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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の後側に配置された遊技機構成部材と、前記遊技機構成部材の後面に左右方向に
偏って設けられた中継基板保持部と、前記中継基板保持部に着脱可能に配設されて保持面
部を備えた基板設置部材と、前記基板設置部材の保持面部にコネクタ部が外部に露出した
状態で配設された中継基板とを備え、前記コネクタ部に、各種電気部品を統括的に制御す
る制御装置から導出する配線が接続された遊技機における基板取付構造において、
　前記基板設置部材の保持面部は、
　前記中継基板の基板面に対向する対向部と、
　前記中継基板保持部に配設した状態で前記遊技機構成部材に対する中継基板保持部の偏
り側に位置する前記対向部の外周縁から中継基板側に突出して当該中継基板における周縁
部の端面に当接する第１の壁部と、
　前記遊技機構成部材に対する中継基板保持部の偏り側に位置する外周縁を除く前記対向
部の外周縁から中継基板側に突出すると共に前記第１の壁部に連続するよう設けられ、当
該中継基板の基板面に当接する第２の壁部とを備え、
　前記第２の壁部の外面が前記中継基板における周縁部の端面に沿うよう構成されると共
に、前記基板設置部材において前記第１の壁部が形成される外周縁とは反対側の外周縁に
係合部が形成され、
　前記基板設置部材の保持面部に中継基板を配設した状態で、当該中継基板の基板面にお
ける少なくとも回路形成部分を当該保持面部で覆って、該中継基板の基板面との間に不正



(2) JP 5508318 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

部品の配線を挿通不能となるよう当該保持面部の対向部が該中継基板に近接するよう構成
され、
　前記中継基板保持部には、前記基板設置部材の前記第１の壁部を保持する保持部が形成
されると共に、前記基板設置部材に形成された係合部が係脱自在に係合する被係合部が形
成され、
　前記保持部に前記第１の壁部が保持された状態で、前記被係合部に前記係合部が係合す
ることで、前記基板設置部材が中継基板保持部に着脱自在に配設される
ことを特徴とする遊技機における基板取付構造。
【請求項２】
　前記第１の壁部は、両端部が前記中継基板の縁部に沿うように屈曲して前記第２の壁部
に夫々連続するよう形成され、当該第１の壁部の屈曲部が前記中継基板保持部の保持部に
保持されると共に、
　前記係合部は、前記第２の壁部において前記保持面部に配設された中継基板と反対側に
延在する板状片と、前記板状片の延出端部から中継基板側に折曲されると共に板状片から
離間するよう傾斜した弾性片と、前記弾性片の端部から当該弾性片より小さな幅で延出す
る操作片とから構成され、
　前記被係合部は、前記係合部における板状片および弾性片を差し込み可能に形成される
と共に、前記弾性片における操作片より幅広部位が係合する係合凹部が縁部に形成されて
、当該被係合部に差し込まれた弾性片が係合凹部に係合することで、前記基板設置部材が
中継基板保持部に着脱自在に配設される請求項１記載の遊技機における基板取付構造。
【請求項３】
　前記保持面部は、前記中継基板に基板面から突出するよう設けた前記コネクタ部の複数
の端子と対応する部位に収容部が凹設され、
　前記第２の壁部の突出端部に当接した前記中継基板の基板面が当該基板面からの端子の
突出寸法より小さい寸法で前記保持面部の対向部から離間するよう構成されて、前記収容
部内に端子が差し込まれることで中継基板の基板面との間に不正部品の配線が挿通不能と
なるよう対向部が該基板面に近接する請求項１または２記載の遊技機における基板取付構
造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、基板設置部材に中継基板が配設された遊技機の基板取付構造に関するもの
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、特許文献１に示すように、機内に
セットされる遊技盤の盤面にパチンコ球が打出される遊技領域が画成されている。遊技盤
の後側には、設置部材が配設され、該設置部材に、各種図柄を変動表示して図柄変動演出
を行なう液晶表示装置が配設される。また、前記遊技盤には、液晶表示装置の下方位置に
、液晶表示装置での図柄変動演出を開始させる契機となる始動入賞装置が配設されている
。そして、前記遊技領域を流下するパチンコ球が、前記始動入賞装置に設けた始動口に入
賞することで、液晶表示装置での図柄変動演出を開始させると共に、パチンコ球を賞球と
して払出すよう構成されている。前記図柄変動演出の結果、液晶表示装置に特定の図柄の
組合わせ(大当り図柄)が表示されることで、遊技者に有利な特別遊技(大当り遊技)を発生
させて、多数の賞球を遊技者に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、前記遊技盤に対向する対向面部と、該対向面部の周縁部から前方に延
出する壁部とから前方に開放する箱状に形成されている。設置部材の対向面部の後面には
、基板設置部材が着脱自在に配設され、該基板設置部材に中継基板(メイン中継基板)が配
設されている。このメイン中継基板には、パチンコ機の払出制御装置等の配線が接続され
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ると共に、遊技機の各種電気部品を統括的に制御する制御装置に電気的に接続されている
。そして、前記始動入賞装置や特別入賞装置の球検出センサがパチンコ球の入賞を検知す
ると、制御装置は、前記メイン中継基板を介して払出制御装置に制御信号を出力し、該払
出制御装置に前記賞球の払い出しを行わせる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２７３９０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前記メイン中継基板には、コネクタ部や各種電子部品が実装されており、こ
れら実装部品の取付端子が、中継基板の基板面から突出している。このため、メイン中継
基板と基板設置部材とを一定間隔離して両部材を取付ける必要があるが、この隙間を利用
して、所謂ぶら下がり基板等の不正部品の配線がメイン中継基板の取付端子に接続される
畏れがあった。このような不正部品がメイン中継基板に接続されると、不正部品によりメ
イン中継基板を介して前記払出制御装置を不正に操作して、大量の賞球を獲得するゴト行
為が可能となるため、当該不正行為を防止するような対策が望まれていた。しかも、メイ
ン中継基板と基板設置部材との隙間に不正部品や配線が存在しても、該メイン中継基板の
裏側に不正部品や配線が隠れて発見が困難となり、不正行為が長期間に亘って継続されて
しまう問題が指摘される。
【０００６】
　すなわち、本発明は、従来技術に係る遊技機における基板取付構造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、中継基板および基板設置部材の
間に不正部品の配線を挿通させるのを不能とし得る遊技機における基板取付構造を提供す
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、本発明に係る遊技機における基板取付
構造は、
　遊技盤の後側に配置された遊技機構成部材(13)と、前記遊技機構成部材(13)の後面に左
右方向に偏って設けられた中継基板保持部(36)と、前記中継基板保持部(36)に着脱可能に
配設されて保持面部(54)を備えた基板設置部材(40)と、前記基板設置部材(40)の保持面部
(54)にコネクタ部(64)が外部に露出した状態で配設された中継基板(39)とを備え、前記コ
ネクタ部(64)に、各種電気部品(23,24)を統括的に制御する制御装置(25)から導出する配
線(25X)が接続された遊技機における基板取付構造において、
　前記基板設置部材(40)の保持面部(54)は、
　前記中継基板(39)の基板面(65)に対向する対向部(55)と、
　前記中継基板保持部(36)に配設した状態で前記遊技機構成部材(13)に対する中継基板保
持部(36)の偏り側に位置する前記対向部(55)の外周縁から中継基板(39)側に突出して当該
中継基板(39)における周縁部の端面に当接する第１の壁部(60)と、
　前記遊技機構成部材(13)に対する中継基板保持部(36)の偏り側に位置する外周縁を除く
前記対向部(55)の外周縁から中継基板(39)側に突出すると共に前記第１の壁部(60)に連続
するよう設けられ、当該中継基板(39)の基板面(65)に当接する第２の壁部(57,58,59)とを
備え、
　前記第２の壁部(57,58,59)の外面が前記中継基板(39)における周縁部(39a,39b,39c)の
端面に沿うよう構成されると共に、前記基板設置部材(40)において前記第１の壁部(60)が
形成される外周縁とは反対側の外周縁に係合部(69)が形成され、
　前記基板設置部材(40)の保持面部(54)に中継基板(39)を配設した状態で、当該中継基板
(39)の基板面(65)における少なくとも回路形成部分(A)を当該保持面部(54)で覆って、該
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中継基板(39)の基板面(65)との間に不正部品(75)の配線(75X)を挿通不能となるよう当該
保持面部(54)の対向部(55)が該中継基板(39)に近接するよう構成され、
　前記中継基板保持部(36)には、前記基板設置部材(40)の前記第１の壁部(60)を保持する
保持部(49,50)が形成されると共に、前記基板設置部材(40)に形成された係合部(69)が係
脱自在に係合する被係合部(53a)が形成され、
　前記保持部(49,50)に前記第１の壁部(60)が保持された状態で、前記被係合部(53a)に前
記係合部(69)が係合することで、前記基板設置部材(40)が中継基板保持部(36)に着脱自在
に配設されることを要旨とする。
　請求項１の発明によれば、中継基板を基板設置部材に取付けた状態で、該基板設置部材
の保持面部が中継基板との間に不正部品の配線が挿通不能となるよう近接する構成とした
ので、不正部品の配線を中継基板に接続する不正行為を防止することができる。
　また、保持面部に中継基板に当接する壁部を設けたので、該壁部により不正部品や配線
を中継基板および基板設置部材の間に差し込むのを阻止し得る。
【０００８】
　請求項２に係る遊技機における基板取付構造では、前記第１の壁部(60)は、両端部が前
記中継基板(39)の縁部(39a,39b,39d)に沿うように屈曲して前記第２の壁部(57,58)に夫々
連続するよう形成され、当該第１の壁部(60)の屈曲部が前記中継基板保持部(36)の保持部
(49,50)に保持されると共に、
　前記係合部(69)は、前記第２の壁部(57,58,59)において前記保持面部(54)に配設された
中継基板(39)と反対側に延在する板状片(70)と、前記板状片(70)の延出端部から中継基板
(39)側に折曲されると共に板状片(70)から離間するよう傾斜した弾性片(71)と、前記弾性
片(71)の端部から当該弾性片(71)より小さな幅で延出する操作片(72)とから構成され、
　前記被係合部(53a)は、前記係合部(69)における板状片(70)および弾性片(71)を差し込
み可能に形成されると共に、前記弾性片(71)における操作片(72)より幅広部位が係合する
係合凹部(53b)が縁部に形成されて、当該被係合部(53a)に差し込まれた弾性片(71)が係合
凹部(53b)に係合することで、前記基板設置部材(40)が中継基板保持部(36)に着脱自在に
配設されることを要旨とする。
【０００９】
　請求項３に係る遊技機における基板取付構造では、前記保持面部(54)は、前記中継基板
(39)に基板面(65)から突出するよう設けた前記コネクタ部(64)の複数の端子(64a)と対応
する部位に収容部(56)が凹設され、
　前記第２の壁部(57,58,59)の突出端部に当接した前記中継基板(39)の基板面(65)が当該
基板面(65)からの端子(64a)の突出寸法より小さい寸法で前記保持面部(54)の対向部(55)
から離間するよう構成されて、前記収容部(56)内に端子が差し込まれることで中継基板(3
9)の基板面(65)との間に不正部品(75)の配線(75X)が挿通不能となるよう対向部(55)が該
基板面(65)に近接することを要旨とする。
　請求項３の発明によれば、保持面部を対向部および収容部から構成したので、中継基板
を基板設置部材に取付けた際にコネクタ部の端子が収容部に臨み、該端子が対向部に干渉
するのを防止し得る。また、収容部にコネクタ部の端子を臨ませることで、対向部を中継
基板の基板面に近接させることができ、中継基板および対向部の間に不正部品の配線を挿
通させるのを確実に不能とし得る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る遊技機における基板取付構造によれば、中継基板と基板設置部材との間に
不正部品の配線を挿通させるのを不能にし得る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例に係る中枠の背面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
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【図４】実施例に係る設置部材を示す正面図である。
【図５】実施例に係る設置部材を示す背面図である。
【図６】実施例に係る設置部材の要部を拡大して示す斜視図である。
【図７】(ａ)は基板設置部材の背面図、(ｂ)は基板設置部材の正面図である。
【図８】実施例に係る基板設置部材にメイン中継基板を取付た状態で示す断面図である。
【図９】図５のＡ－Ａ線断面図であって、設置部材取付部の形成位置を拡大して示す。
【図１０】実施例に係る設置部材に基板設置部材が取付けられた状態を示す拡大斜視図で
ある。
【図１１】実施例に係るメイン中継基板の回路形成部分を示す背面図である。
【図１２】実施例に係る主制御装置、メイン中継基板および球払出制御装置に係る配線の
接続関係を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、本発明に係る遊技機における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、実施例では、遊技球としてパチンコ球を
用いて遊技を行うパチンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」
、「後」、「左」、「右」とは、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見た
状態で指称する。但し、部材を後側から見た状態で示す図面を参照する場合には、当該参
照した図面を基準として「右」、「左」を指称する場合がある。
【実施例】
【００１３】
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、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向きに設置される固定枠としての矩形枠状の外枠１１の開口前面側
に、後述する遊技盤１２を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１４が開閉および着脱
可能に組付けられると共に、遊技盤１２の後側に対して、各種図柄を変動表示可能な液晶
表示装置１５が着脱自在に取付けられるよう構成される。また、前記中枠１４の前面側に
は、前記遊技盤１２を透視保護するガラス板等の透視保護板(図示せず)を備えた装飾枠と
しての前枠１６が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１６の下方にパチンコ球を貯
留する下球受け皿１７が開閉可能に組み付けられる。なお、前記前枠１６の下部位置に、
パチンコ球を貯留する上球受け皿７８が一体的に組み付けられており、前枠１６の開閉に
合わせて上球受け皿７８も一体的に開閉するよう構成される。
【００１４】
　前記中枠１４は、図２に示すように、上下左右の縁部をなす枠部材１４ａ,１４ｂ,１４
ｃ,１４ｄにより、全体が前記外枠１１の開口に整合する矩形枠状に形成される。そして
、中枠１４の前後に開口する開口縁部が、前記遊技盤１２を設置する遊技盤保持部として
機能するよう構成されている。下枠部材１４ｂの前側には、スピーカや打球発射装置(何
れも図示せず)が設置されると共に、遊技者により回動操作されて打球発射装置を作動さ
せる操作ハンドル２０が設けられている。前記上枠部材１４ａの後側には、設置枠台等に
設けられた外部球供給設備から供給されるパチンコ球を貯留する球タンク７７が、該上枠
部材１４ａの左右幅の略全幅に亘って設けられている。また、下枠部材１４ｂの後側には
、前記上下の球受け皿７８,１７に連通する球供給路および設置枠台に設けた球回収樋(何
れも図示せず)に連通する球排出路が夫々形成されたセット部材７９が配設されている。
前記球タンク７７とセット部材７９とは、各部材７７,７９における左枠部材１４ｃ側の
端部間に架設された球通路ユニット８０を介して連通接続されており、該球通路ユニット
８０に配設された球払出装置２２の駆動により球タンク７７に供給されたパチンコ球を前
記上下の球受け皿７８,１７へ給出するよう構成されている。また、このセット部材７９
には、パチンコ機１０の電源制御を行なう電源装置２１、前記球払出装置２２を駆動制御
する払出制御装置(電気部品)２３、前記打球発射装置を駆動制御する発射制御装置(電気
部品)２４等が配設されている。なお、これらの各装置２３,２４は、前記パチンコ機１０
の後側に配設される主制御装置(制御装置)２５に配線接続されており、該主制御装置２５
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から入力される制御信号に基づいて制御対象品を制御するようになっている。
【００１５】
　図３に示すように、前記遊技盤１２は、アクリルやポリカーボネート等の光透過性の合
成樹脂材やベニア等の木板から前記中枠１４の前記遊技盤保持部に整合する略矩形平板状
に形成される。遊技盤１２の後面には、箱状の設置部材(遊技機構成部材)１３が組み付け
られる。そして、遊技盤１２に形成された図柄表示開口部１２ａ(図３参照)および設置部
材１３に形成された可視表示部１３ａ(図４参照)を介して液晶表示装置１５の表示部１５
ａを遊技盤１２の前面側から視認し得るよう構成されている。
【００１６】
　図３に示すように、前記遊技盤１２の前面には、内レール２６と外レール２７とが半円
弧状に配設されて、両レール２６,２７によりパチンコ球が流下可能な遊技領域２８が画
成され、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が遊技領域２８内に打ち出されるよ
うになっている。また、前記遊技盤１２の下方位置には、前記遊技領域２８を流下するパ
チンコ球が入賞可能な始動入賞装置２９や特別入賞装置３０が配設されており、該始動入
賞装置２９にパチンコ球が入賞することで、前記液晶表示装置１５において図柄変動演出
が行われ、該図柄変動演出の結果、液晶表示装置１５に所定の図柄組合わせで図柄が停止
表示されると、所謂大当りが発生して前記特別入賞装置３０の入賞口が開放し、多数の賞
球を獲得し得るよう構成されている。
【００１７】
〔設置部材について〕
　図４,図５に示すように、前記設置部材１３は、前記遊技盤１２に対向する略矩形状の
対向面部３１と、該対向面部３１の周縁部から前方に延出する外周壁部３２とから前方に
開放する箱状に形成され、全体が無色透明の部材で構成されている。前記設置部材１３に
は、遊技状態に合わせて発光演出および可動演出を行う複数の演出装置３３,３４,３５が
配設されている。これら演出装置３３,３４,３５は、図示しない統括制御装置に電気的に
接続されており、該統括制御装置から出力される演出制御信号に基づいて演出装置３３,
３４,３５が作動制御される。前記対向面部３１には、前後方向に開放する矩形状の前記
可視表示部１３ａが設けられており、以下の説明において、対向面部３１における可視表
示部１３ａの上側部分を上対向面部３１ａと指称し、可視表示部１３ａの下側部分を下対
向面部３１ｂと指称する。
【００１８】
〔下対向面部について〕
　図５,図６に示すように、前記下対向面部３１ｂの後面には、左右に隣接して複数(実施
例では３つ)の中継基板保持部３６,３７,３８が設けられている。そして、図５の右下方
に位置した中継基板保持部３６に、遊技盤１２に設けられた各種センサ(磁気センサや球
検出センサ等)や前記球払出装置２２と主制御装置２５とを中継接続するメイン中継基板
３９が着脱可能に配設されると共に、図５の中央および左下方に位置した中継基板保持部
３７,３８に、各種演出装置３３,３４,３５や発光装置等の配線を中継接続する一般中継
基板４１,４２着脱可能に配設されている。すなわち、メイン中継基板３９は、不正行為
が行われた際に、不正な賞球や球払出しが行われたり、不正行為対策が無効にされる等の
遊技の実行に重大な影響を及ぼす電気部品を中継接続するものである。また、メイン中継
基板３９は、後述する基板設置部材４０を介して中継基板保持部３６に着脱可能に取付け
られている。なお、以下の説明では、メイン中継基板３９が配設される中継基板保持部３
６を、特に設置部材取付部と指称するものとする。
【００１９】
　前記下対向面部３１ｂの後面には、前記主制御装置２５が主基板ベース(図示せず)を介
して着脱自在に配設される。設置部材取付部３６の側方(図５における右端部)には、前記
主基板ベースの前側右端部に設けた装置被係合部(図示せず)が係脱自在に係合する装置係
合部４３が形成されると共に、左端部に、主制御装置２５の左端部に設けた被装着部２５
ａ(図２参照)が着脱自在に係合される装着部４４が形成されている。そして、主基板ベー
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スの装置被係合部および主制御装置２５の被装着部２５ａを、夫々下対向面部３１ｂの後
面に対応する装置係合部４３および装着部４４に係合したもとで、被装着部２５ａを固定
具によって装着部４４に固定することで、下対向面部３１ｂの後側に主基板ベースを介し
て主制御装置２５が取付けられる。すなわち、主制御装置２５は、メイン中継基板３９、
一般中継基板４１,４２を後方から覆うようにして、設置部材１３に取付けられる(図２参
照)。
【００２０】
〔設置部材取付部について〕
　図６に示すように、前記設置部材取付部３６は、下対向面部３１ｂの後面から立上がる
４つの取付壁部４５,４６,４７,４８から構成され、全体で後方に開口する矩形箱状構造
をなしている。なお、図６において、上下左右の取付壁部４５～４８を、上側取付壁部４
５、下側取付壁部４６、内側取付壁部４７および外側取付壁部４８と夫々指称する。また
、上側取付壁部４５および下側取付壁部４６の左右両側には、図６に示すように、下対向
面部３１ｂからの突出高さが僅かに小さい支持板部８１,８１が夫々設けられている。設
置部材取付部３６における図６の右側の上下の隅部には、外側取付壁部４８の後縁部から
設置部材取付部３６の開口内側に延出する押え片(保持部)４９,５０が夫々形成されてい
る。図９に示すように、押え片４９,５０は、前記支持板部８１の後端縁より後方に位置
しており、外側取付壁部４８側の上下の支持板部８１,８１と対応する上下の押え片４９,
５０との間に、基板設置部材４０の側部を挿入し得る差込口が内側(内側取付壁部４７側)
へ向けて開口するよう形成されている。また、設置部材取付部３６における図６の左側の
上下の隅部には、前記支持板部８１の後端縁と同一面上に位置する載置面部５１,５２が
夫々形成されている。各載置面部５１,５２は、設置部材取付部３６の開口縁隅部を画成
するよう係止壁部５１ａ,５２ａが僅かに後方に突出して形成されている。更に、図６に
おける前記内側取付壁部４７の左側には、上下の載置面部５１,５２の中央に位置して、
前後方向に開放する矩形状の係合孔(被係合部)５３ａが開設された係合孔構成部５３が形
成されている。前記係合孔５３ａには、図６の左側の縁部(内側取付壁部４７から離間す
る開口縁部)に係合凹部５３ｂが切欠形成されており、係合孔５３ａに挿入された係合部
６９(後述)が係合凹部５３ｂの端部に係合可能に係合するよう構成されている。
【００２１】
〔基板設置部材について〕
　図６,図７(ａ),(ｂ)に示すように、前記基板設置部材４０は、前記設置部材取付部３６
の後方開口に略整合する矩形状に形成された薄板部材であって、該設置部材取付部３６の
後方開口を閉塞するように設置部材取付部３６に取付けられる(図１０参照)。基板設置部
材４０における後方に臨む側は、メイン中継基板３９を保持する保持面部５４を構成して
いる。具体的には、前記保持面部５４は、メイン中継基板３９の前側の面(以下、基板面
６５という)に略平行に対向する対向部５５と、該対向部５５に凹設された複数の収容部
５６とを備える。また、保持面部５４には、前記対向部５５の外周縁部から後方に突出す
る壁部５７,５８,５９,６０が形成されている。なお、以下の説明では、図６における上
下左右の壁部を、上壁部５７、下壁部５８、内壁部５９および外壁部６０と夫々指称する
。また、基板設置部材４０における対向部５５とは反対側の面(基板設置部材４０の前面)
を盤側面６１と指称する(図７(ｂ)参照)。
【００２２】
　前記基板設置部材４０は、前記上壁部５７に近接する箇所に前後方向に開放するネジ孔
６２が開設されている。また、図７(ａ)に示すように、前記対向部５５には、前記上壁部
５７に近接すると共にネジ孔６２から図６の左側に離間して、後方に突出する位置決め突
起６３が形成されている。各収容部５６は、上下または左右に延在する長円形状をなして
おり、メイン中継基板３９の後述するコネクタ部６４の端子６４ａに対応して設けられて
いる(図７(ｂ),,図１１参照)。なお、図７(ｂ),図８に示すように、基板設置部材４０の
盤側面６１は、前記収容部５６に対応する部位が前方へ僅かに膨出しており、全体が凹凸
面形状をなしている。
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【００２３】
　図６に示すように、前記上壁部５７、下壁部５８および内壁部５９は、前記対向部５５
から僅かに突出しており、その突出高さは、何れも等しく設定されている。一方、前記外
壁部６０は、上壁部５７、下壁部５８および内壁部５９より対向部５５からの突出高さが
大きく設定される。図９に示すように、前記外壁部６０の前後の高さは、前記設置部材取
付部３６の支持板部８１,８１および押え片４９,５０の離間距離より僅かに小さく設定さ
れている。そして、基板設置部材４０を設置部材取付部３６に設置した際に、前記外壁部
(中継基板の一方の側縁部の端面に当接する壁部)６０の上下の端部の夫々は、設置部材取
付部３６の前記押え片４９,５０によって後側から保持される(図９参照)。また、図１０
に示すように、上壁部５７および下壁部５８の離間距離は、上側取付壁部４５および下側
取付壁部４６の離間距離より僅かに小さく設定されており、基板設置部材４０を設置部材
取付部３６に設置した際に、上壁部５７および下壁部５８が上側取付壁部４５および下側
取付壁部４６の間に収容されるようになっている。更に、この状態において、上側取付壁
部４５が上壁部５７に上側から当接すると共に、下側取付壁部４６が下壁部５８に下側か
ら当接して、基板設置部材４０に対して上下方向の位置決めがなされる。また、前記上壁
部５７、下壁部５８および内壁部５９の夫々は、メイン中継基板３９を保持面部５４に取
付けた状態で、該メイン中継基板３９の上縁部３９ａ、下縁部３９ｂおよび図６の左縁部
(以下、内縁部とする)３９ｃに前側から当接するよう構成される(図９には、内壁部５９
がメイン中継基板３９の内縁部３９ｃに当接した状態を図示)。一方、前記外壁部６０は
、図９に示すように、保持面部５４にメイン中継基板３９を取付けた状態で、メイン中継
基板３９における図９の右縁部(以下、外縁部とする)３９ｄの端面(中継基板の一方の側
縁部の端面)に当接するよう構成される。また、メイン中継基板３９が保持面部５４に取
付けられた状態で、メイン中継基板３９の後側の面(以下、実装面６６という)が外壁部６
０の後端面と略同一面上に位置するようになっている。すなわち、上壁部５７、下壁部５
８および内壁部５９の対向部５５からの突出高さと、外壁部６０の対向部５５からの突出
高さとの差は、メイン中継基板３９の厚みと略一致している。
【００２４】
　図６に示すように、前記上壁部５７と内壁部５９との連結部および前記下壁部５８と内
壁部５９との連結部には、隅部保持部６７,６８が夫々形成されている。各隅部保持部６
７,６８には、対向部５５から後方に離間して隅部押え片６７ａ,６８ａが形成されており
、メイン中継基板３９における図６の左側の上下の隅部を対応の隅部押え片６７ａ,６８
ａと隅部保持部６７,６８との間に差込むことで係合保持するようになっている(図９参照
)。また、隅部保持部６７,６８の前面(設置部材１３側の面)は、矩形状に形成されており
(図７(ｂ)参照)、基板設置部材４０を設置部材取付部３６に取付けた状態で、隅部保持部
６７,６８の前面が設置部材取付部３６の載置面部５１,５２に当接するよう構成される。
更に、上壁部５７および下壁部５８の前端部は、基板設置部材４０を設置部材取付部３６
に取付た状態で、前記支持板部８１,８１に当接するよう構成される(図１０参照)。ここ
で、図９に示すように、隅部保持部６７,６８の内側(図９では、左側)に臨む端面と外壁
部６０の外側(図９では、右側)の端面との離間距離は、載置面部５１,５２の係止壁部５
１ａ,５２ａと外側取付壁部４８との離間距離より僅かに小さく設定されている。そして
、基板設置部材４０を設置部材取付部３６に設置した状態では、隅部保持部６７,６８お
よび外壁部６０が係止壁部５１ａ,５２ａおよび外側取付壁部４８の間に保持されて、基
板設置部材４０に対する図９の左右方向の位置決めがなされる。
【００２５】
　図８,図９に示すように、前記内壁部５９の上下略中央位置には、前記設置部材取付部
３６の係合孔５３ａに係合する係合部６９が形成されている。この係合部６９は、内壁部
５９から前方に延出する板状片７０と、該板状片７０の前端部から後方へ折曲されると共
に、後方に向かうにつれて該板状片７０から離間するよう傾斜した弾性片７１と、該弾性
片７１の後端縁から該弾性片７１より小さな上下幅(図６参照)で延出する操作片７２とか
ら構成される。前記弾性片７１は、前記板状片７０に対して近接離間する方向へ弾性変形
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可能に構成される。また、図１０に示すように、係合部６９が係合孔５３ａに挿入した状
態で弾性片７１が弾性復帰すると、前記操作片７２が係合孔５３ａの係合凹部５３ｂに臨
んで弾性片７１の上縁部における操作片７２より幅広の部位が係合凹部５３ｂに係合する
ようになっている。すなわち、係合部６９を係合孔５３ａに差込むと共に係合部６９を係
合凹部５３ｂに係合することで、基板設置部材４０が設置部材取付部３６に取付けられ、
係合部６９の係合凹部５３ｂとの係合を解除することで、基板設置部材４０を設置部材取
付部３６から取外し得るよう構成されている。
【００２６】
〔メイン中継基板について〕
　図６に示すように、前記メイン中継基板３９は、前記基板設置部材４０の保持面部５４
に略整合する外郭形状に形成される。メイン中継基板３９には、前記基板設置部材４０の
ネジ孔６２に対応して前後方向に開放する通孔７３が開設されると共に、基板設置部材４
０の位置決め突起６３に対応して前後方向に開放する位置決め孔７４が形成されている。
そして、前記メイン中継基板３９は、該メイン中継基板３９の図６における左側の上下の
隅部を設置部材取付部３６の隅部押え片６７ａ,６８ａの前側に臨ませたもとで、前記基
板設置部材４０の位置決め突起６３をメイン中継基板３９の位置決め孔７４に嵌入させ、
該中継基板の通孔７３を介してネジ７６を基板設置部材４０のネジ孔６２に螺挿すること
で、メイン中継基板３９が基板設置部材４０の保持面部５４に取付けられる。
【００２７】
　図６に示すように、前記メイン中継基板３９の実装面６６には、複数のコネクタ部６４
や電子部品が配設されており、メイン中継基板３９が基板設置部材４０に取付けられた状
態で、コネクタ部６４が基板設置部材４０の外部に露出した状態となる(図９参照)。これ
らコネクタ部６４は、メイン中継基板３９に形成された回路(図１１参照)を介して適宜に
互いに電気的に接続されている。また、図８,図１１に示すように、メイン中継基板３９
の基板面６５からは、各コネクタ部６４の複数の端子６４ａが前方へ突出している。メイ
ン中継基板３９のコネクタ部６４には、前記払出制御装置２３等の電気部品から導出する
配線２３Ｘが接続されると共に、前記主制御装置２５から導出する配線２５Ｘが接続され
ている(図５参照)。すなわち、図１２に示すように、払出制御装置２３は、メイン中継基
板３９を介して主制御装置２５に電気的に接続されており、該主制御装置２５からの制御
信号に基づいて作動制御される。
【００２８】
　ここで、メイン中継基板３９を基板設置部材４０に取付けた状態では、図８に示すよう
に、メイン中継基板３９の基板面６５において回路が形成された領域(以下、回路形成部
分Ａという)を含む全体が保持面部５４に覆われる(少なくとも回路形成部分が覆われる)
ようになっている。すなわち、メイン中継基板３９の基板面６５が、基板設置部材４０の
対向部５５に対向すると共に、メイン中継基板３９の上下左右の縁部３９ａ～３９ｄが基
板設置部材４０の上壁部５７、下壁部５８、内壁部５９および外壁部６０に夫々当接して
、メイン中継基板３９が壁部５７～６０により囲繞される(少なくとも回路形成部分の全
周を囲繞する)。更に、メイン中継基板３９を基板設置部材４０に取付けた状態では、メ
イン中継基板３９の基板面６５から突出するコネクタ部６４の端子６４ａが、対応する設
置部材取付部３６の収容部５６に臨むよう構成される。これにより、基板設置部材４０の
対向部５５は、メイン中継基板３９の基板面６５に対し、前記内壁部５９、上壁部５７お
よび下壁部５８の突出高さ分だけ離間した状態となる。
【００２９】
　ここで、メイン中継基板３９の基板面６５と対向部５５との離間距離(すなわち、上壁
部５７、下壁部５８および内壁部５９の突出高さ)は、不正部品７５に用いられる一般的
な配線７５Ｘの直径(例えば、２ｍｍ)よりも小さく設定されている。従って、図８に示す
ように、メイン中継基板３９を設置部材取付部３６に取付けた状態で、基板設置部材４０
の対向部５５がメイン中継基板３９の基板面６５に極めて近距離まで近接し、当該基板面
６５と対向部５５との間に不正部品７５の配線７５Ｘを挿通するのが不可能となる。ここ
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で、不正部品７５とは、メイン中継基板３９を介して不正信号を払出制御装置２３等に出
力し、該払出制御装置２３等を強制的に誤動作させて賞球を不正に獲得するものである。
この不正部品７５としては、基板や装置、器具等の電気信号を送出可能な各種の電子部品
が含まれる。なお、メイン中継基板３９の基板面６５と対向部５５との離間距離は、不正
部品７５の配線７５Ｘが挿通不能となる程度に近接することから、該配線７５Ｘより厚み
のある不正部品７５自体を基板面６５と対向部５５との間に設置するのは不能となる。ま
た、図８に示すように、コネクタ部６４の端子６４ａが設置部材取付部３６の収容部５６
に臨んだ状態で、該端子６４ａと収容部５６の閉塞端との離間距離が、不正部品７５の配
線７５Ｘの直径と同等になるよう設定されており、不正部品７５の配線７５Ｘを収容部５
６内にも挿通させ難くなっている。
【００３０】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例の作用につき説明する。基板設置部材４０にメイン中継基板３９
を取付ける場合には、図６におけるメイン中継基板３９の左側の上下の隅部を基板設置部
材４０の隅部押え片６７ａ,６８ａの前側に臨ませたもとで、メイン中継基板３９の位置
決め孔７４に基板設置部材４０の位置決め突起６３を嵌入する。そして、メイン中継基板
３９の通孔７３を介して基板設置部材４０のネジ孔６２にネジ７６を螺挿することで、メ
イン中継基板３９が基板設置部材４０にネジ止めされる。このとき、図８に示すように、
メイン中継基板３９の基板面６５から突出するコネクタ部６４の端子６４ａが、基板設置
部材４０の対応する収容部５６に臨むので、コネクタ部６４の端子６４ａが基板設置部材
４０に干渉することはない。また、図６におけるメイン中継基板３９における基板面６５
の上縁部３９ａ、下縁部３９ｂおよび内縁部３９ｃが、基板設置部材４０の上壁部５７、
下壁部５８および内壁部５９に夫々当接するので(図８参照)、メイン中継基板３９の基板
面６５が基板設置部材４０の対向部５５に対し僅かに離間して対向する。すなわち、基板
設置部材４０の対向部５５がメイン中継基板３９の基板面６５に極めて近距離まで近接す
るので、メイン中継基板３９の基板面６５と対向部５５との間に不正部品７５の配線７５
Ｘを挿通させることは不可能となる。従って、メイン中継基板３９に不正部品７５の配線
７５Ｘを接続し、払出制御装置２３等を不正に作動させて賞球を獲得するゴト行為を阻止
することができる。しかも、コネクタ部６４の端子６４ａは、基板設置部材４０の収容部
５６の閉塞端に近接した状態で該収容部５６に臨むので、収容部５６内に不正部品７５の
配線７５Ｘを挿通させたり、不正部品７５自体を設置したりするのも防止し得る。
【００３１】
　また、図８に示すように、メイン中継基板３９を基板設置部材４０に取付けた状態で、
基板設置部材４０の上壁部５７、下壁部５８、内壁部５９および外壁部６０がメイン中継
基板３９に当接して、メイン中継基板３９の周縁部３９ａ～３９ｄ全体が囲繞されるので
、メイン中継基板３９の基板面６５と基板設置部材４０の対向部５５との間に不正部品７
５の配線７５Ｘを差込む行為を好適に阻止し得る。しかも、図８におけるメイン中継基板
３９の外縁部３９ｄの端面に対しては、基板設置部材４０の外壁部６０が右側から当接す
るので、メイン中継基板３９の基板面６５と基板設置部材４０の対向部５５との隙間が外
壁部６０により完全に覆われることとなる。これにより、図５,図９に示すように、パチ
ンコ機１０の前側からのアクセスが比較的容易な設置部材１３の外側(図５の右側)に臨む
メイン中継基板３９の外縁部３９ｄを外壁部６０で閉塞することで、メイン中継基板３９
の外縁部３９ｄ側から不正部品７５の配線７５Ｘを差込むのは、殆ど不可能となる。
【００３２】
　次に、メイン中継基板３９が設置された基板設置部材４０を設置部材取付部３６に取付
ける際には、図６における基板設置部材４０の右側の上下隅部を設置部材取付部３６の差
込口を介して押え片４９,５０の前側に臨ませる。次に、前記操作片７２を押圧操作して
、弾性片７１を板状片７０に近接する方向へ弾性変形させ、基板設置部材４０を設置部材
取付部３６に対して回動するようにして係合部６９を設置部材取付部３６の係合孔５３ａ
に挿入させる。係合部６９が設置部材取付部３６の係合孔５３ａに挿入した状態で、前記
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弾性片７１を弾性復帰させると、図１０に示すように、前記操作片７２が係合孔５３ａの
係合凹部５３ｂに臨むと共に、弾性片７１の上縁部が係合凹部５３ｂに係合する。このと
き、基板設置部材４０における上下の隅部保持部６７,６８の前面が設置部材取付部３６
の載置面部５１,５２に夫々当接して支持されると共に、基板設置部材４０の上壁部５７
および下壁部５８の前端縁が、設置部材取付部３６の上下の支持板部８１,８１の後端縁
に夫々当接する。更に、基板設置部材４０の外壁部６０の上下の端部が、設置部材取付部
３６の両押え片４９,５０および支持板部８１,８１の間に保持されることで、基板設置部
材４０が設置部材取付部３６に脱離不能となる。しかも、図１０に示すように、上側取付
壁部４５が上壁部５７に上側から当接すると共に、下側取付壁部４６が下壁部５８に下側
から当接して、基板設置部材４０に対して上下方向の位置決めがなされる。更に、隅部保
持部６７,６８および外壁部６０が係止壁部５１ａ,５２ａおよび外側取付壁部４８の間に
保持されて、左右方向への位置決めがなされる(図９には、下側の隅部保持部６８が下側
の係止壁部５２ａおよび外側取付壁部４８に位置決めされた状態を図示)。このように、
実施例では、操作片７２を操作するだけで、基板設置部材４０を設置部材取付部３６に極
めて容易に取付ることができ、取付作業を効率的に行い得る。なお、設置部材取付部３６
の押え片４９,５０は、基板設置部材４０の外壁部６０に当接するので、押え片４９,５０
からのメイン中継基板３９への負荷は軽減される。
【００３３】
　なお、基板設置部材４０を設置部材取付部３６から取外す場合には、前述した基板設置
部材４０を取付ける場合と反対の手順により行われる。すなわち、基板設置部材４０の操
作片７２を操作して、弾性片７１を板状片７０に近接する方向へ弾性変形させて、該弾性
片７１と係合孔５３ａの係合凹部５３ｂとの係合を解除する。次に、基板設置部材４０を
回動させて設置部材取付部３６の係合孔５３ａから基板設置部材４０の係合部６９を抜出
すことで、基板設置部材４０が設置部材取付部３６から取外される。このように、基板設
置部材４０を設置部材取付部３６から取外す場合にも、操作片７２を操作するだけで簡単
に行い得るから、取外し作業を極めて効率的に行うことが可能となる。
【００３４】
〔変更例〕
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1) 実施例では、メイン中継基板の基板面全体が基板設置部材の設置面部に覆われる構成
としたが、必ずしも、基板面全体を基板設置部材の保持面部で覆う必要はない。すなわち
、不正部品の配線が接続可能な回路形成部分に対して基板設置部材の保持面部が覆うよう
に近接する構成であればよい。
(2) 実施例では、メイン中継板の基板面の全周を基板設置部材の壁部が囲繞する構成とし
たが、必ずしも基板面全周を壁部が囲繞する必要はなく、少なくとも基板面の回路形成部
分の全周を囲繞する構成であればよい。
(3) 実施例では、メイン中継基板の一方の側縁部における端面が、基板設置部材の壁部に
当接する構成としたが、メイン中継基板における２以上の縁部の端面に壁部が当接する構
成でもよい。
(4) 実施例では、基板設置部材の盤側面に収容部に対応して膨出させたが、盤側面を平坦
面としてもよい。
(5) 実施例では、上下左右の枠部材を組み付けて中枠を構成したが、中枠を一体物で構成
してもよい。
【００３５】
　本発明に係る遊技機の基板取付構造については、以下に示す構成に限定することが可能
である。
〔付記１〕
　請求項２記載の遊技機における基板取付構造において、前記中継基板および基板設置部
材は、矩形状に形成され、前記壁部は、中継基板における少なくとも一方の側縁部の端面
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に当接している。
　付記１に係る遊技機における基板取付構造によれば、中継基板における少なくとも一方
の側縁部の端面に壁部が当接する構成としたので、中継基板と保持面部との間に不正部品
の配線を挿通させるのを確実に防止し得る。
【００３６】
〔付記２〕
　更に、付記１に係る遊技機の基板取付構造を備えた遊技機に対し、以下の限定が可能で
ある。
　付記１に係る遊技機の基板取付構造により取付けられた中継基板と、前記基板設置部材
とを備えた遊技機であって、
　前記基板設置部材は、遊技機構成部材に配設され、
　前記遊技機構成部材には、保持部および被係合部が形成され、
　前記基板設置部材は、前記中継基板の一方の側縁部の端面に当接する一方側の壁部が前
記保持部に保持されると共に、該基板設置部材の他方側の側縁部に、前記被係合部に係脱
自在に係合する係合部が形成され、
　前記保持部に壁部が保持された状態で、前記係合部が被係合部に係合することで、前記
基板設置部材が遊技機構成部材に着脱自在に配設される
ことを特徴とする遊技機。
　付記２に係る遊技機における基板取付構造によれば、基板設置部材を遊技機構成部材に
容易に取付けることが可能となる。また、遊技機構成部材の保持部が壁部を保持する構成
としたので、中継基板の一方の側縁部側に保持部からの負荷が加わり難くし得る。
【符号の説明】
【００３７】
１３ 設置部材(遊技機構成部品)
２３ 払出制御装置(電気部品)
２４ 発射制御装置
２５ 主制御装置(制御装置)
２５Ｘ 配線
３６ 設置部材取付部(中継基板保持部)
３９ メイン中継基板(中継基板)
３９ａ 上縁部(周縁部)
３９ｂ 下縁部(周縁部)
３９ｃ 内縁部(周縁部)
３９ｄ 外縁部(周縁部)
４０ 基板設置部材
４９ 押え片(保持部)
５０ 押え片(保持部)
５３ａ 係合孔(被係合部)
５３ｂ 係合凹部
５４ 保持面部
５５ 対向部
５６ 収容部
５７ 上壁部(壁部)
５８ 下壁部(壁部)
５９ 内壁部(第２の壁部)
６０ 外壁部(第１の壁部)
６４ コネクタ部
６４ａ 端子
６５ 基板面
６９ 係合部
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７０ 板状片
７１ 弾性片
７２ 操作片
７５ 不正部品
７５Ｘ 配線
Ａ 回路形成部分

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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