぶ
せることで、同時に支持孔部７１１，７１１，７１２が枠部８１１ａ，８１１ａ，８１２
ａを受容してこれらの枠部に支持される。この状態からシールド板７１０を押圧しつつ右
方向にスライド移動させると、スロット孔７１６のスリット部がシールド板係合部８１６
の立設部の上下を挟持するようにスライド移動し、シールド板７１０が係合保持される。
【００５３】
このときシールド板ロックアーム８１７のロック部８１７ｂは、シールド板７１０の背面
に押圧されることでアーム部８１７ａが撓んで前方に待避した後、ロック孔７１７の右動
によって押圧力が解除され、アーム部の弾性力で元の状態に復元することでロック部８１
７ｂがロック孔７１７内に突出する。このロック部８１７ｂとロック孔７１７との係合に
よりシールド板７１０の移動が規制され、上記シールド板係合部８１６と併せてシールド
板７１０が基板取り付け部８１に係合およびロック保持される。
【００５４】
ところで、基板ケース９１０の背面側にはケースの剛性を確保するためにリブ９１５（９
１５ａ～９１５ｃ，９１５α～９１５δ）が立設されている。リブ９１５は、図８に示し
たように、矩形形状を成すベース部材９１０ａの周囲４辺に中央部を取り囲むように立設
された周辺リブ９１５ａ，９１５ｂ，９１５ｃ，９１５αと、これらに囲まれた中央部に
碁盤の目状に立設された補強リブ９１５β，９１５γ，９１５δとからなり、ともにベー
ス部材９１０ａに一体成形される。
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【００５５】
ここで、基板取り付け部８１への取付姿勢における右側の周辺リブ９１５αおよび背面中
央の補強リブ９１５β，９１５γ，９１５δのリブ高さが、上下および左側の周辺リブ９
１５ａ，９１５ｂ，９１５ｃのリブ高さよりもシールド板７１０の板厚分程度低く形成さ
れ、シールド板７１０は周辺リブ９１５ａ，９１５ｂ，９１５ｃ，９１５αの内側壁面が
形成する矩形よりも幾分小型の矩形形状に構成されている。
【００５６】
このため、シールド板７１０は、上述したようにシールド板単体で基板取り付け部８１に
着脱可能なほか、基板ケース９１０背面のにはめ込むようにして基板ケース９１０ととも
に一操作で同時に取り付けることも可能である。また、基板ケースの４辺の周辺リブのう
ち、右側の周辺リブ９１５αが中央の補強リブ９１５β，９１５γ，９１５δとともに、
他の３辺の周辺リブ９１５ａ，９１５ｂ，９１５ｃよりも低く形成されているため、シー
ルド板７１０が基板取り付け部８１にロック保持された状態で、基板ケース９１０のみを
自由に着脱交換することができる。従って、パチンコ機の製造時のみならず保守交換時の
工数をも削減した基板取り付け構造を構成することができる。なお、これまでの説明から
も明らかなように、基板ケース９１０はシールド板７１０の有無に拘わらず、独立して着
脱交換および係止保持が可能である。
【００５７】
次に、賞球制御基板９２の取り付け構造について、図１２～図１４および図２１を参照し
つつ簡潔に説明する。この賞球制御基板９２の取り付け構造は、これまでに説明した主制
御基板９１の取り付け構成と概略同一であり、その取り付け方向が左右逆の構成となって
いる。なお、図１２は賞球制御基板９２の取り付け部８２を主として示す背面図、図１３
は賞球制御基板９２を収納した基板ケース９２０の裏面図、図１４は図１２中の矢印XIV
－XIVに沿った断面図、図２１はこの基板取り付け構造の作用を説明するための説明図（
斜視図）である。
【００５８】
賞球制御基板９２の基板取り付け部８２は、基枠体３０の右下部に膨出成形された第２膨
出部３５に設けられており、前述した第１膨出部３４や壁面部７２と同一高さを有して基
枠体３０に一体成形される。第２膨出部３５には、基枠体側第１係合部８２１，８２１、
第２係合部８２２、第３係合部８２３、ロックアーム８２４、シールド板係合部８２６，
８２６、シールド板ロックアーム８２７などが形成され、賞球制御基板９２の基板取り付
け部８２を構成する。
【００５９】
この基板取り付け部８２に形成される上記各係合部８２１～８２３，８２６およびロック
アーム８２４，８２７は、前述した主制御基板の各構成要素８１１～８１３，８１６およ
び８１４，８１７と左右の方向が逆に構成され、また各係合部と係脱可能に係合する賞球
制御基板の基板ケース９２０のベース部材９２０ａ裏面に形成されるケース側係合部９２
１～９２３についても同様に左右逆の構成となっている。
【００６０】
すなわち、基枠体側第１係合部８２１は、第２膨出部３５から後方に突出する横長方形状
の枠部８２１ａを有し、その中央に枠部に囲まれた受容空間８２１ｓを形成するとともに
、枠部８２１ａの左上角部に受容空間８２１ｓを一部覆うように下向きに突出する係合片
部８２１ｂが形成されている。なお、二つの第１係合部のうち右上方に位置する第１係合
部は、その右側の枠部が一部切り欠かれた構成となっている。また、基枠体側第２係合部
８２２は、第２膨出部３５から後方に突出する横長方形状の枠部８２２ａを有し、その中
央に枠部に囲まれた受容空間８２２ｓを形成するとともに、枠部８２２ａの左下角部に受
容空間８２２ｓを一部覆うように上向きに突出する係合片部８２２ｂが形成されている。
すなわち、これらの基枠体側第１係合部８２１および第２係合部８２２も、上下方向に対
称なミラーイメージの関係を有して構成される。
【００６１】
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基枠体側第３係合部８２３は、第２膨出部３５から後方に突出して上方に開くＬ字状断面
の脚部８２３ａを有し、この脚部８２３ａの後端から上向きに突出する係合片部８２３ｂ
が形成されている。ロックアーム８２４は左右および下辺がスリット状に切り離されたア
ーム部８２４ａと、このアーム部の先端部に形成された楔状のロック部８２４ｂとからな
り、アーム部８２４ａが第２膨出部３５に対して前後に撓み変形してロック部８２４ｂが
基板取付面から待避可能に形成されている。
【００６２】
この基板取り付け部８２に取り付けられる賞球制御基板９２は、基板ケース９２０に収納
された状態で基板取り付け部８２に着脱自在に取り付けられる。基板ケース９２０は、賞
球制御基板９２が固定されるベース部材９２０ａと、このベース部材９２０ａに揺動開閉
可能に取り付けられた蓋部材９２０ｂとからなり、前記同様の樹脂材料を用いて射出成形
等により成形される。ベース部材９２０ａの背面側には、基枠体側第１係合部８２１，８
２１とそれぞれ係合可能なケース側第１係合部９２１，９２１、基枠体側第２係合部８２
２と係合可能なケース側第２係合部９２２、および基枠体側第３係合部８２３およびロッ
ク部８２４ｂと係合可能なケース側第３係合部９２３などが形成されている。
【００６３】
ケース側第１係合部９２１は、ベース部材９２０ａからケース背面方向に突出して上方に
開くＬ字状断面の脚部９２１ａを有し、この脚部の後端から上向きに突出する係合片部９
２１ｂが形成されている。一方、ケース側第２係合部９２２は、ベース部材９２０ａから
ケース背面方向に突出して下方に開く逆Ｌ字状断面の脚部９２２ａを有し、この脚部の後
端から下向きに突出する係合片部９２２ｂが形成されている。ケース側第３係合端部９２
３は、ケース部材９２０ａの背面下端のリブから下方に向けて突出成形されている。なお
、図１４から明らかなように、ケース側第１係合片部９２１および第２係合部９２２はケ
ース周囲のリブ高さよりも低く形成されており、通常の取扱時に係合片部９２１ａ，９２
２ｂを当接させて傷つけることがないように構成されている。
【００６４】
このように構成される賞球制御基板の取り付け構造にあっては、基枠体側係合部８１１，
８１２，８１３とケース側係合部９２１，９２２，９２３とがそれぞれ着脱自在に係合す
る。基板ケース９２０の装着時には、まず、基板ケース９２０を把持してケース側第１係
合部９２１を基枠体側第１係合部８２１の受容空間８２１ｓ内に嵌入させるとともに、ケ
ース側第２係合部９２２を基枠体側第２係合部８２２の受容空間８２２ｓ内に嵌入させる
。このときケース側第３係合部９２３の背面がロックアーム８２４のロック部８２４ｂと
当接するが、さらに押圧することでアーム部８２４ａが前方に撓んで待避し、ケース背面
のリブ９２５ａと蓋部材３２の表面に当接し、リブ９２５ｂが第２膨出部３５の表面（す
なわち賞球制御基板取り付け部８２の表面）に当接する。
【００６５】
次いで、基板ケース９２０を押圧保持したまま左方にスライド移動させることによりケー
ス側第１，第２係合部９２１，９２２の先端部がそれぞれ基枠体側第１，第２係合部の受
容空間８２１ｓ，８２２ｓ内を左方に移動し、基枠体側の係合片部８２１ｂ，８２２ｂと
ケース側の係合片部９２１ｂ，９２２ｂとが相互に係合する。また同時に、ケース側第３
係合部９２３が基枠体側の係合片部８２３ｂと係合する。そして、ケース側第３係合部９
２３の左方への移動によりその背面で押圧されていたロックアーム８２４の押圧力が解除
され、ロックアーム８２４ａが弾性力で元の状態に復元してその左側端面とケース側第３
係合部９２３の右側端面とが係合し、基板ケース９２０の左右方向への移動がロックされ
る。
【００６６】
基板ケース９２０の取り外しは上述したと逆の手順であり、ロックアーム８２４のロック
部８２４ｂを前方に押圧してロック部８２４ｂとケース側第３係合部８２３との係合を解
除し、この状態のまま基板ケース９２０を右方にスライド移動させて、ケース側の係合片
部９２１ｂ，９２２ｂ，９２３と基枠体側の係合片部８２１ｂ，８２２ｂ，８２３ｂとの
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係合を解除させる。次いで基板ケース９２０を把持して手前に引くことで、基枠体側第１
係合部８２１および第２係合部８２２の受容空間８２１ｓ，８２２ｓからケース側第１係
合部９２１および第２係合部９２２が引き出され、基板ケース９２０が取り外される。
【００６７】
このため、基板ケース９２０は第２膨出部３５に形成された基板取り付け部８２に着脱自
在であり、これにより賞球制御基板９２が基枠体３０に着脱交換自在に取り付けられる。
【００６８】
なお、この賞球制御基板の取り付け部８２についても、前述した主制御基板の取り付け部
８１と同様にシールド板７２０が着脱自在に構成されている。なお、このシールド板の取
り付け構造は、基板ケース９２０の取り付け方向が左右逆になったのに合わせて、シール
ド板係合部８２６およびスロット孔７２６の係合方向、シールド板７２０のロック孔７２
７と係合するシールド板ロックアーム８２７のロック方向が左右逆構成となるが、これら
の構成および作用は前述したシールド板７１０の取り付け構成と同様であり、当業者であ
れば容易に理解可能であるため、以下重複説明を省略する。
【００６９】
そして、この賞球制御基板の取り付け部８２においても、前述した主制御基板の取り付け
部８１と同様にシールド板単体での着脱、基板ケース９２０と一体での取り付け、シール
ド板７２０なしでの基板ケース９２０のみでの着脱が可能に構成されている。この構成を
簡単に説明すると、基板ケース９２０の背面側には図１３に示すようにリブ９２５（９２
５ａ～９２５ｃ，９２５α～９２５ζ）が一体成形されている。リブ９２５はベース部材
９２０ａの周囲４辺に立設された周辺リブ９２５ａ，９２５ｂ，９２５ｃ，９２５αと、
これらに囲まれた中央部に立設された補強リブ９２５β，９２５γ，９２５δ，９２５ε
，９２５ζとからなる。
【００７０】
基板取り付け部８２への取付姿勢における右側の周辺リブ９２５αおよび背面中央に立設
された補強リブ９２５β～９２５ζのリブ高さは、他の３辺の周辺リブ９２５ａ，９２５
ｂ，９２５ｃのリブ高さよりもシールド板７２０の板厚分程度低く形成され、シールド板
７２０は周辺リブ９２５ａ，９２５ｂ，９２５ｃ，９２５αの内側壁面が形成する矩形領
域内に収まるように構成されている。
【００７１】
このため、シールド板７２０は、シールド板単体で基板取り付け部８２に着脱可能なほか
、基板ケース９２０の背面にはめ込むようにして基板ケース９２０とともに一操作で同時
に取り付けることも可能である。また、基板ケースの４辺の周辺リブのうち、左側の周辺
リブ９２５αが中央の補強リブ９２５β～９２５ζとともに他の３辺の周辺リブ９２５ａ
，９２５ｂ，９２５ｃよりも低く形成されているため、シールド板７２０が基板取り付け
部８２にロック保持された状態で、基板ケース９２０のみを着脱交換することができる。
さらに、基板ケース９２０はシールド板７２０の有無に拘わらず、独立して着脱交換およ
び係止保持が可能である。
【００７２】
次に、ランプ・音声制御基板９３の取り付け構造について、図１５～図１９および図２２
を参照しながら説明する。なお、図１５はランプ・音声制御基板９３の取り付け部８３を
主として示す背面図、図１６はランプ・音声基板９３を収納した基板ケース９３０の裏面
図、図１７，図１８および図１９はそれぞれ図１５中の矢印XVII－XVII，XVIII－XVIII，
XIX－XIXに沿った断面図、図２２はこの基板取り付け構造の作用を説明するための説明図
（斜視図）である。
【００７３】
ランプ・音声制御基板の取り付け部８３は、上述した主制御基板取り付け部８１の上方に
あって、基枠体３０における窓口３１の左側に形成される。基板取り付け部８３には、窓
口３１の左側端部に位置してガイド部８３８，８３８，８３８とロックアーム８３４とが
形成され、窓口３１の上下に位置して基枠体側係合部８３１，８３１とシールド板係合部
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８３６，８３６が形成されている。
【００７４】
ガイド部８３８は、図１５および図１７から明らかなように、窓口３１の左端にあって後
方に突出し上下および左側面を塞ぐ側壁部８３８ａと、この側壁部の右側に右方向（窓口
方向）に開いて形成されたガイド空間８３８ｓと、ガイド空間８３８ｓの後方下側を覆う
レール部８３８ｂとを有し、レール部８３８ｂの上部には後方に向けてテーパ状に開く導
入部８３８ｃが形成されている。また、ガイド部８３８の上下にはガイド部の右側端面と
同一面を有して上下に繋がるガイドリブ８３８ｄが形成されている。このガイド部８３８
では、ガイド部８３８の右側端面およびガイドリブ８３８ｄが基板ケース９３０の左右方
向位置をガイドし、レール部８３８ｂの前方端面が基板ケース９３０の前後方向位置をガ
イドする。
【００７５】
基枠体側係合部８３１は、基板取り付け部８３の基板取付面とこの取付面に直交する壁面
とが交わる角部に形成された開口からなり、後述するケース側係合部９３１を受容可能に
構成される。ロックアーム部８３４は左右および上辺がスリット状に切り離されたアーム
部８３４ａと、このアーム部の先端部に形成された楔状のロック部８３４ｂとからなり、
アーム部８３４ａが前後に弾性変形してロック部８３４ｂが基板取付面から待避可能に形
成されている。なお、シールド板係合部８３６の構成は、その向きが左右方向から上下方
向になっている点を除きこれまでに説明したシールド板係合部８１６，８２６と同様であ
る。
【００７６】
一方、この基板取り付け部８３に取り付けられるランプ・音声制御基板９３は、基板ケー
ス９３０に収納された状態で基板取り付け部８３に着脱自在に取り付けられる。基板ケー
ス９３０はランプ・音声制御基板９３が固定されるベース部材９３０ａと、このベース部
材９３０ａに揺動開閉可能に取り付けられた蓋部材９３０ｂとからなり、前記各基板ケー
ス９１０，９２０と同様の樹脂材料を用い同様の成形手段で成形される。
【００７７】
ベース部材９３０ａの左側端面に、基板取り付け部８３の３カ所のガイド部８３８，８３
８，８３８とそれぞれ係合可能な被ガイド部９３８，９３８，９３８が形成され、ベース
部材９３０ａの背面側に、２カ所の基枠体側係合部８３１，８３１とそれぞれ係合可能な
ケース側係合部９３１，９３１、およびロックアーム８３４のロック部８３４ｂと係合可
能なロック爪９３４が形成される。
【００７８】
被ガイド部９３８は、ベース部材９３０ｂの左側面に、このベース部材９３０ｂから左方
に突出して形成された半円筒状の突起部からなり、基板ケース取付時に被ガイド部材９３
８が基枠体側ガイド部８３８の導入部８３８ｃからガイド空間８３８ｓ内に進入し、ベー
ス部材９３０ｂの背面が基板取り付け部の取り付け面とほぼ当接する状態で、被ガイド部
材９３８の円筒面がレール部８３８ｂと係合してこのレール部の内面に沿って案内され、
ガイド空間８３８ｓ内を下方に移動可能に構成される。
【００７９】
上下２カ所のケース側係合部９３１は、それぞれベース部材９３０ａからケース背面方向
に立設された脚部９３１ａと、この脚部９３１ａの先端部から下方に向けて突出する係合
片部９３１ｂとからなり、基板ケース９３０の背面に断面視Ｌ字状に突出する鉤状の形態
をなす。ベース部材９３０ａの背面（後述する周辺リブ９３５ａ，９３５ｂ，９３５ｃの
端面）から係合片部９３１ｂの内側の係合面までの高さ（以下、「係合高さ」という）は
、係合片部９３１ｂの突出端側で大きく脚部９３１ａと繋がる基端側で小さくなるような
楔状に形成されており、この基端側における係合高さが、基枠体側係合部８３１の開口下
縁の厚さと同等もしくはわずかに小さくなるように設定されている。
【００８０】
ロック爪９３４は、ベース部９３０ｂの背面から斜めに延びる傾斜片部９３４ａと、傾斜



(16) JP 4240875 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

片部の上方に立設されたロック片部９３４ｂとからなり、ベース部材９３４と一体に成型
されている。
【００８１】
このように構成されるランプ・音声制御基板の取り付け構造にあって、基板ケース９３０
の装着時には、まず、基板ケース９３０を把持して、ケース左側の３カ所の被ガイド部９
３８をガイド部８３８の導入部８３８ｃに位置合わせし、この導入部８３８ｃからガイド
空間８３８ｓ内に嵌入させる。このとき、２カ所のケース側係合部９３１，９３１は、そ
の係合片部９３１ｂ，９３１ｂがともに基枠体側係合部８３１，８３１の上方にあり、係
合片部９３１の下端は未だ基枠体側係合部８３１の開口に進入していない。
【００８２】
この状態から、基板ケース９３０の左側端面をガイドリブ８３８ｄの右側面に軽く付き当
ててこの面に沿わせつつ、基板ケース９３０全体を下方に押圧移動させる。基板ケース９
３０は左右方向がガイドリブ８３８ｄに案内され、前後方向がレール部９３８ｂに案内さ
れて、ケース側係合部９３１が鉛直下方に移動する。この移動に伴って係合片部９３１ｂ
が基枠体側係合部８３１の開口から内部に進入し、係合片部９３１ｂの係合面が基枠体側
係合部８３１の開口下縁と係合する。前述したように、係合片部９３１ｂの係合面は楔状
に形成されており、その係合高さが係合片部９３１ｂの基端側で取付面の厚さと同等もし
くはわずかに小さくなるように設定されている（図１８参照）。このため、上記係合操作
の初期では軽く、係合の完了状態近くで確実に係合するようになっている。
【００８３】
このような、ケース側係合部９３１と基枠体側係合部８３１との係合状態の進行過程に伴
って、基板ケース９３０のロック爪９３４が基板取り付け部８３側のロックアーム８３４
のロック部８３４ｂを乗り越えるように下動する。このときロックアーム８３４は、ロッ
ク爪９３４の傾斜片部９３４ａおよびロック片部９３４ｂに押圧されてそのアーム部８３
４ａが前方に弾性変形して撓み、係合の完了状態近くでロック片部９３４ｂがロック部８
３４ｂを越えたときに弾性力でもとの状態に復元し、ロック片部９３４ｂとロック部８４
４ｂとが係合して基板ケース９３０が係合状態にロック保持される。
【００８４】
基板ケース９３０の取り外しは上述したと逆の手順であり、ロックアーム８３４のロック
部８３４ｂを前方に押圧してロック部８３４ｂとロック片部８３４ｂとの係合を解除し、
この状態のまま基板ケース９３０を上方に押圧し、被ガイド部９３８がガイド空間８３８
ｓの上端に位置するまでスライド移動させ、上下２カ所のケース側の係合片部９３１ｂと
基枠体側の係合片部８３１ｂとの係合を解除させる。次いで基板ケース９３０を把持して
手前に引き、被ガイド部９３８を導入部８３８ｃから退出させることで、基板ケース９３
０が基板取り付け部８３から取り外される。
【００８５】
このため、基板ケース９３０はランプ・音声制御基板の基板取り付け部８３に着脱自在で
あり、これによりランプ・音声制御基板９３が基枠体３０に着脱交換自在に取り付けられ
る。また、本実施例の基板取り付け部では窓口３１の左側後端面および上下の一部を利用
する構成のため、窓口３１の開口面積（窓口に受容可能な突出部の面積）を確保しつつ、
前述した主制御基板９１や賞球制御基板９２と略同一面上にランプ・音声制御基板９３を
装着できる。
【００８６】
なお、このランプ・音声制御基板の取り付け部８３についても、既述した主制御基板や賞
球制御基板の取り付け部８１，８２と同様にシールド板７３０が着脱自在に構成されてい
る。図２２にシールド板７３０の取り付け構造を示すように、シールド板７３０にはケー
ス側係合部９３１が通過可能で基板ケース９３０の着脱時にケース側係合部９３１が当接
しない大きさの貫通孔７３１が上下２カ所に形成されている。また、シールド板７３０の
左側部にはロックアーム８３４と位置整合してロック部８３４ｂが係合可能なロック凹部
７３４が形成されている。シールド板取り付け部８３６およびスロット孔７３６の構成は
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、基板ケース９３０の着脱方向が上下方向になったのに合わせてその方向が変更されてい
るが、これらの詳細構成および作用は前述したシールド板７１０の取り付け構成と同様で
ある。
【００８７】
シールド板７３０を基板取り付け部８３に取り付けるときには、上下のシールド板係合部
８３６の頭部とスロット孔７３６の通過孔部とを位置合わせして基板取り付け部８３の上
面を覆うようにかぶせ、この状態からシールド板７３０を前方に押圧しながら下方にスラ
イド移動させてスロット孔７３６とシールド板係合部８３６を係合させる。このときロッ
クアーム８３４はロック部８３４ｂがシールド板７３０の背面に押圧されて弾性変形し、
一旦ロック部８３４ｂが前方に待避した後、ロック凹部７３４の下動によって押圧力が解
除され、アーム部の弾性力で元の状態に復元してロック部８３４ｂとロック凹部７３４の
下辺とが係合し、シールド板７３０が基板取り付け部８３に係合およびロック保持される
。
【００８８】
一方、基板ケース９３０の背面側には、図１６に示すようにリブ９３５（９３５ａ～９３
５ｃ，９３５α～９３５ε）が一体成形されている。リブ９３５は、ベース部材９３０ａ
の周囲４辺に立設された周辺リブ９３５ａ，９３５ｂ，９３５ｃ，９３５αと、これらに
囲まれた中央部に碁盤の目状に立設された補強リブ９３５β，９３５γ，９３５δ，９３
５εとからなり、下端の周辺リブ９３５αおよび背面中央部の補強リブ９３５β～９３５
εのリブ高さが、周辺リブ９３５ａ，９３５ｂ，９３５ｃのリブ高さよりもシールド板７
３０の板厚分程度低く形成されている。また、シールド板７３０は周辺リブ９３５ａ，９
３５ｂ，９３５ｃ，９３５αの内側壁面が形成する矩形領域内に収まるように構成されて
いる。
【００８９】
このため、シールド板７３０は、シールド板単体で基板取り付け部８３に着脱可能なほか
、基板ケース９３０の背面にはめ込むようにして基板ケース９３０とともに一操作で同時
に取り付けることが可能である。また、基板ケースの４辺の周辺リブのうち、下端の周辺
リブ９３５αが中央の補強リブ９３５β～９３５εとともに他の３辺の周辺リブ９３５ａ
～９３５ｃよりも低く形成されているため、シールド板７３０が基板取り付け部８３にロ
ック保持された状態で、基板ケース９３０のみを着脱交換することができる。さらに、基
板ケース９３０はシールド板７３０の有無に拘わらず、独立して着脱交換および係止保持
が可能である。なお、以上の説明および図１７からも明らかなように、このランプ・音声
制御基板の取り付け部８３においては、一つのロックアーム８３４でシールド板７３０と
基板ケース９３０との両者がロック保持可能に構成されている。
【００９０】
次に、電源基板９４および中継基板９５の取り付け構造について、図６を参照して簡潔に
説明する。電源基板９４が取り付けられる電源基板取り付け部８４は、基枠体３０におけ
る壁面部７２に形成された基枠体側第１係合部８４１，８４１と、蓋部材３２に形成され
た基枠体側第２係合部８４２、および第２膨出部８２に形成されたねじ穴８４３から構成
される。前述したように、主制御基板９１が取り付けられる主制御基板取り付け部８１（
すなわち第１膨出部３４および壁面部７２）と賞球制御基板９２が取り付けられる賞球制
御基板取り付け部８２（すなわち第２膨出部３５）とは、その取付面高さが同一となるよ
うに成形されており、さらに、賞球払出経路６０および遊技済み球排出経路７０の後方を
塞ぐ蓋部材３２の表面がこれらの基板取付面と同一高さとなるように構成されている。こ
のため、電源基板取り付け部８４の取付面が上記各制御基板の取付面と同一面上に構成さ
れる。
【００９１】
基枠体側第１係合部８４１は、上方に円筒面を有して壁面部７２から後方に突出成形され
、下方の突出端面に基板取付面と高さ位置を合わせてスリット状の係合開口が形成されて
いる。また、蓋部材３２に形成される基枠体側第２係合部８４２は、下方に円筒面を有し
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て後方に突出成形され、上方の突出端部が凹状に切り欠かれて上方および後方に開く係合
開口が形成されている。一方、電源基板９４はパンチングメタル製の基板ケースに収納さ
れており、この基板ケースの取付面側に上下に半円形に突出するタブ状のケース側係合部
が形成され、各係合部にこのケースを固定するための孔部が設けられている。
【００９２】
このように構成される電源基板取り付け構造にあっては、電源基板の基板ケースを把持し
てこのケース上方の２カ所のケース側係合部を基枠体側第１係合部のスリット状の係合開
口に挿入させ、さらに基板ケースを上方に引き上げた状態でケース下方のケース側係合部
が基枠体側第２係合部の凹状の切り欠き部上方を通るように基板ケース揺動させ、基板ケ
ース背面が基板取付面に当接した状態でケース全体を下方にスライド移動させることで、
基板ケースが第１および第２係合部８４１，８４２に係止される。そして、基板ケース右
下方のケース側係合部の孔部を通してねじを挿入しねじ穴８４３を利用して基板ケースを
固定する。これにより、電源基板９４は主制御基板９１や賞球制御基板９２と同一面上に
固定されるとともに、わずかねじ１本を係脱するだけの簡便な操作で基枠体３０に着脱自
在に取り付けられる。
【００９３】
中継基板９５が取り付けられる中継基板取り付け部８５は、基枠体３０の壁面部７２に形
成されており、３カ所の基枠体側係合部８５１とロックアーム８５４とから構成される。
基枠体側係合部８５１は壁面部７２を前後に貫通する矩形の開口からなり、ロックアーム
８５４は、既述したロックアーム８１７，８２７，８３４等と同様の構成である。
【００９４】
また、中継基板９５は図示省略する基板ベースにねじ止め固定されており（図２参照）、
この基板ベースを介して基板取り付け部８５に着脱自在に取り付けられる。基板ベースの
背面には、前述したランプ・音声基板のベース部材９３０ａに形成されたケース側係合部
９３１と同様に、背面方向に突出する断面視Ｌ字状のベース側係合部が形成されている。
なお、このケース側係合部における脚部（９３１ａに相当する部分）は上下方向に延び、
この脚部の先端部から突出する係合片部（９３１ｂに相当する部分）が左方向に楔状の形
態を有して突出する。また、基板ベース下方の側端面は、前述した電源基板の基枠体側第
１係合部８４１における円筒面の上端部と係合可能に構成され、基板ベースの右側端面が
ロックアーム８５４と係合可能に構成されている。
【００９５】
このような中継基板９５の取り付け構造にあっては、中継基板９５が固定された基板ベー
スを把持して基板ベース背面の３カ所のベース側係合部を基枠体側係合部８５１の開口に
挿入させて前方に押圧し、基板ベースの背面を壁面部７２に当接させる。そして基板ベー
ス下方の側端面を基枠体側第１係合部８４１の円筒面に付き当ててこの２つの円筒面をガ
イドとし基板ベースを左方向にスライド移動させる。このスライド移動により各ケース側
係合部の係合片部が基枠体側係合部８３５の開口左縁と係合する。係合片部は楔状に形成
されており上記係合操作の初期に軽く、係合片部の脚部が開口端面と近接する係合の完了
状態近くで確実に係合する。そして、基板ベースの右側端面がロックアーム８５４のロッ
ク部８５４ｂを乗り越えたところでロックアーム８５４が弾性力で復帰し、基板ベースが
係合状態にロック保持される。このため、基板ベースは中継基板取り付け部８５に着脱自
在であり、これにより中継基板９５が他の回路基板９１，９２等と同一面上に基枠体３０
に着脱交換自在に取り付けられる。
【００９６】
このように、以上説明した基板取り付け構造によれば、一般に射出成形等により形成され
る裏セット盤の基枠体と、同様の成形手段で形成される基板ケースとに相互に係合可能な
係合部を一体成形するため、何等の付加部品等を用いず、少ない部品点数の簡明な構成で
、組立工数や保守作業工数等を削減した遊技機を提供できる。また、各回路基板がほぼ同
一面内に取り付けられるため、薄型でかつメンテナンス性に優れた遊技機を提供すること
ができる。
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【００９７】
なお、以上説明した各回路基板の取り付け部における基枠体側係合部とケース側係合部の
構成は、その配置を逆に構成するものであっても良い。例えば、ランプ・音声制御基板９
３の取り付け部におけるＬ字状の突起（ケース側係合部９３１）を基枠体側に設け、開口
（基枠体側係合部８３１）を基板ケース側に形成するような構成であってもよい。また、
実施例では主制御基板取り付け部８１および賞球制御基板の取り付け部８２について、基
枠体側係合部の係合片部とケース側係合部の係合片部とがともに平行な場合について説明
したが、ランプ・音声制御基板の取り付け部９３や中継基板の取り付け部８５と同様に、
いずれかの係合片部を係合方向に向けて楔状に形成することも可能である。
【００９８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、球払出装置及び球通路が設けられ枠部材の裏面
側に開閉自在に取り付けられた裏セット盤を有し、この裏セット盤に透明な基板ケースに
収容された状態で取り付けられる回路基板を備える弾球遊技機において、裏セット盤のベ
ースとなる基枠体に開口形成された窓口を囲む基枠体の側部にガイド部を一体的に形成す
るとともに窓口を挟んで上下に位置する基枠体の上部および下部に上下の基枠体側係合部
とを一体的に形成し、基板ケースには、ガイド部と係合可能な被ガイド部および上下の基
枠体側係合部とそれぞれ係合可能な上下の支持部材側係合部を設け、基板ケースの被ガイ
ド部が基枠体側のガイド部に案内されて上下の基枠体側係合部と上下の支持部材側係合部
とが着脱自在に係合し、基板ケースに収容された回路基板が窓口の後方に位置して前記基
板取り付け部に取り付けられるように基板取り付け構造を構成する。このため、基板ケー
スに収容された回路基板は、ガイド部と被ガイド部との係合により案内されつつ、相互に
係合可能な支持部材側係合部と基枠体側係合部との係脱により裏セット盤に着脱自在に取
り付けられ、回路基板の取り付け及び交換に際して多数本のねじを逐一嵌脱させる必要が
ない。従って、簡明な構成で、軽快に着脱交換可能な基板の取り付け構造を構築すること
ができ、生産性やメンテナンス性に優れた弾球遊技機を提供することができる。また、窓
口の側部後方および上下の一部を利用する構成のため、窓口の開口面積（窓口に受容可能
な突出部の面積）を確保しつつ、他の回路基板（例えば、前述した主制御基板９１や賞球
制御基板９２）と略同一面上に回路基板装着することができる。
　なお、基板取り付け部に複数のシールド板係合部を有し、シールド板に基枠体側係合部
および支持部材側係合部を挿通させる複数の支持孔部と、シールド板係合部と係脱可能な
複数のスロット孔とを有し、これら複数のシールド板係合部と複数のスロット孔とを係脱
させて、基板ケースと裏セット盤との間に位置して基板取付部にシールド板が着脱可能に
取り付けられるような構成によれば、シールド板単体で基板取り付け部に着脱可能である
とともに、シールド板が基板取り付け部に保持された状態で基板ケースのみを自由に着脱
交換することができ、パチンコ機の製造時のみならず保守交換時の工数をも削減した基板
取り付け構造を構成することができる。
　また、基板ケースにロック爪、シールド板にロック凹部、基枠体の側部にロックアーム
を形成して、シールド盤が取り付けられたときにロック部がロック凹部と係合してシール
ド盤を係止保持し、基板ケースが取り付けられたときにロック部がロック爪と係合して基
板ケースを係止保持し、シールド盤および基板ケースが取り付けられたときにロック部が
ロック凹部およびロック爪の両者と係合してシールド盤および基板ケースを係止保持する
ような構成によれば、シールド板または基板ケースをそれぞれ単体で、あるいは両者をと
もに基板取り付け部に係止保持させることができ、かつ一つのロックアームで両者を係止
保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る弾球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】上記パチンコ機の裏面側を示す背面図である。
【図３】上記パチンコ機を構成する裏セット盤から回路基板等を取り外した状態で示す背
面図である。
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【図４】上記パチンコ機を構成する前枠および遊技盤の裏面側を、裏セット盤を取り外し
た状態で示す背面図である。
【図５】上記パチンコ機を構成する裏セット盤の表面側を遊技盤を取り外した状態で示す
斜視図である。
【図６】上記裏セット盤を構成する基枠体の構成を示す背面図である。
【図７】上記裏セット盤における主制御基板の取り付け部の構成を示す背面図である。
【図８】主制御基板を収納する基板ケースの背面図である。
【図９】図７中の矢印IX－IXに沿った断面図である。
【図１０】図７中の矢印X－Xに沿った部分断面図であり、基枠体側係合部とケース側係合
部との係合状態を示す説明図である。
【図１１】図７中の矢印XI－XIに沿った部分断面図であり、基枠体側係合部とケース側係
合部との係合状態を示す説明図である。
【図１２】上記裏セット盤における賞球制御基板の取り付け部の構成を示す背面図である
。
【図１３】賞球制御基板を収納する基板ケースの背面図である。
【図１４】図１２中の矢印XIV－XIVに沿った断面図である。
【図１５】上記裏セット盤におけるランプ・音声制御基板の取り付け部の構成を示す背面
図である。
【図１６】ランプ・音声制御基板を収納する基板ケースの背面図である。
【図１７】図１５中の矢印XVII方向から見た矢視図である。
【図１８】図１５中の矢印XVIII－XIIIに沿った断面図である。
【図１９】図１５中の矢印XIX－XIXに沿った断面図である。
【図２０】主制御基板のシールド板の取り付け構造を示す斜視図である。
【図２１】賞球制御基板のシールド板の取り付け構造を示す斜視図である。
【図２２】ランプ・音声制御基板のシールド板の取り付け構造を示す斜視図である。
【符号の説明】
ＢＳＰ　裏セット盤
ＰＡ　遊技領域
ＰＭ　パチンコ機
１　外枠
２　前枠
２ａ　収容枠
３ａ，３ｂ　ヒンジ部材
４　施錠装置
５　ガラス扉
６　上球皿（６ａ　球皿部、６ｂ　球抜きレバー、６ｅ　通出樋）
７　下球皿（７ａ　球皿部、７ｅ　球出口）
８　操作ハンドル
９　打球発射装置
１０　遊技補助盤（１０ｅ　通出口）
１７　係合レバー
１８　ヒンジ
１９　閉鎖レバー
２０　遊技盤
２１　化粧板
２２　案内レール（２２ａ　外レール、２２ｂ　内レール）
２３　風車
２４　一般入賞具（２４ｈ　セーフ球通路孔）
２５　始動入賞具
２６　アタッカー装置（２６ｈ　セーフ球通路孔）
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２７　アウト口（２７ｈ　アウト球通路孔）
２８　図柄表示装置
２９　裏カバー
３０　基枠体
３１　窓口
３２　蓋部材
３４　第１膨出部
３５　第２膨出部
４０　球貯留供給機構
４１　タンク部材
４２　整列樋部材（４２ａ　偏向出口）
４３　球止め部材
５０　賞球払出機構
５１　賞球待機通路
５２　賞球カセット
５３　賞球検出センサ
６０　賞球払出経路
６１　上球皿払出通路（６１ｅ　賞球出口）
６２　仕切壁
６３ａ　第１迂回路
６３ｂ　第２迂回路
６５　下球皿払出通路
６８　賞球バケット
７０　遊技済み球排出経路
７１　遊技済み球集合通路
７１ａ　第１集合樋
７１ｂ　第２集合樋
７１ｃ　第３集合樋
７２　壁面部
７３　天井壁部
７４　導出口
７５　遊技済み球排出通路（７５ａ，７５ｂ，７５ｃ　緩衝部）
７６　ダクト
８１　主制御基板取り付け部
８２　賞球制御基板取り付け部
８３　ランプ・音声制御基板取り付け部
８４　電源基板取り付け部
８５　中継基板取り付け部
８６　ターミナル基板取り付け部
９１　主制御基板
９２　賞球制御基板
９３　ランプ・音声制御基板
９４　電源基板
９５　中継基板
９６　ターミナル基板
９７　画像制御基板
７１０　主制御基板のシールド板
７１１　主制御基板のシールド板における（以下７１０番台同様）支持孔部
７１２　支持孔部
７１６　スロット孔
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７１７　ロック孔
７２０　賞球制御基板のシールド板
７２１　賞球制御基板のシールド板における（以下７２０番台同様）支持孔部
７２２　支持孔部
７２６　スロット孔
７２７　ロック孔
７３０　ランプ・音声制御基板のシールド板
７３１　ランプ・音声制御基板のシールド板における（以下７３０番台同様）貫通孔
７３４　ロック凹部
７３６　スロット孔
８１１，８１２，８１３　主制御基板取り付け部８１における（以下８１０番台同様）基
枠体側第１係合部、第２係合部、第３係合部
８１１ａ，８１２ａ　枠部
８１１ｂ，８１２ｂ　係合片部
８１１ｓ，８１２ｓ　受容空間
８１３ａ　脚部
８１３ｂ　係合片部
８１４　ロックアーム（８１４ａ　アーム部、８１４ｂ　ロック部）
８１６　シールド板係合部
８１７　シールド板ロックアーム（８１７ａ　アーム部、８１７ｂ　ロック部）
８２１，８２２，８２３　賞球制御基板取り付け部８２における（以下８２０番台同様）
基枠体側第１係合部、第２係合部、第３係合部
８２１ａ，８２２ａ　枠部
８２１ｂ，８２２ｂ　係合片部
８２１ｓ，８２２ｓ　受容空間
８２３ａ　脚部
８２３ｂ　係合片部
８２４　ロックアーム（８２４ａ　アーム部、８２４ｂ　ロック部）
８２６　シールド板係合部
８２７　ロックアーム（８２７ａ　アーム部、８２７ｂ　ロック部）
８３１，８３２，８３３　ランプ・音声制御基板取り付け部８３における（以下８３０番
台同様）基枠体側係合部
８３４　ロックアーム（８３４ａ　アーム部、８３４ｂ　ロック部）
８３６　シールド板係合部
８３８　ガイド部（８３８ａ　側壁部、８３８ｂ　係合片部、８３８ｃ　導入部、８３８
ｄ　ガイドリブ、８３８ｓ　ガイド空間）
８４１　電源基板取り付け部８４における（以下８４０番台同様）基枠体側第１係合部
８４２　基枠体側第２係合部
８４３　ねじ穴
９１０　主制御基板の基板ケース（９１０ａ　ベース部材、９１０ｂ　蓋部材）
９１１，９１２，９１３　主制御基板の基板ケースにおける（以下９１０番台同様）ケー
ス側第１係合部、第２係合部、第３係合部
９１１ａ，９１２ａ，９１３ａ　脚部
９１１ｂ，９１２ｂ　係合片部
９１５　リブ（９１５ａ～９１５ｃ、９１５α～９１５δ）
９２０　賞球制御基板の基板ケース（９２０ａ　ベース部材、９２０ｂ　蓋部材）
９２１，９２２，９２３　賞球制御基板の基板ケースにおける（以下９２０番台同様）ケ
ース側第１係合部、第２係合部、第３係合部
９２１ａ，９２２ａ，９２３ａ　脚部
９２１ｂ，９２２ｂ　係合片部
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９２５　リブ（９２５ａ～９２５ｃ、９２５α～９２５ζ）
９３０　ランプ・音声制御基板の基板ケース（９３０ａ　ベース部材、９３０ｂ蓋部材）
９３１　ランプ・音声制御基板の基板ケースにおける（以下９３０番台同様）ケース側係
合部
９３１ａ　脚部
９３１ｂ　係合片部
９３４　ロック爪（９３４ａ　傾斜片部、９３４ｂ　ロック片部）
９３５　リブ（９３５ａ～９３５ｃ、９３５α～９３５ε）
９３８　被ガイド部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】
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