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(57)【要約】
【課題】接続作業の容易化を図りつつコネクタ本来の接
続機能の低下を抑えることができる遊技機を提供する。
【解決手段】パチンコ機は遊技盤ユニット８０と当該遊
技盤ユニット８０を回動可能に支持する樹脂ベース７０
とを備えている。遊技盤ユニット８０は遊技盤側コネク
タ４５１を有しており、この遊技盤側コネクタ４５１は
遊技盤ユニット８０が装着完了位置に配置されることに
より、樹脂ベース７０に設けられた内枠側コネクタ４０
１と接続される。遊技盤側コネクタ４５１及び内枠側コ
ネクタ４０１は、当該遊技盤側コネクタ４５１の接続端
子４５８及び内枠側コネクタ４０１の接続端子４０８が
、遊技盤ユニット８０の回動中心部を中心としてそれら
両コネクタ４０１，４５１の接続箇所を通過する仮想円
ＦＣ１の接線ＴＬ１と同じ方向に向くようにして構成さ
れている。
【選択図】　　　図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気部品が搭載されてなる遊技ユニットが支持対象によって回動可能に支持されている
遊技機であって、
　前記遊技ユニットに設けられたユニット側コネクタと、
　前記支持対象に設けられ、前記遊技ユニットの閉位置への変位に基づいて前記ユニット
側コネクタと接続され、前記遊技ユニットの閉位置から開側への変位に基づいて前記ユニ
ット側コネクタと分離される支持対象側コネクタと
を備え、
　前記ユニット側コネクタ及び前記支持対象側コネクタは、当該ユニット側コネクタの接
続端子及び支持対象側コネクタの接続端子が、前記遊技ユニットの回動中心部を中心とし
て前記ユニット側コネクタと前記支持対象側コネクタとの接続箇所を通過する仮想円の接
線方向に向くようにして構成されおり、
　前記遊技ユニットは、前記閉位置に配置されている場合に、当該遊技ユニットの回動方
向にて前記支持対象と対峙する構成となっており、
　前記支持対象側コネクタは、前記遊技ユニットが閉位置に配置されている状態にて、前
記支持対象と対峙している側とは反対側且つ当該遊技ユニットの回動先端側を向くように
して配置されている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、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機には、電気部品が搭載されてなる遊技盤等の遊技ユニットと、そ
の遊技ユニットを着脱可能に支持する支持枠等の支持対象とを備えているものがある。遊
技ユニットには電気部品に接続されたコネクタが取り付けられており、このコネクタを支
持対象側のコネクタと接続することで、遊技ユニットと支持対象とが電気的に接続された
状態となる。
【０００３】
　近年では、遊技ユニットを支持対象に着脱する際の遊技ユニットの変位によって両コネ
クタが電気的に接続／分離されるものが提案されている（例えば特許文献１参照）。かか
る遊技機においては、例えば遊技ユニット装着後に手作業でコネクタの接続を行う必要が
無く、作業性の向上等が実現される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２６７６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、上述したタイプの遊技機においては、遊技ユニットの取り付けに伴ってコネク
タ同士が当たる可能性がある。このようにコネクタ同士が当たった際に、遊技ユニットの
自重や取り付け操作の勢いがコネクタへと伝わると、同コネクタに大きな衝撃（負荷）が
発生すると懸念される。また、コネクタが移動する経路と予め設定された接続経路とがず
れることにより、コネクタ接続時の負荷が大きくなる等して、従来のように手動で接続し
ていた場合には生じない応力等が発生したりすると想定される。これは、コネクタ本来の
接続機能を低下させる要因となり得るため好ましくない。
【０００６】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、接続作業の容易化を図り
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つつコネクタ本来の接続機能の低下を抑えることができる遊技機を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
　電気部品が搭載されてなる遊技ユニットが支持対象によって回動可能に支持されている
遊技機であって、
　前記遊技ユニットに設けられたユニット側コネクタと、
　前記支持対象に設けられ、前記遊技ユニットの閉位置への変位に基づいて前記ユニット
側コネクタと接続され、前記遊技ユニットの閉位置から開側への変位に基づいて前記ユニ
ット側コネクタと分離される支持対象側コネクタと
を備え、
　前記ユニット側コネクタ及び前記支持対象側コネクタは、当該ユニット側コネクタの接
続端子及び支持対象側コネクタの接続端子が、前記遊技ユニットの回動中心部を中心とし
て前記ユニット側コネクタと前記支持対象側コネクタとの接続箇所を通過する仮想円の接
線方向に向くようにして構成されおり、
　前記遊技ユニットは、前記閉位置に配置されている場合に、当該遊技ユニットの回動方
向にて前記支持対象と対峙する構成となっており、
　前記支持対象側コネクタは、前記遊技ユニットが閉位置に配置されている状態にて、前
記支持対象と対峙している側とは反対側且つ当該遊技ユニットの回動先端側を向くように
して配置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　接続作業の容易化を図りつつコネクタ本来の接続機能の低下を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図３】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図４】内枠の構成を示す正面図である。
【図５】遊技盤ユニットの構成を示す正面図である。
【図６】右側可変入賞装置を示す図５の部分拡大図である。
【図７】ロック装置の縦断面図（図４のＡ－Ａ線部分断面図）である。
【図８】内枠の構成を示す背面図である。
【図９】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図１０】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１１】図１０のＢ－Ｂ線部分断面図である。
【図１２】内枠から遊技盤ユニットを取り外した状態を示す正面斜視図である。
【図１３】図４のＣ－Ｃ線部分断面図である。
【図１４】開放された前扉枠と遊技盤ユニット及び挿入部との位置関係を示す概略図であ
る。
【図１５】遊技盤ユニットの部分拡大図である。
【図１６】接続機構及びそれに関連する構成を示す水平断面図（図４のＤ－Ｄ線部分断面
図）である。
【図１７】内枠から接続機構にかかる構成を取り外した状態を示す分解斜視図である。
【図１８】図４のＥ－Ｅ線部分断面図である。
【図１９】各コネクタの接続態様を示す概略図である。
【図２０】遊技盤ユニットの着脱時のコネクタの移動経路を示す概略図である。
【図２１】遊技盤から接続機構にかかる構成を取り外した状態を示す分解斜視図である。
【図２２】（ａ）遊技盤ユニットの背面図、（ｂ）（ａ）のＦ－Ｆ線部分断面図である。
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【図２３】遊技盤ユニット装着時の様子を示す概略図である。
【図２４】（ａ）排出通路を示す図４の部分拡大図、（ｂ）排出通路とそれにかかる構成
との関係を示す概略図である。
【図２５】排出通路における遊技球の流れを示す概略図である。
【図２６】遊技球分配部の内部構造を示す部分断面図である。
【図２７】遊技球の振分の様子を示す概略図である。
【図２８】満タン時の遊技球のたまり具合を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施の
形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２はパチン
コ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図２では便宜上パチンコ機１
０の遊技領域内の構成を省略している。
【００１１】
　図１に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１
と、この外枠１１に取り付けられた遊技機主部１２とを有している。
【００１２】
　外枠１１は木製の板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。
パチンコ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技場の島設備に
設置される。なお、パチンコ機１０において外枠１１は必須の構成ではなく、遊技場の島
設備に外枠１１が備え付けられた構成としてもよい。
【００１３】
　この外枠１１によって遊技機主部１２が開閉可能な状態で支持されている。具体的には
、図１に示すように、外枠１１における上枠部と左枠部との連結部分に上側支持用金具１
７が固定されており、さらに外枠１１における下枠部と左枠部との連結部分に下側支持用
金具１８が設けられている。これら上側支持用金具１７及び下側支持用金具１８により支
持機構が構成され、当該支持機構により外枠１１に対して遊技機主部１２がパチンコ機１
０の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側としてパチンコ機１０の前方へ回動可
能とされている。
【００１４】
　図２に示すように、遊技機主部１２は、ベース体としての内枠１３と、その内枠１３の
前方に配置される前扉枠１４と、内枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５（図
３参照）とを備えている。なお、遊技機主部１２のうち内枠１３が外枠１１に対して回動
可能に支持されている。
【００１５】
　前扉枠１４は、パチンコ機１０の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側として
前方へ回動可能となるようにして内枠１３に取り付けられており、裏パックユニット１５
は、パチンコ機１０の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側として後方へ回動可
能となるようにして内枠１３に取り付けられている。
【００１６】
　ここで、前扉枠１４について説明する。なお、以下の説明では、図１及び図２を参照す
るとともに、前扉枠１４の背面の構成については図３を参照する。図３は前扉枠１４の背
面図である。
【００１７】
　図２に示すように、前扉枠１４は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の
枠体２０を主体に構成されており、内枠１３における前面側のほぼ全域を覆っている。枠
体２０の中央部分には後述する遊技領域ＰＥのほぼ全域を前方から視認することができる
ようにした略楕円状の窓部２１が形成されており、その窓部２１はガラスユニット３０に
よって同前扉枠１４の背面側から覆われている（図３参照）。
【００１８】
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　図３に示すように、枠体２０には窓部２１を囲むようにしてガラスユニット設置部２２
が形成されている。詳しくは、ガラスユニット設置部２２は、枠体２０の背面側に配され
ているとともにパチンコ機１０の前方に向けて凹んでおり、その底部に上記窓部２１が形
成されている。ガラスユニット３０は、ガラスユニット設置部２２に嵌まることで上下方
向及び左右方向への変位が規制されている。
【００１９】
　ガラスユニット３０は、透明性を有するガラスパネル３１，３２と、それらガラスパネ
ル３１，３２を保持するガラスホルダ３３とを備えている。ガラスホルダ３３は、窓部２
１に沿って形成された環状の枠部を有しており、同枠部によって囲まれた領域にガラスパ
ネル３１，３２が収容され、それらガラスパネル３１，３２によって遊技領域ＰＥがパチ
ンコ機１０の正面側から２重に覆われる構成となっている。
【００２０】
　枠部には、ガラスパネル３１，３２を収容している側とは反対側に突出するようにして
枠体２０に対する取付部が複数形成されている。これら取付部は枠体２０の背面に対向す
る板状をなしており、枠体２０には、それら取付部を同枠体２０との間に挟んで挟持する
レバー部材２３が設けられている。レバー部材２３は、取付部を挟持する挟持位置と挟持
しない解除位置とに回動可能な状態で取り付けられている。レバー部材２３において取付
部と対向している部分には同取付部側に突出する凸部が形成されており、同凸部が取付部
に形成された凹部に嵌まることにより、上記挟持位置から解除位置への移動が規制された
状態、すなわち挟持位置にて保持された状態となっている。
【００２１】
　再び図１を参照して説明すれば、窓部２１の周囲には各種ランプ等の発光手段が設けら
れている。例えば、窓部２１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部２
４が設けられている。環状電飾部２４では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技
状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部２４の中央であってパチン
コ機１０の最上部には所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ部２５が設けられ、窓
部２１の左右両側には賞球払出中に点灯する賞球ランプ部２６が設けられている。また、
中央のエラー表示ランプ部２５に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力
されるスピーカ部２７が設けられている。
【００２２】
　前扉枠１４における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部２８と下側膨出
部２９とが上下に並設されている。上側膨出部２８内側には上方に開口した上皿２８ａが
設けられており、下側膨出部２９内側には同じく上方に開口した下皿２９ａが設けられて
いる。上皿２８ａは、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整
列させながら後述する遊技球発射機構側へ導く機能を有している。また、下皿２９ａは、
上皿２８ａ内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有している。
【００２３】
　下側膨出部２９並びとなる位置には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル
４１が設けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技
球発射機構から遊技球が発射される。
【００２４】
　前扉枠１４の背面には、図２及び図３に示すように、通路形成ユニット５０が取り付け
られている。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により成形されており、上皿２８ａに通
じる前扉側上皿通路５１と、下皿２９ａに通じる前扉側下皿通路５２とが形成されてなる
。通路形成ユニット５０において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口
部５３が形成されており、当該受口部５３を仕切壁５４（図２参照）によって左右に仕切
ることで前扉側上皿通路５１と前扉側下皿通路５２の入口部分とが形成されている。前扉
側上皿通路５１及び前扉側下皿通路５２は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、
前扉側上皿通路５１に入った遊技球は上皿２８ａに導かれ、前扉側下皿通路５２に入った
遊技球は下皿２９ａに導かれる。
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【００２５】
　次に、図４に基づき内枠１３について詳細に説明する。図４は内枠１３の正面図である
。なお、図４においては、図２と同様にパチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略してい
る。
【００２６】
　内枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース７０を主体に構成されて
いる。樹脂ベース７０の前面における回動基端側（図４の左側）には、その上端部及び下
端部に支持金具７１，７２が取り付けられている。また、前扉枠１４の背面における回動
基端側（図３の右側）には、それら支持金具７１，７２に対応させて突起軸６１，６２が
設けられている。図示は省略するが、支持金具７１，７２には軸孔が形成されており、そ
れら軸孔に前扉枠１４の突起軸６１，６２が挿入されることにより、内枠１３に対して前
扉枠１４が回動可能に支持されている。つまり、これら支持金具７１，７２及び突起軸６
１，６２は内枠１３に対する組付機構を構成している。
【００２７】
　内枠１３の前面には施錠装置７５が設けられている。施錠装置７５は、前扉枠１４に向
けて延びる複数の前扉用鉤部材７６を有している。これら前扉用鉤部材７６に対応させて
、前扉枠１４の背面には内枠１３側に延びる鉤受け部材６３が複数設けられている。前扉
用鉤部材７６が鉤受け部材６３に引っ掛かることにより前扉枠１４が閉じた状態で施錠さ
れる。また、施錠装置７５は、内枠１３の後方へ延びる内枠用鉤部材７７を有している。
これら内枠用鉤部材７７が外枠１１の鉤受け部材１９（図２参照）に引っ掛かることによ
り遊技機主部１２が外枠１１に対して閉じた状態で施錠される。
【００２８】
　樹脂ベース７０の右下隅部には、施錠装置の解錠操作を行うためのシリンダ錠７８が設
置されている。シリンダ錠７８は施錠装置に一体化されており、その先端部分（鍵穴部分
）が上記前扉枠１４に設けられた孔部を通じてパチンコ機１０の前方に露出している。シ
リンダ錠７８の鍵穴に差し込んだキーを右に回すことで内枠１３に対する前扉枠１４の施
錠が解除され、同キーを左に回すことで外枠１１に対する内枠１３の施錠が解除される。
【００２９】
　樹脂ベース７０前面の略中央部分には、遊技盤ユニット８０を収容する遊技盤収容部７
３が形成されている。遊技盤収容部７３は、パチンコ機１０の後方に凹み、遊技盤ユニッ
ト８０を収容する収容空間を区画しており、樹脂ベース７０に取り付けられた遊技盤ユニ
ット８０がその収容空間に嵌まった状態となっている。本実施の形態においては特に、遊
技盤ユニット８０が樹脂ベース７０に対して着脱可能に取り付けられており、メンテナン
ス作業等の容易化が図られている。
【００３０】
　遊技盤ユニット８０は、木製の合板と同合板における前側の板面を覆うシート材とによ
って構成された遊技盤８０ａを有してなり、その前面が遊技盤収容部７３の開放部分を通
じて樹脂ベース７０の正面側に露出している。この露出している部位、すなわち遊技盤８
０ａの前面には、遊技球が流下する遊技領域ＰＥが形成されている。既に説明したように
遊技領域ＰＥはガラスパネル３２によって覆われている。ガラスパネル３２は、遊技盤８
０ａの前面との隙間が遊技球の直径よりも僅かに大きくなるように、すなわち遊技領域Ｐ
Ｅを流下する遊技球が同遊技領域ＰＥの同一箇所にて前後に並ばないように配置されてい
る。これにより、遊技領域ＰＥでの球詰まりを抑制している。なお、遊技盤８０ａは木製
に限定されるものではなく、合成樹脂材料を用いて形成することも可能である。
【００３１】
　以下、図５に基づき遊技盤ユニット８０（特に遊技領域ＰＥに配された各種構成）につ
いて説明する。図５は遊技盤ユニット８０の正面図である。
【００３２】
　遊技盤ユニット８０（詳しくは遊技盤８０ａ）には、ルータ加工が施されることによっ
て自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。各開口には
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、一般入賞口８１、可変入賞装置８２，８３、作動口８４，８５、スルーゲート８６、主
表示ユニット８７及び可変表示ユニット８８等がそれぞれ配設されている。一般入賞口８
１、可変入賞装置８２，８３及び作動口８４，８５に遊技球が入ると、それら遊技球が後
述する検知センサにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球の払い出し等の
特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤ユニット８０の最下部にはアウト口８９が
設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口８９を通って遊技領域Ｐ
Ｅから排出される。以下の説明では、アウト口８９への遊技球の入球と明確に区別するた
めに、一般入賞口８１、可変入賞装置８２，８３、作動口８４，８５、スルーゲート８６
への遊技球の入球を、入賞とも表現する。
【００３３】
　また、遊技盤ユニット８０（詳しくは遊技盤８０ａ）には、遊技球の流下経路を適宜分
散，調整等するために多数の釘９０が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物
）が配設されている。これら釘９０や風車等の各種構成によって、遊技球の流下経路が分
化され、上述した一般入賞口８１等への入賞が適度な確率で発生するように調整されてい
る。
【００３４】
　上記可変表示ユニット８８は遊技盤ユニット８０の中央に配されており、同可変表示ユ
ニット８８の周辺に作動口８４，８５等が配設されている。作動口８４，８５は、可変表
示ユニット８８の下方に配設された下側の作動口８４（以下便宜上、下作動口８４と称す
る）と、同可変表示ユニット８８の右方に配設された右側の作動口８５（以下便宜上、右
作動口８５と称する）とによって構成されており、特に右作動口（抽選契機入球部）８５
には、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役
物９１が設けられている。電動役物９１は、左右一対の可動片９１ａと同可動片９１ａを
駆動させるソレノイド式の駆動部とを有してなり、右作動口８５への入球が可能又は容易
となる開状態（補助状態）と、同入球が不可又は困難となる閉状態（非補助状態）とに切
替可能となっている。
【００３５】
　右作動口８５の上方には、上記スルーゲート８６が配置されており、遊技球のスルーゲ
ート８６の通過をトリガとした抽選にて当選となった場合には、電動役物９１が所定時間
だけ開状態となる。
【００３６】
　なお、下作動口８４への入球が発生した場合には３個の遊技球の払出が実行され、右作
動口８５への入球が発生した場合には４個の遊技球の払出が実行されるが、遊技球の払出
個数は上記のものに限定されることはない。但し、下作動口８４に対する右作動口８５の
有利性を高める上では、下作動口８４に係る払出個数よりも右作動口８５に係る払出個数
を多く設定することが好ましい。
【００３７】
　可変入賞装置（特別入球装置又は特別入球手段）８２，８３についても、下作動口８４
及び右作動口８５と同様に、可変表示ユニット８８の下方及び右方に個別に配置されてい
る。以下便宜上、可変表示ユニット８８の下方（詳しくは下作動口８４の下方）に配置さ
れた可変入賞装置８２を「下側可変入賞装置８２」と称し、可変表示ユニット８８の右方
（詳しくは右作動口８５の下方）に配置された可変入賞装置８３を「右側可変入賞装置８
３」と称する。
【００３８】
　下側可変入賞装置８２は、遊技盤ユニット８０の背面側へと通じる大入賞口８２ａを備
えているとともに、当該大入賞口８２ａを開閉する開閉部材（開閉手段）としての開閉扉
８２ｂを備えている。開閉扉８２ｂは、遊技球の入球が可能又は容易となる開状態（補助
状態）と、同入球が不可又は困難となる閉状態（非補助状態）とに切替可能となっている
。また、同開閉扉８２ｂは、遊技盤ユニット８０の背面側に設けられた可変入賞駆動部８
２ｃ（詳しくはソレノイド）と連結されており、通常時においては開閉扉８２ｂは閉状態
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のまま維持され、内部抽選において開閉実行モード（開閉実行状態）への移行に当選した
場合に開状態に切り替えられるようになっている。
【００３９】
　ここで、開閉実行モードとは、大当たり当選となった場合に移行することとなるモード
である。当該開閉実行モードにおける可変入賞装置８２の開放態様としては、例えば所定
時間（例えば３０ｓｅｃ）の経過又は所定個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとし
て、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）を上限とした開閉扉８２ｂの開放が繰り返され
るように設定されているものがある。
【００４０】
　右側可変入賞装置８３は、下側可変入賞装置８２と同様に、遊技盤ユニット８０の背面
側へと通じる右側大入賞口と、当該右側大入賞口を開閉する開閉部材（開閉手段）として
の開閉扉とを備えている。開閉扉は、遊技球の入球が可能又は容易となる開状態（補助状
態）と、同入球が不可又は困難となる閉状態（非補助状態）とに切替可能となっている。
また、同開閉扉は、遊技盤ユニット８０の背面側に設けられた可変入賞駆動部（詳しくは
ソレノイド）と連結されており、通常時においては、開閉扉は閉状態のまま維持され、右
作動口８５への入球に基づく内部抽選において後述する特別当たりに当選した場合に抽選
結果確定モードに切り替えられるようになっている。
【００４１】
　ここで、抽選結果確定モードとは、右作動口８５における抽選結果（特別当たり）が有
効となって下側可変入賞装置８２が開閉実行モードへ移行されるか、つまり開閉実行モー
ドへの移行が確定されるか、それとも抽選結果が無効となり開閉実行モードへの移行が回
避されるかを抽選するモードである。抽選結果確定モードにおける右側可変入賞装置８３
の開放態様としては、後述する右作動口用表示部に特別当たりを示す絵柄が表示されたタ
イミングから所定期間（例えば３ｓｅｃ）が経過するまで開閉扉が開放されるように設定
されている。
【００４２】
　次に、可変表示ユニット８８について説明する。可変表示ユニット８８には、作動口８
４，８５への入賞をトリガとして図柄を可変表示する図柄表示装置９６が設けられている
。また、可変表示ユニット８８には、図柄表示装置９６を囲むようにしてセンターフレー
ム９７が配設されている。センターフレーム９７の下部には、下作動口８４に対応する下
作動口用保留ランプ部９８と、右作動口８５に対応する右作動口用保留ランプ部９９とが
設けられている。本実施の形態においては、遊技球が各作動口８４，８５を通過した回数
はそれぞれ最大４回まで保留される構成となっているが、保留ランプ部９８，９９の点灯
によって各作動口８４，８５に対応する保留個数が個別に表示されるようになっている。
【００４３】
　図柄表示装置９６は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、
後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置９６には、例えば左、
中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロールされるようにし
て変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有効ライン上に所定の
組合せの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当たりという）が発生
することとなる。
【００４４】
　作動口８４，８５は、可変表示ユニット８８寄りとなる位置に配置されている。作動口
８４，８５への入賞をトリガとして、大当たりが発生し得るため、遊技者は作動口８４，
８５に入賞するか否かに注目するとともに、大当たりが発生するか否かを把握するため図
柄表示装置９６に注目するものと考えられる。作動口８４，８５を可変表示ユニット８８
寄りに設けたことは、遊技者が注目したい箇所を可変表示ユニット８８周辺に集中させる
ための工夫である。
【００４５】
　可変表示ユニット８８を挟んで右側可変入賞装置８３とは反対側には、上記主表示ユニ
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ット８７が配されている。主表示ユニット８７は、遊技領域ＰＥの下部側の外縁に沿って
配置されており、遊技盤８０aの前面からパチンコ機１０前方に突出している。主表示ユ
ニット８７の前面は、遊技領域ＰＥをパチンコ機１０前方から視認可能とする上記ガラス
ユニット３０（詳しくは後側のガラスパネル３２）と対向しており、さらに後側のガラス
パネル３２との間の距離は遊技球１個分よりも狭くなっている。これにより、主表示ユニ
ット８７の前面の前方を遊技球が落下することが回避されている。
【００４６】
　ここで、主表示ユニット８７について補足説明する。
【００４７】
　主表示ユニット８７においてガラスユニット３０と対向している部分には、所定の絵柄
等が表示される主表示部Ｄが設けられている。主表示部Ｄは、下作動口８４への入賞に基
づいた抽選結果を表示する下作動口用表示部と、右作動口８５への入賞に基づいて行われ
た抽選結果を表示する右作動口用表示部とを有してなる。
【００４８】
　下作動口用表示部では、下作動口８４への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ
、その変動表示の停止結果として、下作動口８４への入賞に基づいて行われた内部抽選の
結果が明示される。下作動口８４への入賞に基づく内部抽選の結果が開閉実行モードへの
移行に対応した当選結果であった場合には、下作動口用表示部ＤＬにて変動表示が停止さ
れ、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、上記開閉実行モードへ移行される。
【００４９】
　右作動口用表示部では、右作動口８５への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ
、その変動表示の停止結果として、右作動口８５への入賞に基づいて行われた内部抽選の
結果が明示される。右作動口８５への入賞に基づく内部抽選の結果が大当たり又は特別当
たりに対応した当選結果であった場合には、右作動口用表示部にて変動表示が停止され、
停止結果として所定の絵柄が表示された後に、その結果に応じて上記開閉実行モード又は
抽選結果確定モードに移行される。
【００５０】
　ここで、いずれかの作動口８４，８５への入賞に基づいて、対応する表示部にて変動表
示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止されるまでが遊技回の１回に
相当する。但し、遊技回の１回は、上記の内容に限定されることはなく、例えば、単一の
表示領域が設けられ、いずれの作動口８４，８５への入賞が発生したとしてもその単一の
表示領域にて変動表示が行われる構成においては、当該単一の表示領域にて変動表示が開
始され、所定の停止結果を表示した状態で上記変動表示が停止されるまでを遊技回の１回
とする。
【００５１】
　また、主表示ユニット８７の主表示部Ｄには両表示部以外に、スルーゲート８６への入
賞に基づいた抽選結果を表示するスルーゲート用表示部が併設されている。スルーゲート
用表示部では、スルーゲート８６への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その
変動表示の停止結果として、スルーゲート８６への入賞に基づいて行われた内部抽選の結
果が明示される。スルーゲート８６への入賞に基づく内部抽選の結果が電役開放状態への
移行に対応した当選結果であった場合には、スルーゲート用表示部にて所定の停止結果が
表示されて変動表示が停止された後に、電役開放状態へ移行する。電役開放状態では、右
作動口８５に設けられた上記電動役物９１が所定の態様で開放される。
【００５２】
　更に、本実施の形態においては遊技球がスルーゲート８６を通過した回数は最大４回ま
で保留される構成が採用されているが、主表示ユニット８７の主表示部Ｄにはその保留個
数を表示する保留数用表示部が設けられている。
【００５３】
　これら各表示部については、前扉枠１４のガラスユニット３０を通じてパチンコ機１０
前方から視認可能となっているとともに、これら表示部の前方を遊技球が移動することが
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回避されることで視認性が担保されている。
【００５４】
　＜右側可変入賞装置８３＞
　ここで、図５及び図６に基づき右側可変入賞装置８３について詳しく説明する。図６は
図５を部分的に拡大して示す右側可変入賞装置８３の正面図である。
【００５５】
　図５に示すように、遊技盤８０ａにおいて可変表示ユニット８８の右側となる部位には
開口部９２が形成されている。開口部９２は遊技盤８０ａの厚さ方向に貫通しており、こ
の開口部９２に対して遊技機前方から右側可変入賞装置８３が嵌まっている。このように
して右側可変入賞装置８３が配置された状態では、当該右側可変入賞装置８３によって同
開口部９２が覆われている。
【００５６】
　右側可変入賞装置８３には上記右側大入賞口１８１が形成されており、同右側大入賞口
１８１を遊技機前方から覆うようにして上記開閉扉１８２が開閉可能な状態で取り付けら
れている。また、右側可変入賞装置８３には、開閉扉１８２を駆動させる動力源としての
可変入賞駆動部（詳しくはソレノイド）が搭載されている。
【００５７】
　図６に示すように、右側大入賞口１８１は、左右に延びる横長状をなしており、その一
端部（詳しくは遊技領域ＰＥの中央側となる端部）の奥側（詳しくは右側大入賞口１８１
の出口部分）には同右側大入賞口１８１へ流入した遊技球を検知する検知センサ１８３（
詳しくは磁気センサ）が配設されている。
【００５８】
　検知センサ１８３は後述する主制御装置に対して電気的に接続されており、当該検知セ
ンサ１８３からの検知信号（検知情報）が同主制御装置に出力される。主制御装置におい
ては、その検知信号に基づいて右側大入賞口１８１への入賞の有無等を把握可能となって
いる。
【００５９】
　また、右側可変入賞装置８３には、右側大入賞口１８１へ流入した遊技球であって上記
検知センサ１８３による検知領域を通過した遊技球を内枠１３の背面側に設けられた回収
通路へと案内する案内通路１８５が設けられている。
【００６０】
　案内通路１８５は、上記右側大入賞口１８１に連通する上流側通路１８６を有している
。上流側通路１８６は、横長状をなしており、その一端部には上方に開放された入口部が
形成されている。右側大入賞口１８１を通じて遊技盤ユニット８０の背面側に到達し、同
右側大入賞口１８１の出口部分から流出した遊技球は、上記入口部を通じて案内通路１８
５へ流入することとなる。
【００６１】
　上流側通路１８６は、当該上流側通路１８６の入口部から反対側の端部へ向けて（詳し
くは遊技領域ＰＥの中央側へ向けて）下り傾斜している。同入口部から上流側通路１８６
に流入した遊技球は、上流側通路１８６の底部を形成している部位（以下便宜上、底部１
８６ａと称する）に沿って流下する。
【００６２】
　上流側通路１８６における下流側の端部には、遊技球の流下方向を変化させるようにし
て第１下流側通路１８７が連なっている。第１下流側通路１８７は鉛直方向に延びており
、上流側通路１８６を経由して当該第１下流側通路１８７に達した遊技球は、自重により
同第１下流側通路１８７に沿って落下することとなる。
【００６３】
　第１下流側通路１８７の出口部分には、当該第１下流側通路１８７へ流入した遊技球を
検知する（詳しくは同第１下流側通路１８７における第１検知領域ＤＥ１を通過する遊技
球を検知可能な）第１検知センサ１９１が設けられている。第１検知センサ１９１には、
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第１検知領域ＤＥ１を遊技球が通過した場合に生じる磁場の変化を把握可能な磁気センサ
が採用されている。また、第１検知センサ１９１は主制御装置１６２に対して電気的に接
続されており、当該第１検知センサ１９１からの検知信号（検知情報）が主制御装置１６
２に入力される。これにより、第１検知領域ＤＥ１における遊技球通過の有無、すなわち
第１下流側通路１８７への入球の有無を主制御装置１６２にて把握することが可能となっ
ている。
【００６４】
　また、案内通路１８５は第１下流側通路１８７の途中位置から分岐する第２下流側通路
１８８を有している。つまり、案内通路１８５は、その途中位置にて２条に分岐している
。右側大入賞口１８１へ流入した遊技球はその流入タイミング等に応じてその移動先（振
り分け先）が変化する構成となっている。
【００６５】
　第１下流側通路１８７を形成する壁部には、第２下流側通路１８８への入口部としての
開口１８９が形成されている。この開口１８９は、第１下流側通路１８７及び第２下流側
通路１８８の両者に連通しており、同開口１８９を通じた第１下流側通路１８７から第２
下流側通路１８８への遊技球の流入が許容されている。
【００６６】
　なお、第１下流側通路１８７と分岐部分との関係について補足すれば、第１下流側通路
１８７において分岐部分よりも上流側となる部位は鉛直方向に延びており、同上流部位の
出口部分が下方に開放されている。当該出口部分の下流側への延長上には一方の分岐通路
としての下流部（第１分岐通路）の入口部分が位置しており、同入口部分は上記上流部位
の出口部分側（上方）に開放されている。一方、他方の分岐通路としての第２下流側通路
１８８（第２分岐通路）の入口部分（開口１８９）は、上流部位の延長上から外れた位置
に配されているとともにその延長方向とは異なる方向、具体的には両下流側通路１８７，
１８８の並設方向（詳しくは横方向）に開放されている。このため、上流部位に沿って落
下した遊技球は通常、第１下流側通路１８７の下流部へと流入し、第２下流側通路１８８
への流入が回避されることとなる。
【００６７】
　第２下流側通路１８８の途中位置には、当該第２下流側通路１８８へ流入した遊技球を
検知する（詳しくは同第２下流側通路１８８における第２検知領域ＤＥ２を通過する遊技
球を検知可能な）第２検知センサ１９２が設けられている。第２検知センサ１９２には、
第２検知領域ＤＥ２を遊技球が通過した場合に生じる磁場の変化を把握可能な磁気センサ
が採用されている。また、第２検知センサ１９２は、主制御装置１６２に対して電気的に
接続されており、当該第２検知センサ１９２からの検知信号（検知情報）が主制御装置１
６２に入力される。これにより、第２検知領域ＤＥ２における遊技球通過の有無、すなわ
ち第２下流側通路１８８への遊技球流入の有無を主制御装置１６２にて把握することが可
能となっている。
【００６８】
　右側大入賞口１８１に流入した遊技球は先ず上流側の検知センサ１８３によって検知さ
れ、その後、下流側の第１検知センサ１９１又は第２検知センサ１９２によって検知され
る。上流側の検知センサ１８３によって右側大入賞口１８１への入球が検知されると、同
入球に応じて予め定められた数の遊技球が払い出される。このように、上流／下流の各検
知センサ１８３，１９１，１９２のうち上流側の検知センサ１８３による検知結果にもと
づいて遊技球の払出しを行う構成とすることにより、下流側の検知センサ１９１，１９２
による検知結果に基づいて遊技球の払出しを行う構成と比較して、払出しの迅速化に貢献
している。
【００６９】
　右側大入賞口１８１へ流入した遊技球の数は上流側の検知センサ１８３及び下流側の検
知センサ１９１，１９２によって検知され、それら各検知センサ１８３，１９１，１９２
によって検知された遊技球の数を比較することにより案内通路１８５内に遊技球が残存し
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ているか否かを確認することが可能となっている。但し、このようにして上流・下流にそ
れぞれ検知センサを設ける必要は必ずしもなく、上流側の検知センサ１８３については省
略することも可能である。
【００７０】
　また、上述した分岐位置（第１下流側通路１８７の中間部）には、上流側通路１８６か
ら第１下流側通路１８７に流入した遊技球を第２下流側通路１８８へと誘導する誘導状態
と同誘導を行わない非誘導状態とに切替可能な切替部材１９５が設けられている。切替部
材１９５は、非誘導状態においては案内通路１８５（詳しくは第１下流側通路１８７）へ
の突出が抑えられており、誘導状態に切り替わることで、同第１下流側通路１８７を塞ぎ
上記第１検知領域ＤＥ１への遊技球の到達を不可とする位置へと突出する。
【００７１】
　右側可変入賞装置８３に流入した遊技球は、何れかの下流側通路１８７，１８８を流下
し、上記検知センサ１９１，１９２によって検知された後は、右側可変入賞装置８３から
排出されることとなる。このようにして排出された遊技球は、一般入賞口８１等を通じて
遊技領域ＰＥから排出された遊技球と同様に、内枠１３の背面側に設けられた排出通路に
よって流入した後、遊技ホールの島設備等に返却されることとなる。
【００７２】
　再び図４を用いて説明すれば、樹脂ベース７０における遊技盤収容部７３（遊技盤ユニ
ット８０）の下方には、遊技球発射ハンドル４１の操作に基づいて遊技領域ＰＥへ遊技球
を発射する遊技球発射機構１１０が設けられている。遊技球発射機構１１０は、所定の発
射待機位置に配置された遊技球を打ち出すソレノイド１１１と、同ソレノイド１１１によ
って打ち出された遊技球の発射方向を規定する発射レール１１２と、上記発射待機位置に
遊技球を供給する球送装置１１３と、それら各種構成１１１～１１３が装着されているベ
ースプレート１１４とを主要な構成として備えており、同ベースプレート１１４が樹脂ベ
ース７０に対してネジ止めされることで内枠１３に対して一体化されている。
【００７３】
　発射レール１１２は、遊技盤ユニット８０側に向けて上り傾斜となるように、斜めに傾
いた状態でベースプレート１１４に固定されている。発射レール１１２の下流側の端部（
すなわち下端部）寄りとなる位置には、球送装置１１３から供給された遊技球を上述した
発射待機位置に留める球ストッパ１１５が配されている。球ストッパ１１５よりも更に下
流側となる位置に、上記ソレノイド１１１が配置されている。
【００７４】
　ソレノイド１１１は、後述する電源・発射制御装置に対して電気的に接続されている。
その電源・発射制御装置からの電気的な信号の出力に基づいてソレノイド１１１の出力軸
が伸縮方向に往復動することにより、発射待機位置に置かれた遊技球が遊技盤ユニット８
０側、詳しくは遊技盤ユニット８０に装着された誘導レール１００に向けて打ち出される
。
【００７５】
　誘導レール１００は、遊技領域区画部材１０８と共に遊技領域ＰＥを同遊技領域ＰＥの
外形が略円形状となるように区画形成している。また、誘導レール１００は、遊技球の直
径よりも若干大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール１０１及び外レール
１０２からなり、それら両レール１０１，１０２によって一条の誘導通路１０３が区画形
成されている。誘導通路１０３は、発射レール１１２の先端側（斜め下方）に開放された
入口部分１０４と、遊技領域ＰＥの上部に位置する出口部分１０５とを有している。ソレ
ノイド１１１の動作に基づいて発射された遊技球は、発射レール１１２→誘導レール１０
０（入口部分１０４→出口部分１０５）の順に移動することにより遊技領域ＰＥに導かれ
る。なお、遊技盤ユニット８０において出口部分１０５の先側、詳しくは内レール１０１
の先端付近には、遊技領域ＰＥに到達した遊技球の同誘導通路１０３内への逆戻りを防止
する逆戻り防止部材１０６が取り付けられており、先んじて遊技領域ＰＥに至った遊技球
によって後続する遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制している。
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【００７６】
　誘導レール１００を構成している各レール１０１，１０２は、遊技領域ＰＥの略中央部
分を中心とする円弧状をなしている。このため、誘導通路１０３を通過する遊技球は、自
身に発生する遠心力により外レール１０２に沿って、すなわち外レール１０２に接触した
まま移動（摺動又は転動）しやすくなっている。
【００７７】
　同図４に示すように、誘導レール１００及び発射レール１１２は、同誘導レール１００
の入口部分１０４と発射レール１１２の先端部分とが遊技盤ユニット８０の下端縁を挟ん
で斜めに対峙するように配置されている。つまり、それら両レール１００，１１２は、同
誘導レール１００の入口部分１０４と発射レール１１２の先端部分とが遊技盤ユニット８
０の下端縁近傍にて左右にずれるようにして配置されている。これにより両レール１００
，１１２を遊技盤ユニット８０の下端縁に近づけつつ、誘導レール１００の入口部分１０
４と発射レール１１２との間には所定間隔の隙間を形成している。
【００７８】
　このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路５５（図２参照）が配設
されている。ファール球通路５５は前扉枠１４の通路形成ユニット５０に一体成形されて
いる。仮に遊技球発射機構１１０から発射された遊技球が遊技領域ＰＥまで至らずファー
ル球として誘導通路１０３内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介し
てファール球通路５５内に入ることとなる。ファール球通路５５は前扉側下皿通路５２に
通じており、ファール球通路５５に入った遊技球は図１に示した下皿２９ａに排出される
。これにより、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。
【００７９】
　また、樹脂ベース７０には、遊技盤収容部７３からの遊技盤ユニット８０の取り外しを
不可とするロック状態と、同遊技盤ユニット８０の取り外しを許容するアンロック状態と
に切替可能（手動操作可能）なロック装置７９が複数設けられている。具体的には、ロッ
ク装置７９は遊技盤ユニット８０の右上部及び右下部に配置されている。
【００８０】
　ここで、図７を参照してロック装置７９について説明する。図７はロック装置の縦断面
図（図４のＡ－Ａ線断面図）であり、図７（ａ）はロック状態を示し、図７（ｂ）はアン
ロック状態を示している。
【００８１】
　＜ロック装置７９＞
　ロック装置７９は、遊技盤ユニット８０の背面に当接する当接部が形成された受け部材
１２１と、当該受け部材１２１と対をなし遊技盤ユニット８０を遊技機前方から押さえる
押え部が形成された押え部材１２２と、それら受け部材１２１及び押え部材１２２をそれ
ぞれ動作可能に保持するベース部材１２３とを有し、ベース部材１２３が樹脂ベース７０
に固定されることで内枠１３に一体化されている。受け部材１２１及び押え部材１２２に
よって遊技盤ユニット８０を前後から挟み込むことで、遊技盤ユニット８０の前後位置が
既定される構成となっている。
【００８２】
　受け部材１２１は回動可能となっており、受け部材１２１に取り付けられたコイルバネ
１２４によって遊技盤ユニット８０の背面側（押え部材１２２側）へ付勢されている。本
実施の形態においては、受け部材１２１の回動中心が変位する構成となっており、コイル
バネ１２４を受け部材１２１に取り付けることにより、回動中心が変位した場合あっても
上記付勢力を安定して発揮させることが可能となっている。
【００８３】
　また、ロック装置７９は、受け部材１２１に連動するロック部材１２５を有している。
ロック部材１２５は、受け部材１２１及び押え部材１２２の各動作を規制するロック位置
と、当該動作規制を行わないロック解除位置とに移動可能となるようにしてベース部材１
２３に取り付けられている。ベース部材１２３には、ロック部材１２５用のコイルバネ１
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２６が配設されており、このコイルバネ１２６によってロック部材１２５がロック解除位
置に向けて付勢されている。
【００８４】
　ロック部材１２５は、その上端部１２７がベース部材１２３に固定されたピン部材１２
８に下側から当接しており、その当接状態がロック部材１２５の動作範囲全域にて維持さ
れる構成となっている。つまり、ピン部材１２８によって、ロック部材１２５の動きが規
定されている。
【００８５】
　ロック部材１２５（詳しくはその上端部１２７）には、ロック部材１２５がロック解除
位置に到達した場合にピン部材１２８と係合する凹状の解除時用係合部１２７ａと、ロッ
ク位置に到達した場合にピン部材１２８と係合する凹状のロック時用係合部１２７ｂとが
形成されている。解除時用係合部１２７ａとピン部材１２８とが係合することによりロッ
ク部材１２５がアンロック状態に維持され、ロック時用係合部１２７ｂとピン部材１２８
とが係合することによりロック部材１２５がロック状態に維持されることとなる。
【００８６】
　また、上端部１２７には解除時用係合部１２７ａとロック時用係合部１２７ｂとの間で
のピン部材１２８の摺動を許容するようして凸部１２７ｃが形成されている。凸部１２７
ｃは、上方に滑らかに隆起しており、ピン部材１２８が係合部１２７ａ，１２７ｂから離
脱した場合に同ピン部材１２８に対して強干渉する構成となっている。この凸部１２７ｃ
によって、各係合部１２７ａ，１２７ｂからのピン部材１２８の移動を妨げる抗力が発生
する構成となっている。ロック部材１２５の回動時に上端部１２７及びピン部材１２８の
間で発生する抗力（ロック部材１２５の回動を妨げる力）は、上記凸部１２７ｃの頂部に
ピン部材１２８が到達する直前に最大となる。
【００８７】
　詳細については後述するが、遊技盤ユニット８０を内枠１３に装着する場合には、遊技
盤ユニット８０を装着完了位置へと押し込むことで、遊技盤ユニット８０の背面が受け部
材１２１（詳しくは当接部）に当たり、同遊技盤ユニット８０が装着完了位置に向けて更
に押し込まれることで、受け部材１２１が回動することとなる。これに連動して押え部材
１２２及びロック部材１２５が動作し、ロック装置７９がロック状態に切り替わることと
なる。この際、ピン部材１２８がロック部材１２５の解除時用係合部１２７ａからロック
時用係合部１２７ｂへと移動する過程で凸部１２７ｃを乗り越えるため、遊技盤ユニット
８０の装着完了位置への移動に対して抗力が発生することとなる。
【００８８】
　ロック部材１２５の前面部分には、指等を引っ掛けることができる指掛け部としての操
作部１２９が形成されており、この操作部１２９に指を引っ掛けたり掴んだりしてロック
部材１２５を回動させることで、ロック部材１２５がロック位置からロック解除位置へと
移動して受け部材１２１及び押え部材１２２の動作規制が解除される。このようにしてロ
ック解除操作が行われることで、遊技盤ユニット８０が受け部材１２１によって後方から
押され、遊技機前方へ押し出されることとなる。
【００８９】
　再び図４の説明に戻り、樹脂ベース７０において発射レール１１２の左方（詳しくは前
扉枠１４を支持している側）には、樹脂ベース７０を前後方向に貫通する貫通孔に通路形
成部材１３１が配設されている。通路形成部材１３１は、樹脂ベース７０に対してネジ止
めされており、本体側上皿通路１３２と本体側下皿通路１３３とを有している。それら本
体側上皿通路１３２及び本体側下皿通路１３３の上流側は、後述する遊技球分配部に通じ
ている。また、通路形成部材１３１の下方には前扉枠１４に取り付けられた通路形成ユニ
ット５０の受口部５３が入り込んでおり、本体側上皿通路１３２の下方には前扉側上皿通
路５１が配置され、本体側下皿通路１３３の下方には前扉側上皿通路５１が配置されてい
る（図２参照）。
【００９０】
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　樹脂ベース７０において通路形成部材１３１の下方には、本体側上皿通路１３２及び本
体側下皿通路１３３からの遊技球の流出を規制するシャッタ１３４が設けられている。シ
ャッタ１３４は、両通路の出口部分を狭め遊技球の流出を阻止する阻止位置と、遊技球の
流出を許容する許容位置との両位置に切り替え可能な状態で樹脂ベース７０によって支持
されている。また、樹脂ベース７０にはシャッタ１３４を阻止位置に向けて付勢する付勢
部材が取り付けられており、前扉枠１４を内枠１３に対して開いた状態では付勢部材の付
勢力によってシャッタ１３４が阻止位置に留まる構成となっている。これにより、本体側
上皿通路１３２又は本体側下皿通路１３３に遊技球が貯留されている状態で前扉枠１４を
開放した場合に、その貯留球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が回避されている。こ
れに対し、前扉枠１４を閉じた状態では、前扉枠１４の通路形成ユニット５０に設けられ
た受口部５３により上記付勢力に抗してシャッタ１３４が許容位置に押し戻される。この
状態では、本体側上皿通路１３２及び前扉側上皿通路５１と、本体側下皿通路１３３及び
前扉側下皿通路５２とがそれぞれ連通し、遊技球の移動が許容されることとなる。
【００９１】
　次に、図８に基づき内枠１３（樹脂ベース７０及び遊技盤ユニット８０）の背面構成に
ついて説明する。図８は内枠１３の背面図である。
【００９２】
　樹脂ベース７０の背面における回動基端側（図８の右側）には、軸受け金具１３６が取
り付けられている。軸受け金具１３６には、上下に離間させて軸受け部１３７が形成され
ており、これら軸受け部１３７により内枠１３に対して裏パックユニット１５が回動可能
に取り付けられている。
【００９３】
　樹脂ベース７０における遊技盤収容部７３の底部分（後述する対向板部２５１）には樹
脂ベース７０の厚さ方向に貫通し同樹脂ベース７０の背面側に開放された中央開口７４が
形成されており、その中央開口７４が遊技盤収容部７３に収容された遊技盤ユニット８０
によって内枠１３の正面側から覆われている。遊技盤ユニット８０の背面には制御装置等
の各種構成が搭載されており、それら各種構成は中央開口７４を通じて内枠１３の背側に
露出した状態となっている。
【００９４】
　遊技盤ユニット８０の背面には、可変表示ユニット８８を遊技盤ユニット８０に対して
搭載する合成樹脂製の台座部材１４１が固定されている。台座部材１４１は、遊技盤ユニ
ット８０側に開放された略箱状をなしており遊技盤ユニット８０の背面のほぼ全域を覆っ
ている。台座部材１４１の一部は樹脂ベース７０の中央開口７４を通じて同樹脂ベース７
０の背面側に突出しており、その突出した部分に対して上述した図柄表示装置９６と、そ
の図柄表示装置９６を駆動するための表示制御装置とが取り付けられている。これら図柄
表示装置９６及び表示制御装置は前後方向（樹脂ベース７０の厚さ方向）に図柄表示装置
が前側且つ表示制御装置が後側となるように重ねて配置されている。さらに、遊技盤ユニ
ット８０には、表示制御装置の後方に位置するようにして音声ランプ制御装置ユニット１
４２が搭載されている。音声ランプ制御装置ユニット１４２は、音声ランプ制御装置１４
３と、取付台１４４とを具備する構成となっており、取付台１４４上に音声ランプ制御装
置１４３が装着されている。
【００９５】
　音声ランプ制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。
【００９６】
　音声ランプ制御装置ユニット１４２の下方には、台座部材１４１を後方から覆うように
して主制御装置ユニット１６０が設けられている。主制御装置ユニット１６０は、遊技盤
ユニット８０の背面に固定された合成樹脂製の取付台１６１と、その取付台１６１に搭載
された主制御装置１６２とを有している。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る
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機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具
備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１６３に収容されて
構成されている。
【００９７】
　基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックス
ベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベ
ースとボックスカバーとは封印手段としてのボックス封印部１６４によって開封不能に連
結され、これにより基板ボックス１６３が封印されている。ボックス封印部１６４は、基
板ボックス１６３の短辺部に複数設けられ、そのうち少なくとも１つが用いられて封印処
理が行われる。
【００９８】
　ボックス封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成
であれば任意の構成が適用できるが、ボックス封印部１６４を構成する係止孔部に係止ピ
ンを挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようにな
っている。ボックス封印部１６４による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、
また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするもので
あって、一旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数
のボックス封印部１６４のうち、少なくとも１つの係止孔部に係止ピンを挿入することに
より封印処理が行われる。そして、収容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の
検査の際など基板ボックス１６３を開封する場合には、係止ピンが挿入されたボックス封
印部と基板ボックス１６３本体との連結部分を切断する。これにより、基板ボックス１６
３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を取り出すことが
できる。その後、再度封印処理する場合は他の係止孔部に係止ピンを挿入する。基板ボッ
クス１６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１６３に残しておけば、基板ボッ
クス１６３を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。
【００９９】
　基板ボックス１６３と取付台１６１とは台座封印部１６５によって開封不能に連結され
ている。詳しくは、台座封印部１６５は、ボックス封印部１６４と同様に係止孔部及び係
止ピンを有しており、係止孔部に対して係止ピンが挿入されることで基板ボックス１６３
と取付台１６１とが分離不能に結合されるようになっている。これにより、基板ボックス
１６３の不正な取り外しが行われた場合に、その事実を把握しやすくなっている。
【０１００】
　台座部材１４１において遊技盤ユニット８０の背面と対向している部分には、前記一般
入賞口８１、可変入賞装置８２，８３、下作動口８４、右作動口８５の遊技盤開口部に対
応し且つ下流側で１カ所に集合する回収通路が形成されている。これにより、一般入賞口
８１等に入賞した遊技球は何れも回収通路を介して遊技盤ユニット８０の下方に集合する
構成となっている。つまり、台座部材１４１には各種入賞口に入賞した遊技球を回収する
機能が付与されている。
【０１０１】
　遊技盤ユニット８０の下方には後述する排出通路が配されており、回収通路によって遊
技盤ユニット８０の下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される。なお、アウト口８
９についても同様に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球はア
ウト口８９を介して排出通路内に導出される。
【０１０２】
　また、上記回収通路には、遊技盤ユニット８０表側の一般入賞口８１に入賞した遊技球
を検知する入賞口スイッチと、可変入賞装置８２に入賞した遊技球を検知するカウントス
イッチと、作動口８３ａ，８３ｂに入った遊技球を検知する作動口スイッチとが装着され
ており、それら各種スイッチによって入賞検知機構が構成されている。更に、台座部材１
４１において可変表示ユニット８８の左右両側には、スルーゲート８６を通過する遊技球
を検知するゲートスイッチが設けられている。これら各種スイッチは主制御装置１６２に
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対して電気的に接続されており、各スイッチによる検知情報が同主制御装置１６２に出力
される構成となっている。
【０１０３】
　次に、図９及び図１０に基づき裏パックユニット１５について説明する。図９はパチン
コ機１０の背面図、図１０は裏パックユニット１５の正面図である。
【０１０４】
　図９に示すように、内枠１３は裏パックユニット１５によって後方から覆われている。
裏パックユニット１５は、裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して、
払出機構部２０２、排出通路盤及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。
【０１０５】
　裏パック２０１は透明性を有する合成樹脂により成形されており、図１０に示すように
払出機構部２０２などが取り付けられるベース部２１１と、パチンコ機１０後方に突出し
略直方体形状をなす保護カバー部２１２とを有する。保護カバー部２１２は左右側面及び
上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット８８
を囲むのに十分な大きさを有する（図９参照）。
【０１０６】
　ベース部２１１には、その右上部に外部端子板が設けられている。外部端子板には各種
の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管理制御装置に
対して各種信号が出力される。また、ベース部２１１にはパチンコ機１０後方からみて右
端部に上下一対の掛止ピン２１４が設けられており、掛止ピン２１４を内枠１３に設けら
れた前記軸受け部１３７に挿通させることで、裏パックユニット１５が内枠１３に対して
回動可能に支持されている。ベース部２１１には、内枠１３に設けられた固定レバーが挿
通される複数の挿通部２１５が形成されており、固定レバーが挿通部２１５に挿通された
状態にてベース部２１１に後方から当接することにより内枠１３に対して裏パックユニッ
ト１５が固定されている。
【０１０７】
　ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配
設されている。払出機構部２０２には、裏パック２０１の最上部に配されているとともに
上方に開口したタンク２２１が設けられており、遊技ホールの島設備から供給される遊技
球がそのタンク２２１に逐次補給される。タンク２２１の下方には、下流側に向けて緩や
かに傾斜するタンクレール２２２が連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向
に延びるケースレール２２３が連結されている。ケースレール２２３の最下流部には払出
装置２２４が設けられている。払出装置２２４より払い出された遊技球は、当該払出装置
２２４の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて、裏パック２０１のベース部２
１１に固定された遊技球分配部２２５に供給される。
【０１０８】
　遊技球分配部２２５は、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿２８ａ、下皿２
９ａの何れかに振り分けるための機能を有している。
【０１０９】
　＜排出通路と払出装置との関係＞
　本実施の形態においては特に、ケースレール２２３にかかる構成を工夫し、当該ケース
レール２２３を薄型化（左右幅を減縮）することで、遊技盤ユニット８０の大型化（詳し
くは横幅の拡張）に貢献している。以下、図１０及び図１１を参照して、ケースレール２
２３にかかる構成について補足説明する。図１１は図１０のＢ－Ｂ線部分断面図である。
【０１１０】
　図１１に示すように、ケースレール２２３の内部にはタンクレール２２２から流入した
遊技球を払出装置２２４へと案内する案内通路２３１が形成されている。案内通路２３１
は、タンクレール２２２に設けられた払出用の案内通路と同様に前後２列となっている。
つまり、タンクレール２２２からケースレール２２３に流入した遊技球は、前後２列に整
列された状態で払出装置２２４へ案内される構成となっている。
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【０１１１】
　払出装置２２４は、前後２列の案内通路２２１に１対１で対応させて、２つのスプロケ
ット（図示略）を有してなる。スプロケットは払出装置に固定された回転体（軸部材）に
より回動可能に軸支されており、当該スプロケットが回動することで案内通路２２１内に
停留している遊技球が各案内通路２２１から交互に上記遊技球分配部２２５へ送られる構
成となっている。
【０１１２】
　ここで、軸部材については、軸方向が前後方向を向いており、当該軸部材には当該軸体
を駆動させる駆動手段としてのモータ（図示略）が遊技機前方から取り付けられている。
これらの事情から、払出装置２２４については前後方向での幅寸法が左右方向での幅寸法
よりも大きくなっており、払出装置２２４の一部は案内通路２３１に対して遊技機前方に
張り出した状態となっている。
【０１１３】
　ケースレール２２３には、上記２条の案内通路２３１の他に、払出装置２２４を経由さ
せずに、タンクレール２２２からの遊技球をパチンコ機１０から排出する排出通路２３２
が設けられている。排出通路２３２は、案内通路２３１の途中部分（詳しくは払出装置２
２４よりも上流となる部分）から分岐しており、その分岐位置には、遊技球をそのまま案
内通路２３１を流下させる状態と、排出通路２３２へ流入させる状態とに切替可能な切替
部材が配設されている。
【０１１４】
　例えば、払出装置２２４のメンテナンス等を行う場合には、切替部材を操作してタンク
レール２２２から案内通路２３１への遊技球の流入を不可とすることで、タンクレール２
２２からの遊技球が作業の邪魔になることを抑制し、作業効率の向上に貢献することがで
きる。
【０１１５】
　排出通路２３２は案内通路２３１の前方に位置するようにしてそれら案内通路２３１と
並設されている。案内通路２３１と排出通路２３２とを前後に並べて配置することで、そ
れら各通路を左右に並べて配置する場合と比較して、ケースレール２２３の左右幅が大き
くなることを抑えることができる。これにより、上述した払出装置２２４の配置と併せて
払出機構部２０２全体の左右幅を抑えることが可能となり、上述した遊技盤ユニット８０
の大型に貢献している。
【０１１６】
　なお、排出通路２３２については特に、払出装置２２４の前方への張り出し部分を遊技
機前方へ迂回するようにして折れ曲っている。これにより、遊技球が排出通路２２３内を
流下する際にその勢いが過度に大きくなることを回避している。
【０１１７】
　再び図１０の説明に戻り、ベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むよう
にして排出通路盤及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。排出通路盤に
は、制御装置集合ユニット２０４と対向する面に後方に開放された排出通路が形成されて
おり、当該排出通路の開放部は制御装置集合ユニット２０４によって塞がれている。排出
通路は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した回収
通路等から排出通路に導出された遊技球は当該排出通路を通ることでパチンコ機１０外部
に排出される。
【０１１８】
　制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を有し、取付台２４１に
払出制御装置２４２と電源・発射制御装置２４３とが搭載されている。これら払出制御装
置２４２と電源・発射制御装置２４３とは、払出制御装置２４２がパチンコ機１０後方と
なるように前後に重ねて配置されている。
【０１１９】
　払出制御装置２４２においては基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出
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制御基板が収容されており、当該払出制御基板に設けられた状態復帰スイッチ２４５が基
板ボックス２４４外に突出している。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出
エラーの発生時において状態復帰スイッチ２４５が押されると、球詰まりの解消が図られ
るようになっている。
【０１２０】
　電源・発射制御装置２４３は、基板ボックス２４６内に電源・発射制御基板が収容され
ており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され、さ
らに遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われ
る。また、電源・発射制御装置２４３にはＲＡＭ消去スイッチ２４７が設けられている。
本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも
停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになって
いる。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断す
ると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ２４７を押しながら電源を投
入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【０１２１】
　基板ボックス２４４，２４６については、内蔵された各基板を当該基板ボックス２４４
，２４６の外部から視認可能となるように透明性を有する合成樹脂によって形成されてい
る。そして、払出制御基板及び電源・発射制御基板は、一方の板面が各種素子等の搭載面
となっており、他方の板面が半田面となっている。そして、搭載面が遊技機後方を向くよ
うに（半田面が内枠１３側（遊技機前方）を向くように）して配置されることで、メンテ
ナンス等の際に、各制御基板に異常が発生していないか等を目視で容易に確認できる構成
となっている。
【０１２２】
　＜遊技盤ユニット８０の取付構造＞
　ここで、図４、１２及び図１３に基づき遊技盤ユニット８０の取付構造について説明す
る。図１２は内枠１３から遊技盤ユニット８０を取り外した状態を示す斜視図、図１３は
図４のＣ－Ｃ線部分断面図である。
【０１２３】
　遊技盤ユニット８０は、既に説明したように内枠１３の遊技盤収容部７３に対して同内
枠１３の正面側から嵌まっている（図４参照）。図１２に示すように、遊技盤収容部７３
は、遊技盤ユニット８０の背面に対向する平板状の対向板部２５１と、同対向板部２５１
から起立し遊技盤ユニット８０の周縁に沿って延びる周壁部２６１とによって構成されて
いる。対向板部２５１は、その略中央に上述した中央開口７４が形成されており、内枠１
３の正面視において略矩形枠状をなしている。周壁部２６１は、遊技盤ユニット８０にお
ける上下左右の各端面に対して個々に対向する上側壁部２６２，下側壁部２６３，左側壁
部２６４，右側壁部２６５が連なってなり、全体として遊技盤ユニット８０を囲む環状を
なしている。なお、周壁部２６１は中央開口７４を囲むようにして形成されているとも言
える。
【０１２４】
　内枠１３の左側壁部２６４、すなわち前扉枠１４を支持している側の壁部２６４には、
遊技盤ユニット８０の前方への変位を抑える複数のストッパ部２７１が設けられている。
各ストッパ部２７１は、左側壁部２６４の内壁面から遊技盤収容部７３側へ張り出してお
り、遊技盤ユニット８０（詳しくは後述する第２レールカバー４００）に対してパチンコ
機１０の前方から当接している。また、各ストッパ部２７１は、遊技盤収容部７３内に収
められており、前扉枠１４側への突出が抑えられている。
【０１２５】
　それらストッパ部２７１は、遊技盤ユニット８０の上端寄り及び下端寄りとなる位置に
配置されており、遊技盤ユニット８０の変位をバランスよく抑えることが可能となってい
る。ストッパ部２７１の配置に関して補足すれば、上端寄りのストッパ部２７１Ｕは、上
記誘導レール１００において遊技盤ユニット８０の回動基端側に凸となっている部分より
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も上側に配置されており、下端寄りのストッパ部２７１Ｌは同凸となっている部分よりも
下側に配置されている。これにより、ストッパ部２７１及び誘導レール１００を遊技盤ユ
ニット８０の前面側にて好適に共存させ、ストッパ部２７１の採用に起因した遊技領域Ｐ
Ｅの圧迫を抑制している。
【０１２６】
　内枠１３には、左側壁部２６４の先端縁に沿うようにして金属製のプレート部材２８１
が配設されている。プレート部材２８１は、内枠１３の上側枠部１３ａ及び下側枠部１３
ｂの両枠部に跨って延びる長尺状をなしており、同プレート部材２８１の両端部分が内枠
１３の左側枠部１３ｃに対して固定（ネジ止め）されているとともに、同プレート部材２
８１の中間部分が上述したストッパ部２７１に対して固定（ネジ止め）されている。これ
により、内枠１３において外枠１１や前扉枠１４に連結されている部分を補強し、更には
ストッパ部２７１の変形を抑制している。
【０１２７】
　以上詳述したストッパ部２７１と対向板部２５１とによって、遊技盤ユニット８０の一
側部を挿入可能な挿入部２９０が構成されている（図１３参照）。挿入部２９０は、前扉
枠１４の回動基端側に位置し、内枠１３において同前扉枠１４を支持している側とは反対
側からの遊技盤ユニット８０の挿入を許容すべく同内枠１３の回動先端側（右側壁部２６
５側）に開放されている。特にストッパ部２７１と対向板部２５１（詳しくは後述するリ
ブを除いた部分）との隙間寸法は、遊技盤ユニット８０の厚さ寸法よりも大きく設定され
ている。これにより、遊技盤ユニット８０を挿入部２９０に対して斜め前方から挿入可能
とするとともに、同挿入部２９０に挿入された遊技盤ユニット８０を当該挿入部２９０を
中心として回動可能としている。また、挿入部２９０の挿入口を斜め前方に向けることに
より、遊技盤挿入時に遊技盤ユニット８０が前扉枠１４の後方への張出部分や内枠１３の
右側枠部１３ｄ（図１２参照）等に干渉することを抑制している。
【０１２８】
　なお、ストッパ部２７１の先端部において遊技盤ユニット８０と対向している部位には
面取りが施されており、挿入部２９０の入口部分が拡張されている。これにより、上記隙
間寸法を大きくし、遊技盤ユニット８０を斜めに挿入する際のストッパ部２７１と遊技盤
ユニット８０との引っ掛かりを抑制している。
【０１２９】
　挿入部２９０（ストッパ部２７１群）の下方、詳しくは内枠１３において左側壁部２６
４と下側壁部２６３とが交わる位置には（図１２参照）、挿入部２９０に挿入された遊技
盤ユニット８０を仮置き可能な仮置き部１３５が設けられている。仮置き部１３５は、上
記通路形成部材１３１に形成され、挿入部２９０側（上方）を向く面状をなしている。な
お、仮置き部１３５は、必ずしも通路形成部材１３１に形成する必要はなく、樹脂ベース
７０に形成することも可能である。
【０１３０】
　仮置き部１３５は、遊技盤収容部７３の下側壁部２６３よりも上側に位置しているとと
もに、遊技盤ユニット８０の下端部に対して対向している。一方、遊技盤ユニット８０に
おける回動基端側の下隅部にはこの仮置き部１３５に対応した切欠き部９５が形成されて
いる（図５参照）。遊技盤ユニット８０を挿入部２９０に挿入し回動させる場合には、こ
の仮置き部１３５に対して遊技盤ユニット８０の切欠き部９５が仮置き（一時的に載置）
されることで同遊技盤ユニット８０の重量の少なくとも一部が内枠１３の樹脂ベース７０
によって支えられることとなる。これにより、遊技盤ユニット８０を装着する際の作業負
担を減らし、遊技盤ユニット８０の回動操作の容易化を図っている。
【０１３１】
　また、仮置き部１３５は、挿入部２９０よりも同挿入部２９０の開放先側に延びている
。これにより、挿入部２９０に挿入する前に遊技盤ユニット８０を仮置き可能となってお
り、更なる作業の容易化に貢献している。
【０１３２】
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　遊技盤ユニット８０を着脱する際には、内枠１３の正面側から作業が行われる。この際
、言うまでも無く前扉枠１４が開放された状態で作業が行われる。ここで、開放された前
扉枠１４と遊技盤ユニット８０及び挿入部２９０との位置関係について図１４に基づき補
足説明する。図１４は、開放された前扉枠１４と遊技盤ユニット８０及び挿入部２９０と
の位置関係を示す概略図である。
【０１３３】
　図１４に示すように、前扉枠１４は内枠１３に設けられた上記支持金具７１，７２によ
って回動可能に軸支されており、この軸支された部分（回動中心軸線ＣＬ）を中心として
開閉される構成となっている。支持金具７２には前扉枠１４の最大開放位置を規定する規
定部７２ａが形成されている。前扉枠１４が開放され、規定部７２ａに対して当たった場
合には、それ以上の開放が不可となる。本実施の形態においては、前扉枠１４の最大開放
量が凡そ１００°に設定されている。これは、パチンコ機１０がホール等の島設備に設置
された状態にて前扉枠１４が開放された場合に、隣接して設けられた他の遊技機等に対し
て同前扉枠１４が干渉しないように、また隣接する遊技機での遊技を妨げないようにする
ための工夫である。なお、前扉枠１４の最大開放量は１００°に限定されるものではない
。少なくとも遊技盤ユニット８０の着脱が許容される範囲であれば任意に設定してよい。
【０１３４】
　前扉枠１４の回動中心軸線ＣＬは同前扉枠１４の前面寄りに位置しており、前扉枠１４
を閉じた状態にて内枠１３の内側に当該前扉枠１４の回動基端部分が嵌まり込む構成とな
っている。これにより、前扉枠１４と内枠１３との境界部位（特に前扉枠１４の回動基端
側の境界部位）を介して不正具が挿入されるといった不都合を生じにくくし、防犯機能の
強化を図っている。
【０１３５】
　この回動中心軸線ＣＬの後方に上記挿入部２９０が配置されている。前扉枠１４は所定
の厚さを有しているため、上述の如く最大開放位置まで開放された場合であってもその背
面の一部が挿入部２９０よりも右側（前扉枠１４を支持している側とは反対側）に張り出
した状態となる。挿入部２９０は、その張出部分よりも奥まった位置に存在しているもの
の、遊技盤ユニット８０を出し入れする際に当該遊技盤ユニット８０の通過する軌道ＰＬ
と前扉枠１４との干渉が回避されるようにしてその挿入口の向きが定められている。これ
により、遊技盤ユニット８０を装着する際の前扉枠１４の張り出し部分と遊技盤ユニット
８０との干渉が抑えられている。
【０１３６】
　＜遊技盤ユニット８０の支持機構＞
　本実施の形態においては特に、遊技盤ユニット８０を着脱する際の同遊技盤ユニット８
０の姿勢を安定させて着脱軌道のばらつきを抑える工夫が施されている。以下、図１２及
び図１５を参照して、当該工夫にかかる構成について説明する。図１５は遊技盤ユニット
８０の部分拡大図である。なお、図１５においては、内枠１３にかかる構成を２点鎖線に
よって表示している。
【０１３７】
　遊技盤８０ａの前面側には、外レール１０２の一部を遊技領域ＰＥとは反対側から覆う
ようにしてレールカバー３００が設けられている。レールカバー３００は、遊技盤８０ａ
の前面に面当たりするようにして形成された平板状のベース部３０１と、ベース部３０１
から正面側へ起立し外レール１０２に沿って延びる起立部３０２とを有してなり、ベース
部３０１が遊技盤８０aにネジ止めされることで、当該遊技盤８０ａと一体化されている
。レールカバー３００のベース部３０１については、遊技盤ユニット８０が内枠１３に装
着された状態にて、遊技盤８０ａの端部とともに上記挿入部２９０内に入り込んでおり、
同ベース部３０１の前面がストッパ部２７１に当接している。
【０１３８】
　なお、本実施の形態においては、挿入部２９０の前後幅寸法が、遊技盤８０aにおいて
挿入部２９０に挿入されている部分の厚さ寸法とレールカバー３００（詳しくはベース部
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３０１）の厚さ寸法との和よりも僅かに小さく設定されている。このため、遊技盤ユニッ
ト８０が装着完了位置に配置した状態では、遊技盤ユニット８０が挿入部２９０に対して
強干渉した状態となる。このように、挿入部２９０に対して遊技盤ユニット８０を強干渉
させることにより、回動基端側での遊技盤ユニット８０の前後位置のばらつきを抑えてい
る。
【０１３９】
　レールカバー３００（起立部３０２）の上端部は上側のストッパ部２７１Ｕよりも僅か
に上方に位置しており、当該上端部には遊技機前方に延びるアーム部３０３が形成されて
いる。アーム部３０３は上記ストッパ部２７１の上面２７２と若干の隙間を挟んで対向し
ており、その対向している部分にはストッパ部２７１側に凸となる突起３０４が形成され
ている。この突起３０４に対応させてストッパ部２７１の上面２７２には下方に凹んだ受
け部２７５が形成されている。受け部２７５と突起３０４とが係合することで、遊技盤ユ
ニット８０が突起３０４（受け部２７５）を中心として回動可能となる。かかる構成とす
ることにより、遊技盤ユニット８０を着脱する際の姿勢が安定し、着脱軌道のばらつきが
抑えられている。
【０１４０】
　なお、突起３０４において挿入部２９０側を向いている部分にはアーム部３０３の先端
部分から根元部分に向けて下り傾斜する傾斜面３０５が形成されており、遊技盤ユニット
８０を挿入部２９０に挿入する際には傾斜面３０５がストッパ部２７１の上面２７２及び
側面２７３の境界部位に当たる。これにより、アーム部３０３がその根元部分（起立部３
０２と繋がっている部分）を基端として撓み変形し、突起３０４がストッパ部２７１の上
面２７２へと導かれる。この後、アーム部３０３が弾性力によって変形前の状態に復帰す
ることにより、突起３０４が受け部２７５に係合することとなる（引っ掛かることとなる
）。このようにして突起３０４が受け部２７５に引っ掛かることにより、挿入部２９０か
らの遊技盤ユニット８０の脱落が阻止される。
【０１４１】
　既に説明したように、突起３０４が受け部２７５に対して引っ掛かっている状態では、
遊技盤ユニット８０がそれら突起３０４及び受け部２７５の引っ掛かり位置よりも回動先
端側にて仮置き部１３５に載っている。つまり、遊技盤ユニット８０が仮置き部１３５に
よって支えられた状態にて、遊技盤ユニット８０の脱落が阻止されている。これにより、
遊技盤ユニット８０の重さ等による負荷が突起３０４や受け部２７５に集中することを好
適に回避している。
【０１４２】
　以上詳述したように、遊技盤ユニット８０を遊技機前方から装着可能とすることで、メ
ンテナンス等の際の遊技盤ユニット８０の着脱作業の容易化が図られている。そして、本
実施の形態においては、更なる作業性の向上を図るべく遊技盤ユニット８０を内枠１３に
対して着脱することで遊技盤ユニット８０と内枠１３とが電気的に接続／分離される構成
が採用されている。以下、図１６を参照して、遊技盤ユニット８０と内枠１３とを電気的
に接続するための接続機構について説明する。図１６は接続機構及びそれに関連する構成
を示す水平断面図（図４のＤ－Ｄ線部分断面図）である。
【０１４３】
　＜コネクタ接続機構＞
　図１６に示すように、接続機構は、内枠１３側に設けられた内枠側コネクタ４０１，４
０２と、遊技盤ユニット８０側に設けられた遊技盤側コネクタ４５１，４５２とを有し、
遊技盤ユニット８０が装着完了位置に配置されることで遊技盤側コネクタ４５１，４５２
と内枠側コネクタ４０１，４０２とが接続され、遊技盤ユニット８０が取り外されること
で遊技盤側コネクタ４５１，４５２と内枠側コネクタ４０１，４０２との接続が解除され
る構成となっている。
【０１４４】
　先ず、図１７及び図１８を参照して、内枠側コネクタ４０１，４０２にかかる構成につ
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いて説明する。図１７は内枠１３から接続機構にかかる構成を取り外した状態を示す分解
斜視図、図１８は図４のＥ－Ｅ線部分断面図である。なお、図１８においては説明の便宜
上、遊技盤ユニット８０にかかる構成を省略している。
【０１４５】
　図１７に示すように、内枠側コネクタ４０１，４０２は、それら各内枠側コネクタ４０
１，４０２に１対１で対応させて設けられたコネクタ用基板４１１，４１２に個別に取り
付けられている。コネクタ用基板４１１，４１２は、一方の板面が内枠側コネクタ４０１
，４０２の搭載面４１１ａ，４１２ａ、他方の板面が半田面となっており、搭載面４１１
ａ，４１２ａが遊技機正面側を向くようにして配設されている。
【０１４６】
　コネクタ用基板４１１，４１２の取付構造について説明すると、樹脂ベース７０におい
て遊技盤ユニット８０の回動先端部に対応する部分（詳しくは下側壁部２６３と右側壁部
２６５との境界付近）に、コネクタ用基板４１１，４１２を収容可能な基板取付ベース４
１５が配設されている。
【０１４７】
　基板取付ベース４１５は、遊技機後方に開放された略箱状をなしており、その下側半分
が樹脂ベース７０の背面に後方から対向し、上側半分が周壁部２６１を越えて中央開口７
４側へ突出するようにして樹脂ベース７０に固定されている。基板取付ベース４１５の前
面部（底部４１６）において中央開口７４側に突出している部分には、前後に開放された
開放部４１７，４１８が左右横並びとなるようにして形成されている。これら各開放部４
１７，４１８は内枠側コネクタ４０１，４０２に１対１で対応しており、コネクタ用基板
４１１，４１２が底部４１６に対して遊技機背面側から取り付けられることで、内枠側コ
ネクタ４０１，４０２がそれら開放部４１７，４１８を通じて遊技機前方に露出した状態
となっている（図１８参照）。
【０１４８】
　より詳しくは、底部４１６にはコネクタ用基板４１１を取り付けるための取付部４２１
と、コネクタ用基板４１２を取り付けるための取付部４２２とが夫々設けられており、各
コネクタ用基板４１１，４１２を個別に取り付け可能となっている。取付部４２２は、遊
技機斜め前方（前扉枠１４の回動先端側）を向くようにして傾斜する面状をなしており、
これら取付部４２２に対してコネクタ用基板４１２が面当たりすることで、それら各コネ
クタ用基板４１１，４１２の向きが僅かに異なる構成となっている。かかる構成について
の詳細は後述する。なお、各コネクタ用基板４１２については、遊技機斜め前方を向いて
いるものの、その前後位置（詳しくは内枠側コネクタ４０１，４０２の前後位置）につい
てはほぼ同じになっている。これにより、遊技機におけるコネクタの占有領域が上下／左
右に拡がることを抑制している。
【０１４９】
　上述したように、内枠側コネクタ４０１，４０２を斜め前方を向くように傾けつつ前後
位置を揃えることで、詳細については後述するがそれら内枠側コネクタ４０１，４０２と
対を成す遊技盤側コネクタ４５１，４５２についても同様の配置が実現できる。遊技盤ユ
ニット８０の背面には、遊技盤側コネクタ４５１，４５２以外にも可変表示ユニット８８
や制御装置１４３，１６２等の各種構成が搭載される。遊技盤８０ａの左右／上下の大き
さに限りがある点を考慮すれば、上述したように遊技盤ユニット８０の背面側にてコネク
タの占有領域をできるだけ小さくすることができ、周辺構成とコネクタとを好適に共存さ
せることができる。
【０１５０】
　コネクタ用基板４１１，４１２には、内枠側コネクタ４０１，４０２の下方に位置する
ようにして中継コネクタ４０３，４０４が併設されている。コネクタ用基板４１１，４１
２が基板取付ベース４１５に取り付けられた状態では、内枠側コネクタ４０１，４０２が
開放部４１７，４１８を通じて遊技機正面側に露出している一方で、中継コネクタ４０３
，４０４は基板取付ベース４１５とコネクタ用基板４１１，４１２とによって囲まれるこ
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とで同基板取付ベース４１５の外部への露出が抑えられている。中継コネクタ４０３，４
０４については、遊技球発射機構１１０等から延びる配線に設けられたコネクタ（例えば
発射機構側コネクタ）に接続されており、その接続箇所については、外部からのアクセス
が妨げられている。これにより、防犯性の向上が図られている。
【０１５１】
　ここで、内枠側コネクタ４０１，４０２については、中継コネクタ４０３，４０４と比
較して、露出している部分が多い。しかしながら、このような露出については、遊技盤ユ
ニット８０を装着完了位置に配置することで回避されるように工夫が施されている。
具体的には、図１６に示すように、遊技盤ユニット８０が装着完了位置に配置されて内枠
側コネクタ４０１，４０２と遊技盤側コネクタ４５１，４５２が接続された状態では、遊
技盤ユニット８０（詳しくは後述する台座等）によって内枠側コネクタ４０１，４０２の
露出部分が覆われることとなる。つまり、遊技盤ユニット８０を装着することで、コネク
タに対する防犯機能が飛躍的に向上することとなる。これにより、内枠側コネクタ４０１
，４０２の露出を許容して遊技盤側コネクタ４５１，４５２との接続を許容したとしても
、それに起因して防犯機能が低下することを抑制することができる。
【０１５２】
　内枠側コネクタ４０１，４０２は、全体として横長となるように形成された合成樹脂製
のコネクタ本体４０６，４０７と、コネクタ本体４０６，４０７の長手方向（水平方向）
に並べて設けられた複数の接続端子４０８，４０９とによって構成されている。ここで、
図１６、図１９及び図２０を参照して、内枠側コネクタ４０１，４０２（接続端子４０８
，４０９）の向きについて補足説明する。図１９は各コネクタの接続態様を示す概略図、
図２０は遊技盤ユニット８０の着脱時のコネクタの移動経路を示す概略図である。
【０１５３】
　なお、以下の説明においては、両内枠側コネクタ４０１，４０２のうち遊技盤ユニット
８０が装着された状態にて同遊技盤ユニット８０の回動先端部側（右側）に位置する一方
を「第１内枠側コネクタ４０１」、回動基端部側（左側）となる他方を「第２内枠側コネ
クタ４０２」と称し、上記両遊技盤側コネクタ４５１，４５２のうち第１内枠側コネクタ
４０１に対応するものを「第１遊技盤側コネクタ４５１」、第２内枠側コネクタ４０２に
対応するものを「第２遊技盤側コネクタ４５２」と称する。
【０１５４】
　図１９に示すように、第１内枠側コネクタ４０１は、遊技盤ユニット８０の回動中心部
を構成する受け部２７５よりも後方に配置されている。遊技盤ユニット８０の回動中心部
（受け部２７５）を中心として第１内枠側コネクタ４０１及び第１遊技盤側コネクタ４５
１の接続箇所（以下、第１接続箇所ＣＰ１という）を通過する第１仮想円ＦＣ１を想定し
た場合には、当該第１接続箇所ＣＰ１の中央部分を通過する第１仮想円ＦＣ１の接線（以
下、第１接線ＴＬ１という）が遊技機の斜め前方（右斜め前方）を向いている。これに合
せて、コネクタ本体４０６の挿入口４０６ａの向きと、第１内枠側コネクタ４０１の接続
端子４０８の向きとが第１接線ＴＬ１と同じ方向となるように上記取付部４２１（図１６
等参照）が形成されている。
【０１５５】
　このように、第１内枠側コネクタ４０１が斜め前方を向くように配置したことに合せて
、第１遊技盤側コネクタ４５１を斜め後方を向くように配置している。具体的には、第１
遊技盤側コネクタ４５１のコネクタ本体４５６の挿入部４５６ａの向きと、接続端子４５
８の向きとが第１接線ＴＬ１と同じ方向となるようにして第１遊技盤側コネクタ４５１が
配置されている。
【０１５６】
　第２内枠側コネクタ４０２についても第１内枠側コネクタ４０１と同様に、遊技盤ユニ
ット８０の回動中心部を構成する受け部２７５よりも後方に配置されている。遊技盤ユニ
ット８０の回動中心部（受け部２７５）を中心として第２内枠側コネクタ４０２及び第２
遊技盤側コネクタ４５２の接続箇所（以下、第２接続箇所ＣＰ２という）を通過する第２
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仮想円ＦＣ２を想定した場合には、当該第２接続箇所ＣＰ２の中央部分を通過する第２仮
想円ＦＣ２の接線（以下、第２接線ＴＬ２という）が遊技機の斜め前方（右斜め前方）を
向いている。これに合せて、コネクタ本体４０７の挿入口４０７ａの向きと、接続端子４
０９の向きとが第２接線ＴＬ２と同じ方向となるように上記取付部４２２が形成されてい
る。
【０１５７】
　このように、第２内枠側コネクタ４０２を斜め前方を向くように配置したことに合せて
、第２遊技盤側コネクタ４５２を斜め後方を向くように配置している。具体的には、第２
遊技盤側コネクタ４５２のコネクタ本体４５７の挿入部４５７ａと接続端子４５９の向き
とが第２接線ＴＬ２と同じ方向となるように上記取付部４２２（図１６等参照）が形成さ
れている。
【０１５８】
　つまり、両第１コネクタ４０１，４５１が接続され、両第２コネクタ４０２，４５２が
接続された状況下にて、第１内枠側コネクタ４０１のコネクタ本体４０６と第１遊技盤側
コネクタ４５１のコネクタ本体４５６との結合面が第１接線ＴＬ１と同じ方向を向き、第
２内枠側コネクタ４０２と第２遊技盤側コネクタ４５２との結合面が第２接線ＴＬ２と同
じ方向を向くように構成されている。
【０１５９】
　本実施の形態においては、遊技盤ユニット８０を回動させて内枠１３に対して着脱する
構成となっている。このため、遊技盤ユニット８０の回動時に遊技盤側コネクタ４５１，
４５２が通過する軌道は円弧状をなす（図２０参照）。上述したように、内枠側コネクタ
４０１，４０２及び遊技盤側コネクタ４５１，４５２の向きを設定することにより、接続
の円滑化を実現するだけでなく、接続時及び接続完了状態にて各コネクタ４０１，４０２
，４５１，４５２に歪等が生じることを抑制している。
【０１６０】
　コネクタを横に並べて配置しているため、遊技盤ユニット８０の回動中心部から各接続
箇所ＣＰ１，ＣＰ２までの距離寸法に差が生じている。つまり、第１仮想円ＦＣ１の半径
寸法Ｒ１と第２仮想円ＦＣ２の半径寸法Ｒ２とが相違している。このため、第１接線ＴＬ
１と、第２接線ＴＬ２とは平行とならず、前後方向に対する傾きは第１接線ＴＬ１よりも
第２接線ＴＬ２のほうが大きくなっている。これに合せて、第２内枠側コネクタ４０２の
遊技機側方への傾きも第１内枠側コネクタ４０１の遊技機側方への傾きよりも大きくなっ
ている。つまり、遊技盤ユニット８０の回動中心部寄りに配置されている第２内枠側コネ
クタ４０２のほうが、より遊技機側方へ向いた状態となっている。
【０１６１】
　接続にかかる構成（コネクタ）を複数の組合せに分けて、各コネクタの向きを個々に設
定することで、コネクタ接続時にコネクタ同士の強干渉が生じて同コネクタに歪等の不都
合が生じることを回避している。特に、コネクタがある程度の横幅を有している場合には
、接線からコネクタの端部までの距離が大きくなることで、理想的な接線の傾きと現実の
接線の傾きとの差が大きくなる。このため、大型のコネクタを採用した場合には、上記干
渉の発生を抑えることが困難になると想定される。この点、本実施の形態においては、コ
ネクタを複数に分けてコネクタの大型化を抑えることで、そのような不都合の発生を抑制
している。
【０１６２】
　また、第２内枠側コネクタ４０２の横幅Ｗ２が第１内枠側コネクタ４０１の横幅Ｗ１よ
りも小さく設定されている。上述したコネクタ同士の干渉度合いは、回動中心部に近づく
にしたがって大きくなりやすい。そして、上述したようなコネクタの向きの調整を行った
場合には、コネクタの左右の端部に生じる誤差が大きくなりやすい。そこで、横幅が相対
的に小さい一方を回動中心部側、横幅が相対的に大きい他方を回動先端部側となるように
配置することで、上記誤差の影響が強くなることを回避している。
【０１６３】
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　＜遊技盤側コネクタ４５１，４５２の取付構造＞
　次に、図２１及び図２２を参照して遊技盤側コネクタ４５１，４５２の取付構造につい
て説明する。図２１は遊技盤ユニット８０から接続機構にかかる構成を取り外した状態を
示す分解斜視図、図２２（ａ）は遊技盤ユニット８０の背面図、図２２（ｂ）は図２２（
ａ）のＦ－Ｆ線部分断面図である。
【０１６４】
　図２１に示すように、遊技盤ユニット８０の背面には、遊技盤側コネクタ４５１，４５
２を遊技盤ユニット８０に取り付けるための中間部材として台座４６１が設けられている
。台座４６１は、遊技盤ユニット８０の下側隅部、詳しくは遊技盤ユニット８０の回動先
端側の端部であって上述した右側可変入賞装置８３の下方に位置し、上記回収通路１５１
が形成された回収板１５０と横並びとなるようにして配設されている。
【０１６５】
　台座４６１は、遊技盤ユニット８０の背面に隙間を隔てて対向する対向部４６２を有し
ている。対向部４６２は、遊技盤ユニット８０の幅方向に延びる長板状をなしており、同
幅方向における一方の端部（回収板１５０とは反対側の端部）には、遊技盤ユニット８０
の背面側に延びる脚部４６３が形成さている。一方、対向部４６２の他方の端部（回収板
１５０側の端部）には、回収板１５０から後方に突出した突出部１５２が挿入される挿入
部４６４が形成されている。脚部４６３が遊技盤ユニット８０にネジ止めされ、挿入部４
６４と突出部１５２とが係合することで、台座４６１が遊技盤ユニット８０に一体化され
ている。
【０１６６】
　対向部４６２には、第１遊技盤側コネクタ４５１が挿通される開口部４６６と、第２遊
技盤側コネクタ４５２が挿通される開口部４６７とが夫々形成されており、対向部４６２
に対して遊技盤ユニット８０側（遊技機前方）から両遊技盤側コネクタ４５１，４５２が
挿通されている。これにより、遊技盤側コネクタ４５１，４５２の接続部分が、遊技盤ユ
ニット８０の後方に露出した状態となっている。
【０１６７】
　図２２（ｃ１），（ｃ２）の概略図に示すように、対向部４６２、脚部４６３、突出部
１５２は撓み変形（弾性変形）可能に形成されており、それら各部位成が弾性変形するこ
とで、遊技盤側コネクタ４５１，４５２の位置や姿勢（向き）を変化させることが可能な
っている。
【０１６８】
　このため、遊技盤ユニット８０を着脱する際に、遊技盤側コネクタ４５１，４５２と内
枠側コネクタ４０１，４０２とが衝突した場合には、同衝突によって発生する衝撃が上記
弾性変形によって緩和される。
【０１６９】
　また、遊技盤ユニット８０が回動式となっているため、遊技盤側コネクタ４５１，４５
２及び内枠側コネクタ４０１，４０２の接続が開始された初期（コネクタ本体同士の結合
初期段階）と接続が完了する終期（コネクタ本体同士の結合完了段階）とでは理想となる
接続方向と現実の接続方向との間にズレが生じる。より具体的には、上述したように遊技
盤側コネクタ４５１，４５２と内枠側コネクタ４０１，４０２との向きを遊技機斜め前方
に傾けて、各接線ＴＬ１，ＴＬ２と一致させたとしても、それは接続が完了した状態での
ことであり、接続が完了する前は遊技盤側コネクタ４５１，４５２の向きと、内枠側コネ
クタ４０１，４０２の向きとが完全に一致するものではない。つまり、遊技盤側コネクタ
４５１，４５２と内枠側コネクタ４０１，４０２とが接続を開始した初期は、それら各コ
ネクタの向きに若干のズレが生じていることとなる。
【０１７０】
　この点、本実施の形態においては、図２２（ｃ３）の概略図に示すように対向部４６２
等の弾性変形によって遊技盤側コネクタ４５１，４５２の姿勢（向き）を変化させること
ができる。故に、接続開始時に遊技盤側コネクタ４５１，４５２や内枠側コネクタ４０１
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，４０２に歪が発生することを回避可能となっている。これにより、利便性の向上を図り
つつ、それに起因してコネクタ本来の接続機能が損なわれることを抑制することができる
。
【０１７１】
　また、本実施の形態においては、遊技盤側コネクタ４５１，４５２が上述した接続方向
と直交する方向、すなわち遊技盤側コネクタ４５１，４５２の接続端子４５８，４５９が
向いている方向と直交する方向へ変位可能な状態で保持されている。つまり、遊技盤ユニ
ット８０に対して上下・左右への相対変位が許容された状態で遊技盤側コネクタ４５１，
４５２が保持されている。
【０１７２】
　更に、遊技盤側コネクタ４５１，４５２において内枠側コネクタ４０１，４０２に挿入
される先端部分（挿入部４５６ａ，４５７ａ）及び内枠側コネクタ４０１，４０２の挿入
口４０６a，４０７ａには、遊技盤ユニット８０の装着完了位置への移動に伴って遊技盤
側コネクタ４５１，４５２を適正な接続位置に向けて誘導する誘導傾斜部が形成されてい
る。遊技盤ユニット８０については回動可能となっているため、その回動先端側では、上
下方向や左右方向での位置ばらつきが大きくなると想定される。そこで、遊技盤側コネク
タ４５１，４５２を可変式とし、遊技盤ユニット８０の移動に併せてコネクタ同士の位置
調整を行う構成とすることで、そのような位置ばらつきを許容しやすくなっている。
【０１７３】
　遊技盤ユニット８０が装着完了位置に配置され、遊技盤側コネクタ４５１，４５２と内
枠側コネクタ４０１，４０２との接続が完了した後、すなわちコネクタ本体４０６，４０
７とコネクタ本体４５６，４５７の結合が完了した後は、各コネクタの向きと接続方向と
が一致する。これにより、仮に接続（結合）初期にコネクタ間に歪等が発生している場合
であっても接続（結合）完了位置への到達に伴い、両コネクタの向きが一致することで当
該歪が解消されることとなる。このような歪を許容すべく上述した台座４６１の変形が生
じている場合であっても、当該変形が不要となり、対向部４６２等に蓄えられた弾性力に
よって台座４６１等が元の状態に復帰することとなる。故に、対向部４６２と遊技盤ユニ
ット８０との隙間が元の大きさに戻ることとなる。
【０１７４】
　遊技盤側コネクタ４５１，４５２が可変式であるのに対して、内枠側コネクタ４０１，
４０２については固定式となっている。つまり、少なくともコネクタ接続時に内枠側コネ
クタ４０１，４０２の位置や姿勢が変化することはない。コネクタ接続が完了した場合に
は、内枠側コネクタ４０１，４０２によって遊技盤側コネクタ４５１，４５２の位置や姿
勢が規制されることとなるため、都度の接続時の遊技盤側コネクタ４５１，４５２の姿勢
等にばらつきが生じることを抑制することができる。これにより、過度に大きな変形を許
容する構造が不要となり、更には台座４６１にかかる負担を軽減することが可能となる。
【０１７５】
　本実施の形態においては、遊技盤側コネクタ４５１，４５２の上方には、上述した右側
可変入賞装置８３が位置しており、当該右側可変入賞装置８３から排出された遊技球が対
向部４６２と遊技盤ユニット８０との間を通るようにして落下する構成となっている。つ
まり、上記隙間は遊技中には遊技球用の通路として機能し、遊技中以外（詳しくは遊技盤
ユニット８０の着脱時）には緩衝用の変形領域として機能する。これのように状況に応じ
て同じ隙間が異なる機能を発揮する構成とすることで、球通路とコネクタとを遊技盤ユニ
ット８０の背面という限られた領域内にて共存させることが可能となっている。
【０１７６】
　特に、上記隙間を過度に大きくして遊技球の通過領域を常に確保する必要がないため、
遊技盤側コネクタ４５１，４５２にかかる構成（特に台座４６１）が無駄に大型化するこ
とを抑えることができる。
【０１７７】
　以上詳述したように、遊技盤ユニット８０を着脱することで遊技盤ユニット８０と内枠
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１３とが電気的に接続される構成とすれば、作業者が遊技盤ユニット８０を着脱する際に
別途コネクタの接続／解除作業を行う必要がなくなる。これにより、作業性の向上が図ら
れている。
【０１７８】
　しかしながら、遊技盤ユニット８０の変位に基づいて遊技盤側コネクタ４５１，４５２
と内枠側コネクタ４０１，４０２とが接続される構成においては、遊技盤ユニット８０が
勢いよく装着完了位置に向けて移動した場合に、コネクタ同士が接触すると、当該コネク
タに加わる衝撃が大きくなると想定される。遊技盤ユニット８０がある程度の重量がある
ことを考慮すれば、このような衝撃については、無視できない大きさになり得る。そして
、このような衝撃に耐えることができるようにコネクタの構造やその取付構造等を工夫し
ようとすれば、コネクタの小型化や配置領域の減縮等が難しくなると想定される。
【０１７９】
　そして、如何に上述した各種構成により、遊技盤側コネクタ４５１，４５２と内枠側コ
ネクタ４０１，４０２とを円滑に接続させようとしても、コネクタ４０１，４０２，４５
１，４５２やそれに付随する構成に変形や破損等が生じることで、当該円滑化機能が上手
く発揮されなくなると想定される。そこで、本実施の形態においては、そのような不都合
の発生を抑えるために幾つかの工夫が施されている。具体的には、（１）遊技盤ユニット
８０の装着時の姿勢を更に安定させることでコネクタ同士の相対位置のずれを抑える構成
、（２）コネクタの接続が開始される前に遊技盤ユニット８０の装着完了位置に向けた変
位を抑えて遊技盤ユニット８０の勢いを弱める構成が採用されている。以下、これらの構
成について説明する。
【０１８０】
　＜遊技盤用の姿勢制御＞
　先ず、図２３を参照して工夫（１）にかかる構成について説明する。図２３は、遊技盤
ユニット８０装着時の様子を示す概略図である。
【０１８１】
　樹脂ベース７０において中央開口７４の下端縁に沿う部分には、既に説明したように左
右に延びる平面状の下側壁部２６３が形成されている。下側壁部２６３は上方を向いてお
り、遊技盤ユニット８０が装着完了位置に配置された状態では当該下側壁部２６３上に遊
技盤ユニット８０が載ている。つまり、下側壁部２６３には遊技盤ユニット８０が載置さ
れる載置部としての機能が付与されている。
【０１８２】
　遊技盤ユニット８０の一端部を上記挿入部２９０へ挿入した状態では、遊技盤ユニット
８０が上記仮置き部１３５に載った状態となっており、下側壁部２６３と遊技盤ユニット
８０との接触が回避されている。遊技盤ユニット８０の下面と切欠き部９５の下面との高
低差は、仮置き部１３５の上面と下側壁部２６３との高低差よりも大きく設定されている
。このため、遊技盤ユニット８０を装着完了位置に向けて回動させると、遊技盤ユニット
８０の下端部が下側壁部２６３に乗り上げた状態となり、これに併せて遊技盤ユニット８
０が仮置き部１３５から離間することとなる。
【０１８３】
　遊技盤ユニット８０の装着完了位置に向けた回動を継続すると、遊技盤ユニット８０の
下面と下側壁部２６３との接触範囲が大きくなる。そして、内枠側コネクタ４０１，４０
２の前方にて遊技盤ユニット８０の下面と下側壁部２６３との接触が確保された後に遊技
盤側コネクタ４５１，４５２と内枠側コネクタ４０１，４０２との接続が開始されること
となる。つまり、コネクタの接続が開始される時点では、少なくとも遊技盤ユニット８０
（詳しくは回動先端部）の上下位置のばらつきが抑えられた状態となり、コネクタ同士の
接続が円滑に行われやすくなる。
【０１８４】
　＜遊技盤用の減勢機構＞
　次に、同じく図２３を参照して工夫（２）にかかる構成について説明する。
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【０１８５】
　既に説明したように、樹脂ベース７０には遊技盤ユニット８０の取り外しを規制する規
制手段としてロック装置７９が設けられており、ロック装置７９は遊技盤ユニット８０の
背面に当接する上記受け部材１２１を有している。遊技盤ユニット８０を装着完了位置に
向けて移動させる場合には、遊技盤ユニット８０が受け部材１２１に当たる。受け部材１
２１はコイルバネ１２４によって遊技機前方に付勢されており、更には当該受け部材１２
１に連動するロック部材１２５が解除位置に存在している。このため、受け部材１２１に
当たった遊技盤ユニット８０に対してコイルバネ１２４の付勢力及びピン部材１２８と解
除側係合部１２７aとの係合力が遊技盤ユニット８０の移動を妨げる抗力として作用する
こととなる。つまり、遊技盤ユニット８０の勢いがロック装置７９によって低減される。
【０１８６】
　特に、同抗力が十分に大きく設定されており、過度に大きな操作力が加わった場合を除
き遊技盤ユニット８０を受け部材１２１に当接した位置で一旦停止させることが可能とな
っている。なお、本実施の形態においてはロック装置７９が「減勢機構」に相当する。
【０１８７】
　遊技盤ユニット８０の勢いが弱められた後は、再び遊技盤ユニット８０を上記抗力に逆
らうようにして装着完了位置に向けて押すことで、徐々に当該抗力が大きくなる。そして
、上記ピン部材１２８が凸部１２７ｃの頂部を乗り越える瞬間に抗力が最大となり、頂部
を乗り越えることで、ピン部材１２８とロック時用係合部１２７ｂとが係合することとな
る。
【０１８８】
　ここで、遊技盤側コネクタ４５１，４５２と内枠側コネクタ４０１，４０２とは、遊技
盤ユニット８０と受け部材１２１とが当たって遊技盤ユニット８０の勢いが弱められた後
に接続を開始することとなる。つまり、遊技盤ユニット８０が装着完了位置へ向けて押し
込まれる等した場合には、その勢いを保ったまま遊技盤側コネクタ４５１，４５２と内枠
側コネクタ４０１，４０２とが当たることが回避され、少なくとも装着完了位置へ向けた
遊技盤ユニット８０の勢いを弱めた状態でコネクタ同士の接続が開始される。これにより
、コネクタ同士が勢いよく衝突するといった不都合を生じにくくしている。
【０１８９】
　また、ロック装置７９は遊技機正面視にてコネクタ４０１，４０２，４５１，４５２を
挟んだ上下に配置されている。このため、遊技盤ユニット８０の動きを妨げるたとしても
、遊技盤ユニット８０の姿勢が変化することを抑制可能となっている。このため、遊技盤
側コネクタ４５１，４５２が上下に傾く等して、コネクタの接続方向にずれが生じること
を抑制することができる。故に、減勢機能を発揮させることに起因して、コネクタの接続
が難しくなることを抑えることができる。
【０１９０】
　＜接続解除時の負荷低減＞
　本実施の形態に示したロック装置７９については、遊技盤ユニット８０の取り付け時だ
けでなく、遊技盤ユニット８０の取り外し時にもコネクタの保護を発揮することができる
。具体的には、遊技盤ユニット８０を取り外す際には、ロック装置７９をアンロック状態
に切り替える必要がある。そして、ロック装置７９の操作部１２９を操作して同ロック装
置７９をアンロック状態に切り替えることにより、遊技盤ユニット８０が遊技機前方に押
し出されることとなる。これにより、内枠側コネクタ４０１，４０２と遊技盤側コネクタ
４５１，４５２との接続が解除されることとなる。
【０１９１】
　このように、作業者が操作すべき箇所を特定しておくことで、遊技盤ユニット８０が取
り外される際の姿勢を安定させることができる。特に、ロック装置７９の数は２つに限定
されており、作業者が２つのロック装置７９を同時に操作できるように設定しているため
、当該姿勢安定化機能を発揮させやくなっている。
【０１９２】



(30) JP 2017-136478 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

　ここで、アンロック状態への切替操作を行った場合のロック装置７９の動作及び当該動
作にかかる構成について補足説明する。ロック状態への切替操作を行った場合には受け部
材１２１と押え部材１２２とが遊技盤８０ａが挿入される隙間を維持しながら一定の位置
関係を保ったまま動作する構成であったのに対して、アンロック状態への切替操作を行っ
た場合には受け部材１２１と押え部材１２２とが上記隙間の広がりを許容すべく受け部材
１２１の動作を遅延させる遅延構造が採用されている。
【０１９３】
　かかる遅延構造を採用することにより、ロック装置７９の操作部１２９を素早く操作し
たとしても、当該操作に追従してロック部材１２５及び押え部材１２２は素早く動作する
ものの、受け部材１２１についてはコイルバネ１２４の付勢力によってアンロック状態へ
と復帰しようとする。つまり、遊技盤ユニット８０は作業者が操作を行った際の操作力に
よって遊技機前方へ引っ張られるのではなく、コイルバネ１２４の付勢力によって遊技機
前方へ押し出されることとなる。このため、遊技盤ユニット８０が急に動き出すことが回
避される。
【０１９４】
　内枠側コネクタ４０１，４０２と遊技盤側コネクタ４５１，４５２との間に生じる負荷
については、接続時のみならず分離時においても発生し得る。そこで、上述の如く、遊技
盤ユニット８０の動きを規制して、過度に素早い動きを回避することで、上記負荷が大き
くなることを抑制することが可能となっている。
【０１９５】
　仮に、作業者が遊技盤ユニット８０を把持して遊技機前方に引っ張ることでコネクタの
接続を解除しようとした場合には、作業者が遊技盤ユニット８０のどの位置を把持するか
によって遊技盤ユニット８０の姿勢が変化し、更にはどのくらいの力で遊技盤ユニット８
０を引っ張るかが不確定となる。これらの不確定要素は、コネクタに生じる負荷を低減す
る上での障害になり得る。
【０１９６】
　そこで、上述したように、遊技盤ユニット８０の取り外し時の不確定要素を減らすこと
で、コネクタの保護機能を好適に発揮させることができる。
【０１９７】
　＜遊技球の排出にかかる構成＞
　本実施の形態においては、遊技に使用された遊技球のパチンコ機１０からの排出にかか
る構成が特徴的なものとなっている。そこで以下、図２１及び図２４を参照して遊技球の
排出にかかる構成について説明する。図２４（ａ）は回収通路を示す図４の部分拡大図、
図２４（ｂ）は回収通路とそれにかかる構成との関係を示す概略図である。
【０１９８】
　既に説明したように、遊技盤ユニット８０が内枠１３に装着された状態では、遊技領域
ＰＥへと到達した遊技球は、一般入賞口８１等の入賞口又はアウト口８９を通じて遊技領
域ＰＥから排出される。詳しくは、遊技盤ユニット８０の背面側へ案内される。
【０１９９】
　遊技盤ユニット８０の背面側に案内された遊技球は、遊技盤ユニット８０の背面に固定
された上記回収板１５０の回収通路１５１内を流下し、又は上記台座４６１と遊技盤ユニ
ット８０との隙間を通って落下し、内枠１３の背面側に設けられた（詳しくは遊技盤ユニ
ット８０の下方に配置された）上記排出通路盤５００の排出通路５０１へ流入する（例え
ば図２２参照）。
【０２００】
　図２４に示すように、排出通路盤５００は、樹脂ベース７０にその背面側から隙間を隔
てて対向する対向板部５０５を有している。対向板部５０５において樹脂ベース７０と対
向している面（前面）には、回収板１５０の出口部分１５３から落下した遊技球が衝突す
るように形成された球受け部５０６が形成されている。球受け部５０６は、対向板部５０
５から起立しており一方の板面が上方を向くようにして形成された突条をなしている。球



(31) JP 2017-136478 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

受け部５０６は、遊技盤ユニット８０の幅方向に延びており、回収板１５０の何れの出口
部分１５３（排出口）から排出された遊技球であっても当該球受け部５０６上に落下する
ようにして形成されている。
【０２０１】
　球受け部５０６は、内枠１３の回動先端側から回動基端側へ下り傾斜しており、当該球
受け部５０６、樹脂ベース７０の背面、対向板部５０５によって囲まれた領域、詳しくは
上方に開放された領域が排出通路５０１における上流通路５１１を構成している。
【０２０２】
　上流通路５１１における上流側の端部には、上記基板取付ベース４１５によって形成さ
れた球通路４３１（図２４（ｂ）参照）が連なっており、これら上流通路５１１及び球通
路４３１によって遊技球を集合させる一連の集合通路が構成されている。
【０２０３】
　上流通路５１１の下流側には、当該上流通路５１１を折り返すようにして形成された下
流通路５１２と、鉛直方向に延びるとともに上流通路５１１の出口部分及び下流通路５１
２の入口部分を繋ぐ中間通路５１３とが設けられている。これら中間通路５１３及び下流
通路５１２は、同一箇所を複数の遊技球が同時に通過できないように形成された規制通路
となっている。より具体的には、中間通路５１３及び下流通路５１２においては、通路幅
が遊技球の直径寸法よりも僅かに大きい程度に設定されている。
【０２０４】
　上流通路５１１は上方に開放されており、複数の遊技球が上下に積み重なること（例え
ば上下に複数列となること）が許容されているが、中間通路５１３及び下流通路５１２に
ついては４方が通路壁部によって囲まれており遊技球が複数の列を形成することが許容さ
れていない。つまり、排出通路５０１に流入した遊技球は、少なくとも中間通路５１３及
び下流通路５１２にて一列に整列されることとなる。このように、遊技球を整列させる機
能に着目すれば、これら中間通路５１３及び下流通路５１２を整列通路と称することも可
能である。
【０２０５】
　中間通路５１３の途中位置には、当該中間通路５１３を通過する遊技球を検知可能な検
知センサ５３０が設けられている。検知センサ５３０は主制御装置１６２に対して電気的
に接続されており、主制御装置１６２においては検知センサ５３０からの検知情報に基づ
いてどれだけの数の遊技球が排出されたかを確認可能となっている。
【０２０６】
　例えば、遊技球発射機構１１０により発射された遊技球の数と排出された遊技球の数と
を比較して、遊技球が正常に供給／排出されているかを判断することで、遊技領域ＰＥに
て球詰まり等の不都合が発生していないか等を監視することができる。
【０２０７】
　遊技盤ユニット８０の幅方向において中間通路５１３の入口部分５２１を挟んで上流通
路５１１とは反対側には、通路壁部５２２が上流通路５１１の延長上に位置するようにし
て延設されている。つまり、対向板部５０５から起立して設けられ中間通路５１３を形成
する一対の通路壁部５２２，５２３のうち上記入口部分５２１を挟んで球受け部５０６と
対峙している一方には、遊技球を跳ね返す返し部が形成されているもいえる。上流通路５
１１に沿って流下した遊技球は、通路壁部５２２に衝突して勢いが弱められた状態で中間
通路５１３の入口部分５２１に流入することとなる。
【０２０８】
　また、中間通路５１３の入口部分５２１を挟んで上流通路５１１と反対側には、上流通
路５１１と左右略対象となるようにして退避通路５１５が形成されている。退避通路５１
５は、上流通路５１１に一気に多量の遊技球が流入する等して、中間通路５１３への流入
が困難な余剰球が発生した場合に、それら余剰球が後続の遊技球に押される等して上記通
路壁部５２２を乗り越えることで流入する通路である。
【０２０９】
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　より詳しくは、通路壁部５２２の上端部５２２ａに連続し、当該上端部５２２ａから入
口部分５２１とは反対側へ（入口部分５２１から遠ざかるようにして）延びる底面部５２
５が形成されている。底面部５２５は、球受け部５０６と同様に、入口部分５２１に向け
て下り傾斜している。このため、退避通路５１５へ流入し、一時的に流下経路から外れた
遊技球については、それら遊技球の自重によって入口部分５２１に向けて流下して当該流
下経路へ復帰する。
【０２１０】
　このように、退避通路５１５を設けることで、多量の遊技球が流れ込んだ直後に入口部
分５２１の周辺（詳しくは上流通路５１１と中間通路５１３との境界部分）にて球詰まり
が発生することを抑制している。
【０２１１】
　ここで、図２５を参照して排出通路における球詰まりの発生と当該球詰まりの解消の流
れについて説明する。図２５は排出通路における遊技球の流れを示す概略図である。
【０２１２】
　排出通路５０１へ流入した遊技球は、球受け部５０６等に衝突して落下の勢いを弱めら
れた後、同球受け部５０６の傾斜に沿って中間通路５１３の入口部分５２１へ向けて流下
する。その後、中間通路５１３に設けられた検知領域を通過して下流通路５１２へと流入
し、下流通路５１２を通じて遊技ホールの島設備へと返却される。
【０２１３】
　遊技領域ＰＥを流下する遊技球については、遊技領域ＰＥから排出されるタイミングに
偏りが生じる。つまり、一定の間隔で発射された遊技球が必ずしも一定の間隔で遊技領域
ＰＥから排出されるとは限らず、場合によっては遊技球が全く排出されない期間や多量の
遊技球が一気に排出される期間が生じ得る。
【０２１４】
　ここで、排出通路５０１に多量の遊技球が一気に流入した場合には、図２５（ａ）に示
すように、球受け部５０６上にて列を形成した遊技球群の上に、新たに流入した遊技球が
載る可能性がある。
【０２１５】
　この場合、上方に載った遊技球の数が多くなると、それら遊技球は、通路壁部５２２を
乗り越えて退避通路５１５へと流入する（図２５（ｂ）参照）。このようにして、排出通
路５０１に流入した遊技球の一部を一時的に退避通路５１５へ退避させることで、過度に
多くの遊技球が上流通路５１１に同時に存在して、当該上流通路５１１における遊技球の
流れが悪くなることを抑制することができる。
【０２１６】
　また、多くの遊技球が上流通路５１１と中間通路５１３との境界位置に存在することは
遊技球同士の噛み込みを招来する要因になり得るが、上述したように遊技球群（特に縦に
積み上がった遊技球）を退避通路５１５へ退避させることで、そのような噛み込みの発生
を抑えることができ、遊技球の排出機能が損なわれることを抑制できる。
【０２１７】
　遊技球の排出が進み、上流通路５１１に存在している遊技球数が減ると、球受け部５０
６に沿って列をなす遊技球群から上記境界位置に存在する遊技球へと伝わる球圧が、退避
通路５１５の底面部５２５に沿って列をなす遊技球群から上記境界位置に存在する遊技球
へと伝わる球圧と拮抗しやすくなる。このため、図２５（ｃ）に示すように、一時的に球
圧がつりあって、上流通路５１１からの遊技球と退避通路５１５からの遊技球の両者が境
界位置にて対峙し、中間通路５１３の入口部分５２１へ流入しない球詰まり状態となる可
能性がある。
【０２１８】
　しかしながら、このような球詰まりについては、遊技球同士の微妙な位置関係や球圧の
微妙なバランスの上に成り立っているため、上流通路５１１に新たに流入した遊技球が球
受け部５０６に沿って形成された遊技球群に加わることで、上記バランス等が容易に崩れ
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ることとなる。このため、図２５（ｄ）に示すように、後続の遊技球の球圧や衝突時の衝
撃によって球詰まりが解消され、上記入口部分５２１への遊技球の流入が促されることと
なる。
【０２１９】
　ここで、本実施の形態においては、上記球詰まりの発生を抑えるために幾つかの工夫が
施されている。そこで、再び図２４を参照して当該工夫にかかる構成について説明する。
【０２２０】
　上述したように、上流通路５１１と中間通路５１３との境界位置における球詰まりにつ
いては、上流通路５１１に存在する遊技球（例えば球受け部５０６に沿って列を形成した
遊技球群）からの球圧と、退避通路５１５に存在する遊技球（例えば底面部５２５に沿っ
て列を形成した遊技球群）からの球圧とが要因の１つとなっている。そこで、上流通路５
１１の全長、より具体的には上記集合通路の全長Ｌ１が、退避通路５１５の全長Ｌ２より
も長く設定している。つまり、集合通路に存在し得る遊技球の数が退避通路５１５に存在
し得る遊技球の数よりも多く設定されている。これにより、上記球圧に差を生じさせやす
くして、球詰まりの発生を抑えることが可能となっている。
【０２２１】
　また、水平面に対する上流通路５１１の傾斜角度ＡＮＧ１は、水平面に対する退避通路
５１５の傾斜角度ＡＮＧ２よりも大きく設定されている。このため、両通路５１１，５１
５に遊技球が存在している場合には、上流通路５１１に存在する遊技球の方が優先して上
記入口部分５２１に流入しやすくなっている。そして、各通路５１１，５１５に遊技球が
存在している場合であっても、上流通路５１１にて発生する上記球圧が退避通路５１５に
て発生する上記球圧よりも大きくなりやすいため、最終的同数の遊技球が各通路５１１，
５１５に残った場合であっても、球圧が拮抗して球詰まりが生じやすくなることを回避す
ることができる。
【０２２２】
　更には、退避通路５１５側の通路壁部５２２の上端と、上流通路５１１側の通路壁部５
２３の上端との高さに高低差（詳しくは遊技球の半径寸法と同等の高低差）が存在してい
る。このため、一方の通路の最下流位置に存在する遊技球が他方の通路最下流位置に存在
する遊技球を上方から上記入口部分５２１に向けて押すこととなる。このように、各通路
に優劣を設定することで、球詰まりの発生が抑えられている。
【０２２３】
　特に、上流通路５１１のほうが低く設定されているため、当該上流通路５１１に存在す
る遊技球が優先的に入口部分５２１へ流入することとなる。これにより、上流通路５１１
に過度に多くの遊技球が溜まることを回避することが可能となっている。
【０２２４】
　本実施の形態においては遊技機主部１２（内枠１３）が水平に回動可能となっている。
そして、上述した上流通路５１１や退避通路５１５については、回動中心部と直交する方
向に、すなわち回動基端側から回動先端側に延びている。このため、仮に球詰まりが発生
し、それが自動的に解消されない場合には、遊技機主部１２（内枠１３）を回動させるこ
とで、遠心力によって、各通路５１１，５１５に存在する遊技球が回動先端側へ向けて誘
導される又は変位することとなる。これにより、上述した球詰まりの要因となっている遊
技球同士の微妙なバランスが崩れ、同球詰まりを解消することができる。
【０２２５】
　球詰まりが発生している場合には、遊技機主部１２を回動させて球詰まりが解消される
と、遊技球が遊技ホールの島設備に返却されずホール内に零れ落ちる可能性がある。この
点、本実施の形態においては、遊技盤ユニット８０が回動可能であるため、当該遊技盤ユ
ニット８０を回動させれば、上流通路５１１にアクセスすることができる。つまり、球詰
まりが発生している箇所に直接アクセスすることができる。遊技機主部１２を閉位置に待
機させたまま球詰まりの解消作業を行うことで、球詰まりの解消に伴って遊技球のこぼれ
が発生することを好適に回避することができる。
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【０２２６】
　なお、本実施の形態に示す通路構成によれば、微妙なバランスの上に球詰まりが発生す
ることとなる。このため、実際には、遊技機主部１２を大きく開放させる必要はなく、排
出通路５０１が外枠１１よりも遊技機前方へ突出しない範囲、つまり、内枠１３と外枠１
１との上下の重なりが担保されている範囲で、当該遊技機主部１２を回動させることで、
遊技機前方への遊技球のこぼれを回避しつつ、球詰まりを回避させることが可能である。
【０２２７】
　このような球詰まりが発生した場合には、それを放置することで遊技者や遊技ホールに
損害が生じる可能性がある。そこで、このような球詰まりについては早期に発見し、これ
を解消する必要がある。
【０２２８】
　そこで、本実施の形態においては、排出経路上での球詰まりの確認を容易とし、その球
詰まりがどの箇所で発生しているかを特定可能とするための構成が採用されている。具体
的には、樹脂ベース７０において上流通路５１１と中間通路５１３との境界位置と対向し
ている部分には透明な樹脂材料によって形成された透視部１４９が配設さており、前扉枠
１４を開放した状態では当該透視部１４９を通じて上記境界位置を遊技機正面側から視認
可能となっている。つまり、遊技機主部１２、裏パックユニット１５、遊技盤ユニット８
０を開放することなく、球詰まりの有無が確認可能をなっている。
【０２２９】
　上述したように、排出経路上にて球詰まりが発生しやすい箇所としては、排出通路５０
１における上流通路５１１と中間通路５１３との境界位置が挙げられる。そこで、透視部
１４９によって当該境界位置を視認可能とすることで、球詰まりの発生箇所を特定しやす
くなっている。仮に、透視部１４９を通じて球詰まりの発生を確認できた場合には、遊技
盤８０ａを回動させる又は揺することにより、当該球詰まりが解消されることとなる。
【０２３０】
　パチンコ機１０の背面側には、各種制御装置や遊技球の払出に掛かる構成が存在してい
る。このため、無闇にパチンコ機１０の背面側が露出するようして球詰まりの確認や解消
作業が行われることは防犯上の観点から好ましくない。この点、上述したように透視部１
４９を通じた球詰まりの確認を許容し、球詰まりの解消作業時にパチンコ機１０の背面が
露出する機会を減らすことで、防犯機能の低下を抑えることができる。
【０２３１】
　＜遊技球の分配にかかる構成＞
　本実施の形態においては、上述した遊技球の排出にかかる構成の他に、遊技球の払出に
かかる構成についても特徴的なものとなっている。そこで以下、遊技球の払出にかかる構
成について説明する。
【０２３２】
　既に説明したように、ケースレール２２３の下部には遊技球を払い出す払出装置２２４
が登載されており、払出装置２２４の下流側には遊技球を分配する遊技球分配部２２５が
設けられている。先ず、図１１を参照して払出装置２２４について補足説明する。
【０２３３】
　払出装置２２４は、複数の部材が組み合わされてなるハウジング５５１を備えており、
ハウジング５５１内にはケースレール２２３を流下した遊技球を遊技球分配部２２５へと
案内する遊技球通路５５２が形成されている。遊技球通路５５２は、２つの入口側通路部
５５３と、１の出口側通路部５５４とを備え、その途中位置にて通路の統合が図られてい
る。
【０２３４】
　払出装置２２４には、入口側通路部５５３から出口側通路部５５４へ流れる遊技球を入
口側通路部５５３にて一旦停止させるための球止め手段として、回転体が設けられている
。回転体は、各入口側通路部５５３に対応させて２枚の球誘導板（スプロケット）を備え
ており、各球誘導板が対応する入口側通路部５５３の下流部に収容されるようにして回転
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体が配置されている。回転体はその中心が払出モータの出力軸に固定されている。
【０２３５】
　払出モータは、ステッピングモータにより構成されており、出力軸は所定方向に回転駆
動される。これにより、回転体は、その所定方向に回転し、それに伴って各球誘導板が各
入口側通路部５５３内にて回転する。出力軸は、１パルスの駆動信号を与えることにより
１ｓｔｅｐ進み、３６０パルスの駆動信号を与えることにより１回転するように設定され
ている。払出モータについては、払出制御装置２４２に電気的に接続されており、当該払
出制御装置２４２から払出信号が入力されることで、遊技球の払出を行う構成となってい
る。より具体的には、払出信号のパルス数によって遊技球の払出個数が調整される構成と
なっている。なお、遊技球の払出速度については、６０ｍｓｅｃに１個の遊技球が払出装
置２２４から払い出されるように設定されている。
【０２３６】
　各球誘導板の周縁には、１８０°間隔で２箇所に、凹部が形成されている。但し、一対
の入口側通路部５５３間では、凹部の位置が相互に９０°ずらして形成されている。回転
体が回転していない場合には、２つの入口側通路部５５３の両方において遊技球の流下が
一旦停止される。また、回転体が回転している場合には、凹部に入り込んだ遊技球のみが
出口側通路部に導出される。
【０２３７】
　遊技球の払出しが停止し、払出装置２２４内に遊技球が待機している状態では、入口側
通路部５５３内にて最下流に位置する遊技球が、球誘導板の外周部、詳しくは凹部を除い
た部位に当接した状態となる。
【０２３８】
　出口側通路部５５４は、その上流側部分では両球誘導板からの遊技球の流入を許容する
ように、且つその下流側部分では各球誘導板によって誘導された遊技球を合流させるよう
に通路幅が徐々に減縮されている。そして、出口側通路部５５４の出口部分５５５を含ん
だ部分（後述する傾斜通路部）においては、当該出口側通路部５５４の通路幅が遊技球の
直径よりも僅かに大きい程度に抑えられている。
【０２３９】
　＜各皿２８ａ，２９ａへの遊技球の振り分けに関する構成＞
　次に、図２６を参照して、払出装置２２４から流出した遊技球が流入する遊技球分配部
２２５（遊技球分配通路）について説明する。図２６は遊技球分配部２２５の内部構造を
示す部分断面図である。
【０２４０】
　遊技球分配部２２５は、複数のケース体が組み合わされてなる通路形成体６０１を有し
ている。通路形成体６０１は上下に延びる中空の箱状をなしており、その上端部には払出
装置２２４の出口側通路部５５４が挿入される挿入口６０２が形成されている。払出装置
２２４から払い出された遊技球は同挿入口６０２を通じて通路形成体６０１内に流入する
こととなる。
【０２４１】
　通路形成体６０１の内部には、出口側通路部５５４から流出した遊技球が通過する払出
通路６０３が形成されている。払出通路６０３の途中位置から下流側にかけては、当該払
出通路６０３を左右２列に分岐させる仕切壁部６２１が設けられている。当該仕切壁部６
２１によって分岐された２列の通路のうち、一方（以下便宜上、上皿用払出通路部６０５
と称する）により遊技球が上皿２８ａへ誘導され、他方（以下便宜上、下皿用払出通路部
６０６と称する）により遊技球が下皿２９ａへ誘導される。
【０２４２】
　なお、以下の説明においては、払出通路６０３における両払出通路部６０５，６０６（
仕切壁部６２１）よりも上流側となる領域であって、払出装置２２４の出口部分５５５よ
りも下流側となる領域を分岐領域６０４と称する。
【０２４３】
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　払出装置２２４から払い出された遊技球は、遊技球分配部２２５の払出通路部６０５，
６０６→内枠１３（詳しくは通路形成部材１３１）の本体側通路１３２，１３３→前扉側
通路５１，５２の順に流下し、各皿２８ａ，２９ａに誘導される。
【０２４４】
　遊技球分配部２２５を構成する通路形成体６０１は、透明性を有する合成樹脂材料を用
いて形成されており、上記各通路部内の様子、例えば遊技球の存在等を通路外部から確認
可能となっている。また、通路形成体６０１は、導電性を有する合成樹脂材料、例えば導
電性ポリカーボネート樹脂材料を用いて成形され、同遊技球分配部２２５の一部がアース
されている（上記軸受け金具１３６に接続されている）。これにより、遊技球の帯電によ
るノイズの発生が抑制されるようになっている。
【０２４５】
　本実施の形態においては、上皿２８ａが満杯になり上皿用の案内通路部に遊技球が積み
上がっている状態にて更に遊技球が払い出された場合等に、それら余剰となった遊技球が
下皿２９ａへ導かれる構成となっている。ここで、上皿２８ａ及び下皿２９ａへの遊技球
の振り分けに関する構成について詳しく説明する。
【０２４６】
　上皿用払出通路部６０５及び下皿用払出通路部６０６は、鉛直方向に延びているととも
に左右に並配されており、それら各通路部６０５，６０６の入口部分６０７，６０８が上
方に開口し且つ横並びとなるように形成されている。上記払出装置２２４の出口側通路部
５５４は、これら入口部分６０７，６０８（分岐領域６０４）の上方に位置しており、上
記仕切壁部６２１の上端部に対して当該上端部と出口部分５５５との間を遊技球が通過し
得る隙間が確保されるようにして配置されている。より具体的には、出口側通路部５５４
の出口部分５５５は、上皿用払出通路部６０５の入口部分６０７の直上から外れた位置、
詳しくは下皿用払出通路部６０６の入口部分６０８の直上に位置している。
【０２４７】
　出口側通路部５５４において出口部分５５５を含んだ下流部は上皿用払出通路部６０５
の入口部分６０７に向けて斜めに傾斜しており、当該下流部の延長上に入口部分６０７が
位置している。払出装置２２４の回転体から離脱して出口側通路部５５４に流入した遊技
球は、当該出口側通路部５５４に沿って流下する過程で徐々に加速し、出口部分５５５か
ら飛び出した後は上皿用払出通路部６０５の入口部分６０７に向けて落下することとなる
。
【０２４８】
　つまり、出口部分５５５の直下に位置する下皿用払出通路部６０６の入口部分６０８に
向けて垂直に落下するのではなく、仕切壁部６２１の上方を横切って上皿用払出通路部６
０５に飛び込むこととなる。
【０２４９】
　上皿用払出通路部６０５の最下流部には、遊技機前方に向けて開口し、上記通路形成部
材１３１の本体側上皿通路１３２に連通する連通口６１１が形成されている。上皿用払出
通路部６０５を流下した遊技球はこの連通口６１１を通じて本体側上皿通路１３２に流入
することとなる。
【０２５０】
　上皿２８ａが満タンとなり、余剰となった遊技球が通路内に溜まった場合には、上皿２
８ａを先頭として本体側上皿通路１３２→上皿用払出通路部６０５に続く遊技球列が形成
されることとなる。
【０２５１】
　ここで、図２７を参照して遊技球の振分態様について説明する。図２７は遊技球の振分
の様子を示す概略図である。
【０２５２】
　図２７（ａ）に示すように、上皿用払出通路部６０５に遊技球が停留していない場合、
すなわち、上皿用払出通路部６０５への遊技球の流入が許容されている場合には、払出装
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置２２４の出口側通路部５５４から流出した遊技球は、上皿用払出通路部６０５の入口部
分６０７へ向けて落下する。このようにして落下した遊技球は仕切壁部６２１に当たる。
【０２５３】
　仕切壁部６２１の上端部には当該上端部に対して払出通路６０３の上流側から当たった
遊技球を上皿用払出通路部６０５及び下皿用払出通路部６０６の何れかに案内する案内部
６２２が形成されている。より詳しくは、案内部６２２は、上皿用払出通路部６０５に向
けて下り傾斜する第１傾斜部６２３と、下皿用払出通路部６０６０に向けて下り傾斜する
第２傾斜部６２４とを有してなり、全体として上方に凸となる三角形山状をなしている。
【０２５４】
　上述したように出口側通路部５５４から流出した遊技球は、案内部６２２の上皿用払出
通路部６０５に衝突し、下皿用払出通路部６０６の入口部分６０８から遠ざかる側へ反射
することとなる。そして、反射した遊技球は、仕切壁部６２１と遊技球の流下領域を挟ん
で対向し、当該仕切壁部６２１とともに上皿用払出通路部６０５を区画形成する対向壁部
６３１側へ向けて移動しながら、当該上皿用払出通路部６０５内を落下する。そして、上
皿用払出通路部６０５の最下流位置に到達した後は、上記連通口６１１を通じて、本体側
上皿通路１３２へと流入することとなる。
【０２５５】
　以上詳述したように、上皿用払出通路部６０５への遊技球の流入が許容されている状況
下においては、遊技球が下皿用払出通路部６０６への遊技球の流入が不可となる。
【０２５６】
　次に、図２７（ｂ）を参照して、上皿用払出通路部６０５に遊技球が積み上がり、それ
以上の遊技球の流入が不可となっている場合について説明する。
【０２５７】
　上皿２８ａを先頭として上皿用払出通路部６０５の入口部分６０７に到達するまで遊技
球が積み上がった場合には、当該上皿用払出通路部６０５へのそれ以上の遊技球の流入が
困難になる。ここで、本実施の形態においては、上記対向壁部６３１において入口部分６
０７よりも上方に位置する部分が仕切壁部６２１側へ張り出している。このため、対向壁
部６３１に沿うようにして積み上がった遊技球群は、その最上流部分に位置する遊技球が
下皿用払出通路部６０６側へずれるようにして斜めに傾くこととなる。
【０２５８】
　このようにして遊技球が積み上がった状態では、遊技球によって上記案内部６２２のう
ち第１傾斜部６２３が覆われることとなる。より詳しくは、積み上がった遊技球と第２傾
斜部６２４によって擬似的に遊技球用の反射部が形成される。
【０２５９】
　払出装置２２４の出口側通路部５５４から流出した遊技球は、第１傾斜部６２３に到達
する前に、積み上がった遊技球に衝突し、下皿用払出通路部６０６の入口部分６０８へ向
けて反射することとなる。そして、このように反射した遊技球は、上記遊技球群の上流側
へ積み上がることがなく、そのまま下皿用払出通路部６０６の入口部分６０８へ流入する
。
【０２６０】
　ここで、上述の如く反射した遊技球は上記擬似反射部に沿って流下し、仕切壁部６２１
と遊技球の流下領域を挟んで対向し、当該仕切壁部６２１とともに下皿用払出通路部６０
６を区画形成する対向壁部６４１側へ移動しながら、当該下皿用払出通路部６０６内を落
下する。
【０２６１】
　ここで、再び図２６を参照して下皿用払出通路部６０６にかかる構成について補足説明
する。
【０２６２】
　下皿用払出通路部６０６における最下流位置には、遊技機前方に向けて開口し、上記通
路形成部材１３１の本体側下皿通路１３３に連通する連通口６１２が形成されている。下
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皿用払出通路部６０６を流下した遊技球はこの連通口６１２を通じて本体側下皿通路１３
３に流入することとなる。
【０２６３】
　連通口６１２と上記入口部分６０８との間には、満タン検知センサ６４５による検知領
域が設定されている。具体的には、対向壁部６４１には満タン検知センサ６４５において
遊技球に当接する突出片６４６に対応して開放部６４２が形成されている。この開放部６
４２を通じて突出片６４６が遊技球の流下領域へと突出している。
【０２６４】
　突出片６４６はコイルバネによって突出位置に付勢されており、下皿２９ａを先頭とし
て下皿用払出通路部６０６の所定位置まで遊技球が積み上がった場合に、それら遊技球に
よって突出片６４６が押される。突出片６４６がコイルバネの付勢力に抗して最小突出位
置へ移動すると、満タン検知センサ６４５から下皿用払出通路部６０６が満タンになった
旨の信号（詳しくは積み上がった遊技球が上記検知位置に達した旨を示す情報）が払出制
御装置２４２に出力されることとなる。
【０２６５】
　対向壁部６４１において、満タン検知センサ６４５よりも上流側に位置する部位、すな
わち下皿用払出通路部６０６の入口部分６０８と満タン検知センサ６４５との間となる部
位には、上皿用払出通路部６０５に流入できなかった遊技球が衝突し、仕切壁部６２１に
向けて跳ね返るように形成された反射部６４３が形成されている。
【０２６６】
　反射部６４３は、上記案内部６２２の第２傾斜部６２４の延長上に位置しており、第２
傾斜部６２４に沿って移動した遊技球は反射部６４３に案内される構成となっている。再
び図２７（ｂ）を参照して説明すれば、反射部６４３に当たった遊技球は、仕切壁部６２
１側に向けて反射し、満タン検知センサ６４５（詳しくは突出片６４６）から遠ざかるよ
うにして移動する。これにより、下皿用払出通路部６０６に流入した遊技球が突出片６４
６に衝突する機会を減らし、突出片６４６の保護や誤検知の抑制が図られている。
【０２６７】
　以上詳述したように、払出通路６０３における遊技球の積み上がりを許容すいることに
より、擬似的に上皿２８ａ及び下皿２９ａの貯留量が拡大されている。払い出された遊技
球の貯留量を多く確保することで、遊技進行の円滑化を図ることができる。
【０２６８】
　従来の遊技機においては、満タン検知センサ６４５が下皿２９ａの直上流に配置されて
おり、下皿２９ａが満タンになった場合には直ちに遊技球の払出が停止される構成となっ
ていた。しかしながら、このような構成では遊技球の貯留量の下皿２９ａへの依存が強く
なり、貯留量の拡大が下皿の拡大に繋がっていた。しかしながら、下皿２９ａは遊技機前
面に設けられており、大型化を図ることで遊技者に対する圧迫感が強くなる等の不都合が
生じていた。更には、近年の遊技領域ＰＥの拡張の流れから、満タン検知センサ６４５を
下皿２９ａの直上流（詳しくは前扉枠１４における前扉側下皿通路５２）に設けることが
周辺構成の圧迫を招来していた。
【０２６９】
　そこで、本実施の形態においては、満タン検知センサ６４５の位置を工夫することで、
満タン検知センサ６４５に付与された払出装置２２４の保護機能を担保しつつ、上記各種
不都合を解消することが可能となっている。
【０２７０】
　以下、図２８を参照して、満タン検知センサ６４５の配置にかかる構成について説明す
る。図２８は、下皿用払出通路部６０６が満タンになった場合の遊技球のたまり具合を示
す概略図である。
【０２７１】
　図２８（ａ）に示すように、上皿用払出通路部６０５への遊技球の流入が不可となると
、それら余剰となった遊技球は下皿用払出通路部６０６へと流入する。これら遊技球が下
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皿２９ａへと流入して下皿２９ａが満タンになると、当該下皿２９ａを先頭として遊技球
が積み上がる。積み上がった遊技球が所定の検知位置、詳しくは満タン検知センサ６４５
の突出片６４６の上端部に当接する位置に達すると、複数の遊技球の球圧によって突出片
６４６が非検知位置（突出位置）から検知位置（非突出位置）へと回動する。
【０２７２】
　これにより、満タン検知センサ６４５から払出制御装置２４２に上記信号が出力され、
払出制御装置においては当該信号に基づいて払出装置２２４を停止させる。しかしながら
、払出装置２２４と検知位置とは離れているため、払出装置２２４を停止させたとしても
直ちに下皿用払出通路部６０６への遊技球の流入が止まるわけではない。更には、満タン
検知の精度向上（誤検知防止）のため、所定の期間に亘って上記信号が継続して出力され
ていることに基づいて、満タンの可否が判定される構成となっている。このため、満タン
になったからといって、直ちに払出装置２２４の動作が止まるのではなく、払出装置２２
４の停止には若干のタイムラグが発生する。
【０２７３】
　既に説明したように、払出装置２２４における遊技球の払出速度については、６０ｍｓ
ｅｃに１個の遊技球が払出装置２２４から払い出されるように設定されている。このため
、払出装置２２４を停止した時点では、払出装置２２４の出口側通路部５５４と遊技球分
配部２２５の払出通路６０３には最大で８個の遊技球が流下していることとなる。
【０２７４】
　払出装置２２４が停止した後は、これら遊技球が順次下皿用払出通路部６０６に流入し
、当該下皿用払出通路部６０６内に既に停留中の遊技球（満タン検知の契機となった遊技
球）に対して積み重なることとなる。
【０２７５】
　ここで、本実施の形態においては、図２８（ｂ）に示すように、満タン検知位置から下
皿用払出通路部６０６の入口部分６０８までの通路長が、上述の如く払出装置２２４の停
止時に払出済みの遊技球が積み上がった際に、停留した遊技球が上記入口部分６０８より
も上方に位置しないようにして、すなわち上記分岐領域６０４にかからないようにして設
定されている。
【０２７６】
　これにより、満タン検知センサ６４５による払出装置の保護機能を担保しつつ、以下の
効果を発揮することが可能となっている。すなわち、満タン検知センサ６４５をできるだ
け払出装置２２４に近づけて配置することが可能となり、更には下皿２９ａにおける貯留
量を擬似的に増大させることが可能となっている。
【０２７７】
　特に、下皿用払出通路部６０６の最上流に位置する遊技球が上記分岐領域内に停留しな
いことで、上皿用払出通路部６０５の最上流位置に存在する遊技球と噛み込む等して、払
出通路６０３内で球詰まりが発生することを抑制することが可能となっている。
【０２７８】
　更には、下皿用払出通路部６０６に流入した遊技球群は、当該下皿用払出通路部６０６
が拡がっていない部分に留まることとなり、通路幅が拡張されている領域（入口部分６０
８）に達しない構成となっている。このように、通路幅の規制レベルが緩くなっている領
域での遊技球の滞留を回避することで、下皿用払出通路部６０６における球詰まりの発生
を抑制することが可能となっている。
【０２７９】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。因みに、以下の別形態の構成を、上記実施の形態における構成に対して、個別に適用し
てもよく、相互に組み合わせて適用してもよい。
【０２８０】
　（１）上記実施の形態では、「遊技ユニット」としての遊技盤ユニット８０を「支持対
象」としての樹脂ベース７０に対して遊技機前方から取り付ける構成としたが、これを変
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更し遊技機後方から取り付ける構成とすることも可能である。
【０２８１】
　また、遊技盤ユニット８０を樹脂ベース７０に対して回動させることで着脱させる構成
としたが、これに限定されるものではない。例えば遊技盤ユニット８０をスライド移動さ
せることで樹脂ベース７０に対して着脱させる構成とすることも可能である。
【０２８２】
　これらの変更を行った場合であっても、「ユニット側コネクタ」としての遊技盤側コネ
クタ４５１，４５２と「支持対象側コネクタ」としての内枠側コネクタ４０１，４０２と
を遊技盤ユニット８０の着脱に基づいて接続／分離させる構成とすることが好ましい。
【０２８３】
　（２）上記実施の形態では、内枠側コネクタ４０１，４０２を固定コネクタとし、遊技
盤側コネクタ４５１，４５２を可動コネクタとしたが、これ逆にすることも可能である。
つまり、遊技盤側コネクタ４５１，４５２を台座４６１に対して相対変位が不可となるよ
うに固定する一方で、内枠側コネクタ４０１，４０２（又はコネクタ用基板４１１，４１
２）を接続端子４５８，４５９の向きと直交する方向に変位可能となるように構成しても
よい。
【０２８４】
　但し、可変式のコネクタを採用した場合には、それらコネクタの初期位置のばらつきが
生じることで、接続が上手く行われない可能性が生じやすく、このような不都合を解消す
べくコネクタの変位範囲を大きくすることはコネクタの占有領域を無駄に拡げる要因とな
るため好ましくない。上記実施の形態に示すように、回動式の遊技盤ユニット８０の回動
先端部においては、遊技盤ユニット８０を回動させた際の遠心力によって、可変式のコネ
クタの初期位置のばらつきが抑えられやすくなる。故に、上記実施の形態に示したように
遊技盤ユニット８０側のコネクタを可変式とすることが望ましい。
【０２８５】
　（３）上記実施の形態では、横長状をなす内枠側コネクタ４０１，４０２を左右に並べ
て配置したが、これを変更し、それら内枠側コネクタ４０１，４０２を縦に並べて配置し
てもよい。但し、遊技盤ユニット８０の上下位置が、内枠１３の下側壁部２６３によって
規定される構成においては、下側壁部２６３からの距離が離れれば離れるほど、遊技盤ユ
ニット８０の姿勢のばらつきに起因した内枠側コネクタ４０１，４０２と遊技盤側コネク
タ４５１，４５２との上下位置のずれが生じやすくなると想定される。この点、上記実施
の形態に示したように横長状のコネクタを左右に並べて配置すれば、遊技盤ユニット８０
の上下位置を規定する下側壁部２６３と内枠側コネクタ４０１，４０２との離れを小さく
することができ、遊技盤ユニット８０の姿勢のばらつきによる影響をうけにくくすること
ができる。
【０２８６】
　また、例えばコネクタの接続端子の配列方向については水平方向ではなく、鉛直方向と
なるように構成することも可能である。つまり、縦長状のコネクタを採用することも可能
である。
【０２８７】
　更には、各コネクタ４０１，４０２，４５１，４５２を遊技盤ユニット８０が内枠１３
に装着された状態にて当該遊技盤ユニット８０の回動先端部寄りとなるように配置したが
、これに限定されるものではなく、例えば遊技盤ユニット８０の回動基端部寄りに配置す
ることも可能である。
【０２８８】
　（４）上記実施の形態では、「遊技ユニット」として遊技盤ユニット８０を採用し、「
支持対象」として内枠１３を採用したが、これに限定されるものではない。例えば「遊技
ユニット」として裏パックユニット１５を採用し、「支持対象」として内枠１３を採用し
てもよい。かかる構成においては、裏パックユニット１５を着脱することで内枠１３に設
けられたコネクタと裏パックユニット１５に設けられたコネクタとが結合し、それら裏パ
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ックユニット１５及び内枠１３が電気的に接続される構成とするとよい。
【０２８９】
　（５）上記実施の形態では、遊技盤ユニット８０の回動時の姿勢を安定させる手段とし
て、遊技盤ユニット８０の突起３０４と内枠１３の受け部２７５とを有する構成としたが
、これら突起３０４及び受け部２７５に代えて軸部及び軸受け部を採用することも可能で
ある。
【０２９０】
　また、上記安定させる手段に相当する構成を省略することも可能である。但し、当該手
段を省略した場合には、遊技盤ユニット８０の回動中心部が作業者の操作の仕方によって
はばらつきやすくなると想定される。このようなばらつきは内枠側コネクタ４０１，４０
２と遊技盤側コネクタ４５１，４５２との接続を難しくする要因になる。故に、上記実施
の形態に示したように、突起３０４及び受け部２７５に相当する構成を採用することが好
ましい。
【０２９１】
　（６）上記実施の形態では、遊技盤側コネクタ４５１，４５２を台座４６１に対して相
対変位可能とし、その相対変位方向を各コネクタ４５１，４５２の接続端子４５８，４５
９の向きと直交する全方向としたが、これに限定されるものではなく、上下方向又は左右
方向の何れかに相対変位可能とすることも可能である。
【０２９２】
　ここで、上記実施の形態に示したように、遊技盤ユニット８０が回動可能に設けられて
いる構成においては、遊技盤側コネクタ４５１，４５２の移動経路が円弧状になる。この
ため上述の如く変位方向を限定する場合には、当該変位方向を左右方向とすることが好ま
しい。
【０２９３】
　（７）上記実施の形態では、内枠側コネクタ４０１，４０２が挿入口４０６ａ，４０７
ａを有し、遊技盤側コネクタ４５１，４５２が挿入部４５６ａ，４５７ａを有する構成と
したが、これを逆にすることも可能である。
【０２９４】
　また、内枠側コネクタ４０１，４０２及び遊技盤側コネクタ４５１，４５２の両者にコ
ネクタ同士の位置合せ用の誘導部を形成したが、これに限定されるものではない。誘導部
については、内枠側コネクタ４０１，４０２及び遊技盤側コネクタ４５１，４５２の少な
くとも一方に設けられていればよい。
【０２９５】
　（８）上記実施の形態では、遊技盤ユニット８０が「載置部」としての下側壁部２６３
に載って内枠側コネクタ４０１，４０２及び遊技盤側コネクタ４５１，４５２の接続箇所
の前方にて遊技盤ユニット８０と下側壁部２６３との当接が担保された状態にて、それら
内枠側コネクタ４０１，４０２及び遊技盤側コネクタ４５１，４５２の接続が開始される
構成としたが、これに限定されるものではない。下側壁部２６３については省略すること
も可能である。
【０２９６】
　（９）上記実施の形態では、「減勢機構」としてロック装置７９を採用したが、これに
代えて、コイルバネやゴムクッション等の緩衝材や摩擦等を利用して遊技盤ユニット８０
の減勢を行う構成とすることも可能である。
【０２９７】
　（１０）上記実施の形態では、遊技盤ユニット８０を内枠１３に装着する際には、遊技
盤ユニット８０が装着完了位置に向けて回動する過程で同遊技盤ユニット８０の装着完了
位置に向けた勢いを弱める構成としたが、これに限定されるものではない。遊技盤ユニッ
ト８０を装着完了位置に向けて回動する過程で必ず一旦停止させる構成としてもよい。
【０２９８】
　かかる構成を採用する場合には、例えば遊技盤ユニット８０が所定の回動位置に到達し
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た場合に一旦停止させるストッパ機構と、ストッパ機構による移動規制を解除する解除機
構とを採用し、遊技盤ユニット８０がストッパ機構によって一旦停止した後は解除機構を
操作して移動規制を解除することで、遊技盤ユニット８０の装着完了位置に向けた更なる
移動が許容される構成とすればよい。
【０２９９】
　（１１）上記実施の形態では、遊技盤ユニット８０が内枠１３に対する装着完了位置に
到達した後は、遊技盤ユニット８０の装着完了位置への移動を妨げる抗力が発生しない構
成としたが、これに限定されるものではない。例えば、上記変形例（９）に示したように
「減勢機構」としてバネやゴムクッション等を採用している場合には、遊技盤ユニット８
０が装着完了位置に到達した後も抗力が作用し続けることとなるが、このような構成であ
っても、遊技盤ユニット８０を装着完了位置から動かないようにする移動規制手を併用す
ることで「減勢機構」が遊技盤ユニット８０の位置の安定化の妨げになることを回避でき
る。
【０３００】
　（１２）上記実施の形態では、ロック装置７９をロック状態からアンロック状態に切り
替えることで、遊技盤ユニット８０が遊技機前方に押し出される構成とし、これにより内
枠側コネクタ４０１，４０２と遊技盤側コネクタ４５１，４５２の接続が解除される構成
としたが、これに限定されるものではない。
【０３０１】
　ロック装置７９をアンロック状態に切り替えたとしても遊技盤ユニット８０が遊技機前
方に押し出されることなく装着完了位置にて待機する構成としてもよい。また、ロック装
置７９をアンロック状態に切り替えて遊技盤ユニット８０が遊技機前方に押し出されたと
しても内枠側コネクタ４０１，４０２と遊技盤側コネクタ４５１，４５２の接続が維持さ
れる構成とすることも可能である。
【０３０２】
　（１３）上記実施の形態では、遊技盤側コネクタ４５１，４５２用の台座４６１及び回
収板１５０の両者が「脚部」に相当する構成を有していたが、「脚部」については弾性変
形可能であって遊技盤側コネクタ４５１，４５２の位置や姿勢を変化させることができれ
ば足り、その配設対象は台座４６１および回収板１５０の何れであってもよい。
【０３０３】
　（１４）上記実施の形態では、内枠側コネクタ４０１，４０２と遊技盤側コネクタ４５
１，４５２との向きを接続完了状態での接続箇所の中央を通過する接線ＴＬ１，ＴＬ２に
合せたが、接線ＴＬ１，ＴＬ２が通過する位置は接続箇所の中央に限定されるものではな
い。但し、各コネクタ４０１，４０２，４５１，４５２がある程度の横幅を有しているこ
とを考慮すれば接線ＴＬ１，ＴＬ２を想定する場合にそれら各接線ＴＬ１，ＴＬ２が通過
する位置は接続箇所の中央とすることが好ましい。
【０３０４】
　（１５）上記実施の形態では、前扉枠１４を開放することで内枠１３に設けられた透視
部１４９を通じて球詰まりの目視による確認が可能となる構成としたが、これを変更し、
前扉枠１４を閉じた状態のまま上記球詰まりの確認が可能となる構成を採用してもよい。
【０３０５】
　具体的には、前扉枠１４に透視部１４９を通じて球詰まりの確認を行うことができるよ
うに、同透視部１４９を視認可能とする前扉枠側透視部を形成するとよい。
【０３０６】
　なお、各透視部については、透明な合成樹脂材料を用いて形成してもよいし、開口等の
窓部によって形成してもよい。但し、防犯機能の低下を抑える上では、開口等の窓部では
なく透明な合成樹脂材料からなる透視パネル等を採用することが好ましい。なお、開口を
設ける場合には、その大きさを遊技球が通過できない程度に設定することで、ピン部材等
を用いて遊技球へのアクセスを可能とすることができる。かかる構成においては、球詰ま
りの発生時には、ピン部材を開口部から挿入して遊技球を押す等することで、当該球詰ま
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りの解消を図ることができる。これにより、球詰まりの解消作業を容易化することができ
る。
【０３０７】
　（１６）上記実施の形態では、透視部１４９を通じて、排出通路５０１における上流通
路５１１と中間通路５１３との境界部分を視認可能とした。球詰まりの発生しやすい箇所
については上記境界部分であるため、透視部１４９を通じて視認可能となる範囲に当該境
界部分を含めることが好ましいが、少なくとも当該境界部分を含んでいるのであれば視認
可能とする範囲（例えば透視部１４９の大きさ）については任意である。
【０３０８】
　（１７）上記実施の形態では、排出通路５０１における上流通路５１１と中間通路５１
３との境界部分の後方に電源・発射制御板が位置する構成とした必ずしもこれに限定され
るもではない。遊技球のコントラストが際立つ等して、球詰まりの目視による確認が容易
になるのであれば、制御基板以外の構成を配置することも可能である。
【０３０９】
　（１８）上記実施の形態では、払出通路６０３を構成する下皿用払出通路部６０６の入
口部分６０８の上方に払出装置２２４の出口側通路部５５４の出口部分５５５を配置した
が、当該出口部分については上皿用払出通路部６０５の入口部分６０７の上方から外れた
位置であれば足り、必ずしも下皿用払出通路部６０６の入口部分６０８の上方である必要
はない。
【０３１０】
　（１９）上記実施の形態では、払出装置２２４の出口側通路部５５４から流出した遊技
球が仕切壁部６２１に形成された案内部６２２に衝突して勢いを弱められた状態で上皿用
払出通路部６０５に流入する構成としたが、払出装置２２４の出口側通路部５５４から流
出した遊技球が案内部６２２に衝突することなく直接上皿用払出通路部６０５に流入する
構成としてもよい。
【０３１１】
　（２０）上記実施の形態では、払出通路６０３が上皿用払出通路部６０５と下皿用払出
通路部６０６とに分岐する構成としたが、例えば「貯留部」として皿が１つだけ設けられ
ている遊技機においては、払出通路６０３を分岐させることなく１条の通路となるように
構成してもよい。この場合、払出装置２２４の出口側通路部５５４から落下する遊技球の
落下経路と交差するようにして反射部を設け、当該反射部に衝突した遊技球が満タン検知
センサから遠ざかるようにして移動する構成とすることで、当該落下する遊技球が直接セ
ンサに衝突する機会を減らすことができる。
【０３１２】
　（２１）上記実施の形態では、払出装置２２４が停止した後に既に払出済みの遊技球が
溜まると、下皿用払出通路部６０６が満タンになる構成とした。つまり、「限界位置」と
して下皿用払出通路部６０６の上限位置を設定したが、これに限定されない。例えば「限
界位置」を分岐位置としてもよいし、払出装置２２４ので出口側通路部５５４における出
口部分の直下流位置としてもよい。
【０３１３】
　（２２）上記実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定
領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に
遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機
、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。
【０３１４】
　また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを
備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップス
イッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認
できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組み合わせが成立していた場合にはメダル
の払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。
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【０３１５】
　更に、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に
貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作
されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された
遊技機にも本発明を適用できる。
【０３１６】
　＜上記実施の形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等
を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記実施の形態において
対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定され
るものではない。
【０３１７】
　＜特徴Ａ群＞
　特徴Ａ１．電気部品（図柄表示装置９６や主制御装置１６２）が搭載されてなる遊技ユ
ニット（遊技盤ユニット８０）が支持対象（内枠１３の樹脂ベース７０）によって回動可
能に支持されている遊技機であって、
　前記遊技ユニットに設けられたユニット側コネクタ（遊技盤側コネクタ４５１，４５２
）と、
　前記支持対象に設けられ、前記遊技ユニットの閉位置への変位に基づいて前記ユニット
側コネクタと接続され、前記遊技ユニットの閉位置から開側への変位に基づいて前記ユニ
ット側コネクタと分離される支持対象側コネクタ（内枠側コネクタ４０１，４０２）と
を備え、
　前記ユニット側コネクタ及び前記支持対象側コネクタは、当該ユニット側コネクタの接
続端子（接続端子４５８，４５９）及び支持対象側コネクタの接続端子（接続端子４０８
，４０９）が、前記遊技ユニットの回動中心部を中心として前記ユニット側コネクタと前
記支持対象側コネクタとの接続箇所を通過する仮想円（仮想円ＦＣ１，ＦＣ２）の接線方
向に向くようにして構成されていることを特徴とする遊技機。
【０３１８】
　特徴Ａ１によれば、遊技ユニットを支持対象に対して開閉させる際には、遊技ユニット
の変位に基づいてユニット側コネクタと支持対象側コネクタとが接続／分離されることと
なる。これにより、両コネクタの接続／分離作業を別途行う必要がなくなったり、接続／
分離時の作業用スペースの確保が不要となったりする等の優れた効果が期待できる。
【０３１９】
　しかしながら、遊技ユニットの開閉操作によってコネクタが自動的に接続される構成に
おいては、上述した作業性の向上等の効果を発揮させることができる反面、遊技ユニット
を開閉させる場合にコネクタに操作力等が直接伝わることとなる。特に、遊技ユニットを
回動させることで着脱する構成においては、回動中心部からの距離が小さくなればなるほ
ど仮想円の半径が小さくなるためコネクタ同士の干渉度合いが強くなり、開閉操作時にコ
ネクタに対する上記操作力の影響が大きくなる。そして、接続後も歪等が残存することと
なる。これらの理由から、回動式の遊技ユニットにコネクタの自動接続にかかる技術的思
想を単に適用しただけでは、コネクタ本来の機能に支障をきたしやすくなると懸念される
。
【０３２０】
　この点、本特徴においては、各コネクタの接続方向が遊技ユニットの回動中心部を中心
として両コネクタの接続箇所を通過する仮想円の接線方向を向くように構成されている。
これにより、コネクタを接続する際の上記干渉の度合いを小さくすることができ、遊技ユ
ニットを開閉した際にコネクタ同士を円滑に接続／分離させることが可能となっている。
故に、コネクタ同士が支える等して接続が上手く行われなくなったり、接続に要する力が
大きくなる等してコネクタに生じる負荷が大きくなったりすることを抑えることができ、
上述した各種効果を享受しつつそれに起因してコネクタの機能低下を抑制可能となってい
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る。
【０３２１】
　なお、コネクタが接続端子と当該接続端子が取り付けられたコネクタ本体とを有する構
成においては、「前記ユニット側コネクタ及び前記支持対象側コネクタは、それら各コネ
クタのコネクタ本体の結合面が前記遊技ユニットの回動中心部を中心として前記ユニット
側コネクタと前記支持対象側コネクタとの接続箇所を通過する仮想円の接線方向を向くよ
うにして（接線と直交するようにして）構成」することも可能である。
【０３２２】
　特徴Ａ２．前記遊技ユニット及び前記支持対象の一方に設けられた軸部（レールカバー
３００の突起３０４）と、
　前記遊技ユニット及び前記支持対象の他方に設けられ、前記軸部と係合する軸受け部（
ストッパ部２７１の受け部２７５）と
を備え、
　前記遊技ユニットは、前記軸部と前記軸受け部とが係合することで、当該係合部分を中
心として回動可能となることを特徴とする特徴Ａ１に記載の遊技機。
【０３２３】
　特徴Ａ２に示したように遊技ユニットが回動可能に支持されている構成においては、仮
にその回動中心部が回動中心と交差する方向に変位してしまうと、コネクタ接続時のユニ
ット側コネクタ（詳しくは接続端子）の向きと支持対象側コネクタ（詳しくは接続端子）
の向きとが一致しない可能性が高くなる。これでは特徴Ａ１に示した効果が上手く発揮さ
れなくなると懸念される。そこで、本特徴に示すように軸部と軸受け部とを係合させる構
成とすれば、回動中心部のずれを抑えて、特徴Ａ１に示した効果を上手く発揮させること
ができる。
【０３２４】
　なお、「遊技ユニット」としての遊技盤を「軸部」及び「軸受け部」によって回動可能
とする構成においては、遊技ユニットの着脱時に、これら軸部及び軸受け部が見えづらく
なることで作業性が低下すると懸念される。そこで、軸部及び軸受け部については、遊技
盤の前面側に位置するようにして配置することが好ましい。この場合、コネクタの配置と
回動中心部とには必然的に遊技盤の厚さ方向（前後方向）でのずれが生じることとなる。
このような事情を考慮した場合にも、特徴Ａ２に示したように、コネクタの向きを工夫し
ておくことが好ましい。かかる工夫によって、遊技盤を回動式とした場合であっても、コ
ネクタの接続／分離を円滑に行うことが可能となる。
【０３２５】
　特徴Ａ３．前記支持対象側コネクタは、前記回動中心部からの距離が異なるようにして
複数設けられ、それら支持対象側コネクタに各々対応させて複数の前記ユニット側コネク
タが設けられており、
　前記各支持対象側コネクタは前記支持対象に個別に取り付けられており、前記各ユニッ
ト側コネクタは前記遊技ユニットに個別に取り付けられていることを特徴とする特徴Ａ１
又は特徴Ａ２に記載の遊技機。
【０３２６】
　コネクタがある程度の大きさを有することを考慮すると、コネクタにおける回動中心部
に近い側の端部と遠い側の端部とでは、当該回動中心部を中心としてそれら各端部を通過
する仮想円での上記接線の向きの違いが大きくなると想定される。
【０３２７】
　この点、本特徴に示すように回動中心部からの距離が異なるようにして配置された複数
のコネクタを併用して電気的接続を行う構成とすれば、１の大きなコネクタを用いて電気
的接続を行う場合と比較して、上記差を低減することができる。
【０３２８】
　この場合、各コネクタの向きを個々に設定することが好ましく、それら各コネクタを支
持対象に個別に取り付ける構成とすることで、各コネクタの向きを個々に設定することが
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可能となる。故に、特徴Ａ１に示した効果を好適に発揮させる上で、好ましい構成が実現
できる。
【０３２９】
　特徴Ａ４．前記ユニット側コネクタと前記支持対象側コネクタとのうち少なくとも一方
は、取付対象に前記接線と直交する方向に変位可能となるようにして取り付けられている
ことを特徴とする特徴Ａ１乃至特徴Ａ３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３３０】
　特徴Ａ４によれば、コネクタ同士の位置関係のばらつきを許容しやすくなり、支持対象
側コネクタとユニット側コネクタとの位置関係を目視で確認しながら遊技ユニットの取り
付けを行う必要がなくなる。このようにして目視確認の必要性を抑えることで、作業性の
低下を好適に回避することができる。
【０３３１】
　特徴Ａ５．前記ユニット側コネクタと前記支持対象側コネクタとのうち少なくとも一方
は、前記遊技ユニットの回動中心部に近づく側と遠ざかる側とに変位可能となっているこ
とを特徴とする特徴Ａ４に記載の遊技機。
【０３３２】
　ユニット側コネクタと支持対象側コネクタとを接続させる場合には、接続開始から接続
完了まである程度のストロークが必要になる。このため、接続初期と接続完了時とでは、
コネクタの向きが相違し、コネクタが直線移動する場合と比較して上記回動中心部の放射
方向へ着脱軌道の拡がりが生じる。ここで、本特徴に示すように、ユニット側コネクタと
支持対象側コネクタとのうち少なくとも一方を回動中心部に近づく側と遠ざかる側とに変
位可能とすれば、そのような着脱軌道の拡がりを許容することができる。
【０３３３】
　特徴Ａ６．前記ユニット側コネクタと前記支持対象側コネクタとのうち少なくとも前記
ユニット側コネクタが変位可能となっていることを特徴とする特徴Ａ４又は特徴Ａ５に記
載の技機。
【０３３４】
　遊技ユニットを回動式とした場合には、ユニット側コネクタは遊技ユニットを回動させ
た際の遠心力で所定の位置に留まりやすくなる。これにより、支持対象側コネクタとのコ
ンタクトを円滑なものとすることができる。
【０３３５】
　特徴Ａ７．前面に遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成され、電気部品（図柄表示装置９６
や主制御装置１６２）が搭載されてなる遊技盤（遊技盤ユニット８０）と、
　前記遊技盤を着脱可能に支持する支持枠（内枠１３の樹脂ベース７０）と
を備え、
　前記支持枠に対して前記遊技盤が遊技機前方から回動可能となるようにして取り付けら
れている遊技機において、
　前記遊技盤の背面に設けられた遊技盤側コネクタ（遊技盤側コネクタ４５１，４５２）
と、
　前記支持枠に設けられ、前記遊技盤の取り付けに伴う当該遊技盤の変位により前記遊技
盤側コネクタと接続され、前記遊技盤の取り外しに伴う当該遊技盤の変位により前記遊技
盤側コネクタと分離される支持枠側コネクタ（内枠側コネクタ４０１，４０２）と
を備え、
　前記遊技盤側コネクタ及び前記支持枠側コネクタは、前記遊技盤の回動中心部よりも遊
技機後側に位置し、前記遊技盤の回動中心軸部を中心として前記支持枠側コネクタ及び前
記支持枠側コネクタの接続箇所を通過する仮想円の接線方向に接続端子が向くようにして
配置されていることを特徴とする遊技機。
【０３３６】
　特徴Ａ７によれば、特徴Ａ１と同様の効果に加え以下の効果が期待できる。すなわち、
遊技盤が支持枠によって回動可能に支持されており、各コネクタの接続方向が接続箇所を



(47) JP 2017-136478 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

通過する仮想円の接線方向を向くように構成されている。これにより、遊技盤を開閉した
際に、コネクタ同士を円滑に接続／分離させることが可能となっている。故に、コネクタ
同士が支える等して接続が上手く行われなくなったり、接続に要する力が大きくなる等し
てコネクタに生じる負荷が大きくなったりすることを抑えることができ、上述した各種効
果を享受しつつそれに起因してコネクタの機能低下を抑制可能となっている。
【０３３７】
　また、遊技機においては左右の幅にかかる制約が大きい構成となっている。ここで、コ
ネクタを斜めに傾けて配置することにより、左右方向でのコネクタの占有領域を小さくす
ることができる。これにより、遊技機の設計自由度の向上に貢献することができる。
【０３３８】
　特徴Ａ８．前記遊技盤及び前記支持枠の一方に設けられた軸部（レールカバー３００の
突起３０４）と、
　前記遊技盤及び前記支持枠の他方に設けられ、前記軸部と係合する軸受け部（ストッパ
部２７１の受け部２７５）と
を備え、
　前記遊技盤は、前記軸部と前記軸受け部とが係合することで、当該係合部分を中心とし
て回動可能となることを特徴とする特徴Ａ７に記載の遊技機。
【０３３９】
　特徴Ａ７に示したように、遊技盤が回動可能に支持されている構成においては、仮にそ
の回動中心部がぶれてしまうと、遊技盤側コネクタの向きと支持枠側コネクタの向きとが
相違することになる。これでは特徴Ａ２に示した効果が上手く発揮されなくなると懸念さ
れる。そこで、本特徴に示すように軸部と軸受け部とを係合させる構成とすれば、回動中
心部のぶれを抑えて、特徴Ａ２に示した効果を上手く発揮させることができる。
【０３４０】
　なお、遊技盤を軸部及び軸受け部によって回動可能とする構成においては、遊技盤の着
脱時に、これら軸部及び軸受け部が見えづらくなることで作業性が低下すると懸念される
。そこで、軸部及び軸受け部については、遊技盤の前面側に位置するようにして配置する
ことが好ましい。この場合、コネクタの配置と回動中心部とには必然的に遊技盤の厚さ方
向（前後方向）でのずれが生じることとなる。このような事情を鑑みた場合にも、特徴Ａ
２に示したように、コネクタの向きを工夫しておくことで、回動式の遊技盤であっても、
コネクタの接続／分離を円滑に行うことができる。
【０３４１】
　特徴Ａ９．前記支持枠側コネクタは、前記回動中心部からの距離が異なるようにして複
数設けられ、それら支持枠側コネクタに各々対応させて複数の前記遊技盤側コネクタが設
けられており、
　前記各支持枠側コネクタは前記支持枠に個別に取り付けられており、前記各遊技盤側コ
ネクタは前記遊技盤に個別に取り付けられていることを特徴とする特徴Ａ７又は特徴Ａ８
に記載の遊技機。
【０３４２】
　コネクタにもある程度の大きさがあることを考慮すると、回動中心部に近い側の端部と
遠い側の端部とでは、各端部を通過する上記仮想円での上記接線の向きの差が大きくなる
と想定される。
【０３４３】
　この点、本特徴に示すように回動中心部からの距離が異なるようにして配置された複数
のコネクタを併用すれば、１の大きなコネクタを用いる場合と比較して、上記差の低減を
実現することができる。この場合、各コネクタの向きを個々に設定することが好ましく、
それら各コネクタを支持枠に個別に取り付ける構成とすることで、各コネクタの向きを個
々に設定することが可能となる。故に、特徴Ａ２に示した効果を好適に発揮させる上で、
好ましい構成が実現できる。
【０３４４】
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　特徴Ａ１０．前記遊技盤側コネクタと前記支持枠側コネクタとのうち少なくとも一方は
、取付対象に前記接線と直交する方向に移動可能となるようにして取り付けられているこ
とを特徴とする特徴Ａ７乃至特徴Ａ９のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３４５】
　特徴Ａ１０によれば、コネクタ同士の位置関係のばらつきを許容しやすくなり、支持枠
側コネクタと遊技盤側コネクタとの位置関係を目視で確認しながら遊技盤の取り付けを行
う必要がなくなる。これにより、作業性の低下を好適に回避することができる。
【０３４６】
　特徴Ａ１１．前記遊技盤側コネクタと前記支持枠側コネクタとのうち少なくとも一方は
、前記遊技盤の回動中心部に近づく側と遠ざかる側とに変位可能となっていることを特徴
とする特徴Ａ９に記載の遊技機。
【０３４７】
　遊技盤側コネクタと支持枠側コネクタとを接続させる場合には、接続開始から接続完了
まである程度のストロークが必要になる。このため、接続初期と接続完了時とでは、コネ
クタの向きが相違し、着脱軌道の拡がりが生じる。ここで、本特徴に示すように、遊技盤
側コネクタと支持枠側コネクタとのうち少なくとも一方を回動中心部に近づく側と遠ざか
る側とに変位可能とすれば、そのような着脱軌道の拡がりを許容することができる。
【０３４８】
　特徴Ａ１２．前記遊技盤側コネクタが可動式であることを特徴とする特徴Ａ１０又は特
徴Ａ１１に記載の技機。
【０３４９】
　遊技盤を回動式とした場合には、遊技盤側コネクタは遊技盤を回動させた際の遠心力で
所定の位置に留まりやすくなる。これにより、支持枠側コネクタとのコンタクトを円滑な
ものとすることができる。
【０３５０】
　特徴Ａ１３．前記遊技盤は、前記支持枠に対して前方から取り付けられており、
　前記支持枠側コネクタは、前記遊技盤が閉位置に配置されている状態にて、前記遊技盤
の正面側且つ、当該遊技盤の回動先端側を向くようにして配置されていることを特徴とす
る特徴A７乃至特徴A１２のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３５１】
　特徴A１３によれば、遊技盤を回動させた場合に、当該遊技盤を大きく開放しなくても
支持枠側コネクタ（詳しくは接続端子等）の目視での確認作業が可能となる。これにより
、確認作業の容易化を図ることができ、更には確認作業時に遊技盤を大きく開放させる必
要がなくなることで遊技盤の背面側が露出する機会を減らして防犯性の向上に貢献するこ
とができる。
【０３５２】
　特徴Ａ１４．前記支持枠には、前記遊技盤の下端部と対向して設けられ、前記遊技盤が
載置されることにより同遊技盤の上下位置を規定する載置部（下側壁部２６３）が形成さ
れており、
　前記支持枠側コネクタ及び前記遊技盤側コネクタは、少なくともそれらコネクタの前方
にて前記載置部に前記遊技盤が載った状態にて接続又は分離されるように構成されている
ことを特徴とする特徴Ａ７乃至特徴Ａ１３のいずれか1つに記載の遊技機。
【０３５３】
　特徴Ａ１３によれば、遊技盤の姿勢が安定した状態にてコネクタ同士を接続／解除させ
ることができる。これにより、コネクタ同士が衝突する等してコネクタに大きな負荷が加
わることを抑制することができる。
【０３５４】
　上記特徴Ａ群は以下の課題に対して適用すると効果的である。
【０３５５】
　パチンコ機等の遊技機には、電気部品が搭載されてなる遊技盤等の遊技ユニットと、そ
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の遊技ユニットを着脱可能に支持する支持枠等の支持対象とを備えているものがある。遊
技ユニットには電気部品に接続されたコネクタが取り付けられており、このコネクタを支
持対象側のコネクタと接続することで、遊技ユニットと支持対象とが電気的に接続された
状態となる。
【０３５６】
　近年では、遊技ユニットを支持対象に着脱する際の遊技ユニットの変位によって両コネ
クタが電気的に接続／分離されるものが提案されている（例えば特許文献１：特開２００
４－２６７６９５号公報参照）。かかる遊技機においては、例えば遊技ユニット装着後に
手作業でコネクタの接続作業を行う必要が無く、作業性の向上等が実現される。
【０３５７】
　ここで、上述したタイプの遊技機においては、遊技ユニットの取り付けに伴ってコネク
タ同士が当たる可能性がある。このようにコネクタ同士が当たった際に、遊技ユニットの
自重や取り付け操作の勢いがコネクタへと伝わると、同コネクタに大きな衝撃（負荷）が
発生すると懸念される。また、コネクタが移動する経路と予め設定された接続経路とがず
れることにより、コネクタ接続時の負荷が大きくなったり、従来のように手動で接続して
いた場合には生じない応力等が発生したりすると想定される。これは、コネクタ本来の接
続機能を低下させる要因となり得るため好ましくない。
【０３５８】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、接続作業の容易化を図り
つつコネクタ本来の接続機能の低下を抑えることができる遊技機を提供することを目的と
する。
【０３５９】
　＜特徴Ｂ群＞
　特徴Ｂ１．電気部品（図柄表示装置９６や主制御装置１６２）が搭載されてなる遊技ユ
ニット（遊技盤ユニット８０）が支持対象（内枠１３の樹脂ベース７０）によって支持さ
れている遊技機であって、
　前記遊技ユニットに設けられたユニット側コネクタ（遊技盤側コネクタ４５１，４５２
）と、
　前記支持対象に設けられ、当該支持対象への前記遊技ユニットの取り付けに伴う当該遊
技ユニットの変位により前記ユニット側コネクタと接続され、前記遊技ユニットの取り外
し操作に伴う当該遊技ユニットの変位により前記ユニット側コネクタと分離される支持対
象側コネクタ（内枠側コネクタ４０１，４０２）と、
　前記遊技ユニットが前記支持対象への取付完了位置へ配置されて前記ユニット側コネク
タと前記支持対象側コネクタとが接続される場合に、それら両コネクタの結合が開始され
る前に移動中の前記遊技ユニットを減勢させる減勢機構（ロック装置７９）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０３６０】
　特徴Ｂ１によれば、遊技ユニットを支持対象へ取り付けることにより（詳しくは取付完
了位置へ配置することにより）、ユニット側コネクタと支持対象側コネクタとが接続され
る。遊技ユニットの取付完了後に両コネクタを結合するための別途作業が必要なくなるこ
とで、作業性の向上に貢献することができる。
【０３６１】
　しかしながら、支持対象に遊技ユニットを取り付けることにより両コネクタが結合され
る構成においては、上述した作業性の向上等の効果を発揮させることができる反面、コネ
クタ同士が接触等した際に、遊技ユニットの重量や勢いがコネクタに伝わりやすくなると
想定される。コネクタに衝突等に起因した大きな応力が発生することは、コネクタの変形
や破損等を招いてコネクタ本来の機能に支障をきたす要因となり得る。
【０３６２】
　この点、本特徴においては、両コネクタの結合が開始される前に遊技ユニットの勢いを
弱めることで、コネクタ同士が接触した場合に生じる応力を軽減することができる。これ
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により、勢いよく遊技ユニットが取付完了位置へ向けて押し込まれる等した場合であって
も、それにより、コネクタに大きな負荷が加わるといった不都合を生じにくくすることが
できる。
【０３６３】
　なお、例えば遊技ユニットが取付完了位置へ配置される際に当該遊技ユニットが通過す
る全区間に、遊技ユニットの変位が容易な第１区間と、第１区間よりも変位が難しい第２
区間（減勢区間）とを設け、遊技ユニットが第２区間に到達した後にユニット側コネクタ
と支持対象側コネクタとが結合される構成とするとよい。
【０３６４】
　特徴Ｂ２．前記減勢機構は、前記遊技ユニットが前記取付完了位置に配置される場合に
、当該遊技ユニットの取付方向における先側から当該遊技ユニットにおいて前記ユニット
側コネクタ以外の部分に当接することで同遊技ユニットの変位を妨げるものであることを
特徴とする特徴Ｂ１に記載の遊技機。
【０３６５】
　特徴Ｂ２によれば、遊技ユニットが取付完了位置に配置される場合に、ユニット側コネ
クタに対して遊技ユニットの自重や取付完了位置へ向けた勢い等が伝わることを回避する
ことができ、特徴Ｂ１に示し効果を好適に発揮させることができる。
【０３６６】
　特徴Ｂ３．前記減勢機構は、前記支持対象側コネクタを挟んだ両側にて前記減勢を行う
ものであることを特徴とする特徴Ｂ１又は特徴Ｂ２に記載の遊技機。
【０３６７】
　特徴Ｂ１に示したように、遊技ユニットの減勢を行う構成においては、減勢時に遊技ユ
ニットの姿勢が乱れることで、コネクタ同士が上手く結合されなくなるといった不都合が
生じると想定される。つまり、減勢の態様には工夫の余地がある。
【０３６８】
　ここで、本特徴においては、支持対象側コネクタを挟んだ両側にて減勢を行うことで、
少なくとも減勢時に支持対象側コネクタ付近での姿勢の乱れ等を抑えることができる。こ
れにより、コネクタの結合が上手く行われなくなるといった不都合を生じにくくすること
ができる。
【０３６９】
　また、減勢後に遊技ユニットを取付完了位置へと押し込まれる等した場合であっても、
当該操作によって遊技ユニットの姿勢が乱れることを抑制することができる。これにより
、コネクタの結合に際して、過度に大きな負荷が生じることを抑制することができる。
【０３７０】
　なお、例えば減勢機構を構成する減勢部を上記支持対象側コネクタを挟んだ両側に配置
するとよい。
【０３７１】
　特徴Ｂ４．前記減勢機構は、前記支持対象に設けられていることを特徴とする特徴Ｂ１
乃至特徴Ｂ３のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３７２】
　本特徴に示す減勢機構を遊技ユニット側に設けた場合には、遊技ユニットの重量が嵩む
等して遊技ユニットの持ち運びが難しくなると懸念される。そこで、本特徴に示すように
減勢機構を支持対象に設ける構成とすれば、上記不都合の発生を回避し、作業性の向上等
に貢献することができる。
【０３７３】
　特徴Ｂ５．前記減勢機構は、前記コネクタ同士が接続される前に前記遊技ユニットの変
位を規制することで同遊技ユニットの取付完了位置への変位を一旦停止させるものである
ことを特徴とする特徴Ｂ１乃至特徴Ｂ４のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３７４】
　特徴Ｂ５によれば、遊技ユニットを一旦停止させることで、勢いよく押されてもその衝
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撃がコネクタに伝わることを抑制できる。一旦停止された位置から新たに押し込みを行う
場合であっても、操作ストロークの残り代が小さくなっているため、遊技ユニットが過度
に勢いよく押し込まれることを回避し、上記コネクタの保護機能を好適に発揮させること
ができる。
【０３７５】
　特徴Ｂ６．前記遊技ユニットを前記支持対象から取外可能とするアンロック状態と、当
該遊技ユニットを当該支持対象から取外不可とするロック状態とに切替可能に設けられた
ロック装置（ロック装置７９）を備え、
　前記ロック装置は、前記遊技ユニットが前記取付完了位置へ向けて変位することにより
前記アンロック状態から前記ロック状態に切り替わり、
　前記減勢機構は、前記ロック装置の前記アンロック状態から前記ロック状態への切り替
えを妨げる抗力を発生させることにより、上記減勢を行うものであることを特徴とする特
徴Ｂ１乃至特徴Ｂ５のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３７６】
　特徴Ｂ６によれば、遊技ユニットを取り付ける場合には、当該遊技ユニットの取付位置
へ向けた変位によりロック装置がアンロック状態からロック状態に切り替わる。この際、
ロック装置のロック状態への切替えが減勢機構によって妨げられるため、作業者は、勢い
よく又は勢いを保ったまま遊技ユニットを取付位置へと変位させることが困難になる。そ
もそも、ロック装置については、遊技ユニットの取り外しを妨げるものであり、ある程度
の強度が要求される。このように、強度が担保されやすい構成によって、遊技ユニットの
勢いを弱めることで、上述したコネクタの保護機能を好適に発揮させることができる。
【０３７７】
　なお、例えば「前記ロック装置は、前記遊技ユニットが取付方向とは反対側から当接す
る受け部(受け部材１２１)を有してなり、前記受け部が前記遊技ユニットによって押され
ることで前記ロック装置が前記アンロック状態からロック状態に切り替わる」構成とする
とよい。
【０３７８】
　特徴Ｂ７．前記ロック装置は、
　ロック解除操作に際して作業者により操作される操作部（操作部１２９）と、
　前記操作部が操作されることで、前記遊技ユニットを取り外し方向へと変位させる作用
部（受け部材１２１）と
を有し、
　前記遊技ユニットが前記作用部によって取り外し方向へと押されることで、前記ユニッ
ト側コネクタと前記支持対象側コネクタとの接続が解除されることを特徴とする特徴Ｂ６
に記載の遊技機。
【０３７９】
　特徴Ｂ６に示したように、抗力によって減勢を行う構成においては、遊技ユニットを取
り外す際に必要となる操作力が大きくなる可能性がある。仮に、遊技ユニットの何れかの
箇所を持って遊技ユニットを取り外し方向へと引っ張る等した場合には、遊技ユニットが
傾く等して、コネクタに過剰な応力が生じる可能性がある。
【０３８０】
　ここで、本特徴においては、ロック装置の解除操作を行うことで、コネクタの結合が解
除される構成とすることで、作業者が任意で遊技ユニットを引っ張る箇所を選ぶ機会を減
らすことができ、上記不都合の発生を抑えることができる。
【０３８１】
　特徴Ｂ８．前記ユニット側コネクタと前記支持対象側コネクタとのうち一方は、それら
両コネクタの接続方向と直交する方向に変位可能となるようにして取り付けられ、前記ユ
ニット側コネクタ及び前記支持対象側コネクタの他方に当接することで、前記遊技ユニッ
トの前記取付完了位置へ向けた変位に伴って所定の接続位置へと誘導される構成となって
おり、
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　前記減勢機構は、前記ユニット側コネクタ及び前記支持対象側コネクタのうち一方が他
方に誘導されている期間中は、前記遊技ユニットの前記取付完了位置への移動を妨げる抗
力を発生する抗力発生状態に維持することを特徴とする特徴Ｂ１乃至特徴Ｂ７のいずれか
１つに記載の遊技機。
【０３８２】
　特徴Ｂ８によれば、ユニット側コネクタ及び支持対象側コネクタのうち一方を可変式と
することで、両コネクタの位置ばらつきを許容することが可能となっている。しかしなが
ら、このような構成においては作業性や利便性の向上を図ることができる反面、コネクタ
の耐久性が低下しやすい。
【０３８３】
　この点、本特徴によれば、コネクタの誘導期間中は負荷が増大したままとなるように構
成することで、勢いよくコネクタ同士がぶつかったり押し付けられたりすることを回避し
、コネクタの保護を図ることができる。
【０３８４】
　特徴Ｂ９．前記減勢機構は、少なくとも前記遊技ユニットの前記取付完了位置への移動
を妨げる抗力を発生する抗力発生状態となった後は、その状態が前記遊技ユニットが取付
完了位置に到達するまで維持されるように構成されていることを特徴とする特徴Ｂ１乃至
特徴Ｂ８のいずれか１つに記載の遊技機。
【０３８５】
　減勢機構が抗力を生じさせた場合には、作業者は増大した負荷を考慮して遊技ユニット
に加える力（操作力）を大きくすると想定される。この際、コネクタの接続が完了する前
に、増大状態が解除されてしまうと、遊技ユニットが急に加速するようにして取付完了位
置に到達することとなり、コネクタに大きな力が加わりやすくなると想定される。
【０３８６】
　この点、本特徴においては、少なくとも負荷増大状態となった後は遊技ユニットが取付
完了位置に到達するまでその状態で維持されるため、上記不都合の発生を抑制することが
できる。これにより、コネクタの保護機能を一層好適に発揮させることができる。
【０３８７】
　上記特徴Ｂ群は以下の課題に対して適用すると効果的である。
【０３８８】
　パチンコ機等の遊技機には、電気部品が搭載されてなる遊技盤等の遊技ユニットと、そ
の遊技ユニットを着脱可能に支持する支持枠等の支持対象とを備えているものがある。遊
技ユニットには電気部品に接続されたコネクタが取り付けられており、このコネクタを支
持対象側のコネクタと接続することで、遊技ユニットと支持対象とが電気的に接続された
状態となる。
【０３８９】
　近年では、遊技ユニットを支持対象に着脱する際の遊技ユニットの変位によって両コネ
クタが電気的に接続／分離されるものが提案されている（例えば特許文献１：特開２００
４－２６７６９５号公報参照）。かかる遊技機においては、例えば遊技ユニット装着後に
手作業でコネクタの接続を行う必要が無く、作業性の向上等が実現される。
【０３９０】
　ここで、上述したタイプの遊技機においては、遊技ユニットの取り付けに伴ってコネク
タ同士が当たる可能性がある。このようにコネクタ同士が当たった際に、遊技ユニットの
自重や取り付け操作の勢いがコネクタへと伝わると、同コネクタに大きな衝撃（負荷）が
発生すると懸念される。また、コネクタが移動する経路と予め設定された接続経路とがず
れることにより、コネクタ接続時の負荷が大きくなる等して、従来のように手動で接続し
ていた場合には生じない応力等が発生したりすると想定される。これは、コネクタ本来の
接続機能を低下させる要因となり得るため好ましくない。
【０３９１】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、接続作業の容易化を図り
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つつコネクタ本来の接続機能の低下を抑えることができる遊技機を提供することを目的と
する。
【０３９２】
　＜特徴Ｃ群＞
　特徴Ｃ１．電気部品（図柄表示装置９６や主制御装置１６２）がユニット本体（遊技盤
８０ａ）に搭載されてなる遊技ユニット（遊技盤ユニット８０）を備え、当該遊技ユニッ
トが支持対象（内枠１３の樹脂ベース７０）によって支持されている遊技機であって、
　前記遊技ユニットにおいて前記支持対象と対峙している部分に設けられ、台座（台座４
６１）を介して前記遊技ユニットに取り付けられたユニット側コネクタ（遊技盤側コネク
タ４５１，４５２）と、
　前記支持対象に設けられ、当該支持対象における取付完了位置への前記遊技ユニットの
変位により前記ユニット側コネクタと接続され、前記取付完了位置からの前記遊技ユニッ
トの変位により前記ユニット側コネクタとの接続が解除される支持対象側コネクタ（内枠
側コネクタ４０１，４０２）と
を備え、
　前記台座は、前記ユニット本体と前記ユニット側コネクタとの間に遊技球の通過が可能
となる隙間（球通路ＦＳ）が生じるようにして形成されており、少なくとも当該隙間が小
さくなる側へ変形可能となるように構成されていることを特徴とする遊技機。
【０３９３】
　特徴Ｃ１によれば、遊技ユニットを支持対象への取付完了位置へ配置することにより、
ユニット側コネクタと支持対象側コネクタとが接続される。遊技ユニットの取付完了後に
両コネクタを結合するといった別途作業が必要なくなることで、作業性の向上に貢献する
ことができる。
【０３９４】
　しかしながら、支持対象に遊技ユニットを取り付けることにより両コネクタが結合され
る構成においては、上述した作業性の向上等の効果を発揮させることができる反面、コネ
クタ同士が接触等した際に、遊技ユニットの重量や勢いがコネクタに伝わりやすくなると
想定される。コネクタに衝突等に起因した大きな応力が発生することは、コネクタの変形
や破損等を招いてコネクタ本来の機能に支障をきたす要因となり得る。
【０３９５】
　この点、本特徴によれば、ユニット本体とユニット側コネクタとの間に遊技球の通過が
可能となる隙間が形成されており、この隙間を利用して台座が変形可能となっている。こ
のため、例えば遊技ユニット取付時にコネクタ同士の位置が上手く合わない等して衝突し
たとしても、台座が変形することにより衝突に起因する衝撃を吸収したりコネクタ同士の
位置ばらつきを吸収したりすることができる。これにより、コネクタの保護を図ることが
できる。
【０３９６】
　つまり、遊技球用の通り道を確保しつつ、当該通り道を利用してコネクタの保護を実現
することが可能となっている。これにより、限られた領域にて、各種通路部やコネクタを
配置する上での制約を抑えることができる。
【０３９７】
　特徴Ｃ２．前記遊技ユニットは、前記支持対象に対する取付完了位置に配置されること
で位置決めがなされる構成となっており、
　前記台座は、前記遊技ユニットの位置決めがなされた場合には、蓄えられた弾性力によ
り変形が発生していない初期の状態に復帰するように構成されていることを特徴とする特
徴Ｃ１に記載の遊技機。
【０３９８】
　特徴Ｃ２によれば、遊技ユニットの位置決めがなされることで、仮に台座に弾性変形が
生じている場合であっても、当該台座は変形前の状態（初期状態）に復帰することとなる
。かかる構成によれば、上記隙間を過度に大きくしなくても遊技球用の通路としての機能
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を担保することができる。
【０３９９】
　特徴Ｃ３．前記遊技ユニットは、前記支持対象に対する取付完了位置に配置されること
で位置決めがなされる構成となっており、
　前記ユニット側コネクタ及び前記支持対象側コネクタの少なくとも一方は、少なくとも
前記遊技ユニットの位置決めがなされた状態では接続方向と交差する方向への変位が許容
されており、
　前記台座は、前記一方の前記交差する方向への変位が許容された場合に、前記遊技ユニ
ットを前記取付完了位置に配置される過程で蓄えられた弾性力によって変形が発生してい
ない初期の状態に復帰するように構成されていることを特徴Ｃ１に記載の遊技機。
【０４００】
　特徴Ｃ３によれば、遊技ユニットが取付完了位置に配置されることで、ユニット側コネ
クタ及び支持対象側コネクタの少なくとも一方の上記交差する方向への変位が許容される
。この際、台座が遊技ユニットを取付完了位置に配置される過程で蓄えられた弾性力によ
って変形が発生していない初期の状態に復帰する。仮に遊技ユニットの配置過程にて台座
に弾性変形が生じている場合であっても、当該台座はコネクタの接続が完了することで変
形前の状態（初期状態）に復帰することとなる。かかる構成によれば、上記隙間を過度に
大きくしなくても遊技球用の通路としての機能を担保することができる。
【０４０１】
　特徴Ｃ４．前記隙間は、前記遊技ユニットが前記支持対象に取り付けられている場合に
遊技球用の通路として機能することを特徴とする特徴Ｃ１乃至特徴Ｃ３のいずれか１つに
記載の遊技機。
【０４０２】
　台座とユニット本体との隙間が遊技球用の通路として機能している場合に上記弾性変形
が生じた場合には、その隙間における遊技球の通過が妨げられやすくなると想定される。
【０４０３】
　ここで、本特徴によれば、遊技ユニットを支持対象にとりつけることで初めて上記隙間
が遊技球用の通路として機能することとなる。ここで、上記隙間が通路として機能してい
ない場合に、当該隙間をコネクタ保護に利用する構成とすることで、それら両機能を好適
に併存させることができる。
【０４０４】
　特徴Ｃ５．前記支持対象側コネクタは、前記支持対象に対して変位不可となるようにし
て固定されており、
　前記支持対象側コネクタと前記ユニット側コネクタとが結合されることで、それら両コ
ネクタの結合方向と交差する方向への前記ユニット側コネクタの変位が規制されることを
特徴とする特徴Ｃ１乃至特徴Ｃ４のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４０５】
　特徴Ｃ４によれば、前記ユニット側コネクタと前記支持対象側コネクタとが結合される
ことで、ユニット側コネクタの変位が規制されることとなる。これにより、都度のコネク
タ結合時に上記隙間が大きくなったり小さくなったりすることを回避することができる。
これにより、同隙間に付与された球通路としての機能を好適に担保することができる。
【０４０６】
　特に、台座については、衝撃吸収等の機能を考慮した場合、ある程度強度を低く設定す
ることが好ましい。しかしながら、単に強度を低下させた場合には、上記通路としての機
能を担保することが難しくなる。そこで、コネクタ同士が結合された後は、支持対象側コ
ネクタによって強度を補うことで、実用上好ましい構成が実現される。
【０４０７】
　特徴Ｃ６．前記遊技ユニットは、前記支持対象によって回動可能に支持されており、
　前記台座は、
　前記ユニット本体と前記隙間を隔てて対峙するように形成されたコネクタ取付部（対向
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部４６２）と、
　前記コネクタ取付部から前記ユニット本体へ延びる脚部（脚部４６３）と
を有し、
　前記脚部は、第１脚部と当該第１脚部よりも前記遊技ユニットにおける回動基端側に位
置する第２脚部とを有し、
　それら第１脚部及び第２脚部によって挟まれた部分が、前記隙間となっていることを特
徴とする特徴Ｃ１乃至特徴Ｃ５のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４０８】
　特徴Ｃ６によれば、遊技ユニットが回動式となっている。かかる構成においては、回動
中心部がずれる等することでコネクタ同士の位置関係にずれが生じやすくなる。ここで、
脚部を回動中心の放射方向に離間させて設けることで、両脚部が同じ側に倒れるようにし
て変形可能となり、コネクタの姿勢の変化を抑えつつ上記ずれを吸収することができる。
【０４０９】
　特徴Ｃ７．前記ユニット本体は前面に遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成された遊技盤（
遊技盤ユニット８０）、前記支持対象は当該遊技盤を着脱可能に支持する枠体（内枠１３
の樹脂ベース７０）であり、
　発射操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射装置（遊技球発射機構
１１０）と、
　前記遊技盤に設けられ、遊技領域を流下する遊技球を当該遊技盤の背面側に案内する複
数の案内通路部（一般入賞口８１等）と、
　前記遊技盤の背面に設けられ、前記案内通路部を通じて当該遊技盤の背面側に案内され
た遊技球を回収して遊技機外部へと排出するための排出通路部（回収板１５０の回収通路
１５１）と
を備え、
　前記ユニット側コネクタは前記台座を介して前記遊技盤の背面に取り付けられており、
　前記隙間は、前記排出通路部の一部を構成していることを特徴とする特徴Ｃ１乃至特徴
Ｃ６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４１０】
　特徴Ｃ７によれば、遊技者が遊技球の発射操作を行うことで、遊技領域へと遊技球が発
射される。遊技領域へ到達した遊技球は案内通路部を通じて遊技盤の背面側へと案内され
、排出通路部を経由して遊技機外部へと排出される。メンテナンス等を目的として遊技ユ
ニットの着脱を行っている際には、遊技球が上記隙間に到達する機会がない。そこで、通
路としての機能が不要である場合に、その隙間をコネクタ結合時の衝撃緩和に利用するこ
とで、通路部とコネクタとを遊技盤の背面側にて併設した場合であっても、配置にかかる
空間的な制約を抑えることができる。
【０４１１】
　上記特徴Ｃ群は以下の課題に対して適用すると効果的である。
【０４１２】
　パチンコ機等の遊技機には、電気部品が搭載されてなる遊技盤等の遊技ユニットと、そ
の遊技ユニットを着脱可能に支持する支持枠等の支持対象とを備えているものがある。遊
技ユニットには電気部品に接続されたコネクタが取り付けられており、このコネクタを支
持対象側のコネクタと接続することで、遊技ユニットと支持対象とが電気的に接続された
状態となる。
【０４１３】
　近年では、遊技ユニットを支持対象に着脱する際の遊技ユニットの変位によって両コネ
クタが電気的に接続／分離されるものが提案されている（例えば特許文献１：特開２００
４－２６７６９５号公報参照）。かかる遊技機においては、例えば遊技ユニット装着後に
手作業でコネクタの接続作業を行う必要が無く、作業性の向上等が実現される。
【０４１４】
　ここで、上述したタイプの遊技機においては、遊技ユニットの取り付けに伴ってコネク
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タ同士が当たる可能性がある。このようにコネクタ同士が当たった際に、遊技ユニットの
自重や取り付け操作の勢いがコネクタへと伝わると、同コネクタに大きな衝撃（負荷）が
発生すると懸念される。また、コネクタが移動する経路と予め設定された接続経路とがず
れることにより、コネクタ接続時の負荷が大きくなったり、従来のように手動で接続して
いた場合には生じない応力等が発生したりすると想定される。これは、コネクタ本来の接
続機能を低下させる要因となり得るため好ましくない。
【０４１５】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、接続作業の容易化を図り
つつコネクタ本来の接続機能の低下を抑えることができる遊技機を提供することを目的と
する。
【０４１６】
　＜特徴Ｄ群＞
　特徴Ｄ１．前面に遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成され、当該遊技領域を流下する遊技
球が流入可能な複数の開口部（例えば一般入賞口８１やアウト口８９）を有する遊技盤（
遊技盤ユニット８０）と、
　前記遊技盤を保持する枠体（内枠１３の樹脂ベース７０）と、
　前記枠体の背面側であって前記遊技盤の下方に設けられ、前記開口部を通じて前記遊技
盤の背面側に到達した遊技球を回収する枠体側回収通路（排出通路５０１）と
を備え、
　前記枠体側回収通路は、遊技球１個が通過可能であって複数の遊技球が同一箇所を同時
に通過不可となるように規制する規制領域（下流通路５１２及び中間通路５１３）と、当
該規制領域の上流側に位置し同規制が行われない非規制領域とを有し、当該回収通路に到
達した遊技球は前記規制領域を通過した後に遊技機外へ排出される構成となっており、
　前記規制領域を通過する遊技球を検知可能な球検知手段（検知センサ５３０）を備え、
　前記枠体には、前記規制領域と前記非規制領域との境界部分を当該枠体の正面側から視
認可能とする視認部（透視部１４９）が設けられていることを特徴とする遊技機。
【０４１７】
　特徴Ｄ１によれば、遊技領域を流下した遊技球は開口部を通じて遊技盤の背面側へ移動
し、回収通路（非規制領域→規制領域）を通じて遊技機外へ排出される。規制領域を通過
する遊技球は球検知手段によって検知されるため、例えばこの球検知手段による検知情報
に基づいてどれだけの遊技球が遊技機から排出されたかを把握することが可能となる。
【０４１８】
　規制領域にて遊技球の流下規制を行う構成については、排出される遊技球の数を正確に
把握する上では好ましいものの、非規制領域と規制領域との境界部分にて球詰まり等が発
生しやすくなると想定される。ここで、球詰まりが遊技中に発生することに鑑みれば、そ
の確認作業に遊技機背面部の露出が必須となることは、例えば制御装置等が遊技者等の目
にとまり易くする要因となり得るため好ましくない。
【０４１９】
　この点、本特徴に示すように枠体に同枠体の正面側から規制領域と非規制領域との境界
部分を視認可能とする視認部を設けておくことにより、枠体を開放することなく当該枠体
の正面側から球詰まりの有無を確認可能となる。これにより、球詰まりの確認作業によっ
て遊技機の防犯性が低下することを抑えることができる。また、球詰まりの確認箇所が明
らかとなることで、確認作業にかかる手間も少なくすることができる。これにより、作業
性の向上と防犯機能の向上とに貢献することができる。
【０４２０】
　特徴Ｄ２．前記遊技盤側に設けられた遊技盤側回収通路（回収通路１５１）を有し、
　前記非規制領域は前記枠体側回収通路の入口部分（上流通路５１１）を構成しており、
　前記遊技盤側回収通路の出口部分（出口部分１５３）から流出した遊技球が前記枠体側
回収通路の前記規制領域へ流入する構成となっており、
　前記遊技盤側回収通路の出口部分は前記遊技盤の幅方向に複数設けられており、
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　前記枠体側回収通路の入口部分には、前記出口部分よりも下方に設けられ、前記遊技球
が落下した際に当たる球受け部（球受け部５０６）が形成されており、
　前記球受け部は、前記遊技盤の幅方向に延び、前記境界部分に向けて下り傾斜している
ことを特徴とする特徴Ｄ１に記載の遊技機。
【０４２１】
　遊技盤にはその幅方向に複数の開口部が形成されていることが多い。この種の遊技機に
おいては、本特徴に示すに遊技盤側の回収通路にて遊技球を一箇所に集めるのではなく、
枠体側の回収通路に流入した後に遊技球を一箇所に集めることにより、遊技盤側回収通路
の取り回しが複雑になることを抑えることができる。遊技盤の背面側には、表示装置や制
御装置等の各種構成が配設されることが多いため、上述の如く遊技盤側回収通路の簡素化
を図ることができることは遊技盤側回収通路と上記各種構成とを共存させる上で好ましい
。
【０４２２】
　しかしながら、遊技盤側回収通路の出口部分から流出した遊技球を球受け部を介して規
制領域へと流入させる構成においては、上記効果が期待できる反面、多量の遊技球が一気
に枠体側回収通路に流入した場合等に規制領域への入口部分（上記境界部分）にて球詰ま
りが発生しやすくなると懸念される。そこで、このような球詰まりの可能性がある構成に
、特徴Ｄ１に示した技術的思想を適用して球詰まりの確認を容易とすれば、球詰まりの発
生により遊技ホールや遊技者が不利益を被ることを抑制することができる。
【０４２３】
　特徴Ｄ３．前記遊技盤の幅方向において前記規制領域の入口部分（入口部分５２１）を
挟んで前記球受け部とは反対側には、前記規制領域へ流入しなかった遊技球が流入可能と
なるようにして流入部（退避通路５１５）が形成されており、
　前記流入部は、その底部（底面部５２５）が前記規制領域の入口部分に向けて下り傾斜
しており、
　前記流入部及び前記球受け部において少なくとも前記規制領域の入口部分周辺において
は、上方への遊技球の重なりを許容するようにして形成されていることを特徴とする特徴
Ｄ２に記載の遊技機。
【０４２４】
　特徴Ｄ３によれば、多量の遊技球が一気に流れ込んだ場合には、遊技球が流入部へ流入
することで球詰まりの発生を回避することができる。しかしながら、溜っている遊技球の
数が減る等して、流入部に存在する遊技球が回収通路側へ復帰しようとした場合には、球
受け部に沿って流下する遊技球と、流入部に沿って流下する遊技球とが規制領域の入口付
近にて噛み込む等することで球詰まりが発生し得る。
【０４２５】
　このようにして発生した球詰まり時の遊技球同士の位置関係は微妙なバランスの上に成
り立っており、更には、遊技球が上方へ逃げることが可能となっている。このため、枠体
を揺すったり叩いたりして振動を加えることで、上記バランスが崩れて球詰まりが解消さ
れることとなる。つまり、球詰まりが発生した場合であっても、それを軽度に抑えること
で、遊技盤を取り外したり、枠体を開放したりすることなく、目視で球詰まりを確認した
後にそのまま球詰まりを解消させることが可能となる。
【０４２６】
　特徴Ｄ４．前記球受け部は、当該球受け部における下流側の端部が、前記流入部におけ
る下流側の端部よりも下位となるように形成されており、
　前記規制領域の入口部分には、前記球受け部の下流側への延長上に位置し、前記流入部
に繋がる通路壁部（通路壁部５２２）が形成されており、
　前記球受け部に沿って流下した遊技球は前記通路壁部に当たることで流下方向が変わり
前記規制領域へ流入することを特徴とする特徴Ｄ３に記載の遊技機。
【０４２７】
　特徴Ｄ４によれば、球受け部に沿って流下した遊技球は上記通路壁部に当たって流下方
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向が変わり規制領域へと流入することとなる。ここで、一気に大量の遊技球が回収通路へ
と流入し、高さ方向に積み上がる等した場合には、それら遊技球の一部が通路壁部を越え
て流入部へと流入することとなる。かかる構成とすれば、遊技球の円滑な排出を可能とし
つつ、一気に多量の遊技球が流入することを許容しやすくなっている。
【０４２８】
　なお、例えば前記球受け部の下流側端部と前記流入部の下流側端部との段差を、遊技球
の半径寸法よりも大きくなるように設定するとよい。
【０４２９】
　特徴Ｄ５．前記流入部は、前記規制領域の入口部分を挟んで前記球受け部とは反対側へ
延びており、
　前記流入部及び前記球受け部は、前記規制領域の入口部分へ向けた傾斜の傾きが相違す
るようにして形成されていることを特徴とする特徴Ｄ３又は特徴Ｄ４に記載の遊技機。
【０４３０】
　特徴Ｄ５によれば、球受け部から規制領域へ流入する遊技球と、流入部から規制領域へ
流入する遊技球とが、同規制領域の入口部分にて当たった場合であっても、両者の球圧に
差が生じることで、当該入口部分付近にて球詰まりが発生することを抑制することができ
る。
【０４３１】
　特徴Ｄ６．前記流入部は、前記規制領域の入口部分を挟んで前記球受け部とは反対側へ
延びており、
　前記流入部の全長と、前記球受け部の全長とが相違していることを特徴とする特徴Ｄ３
乃至特徴Ｄ５のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４３２】
　特徴Ｄ６によれば、球受け部から規制領域へ流入する遊技球と、流入部から規制領域へ
流入する遊技球とが、同規制領域の入口部分にてぶつかった場合であっても、両者の球圧
に差が生じることで、当該入口部分付近にて球詰まりが発生することを抑制することがで
きる。
【０４３３】
　特徴Ｄ７．前記枠体はその一側部にて回動可能に支持されており、
　前記球受け部は、前記枠体の回動先端側から回動基端側へ傾斜していることを特徴とす
る特徴Ｄ２乃至特徴Ｄ６のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４３４】
　仮に規制領域の入口部分にて球詰まりが発生した場合には、球詰まりの解消を図る必要
が生じる。本特徴においては、球受け部が回動先端側から回動基端側へ延びている。この
ため、枠体を回動させることにより球受け部内の遊技球に球受け部の傾斜に逆らうように
して外力が伝わる。これにより、球詰まりの解消を促すことができる。かかる構成によれ
ば、枠体を開放させた状態のままで球詰まりの解消作業を別途行う必要がなくなり、防犯
機能の向上に貢献することができる。
【０４３５】
　また、球詰まりを解消する際には、直接遊技球に触れる必要がなくなり、球詰まりの解
消に際して、遊技球が零れ落ちるといった不都合を生じにくくすることができる。
【０４３６】
　特に、遊技機から排出される遊技球の数を球検知手段によって把握する構成においては
、遊技球が検知前に零れる等することで、検知結果の正確さが損なわれやすくなる。この
点、本特徴に示すように、遊技球に直接触れる必要がない構成とすれば、上述したような
遊技球の零れが発生することを抑え、検知結果に対する信頼度向上に貢献することができ
る。
【０４３７】
　特徴Ｄ８．前記回収通路の後方には、遊技に関する制御を実行する制御装置（電源・発
射制御装置２４３）が配置されており、
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　前記制御装置は、制御基板（例えば電源・発射制御基板）と、当該制御基板を収容する
基板ケース（基板ボックス２４６）とを有してなり、当該基板ケースを通じて制御基板が
視認可能となっており、
　前記制御基板は、同制御基板と前記視認部との間に前記境界部分が位置するようにして
配置されていることを特徴とする特徴Ｄ１乃至特徴Ｄ７のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４３８】
　特徴Ｄ８によれば、枠体の正面側から視認部を通じて遊技球の有無（球詰まりの有無）
を確認しようとした場合には、回収通路（詳しくは上記境界部分）の背後に制御基板が存
在することで、遊技球の視認が妨げられず、更には背景として制御基板が存在することで
遊技球が目立ちにくくなることを抑制することができる。これにより、目視での遊技球の
確認を容易なものとすることができる。
【０４３９】
　例えば、制御基板の一方が各種素子等の実装面、他方が非実装面（例えば半田面）とな
っている構成においては、非実装面が視認部側を向くようにして制御基板を配置するとよ
い。
【０４４０】
　特徴Ｄ９．前記球検知手段からの検知情報に基づいて前記回収通路を通じて遊技機外に
排出される遊技球の数を把握可能となっており、
　前記枠体に開閉可能に取り付けられ、当該枠体及び前記遊技盤を遊技機正面側から覆う
扉体（前扉枠１４）を備え、
　前記扉体には、同扉体が同枠体に対して閉じた状態のまま、当該視認部を通じて前記境
界部分を視認可能とする扉体側視認部が設けられていることを特徴とする特徴Ｄ１乃至特
徴Ｄ８のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４４１】
　特徴Ｄ１に示したように、遊技盤の前面に遊技領域が設けられた遊技機においては、規
制領域と非規制領域との境界部分等を先頭とする球詰まりが発生した場合には、以下の不
都合が生じる。すなわち、球詰まりの確認や解消に扉体の開放が必要となれば、扉体を開
放した際に遊技球が零れる等して、排出される遊技球の数を正確に把握することが困難に
なると想定される。
【０４４２】
　この点、本特徴においては少なくとも扉体を閉じた状態のまま球詰まりの確認作業を行
うことができるので、確認作業時に遊技球がこぼれる可能性を減らすことができる。これ
により、上記正確さの向上に貢献することができる。
【０４４３】
　例えば、扉体おいて枠体の視認部と対向する部分に上記扉体側視認部を配設するとよい
。
【０４４４】
　上記特徴Ｄ群は以下の課題に対して適用すると効果的である。
【０４４５】
　パチンコ機等の遊技機には、前面に遊技領域が形成された遊技盤と、遊技盤を着脱可能
に支持する枠体とを備えているものがある。遊技者の発射操作に基づいて発射された遊技
球が遊技領域に到達し遊技領域に設けられた入賞口等に流入した場合には、遊技者に遊技
球の払い出し等の特典が付与される。このようにして入賞口に流入した遊技球は遊技盤に
形成された開口部を通じて遊技盤の背面側へ案内される。一方、何れの入賞口にも入賞し
なかった遊技球は、遊技領域の下部に設けられた開口部（所謂、アウト口）を通じて遊技
盤の背面側に移動する。
【０４４６】
　遊技盤及び枠体の背後には、上記開口部を通じて遊技盤の後方へと案内された遊技球を
回収する回収通路が設けられている。回収通路により回収された遊技球は、遊技機から排
出されることで例えば遊技ホール等の島設備へと返却される（例えば特許文献１参照）。
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【０４４７】
　この種の遊技機においては、回収通路の途中位置等で球詰まりが発生することで遊技の
進行に支障をきたすことがある。これは、遊技者や遊技ホールの管理者に不利を与える要
因になる。故に、球詰まりの発生については早期発見及びその原因の特定を迅速に行う必
要がある。
【０４４８】
　ここで、遊技盤や枠体の背面には制御装置等が配設されていることが一般的であり、球
詰まりの確認作業を行う場合に遊技盤や枠体の背面部分を露出させる必要があるとすれば
、制御装置等が作業者（例えばホール管理者）以外の目に晒される機会が増える。これは
、遊技機の防犯機能の向上を妨げる要因となるため好ましくない。
【０４４９】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、防犯機能の低下を抑えつ
つ、球詰まりの確認作業を行うことができる遊技機を提供することを目的とする。
【０４５０】
　＜特徴Ｅ群＞
　特徴Ｅ１．遊技球を貯留する第１貯留部（下皿２９ａ）と、
　払出装置（払出装置２２４）から払い出された遊技球を前記第１貯留部に案内する第１
案内通路（下皿用払出通路部６０６等）と、
　前記払出装置を駆動制御する制御装置（払出制御装置２４２）と、
　前記第１貯留部を先頭として前記第１案内通路における所定位置にまで遊技球が積み上
がった場合に、所定の検知情報を前記制御装置に伝える検知手段（満タン検知センサ６４
５）と
を備え、
　前記第１案内通路は、相対向する１組の通路壁部（仕切壁部６２１及び対向壁部６４１
）によって区画形成されてなり、
　前記検知手段は、前記通路壁部のうち一方（対向壁部６４１）に配設され、その一部が
前記第１案内通路内へ露出するように構成されており、前記所定位置まで積み上がった遊
技球が接触する又は同所定位置まで積み上がった遊技球によって前記露出している部分が
押されることで遊技球を検知する接触式の検知センサであり、
　前記第１案内通路において前記検知手段の上流側に位置する部分には、当該第１案内通
路に流入する遊技球を、前記１組の通路壁部のうち前記検知手段が配設されていない他方
に向けて案内する案内部（反射部６４３）が設けられていることを特徴とする遊技機。
【０４５１】
　特徴E１によれば、第１案内通路を流下する遊技球は、検知手段の上流側に到達した場
合に案内部によって検知手段が設けられた通路壁部とは反対側の通路壁部へと案内される
。これにより、流下する遊技球が勢いよく検知手段に衝突することを回避し、誤検知の抑
制や検知手段の保護に貢献することができる。
【０４５２】
　特徴Ｅ２．前記案内部は、前記一方の通路壁部において前記検知手段の上流側に位置す
る部分に設けられていることを特徴とする特徴Ｅ１に記載の遊技機。
【０４５３】
　特徴Ｅ１に示した技術的思想を具現化する場合には、本特徴に示すように案内部を検知
手段が配設されている通路壁部と同じ通路壁部に配置することで、上記一方の通路壁部に
沿って流下する遊技球は、案内部によって検知手段から離れるようにして案内されること
となり、そのまま検知手段へ向けて移動することを回避することができる。
【０４５４】
　特徴Ｅ３．前記第１貯留部とは別に遊技球を貯留可能な第２貯留部（上皿２８ａ）と、
　前記払出装置から払い出された遊技球を前記第２貯留部へ案内する第２案内通路（上皿
用払出通路部６０５）と
を備え、
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　前記第１案内通路及び前記第２案内通路は、それら各案内通路の入口部分の夫々が上側
を向くようにして並設され、前記第２案内通路にて遊技球が積み上がり、それ以上の第２
案内通路への遊技球の流入が不可となった場合に、前記第１案内通路へ遊技球が流入する
ように構成されており、
　前記両案内通路の分岐位置には、前記第２案内通路側から前記第１案内通路へ遊技球を
案内するように形成された傾斜部（第２傾斜部６２４）が設けられており、
　前記案内部は前記傾斜部の延長上に位置しており、当該傾斜部によって案内された遊技
球が前記案内部に衝突することで前記他方の通路壁部側へと案内されることを特徴とする
特徴Ｅ１又は特徴Ｅ２に記載の遊技機。
【０４５５】
　特徴Ｅ３によれば、第２貯留部を先頭として遊技球が積み上がり第２案内通路がいっぱ
いになった場合には、第２案内通路から溢れた遊技球が傾斜部に沿うようにして第１案内
通路へと流入することとなる。
【０４５６】
　ここで、本特徴においては特に、傾斜部の延長上に案内部が存在しており、傾斜部に沿
って移動した遊技球が案内部に衝突することとなる。これにより、案内部に付与された案
内機能が上手く活用されなくなるといった不都合を生じにくくすることができる。
【０４５７】
　なお、遊技球を上記他方の通路壁部側へと跳ね返す点に着目すれば「遊技球を案内する
案内部」を「遊技球を跳ね返す返し部」とすることも可能である。
【０４５８】
　特徴Ｅ４．前記分岐位置よりも上流側に設けられ、前記払出装置から払い出された遊技
球を前記案内通路へと案内する払出通路（出口側通路部５５４）を備え、
　前記払出通路は、当該払出通路の出口部分が前記第１案内通路の入口部分の上方に位置
しており、当該払出通路から流出した遊技球が前記第２案内通路の入口部分へ向けて流下
するように構成されていることを特徴とする特徴Ｅ３に記載の遊技機。
【０４５９】
　特徴Ｅ４によれば、第２案内通路の出口部分の直上から外れた位置に払出通路の出口部
分が位置している。このため、仮に第２案内通路が払い出された遊技球でいっぱいになっ
たにも関わらず更に遊技球が積み上がった場合であっても、それら積み上がった遊技球が
払出通路の出口部分に到達することを回避することができる。つまり、余剰となった遊技
球が第１案内通路へ上手く流入せずに積み上がり続けて、検知手段による検知機能が発揮
されず、積み上がった遊技球が払出装置に到達することを好適に回避することができる。
【０４６０】
　特徴Ｅ５．前記払出通路は、当該払出通路の出口部分を含んだ一部が同第２案内通路の
入口部分へ向けて下り傾斜していることを特徴とする特徴Ｅ４に記載の遊技機。
【０４６１】
　特徴Ｅ５によれば、払出装置から流出した遊技球は、払出通路から流出するにあたり、
第２案内通路の入口部分に向けて斜めに移動することとなる。第２貯留部から積み上がっ
た遊技球が第２案内通路の入口部分に到達した場合には、払出通路から飛び出した遊技球
が第２案内通路の入口部分に存在する遊技球に第１案内通路側から衝突するため、第２案
内通路側へと跳ね返りやすくなる。これにより、第２案内通路に過剰な遊技球の積み上が
りが発生することを抑制することができる。
【０４６２】
　また、跳ね返った遊技球は、上記案内部が設けられた通路壁部へ向けて移動することと
なり、案内部の案内機能を上手く発揮させることができる。これにより、上述した誤検知
の回避機能と検知手段の保護機能とを好適に発揮させることができる。
【０４６３】
　特徴Ｅ６．前記制御装置は、遊技球の払出情報に基づいて遊技球が連続して払い出され
るように駆動制御し、払い出された遊技球の数が予め設定された数に達した場合又は前記
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検知手段から前記所定の検知情報が入力された場合に前記払出装置の払出動作を停止させ
るものであり、
　前記検知手段からの前記所定の検知情報に基づいて前記払出装置の払出動作が停止する
までに払出済みの遊技球であって前記払出装置と前記所定位置との間を流下中の遊技球が
前記所定位置よりも上流側へ積み上がった場合に、同遊技球が前記第１案内通路における
積み上がり限界位置に達し且つ同限界位置を越えないように前記所定位置が設定されてい
ることを特徴とする特徴Ｅ１乃至特徴Ｅ５のいずれか１つに記載の遊技機。
【０４６４】
　特徴Ｅ６によれば、払い出された遊技球が所定位置に到達すると、払出装置が停止して
それ以上の遊技球の払い出しが回避される。払出装置を停止したとしても案内通路内を既
に払い出し済みの遊技球が流下しているが、これら払い出し済みの遊技球が所定位置から
積み上がったとしても案内通路における限界位置に達するものの同限界位置を越えること
はない。故に、払出装置への影響等を抑えつつできるだけ多くの遊技球を案内通路に蓄え
ることができる。これにより、案内通路における貯留量を増大させることができる。
【０４６５】
　特徴Ｅ７．前記第１貯留部とは別に遊技球を貯留可能な第２貯留部（上皿２８ａ）と、
　前記払出装置から払い出された遊技球を前記第２貯留部へ案内する第２案内通路（上皿
用払出通路部６０５）と
を備え、
　前記第１案内通路及び前記第２案内通路は、前記第１案内通路の入口部分と前記第２案
内通路の入口部分とは夫々が上側を向くようにして並設され、前記第２案内通路にて遊技
球が積み上がり、それ以上の第２案内通路への遊技球の流入が不可となった場合に、前記
第１案内通路へ遊技球が流入するように構成されており、
　前記所定位置は、前記第１案内通路と前記第２案内通路との分岐位置であることを特徴
とする特徴Ｅ６に記載の遊技機。
【０４６６】
　特徴Ｅ７によれば、分岐位置を越えて遊技球が溜ることが回避されることとなる。分岐
位置を越えて遊技球が積み上がった場合には、球詰まりが発生しやすくなったり払出装置
に影響がおよんだりするといった各種不都合が生じやすくなると想定される。そこで、こ
の分岐位置を上限位置とすれば、そのような不都合の発生を抑えることができる。
【０４６７】
　特徴Ｅ８．遊技球を貯留する第１貯留部（下皿２９ａ）と、
　前記第１貯留部とは別に遊技球を貯留可能な第２貯留部（上皿２８ａ）と、
　払出装置（払出装置２２４）から払い出された遊技球を前記第１貯留部に案内する第１
案内通路（下皿用払出通路部６０６等）と、
　前記払出装置から払い出された遊技球を前記第２貯留部へ案内する第２案内通路（上皿
用払出通路部６０５）と、
　前記払出装置を駆動制御する制御装置（払出制御装置２４２）と、
　前記第１貯留部を先頭として前記第１案内通路における所定位置にまで遊技球が積み上
がった場合に、所定の検知情報を前記制御装置に伝える検知手段（満タン検知センサ６４
５）と
を備え、
　前記第１案内通路及び前記第２案内通路は、それら各案内通路の入口部分の夫々が上側
を向くようにして並設され、前記第２案内通路にて遊技球が積み上がり、それ以上の第２
案内通路への遊技球の流入が不可となった場合に、前記第１案内通路へ遊技球が流入する
ように構成されており、
　前記両案内通路よりも上流側に設けられ、前記払出装置から払い出された遊技球を同案
内通路へと案内する払出通路（出口側通路部５５４）を備え、
　前記払出通路は、当該払出通路の出口部分が前記第１案内通路の入口部分の上方に位置
しており、当該払出通路から流出した遊技球が前記第２案内通路の入口部分へ向けて流下
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するように構成されていることを特徴とする遊技機。
【０４６８】
　特徴Ｅ８によれば、第２案内通路の出口部分の直上から外れた位置に払出通路の出口部
分が位置している。このため、仮に第２案内通路が払い出された遊技球でいっぱいになっ
たにも関わらず更に遊技球が積み上がった場合であっても、それら積み上がった遊技球が
払出通路の出口部分に到達することを回避することができる。つまり、余剰となった遊技
球が第１案内通路へ上手く流入せずに積み上がり続けて、検知手段による検知機能が発揮
されず、積み上がった遊技球が払出装置に到達することを好適に回避することができる。
【０４６９】
　特徴Ｅ９．前記払出通路は、当該払出通路の出口部分を含んだ一部が同第２案内通路の
入口部分へ向けて下り傾斜していることを特徴とする特徴E８に記載の遊技機。
【０４７０】
　特徴Ｅ９によれば、払出装置から流出した遊技球は、払出通路から流出するにあたり、
第２案内通路の入口部分に向けて斜めに移動することとなる。第２貯留部から積み上がっ
た遊技球が第２案内通路の入口部分に到達した場合には、払出通路から飛び出した遊技球
が第２案内通路の入口部分に存在する遊技球に第１案内通路側から衝突するため、第２案
内通路側へと跳ね返りやすくなる。これにより、第２案内通路に過剰な遊技球の積み上が
りが発生することを抑制することができる。
【０４７１】
　また、跳ね返った遊技球は、上記案内部が設けられた通路壁部へ向けて移動することと
なり、案内部の案内機能を上手く発揮させることができる。これにより、上述した誤検知
の回避機能と検知手段の保護機能とを好適に発揮させることができる。
【０４７２】
　特徴Ｅ１０．遊技球を貯留する第１貯留部（下皿２９ａ）と、
　払出装置（払出装置２２４）から払い出された遊技球を前記貯留部に案内する第１案内
通路（下皿用払出通路部６０６）と、
　前記払出装置を駆動制御する制御装置（払出制御装置２４２）と、
　前記第１貯留部を先頭として前記案内通路における所定位置にまで遊技球が積み上がっ
た場合に、所定の検知情報を前記制御装置に伝える検知手段（満タン検知センサ６４５）
と
を備え、
　前記制御装置は、遊技球の払出情報に基づいて遊技球が連続して払い出されるように駆
動制御し、払い出された遊技球の数が予め設定された数に達した場合又は前記検知手段か
ら前記所定の検知情報が入力された場合に前記払出装置の払出動作を停止させるものであ
り、
　前記検知手段からの前記所定の検知情報に基づいて前記払出装置の払出動作が停止する
までに払出済みの遊技球であって前記払出装置と前記所定位置との間を流下中の遊技球が
前記所定位置よりも上流側へ積み上がった場合に、同遊技球が前記案内通路における積み
上がり限界位置に達し且つ同限界位置を越えないように前記所定位置が設定されているこ
とを特徴とする遊技機。
【０４７３】
　特徴Ｅ１０によれば、払い出された遊技球が所定位置に到達すると、払出装置が停止し
てそれ以上の遊技球の払い出しが回避される。払出装置を停止したとしても第１案内通路
内を既に払い出し済みの遊技球が流下しているが、これら払い出し済みの遊技球が所定位
置から積み上がったとしても第１案内通路における限界位置に達するものの同限界位置を
越えることはない。故に、払出装置への影響等を抑えつつできるだけ多くの遊技球を第１
案内通路に蓄えることができる。これにより、案内通路における貯留量を増大させること
ができる。
【０４７４】
　上記特徴Ｅ群は以下の課題に対して適用すると効果的である。
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【０４７５】
　パチンコ機等の遊技機には、前扉枠の上皿（貯留部）に貯留された遊技球が、発射操作
に基づいて遊技球発射装置へ案内され、遊技盤の遊技領域へ向けて打ち出されるものがあ
る。そして、例えば遊技領域に配設された入賞口や可変入賞装置等に遊技球が入球した場
合には、払出装置から所定数の遊技球が払い出される。払出装置から払い出された遊技球
は遊技機内部に設けられた払出通路を通じて、上記上皿に導かれる。
【０４７６】
　また、前扉枠には、上皿の下方に下皿（貯留部）が設けられており、当該上皿に遊技球
が満杯になっている状態にて遊技球の払い出しが行われる場合にはその余剰球が上記払出
通路を通じて同下皿へ払い出されることとなる。
【０４７７】
　払出通路の途中位置には検知手段としての満杯検知センサが設けられており、制御装置
において満杯検知センサの検知結果に基づき下皿が満杯状態になっていると判断される。
より詳細には、下皿が満杯状態になっていると、払出通路を通じて流れる遊技球が下皿内
に流入することができず払出通路内にて滞留し、この滞留した遊技球を検知することで、
満杯検知センサから制御装置に検知信号が出力される。そして、制御装置において同検知
信号に基づき下皿が満杯状態になっていると判断された場合には、同制御装置によりそれ
以上の遊技球の払い出しが行われないように満杯状態処理が実行される（例えば、特許文
献１：特開２００２－２２４３６２号公報参照）。これにより、払出装置の故障等が防止
される。
【０４７８】
　しかしながら、かかる構成においては、実際に下皿が満杯状態になっていないにも関わ
らず制御装置にて下皿が満杯状態になっていると判断されるおそれがある。例えば大当た
り中などといった多量の遊技球が払い出される場合には払出通路を遊技球が連続して通過
し、それら遊技球の一部が満杯検知センサによって検知されることで、検知信号が出力さ
れ得る。特に、遊技球の払い出しに要する時間を短縮化すべく遊技球の払出周期が速めら
れた構成においては、払出通路内にて遊技球の流下経路がばらつきやすくなり上記不都合
が生じやすくなると想定される。
【０４７９】
　なお、以上の問題は、パチンコ機に限って発生するものではなく、貯留部及び同貯留部
に遊技球を導く通路を有する他のタイプの遊技機においても同様に発生し得る。
【０４８０】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、満杯検知の検知精度を好
適に向上することができる遊技機を提供することを目的とするものである。
【０４８１】
　以下に、以上の各特徴を適用し得る遊技機の基本構成を示す。
【０４８２】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル４１）と、その操作
手段の操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０のソレノ
イド１１１）と、その発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（誘導レール１０
０）と、遊技領域内に配置された各遊技部品（釘９０等）とを備え、それら各遊技部品の
うち所定の通過部（作動口８４，８５等）を遊技球が通過した場合に遊技者に特典を付与
する遊技機。
【０４８３】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄
列を最終停止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動
が開始され、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変
動が停止され、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者
に有利な特別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにした遊技機。
【０４８４】
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　球使用回胴式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄列を最終停止
表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動が開始され、
停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止され
、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特別
遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにし、さらに、球受皿を設けてその球受
皿から遊技球を取り込む投入処理を行う投入装置と、前記球受皿に遊技球の払出を行う払
出装置とを備え、投入装置により遊技球が投入されることにより前記始動用操作手段の操
作が有効となるように構成した遊技機。
【符号の説明】
【０４８５】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…外枠、１２…内枠、１４…前扉枠、１５…裏
パックユニット、７０…支持対象としての樹脂ベース、７９…減勢機構としてのロック装
置、８０…遊技ユニットとしての遊技盤ユニット、８０ａ…遊技盤、８１…一般入賞口、
９６…電気部品としての図柄表示装置、１１０…遊技球発射機構、１２１…受け部材、１
２２…押え部材、１２５…ロック部材、１２８…ピン部材、１２９…操作部、１４９…透
視部、１５０…回収板、１５１…回収通路、１５２…脚部を構成する突出部、１５３…出
口部分、１６２…電気部品としての主制御装置、２０１…裏パック、２２４…払出装置、
２２５…遊技球分配部、２７１…ストッパ部、２７５…軸受け部としての係合部、２９０
…挿入部、３００…レールカバー、３０４…軸部としての突起３０４、４０１，４０２…
支持対象側コネクタとしての内枠側コネクタ、４０６，４０７…コネクタ本体、４０８，
４０９…接続端子、４１１，４１２…コネクタ用基板、４５１，４５２…ユニット側コネ
クタとしての遊技盤側コネクタ、４５６，４５７…コネクタ本体、４５８，４５９…接続
端子、４６１…台座、４６３…脚部、５００…排出通路盤、５０１…排出通路、５０６…
球受け部、５１１…上流通路、５１２…下流通路、５１３…中間通路、５１５…流入部と
しての退避通路、５２１…入口部分、５５２…遊技球通路、５５４…出口側通路部、５５
５…出口部分、６０３…払出通路、６０４…分岐領域、６０５…上皿用払出通路部、６０
６…下皿用払出通路部、６０７，６０８…入口部分、６２１…仕切壁部、６２２…案内部
、６２３…第１傾斜部、６２４…第２傾斜部、６３１…対向壁部、６４１…対向壁部、６
４３…反射部、６４５…満タン検知センサ、ＦＣ１，ＦＣ２…仮想円、ＴＬ１，ＴＬ２…
接線。
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