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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータ(32)が装着された駆動基盤(31)およびモータ(32)で回転制御される図柄ドラム(3
3)を備える複数の図柄表示ユニット(U)が、横長の収容箱体(21)内に長手方向に離間して
並列に収容され、始動入賞具(11)が配設された遊技盤(J)の該始動入賞具(11)の直上方に
配置される遊技機用のドラム式図柄表示装置において、
　前記収容箱体(21)の上面側に臨む水平な上板(54a)および収容箱体(21)の後面側に臨ん
で下端が収容箱体(21)の後部下端まで延在する垂直な本体板(54b)からＬ字型に形成され
た第１ケース体(54)と、水平な上板(55a)および垂直な本体板(55c)から第１ケース体(54)
と整合し得るＬ字型の箱枠状に形成されて第１ケース体(54)に組付けることで収容室(56)
が内部画成される第２ケース体(55)とからＬ字型に構成された基板ケース(45)と、
　前記収容箱体(21)の上面側に対向位置するように前記基板ケース(45)の収容室(56)に収
容され、前記第１ケース体(54)における上板(54a)の上面四隅に突設された各ボス(57)に
対応する通孔(46a)に挿通したネジを該ボス(57)のネジ孔(57a)に螺挿することでネジ止め
されると共に、大型の電子部品(48,49)が実装された第１基板部(46)と、収容箱体(21)の
後面側に対向位置するように前記基板ケース(45)の収容室(56)に収容され、前記第１ケー
ス体(54)における本体板(54b)の後面四隅に突設された各ボス(58)に対応する通孔(47a)に
挿通したネジを該ボス(58)のネジ孔(58a)に螺挿することでネジ止めされると共に、小型
の電子部品(50,51)が実装された第２基板部(47)とからＬ字型に構成された制御基板(44)
と、
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　前記各駆動基盤(31)の下端後部に形成されて前記収容箱体(21)の下面後部から下方に突
出する突片(34)における収容箱体(21)の下面に近接する位置に、接続口(35a)が収容箱体(
21)の側方に向けて開口する姿勢で配設される基盤用のコネクタ(35)と、
　前記第２基板部(47)の下端部における各図柄表示ユニット(U)と対応する位置の夫々に
、接続口(52a)が下方に向けて開口する姿勢で配設される基板用のコネクタ(52)と、
　前記第２ケース体(55)の本体板(55c)の下部における前記第２基板部(47)に配設された
各基板用のコネクタ(52)と対応する位置に夫々形成され、各コネクタ(52)の上方および両
側方を夫々覆う壁部と当該本体板(55c)とから個々のコネクタ(52)を、接続口(52a)を除く
部分を覆って下方に開口する下保護凹部(63)とを備え、
　前記各駆動基盤(31)の基盤用のコネクタ(35)および前記第２基板部(47)の対応する基板
用のコネクタ(52)がハーネス(36)を介して夫々接続され、
　前記収容箱体(21)は、前後に開放する角筒状の前ケース(29)と、該前ケース(29)と同一
外形寸法で前方に開放する箱状の後ケース(30)とからなり、前ケース(29)の後端と後ケー
ス(30)の前端とを対向当接することで、前記複数の図柄表示ユニット(U)を収容セットす
るための収容室が内部画成され、
　前記前ケース(29)の下枠材(29a)における後端部には、図柄表示ユニット(U)の並列方向
に離間して図柄表示ユニット(U)と同数の前後方向に延在する前切欠(29b)が後側に開放す
るよう形成されると共に、前記後ケース(30)の下枠材(30a)における前端部には、前ケー
ス(29)の各前切欠(29b)と対応する位置に、前側に開放する後切欠(30b)が夫々前切欠(29b
)より長く前後方向に延在するよう形成され、前後のケース(29,30)を対向当接した状態で
、両切欠(29b,30b)により前記駆動基盤(31)の突片(34)が下方に突出する逃し口が開口す
るよう構成され、
　前記各駆動基盤(31)の突片(34)が前記収容箱体(21)の対応する切欠(29b,30b)に嵌挿さ
れた状態で、前記収容室内において各図柄表示ユニット(U)が互いに等間隔で整列保持さ
れる
ことを特徴とするドラム式図柄表示装置。
【請求項２】
　前記第２基板部(47)の側部には、主制御装置に接続されるコネクタ(53)が、接続口(53a
)を側方に向けて開口する姿勢で配設され、
　前記第２ケース体(55)の本体板(55c)における第２基板部(47)に配設されて主制御装置
に接続されるコネクタ(53)と対応する位置に、該コネクタ(53)の上下両方および収容室(5
6)側の側方を夫々覆う壁部と当該本体板(55c)とから主制御装置に接続されるコネクタ(53
)を、接続口(53a)を除く部分を覆って側方に開口する側保護凹部(64)が形成される請求項
１記載のドラム式図柄表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、ドラム式図柄表示装置に関し、更に詳しくは、例えば遊技盤に構成された
遊技領域内でパチンコゲームを展開し得るパチンコ機に用いられるドラム式図柄表示装置
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
この種の遊技機の代表例として、従来から知られているパチンコ機において、遊技中に発
生される毎回の始動および停止を含む変動制御条件に基づいて図柄組合わせゲームを展開
して、特別遊技状態に係る権利とされる組合わせ入賞条件を成立表示することのできる大
型役物として、一般にドラム形式と称されている図柄可変表示装置が採用されている。こ
の図柄可変表示装置では、対象のパチンコ機によってサイズや変動制御条件等に差異があ
っても、その基本的な形態として、合成樹脂成形された平プーリ形の図柄ドラム(ドラム
の素地である回転体の外周に色彩区分された、例えば数字、アルファベット文字、その他
の図形やマーク等の各種多様な識別用の図柄を配置したもの)と、該ドラムの回転駆動手
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段(一般にステッピングモータ)と、停止表示される各図柄用の位置決め検出手段および照
明手段等を含めて１基毎に図柄表示ユニット化される。そして、この図柄表示ユニットが
、１つのドラムケース内に複数基(通常では左列、中列、右列の３基)を組単位として縦列
セットされている。
【０００３】
前記図柄可変表示装置のドラムケースには、夫々の図柄表示ユニットに係る所要の入出力
制御をなし得る各種電子部品を実装した表示制御基板を備える表示制御装置が配設され、
パチンコゲーム中に発生した始動信号入力条件により、表示制御装置から発生される制御
出力に基いて、各列の図柄表示ユニットの図柄ドラムが設定時間条件で回転・停止されて
、各図柄を遊技盤前面の入賞ライン上に表示するよう構成される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記表示制御基板に配設されて、図柄表示ユニットとハーネスを介して電気的に接続する
ためのコネクタは、該基板に対して接続口が直交する方向を指向する姿勢で配設されてい
た。このような配設姿勢では、コネクタに対するハーネスの接続作業を容易に行なうこと
が可能である。しかるにこの場合には、コネクタが表示制御基板の配設面に対して大きく
突出し、制御装置自体の厚み寸法が大きくなる問題がある。更に、表示制御基板の配設面
から大きく突出するコネクタにハーネスを接続すると、該ハーネスも配設面に対して直交
する方向に大きく突出することとなる。
【０００５】
ここで、周知のようにパチンコ機は、遊技店内における設置枠台(通称「島」)に対し、一
対のパチンコ機が、その後面が対向する状態で縦向きに整列設置されて遊技に供される。
従って、図柄可変表示装置の後側に表示制御装置を配設した場合では、該制御装置の後方
への突出寸法が大きく、島に設置した際に島内で対向する表示制御装置同士が干渉するお
それがある。すなわち、前記図柄ドラムを大型化して視覚的な装飾効果を高め、遊技者の
注意を引き付ける構成を採用する場合は、表示制御装置による後方への突出量が大きいこ
とに制約されて充分な大きさになし得ないのが実状である。
【０００６】
また、コネクタが表示制御基板から大きく突出するため、パチンコ機の後側上部から落下
するパチンコ球がコネクタやハーネス等に衝突するおそれがあり、コネクタやハーネス等
が破損したりショートの原因となる問題を招く難点も指摘される。
【０００７】
【発明の目的】
　本発明は、前述した従来の技術に内在している前記課題に鑑み、これを好適に解決する
べく提案されたものであって、図柄ドラムを大型化して迫力のある表示を可能とし、また
コネクタが破損するのを防止し得るようにしたドラム式図柄表示装置を提供することを目
的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　前述した課題を克服し、所期の目的を好適に達成するため、本発明に係るドラム式図柄
表示装置は、
　モータが装着された駆動基盤およびモータで回転制御される図柄ドラムを備える複数の
図柄表示ユニットが、横長の収容箱体内に長手方向に離間して並列に収容され、始動入賞
具が配設された遊技盤の該始動入賞具の直上方に配置される遊技機用のドラム式図柄表示
装置において、
　前記収容箱体の上面側に臨む水平な上板および収容箱体の後面側に臨んで下端が収容箱
体の後部下端まで延在する垂直な本体板からＬ字型に形成された第１ケース体と、水平な
上板および垂直な本体板から第１ケース体と整合し得るＬ字型の箱枠状に形成されて第１
ケース体に組付けることで収容室が内部画成される第２ケース体とからＬ字型に構成され
た基板ケースと、
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　前記収容箱体の上面側に対向位置するように前記基板ケースの収容室に収容され、前記
第１ケース体における上板の上面四隅に突設された各ボスに対応する通孔に挿通したネジ
を該ボスのネジ孔に螺挿することでネジ止めされると共に、大型の電子部品が実装された
第１基板部と、収容箱体の後面側に対向位置するように前記基板ケースの収容室に収容さ
れ、前記第１ケース体における本体板の後面四隅に突設された各ボスに対応する通孔に挿
通したネジを該ボスのネジ孔に螺挿することでネジ止めされると共に、小型の電子部品が
実装された第２基板部とからＬ字型に構成された制御基板と、
　前記各駆動基盤の下端後部に形成されて前記収容箱体の下面後部から下方に突出する突
片における収容箱体の下面に近接する位置に、接続口が収容箱体の側方に向けて開口する
姿勢で配設される基盤用のコネクタと、
　前記第２基板部の下端部における各図柄表示ユニットと対応する位置の夫々に、接続口
が下方に向けて開口する姿勢で配設される基板用のコネクタと、
　前記第２ケース体の本体板の下部における前記第２基板部に配設された各基板用のコネ
クタと対応する位置に夫々形成され、各コネクタの上方および両側方を夫々覆う壁部と当
該本体板とから個々のコネクタを、接続口を除く部分を覆って下方に開口する下保護凹部
とを備え、
　前記各駆動基盤の基盤用のコネクタおよび前記第２基板部の対応する基板用のコネクタ
がハーネスを介して夫々接続され、
　前記収容箱体は、前後に開放する角筒状の前ケースと、該前ケースと同一外形寸法で前
方に開放する箱状の後ケースとからなり、前ケースの後端と後ケースの前端とを対向当接
することで、前記複数の図柄表示ユニットを収容セットするための収容室が内部画成され
、
　前記前ケースの下枠材における後端部には、図柄表示ユニットの並列方向に離間して図
柄表示ユニットと同数の前後方向に延在する前切欠が後側に開放するよう形成されると共
に、前記後ケースの下枠材における前端部には、前ケースの各前切欠と対応する位置に、
前側に開放する後切欠が夫々前切欠より長く前後方向に延在するよう形成され、前後のケ
ースを対向当接した状態で、両切欠により前記駆動基盤の突片が下方に突出する逃し口が
開口するよう構成され、
　前記各駆動基盤の突片が前記収容箱体の対応する切欠に嵌挿された状態で、前記収容室
内において各図柄表示ユニットが互いに等間隔で整列保持されることを特徴とする。
【０００９】
【作用】
　図柄表示ユニットを電気的に制御する制御基板に対し、図柄表示ユニットに接続される
コネクタは、その接続口が下方に向けて開口する姿勢で配設されるから、制御基板の配設
面に対するコネクタの突出寸法は小さくなる。すなわち、制御基板の厚み寸法を小さくす
ることができるので、該制御基板に制約されることなく図柄ドラムを大型化することが可
能となる。また、コネクタは基板ケースで覆われているから、パチンコ球等が衝突して破
損したりショートが発生するのは防止される。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明に係るドラム式図柄表示装置について、好適な実施例を挙げて添付図面を
参照しながら以下詳細に説明する。なお、本実施例に係るドラム式の図柄可変表示装置(
単に図柄装置とも略称する)を、パチンコ機に配設されるものとして説明する。
【００１１】
(パチンコ機)
そこで、先ず本実施例の図柄可変表示装置が実施されるパチンコ機について、図２および
図３を参照して要約説明する。本実施例のパチンコ機Ｐは、その基本的な概略構成として
、外枠Ａの開口前面側に対して前枠Ｂが、連結支持手段および施錠手段を利用して着脱お
よび開放可能に組付けられている。そして前枠Ｂの内外部分に、横開き式のガラス扉Ｄを
組付けた窓枠Ｃと、ガラス扉Ｄの下部において窓枠Ｃに対して着脱および開放可能に組付
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けられる開閉セット板の前側にセットされた上球皿Ｅおよび後側にセットされた電動式の
球送り装置(図示せず)と、下段に位置する下球皿Ｆおよび打球発射装置Ｈと、後側に位置
する機構セット盤Ｇ等が夫々装備されている一方、前枠Ｂ後側の収容枠体の正面内部に所
要の遊技領域Ｉを構成した遊技盤Ｊが着脱交換可能にセットされる。
【００１２】
(遊技盤)
前記遊技盤Ｊは、図４に示すように、略円形状に湾曲形成したレール１０により囲まれた
遊技領域Ｉの前側において、縦央やや下部に配設されてセーフ球をスイッチで検出し得る
始動入賞具１１と、この始動入賞具１１の直上方に配置された後述の図柄可変表示装置Ｋ
と、風車とも称されて遊技球用の流下方向を任意に変向する電飾案内車１２および普通案
内車１３と、始動入賞具１１の直下方に設置された前記大型電動式の入賞装置Ｌと、遊技
状態に応じて照射パターンが変更制御される電飾装置１４等を備えている。また遊技盤Ｊ
の後側には、図３に示すように、セーフ球を機構セット盤Ｇ側に通出案内させるセーフ球
案内部材１５が装着されている。そして、このセーフ球案内部材１５には、該案内部材１
５に開設した透視窓部１５ａの後側に合わせて図柄可変表示装置Ｋが装備セットされる。
なお、図４中の符号１６はアウト口を示す。
【００１３】
前記始動入賞具１１内に配設された図示しないスイッチは、各セーフ球の検出毎に図柄可
変表示装置Ｋを１回ずつ作動スタートさせるための始動入力手段として利用される。また
前記入賞装置Ｌは、図柄可変表示装置Ｋの大当り成立時に対する特別遊技状態として、開
成作動条件が付与される大型の入賞装置であって、図４に示されるように、特別入賞口１
７に対設された扉状の開閉板１８が、後側の電磁ソレノイドに係る設定駆動条件に基づい
て、通常の閉鎖状態から開放状態に変化されるようになっている。そして、特別入賞口１
７の後側内部にセーフ球用のカウントスイッチと、開放作動継続用の特別スイッチ(Ｖス
イッチ)が組込まれている(何れも図示せず)。なお、入賞装置Ｌの左右両側に普通入賞口
１９,１９が設けられている。
【００１４】
(図柄可変表示装置)
実施例に係るドラム式の図柄可変表示装置Ｋは、前記遊技盤Ｊの後側にセットされるセー
フ球案内部材１５に装備される前提にあって、基本的な構成として図１に示すように、セ
ーフ球案内部材１５の後面側に装着セットされる透視表示体２０と、この透視表示体２０
の後面側に装着される収容箱体２１内に縦列収容セットされる複数基(図示３基)の図柄表
示ユニットＵと、収納箱体２１に対して後面側から装着されて透視表示体２０との間で該
収容箱体２１を挟持する金属枠２２と、夫々の図柄表示ユニットＵに係る所要の入出力制
御をなし得る表示制御装置(制御装置)Ｍとを備え、パチンコゲーム中に発生した始動信号
入力条件により、表示制御装置Ｍから発生される制御出力に基いて、各列の図柄表示ユニ
ットＵの図柄ドラム３３(後述)が設定時間条件で回転・停止されて、各図柄を遊技盤Ｊの
前面の入賞ライン上に表示し得るようになっている。
【００１５】
そこで、実施例の図柄可変表示装置Ｋにおける前記各構成部材毎について説明する。
【００１６】
(透視表示体について)
前記透視表示体２０は、装置自体の前位置決め部材としても機能するものであって、図１
に示すように、透明合成樹脂材により後側に開放する箱蓋形に形成されると共に、その中
央部には、前向きの凸円弧形に膨出するレンズ兼用の透視部２３が形成されており、この
透視部２３に左、中、右の３列の表示窓２４が区画形成されている。また透視表示体２０
の左右の側縁部には、ピン孔２５ａを有する連結支片２５が夫々形成され、各連結支片２
５には施錠具２６(図３参照)が予め装着されている。なお、前記セーフ球案内部材１５に
は、前記透視窓口１５ａの左右両側に、後方に突出するピン２７ａおよび連結孔２７ｂを
形成した支持部２７が夫々形成されており、透視表示体２０の各連結支片２５のピン孔２
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５ａに対応するピン２７ａを嵌挿したもとで、施錠具２６を対応する連結孔２７ｂに係着
することで、透視表示体２０はセーフ球案内部材１５に連結状態で施錠されるようになっ
ている。
【００１７】
また、前記透視表示体２０の上下内周面の所要位置に複数のボス２８が形成され、各ボス
２８には後側に開放するネジ孔２８ａが形成される。そして、該ネジ孔２８ａに螺挿され
るネジ(図示せず)を介して、前記金属枠２２が透視表示体２０に位置決め固定されるよう
構成される。
【００１８】
(収容箱体について)
前記収容箱体２１は、図８および図９に示す如く、前後に開放する角筒状の前ケース２９
と、該前ケース２９と同一外形寸法で前方に開放する箱状の後ケース３０とからなり、前
ケース２９の後端と後ケース３０の前端とを対向当接することで、前記３基の図柄表示ユ
ニットＵを収容セットするための前方に開放する収容室が内部画成される。そして、前ケ
ース２９の前部を、前記透視表示体２０の後面側に嵌合位置決めすることで(図７参照)、
前開口部が前記透視部２３に整合されるようになっている。
【００１９】
前記前ケース２９の下枠材２９ａにおける後端部には、幅方向に離間して３つの前切欠２
９ｂが後側に開放するよう形成される。また後ケース３０の下枠材３０ａにおける前端部
には、前ケース２９の各前切欠２９ｂと対応する位置に、前側に開放する後切欠３０ｂが
夫々形成され、前後のケース２９,３０を対向当接した状態で、両切欠２９ｂ,３０ｂによ
り逃し口が下方に開口するよう構成される(図７参照)。
【００２０】
(図柄表示ユニット)
前記各図柄表示ユニットＵは、図８および図９に示す如く、矩形状の駆動基盤３１と、こ
の基盤３１中央部に装着されたステッピングモータ３２で回転制御される表示手段として
の図柄ドラム３３とから構成されている。また各駆動基盤３１の下端後部に、下方に突出
する位置決め突片３４が形成され、該突片３４のモータ装着面側に、コネクタ３５が接続
口３５ａを側方に向く横向き(駆動基盤３１に対する直交する向き)とした姿勢で配設され
ている。そして各図柄表示ユニットＵは、位置決め突片３４が前記収容箱体２１における
前後のケース２９,３０の切欠２９ｂ,３０ｂに嵌挿されたもとで、収容室内において各図
柄表示ユニットＵが互いに等間隔で整列保持される。なお、収容箱体２１の逃し口から下
方に突出する位置決め突片３４に配設されるコネクタ３５は、前記表示制御装置Ｍのコネ
クタ５２(後述)に対してハーネス３６を介して接続できるようになっている。
【００２１】
(金属枠について)
前記金属枠２２は、図８および図９に示す如く、矩形状に形成された本体板３７の上端部
に、前方に向けて水平に延出する上板３８が形成されると共に、本体板３７の下端部には
、幅方向に離間して複数(実施例では３枚)の下板３９が前方に向けて水平に延出するよう
形成される。そして、前記収容箱体２１に対して金属枠２２は、収容箱体２１における後
ケース３０の後面に本体板３７を対向当接すると共に、上板３８と下板３９とで前後のケ
ース２９,３０を上下から挟持する状態で装着される。なお、各下板３９は、収容箱体２
１の下面に形成される各逃し口から下方に突出するコネクタ３５とは干渉しない位置に設
けられる。
【００２２】
前記上板３８の前端部には、幅方向に離間して複数(実施例では２つ)の当接片３８ａが上
方に向けて略直角に折曲形成されると共に、前記各下板３９の前端部には、下方に向けて
当接片３９ａが略直角に折曲形成されており、各当接片３８ａ,３９ａは、前記収容箱体
２１に金属枠２２を装着した状態で、前記透視表示体２０に形成された対応のボス２８の
後端に当接するよう設定される。また上下に位置する各当接片３８ａ,３９ａにはスリッ
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ト３８ｂ,３９ｂが形成され、各スリット３８ｂ,３９ｂに後側から挿通されたネジを対応
のネジ孔２８ａに螺挿することで、当該金属枠２２が透視表示体２０に位置決め固定され
る。すなわち、前記前後のケース２９,３０に分割されている収容箱体２１は、透視表示
体２０と金属枠２２とにより挟持された状態で位置決めされている。
【００２３】
前記上板３８における左右の側端部には、上方に向けて略直角に折曲された支持片４０が
夫々形成される。また、本体板３７の左右の両側端部における一方の対角近傍に、後方に
延出するＴ字状の第１位置決め片４１が夫々形成されると共に、他方の対角近傍には後方
に延出する第２位置決め片４２が夫々形成される。そして、これら４つの位置決め片４１
,４１,４２,４２および前記一対の支持片４０,４０により、前記表示制御装置Ｍを好適に
支持するよう構成される。更に、上板３８の前端部には、前記両当接片３８ａ,３８ａの
間に、ネジ孔４３ａが形成された取付片４３が上方に向けて所要長さで延在するよう略直
角に折曲形成され、該取付片４３を介して表示制御装置Ｍがネジ止めされるようになって
いる(図６参照)。なお、本体板３７における左右の側端部には、前記後ケース３０を幅方
向両側から挟持する挟持片３７ａが夫々形成されている。
【００２４】
(表示制御装置)
　前記表示制御装置Mは、前記図柄表示ユニットUに関する各種電子部品が実装される表示
制御基板(制御基板)４４と、該基板４４を収容する基板ケース４５とから基本的に構成さ
れる。表示制御基板４４は、図１０および図１１に示す如く
、前記収容箱体２１の上面側に位置する第１基板部４６と、収容箱体２１の後面側に位置
する第２基板部４７とから構成され、全体としてＬ字型を呈している。所要の回路パター
ンが形成された第１基板部４６には、大型であったり、重量が大きかったり、発熱あるい
はノイズの発生原因となる、放熱板を有するトランスやレギュレータ等の電源部品４８や
コンデンサ４９等の大型部品(電子部品)が実装される。また第１基板部４６の四隅には、
後述する第１ケース体５４に突設したボス５７に対応する通孔４６aが夫々形成されてい
る。
【００２５】
これに対して所要の回路パターンが形成された第２基板部４７には、小型部品(電子部品)
であるＣＰＵ５０やＩＣ５１等が実装され、表示制御装置自体の前後方向の厚み寸法を小
さくし得るよう構成される(図５,図７参照)。また第２基板部４７の後面(配設面)には、
前記各図柄表示ユニットＵに対するコネクタ５２が、その接続口５２ａを下向きとした姿
勢(接続口が制御基板の配設面に沿う方向に向けて開口する姿勢)で下端部に配設されると
共に、該第２基板部４７の左側部(図１０において)には、図示しない主制御装置に対する
コネクタ５３が、その接続口５３ａを側方に向けた姿勢(接続口が制御基板の配設面に沿
う方向に向けて開口する姿勢)で配設してある。なお、第２基板部４７の四隅に、後述す
る第２ケース体５５に突設したボス６２に対応する通孔４７ａが夫々形成されている。
【００２６】
前記表示制御基板４４が収容される基板ケース４５は、透明合成樹脂材によりＬ字型に形
成された第１ケース体５４と、同じく透明合成樹脂材により該第１ケース体５４と整合し
得るＬ字型の箱枠形に形成された第２ケース体５５とから構成され、両ケース体５４,５
５を組付けることにより内部画成された収容室５６に、表示制御基板４４が収容されるよ
うになっている(図７参照)。
【００２７】
前記第１ケース体５４の水平な上板５４ａの上面には、ネジ孔５７ａを形成したボス５７
が四隅に突設され、前記表示制御基板４４の第１基板部４６は、前記各通孔４６ａを対応
するボス５７と一致させた状態で載置され、図示しないネジを上方からネジ孔５７ａに螺
挿することでネジ止めされる。また第１ケース体５４の垂直な本体板５４ｂの後面には、
ネジ孔５８ａを形成したボス５８が四隅に突設され、前記表示制御基板４４の第２基板部
４７は、前記各通孔４７ａを対応するボス５８と一致させた状態で位置決めされ、図示し
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ないネジを第２ケース体５５の後方からネジ孔５８ａに螺挿することでネジ止めされる。
【００２８】
なお、前記第１ケース体５４における上板５４ａの前端部(基板ケースの上部)には、所定
高さで上方に立上がる立上がり壁５９が形成され、該壁５９には多数個の放熱孔５９ａが
形成されている。また、立上がり壁５９の幅方向の略中央に、所定長さの凹部５９ｂが形
成されると共に、該壁５９の後面には、幅方向に離間して一対の位置決め用の突起６０,
６０が形成されている。
【００２９】
前記第２ケース体５５は、前述したようにＬ字型の箱枠形に形成されたものであって、略
水平な上板５５ａの前端部に、上方に向けて所定高さで立上がる立上がり壁６１が形成さ
れる。この立上がり壁６１には、前方に突出する所定幅寸法の凸部６１ａが形成され、該
凸部６１ａを前記第１ケース体５４の立上がり壁５９における凹部５９ｂに嵌合して位置
決めするよう構成される。また立上がり壁６１の幅方向略中央に通孔６１ｂが形成され、
図６に示す如く、該通孔６１ｂに後方から挿通したネジ６６を、前記金属枠２２の取付片
４３のネジ孔４３ａに螺挿することで、当該の表示制御装置Ｍが金属枠２２、すなわち収
容箱体２１の後側に配設固定されるようになっている。なお、上板５５ａの幅方向両端縁
から垂下する上部側板５５ｂ,５５ｂは、第２ケース体５５を第１ケース体５４に組付け
た状態で、その内面が第１ケース体５４の突起６０,６０に当接することで位置決めされ
る。
【００３０】
前記第２ケース体５５の垂直な本体板５５ｃの前面には、前記第１ケース体５４に位置決
めされた第２基板部４７の各通孔４７ａと対応する位置に、所定長さのボス６２が夫々突
設され、該ボス６２が第２基板部４７に当接している。またボス６２には通孔６２ａが形
成され、該通孔６２ａに後側から挿通したネジを、前記第１ケース体５４のボス５８に形
成したネジ孔５８ａに螺挿することで、当該の第２ケース体５５は第１ケース体５４に配
設固定される。なお、第２ケース体５５における本体板５５ｃの上部に、多数個の放熱孔
５５ｄが形成されている。
【００３１】
前記第２ケース体５５の下部には、図７および図１２に示す如く、前記第２基板部４７に
配設された各図柄表示ユニットＵに対する各コネクタ５２と対応する位置に、該コネクタ
５２の裏面側を覆って下方に開口する下保護凹部６３が夫々形成される。また同様に第２
ケース体５５の左側部には、第２基板部４７に配設された主制御装置に対するコネクタ５
３と対応する位置に、該コネクタ５３の裏面側を覆って側方に開口する側保護凹部６４が
形成されている。
【００３２】
前記第２ケース体５５における本体板５５ｃの幅方向両端縁から前方に延出する下部側板
５５ｅ,５５ｅの外面には、前記金属枠２２に形成されたＴ字形の各第１位置決め片４１
と対応する位置に、上下に離間する一対の爪片６５,６５が突設され、両爪片６５,６５の
間に第１位置決め片４１が係合することで、金属枠２２に対する表示制御装置Ｍの確実な
位置決めが行なわれる。
【００３３】
【実施例の作用】
　次に、実施例に係る図柄可変表示装置の作用につき説明する。前記図柄装置Ｋでは、前
記透視表示体２０の後面側に、収容箱体２１の前ケース２９を嵌合位置決めし、この前ケ
ース２９に対して各図柄表示ユニットＵを、駆動基盤３１の位置決め突片３４が前切欠２
９ｂに嵌挿される状態で組付けセットする。３基の図柄表示ユニットＵが組付けられた前
ケース２９に対し、前記後ケース３０を、各後切欠３０ｂに対応する駆動基盤３１の位置
決め突片３４を嵌挿した状態でセットする。これにより、３基の図柄表示ユニットＵは、
前後のケース２９,３０により画成される収容室内に位置決め状態で収容される(図７参照
)。このとき、各図柄表示ユニットＵの図柄ドラム３３は、透視表示体２０における各対
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応の表示窓２４に臨んでいる。また、位置決め突片３４に配設されているコネクタ３５は
、収容箱体２１の後部側の下方において、側方に接続口３５ａを向けた姿勢で臨む。
【００３４】
前記収容箱体２１に対し、前記金属枠２２を後側から装着し、上下の当接片３８ａ,３９
ａのスリット３８ｂ,３９ｂに後側から挿通したネジを、前記透視表示体２０の対応する
ネジ孔２８ａ,２８ａに螺挿することで、収容箱体２１は透視表示体２０と金属枠２２と
で前後から挟持された状態で位置決めされる。なお、金属枠２２の幅方に離間する一対の
挟持片３７ａ,３７ａが、後ケース３０の幅方向両側面に当接することで幅方向の位置決
めがなされる。
【００３５】
前記表示制御装置Ｍに関しては、前記基板ケース４５における第１ケース体５４の上板５
４ａに、電源部品４８やコンデンサ４９等の大型部品が実装されている第１基板部４６を
ネジ止め固定する。また、本体板５４ｂに対してＣＰＵ５０、ＩＣ５１およびコネクタ５
２,５３等の小型部品が実装されている第２基板部４７を位置決めしたもとで、第１ケー
ス体５４に対して第２ケース体５５を、前記凹部５９ｂや突起６０に対して対応する凸部
６１ａや上部側板５５ｂを係合当接することで位置決めした状態で組付ける。そして、第
２ケース体５５の本体板５５ｃに形成した各通孔６２ａに後側から挿通したネジを、第１
ケース体５４の対応するネジ孔５８ａに螺挿することで、第１基板部４６と第２基板部４
７とからなる表示制御基板４４を収容した状態で両ケース体５４,５５が組付け固定され
る。なお、第２基板部４７は、第１ケース体５４のボス５８と第２ケース体５５のボス６
２とで四隅が前後から挟持された状態で位置決めされる。また、前記第２基板部４７に配
設されている各コネクタ５２,５３は、第２ケース体５５に設けられている対応する保護
凹部６３,６４により接続口５２ａ,５３ａを除く部分が覆われる(図７参照)。
【００３６】
前述したように組立てられた表示制御装置Ｍは、図７に示す如く、第１ケース体５４の上
板５４ａを金属枠２２の上板３８に載置すると共に、第１ケース５４の本体板５４ｂを金
属枠２２の本体板３７の後面に当接した状態で位置決め載置される。このとき、基板ケー
ス４５の幅方向の両側部(上部側板５５ｂや下部側板５５ｅ)が、金属枠２２の前記支持片
４０,４０や第２位置決め片４２,４２で挟持される。また金属枠２２の各第１位置決め片
４１が、基板ケース４５の爪片６５,６５に係合し、金属枠２２に対して表示制御装置Ｍ
は確実に位置決めされる。そして、前記第２ケース体５５に形成した通孔６１ｂに後側か
ら挿通したネジ６６を、前記金属枠２２の取付片４３に形成したネジ孔４３ａに螺挿する
ことで、当該の表示制御装置Ｍは金属枠２２、すなわち収容箱体２１の後側に配設固定さ
れる。
【００３７】
前記表示制御装置Ｍにおいては、前記各図柄表示ユニットＵのコネクタ３５と、前記第２
基板部４７の対応するコネクタ５２とがハーネス３６を介して夫々接続される。
【００３８】
このようにして組立てられた図柄可変表示装置Ｋは、前記透視表示体２０の各連結支片２
５に形成されたピン孔２５ａに、前記セーフ球案内部材１５の各支持部２７に形成された
ピン２７ａを嵌挿することで位置決めセットしたもとで、各施錠具２６を対応する連結孔
２７ｂに係着することで、透視表示体２０はセーフ球案内部材１５の後側に連結状態で施
錠される。このとき、透視表示体２０の透視部２３がセーフ球案内部材１５の透視窓口１
５ａから前面側に臨む。また前記表示制御装置Ｍの第２基板部４７に配設されたコネクタ
５３は、図示しない主制御装置にハーネスを介して接続される。
【００３９】
前述したように、実施例に係る図柄可変表示装置Ｋでは、各図柄表示ユニットＵを電気的
に制御する表示制御装置Ｍの表示制御基板４４を２枚に分割し、前記収容箱体２１の上面
側に対向位置する第１基板部４６には電子部品として大型の部品を実装し、収容箱体２１
の後面側に対向位置する第２基板部４７には電子部品として小型の部品を実装した。これ
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により、表示制御装置Ｍにおける収容箱体２１の後面側に臨む部分の前後方向の厚み寸法
を小さくすることができ、図柄可変表示装置Ｋを装備したパチンコ機Ｐを遊技店内の島に
設置した際に、後側への突出量を小さくすることができる。すなわち、表示制御装置Ｍの
厚みを薄くした分だけ、図柄表示ユニットＵの図柄ドラム３３を大型化しても、島内で対
向する図柄可変表示装置Ｋ,Ｋ同士が干渉することはない。従って、図柄ドラム３３の大
型化により迫力のある図柄表示が可能となり、ゲーム全体の興趣を高めると共に、パチン
コ機全体のグレードアップをも図り得る。
【００４０】
また表示制御装置Ｍでは、収容箱体２１の上面側に臨む第１基板部４６に、重量のある大
型部品を実装したので、該表示制御装置Ｍを収容箱体２１(金属枠２２)に装着した際の安
定性に優れ、実施例のように１本のネジにより確実かつ安定的に固定することができる。
なお、第１基板部４６に実装される大型部品は、発熱やノイズを発生するが、これらの部
品は第２基板部４７に実装されるＣＰＵ５０やＩＣ５１とは離間しているので、該ＣＰＵ
５０やＩＣ５１に対する熱やノイズの影響を低減することができる。しかも、基板ケース
４５の上部には多数の放熱孔５５ｄ,５９ａが形成してあるので、上部に配設されている
大型部品から発する熱は効率的に外部に逃げ、ケース内にこもることはない。
【００４１】
前記第２基板部４７に配設されるコネクタ５２,５３の配設姿勢を、その接続口５２ａ,５
３ａが、該基板部４７の配設面(制御基板の配設面)に沿う方向に向けて開口するよう設定
したので、これによっても表示制御装置Ｍにおける収容箱体２１の後面側に臨む部分の前
後厚みを小さくすることができる。また、各図柄表示ユニットＵのコネクタ３５が収容箱
体２１の後部下方に臨むと共に、表示制御装置Ｍの対応するコネクタ５２が第２基板部４
７の下部に配設されるので、両コネクタ３５,５２を接続するハーネス３６を短かくする
ことができる。すなわち、材料費を低減し得ると共に、ハーネス３６が長くなることに起
因するノイズからの影響を抑制することができる。
【００４２】
また実施例の図柄可変表示装置Ｋでは、前記第２基板部４７に配設されるコネクタ５２を
下向きにすると共に、第２ケース体５５で保護するよう構成したので、パチンコ機Ｐが設
置される島内において該パチンコ機Ｐの後側を落下するパチンコ球が、コネクタ５２に衝
突して破損させたりショートの原因となるのを未然に防止することができる。更に、コネ
クタ５２に対してハーネス３６を下方から接続することとなるから、該ハーネス３６も第
２基板部４７の配設面から後方に突出することはなく、ハーネス３６にパチンコ球が衝突
するのも防止し得る。
【００４４】
　前述した実施例では、表示制御基板を２枚に分割した場合で説明したが、１枚の基板を
折曲形成したものであってもよい。更に、基板ケースに設けられる放熱孔に関しては、第
２ケース体の上板や上部側板等に設けてもよい。なお、前記収容箱体としては２つに分割
した場合で説明したが、前後方向に開放する１つの箱体であってもよい。
【００４５】
【発明の効果】
　以上説明した如く、本発明に係るドラム式図柄表示装置によれば、図柄表示ユニットを
電気的に制御する制御基板に対し、図柄表示ユニットに接続されるコネクタを、その接続
口が下方に向けて開口する姿勢で配設したから、制御基板の配設面に対するコネクタの突
出寸法を小さくすることができる。すなわち、制御基板の厚み寸法を小さくすることがで
きるので、該制御基板に制約されることなく、図柄表示ユニットの図柄ドラムを大型化す
ることが可能となり、迫力のある図柄表示を可能としてゲーム全体の興趣を高めると共に
、パチンコ機全体のグレードアップを図ることができる。
【００４６】
　また制御基板の下部にコネクタを配設することで、図柄表示ユニットに対する接続距離
を短かくすることができ、ハーネス等の接続具の長さを短かくして材料費を低減し得ると
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共に、ハーネスが長くなることでノイズの影響が増えるのを防止し得る。更に、コネクタ
を基板ケースで覆っているから、パチンコ球等が衝突して破損したりショートが発生する
のは未然に防止される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例に係る図柄可変表示装置を分解した状態で後側から視た概略斜視
図である。
【図２】実施例に係る図柄可変表示装置が装備されるパチンコ機の全体を示す正面図であ
る。
【図３】実施例に係る図柄可変表示装置が装備されるパチンコ機の全体を示す背面図であ
る。
【図４】実施例に係る図柄可変表示装置が配設された遊技盤を示す正面図である。
【図５】実施例に係る図柄可変表示装置を組付け状態で示す概略斜視図である。
【図６】実施例に係る図柄可変表示装置の表示制御装置を収容箱体に組付ける状態で示す
概略斜視図である。
【図７】実施例に係る図柄可変表示装置の縦断側面図である。
【図８】実施例に係る収容箱体、図柄表示ユニットおよび金属枠を分解した状態で後側か
ら視た概略斜視図である。
【図９】実施例に係る収容箱体、図柄表示ユニットおよび金属枠を分解した状態で前側か
ら視た概略斜視図である。
【図１０】実施例に係る表示制御装置を分解した状態で後側から視た概略斜視図である。
【図１１】実施例に係る表示制御装置を分解した状態で前側から視た概略斜視図である。
【図１２】実施例に係る表示制御装置を一部切欠いて示す背面図である。
【符号の説明】
　１１　始動入賞具
　２１　収容箱体
　２９　前ケース
　２９ａ　下枠材
　２９ｂ　前切欠
　３０　後ケース
　３０ａ　下枠材
　３０ｂ　後切欠
　３１　駆動基盤
　３２　モータ
　３３　図柄ドラム
　３４　位置決め突片(突片)
　３５　コネクタ
　４４　表示制御基板(制御基板)
　４５　基板ケース
　４６　第１基板部
　４６ａ　通孔
　４７　第２基板部
　４７ａ　通孔
　４８　電源部品(大型の電子部品)
　４９　コンデンサ(大型の電子部品)
　５０　ＣＰＵ(小型の電子部品)
　５１　ＩＣ(小型の電子部品)
　５２　コネクタ
　５２ａ　接続口
　５３　コネクタ
　５３ａ　接続口
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　５４　第１ケース体
　５４ａ　上板
　５４ｂ　本体板
　５５　第２ケース体
　５５ａ　上板
　５５ｃ　本体板
　５６　収容室
　５７　ボス
　５７ａ　ネジ孔
　５８　ボス
　５８ａ　ネジ孔
　６３　下保護凹部
　６４　側保護凹部
　Ｊ　遊技盤
　Ｕ　図柄表示ユニット

【図１】 【図２】
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