
JP 2014-61337 A 2014.4.10

10

(57)【要約】
【課題】遊技機の前面側に設けられた開口部に取り付け
られる取付部材の係止状態の不正解除を防止して、取付
部材の開口部からの不正離脱を防止することを可能とし
た遊技機を提供する。
【解決手段】遊技機の前面側に設けられた開口部４６と
、開口部４６に前面側から挿入されて係止されることで
、開口部４６に閉蓋状に取り付けられる操作ボタンユニ
ット４５とを含む遊技機において、操作ボタンユニット
４５が前記係止された位置に対して所定角度を超えて変
位するのを防止することによって、操作ボタンユニット
４５の係止状態の解除を防止して、操作ボタンユニット
４５の開口部４６からの離脱を防止する離脱防止手段を
備えた。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の前面側に設けられた開口部と、
　前記開口部に前面側から挿入されて係止されることで、前記開口部に閉蓋状に取り付け
られる取付部材とを含む遊技機において、
　前記取付部材が前記係止された位置に対して所定角度変位した後、その角度を超えて変
位するのを防止することによって、前記取付部材の係止状態の解除を防止して、前記取付
部材の開口部からの離脱を防止する離脱防止手段を備えた
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記開口部の内側には、前記取付部材が前記係止された位置に対して所定角度変位する
と、前記取付部材の外周部が当接する当接部を備え、
　前記取付部材の外周部は、前記係止された位置においては、前記当接部との間に所定の
隙間をもって位置する
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記取付部材には、前記開口部の周方向全域に設けられた前端縁部に当接する周方向に
連続したフランジと、
　前記フランジの裏側に配設される係止部を備え、
　前記開口部の内側には、前記係止部が係止される係止受部を備え、
　前記係止受部は、前記取付部材のフランジが前記開口部の前端縁部に当接した際に、前
記係止部が係止される位置に備えられている
ことを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記離脱防止手段は、前記フランジの裏側に配設され、前記係止部が係止された位置か
ら離れる方向へ前記取付部材が変位した時、前記当接部方向へと近づく干渉突部とを含み
、
　前記係止部が前記係止受部から離れる方向へ前記取付部材が所定角度変位すると、前記
干渉突部が前記当接部と当接して前記取付部材がその角度を超えて変位することを防止す
ることにより構成されている
ことを特徴とする請求項３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記係止部は、前記係止部よりも内面側に設けられる弾性片部と、
　前記弾性片部と前記係止部との間に配設される弾性体とを備える
ことを特徴とする請求項３又は４に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は遊技機、詳しくは、遊技機の前面側に設けられた開口部に取り付けられる取付
部材の不正離脱を防止した遊技機に関する。なお、本発明の遊技機は、いわゆるパチンコ
機と称される弾球遊技機、パチスロ機と称される回胴式遊技機、及びスロットマシンなど
の遊技機に広く適用可能である。
【背景技術】
【０００２】
　例えば弾球遊技機は、本体枠の一側面前方側に開閉扉（前面扉）を開閉（回動）可能に
軸支して備え、この開閉扉の前面に遊技球を溜め置く上皿部（上皿ユニットともいう。）
が備えられているものが知られている。
そして、このような遊技機にあっては、遊技機の前面側、すなわち、前記上皿ユニットの
前面側に開口部が設けられており、この開口部には、遊技者の操作により所定の演出を実
行するための操作ボタンと、操作ボタンを配設するための取付ベースとで構成されたボタ
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ンユニット（取付部材ともいう。）が、前面側から挿入されて取り付けられている（例え
ば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２０２８０１号公報
【０００４】
　しかし、このような先行文献に開示の技術的手段では、次のような問題点を抱えていた
。
（1）ボタンユニットの取付ベースと開口部との間にドライバー等の治具を挿入し、取付
ベースを抉じ開けてボタンユニットを抜き取る。そして、ボタンユニットが抜き取られて
開け放された開口部から種々の治具等を挿入して出玉を不正に払い出させる等の不正行為
が行われる虞がある。
（2）前記開け放された開口部から、飲料水や油などの液体を注入するなどの嫌がらせ行
為が行われる虞がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、このような課題を解決するためになされており、その目的とするところは、
遊技機の前面側に設けられた開口部に取り付けられる取付部材の係止状態の不正解除を防
止して、取付部材の開口部からの不正離脱を防止することを可能とした遊技機を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的を達成するために、第１の発明は、遊技機の前面側に設けられた開口部
４６と、
　前記開口部４６に前面側から挿入されて係止されることで、前記開口部４６に閉蓋状に
取り付けられる取付部材（操作ボタンユニット４５）とを含む遊技機において、
　前記取付部材が前記係止された位置に対して所定角度変位した後、その角度を超えて変
位するのを防止することによって、前記取付部材の係止状態の解除を防止して、前記取付
部材の開口部か４６らの離脱を防止する離脱防止手段を備えた（干渉突部７５）を備えた
ことを特徴とする遊技機としたことである。
【０００７】
　本発明によれば、ドライバー等の治具１００を挿入し、取付ベース４８を抉じ開けてボ
タンユニット（操作ボタンユニット４５）を抜き取って開け放された開口部４６から種々
の治具等を挿入して出玉を不正に払い出させる等の不正行為が防止できる。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明において、前記開口部４６の内側には、前記取付部材（操作
ボタンユニット４５）が前記係止された位置に対して所定角度変位すると、前記取付部材
の外周部が当接する当接部４６ａを備え、
　前記取付部材の外周部は、前記係止された位置においては、前記当接部４６ａとの間に
所定の隙間をもって位置することを特徴とする遊技機としたことである。
【０００９】
　第３の発明は、第２の発明において、前記取付部材（操作ボタンユニット４５）には、
前記開口部４６の周方向全域に設けられた前端縁部１０７に当接する周方向に連続したフ
ランジ５０と、
　前記フランジ５０の裏側に配設される係止部（係止片）７０を備え、
　前記開口部４６の内側には、前記係止部７０が係止される係止受部７７を備え、
　前記係止受部７７は、前記取付部材（操作ボタンユニット４５）のフランジ５０が前記
開口部４６の前端縁部１０７に当接した際に、前記係止部７０が係止される位置に備えら
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れていることを特徴とする遊技機としたことである。
【００１０】
　本発明によれば、このような係止手段を備えた遊技機の場合、取付部材（操作ボタンユ
ニット４５）のフランジ５０と、開口部４６の前端縁部１０７とが当接している位置から
ドライバーなどの冶具１００を挿入して抉じ開けようとしても、前記離脱防止手段によっ
て取付部材（操作ボタンユニット４５）の離脱を防止することができる。
【００１１】
　第４の発明は、第３の発明において、前記離脱防止手段は、
　前記フランジ５０の裏側に配設され、前記係止部７０が係止された位置から離れる方向
へ前記取付部材（操作ボタンユニット４５）が変位した時、前記当接部４６ａ方向へと近
づく干渉突部７５とを含み、
　前記係止部７０が前記係止受部７７から離れる方向へ前記取付部材（操作ボタンユニッ
ト４５）が所定角度変位すると、前記干渉突部７５が前記当接部４６ａと当接して前記取
付部材（操作ボタンユニット４５）がその角度を超えて変位することを防止することによ
り構成されていることを特徴とする遊技機としたことである。
【００１２】
　本発明によれば、取付部材（操作ボタンユニット４５）に開口部４６の当接部４６ａと
接する干渉突部７５を設けるだけの簡素な構成で上述した効果が実現できるので、製造コ
ストに優れる。
【００１３】
　第５の発明は、第３又は第４の発明において、前記係止部７０は、前記係止部７０より
も内面側に設けられる弾性片部と、
　前記弾性片部と前記係止部７０との間に配設される弾性体とを備えることを特徴とする
遊技機としたことである。
　本発明によれば、係止部には、弾性片部と弾性体による強固な外向きの押圧力が掛かる
ため、係止されて取り付けられる力が強く、簡単には抜き外すことができない。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、遊技機の前面側に設けられた開口部に取り付けられる取付部材の係止
状態の不正解除を防止して、取付部材の開口部からの不正離脱を防止することを可能とし
た遊技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１の遊技機の一例を示す概略正面斜視図である。
【図２】操作ボタンユニットを上皿の開口部に係止して装着している状態の概略断面図で
ある。
【図３】操作ボタンユニットを不正に取り外そうとし、離脱防止手段が作用している状態
を示す概略断面図である。
【図４】操作ボタンユニットの概略正面斜視図である。
【図５】操作ボタンユニットの概略背面斜視図である。
【図６】操作ボタンユニットの背面側を斜め上方から見た状態の概略図である。
【図７】操作ボタンユニットの背面側を斜め下方から見た状態の概略図である。
【図８】操作ボタンユニットの概略側面図である。
【図９】上皿の開口部を上皿の中空内部側から見た状態の概略図である。
【図１０】操作ボタンの分解斜視図である。
【図１１】操作ボタンの概略断面図である。
【図１２】正面側から見た前面上飾りの分解斜視図である。
【図１３】背面側から見た前面上飾りの分解斜視図である。
【図１４】実施例２の概略を一部省略して示す断面図で、（ａ）は操作ボタンユニットを
上皿の開口部に係止して装着している状態の概略断面図、（ｂ）は操作ボタンユニットを
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不正に取り外そうとし、離脱防止手段が作用している状態を示す概略断面図である。
【図１５】実施例３の概略を一部省略して示す断面図で、（ａ）は操作ボタンユニットを
上皿の開口部に係止して装着している状態の概略断面図、（ｂ）は操作ボタンユニットを
不正に取り外そうとし、離脱防止手段が作用している状態を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明遊技機の一実施形態について説明する。
なお、本実施形態は本発明遊技機の一例にすぎずなんら図示した形態に限定解釈されるも
のではなく、その他の形態を有する遊技機、例えば封入球式遊技機なども本発明の範囲内
であり、また回胴式遊技機（いわゆるパチスロ機）なども本発明の範囲内であり、本発明
の範囲内で種々の遊技機に設計変更可能である。
【実施例１】
【００１７】
　遊技機は、図１に示すように、遊技場の島設備に配設される遊技機枠（本体枠ともいう
。）１を含み、該遊技機枠１の前面側には、図示はしないが、一般入賞装置、遊技状態を
大当りとするか否かの抽選処理を起動する始動領域としての始動入賞装置、大当たり遊技
状態の発生に基づき、入賞口の開放動作を行うアタッカと称する特別電動役物を構成する
大入賞装置、遊技球の流下に変化を与える多数の遊技釘などの遊技部材を備えた遊技盤が
備えられている。また、遊技機枠１の背面側、すなわち、遊技盤の背面側との間に所定の
空間をあけて、かつ遊技盤を介して画像による演出を表示する図示しない画像表示手段（
例えば液晶表示装置（LCD:Liquid Crystal Display）など）が備えられている。なお、画
像表示手段は、本実施例では特に限定解釈されず周知の画像表示手段を適用可能である。
また、画像表示手段を備えない遊技機であっても本発明の範囲内である。
　また、図示はしないが、遊技機枠１内で画像表示手段の背面には、遊技の進行を制御す
る主制御基板（主制御回路）や、該主制御基板（主制御回路）からの信号に従って各演出
装置（発光装置、画像表示手段，スピーカなど）を制御する副制御基板（副制御回路）な
どの制御装置を配した図示しない基板ベースが装着されている。
【００１８】
　本実施形態では、遊技機枠１の前面側上部１ａに、該遊技機枠１の上部に備えられる図
示しない左右のスピーカを覆うとともに、装飾レンズ１０５を備えた任意形状の前面上飾
り２が配設されている。前面上飾り２は、図１２及び図１３に示すように、カバー体３と
、スピーカカバー１１と、装飾レンズ１０５と、拡散シート１９と、装飾レンズ用リフレ
クタ１７と、ベース部７とで構成されている。
【００１９】
　カバー体３は、左右のスピーカ上を覆う第一のカバー体４と第二のカバー体５、及び第
一のカバー体４と第二のカバー体５の間に配されて、設置状態において第一のカバー体４
と第二のカバー体５とともに外観上一体に備えられ、所定の形状に形成された装飾レンズ
１０５の外周を覆う中央のカバー体６とで構成されている。装飾レンズ１０５は、例えば
遊技機台の名称や所定のマークなどを表現している形状を有し、光による演出効果を向上
させるものである。
【００２０】
　左右のスピーカは、遊技機枠１の前面側上部１ａを覆うように取り付けられる合成樹脂
製の長尺平板状のベース部７の左右位置に設けられたスピーカ用開口部８から前方に向け
て臨むように配設されている。
ベース部７は、左右端９からそれぞれ一体に延設され、後側に向けて折り曲げ形成されて
いる所定長さの左右サイド部１０を備えており、この左右サイド部１０は、遊技機枠１の
上部左右端面１ｂを覆うように取り付けられている。
そして、その開口部８から臨むスピーカを覆う所定形状のスピーカカバー１１が配設され
ている。
スピーカカバー１１は、ベース部７の前面に係止されて取付けられる。
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前記第一のカバー体４と第二のカバー体５は、このスピーカカバー１１を前面側から覆う
ように配設され、ベース部７に取付固定される。本実施形態において、スピーカカバー１
１は、非透光性の合成樹脂材で形成されている。
【００２１】
　前記ベース部７における左右のスピーカ用開口部８の周縁前面（本実施形態では上縁１
２の前面）と、左右のスピーカ用開口部８の間の面部１３前面には、それぞれＬＥＤ（Li
ght Emitting Diode：発光ダイオード）基板１４が配設されている。すなわち、左右のス
ピーカ用開口部８の周縁前面に配されるＬＥＤ基板１４は、第一のカバー体４と第二のカ
バー体５をそれぞれ発光させる目的をもって配設されており、前記左右のスピーカ用開口
部８の間の面部１３前面に配されるＬＥＤ基板１４は、装飾レンズ１０５を発光させる目
的をもって配設されている。
【００２２】
　前記ベース部７の面部１３前面には、前面側１５と後面側１６をそれぞれ開口した所定
形状の装飾レンズ用リフレクタ（光拡大部）１７が係止されて配設されている。装飾レン
ズ用リフレクタ１７は、例えば本実施形態では、非透光性の合成樹脂材で形成されており
、装飾レンズ１０５を構成する各文字形態部分に適合する複数個の独立した筒部１８が横
並び状に一体成形されている。なお、透光性を有する合成樹脂材で形成されているものと
してもよい。
【００２３】
　また、本実施形態では、前記リフレクタ１７と装飾レンズ１０５との間に、リフレクタ
１７から前方へと送られたＬＥＤ基板１４の光を、拡散させて装飾レンズ１０５へと送る
拡散シート１９を配設している。
拡散シート１９は、装飾レンズ１０５の形状と略同一の形状を有する薄肉シートに形成さ
れている。
【００２４】
　中央のカバー体６は、非透光性の合成樹脂材で、前面側２０と後面側２１をそれぞれ開
口した横長筒状に形成されており、前記リフレクタ１７の前面側から、リフレクタ１７の
外周２２に嵌り合う内面形状をもって形成され、ベース部７の面部１３の前面に係止して
取り付けられている。
そして、前記装飾レンズ１０５を中央のカバー体６の前端側２３に取り付け固定するとと
もに、前記拡散シート１９を前記リフレクタ１７の前端面２４と前記装飾レンズ１０５の
裏面２５に当接させて挟持している。なお、中央のカバー体６は、透光性を有する合成樹
脂材で形成されているものとしてもよい。
【００２５】
　なお、本実施形態では、第一のカバー体４と第二のカバー体５は、それぞれが透光性を
有する合成樹脂材で形成されるとともに、メッキ被覆でハーフミラー処理されている。ま
た、前記スピーカカバー１１は、ベース部７のスピーカ用開口部８の少なくとも上縁１２
の前面を覆わない大きさに形成されているものとしている。
すなわち、前記ベース部７の上縁１２にはＬＥＤ基板１４が配設されており、このＬＥＤ
基板１４から発する光が前記第一のカバー体４と第二のカバー体５から可視可能とするた
めである。従って、第一のカバー体４と第二のカバー体５は、中央に位置する装飾レンズ
１０５とともに、可視可能に発光する。
また、本実施形態では、それぞれ装飾レンズ１０５を構成する各文字形態部分に適合する
複数個の独立した筒部１８が横並び状に一体成形されているリフレクタ形態としたため、
それぞれの装飾レンズ１０５の文字毎に発光させたり、それぞれの文字毎に異なる光を発
色させたりすることもでき、装飾性を向上させることが可能である。このような発光形態
は本実施形態に何等限定解釈されるものではなく、本発明の範囲内で設計変更可能である
。
【００２６】
　遊技機枠１の前面側で、前記前面上飾り２の下には、図１に示すように、開閉扉（ガラ
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ス枠ともいう。）２６が開閉可能に備えられている。
【００２７】
　開閉扉２６は、遊技機枠１の一側（本実施形態では遊技機に向かって左側）の前面側に
、蝶番などを介して開閉可能に取り付けられ、前後方向に貫通する窓部（開口）２７を備
えた扉枠２８と、扉枠２８の背面側で、前記窓部２７の周囲に備えた図示しない透明板保
持枠と、透明板保持枠を介して取り外し可能に配設され、前記窓部２７の面積よりも広い
面積を有し、かつ透光性を有する合成樹脂板やガラス板などの透明板２９と、扉枠２８の
前面側で、前記窓部２７の下側に取付けられ、遊技球を溜め置く玉受皿（上皿）３０で構
成されている。すなわち、前記透明板２９を介して遊技機枠１に配設した遊技盤を視認可
能にしている。
【００２８】
　また、本実施形態の遊技機では、開閉扉２６の下側で、遊技機枠１の前面側に取り付け
られる取付パネル部３１を備えている。取付パネル部３１には、前面側に、遊技の結果、
払い出され、上皿３０から溢れた遊技球を溜め置く下皿３２と、前記上皿３０から図示し
ない発射装置へと送られた遊技球を、遊技盤の遊技領域へと打ち出す操作ハンドル３３が
備えられている。
また、本実施形態では、扉枠２８の前面側で、左右の枠部３４の前面には、所定の発光態
様を奏する扉装飾部３５が備えられている。扉装飾部３５は、左右の枠部３４の前面に配
設される図示しないＬＥＤ基板と、そのＬＥＤ基板上を覆う装飾レンズ３６とで構成され
ている。なお、本実施形態では特に図示していないが、上述した前面上飾り２と同様に、
ＬＥＤ基板と装飾レンズ３６との間に、光拡散部と拡散シートを配設することも可能であ
る。
【００２９】
　上皿３０は、例えば本実施形態では、図１乃至図３に示すように、遊技球を溜め置く受
皿部３７を凹設してなる平面部３８と、平面部３８の前端側３９から一体に連続して形成
された前面部４０と、前面部４０の下端側４１から一体に連続して形成された前下面部４
２と、平面部３８の後端側４３から一体に連続して形成され、周縁部を残して開口状に形
成した後面部４４とで所定形状に形成され、後面部４４の開口から連通する内部中空状に
形成されている。図中、符号Ｆは、上皿３０の中空内部を示す。
【００３０】
　本実施形態では、図１乃至図３に示すように、例えば上皿３０の前面部４０の略中央位
置には、遊技者の操作により所定の演出を実行するための操作ボタンユニット４５が備え
られている。
上皿３０の前面部４０の略中央位置には、中空内部Ｆと連通して設けられ、前記操作ボタ
ンユニット４５を前面側から取り付けるためのボタンユニット配設用の開口部４６を備え
ている。
すなわち、本実施形態では、前記操作ボタンユニット４５が、本発明の構成である取付部
材として機能し、前記上皿３０の前面部４０に設けられるボタンユニット配設用の開口部
４６が、本発明の構成である開口部として機能する。
そして、上皿３０の開口部４６の内面側には、後述する操作ボタンユニット４５の係止部
（係止片）７０が係止される係止受部７３が備えられている。本実施形態では、係止受部
７３は、後述する操作ボタンユニット４５のフランジ５０が、開口部４６の前端縁部１０
７に当接した際に、前記係止片７０が係止される位置に備えられている上方の返し部が係
止受部７３として機能する。
また、本実施形態では、後述する操作ボタンユニット４５の左係止片５８と右係止片５８
が係止される係止受部１０６も備えられている。すなわち、本実施形態では、係止片７０
の係止受部７３への係止とともに、左係止片５８と右係止片５８も開口部４６のそれぞれ
の係止受部１０６に係止されるため、係止状態がより強固となる。
【００３１】
　操作ボタンユニット４５は、図４乃至図８に示すように、本実施形態では、左右に並ん
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だ二個のボタン部材４７が、それぞれ取付ベース４８に取り付けられて構成されている。
【００３２】
　取付ベース４８は、合成樹脂材からなり、中空の横長筒状に形成されたベース本体部４
９と、同じく合成樹脂材からなり、該ベース本体部４９の前面の上端部と下端部、そして
左端部と右端部から、それぞれベース本体部４９の外方へと延設されたフランジ５０とで
構成されている。
　ベース本体部４９は、左右のボタン部材４７を挿入してそれぞれ離間状態に取付可能な
２個の取付孔５１を所定間隔あけて設けた前面板部５２と、曲面を有する板状に形成され
た左側板部５３と右側板部５４、及び長尺の略平板状に形成された上板部５５と下板部５
６で、中空の横長筒状に一体に構成されている。また、図５中で、符号５７で示す部材は
、ベース本体部４９の開口した後面側を塞ぎ、その前面側の所定位置にＬＥＤを備えたＬ
ＥＤ基板であり、左側板部５３と右側板部５４の係止受部に係止されて備えられる。
なお、ベース本体部４９は、上皿３０の開口部４６に挿入可能な大きさをもって形成され
ており、フランジ５０は、前記開口部４６の前端縁部１０７に当接可能な大きさをもって
形成されている。
【００３３】
　前面板部５２は、所定の装飾を図った前面形状を有し、上端部５２ａ、下端部５２ｂ、
左端部５２ｃ、右端部５２ｄから延設された隣り合うそれぞれのフランジ５０は連続して
いる。
また、前面板部５２における２個の取付孔５１の間には、窪み部５２ｅが形成されている
。
そして、左端部５２ｃと右端部５２ｄのそれぞれのフランジ５０の裏側からは、上皿３０
の開口部４６内に操作ボタンユニット４５を挿入した際に係止可能なユニット用の左係止
片５８と右係止片５８が後方に向けて突設されている。
【００３４】
　左係止片５８と右係止片５８は、フランジ５０の裏側から延設された舌片部５９と、舌
片部５９の先端に一体に設けられた楔状の係止爪部６０とで構成され、舌片部５９の弾性
により、上皿３０の開口部４６の左右内面部分に設けられているユニット用の左右係止受
部１０６に係止される。なお、このそれぞれの左右係止片５８のみの弾性力でもって係止
されることでも十分に係止されて取付けられる効果は発揮されるが、さらに本実施形態で
は次の構成を採用している。
【００３５】
　すなわち、前記左側板部５３から一体に設けられた左弾性片部６１と、その左弾性片部
６１と前記左係止片５８との間に、それぞれの面部と当接して一体に配設されたゴムなど
の弾性体６２とを備えて構成している。また、前記右側板部５４から一体に設けられた右
弾性片部６３と、その右弾性片部６３と前記右係止片５８との間に、それぞれの面部と当
接して一体に配設されたゴムなどの弾性体６４とを備えて構成している。左弾性片部６１
と右弾性片部６３は、それぞれ左側板部５３と右側板部５４から直交する方向に延設され
た延設片６５と、該延設片６５から後方（舌片部５９の延設方向と同じ方向）に一体に延
設された作用片６６とで構成されている。
このような構成を採用していることにより、左係止片５８と右係止片５８には、それぞれ
左弾性片部６１と弾性体６２、右弾性片部６３と弾性体６４による強固な外向きの押圧力
が掛かるため、係止されて取付けられる力が強く、簡単には抜き外すことができない。
【００３６】
　上板部５５と下板部５６の所定箇所には、それぞれ、後述する左右のボタン部材４７の
上下のベース取付片８６が係止可能な取付片用係止孔６７が、所定間隔をあけて貫通状に
設けられている。
本実施例によれば、取付片用係止孔６７は、本実施形態では、上板部５５と下板部５６の
それぞれの後端６８寄りに設けられている。
【００３７】



(9) JP 2014-61337 A 2014.4.10

10

20

30

40

50

　上端部５２ａから延設されたフランジ５０の裏側と上板部５５との境界位置には、複数
個のリブ６９が設けられており、そして、前記フランジ５０の裏側の略中央で、左右のリ
ブ６９の間には、フランジ５０の裏側から後方に向けて一体に突出する係止片７０が備え
られている。
そして、本実施形態では、所定の間隔をあけて水平方向（図中、矢印Ｈで示す方向）で隣
り合う２個の係止片７０が備えられている。
【００３８】
　係止片７０は、フランジ５０の裏側から延設された舌片部７１と、舌片部７１の先端に
一体に設けられた楔状の係止爪部７２とで構成されており、舌片部７１の弾性により、上
皿３０の開口部４６の内面に備えたユニット用の係止受部７３に係止される。
なお、本実施形態では、それぞれの係止片７０の両側に左右のリブ７４が設けられている
。
【００３９】
　下板部５６の所定箇所には、図２乃至図８に示すように、本発明の特徴的な構成である
離脱防止手段を構成する干渉突部７５が設けられている。
離脱防止手段は、前記操作ボタンユニット４５が、前記上皿３０の開口部４６内面の係止
受部７３に係止された位置に対して、所定角度を超えて変位するのを防止することによっ
て、操作ボタンユニット４５の係止状態の解除を防止して、操作ボタンユニット４５の開
口部４６からの離脱を防止する機能を奏する。
【００４０】
　干渉突部７５は、前面板部５２の下端部から延設されたフランジ５０の裏側から、該フ
ランジ５０と直交する方向で、下板部５６の後端より外方に突出する長さをもって下板部
５６から下方に一体に突設されている。本実施形態では、このように下板部５６の前後端
方向（矢印Ｘで示す方向）の幅よりも長い細幅板状に形成された干渉突部７５を、下板部
５６の左右両端寄りにそれぞれ１個ずつ備えている。
　そして、本実施形態では、上皿３０の開口部４６の内面４６ａが当接部として機能する
。
　前記干渉突部７５は、操作ボタンユニット４５が上皿３０の開口部４６に挿入され、フ
ランジ５０が開口部４６の前端縁部１０７に当接するとともに、係止片７０が係止受部７
３に係止されて装着された状態で、上皿３０の開口部４６の内面（当接部）４６ａとの間
に所定の隙間Ｌをもって位置する。従って、干渉突部７５は、操作ボタンユニット４５を
装着した際に、この隙間Ｌが形成される程度の突出高さ（図中矢印Ｙ方向の高さ）で形成
する。
　よって、係止片７０が係止された位置から操作ボタンユニット４５が離れる方向（図中
矢印Ａで示す方向）へ操作ボタンユニット４５が変位した時、前記当接部４６ａ方向へと
近づく。
そして、係止片７０が係止受部７３から離れる方向へ操作ボタンユニット４５が所定角度
変位すると、干渉突部７５が当接部４６ａと当接して操作ボタンユニット４５がその角度
を超えて変位することを防止する。
【００４１】
　本実施形態のボタン部材４７は、図１０及び図１１に示すように、取付ベース４８に取
り付けられるボタンベース７６と、該ボタンベース７６の前端に係止により取り付けられ
るボタンキャップ（被覆部材）７７と、発光手段を備え、所定の発光態様を奏する構造と
している。
【００４２】
　ボタンベース７６は、非透光性部材からなり、円筒状部７８と、円筒状部７８の前端に
設けられた正面視で四角形状のベースフランジ部７９と、円筒状部７８の内部に設けられ
た導光部９０と、ベースフランジ部７９の前面側に角柱状に立ち上げ形成された前周壁部
８０とを備えて構成され、前面側８１と後面側８２を開口し、内部が連通している。
このように構成されたことにより、前周壁部８０の先端であるベース前端部８３と、導光
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部９０の前端部８４との間には、凹状に形成された収容部８５が設けられている。この収
容部８５内には、後述する第一の拡散シート部９７と、光拡大部９３と、第二の拡散シー
ト部９８が収容される。
　円筒状部７８の後端側には、ベース取付片８６が一体に形成されている。ベース取付片
８６は、円筒状部７８から一体に突設された舌片部８７と、その舌片部８７の先端に一体
に設けられた楔状の取付爪部８８とで構成されており、舌片部８７の弾性により、取付ベ
ース４８の取付用係止孔６７に係止される。
【００４３】
　本実施形態の発光手段は、ボタンベース７６の後方で、円筒状部７８の開口側から臨む
ように配設されるＬＥＤなどの発光体と、その発光体からの光を前方へと誘導するための
誘導面部８９を備えた導光部９０と、導光部９０の前方に配設される第一の拡散シート部
９７と、第一の拡散シート部９７の前方に配設される光拡大部９３と、光拡大部９３の前
方に配設される第二の拡散シート部９８とで構成されている。
なお、発光体は、本実施形態で使用したＬＥＤに限定されるものではなく、周知のランプ
やＬＣＤなどを用いることも可能である。また、本実施形態では、ＬＥＤが、ボタンベー
ス７６の後方で、円筒状部７８の開口側から臨むように配設するものとしたが、円筒状部
７８内に配設する構成としてもよい。
【００４４】
　導光部９０は、本実施形態では、前面側９１と後面側９２の双方を開口して内部を中空
状に形成した後面側から前面側に行くに従って拡開する台形状とし、ボタンベース７６内
に、該ボタンベース７６と一体に非透光性部材で形成されている。
【００４５】
　光拡大部９３は、後面側（底部）９３ａが閉鎖され、前面側９３ｂが拡大されて開口を
有する台形状に形成され、底部９３ａが透光性を有し、側壁９３ｃは非透光性として形成
されている。
具体的には、導光部９０の前方に配設される小径後端部（底部）９５と、小径後端部９５
よりも前方に配され、小径後端部９５よりも径を大きく構成した大径前端部（前面部）９
６と、小径後端部９５から入った光を大径前端部９６へと案内する径が連続して拡大され
た誘導部９４とが一体に構成されている。本実施形態では、光拡大部９３の拡開角度は、
導光部９０の拡開角度よりも大きく構成している。照射範囲をさらに拡大するためである
。
【００４６】
　第一の拡散シート部９７は、前記光拡大部９３の小径後端部９５と導光部９０の前端部
とにそれぞれ接触した状態で配した少なくとも一枚の光拡散シートからなる。本実施形態
では、導光部９０の前端部と光拡大部９３の底部９３ａよりも大きく形成されている。
【００４７】
　第二の拡散シート部９８は、前記光拡大部９３の大径前端部９６とボタンキャップ７７
の内面とにそれぞれ接触した状態で配した少なくとも一枚の光拡散シートからなる。本実
施形態では、光拡大部９３の大径前端部９６と略同一の大きさに形成されている。
【００４８】
　本実施形態では、第一の拡散シート部９７と第二の拡散シート部９８に、大きさのみ異
なる同一の拡散シートを採用しているが、構成の異なる拡散シートを採用することも可能
である。
また、第一の拡散シート部９７と第二の拡散シート部９８が、それぞれ複数枚の拡散シー
トをもって構成する形態とすることも可能である。
【００４９】
　ボタンキャップ７７は、発光態様が視認可能な透光性を有する部材で形成され、前記収
容部８５内に収容された第一の拡散シート部９７と、光拡大部９３と、第二の拡散シート
部９８を被覆して前記ベース前端部８３に係止により取り付けられ、第二の拡散シート部
９８に照射された光が視認できる。ボタンキャップ７７の形状は、本実施形態の形状に限
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定解釈されるものではない。
「本実施形態の作用効果」
【００５０】
　本実施形態によれば、下端部のフランジ５０と開口部４６の前端縁部１０７との間に、
ドライバー等の治具１００を挿入して取付ベース４８を抉じ開けようとすると、係止片７
０が係止受部７３から離れる方向（図中Ａで示す方向）へ操作ボタンユニット４５が所定
角度変位する。そのような動作をすると、操作ボタンユニット４５に備えた干渉突部７５
が、当接部４６ａと当接して操作ボタンユニット４５がその角度を超えて変位することを
防止する（図２及び図３参照。）。
従って、操作ボタンユニット４５を抜き取って開け放された開口部４６から種々の治具１
００等を挿入して出玉を不正に払い出させる等の不正行為が防止できる。
本実施形態によれば、操作ボタンユニット４５の取付ベース４８に、上皿３０の開口部４
６内面の当接部４６ａと接する干渉突部７５を設けるだけの簡素な構成で上述した効果が
実現できるので、製造コストに優れる。
【００５１】
　なお、本実施形態において、操作ボタンユニット４５を取り外す場合には、まず上皿３
０を開閉扉２６の扉枠２８から取り外す。そして、上皿３０の開口状の後面部から作業者
が手を入れて係止片７０を操作して係止状態を解除すれば、操作ボタンユニット４５の取
り外しが可能となる。
また、本実施形態では、下端部のフランジ５０と開口部４６の前端縁部１０７との間に、
ドライバー等の治具１００を挿入して取付ベース４８を抉じ開けようとした場合を説明し
たが、上端部のフランジ５０と開口部４６の前端縁部１０７との間に、ドライバー等の治
具１００を挿入して取付ベース４８を抉じ開けようとした場合は、係止片７０が係止受部
７３より離脱することがないので取り外しができない。
【００５２】
　本発明によれば、導光部９０によって前方へと案内されたＬＥＤからの光は、第一の拡
散シート部９７によって屈折角度を大きくして発光範囲（照射範囲）を拡大し、そして光
拡大部９３によってその発光範囲が拡大された状態で、前方に配設された第二の拡散シー
ト部９８へと照射される。従って、第二の拡散シート部９８において、光量にムラが少な
く、全体的に均一に光が照射されるので、光による演出効果が向上できる。
【００５３】
　また、配設スペースの関係で、遊技機の奥行き方向や水平方向において導光部９０の拡
開角度が必然的に狭められることも有り得るが、そのような状況となったとしても、本発
明によれば、光量にムラが少なく、全体的に均一に光が照射されるので、配設スペースの
省スペース化に有効に対応可能である。それと同時に、発光態様を表示する表示シートの
発光領域は、現状と同じく広い領域を確保することができる。
【実施例２】
【００５４】
　図１４は、本発明の実施例２を示す。
この実施例２によれば、干渉突部７５の先端に係止用の窪み１０１を設け、その係止用の
窪み１０１に対応する係止用突起１０２を上皿３０の開口部４６の内面（当接部４６ａ）
に形成している（図１４（ａ））。
従って、下端部のフランジ５０と開口部４６の前端縁部１０７との間に、ドライバー等の
治具１００を挿入して取付ベース４８を抉じ開けようとすると、係止片７０が係止受部７
３から離れる方向へ操作ボタンユニット４５が所定角度変位する。そのような動作をする
と、操作ボタンユニット４５に備えた干渉突部７５の係止用の窪み１０１に、当接部４６
ａ領域に形成されている係止用突起１０２が係止されるため（図１４（ｂ））、引き抜き
方向への弊害となり、操作ボタンユニット４５の引き抜きをより困難とする。よって、操
作ボタンユニット４５がその角度を超えて変位することを防止できる。
【実施例３】
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【００５５】
　図１５は、本発明の実施例３を示す。
この実施例３によれば、干渉突部７５の先端に下方に向けて突出する突起１０３を設け、
その突起１０３に対応する突起係止用の孔部１０４を上皿３０の開口部４６の内面（当接
部４６ａ）に形成している（図１５（ａ））。
従って、下端部のフランジ５０と開口部４６の前端縁部１０７との間に、ドライバー等の
治具１００を挿入して取付ベース４８を抉じ開けようとすると、係止片７０が係止受部７
３から離れる方向へ操作ボタンユニット４５が所定角度変位する。そのような動作をする
と、操作ボタンユニット４５に備えた干渉突部７５の突起１０３が、当接部４６ａ領域に
形成されている突起係止用の孔部１０４に係止されるため（図１５（ｂ））、引き抜き方
向への弊害となり、操作ボタンユニット４５の引き抜きをより困難とする。よって、操作
ボタンユニット４５がその角度を超えて変位することを防止できる。
「変形例１」
【００５６】
　なお、上述した操作ボタンユニット４５の配設個所、配設個数若しくは形状などは特に
限定されるものではなく本発明の範囲内で設計変更可能である。
本実施形態では、上皿３０の前面部にボタンユニット配設用の開口部４６を設けているが
、開口部４６は、遊技機の前面側、すなわち遊技場の島設備に設置した状態で、遊技者と
向かい合う遊技機の正面側に設けられているものであればよく、他の箇所を採択すること
は可能である。
「変形例２」
【００５７】
　遊技機の前面側に設けられた開口部と、開口部に前面側から挿入されて係止されること
で、開口部に閉蓋状に取り付けられる取付部材とで構成される関係にあるものであれば、
本実施形態に何等限定解釈されるものではなく、本発明の範囲内で設計変更可能である。
例えば、前記実施例１で説明した前面上飾り２の装飾レンズ１０５に離脱防止手段を採用
することも可能であり、本発明の範囲内である。
すなわち、装飾レンズ１０５の外周面を後方に向けて所定長さ広く形成するとともに前端
縁部をフランジ状に延設する。そして、そのフランジ裏面側の上端に、後方に向けて延設
する係止片を設けるとともに、係止片と対向する外周面に、後方に向けて延設する二本の
干渉突部７５を設ける。そして、カバー体３の内面には、前記フランジがカバー体３の前
端に当接した際に前記係止片が係止可能な係止受部を設ける。
従って、係止部が係止受部から離れる方向へ装飾レンズ１０５が所定角度変位すると、干
渉突部７５がカバー体３の内面（当接部４６ａ）と当接して装飾レンズ１０５がその角度
を超えて変位することを防止することができる。
　また、開閉扉２６の扉枠２８の前面に備えた装飾レンズ１０５に離脱防止手段を備える
ことも可能で、本発明の範囲内である。
「変形例３」
【００５８】
　本実施形態では、操作ボタンユニット４５のボタン部材４７に上述した発光手段を適用
したが、発光する部材であれば何れの場所においても採用することができ、例えば装飾ラ
ンプやエラーなどの報知ランプについても採用可能である。
　また、光拡大部は、本実施形態では、底部のみ透光性を有するものとしたが、光拡大部
全体を透光性部材からなるものとしてもよい。すなわち、底部と側壁の双方が透光性を有
するものであれば、側壁も発光し、光による装飾性を向上させることができる。
【符号の説明】
【００５９】
１　遊技機枠
２６　開閉扉
３０　上皿



(13) JP 2014-61337 A 2014.4.10

４５　操作ボタンユニット
４６ａ　当接部
７５　干渉突部                                                          

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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