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(57)【要約】
【課題】複数の基板を相互に電気的に接続すると共に、
他の基板や部品の配設位置に干渉しない適切な位置で複
数の基板を保持することができる遊技機の中継基板及び
当該中継基板を備えた遊技機を提供する。
【解決手段】中継基板１００は、その第一板面１０２の
中央にオスコネクタ１０４を備えており、第一板面１０
２とは反対側の第二板面１０３に２つのメスコネクタ１
０５，１０６を備えている。この２つのメスコネクタ１
０５，１０６は、その長手方向の延長線を互いに平行に
して、隣り合うように並べて配設されており、さらに、
オスコネクタ１０４の長手方向の延長線に対しても平行
になるように設けられている。この中継基板１００によ
り、２つのＲＯＭ基板１２０，１３０が、演出制御基板
４３の厚み方向に積層された状態で固定される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端部に接続部を有する複数の基板を相互に電気的に接続して、相対位置を固定するた
めの遊技機の中継基板であって、
　第一の基板の前記接続部が嵌合する第一被接続部と、
　当該第一被接続部とは反対側に設けられ、前記第一の基板とは異なる複数の第二の基板
の前記接続部が嵌合する複数の第二被接続部とを備え、
　前記第二被接続部は横長形状に形成され、前記複数の第二被接続部はその長手方向の延
長線を互いに平行にして配置され、
　前記複数の第二の基板を、前記第一被接続部に固定された前記第一の基板の板面に対し
て垂直な方向に重ねて立体積層状に固定することを特徴とする遊技機の中継基板。
【請求項２】
　一端部に接続部を有する複数の基板を相互に電気的に接続して、相対位置を固定するた
めの遊技機の中継基板であって、
　第一の基板の前記接続部が嵌合する第一被接続部と、
　当該第一被接続部とは反対側に設けられ、前記第一の基板とは異なる複数の第二の基板
の前記接続部が嵌合する複数の第二被接続部とを備え、
　前記第二被接続部は横長形状に形成され、前記複数の第二被接続部はその長手方向の延
長線が互いに一致する位置に並べて配置され、
　前記第一の基板及び前記複数の第二の基板を同一平面上に位置させて固定することを特
徴とする遊技機の中継基板。
【請求項３】
　一端部に接続部を有する複数の基板を相互に電気的に接続して、相対位置を固定するた
めの遊技機の中継基板であって、
　第一の基板の前記接続部が嵌合する第一被接続部と、
　前記第一の基板とは異なる複数の第二の基板の前記接続部が嵌合する複数の第二被接続
部とを備え、
　前記第二被接続部に固定された前記複数の第二の基板の板面が、前記第一被接続部への
前記第一の基板の接続方向に対して垂直となる位置に前記複数の第二被接続部が配置され
たことを特徴とする遊技機の中継基板。
【請求項４】
　前記第一被接続部と前記第二被接続部とは、互いに嵌合する形状であることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれかに記載の遊技機の中継基板。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の中継基板を備えたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の遊技動作を制御する基板を相互に電気的に接続して、相対位置を固
定するための遊技機の中継基板及び当該中継基板を備えた遊技機に関する。
【０００２】
　従来、液晶表示装置やスピーカ、電飾ランプ等を用いて、遊技内容に同期した様々な演
出を行う遊技機が知られている。例えば、遊技機の一形態であるパチンコ機では、遊技盤
上に設けられた特定の入賞口へ遊技球が入賞すると、液晶表示装置に表示されている複数
の図柄を変動させると共に、この図柄の変動に合わせて音や光を発生させることで、遊技
者の興趣を惹き付けている。そして、所定時間後に停止する複数の図柄が「大当たり」の
組み合わせとなれば、遊技者が多数の遊技球を取得可能な「大当たり状態」へ移行し、大
入賞口の開閉部材が開放されて遊技球の入賞が可能な状態となる。また、スロットマシン
においても、遊技者を楽しませるために画像や音等を用いるものが多数提案されている。
【０００３】
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　そして、遊技機の背面側又は内部に、これらの様々な動作を制御するための遊技制御基
板（以下、「基板」と言う。）が備えられている。ここで、遊技機が行う動作は遊技機の
種類によって異なるため、基板は遊技機の種類に応じて個々に作成しなければならなかっ
た。よって、遊技機の製造コストを削減することが困難であった。
【０００４】
　そこで、複数種類の遊技機に対して共通に使用できる基板と、遊技機の種類毎に固有の
基板とを別々に作成し、これらが相互に接続されることで基板全体が構成された遊技機が
提案されている（例えば、特許文献１参照）。この遊技機によると、古い遊技機の部品を
利用して新しい遊技機を製造する場合、共通に使用できる基板はそのまま使用することが
でき、遊技機の種類毎に固有の基板のみを交換すればよい。具体的には、液晶表示装置の
表示を制御する基板に関して、液晶表示装置へ画像信号を出力するコントローラ等を備え
た演出制御基板と、当該演出制御基板に着脱可能に設けられ、遊技機の種類毎に異なる画
像データを記憶したＲＯＭ基板とを別々に作成する。このように構成することで、新しい
種類の遊技機を製造する場合にはＲＯＭ基板を交換するだけでよく、演出制御基板自体を
新たに作成する必要が無くなる。従って、遊技機の製造コストを削減することができる。
【０００５】
　また、１つの基板に複数の基板を接続可能として、接続方法を多様化させることも行わ
れている。例えば、演出制御基板に４ＧＢのＲＯＭ基板を接続させる際、２ＧＢのＲＯＭ
基板の在庫が多数残っていれば、２ＧＢのＲＯＭ基板２枚を演出制御基板に接続し、相互
に接続された複数の基板をカバーで保護して遊技機に配設する。これにより、在庫量に応
じて適切なＲＯＭ基板を使用することができる。
【特許文献１】特開２００１－６２１２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このような従来の遊技機では、基板にあらかじめ多数の接続部（コネク
タ）を設けておくと、製造コストがかかり、基板の形状の自由度にも制限が生じるという
問題点があった。また、遊技機本体の背面側や筐体内部には多数の基板や部品、遊技媒体
の流路等が設けられているため、基板を取り付けることができる空間は限られている。よ
って、１つの基板に複数の基板を接続して遊技機に取り付ける場合、他の基板や部品等の
配設位置に干渉しない適切な位置で複数の基板を保持することが困難であるという問題点
があった。さらに、信号の送受信関係にある制御基板の取付位置が互いに離れていれば、
電気的配線が複雑となり、接続が円滑に行われない虞もあった。
【０００７】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、複数の基板を相互に電気的に
接続すると共に、他の基板や部品の配設位置に干渉しない適切な位置で複数の基板を保持
することができる遊技機の中継基板及び当該中継基板を備え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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の遊技機の中継基板は、一端部に接続部を
有する複数の基板を相互に電気的に接続して、相対位置を固定するための遊技機の中継基
板であって、第一の基板の前記接続部が嵌合する第一被接続部と、当該第一被接続部とは
反対側に設けられ、前記第一の基板とは異なる複数の第二の基板の前記接続部が嵌合する
複数の第二被接続部とを備え、前記第二被接続部は横長形状に形成され、前記複数の第二
被接続部はその長手方向の延長線を互いに平行にして配置され、前記複数の第二の基板を
、前記第一被接続部に固定された前記第一の基板の板面に対して垂直な方向に重ねて立体
積層状に固定することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に記載の遊技機の中継基板は、一端部に接続部を有する複数の
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基板を相互に電気的に接続して、相対位置を固定するための遊技機の中継基板であって、
第一の基板の前記接続部が嵌合する第一被接続部と、当該第一被接続部とは反対側に設け
られ、前記第一の基板とは異なる複数の第二の基板の前記接続部が嵌合する複数の第二被
接続部とを備え、前記第二被接続部は横長形状に形成され、前記複数の第二被接続部はそ
の長手方向の延長線が互いに一致する位置に並べて配置され、前記第一の基板及び前記複
数の第二の基板を同一平面上に位置させて固定することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の請求項３に記載の遊技機の中継基板は、一端部に接続部を有する複数の
基板を相互に電気的に接続して、相対位置を固定するための遊技機の中継基板であって、
第一の基板の前記接続部が嵌合する第一被接続部と、前記第一の基板とは異なる複数の第
二の基板の前記接続部が嵌合する複数の第二被接続部とを備え、前記第二被接続部に固定
された前記複数の第二の基板の板面が、前記第一被接続部への前記第一の基板の接続方向
に対して垂直となる位置に前記複数の第二被接続部が配置されたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の請求項４に記載の遊技機の中継基板は、請求項１乃至３のいずれかに記
載の発明の構成に加え、前記第一被接続部と前記第二被接続部とは、互いに嵌合する形状
であることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の請求項５に記載の遊技機は、請求項１乃至４のいずれかに記載の中継基
板を備えている。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載の遊技機の中継基板によると、第一被接続部が設けられている側の反対
側において、複数の第二の基板を、第一の基板の厚み方向に重ねて立体積層状に固定する
ことができる。よって、第一の基板に複数の第二の基板を接続させた場合であっても、第
二の基板と平行な方向の空間を有効に利用することができる。従って、第二の基板と平行
な方向に他の基板や部品等が配設されていても、適切な位置で複数の基板を保持すること
ができる。また、電気的に接続される第一の基板と第二の基板とを近接した状態で固定す
ることができるため、電気配線が複雑になることを防止することができる。
【００１４】
　また、本発明の請求項２に記載の遊技機の中継基板によると、第一の基板及び複数の第
二の基板を全て同一平面上に位置させて固定することができる。よって、複数の第二の基
板を第一の基板に接続させた場合であっても、基板の厚みが増すことがないため、基板と
垂直な方向の空間を有効に利用することができる。従って、基板と垂直な方向に他の基板
や部品等が配設されていても、適切な位置で複数の基板を保持することができる。また、
電気的に接続される第一の基板と第二の基板とを近接した状態で固定することができるた
め、電気配線が複雑になることを防止することができる。
【００１５】
　また、本発明の請求項３に記載の遊技機の中継基板によると、第一の基板が位置してい
る側と反対側の空間に複数の第二の基板を位置させることなく、複数の基板の相対位置を
固定することができる。よって、第一の基板の接続部における接続方向に他の基板や部品
等が配設されていても、適切な位置で複数の基板を保持することができる。また、電気的
に接続される第一の基板と第二の基板とを近接した状態で固定することができるため、電
気配線が複雑になることを防止することができる。
【００１６】
　また、本発明の請求項４に記載の遊技機の中継基板は、請求項１乃至３のいずれかに記
載の発明の効果に加え、第一被接続部と第二被接続部とが互いに嵌合する形状である、す
なわち、第一被接続部と第二の基板の接続部とが同じ形状であり、第二被接続部と第一の
基板の接続部とが同じ形状であるため、第二の基板の接続部は、中継基板の第二被接続部
及び第一の基板の接続部のどちらにも嵌合させることができる。
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【００１７】
　また、本発明の請求項５に記載の遊技機は、請求項１乃至４のいずれかに記載の発明と
同様の作用効果を奏することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の第一の実施形態である中継基板１００を備えたパチンコ機１について、
図面を参照して説明する。まず、図１及び図２を参照して、パチンコ機１の機械的構成に
ついて説明する。図１は、パチンコ機１の表枠１４及び中枠１３が開いた状態を斜め前方
から見た斜視図であり、図２は、パチンコ機１の正面図である。尚、以下の説明において
、図２の紙面手前側を「パチンコ機１の正面側」、紙面奥行き側を「パチンコ機１の背面
側」とする。
【００１９】
　はじめに、パチンコ機１の概略構成について説明する。図１に示すように、パチンコ機
１は、遊技場の島設備（図示外）に配設され、パチンコ機１の本体を支持する正面視略長
方形状の外枠１２を備えている。外枠１２は、パチンコ機１の本体を支持し、遊技場の島
設備（図示外）に取り付けられる枠部材である。この外枠１２は、外枠上柱部１２ａ、外
枠右柱部１２ｂ、外枠左柱部１２ｃ、外枠下柱部１２ｄからなり、正面視略長方形状の枠
を構成している。そして、このような構成からなる外枠１２の外枠左柱部１２ｃ近傍に、
中枠１３の左柱部近傍が軸支されるようになっている。
【００２０】
　この中枠１３は、正面視略長方形状の金属製のアングル部材からなる。この中枠１３の
左柱部が、上ヒンジ２２及び下ヒンジ２１を介して外枠１２の外枠左柱部１２ｃ近傍に軸
支されることにより、中枠１３が外枠１２に対して略水平方向に回動可能（開閉可能）と
なっている。そして、中枠１３が開閉されることによって、中枠１３の中枠右柱部１３ｂ
が外枠１２に対して着脱可能となっている。
【００２１】
　一方、中枠１３の上半分には遊技盤２が固定されるための正面視略長方形状の遊技盤用
開口部（図示外）が形成され、当該遊技盤用開口部に遊技盤２が配設されている。さらに
、中枠１３の正面側における遊技盤２の下方には、発射機に遊技球を供給し、且つ賞品球
を受け入れる上皿５が設けられており、上皿５の直下には、賞品球を受ける下皿６が設け
られている。当該下皿６の右側には、発射機による遊技球の発射を調節する発射ハンドル
７が設けられている。また、当該遊技盤２の正面側には、正面視略矩形状の表枠１４が設
けられている。
【００２２】
　そして、図１及び図２に示すように、中枠１３における上皿５の右側には鍵穴９が設け
られており、この鍵穴９の背後にはシリンダ錠（図示外）が設けられている。この鍵穴９
に鍵（図示外）を挿入し、挿入された鍵を反時計回りに回転させることにより、外枠１２
に対して固定されていた中枠１３が略水平方向に回動可能となる。一方、挿入された鍵を
時計回りに回転させることにより、中枠１３に対して表枠１４が略水平方向に回動可能と
なる。
【００２３】
　また、図１に示すように、パチンコ機１の中枠１３の背面側にはセンターカバー２７が
設けられており、当該パチンコ機１を構成する各部を制御するための後述する主基板４１
、サブ統合基板５８、演出制御基板４３、中継基板１００、第一ＲＯＭ基板１２０、第二
ＲＯＭ基板１３０、電源基板４２等の多数の制御装置（図４参照）を保護している。本発
明では、この中継基板１００の構造に特徴を有するが、詳細は後述する。また、センター
カバー２７の下方には下部カバー２８が設けられており、パチンコ機１を動作させるため
の様々な部品が保護されている。さらに、センターカバー２７の上方には、遊技機設置島
から供給される遊技球を貯留する遊技球タンク２９が設けられている。
【００２４】
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　次に、表枠１４について説明する。図２に示すように、表枠１４は正面視略長方形状で
あり、遊技盤２の遊技領域４を前側から視認し得るように、略中央に開口部が開設されて
いる。この開口部には透明版であるガラス窓２３（図１参照）が嵌め込まれており、当該
ガラス窓２３を介して遊技領域４を視認可能となっている。そして、表枠１４の表枠左側
端部１４ａ（図１参照）が中枠１３の左柱部の近傍に軸支されることにより、表枠１４が
中枠１３に対して略水平方向に回動可能（開閉可能）となっている。そして、表枠１４が
開閉されることにより、表枠右側端部１４ｂ（図１参照）が中枠１３に対して着脱可能と
なっている。また、表枠１４の左上部にはスピーカ３２が、右上部にはスピーカ３３がそ
れぞれ配設されており、２つのスピーカ３２，３３は配線によってサブ統合基板５８（図
４参照）に接続されている。そして、スピーカ３２，３３からはサブ統合基板５８の制御
によって様々な音が発生する。また、表枠１４の前面には演出用の電飾ランプが多数設け
られている。
【００２５】
　次に、遊技盤２について説明する。発射ハンドル７の操作により、発射手段である発射
機（図示外）から発射された遊技球が遊技盤２及びガラス窓２３によって形成された空間
を流下する。この遊技盤２は、中枠１３の裏面側に固定された遊技盤固定枠の遊技盤用開
口部（図示外）の正面側に支持され、ガラス窓２３を略中央に保持した表枠１４によって
保護されている。図１に示すように、遊技盤２の正面には、外レール３に囲まれ、発射手
段によって発射された遊技球が流下する正面視略円形状の遊技領域４が設けられている。
【００２６】
　そして、図２に示すように、この遊技領域４の略中央には、液晶表示装置３６や各種ラ
ンプ及びＬＥＤを備えた図柄表示装置８が設けられている。また、この図柄表示装置８の
下側には特別図柄始動電動役物１５が設けられており、当該特別図柄始動電動役物１５の
左右には普通図柄始動ゲート１９，２０がそれぞれ配設されている。そして、普通図柄始
動ゲート１９の左方には普通入賞口１０が、普通図柄始動ゲート２０の右方には普通入賞
口１１が設けられている。さらに、特別図柄始動電動役物１５の下方には大入賞口１６が
設けられており、当該大入賞口１６の下方には、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球
が回収されるアウト口３０が設けられている。
【００２７】
　次に、図柄表示装置８について説明する。図２に示すように、図柄表示装置８の下部に
は４つのＬＥＤから構成される特別図柄記憶数表示ＬＥＤ６０が設けられており、その右
隣には、２つの７セグメントＬＥＤから構成される特別図柄表示部２５が設けられている
。特別図柄表示部２５には、大当たり判定の判定結果を示す、２文字の数字からなる特別
図柄が表示される。また、特別図柄記憶数表示ＬＥＤ６０には、特別図柄始動電動役物１
５に入賞し、特別図柄表示部２５に大当たり判定の判定結果がまだ表示されていない遊技
球の個数、所謂特別図柄作動保留球数が、点灯しているＬＥＤの数により４つまで表示さ
れる。
【００２８】
　また、図柄表示装置８の上部には４つのＬＥＤから構成される普通図柄記憶数表示ＬＥ
Ｄ５９が設けられており、その上方には普通図柄表示部２４が設けられている。普通図柄
表示部２４は１つのＬＥＤからなり、点灯状態が普通当たりの当選を示し、消灯が普通当
たりの落選を示しており、点滅状態がこれから普通当たりの判定結果を報知することを示
す変動状態とされている。また、普通図柄記憶数表示ＬＥＤ５９には、普通図柄始動ゲー
ト１９，２０を通過し、普通図柄表示部２４の普通当たり判定の判定結果がまだ表示され
ていない遊技球の個数、所謂普通図柄作動保留球数が、点灯しているＬＥＤの数で表示さ
れる。
【００２９】
　また、図柄表示装置８は、中央に液晶表示装置３６を備えている。この液晶表示装置３
６には動画やメッセージ等様々な映像が表示されるが、特に大当たり判定の結果を報知す
るために、３つのデモ図柄を表示する。そして、このデモ図柄には、遊技者の目を惹くよ
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うに特別図柄表示部２５に表示される特別図柄よりも大きい図柄が用いられている。
【００３０】
　次に、図３を参照して、パチンコ機１の電気的構成について説明する。図３は、パチン
コ機１の電気的構成を示すブロック図である。図３に示すように、制御部４０は、主に主
基板４１、電源基板４２、演出制御基板４３、払出制御基板４５、電飾基板４６、中間基
板４７及びサブ統合基板５８から構成されている。この制御部４０は、パチンコ機１の裏
側（背面側）に設けられており、センターカバー２７（図１参照）によって保護されてい
る。
【００３１】
　はじめに、主基板４１について説明する。パチンコ機１の主制御を司る主基板４１には
、プログラムに従って各種の処理を行う主基板ＣＰＵユニット５０が設けられている。こ
の主基板ＣＰＵユニット５０には、各種の演算処理を行うＣＰＵ５１と、演算処理中に発
生するデータの値等を一時的に記憶するＲＡＭ５２と、制御プログラム、各種データの初
期値、他の基板への指示を行うコマンド等を記憶したＲＯＭ５３とが設けられており、こ
れらは１つのＬＳＩとして一体にモールディングされている。また、ＣＰＵユニット５０
には割込信号発生回路５７が接続されており、ＣＰＵ５１は、この割込信号発生回路５７
から割込信号が入力される毎に、ＲＯＭ５３に記憶されている制御プログラムを実行する
。
【００３２】
　また、主基板４１にはＩ／Ｏインタフェイス５４が設けられており、サブ統合基板５８
、払出制御基板４５、中間基板４７等のサブ基板、及び特別図柄始動電動役物１５に入賞
した遊技球を検出する始動口スイッチ７２が接続されている。また、主基板４１のＩ／Ｏ
インタフェイス５４には、図示外の遊技場管理用コンピュータにパチンコ機１の情報を出
力する出力ポート５５が接続されている。
【００３３】
　次いで、払出制御基板４５及び中間基板４７について説明する。払出制御基板４５には
、ＣＰＵ４５ａや図示外の入力インタフェイス、ＲＡＭ及びＲＯＭが内蔵されており、賞
品球払出装置４９に接続されている。そして、主基板４１から送信されるコマンドに従っ
て、賞品球払出装置４９の制御を行う。また、中間基板４７には、大入賞口１６の開閉部
材を開放・閉鎖する大入賞口開放ソレノイド７０、特別図柄始動電動役物１５の開閉部材
を開放・閉鎖する電動役物開放ソレノイド７１、普通図柄始動ゲート１９，２０を通過し
た遊技球を検出する普通図柄作動スイッチ７３，７４、大入賞口１６に入賞した遊技球数
を計数するためのカウントスイッチ７５、普通入賞口１０，１１に入賞した遊技球を検出
するための入賞口スイッチ７６，７７、４個のＬＥＤから構成された普通図柄記憶数表示
ＬＥＤ５９及び特別図柄記憶数表示ＬＥＤ６０、１つのＬＥＤで構成された普通図柄表示
部２４、２つの７セグメントＬＥＤから構成された特別図柄表示部２５が接続されている
。そして、中間基板４７は、スイッチやソレノイドの配線の中継と、主基板４１から直接
制御を受ける表示部等への中継とを行っている。
【００３４】
　次いで、サブ統合基板５８及び電飾基板４６について説明する。サブ統合基板５８には
、ＣＰＵ５８１、ＲＡＭ５８２、及びＲＯＭ５８３が設けられており、演出制御基板４３
、電飾基板４６、及びスピーカ３２，３３に接続されている。そして、主基板４１から送
信されるコマンドに従って、演出制御基板４３、電飾基板４６、及びスピーカ３２，３３
の総合的な制御を行っている。また、電飾基板４６はＣＰＵ４６ａや図示外の入力インタ
フェイス、ＲＡＭ及びＲＯＭを内蔵し、電飾ランプ６３の制御を行っている。
【００３５】
　次いで、演出制御基板４３、中継基板１００、及びＲＯＭ基板１２０，１３０について
説明する。演出制御基板４３は、図示外のＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭ等を有し、サブ統
合基板５８から受信するコマンドに従って表示制御データを出力する表示制御ユニット４
８と、当該表示制御ユニット４８から入力される信号に従って液晶表示装置３６に画像信
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号を出力する画像表示プロセッサ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｃｃｏｒ、
以下「ＶＤＰ」という。）８０とを備えている。また、ＶＤＰ８０には、画像生成データ
が記憶されているＲＯＭを有する第一ＲＯＭ基板１２０及び第二ＲＯＭ基板１３０が、中
継基板１００を介して接続されている。そして、ＶＤＰ８０は、表示制御ユニット４８か
ら入力される表示制御データに応じて、２つのＲＯＭ基板１２０，１３０のＲＯＭに記憶
されている画像生成データの中から必要なデータを読み出し、パチンコ機１の遊技状態に
応じた画像データ（ＲＧＢデータ）を生成する。この画像データを図示外のＶＲＡＭに展
開して一時的に記憶させ、表示制御データに応じて液晶表示装置３６へ出力する。
【００３６】
　次に、図４乃至図６を参照して、中継基板１００、演出制御基板４３、第一ＲＯＭ基板
１２０、及び第二ＲＯＭ基板１３０の接続構造について詳細に説明する。図４は、第一の
実施形態における中継基板１００、演出制御基板４３、第一ＲＯＭ基板１２０、及び第二
ＲＯＭ基板１３０の分解斜視図である。また、図５は、第一ＲＯＭ基板１２０のオスコネ
クタ１２３を接続方向から見た図であり、図６は、中継基板１００、演出制御基板４３、
第一ＲＯＭ基板１２０、及び第二ＲＯＭ基板１３０を図４におけるＰ方向から見た図であ
る。
【００３７】
　まず、演出制御基板４３の接続部について説明する。図４に示すように、演出制御基板
４３の一端部８２には、接続部として、メスコネクタ８３が設けられている。このメスコ
ネクタ８３は、接続方向（図４におけるＱ方向）から見た外形が横長であり、演出制御基
板４３の内部から引き出され、接続方向へ向けて突出する板状のメスコネクタ端子８４と
、このメスコネクタ端子８４の周囲を取り囲む枠部８５とから構成されている。そして、
枠部８５を接続方向から見た形状は、内側が台形を成しており、外側が矩形を成している
。
【００３８】
　次いで、第一ＲＯＭ基板１２０及び第二ＲＯＭ基板１３０の接続部について説明する。
図４に示すように、第一ＲＯＭ基板１２０の一端部１２２には、接続部として、オスコネ
クタ１２３が設けられている。図５に示すように、このオスコネクタ１２３は、接続方向
から見た形状が台形を成す略角柱状の部材であり、接続方向へ向けて開口するように溝部
１２４が形成されている。そして、この溝部１２４の内部にはオスコネクタ端子１２５が
設けられており、基板に搭載されたＲＯＭ（図示外）に接続されている。尚、第二ＲＯＭ
基板１３０の一端部１３２にもオスコネクタ１３３が設けられているが、第一ＲＯＭ基板
１２０及び第二ＲＯＭ基板１３０は形状が同じであり、内部のＲＯＭに記憶されている情
報が異なるのみであるため、この説明を省略する。
【００３９】
　次いで、本発明の特徴である中継基板１００の構造について説明する。図４及び図６に
示すように、中継基板１００は、その第一板面１０２の中央にオスコネクタ１０４が１つ
設けられている。また、第一板面１０２とは反対側の第二板面１０３上には、２つのメス
コネクタ１０５，１０６が設けられている。この２つのメスコネクタ１０５，１０６は、
その長手方向の延長線を互いに平行にして、隣り合うように並べて配設されており、さら
に、オスコネクタ１０４の長手方向の延長線に対しても平行になるように設けられている
。
【００４０】
　次いで、メスコネクタ８３，１０５，１０６と、オスコネクタ１０４，１２３，１３３
との接続構造について説明する。演出制御基板４３のメスコネクタ８３と第一ＲＯＭ基板
１２０のオスコネクタ１２３とを例に挙げて説明すると、図４及び図５に示すように、メ
スコネクタ８３における枠部８６の内側の形状は台形形状であり、オスコネクタ１２３を
接続方向から見た形状も同様に台形形状である。そして、メスコネクタ８３の枠部８５が
、オスコネクタ１２３と嵌合するように形成されている。また、オスコネクタ１２３に設
けられた溝部１２４は、オスコネクタ１２３がメスコネクタ８３に嵌め込まれた際に、メ
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スコネクタ８３における板状のメスコネクタ端子８４が差し込まれる位置に形成されてい
る。このように形成されたメスコネクタ８３にオスコネクタ１２３を嵌め込むと、両者の
間に摩擦力が生じ、相対位置が固定される。そして、メスコネクタ端子８４とオスコネク
タ端子１２５とが接続されることで、演出制御基板４３と第一ＲＯＭ基板１２０とが電気
的に接続される。
【００４１】
　そして、演出制御基板４３のメスコネクタ８３、及び中継基板１００のメスコネクタ１
０５，１０６は全て同じ形状であり、中継基板１００のオスコネクタ１０４、及びＲＯＭ
基板１２０，１３０のオスコネクタ１２３，１３３は全て同じ形状である。従って、第一
ＲＯＭ基板１２０のオスコネクタ１２３及び第二ＲＯＭ基板１３０のオスコネクタ１３３
は、演出制御基板４３のメスコネクタ８３、及び中継基板１００のメスコネクタ１０５，
１０６いずれにも嵌合させることができる。
【００４２】
　次に、図４及び図６を参照して、中継基板１００を介して２つのＲＯＭ基板１２０，１
３０を演出制御基板４３へ接続する手順について説明する。図４及び図６に示すように、
演出制御基板４３には１つのメスコネクタ８３が設けられているのみであるため、２つの
ＲＯＭ基板１２０，１３０をそのまま演出制御基板４３へ接続することはできない。そこ
で、中継基板１００のオスコネクタ１０４を、演出制御基板４３のメスコネクタ８３に嵌
め込む。これにより、中継基板１００が演出制御基板４３に対して固定される。この状態
で、中継基板１００のメスコネクタ１０５に第一ＲＯＭ基板１２０のオスコネクタ１２３
を嵌合させ、さらに、メスコネクタ１０６に第二ＲＯＭ基板１３０のオスコネクタ１３３
を嵌合させる。すると、中継基板１００の第二板面１０３側において、２つのＲＯＭ基板
１２０，１３０が、演出制御基板４３の厚み方向に積層された状態で固定される。また、
演出制御基板４３と２つのＲＯＭ基板１２０，１３０とが電気的に接続される。尚、２つ
のＲＯＭ基板１２０，１３０を先に中継基板１００に接続してから、この中継基板１００
を演出制御基板４３に接続してもよい。
【００４３】
　以上説明したように、第一の実施形態の中継基板１００によると、接続部であるメスコ
ネクタ８３が１つしか設けられていない演出制御基板４３に対して、２つのＲＯＭ基板１
２０，１３０を電気的に接続して相対位置を固定することができる。従って、複数のメス
コネクタ８３をあらかじめ演出制御基板４３に設けておく必要がないため、製造コストを
抑えることができ、演出制御基板４３の形状の自由度に制限が生じることもない。また、
中継基板１００の第二板面１０３側において、２つのＲＯＭ基板１２０，１３０が、演出
制御基板４３の厚み方向に立体積層状に保持される。よって、複数のＲＯＭ基板１２０，
１３０を用いた場合でも、ＲＯＭ基板１２０，１３０と平行な方向の空間を有効に利用す
ることができ、ＲＯＭ基板１２０，１３０と平行な方向に他の基板や部品等が配設されて
いる場合であっても、複数のＲＯＭ基板１２０，１３０を保持することができる。
【００４４】
　また、信号の送受信関係にある演出制御基板４３とＲＯＭ基板１２０，１３０とを近接
した状態で固定することができるので、電気配線が複雑になることを防止することができ
る。そして、中継基板１００に設けられているオスコネクタ１０４とメスコネクタ１０５
，１０６とは、互いに嵌合する形状である。従って、ＲＯＭ基板１２０，１３０のオスコ
ネクタ１２３，１３３は、中継基板１００のメスコネクタ１０５，１０６を介して演出制
御基板４３に接続することもできるし、演出制御基板４３のメスコネクタ８３に直接嵌め
込むこともできる。これにより、例えば演出制御基板４３に合計４ＧＢのＲＯＭ基板を接
続する場合、中継基板１００を用いて２ＧＢのＲＯＭ基板を２つ接続することもできるし
、中継基板１００を用いずに４ＧＢのＲＯＭ基板を直接接続することもできる。また、ソ
ケットを用いて基板にＲＯＭを直接接続する場合には接触不良を起こしやすいが、コネク
タを用いてＲＯＭを接続することで、接触不良の発生を防止することができる。
【００４５】
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　尚、第一の実施形態の演出制御基板４３が本発明の「第一の基板」に相当し、演出制御
基板４３のメスコネクタ８３が「第一の基板の接続部」に相当する。また、中継基板１０
０のオスコネクタ１０４が「第一被接続部」に相当し、メスコネクタ１０５，１０６が「
第二被接続部」に相当する。また、第一ＲＯＭ基板１２０及び第二ＲＯＭ基板１３０が「
第二の基板」に相当し、ＲＯＭ基板１２０，１３０のオスコネクタ１２３，１３３が「第
二の基板の接続部」に相当する。
【００４６】
　次に、本発明の第二の実施形態である中継基板２００を備えたパチンコ機２１０につい
て、図７を参照して説明する。図７は、第二の実施形態における中継基板２００、演出制
御基板４３、第一ＲＯＭ基板１２０、及び第二ＲＯＭ基板１３０の分解斜視図である。
【００４７】
　尚、第二の実施形態の中継基板２００を備えたパチンコ機２１０は、中継基板２００の
構造が第一の実施形態のパチンコ機１と異なるのみである。従って、パチンコ機１と共通
する部分については同一の符号を付し、図１乃至図３に示す機械的構成の説明及び電気的
構成の説明についてはこれを省略する。
【００４８】
　図７に示すように、第二の実施形態である中継基板２００は、その第一板面２０２の中
央に、オスコネクタ２０４が１つ設けられている。また、第一板面２０２とは反対側の第
二板面２０３上には、２つのメスコネクタ２０５，２０６が設けられている。この２つの
メスコネクタ２０５，２０６は、その長手方向の延長線が互いに一致する位置に、隣り合
うように並べて配設されている。さらに、２つのメスコネクタ２０５，２０６の長手方向
の延長線は、オスコネクタ２０４の長手方向の延長線に対して平行になるように設けられ
ている。尚、中継基板２００のオスコネクタ２０４はＲＯＭ基板１２０，１３０のオスコ
ネクタ１２３，１３３と同じ形状であり、メスコネクタ２０５，２０６は演出制御基板４
３のメスコネクタ８３と同じ形状である。
【００４９】
　そして、２つのＲＯＭ基板１２０，１３０を演出制御基板４３へ接続する場合、中継基
板２００のオスコネクタ２０４を、演出制御基板４３のメスコネクタ８３に嵌め込むこと
により、中継基板２００を演出制御基板４３に対して固定する。この中継基板２００のメ
スコネクタ２０５に第一ＲＯＭ基板１２０のオスコネクタ１２３を嵌合させ、さらに、メ
スコネクタ２０６に第二ＲＯＭ基板１３０のオスコネクタ１３３を嵌合させる。すると、
２つのＲＯＭ基板１２０，１３０は、中継基板２００の第二板面２０３側において、演出
制御基板４３と同一の平面上に並んだ状態で固定される。尚、２つのＲＯＭ基板１２０，
１３０を中継基板２００に接続してから、この中継基板２００を演出制御基板４３に接続
してもよい。
【００５０】
　このような構成の中継基板２００によると、演出制御基板４３、第一ＲＯＭ基板１２０
、及び第二ＲＯＭ基板１３０の３つの基板を同一平面上に位置させて固定することができ
る。よって、複数のＲＯＭ基板１２０，１３０を演出制御基板４３に接続した場合でも、
基板の厚みが増えることがないため、基板と垂直な方向の空間を有効に利用することがで
きる。
【００５１】
　尚、第二の実施形態における中継基板２００のオスコネクタ１０４が本発明の「第一被
接続部」に相当する。また、中継基板２００のメスコネクタ２０５，２０６が「第二被接
続部」に相当する。
【００５２】
　次に、本発明の第三の実施形態である中継基板３００を備えたパチンコ機３１０につい
て、図８を参照して説明する。図８は、第三の実施形態における中継基板３００、演出制
御基板４３、第一ＲＯＭ基板１２０、及び第二ＲＯＭ基板１３０の分解斜視図である。
【００５３】
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　尚、第三の実施形態の中継基板３００を備えたパチンコ機３１０は、中継基板３００の
構造が第一及び第二の実施形態のパチンコ機１，２１０と異なるのみである。従って、パ
チンコ機１，２１０と共通する部分については同一の符号を付し、図１乃至図３に示す機
械的構成の説明及び電気的構成の説明についてはこれを省略する。
【００５４】
　図８に示すように、第三の実施形態である中継基板３００は、長方形状の平板であるオ
スコネクタ支持部３０１及びメスコネクタ支持部３０２により構成されている。そして、
オスコネクタ支持部３０１の板面３０３の中央には、オスコネクタ３０６が１つ設けられ
ている。また、オスコネクタ支持部３０１の短手方向一端部から、オスコネクタ３０６の
接続方向に向けてメスコネクタ支持部３０２が延設されている。そして、このメスコネク
タ支持部３０２におけるオスコネクタ３０６を向く板面３０４とは反対側の板面３０５に
は、２つのメスコネクタ３０７，３０８が設けられている。この２つのメスコネクタ３０
７，３０８は、その長手方向の延長線が互いに平行となるように並べて配設されており、
さらに、オスコネクタ３０６の長手方向の延長線に対しても平行となるように配設されて
いる。尚、中継基板３００のオスコネクタ３０６の形状はＲＯＭ基板１２０，１３０のオ
スコネクタ１２３，１３３と同じであり、メスコネクタ３０７，３０８の形状は演出制御
基板４３のメスコネクタ８３と同じである。
【００５５】
　そして、２つのＲＯＭ基板１２０，１３０を演出制御基板４３へ接続する場合、中継基
板３００のオスコネクタ３０６を、演出制御基板４３のメスコネクタ８３に嵌め込むこと
によって、中継基板３００を演出制御基板４３に対して固定する。この際、メスコネクタ
支持部３０２におけるオスコネクタ３０６を向く板面３０４は、演出制御基板４３によっ
て支持されるため、メスコネクタ支持部３０２に対して図８における下向きの力が加わっ
た場合でも、中継基板３００が折損することはない。そして、中継基板３００のメスコネ
クタ３０７に第一ＲＯＭ基板１２０のオスコネクタ１２３を嵌合させ、メスコネクタ３０
８に第二ＲＯＭ基板１３０のオスコネクタ１３３を嵌合させる。すると、２つのＲＯＭ基
板１２０，１３０は、演出制御基板４３の中継基板３００への接続方向に対して垂直な状
態で固定される。
【００５６】
　このような構成の中継基板３００によると、中継基板３００から見て、演出制御基板４
３が位置している側の反対側の空間にＲＯＭ基板１２０，１３０を位置させずに複数の基
板を固定することができる。よって、演出制御基板４３におけるメスコネクタ８３の接続
方向のスペースが無い場合でも、複数のＲＯＭ基板１２０，１３０を演出制御基板４３に
接続することができる。
【００５７】
　尚、第三の実施形態における中継基板３００のオスコネクタ３０６が本発明の「第一被
接続部」に相当する。また、中継基板３００のメスコネクタ３０７，３０８が「第二被接
続部」に相当する。
【００５８】
　尚、本発明は、上記実施の形態に限定されることなく、様々な変形が可能であることは
言うまでもない。以下、図９を参照して、第一～第三の実施形態の変形例１について説明
する。図９は、中継基板１００、第一ＲＯＭ基板１２０、第二ＲＯＭ基板１３０、及び２
つのメスコネクタ８３を有する演出制御基板４３０の分解斜視図である。図７に示すよう
に、変形例１では、中継基板１００を用いることで、２つのメスコネクタ８３を有する演
出制御基板４３０に対して、最大で４つのＲＯＭ基板を接続することが可能となっている
。この場合、中継基板１００を用いなければ、２つのメスコネクタ８３にＲＯＭ基板を直
接嵌め合わせることで、演出制御基板４３０に２つのＲＯＭ基板が接続されることになる
。また、中継基板１００を１つ用いれば、一方のメスコネクタ８３には２つのＲＯＭ基板
が、他方のメスコネクタ８３には１つのＲＯＭ基板が接続されることになる。そして、中
継基板１００を２つ用いれば、４つのＲＯＭ基板が演出制御基板４３０に接続されること
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になる。このような構成にすることで、演出制御基板４３０に対するＲＯＭ基板の接続の
自由度を向上させることができる。尚、演出制御基板側のコネクタの数が３つ以上である
場合でも本発明が適用できることは勿論である。また、図９に示す変形例では第一の実施
形態の中継基板１００を用いているが、第二、第三の実施形態の中継基板２００，３００
を複数用いることもできる。
【００５９】
　次いで、図１０を参照して、第一～第三の実施形態の変形例２について説明する。図１
０は、変形例２としての中継基板４００を介して、演出制御基板４３へ第一ＲＯＭ基板１
２０及び第二ＲＯＭ基板１３０を接続した際の接続状態を示す図である。図１０に示すよ
うに、変形例２である中継基板４００は、横長形状であるコネクタ１０６の、図１０にお
ける下方向の縁部が、自身の本体の縁部と一致するように形成されている。そして、第二
ＲＯＭ基板１３０のオスコネクタ１３３を中継基板４００のメスコネクタ１０６へ嵌め合
わせた際に、メスコネクタ１０６の一側面（図１０における下方の側面）と、第二ＲＯＭ
基板１３０の板面とが同一平面上に位置するように形成されている。さらに、演出制御基
板４３の片側の板面（図１０における下方の板面）と、メスコネクタ８３の一側面（図１
０における下方の側面）とが同一平面上に位置するように形成されている。すなわち、中
継基板４００を介してＲＯＭ基板１２０，１３０を演出制御基板４３に接続すると、図１
０における下方では凹凸のない１つの平面が形成される。この平面を他の部品、例えば液
晶表示装置３６の裏面、他の基板、基板ケース、遊技盤面、金属枠等の平面部分に接触さ
せた状態で、相互に接続された複数の基板を遊技機に固定することで、基板同士の接続を
より安定させることができる。また、第一ＲＯＭ基板１２０の板面と、第二ＲＯＭ基板１
３０の板面とが接触した状態で複数の基板を保持するように中継基板を形成することもで
きる。
【００６０】
　また、中継基板１００，２００，３００におけるメスコネクタの配設位置は変更するこ
とができる。例えば、図４に示す中継基板１００における２つのメスコネクタ１０５，１
０６の距離を変更することができる。また、図８に示す中継基板３００において、２つの
メスコネクタ３０７，３０８を、長手方向の延長線が互いに重なる位置に並べて配設する
こともできるし、メスコネクタ３０７とメスコネクタ３０８とがオスコネクタ３０６から
見て反対側に位置するように配設してもよい。
【００６１】
　また、第一～第三の実施形態の中継基板１００，２００，３００は、１つの演出制御基
板４３に対して２つのＲＯＭ基板１２０，１３０を接続するための基板であるが、中継基
板１００，２００，３００のメスコネクタの数を増やせば、２つ以上のＲＯＭ基板を演出
制御基板４３に接続するための中継基板とすることができる。また、第一～第三の実施形
態では、一例として、中継基板１００，２００，３００を用いて演出制御基板４３と複数
のＲＯＭ基板とを接続する場合についてのみ説明したが、接続される基板の種類はこれに
限定されるものではない。例えば、サブ統合基板５８に演出制御基板４３及び電飾基板４
６を接続する際に、本発明に係る中継基板を使用することもできる。
【００６２】
　また、オスコネクタ及びメスコネクタの形状は適宜変更が可能である。例えば、コネク
タを接続方向から見た形状は台形形状に限られず、矩形、三角形、楕円形、波型等、様々
な形状とすることができる。また、第一～第三の実施形態では、メスコネクタ側の端子を
板状に形成して突出させ、オスコネクタ側の端子を溝部の内側に設けたが、複数の金属棒
を並べた形状の端子をメスコネクタ側の端子として用いることもできる。この場合メスコ
ネクタ側の端子が嵌合する形状にオスコネクタ側の端子を形成すればよい。
【００６３】
　また、第一～第三の実施形態では、全てのオスコネクタの形状は同一とし、このオスコ
ネクタに対応する全てのメスコネクタの形状も同一とすることで、接続の自由度を向上さ
せているが、コネクタの形状を同一とせずに、コネクタ毎に変更することもできる。この
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板の接続の間違いを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明の遊技機は、パチンコ機に限られず、パチコン機、パチスロ機等の各種遊技機に
適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】パチンコ機１の表枠１４及び中枠１３が開いた状態を斜め前方から見た斜視図で
ある。
【図２】パチンコ機１の正面図である。
【図３】パチンコ機１の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】第一の実施形態における中継基板１００、演出制御基板４３、第一ＲＯＭ基板１
２０、及び第二ＲＯＭ基板１３０の分解斜視図である。
【図５】第一ＲＯＭ基板１２０のオスコネクタ１２３を接続方向から見た図である。
【図６】中継基板１００、演出制御基板４３、第一ＲＯＭ基板１２０、及び第二ＲＯＭ基
板１３０を図４におけるＰ方向から見た図である。
【図７】第二の実施形態における中継基板２００、演出制御基板４３、第一ＲＯＭ基板１
２０、及び第二ＲＯＭ基板１３０の分解斜視図である。
【図８】第三の実施形態における中継基板３００、演出制御基板４３、第一ＲＯＭ基板１
２０、及び第二ＲＯＭ基板１３０の分解斜視図である。
【図９】中継基板１００、第一ＲＯＭ基板１２０、第二ＲＯＭ基板１３０、及び２つのメ
スコネクタ８３を有する演出制御基板４３０の分解斜視図である。
【図１０】変形例２としての中継基板４００を介して、演出制御基板４３へ第一ＲＯＭ基
板１２０及び第二ＲＯＭ基板１３０を接続した際の接続状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
１，２１０，３１０　　パチンコ機
２７　　センターカバー
４３　　演出制御基板
８２　　一端部
８３，１０５，１０６　　メスコネクタ
８４　　メスコネクタ端子
８５　　枠部
１００，２００，３００　　中継基板
１０４，１２３，１３３　　オスコネクタ
１２０　　第一ＲＯＭ基板
１２２　　一端部
１２４　　溝部
１２５　　オスコネクタ端子
１３０　　第二ＲＯＭ基板
１３２　　一端部
２０４　　オスコネクタ
２０５，２０６　　メスコネクタ
３０６　　オスコネクタ
３０７，３０８　　メスコネクタ
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