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(57)【要約】
【課題】前枠の背面に遊技機部品が固定されるパチンコ
機において、パチンコ機の側面から行われることの多い
不正行為を有効に防止して、遊技機部品の前枠への固定
強度を有効に確保し得る、新規な構造のパチンコ機を提
供すること。
【解決手段】遊技機部品６２を前枠１６に対して固定す
る押付手段１１８，１２０，１２２を設けると共に、遊
技機部品６２に押付手段１２２の側面を覆う壁部１３０
を設けた。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外枠に対して開閉可能に連結されて遊技盤が取り付けられる前枠を備えると共に、該前
枠の裏面側に遊技機部品が配設されたパチンコ機において、
　前記遊技機部品を前記前枠に対して固定する押付手段を設けると共に、
　前記遊技機部品に前記押付手段の側面を覆う壁部を設けたことを特徴とするパチンコ機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤が取り付けられた前枠の裏面に対して、払出通路を有するメインセッ
ト等が取り付けられたパチンコ機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パチンコ機は、一般的に、遊技盤が取り付けられた前枠が外枠に対してヒン
ジ等の軸着手段によって開閉可能に連結されると共に、かかる前枠の裏面に対して、メイ
ンセット等の遊技機部品が固定されている。具体的には、前枠の裏面に対して、賞球とし
ての遊技球を案内する払出通路等が形成されたメインセットが取り付けられた構造や、払
出通路および多量の賞球としての遊技球を貯留する賞球タンクおよび賞球タンクに貯留さ
れた遊技球を整列して賞球通路に案内するタンクレール等が直接取り付けられた構造が採
用されている。
【０００３】
　ところで、上述のメインセットや払出通路，賞球通路，賞球タンク，タンクレール等の
遊技機部品は、前枠に固定されていることが多く、前枠と遊技機部品との間の隙間からピ
アノ線等を挿し込む等して、遊技盤に設けられた入賞装置を入賞し易い状態に変換させる
という不正行為が行われることがある。
【０００４】
　このような問題に対処するために、例えば特許文献１に開示されているように、前枠に
形成された連通路の周囲に凹溝を形成する一方、遊技機部品の一つであるメインセットに
形成された払出通路の出口の周囲に突片を形成してかかる凹溝に入り込ませることによっ
て、ピアノ線等の侵入を困難にすることが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平６－７５５７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここにおいて、本発明は上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解決
課題とするところは、パチンコ機の側面から行われることの多い不正行為を有効に防止し
て、遊技機部品の前枠への固定強度を有効に確保し得る、新規な構造のパチンコ機を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、前述の如き課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能
である。
【０００８】
　すなわち、本発明は、外枠に対して開閉可能に連結されて遊技盤が取り付けられる前枠
を備えると共に、前枠の裏面側に遊技機部品が配設されたパチンコ機において、遊技機部
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品を前枠に対して固定する押付手段を設けると共に、遊技機部品に押付手段の側面を覆う
壁部を設けたことを、特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、パチンコ機の側面から冶具などが不正に挿し入れられた場合にも、そ
れらの冶具が押付手段に接触することを押付手段の側面を覆う壁部で阻止することによっ
て、押付手段が外部から操作されて、固定状態が解除されるようなおそれを低減すること
が出来、延いては、遊技機部品の前枠への固定強度を有効に確保することが出来る。なお
、本発明における壁部は、遊技機部品に対して着脱可能に設けても良いし、固定的に設け
ても良い。また、本発明においては、少なくとも壁部が押付手段の側面を覆っていればよ
い。従って、例えば、押付手段の上下左右および背面の全体を囲むような壁部を備えたカ
バー部材を遊技機部品と別体形成して押付手段の背面から被せるように取り付ける等して
も良いし、或いは、冶具等の不正な挿し込みはパチンコ機の側面から行われることが多い
ことから、押付手段の背面を覆うことなく、押付手段を覆う壁部のみを遊技機部品に一体
的に形成する等しても良い。例えば、押付手段の側面を覆う壁部のみを形成すれば、側面
からの冶具等の不正な接触を有効に防止しつつ、ホールの従業員等がパチンコ機の背面か
ら押付手段を操作する作業を容易に行うことが出来る。
【００１０】
　なお、本発明において、遊技機部品を前枠に取り付ける押付手段の具体的な構造は特に
限定されるものではなく、従来公知の構造が適宜に採用可能である。例えば、ネジやボル
トなどで固定したりしても良いし、ラッチ機構を採用する等して特に工具を用いずに着脱
可能にする等しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態としてのパチンコ機の正面図。
【図２】同パチンコ機の前扉の背面図。
【図３】同パチンコ機の前扉を取り外した状態の正面図。
【図４】同パチンコ機のメインセットを取り外した状態の背面図。
【図５】同パチンコ機のメインセットの背面図。
【図６】同メインセットの正面側の斜視図。
【図７】図１に示したパチンコ機の背面図。
【図８】同パチンコ機の取付手段を説明するための説明図。
【図９】基枠へのメインセットの取付方法を説明するための説明図。
【図１０】ナイラッチを説明するための説明図。
【図１１】本発明の壁部を備えた覆部を説明するための説明図。
【図１２】同覆部の取付状態を説明するための説明図。
【図１３】本発明の壁部を備えた覆部の異なる態様を説明するための説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を
参照しつつ、詳細に説明する。なお、以下の説明において、上下方向および左右方向とは
、原則として、遊技者から見た上下方向および左右方向をいうものとし、表面、裏面およ
び前面、後面についても、原則として、遊技者側を表面および前面というものとする。
【００１３】
　先ず、図１に、本発明の一実施形態としてのパチンコ機１０を示す。パチンコ機１０は
、縦長な方形状に枠組み形成された外枠１２に対して、遊技盤１４を保持すると共に、パ
チンコ機１０の主要な構成の略全てが集約して設けられる前枠としての基枠１６が、外枠
１２の幅方向一方（本実施形態においては、左側）の端部を中心に回動可能に取り付けら
れている。そして、基枠１６の前面には、前扉１８が、基枠１６の幅方向一方（本実施形
態においては、左側）の端部を中心に回動可能に設けられている。
【００１４】
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　図２に、前扉１８の裏面を示し、図３に、前扉１８を取り外した状態のパチンコ機１０
を示す。図２にも示すように、前扉１８は、基枠１６と略等しい幅寸法をもった略枠体形
状とされており、透視板としてのガラス板２０が取り付けられた窓としてのガラス窓２２
が形成されている。また、前扉１８の左側の上下端部には、ヒンジ２４ａ，２４ｂが設け
られており、かかるヒンジ２４ａ，２４ｂが基枠１６の左側端部に設けられた前扉用ヒン
ジ２６ａ，２６ｂにそれぞれ連結されることによって、前扉１８は、基枠１６に対して左
側端部を中心に回動可能に取り付けられている。そして、前扉１８を閉じた状態で、ガラ
ス窓２２を通して、基枠１６に取り付けられた遊技盤１４の遊技領域２８が外部から視認
可能とされている。なお、遊技領域２８には、液晶表示器やＣＲＴなどの表示画面や、入
賞装置、多数の遊技釘等が設けられているが、それらの図示は省略する。
【００１５】
　また、前扉１８の前面におけるガラス窓２２の下方には、打球供給皿としての上皿３０
が設けられている。上皿３０は、前扉１８の表裏方向に貫通する連通孔３２によって、前
扉１８の裏側と連通せしめられている。連通孔３２は、略矩形の開口形状をもってガラス
窓２２の左側下方に形成されており、上皿３０の左側端部に開口せしめられている。そし
て、連通孔３２の裏側には、筒状に突出せしめられた筒状部３３が形成されている。なお
、筒状部３３は、後方に行くに連れてやや上方に傾斜せしめられている。また、筒状部３
３には、例えば鉄やアルミニウムなどの高剛性材から形成されて筒状部３３の上面と左右
側面を覆うコの字状の保護板３５が被せられており、ドリル等の工具で不正に穴が開けら
れたりすることのないようにされている。更に、前扉１８の回動中心軸と反対側の端部（
本実施形態においては、右側）には、切欠３４が形成されており、かかる切欠３４から、
基枠１６に装着された枠鍵３６が外部に露出せしめられている。かかる枠鍵３６は、前扉
１８を基枠１６に対して密着した状態に保持するのみならず、基枠１６を外枠１２に対し
て密着した状態に保持するようになっている。
【００１６】
　一方、基枠１６は、遊技盤１４の遊技領域２８に略対応する形状を有する貫通窓３８が
貫設された略枠体形状とされており、左側の上下端部に設けられた軸着手段としてのヒン
ジ４０ａ，４０ｂを介して外枠１２に対して開閉可能に取り付けられている。そして、図
４に示すように、基枠１６の裏面から遊技盤１４が重ね合わされて、遊技盤１４の下端部
が貫通窓３８の下端面４２で支持されると共に、基枠１６の裏面における貫通窓３８の周
囲（本実施形態においては、基枠１６の裏面における略四隅部）に複数（本実施形態では
、４つ）設けられたスライドレバー４４が遊技盤１４の側にスライドされることによって
、遊技盤１４が基枠１６とスライドレバー４４の間で狭持されて、遊技盤１４が基枠１６
に取り付けられるようになっている。これにより、貫通窓３８によって遊技領域２８の周
縁部が形成されると共に、貫通窓３８を通して遊技領域２８が視認可能とされている。な
お、図４においては、理解を容易とするために、遊技盤１４の裏側に取り付けられる液晶
表示器１１３や演出制御基板１１４などを省略して示す。
【００１７】
　そして、基枠１６の表面における下側中央部分には、下皿４６が前方に突出して設けら
れている。なお、詳細な図示は省略するが、下皿４６は基枠１６の裏側において上皿３０
と連通せしめられており、上皿３０内から溢れた遊技球が下皿４６内に排出されるように
なっている。
【００１８】
　また、基枠１６の表面における下皿４６の右側には、発射ハンドル４８が回動可能に設
けられており、発射ハンドル４８の裏側には、発射モータ５０が配設されている。発射モ
ータ５０の回転軸には、図示しないクランク機構を介して打球槌５２が連結されており、
発射ハンドル４８が周方向一方の側に回動操作せしめられることによって発射モータ５０
に電源が与えられ、打球槌５２が上皿３０内に貯留された遊技球を弾き出すようになって
いる。
【００１９】
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　さらに、基枠１６における貫通窓３８の左側下方には、略矩形状をもって後方に突出せ
しめられた凹状部５４が形成されており、かかる凹状部５４における後側壁部５６に、貫
通孔５８が貫設されている。貫通孔５８は、前扉１８に設けられた筒状部３３の後側開口
部よりもやや小さな略矩形状をもって後側壁部５６の表裏方向に貫設されている。なお、
貫通孔５８の裏側の周縁部には、貫通孔５８の全周に亘って僅かに後方に突出する嵌合用
リブ５９が形成されている。また、凹状部５４の上端部および左端部には、前方に僅かに
突出するＬ字状の位置決めリブ６０が形成されている。そして、前扉１８が閉じられた場
合には、筒状部３３が凹状部５４に差し入れられて、筒状部３３の後端面が後側壁部５６
に当接乃至は極近い位置に接近せしめられる。これにより、連通孔３２と貫通孔５８が接
続されて、上皿３０と基枠１６の裏側が連通せしめられるようになっており、本実施形態
においては、貫通孔５８を含んで、連通路が構成されている。
【００２０】
　このような構造とされた基枠１６の裏面には、メインセット６２が取り付けられる。図
５に、メインセット６２の背面図を示し、図６に、メインセット６２の前面の斜視図を示
す。メインセット６２は、中央窓６４を有する略枠体形状とされた枠部材６５に後述する
タンクレール７０や賞球通路６８が一体的に設けられた構造とされている。
【００２１】
　より詳細には、枠部材６５は、基枠１６と略等しい幅寸法を有すると共に、基枠１６の
高さ寸法よりもやや小さな高さ寸法をもって形成されている。そして、枠部材６５の背面
における上端部には、多量の賞球としての遊技球を貯留する賞球タンク６６が設けられて
いる。更に、賞球タンク６６の下方には、賞球タンク６６に貯留された遊技球を整列して
賞球通路６８に案内するタンクレール７０が傾斜状に設けられて、賞球タンク６６と連通
せしめられている。なお、賞球タンク６６は、必ずしもメインセット６２に設けられる必
要は無く、例えば、賞球タンク６６を基枠１６に設けて、メインセット６２の取付状態に
おいてタンクレール７０と接続する等しても良い。
【００２２】
　賞球通路６８は、上端部がタンクレール７０と接続されて外方へ湾曲せしめられた後に
、中央窓６４の側方（本実施形態においては、図５中、右側）において鉛直下方に延びる
案内路とされている。かかる賞球通路６８の下端部は導入部７２と接続されており、導入
部７２を介して、枠部材６５の内部に形成された内部通路７３と連通せしめられている。
【００２３】
　内部通路７３は、メインセット６２の内部を鉛直上下方向成分をもって延びる案内路と
されている。かかる内部通路７３の上側端部は、導入部７２を通じて賞球通路６８と接続
されている一方、下側端部は、枠部材６５の前方における中央窓６４の下方に開口せしめ
られた開口部７４とされている。開口部７４は、略矩形状をもって開口せしめられており
、基枠１６に形成された貫通孔５８の嵌合用リブ５９の外形形状と略等しい大きさとされ
ている。
【００２４】
　このように、賞球通路６８、導入部７２、内部通路７３が連通せしめられており、メイ
ンセット６２の裏側に配設された賞球タンク６６からメインセット６２の前方に開口せし
められた開口部７４に亘る遊技球の案内路が構成されている。このように、本実施形態に
おいては、賞球通路６８、導入部７２、内部通路７３を含んで、払出通路が構成されてい
る。
【００２５】
　なお、導入部７２の上方には、賞球払出装置７６が配設されている。賞球払出装置７６
内には、パルスモータ等からなる賞球モータを駆動源とする賞球払出機構が収容されてお
り、賞球モータの回転軸が単位量回転する毎に賞球払出装置７６から導入部７２へ１個ず
つ賞球としての遊技球が払い出されるようになっている。また、枠部材６５において賞球
払出装置７６が取り付けられる部位の前面には、枠部材６５の厚さ方向に貫通する排出口
７８が開口せしめられており、賞球払出装置７６の図示しない排出用孔と接続されている
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。これにより、賞球タンク６６に貯留された遊技球を排出する際には、賞球払出装置７６
によって遊技球が排出口７８から排出されるようになっている。なお、排出口７８が形成
された部位は、遊技盤１４が遊技球が通れる程度の隙間を隔てて重ね合わされており、排
出口７８から排出された遊技球は、遊技盤１４の裏側を通って、図示しないはずれ玉の排
球路に案内されるようになっている。
【００２６】
　さらに、枠部材６５の裏面における中央窓６４の下方には、遊技動作を制御する主制御
基板を収容する主制御基板ケース８０、外部から電力を得ると共に、各制御基板や駆動装
置へ電力を分配して供給する電源基板を収容する電源基板ケース８２が設けられている。
なお、主制御基板ケース８０には、従来公知の封止手段８４が設けられており、容易に開
封されないようになっている。このように、本実施形態においては、複数の機種に共通し
て用いることの出来る遊技球の払出通路や電源基板、主制御基板がメインセット６２に設
けられることによって、メインセット６２を複数の機種に共通して用いることが可能とさ
れている。
【００２７】
　このような構造とされたメインセット６２は、図７に示すように、基枠１６の裏面に取
り付けられる。特に本実施形態においては、基枠１６の裏面における幅方向一方の側（本
実施形態においては、図７中、右側）の上下端部には、所定寸法に亘って後方に突出する
軸受８６，８８が設けられている。これらの軸受８６，８８には、図８にモデル的に示す
ように、軸受８６，８８の厚さ方向に貫設して基枠１６の表裏方向に延びる長孔形状の軸
孔９０、９２が形成されている。一方、メインセット６２において軸受８６，８８と同じ
側（本実施形態においては、図７中、右側）の上下端部には、下方に突出する軸９４，９
６が設けられている。そして、これらの軸９４．９６が、軸孔９０，９２に対して上方か
ら挿通されて軸受８６，８８と軸９４，９６が連結されることによってヒンジ機構が構成
されており、メインセット６２が基枠１６に対して着脱可能且つ開閉可能に蝶着されてい
る。このように、本実施形態においては、軸受８６，８８および軸９４，９６によって取
付手段が構成されている。
【００２８】
　さらに、基枠１６の背面における四隅に近接した位置には、後述するナイラッチ１０４
を取り付けるための取付穴９８ａ，９８ｂ，９８ｃ，９８ｄが設けられている（図４参照
）。なお、取付穴９８は、基枠１６に取り付けられるメインセット６２の四隅に近接した
位置に形成されることが望ましいが、取付穴９８の形成位置はメインセット６２の固着強
度や他部材との配設スペースなどを考慮して設定されるものである。特に本実施形態にお
いては、取付穴９８ａは、基枠１６の背面視において上端部における右端部よりもやや内
方に形成されていると共に、取付穴９８ｄは、基枠１６の背面視において下端部における
左端部よりもやや内方に形成されている。
【００２９】
　そして、基枠１６に対して軸受８６，８８および軸９４，９６によって開閉可能に蝶着
せしめられたメインセット６２が閉じられることによって基枠１６の背面に重ね合わされ
るようになっており、枠部材６５において取付穴９８ａ，９８ｂ，９８ｃ，９８ｄと重な
り合う部位には、それぞれ、枠部材６５を貫通する挿通穴１００ａ，１００ｂ，１００ｃ
，１００ｄが貫設されている。なお、特に本実施形態においては、取付穴９８ａ，９８ｃ
，９８ｄは、図９に取付穴９８ａを例にモデル的に示すように、後方に突出する円筒状部
１０１の後方端面に貫設された貫通孔によって形成されている一方、挿通穴１００ａ，１
００ｃ，１００ｄの前面には、前方に突出する円筒形状の外嵌部１０２が形成されている
。そして、外嵌部１０２の内径寸法が、円筒状部１０１の外径寸法より僅かに大きくされ
ている。これにより、メインセット６２が閉じられた状態で、外嵌部１０２が円筒状部１
０１に外嵌せしめられるようになっている。
【００３０】
　そして、メインセット６２が閉じられた状態で、挿通穴１００ａ，１００ｂ，１００ｃ
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，１００ｄの背面からナイラッチ１０４が挿通されて取付穴９８ａ，９８ｂ，９８ｃ，９
８ｄに取り付けられることによって、メインセット６２が基枠１６に対して閉状態で固定
される。本実施形態におけるナイラッチ１０４は、図１０に概略を示すように、グロメッ
ト１０５とプランジャ１０６によって構成されている。
【００３１】
　グロメット１０５は、円板形状とされた円板部１０７と、周方向で４つに分割された先
端部１０８が円筒部１０９によって接続された一体成形部品とされており、部材の弾性に
よって先端部１０８が開閉可能とされている。そして、グロメット１０５の中心軸上には
、円板部１０７と円筒部１０９を貫通する挿通孔１１０が形成されている。一方、プラン
ジャ１０６には、軸方向中間部分が縮径せしめられた裁頭円錐形状を有する操作部１１１
と、操作部１１１から略円柱形状をもって軸方向に延びる作用部１１２が形成されている
。なお、作用部１１２の先端部および基端部は僅かに径寸法が大きくされており、作用部
１１２の先端部および基端部の径寸法が、挿通孔１１０の内径寸法と略等しくされている
。
【００３２】
　そして、グロメット１０５の挿通孔１１０に対して、軸方向後方からプランジャ１０６
の作用部１１２が挿通されるようになっており、作用部１１２が先端方向に押し込まれる
ことによって、グロメット１０５の先端部１０８を内部から押し開くようにされている。
【００３３】
　このような構造とされたナイラッチ１０４が、図９に挿通穴１００ａを例に示すように
、枠部材６５の背面から挿通穴１００ａに挿通されて、グロメット１０５の先端部１０８
が取付穴９８ａに挿通される。そして、プランジャ１０６が先端方向に押し込まれること
によって、先端部１０８が開かれて開状態に保持されることによって、先端部１０８と円
板部１０７の間で枠部材６５と円筒状部１０１の後端面が挟持される。これにより、基枠
１６に対して枠部材６５が押し付けられた状態で固定されることとなる。
【００３４】
　ここにおいて、図７に示すように、メインセット６２に中央窓６４が設けられているこ
とから、メインセット６２が閉じられた際に、遊技盤１４の裏面に配設される例えば液晶
表示器１１３や演出制御基板１１４、音・光制御基板１１６などの部材は、メインセット
６２の中央窓６４内に配設されて、メインセット６２と干渉することのないようにされて
いる。更に、特に本実施形態においては、ヒンジ機構を構成する軸孔９０，９２が基枠１
６の表裏方向に延びる長孔形状とされている。これにより、メインセット６２を開く際に
は、先ずメインセット６２の全体を軸孔９０，９２に沿って後方に移動せしめて、軸９４
，９６が軸孔９０，９２の後端部に位置せしめられた状態で、即ち、メインセット６２を
基枠１６から所定距離を隔てた状態で回動せしめることが出来る。これにより、メインセ
ット６２を開く際に、遊技盤１４の裏面に配設された液晶表示器１１３等と干渉すること
のないようにされている。また、メインセット６２を閉じる場合も同様に、軸９４，９６
を軸孔９０，９２の後端部に位置せしめた状態で予めメインセット６２を閉じる方向に回
動せしめた後に、メインセット６２の全体を基枠１６に対して接近せしめられることから
、メインセット６２が液晶表示器１１３等に対して斜め方向から重ね合わされることがな
く、互いに干渉するおそれが軽減されているのである。
【００３５】
　さらに、特に本実施形態においては、基枠１６における貫通孔５８の右側下方に、前記
取付穴９８ａ等と同様の構造とされた取付穴１１８が形成されている（図４参照）。それ
と共に、枠部材６５において取付穴１１８と重なる位置には、前記挿通穴１００ａと同様
の構造とされた挿通穴１２０が枠部材６５の厚さ方向に貫設されている。そして、メイン
セット６２が閉じられた状態で、挿通穴１２０が取付穴１１８に重ね合わされて、取付穴
１１８の背面から前述のナイラッチ１０４と同様の構造とされたナイラッチ１２２が取り
付けられることによって、メインセット６２における開口部７４が形成された部位が基枠
１６に対して押し付けられるように固定される。このように、本実施形態においては、取
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付穴１１８、挿通穴１２０、ナイラッチ１２２を含んで押付手段が構成されている。
【００３６】
　このような構造とされたパチンコ機１０においては、メインセット６２が、貫通孔５８
に近接した位置でナイラッチ１２２によって基枠１６に押し付けられることから、貫通孔
５８が形成された部位におけるメインセット６２の基枠１６への固定強度を有効に確保し
て、基枠１６との間に隙間を生じ難くすることが出来る。即ち、メインセット６２を基枠
１６に取り付ける軸受８６、８８および軸９４，９６がメインセット６２の略上下端部に
設けられていることから、貫通孔５８が形成された部位では、メインセット６２と、基枠
１６との間の固着強度が弱くなって、隙間が生じ易い。そこで、軸受８６、８８および軸
９４，９６よりも貫通孔５８に近い位置にナイラッチ１２２を設けることによって、貫通
孔５８が形成された部位におけるメインセット６２の基枠１６への固定強度を有効に確保
することが出来るのである。これにより、貫通孔５８の付近の隙間からピアノ線や冶具等
が挿し込まれるおそれを軽減することが出来ると共に、冶具等でこじ開けられるおそれも
軽減することが出来て、不正行為を有効に防止することが出来る。
【００３７】
　さらに、特に本実施形態においては、ナイラッチ１２２が貫通孔５８の外側の近接した
位置に設けられている。これにより、例えばピアノ線が挿し込まれるような不正行為が行
われた場合には、ピアノ線を連通孔３２に到達せしめる際にナイラッチ１２２自体が障害
物となって、ピアノ線の挿し込みを困難にすることが出来る。このように、本実施形態に
おけるパチンコ機１０においては、特定位置にナイラッチ１２２を配設したことによって
、より有効に不正行為を防止することが可能とされているのである。
【００３８】
　以上、本発明の一実施形態について詳述してきたが、これはあくまでも例示であって、
本発明は、かかる実施形態における具体的な記載によって何等限定的に解釈されるもので
はない。
【００３９】
　例えば、前述のパチンコ機１０において、ナイラッチ１２２が外部から不正に操作され
ることを防止するために、ナイラッチ１２２を覆う覆部を形成する等しても良い。そのよ
うな覆部としては、例えば、図１１に示すような、一方に開口部１２４を有する箱形状の
カバー部材１２６が好適に用いられる。図１２に示すように、かかるカバー部材１２６を
ナイラッチ１２２の背面から被せることによって、枠部材６５の背面に露出せしめられた
ナイラッチ１２２の全体を覆うことが出来る。これにより、外部からナイラッチ１２２を
操作不能にすることが出来る。特に本態様においては、枠部材６５においてナイラッチ１
２２が取り付けられる取付板部１２７から後方に所定距離を隔てた位置に、薄板状の鍔状
部１２８が形成されており、これら取付板部１２７と鍔状部１２８に挟まれることによっ
てカバー部材１２６が枠部材６５に取り付けられるようになっている。これにより、カバ
ー部材１２６の着脱を何等特別な工具を用いることなく容易に行うことが可能とされてい
る。
【００４０】
　また、ナイラッチ１２２を覆う覆部は、必ずしも枠部材６５と別体として構成されてい
る必要はなく、枠部材６５に一体的に構成する等しても良い。例えば、不正行為はパチン
コ機の側面から行われることが多いことから、図１３に示すように、枠部材６５における
ナイラッチ１２２が挿通される挿通穴１２０の上下及び外方において、後方に突出するコ
の字形状の壁部１３０を一体的に形成して覆部を構成する等しても良い。このようにすれ
ば、ナイラッチ１２２の背面を覆うことなく側面のみを覆うことが出来て、例えばホール
の従業員などによる背面からの操作性を阻害することなく、不正行為を有効に防止するこ
とが出来る。
【００４１】
　また、押付手段の配設位置や個数も、前記実施形態の如き構造に限定されるものではな
い。例えば、連通路の外側位置のみならず、内側や上側、或いは下側などに設けても良い
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し、また、複数設けるなどしても良い。
【００４２】
　また、メインセット６２を基枠１６に着脱可能に取り付ける取付手段の具体的な構造も
、何等限定されない。例えば、前述の実施形態においては、軸受８６、８８および軸９４
，９６を含んで構成されたヒンジ機構によって取付手段が構成されていたが、このような
ヒンジ機構を用いることなく、取付穴９８ａ，９８ｂ，９８ｃ，９８ｄに取り付けられる
ナイラッチ１０４、１０４，１０４、１０４によって取付手段を構成する等しても良い。
或いは、取付手段として、ネジやボルトを用いる等しても良い。
【００４３】
　また、特に前述の実施形態におけるパチンコ機１０においては、上皿３０は、前扉１８
に一体的に取り付けられていたが、例えば、前扉１８とは別体として、基枠１６の幅寸法
と略等しい幅寸法を有する皿板を基枠１６に対してヒンジやネジ等で取り付けて、かかる
皿板に上皿３０を取り付ける等しても良い。
【００４４】
　その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて、種々なる変更，修
正，改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施態様が
、本発明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは
、言うまでもない。
【００４５】
　なお、上記実施形態から把握できる技術的思想について以下に記載する。
【００４６】
　従来から、パチンコ機は、一般的に、遊技盤が取り付けられた前枠が外枠に対してヒン
ジ等の軸着手段によって開閉可能に連結されると共に、かかる前枠の裏面に対して、賞球
としての遊技球を案内する払出通路等が形成されたメインセットが取り付けられた構造と
されている。そして、前枠における遊技盤の下方には、表裏方向に貫通する連通路が形成
されており、連通路の表側の開口部が前枠の表面に設けられた打球供給皿に開口せしめら
れる一方、連通路の裏側の開口部がメインセットに設けられた払出通路の出口と接続され
ることによって、払出通路を案内された遊技球が、連通路を通じて打球供給皿内に案内さ
れるようになっている。
【００４７】
　ところで、メインセットは、ボルトやヒンジなどの簡易な取付手段で前枠に固定されて
いることが多く、前枠とメインセットとの間に隙間が生じ易いことから、かかる隙間から
ピアノ線等を挿し込んでパチンコ機の内部を這わせて、遊技盤に設けられた入賞装置を入
賞し易い状態に変換させるという不正行為が行われることがある。特に、連通路と払出通
路との接続部位は、入賞装置にも近いことから、ピアノ線等が挿し込まれ易い部位となっ
ている。
【００４８】
　このような問題に対処するために、例えば特許文献１に開示されているように、前枠に
形成された連通路の周囲に凹溝を形成する一方、メインセットに形成された払出通路の出
口の周囲に突片を形成してかかる凹溝に入り込ませることによって、ピアノ線等の侵入を
困難にすることが考えられる。
【００４９】
　ところが、メインセットは、上下端部で前枠に取り付けられていることが多い。従って
、払出通路の出口が形成されるメインセットの高さ方向略中間部分は、前枠への取付位置
から離れていることから、前枠への固定強度が弱く、撓み易くなっている。それ故、連通
路と払出通路との接続部位における前枠とメインセットとの間に冶具等を挿し込んで容易
にこじ開けることが出来、こじ開けて形成した隙間から前記同様にピアノ線等が挿し込ま
れるおそれがあることから、特許文献１に記載の如き構造では、未だ不十分であった。
【００５０】
　ここにおいて、以下に記載の技術的思想は上述の如き事情を背景として為されたもので
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あって、その解決課題とするところは、連通路の形成部位におけるメインセットの前枠へ
の固定強度を有効に確保し得る、新規な構造のパチンコ機を提供することにある。
【００５１】
　以下、前述の如き課題を解決するために為された上記実施形態から把握できる技術的思
想の態様を記載する。なお、以下に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な
限り任意の組み合わせで採用可能である。
【００５２】
　すなわち、上記実施形態から把握できる技術的思想（１）は、払出通路を備えたメイン
セットを遊技盤が取り付けられる前枠の裏面に取り付けると共に、前枠を貫通して、前枠
の前面に設けられた打球供給皿と払出通路とを連通せしめる連通路が形成されたパチンコ
機において、メインセットを前枠に押し付ける押付手段を、メインセットを前枠に取り付
ける取付手段よりも連通路に近い位置に設けたことを、特徴とする。
【００５３】
　このようにすれば、押付手段によってメインセットを前枠に押し付けることから、メイ
ンセットの前枠への固定強度を有効に確保することが出来る。そして、特に技術的思想（
１）によれば、メインセットが撓み易い部位である連通路に近い位置に押付手段を配設し
たことによって、メインセットの撓みを有効に抑えることが出来る。これにより、連通路
の形成部位における前枠とメインセットとの間に隙間を生じ難くして、前枠とメインセッ
トの間に冶具を挿し込んでこじ開けられるような不正行為を有効に防止することが出来る
。
【００５４】
　なお、技術的思想（１）において、メインセットを前枠に取り付ける取付手段の具体的
な構造は特に限定されるものではなく、従来公知の構造が適宜に採用可能である。例えば
、ネジやボルトなどで固定したりしても良いし、ラッチ機構を採用する等して特に工具を
用いずに着脱可能にする等しても良い。また、メインセットは必ずしもその全体が前枠か
ら取り外される必要は無く、例えば、ヒンジ機構などを用いて前枠に対して蝶着せしめて
、メインセットの何れか一方の側を前枠に対して着脱可能にする等しても良い。
【００５５】
　また、押付手段の具体的な態様についても、前記取付部材と同様に、従来公知の構造が
適宜に採用可能である。例えば、ネジやボルト、ラッチ機構等が好適に採用され得る。
【００５６】
　なお、押付手段は、取付手段の配設位置よりも連通路に近い位置に配設されていれば特
に限定されるものではないが、より好適には、連通路の周辺部で、連通路よりも外側位置
に配設されることが望ましい。このようにすれば、前枠とメインセットの間に亘る押付手
段自体をピアノ線や冶具等を挿し込む際の障害物として用いることが出来て、不正行為を
より有効に阻止することが出来る。
【００５７】
　また、上記実施形態から把握できる技術的思想（２）においては、メインセットにおい
て押付手段を覆蓋する覆部を設けた態様が、好適に採用され得る。
【００５８】
　技術的思想（２）によれば、外部から冶具などが不正に挿し入れられた場合にも、それ
らの冶具が押付手段に接触することを覆部で阻止することによって、押付手段が外部から
操作されて、固定状態が解除されるようなおそれを低減することが出来る。なお、本態様
における覆部は、メインセットに対して着脱可能に設けても良いし、固定的に設けても良
い。また、覆部は必ずしも押付手段の全体を覆う必要はない。従って、例えば、押付手段
の上下左右および背面の全体を囲むようなカバー部材をメインセットと別体形成して押付
手段の背面から被せるように取り付ける等しても良いし、或いは、冶具等の不正な挿し込
みはパチンコ機の側面から行われることが多いことから、押付手段の背面を覆うことなく
、押付手段の側面のみを覆う壁部をメインセットに一体的に形成する等しても良い。この
ような壁部として覆部を形成すれば、側面からの冶具等の不正な接触を有効に防止しつつ
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、例えばホールの従業員等がパチンコ機の背面から押付手段を操作する際には、覆部を取
り外すことなく操作することが出来る。
【符号の説明】
【００５９】
１０: パチンコ機、１２：外枠、１４：遊技盤、１６：基枠、１８：前扉、３０：上皿、
５８：貫通孔、６２：メインセット、６５：枠部材、６６：賞球タンク、６８：賞球通路
、７０：タンクレール、７３：内部通路、７４：開口部、８６：軸受、８８：軸受、９４
：軸、９６：軸、１１８：取付穴、１２０：挿通穴、１２２：ナイラッチ、１２６：カバ
ー部材、１３０：壁部
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