
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面枠の裏面に設けられた遊技盤取付枠の後面に係止孔を開設すると共に、遊技盤の背
面に装着される機構板に前記係止孔に対応して遊技盤固定用締付具を取付け、 遊技盤
固定用締付具は、左右の側壁にガイド用の長孔を有 部を開口した枠部材と、 枠部
材内に軸により回動自在に枢支するレバー部材と、先端に前記開口から臨む係止片を有す
るリンク部材とからなり、 リンク部材の一端を レバー部材に枢支 つ他端に突
設するガイドピンを前記長孔に移動自在に挿通し、
　 レバー部材の回動により 係止片を前記係止孔に係合するようにしたことを特徴
とするパチンコ機における遊技盤の固定装置。
【請求項２】
　前面枠の裏面に設けられた遊技盤取付枠の後面に係止孔を開設すると共に、遊技盤の背
面に装着される機構板に前記係止孔に対応して遊技盤固定用締付具を取付け、 遊技盤
固定用締付具は、左右の側壁にガイド用の長孔を有 部を開口した枠部材と、 枠部
材内に軸により回動自在に枢支さ つ前記開口から臨む係止片を有するレバー部材と、
リンク部材とからなり、 リンク部材の一端を レバー部材に枢支 つ他端に突設
するガイドピンを前記長孔に移動自在に挿通し、
　 レバー部材の回動により 係止片を前記係止孔に係合するようにしたことを特徴
とするパチンコ機における遊技盤の固定装置。
【請求項３】
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ機における遊技盤の固定装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、遊技盤の固定装置は、図１２に示すように遊技盤固定用締付具１００により固定さ
れている。この従来の締付具１００は、左右側壁１０１，１０１にガイド用の長孔１０２
を有し、底部１０３に開孔１０４を設けた枠体１０５と、該枠体１０５に回動自在に枢支
されたレバー１０６と、該レバー１０６に基端を枢着し、かつ先端に係合部１０７を備え
、その両側に突設した突起１０８を前記長孔１０２に挿通して移動自在に支持される係合
部材１０９からなり、前面枠１１０に設けられた遊技盤取付枠１１１後面に突出する固定
具１１２の係合溝１１３に、前記係合部材１０９の係合部１０７を係止させると共に、レ
バー１０６を回動し固定具１１２を引き寄せるようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来のパチンコ機における固定装置にあっては、固定具が遊技盤取付枠後面から突出した
状態になっているため、前面枠を組み付けたり、運搬する際に誤って折り曲げたり、手を
引掛けてけがを負うなど問題があった。
【０００４】
また、固定具を遊技盤取付枠に別個に取り付けるため、位置決めや取り付けに手間が掛か
り、作業性が悪くコストも高くつくという問題点があった。
【０００５】
本発明は上記した従来の問題点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、部品
点数を減らしてコストを削減すると共に、遊技盤取付枠後面をすっきりとさせ、作業性も
簡単で強固な締付力が維持できるようなパチンコ機における遊技盤の固定装置を提供しよ
うとするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記した目的を達成するために本発明のパチンコ機における遊技盤の固定装置は、前面枠
の裏面に設けられた遊技盤取付枠の後面に係止孔を開設すると共に、遊技盤の背面に装着
される機構板に前記係止孔に対応して遊技盤固定用締付具を取付け、該遊技盤固定用締付
具は、左右の側壁にガイド用の長孔を有し、底部を開口した枠部材と、該枠部材内に軸に
より回動自在に枢支するレバー部材と、先端に前記開口から臨む係止片を有するリンク部
材とからなり、該リンク部材の一端をレバー部材に枢支し、かつ他端に突設するガイドピ
ンを前記長孔に移動自在に挿通し、レバー部材の回動により係止片を前記係止孔に係合す
るようにした。
【０００７】
また、前面枠の裏面に設けられた遊技盤取付枠の後面に係止孔を開設すると共に、遊技盤
の背面に装着される機構板に前記係止孔に対応して遊技盤固定用締付具を取付け、該遊技
盤固定用締付具は、左右の側壁にガイド用の長孔を有し、底部を開口した枠部材と、該枠
部材内に軸により回動自在に枢支され、かつ前記開口から臨む係止片を有するレバー部材
と、リンク部材とからなり、該リンク部材の一端をレバー部材に枢支し、かつ他端に突設
するガイドピンを前記長孔に移動自在に挿通し、レバー部材の回動により係止片を前記係
止孔に係合するようにした。
【０００８】
　前記係止片が係合する係止孔の開口他端に当接するガイド片を前記レバー部材またはリ
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前記係止孔の開口端前面に係止突条を設けると共に前記係止片の先端に該係止片が前記
係止孔に係合したとき前記係止突条と互いに係合する係止突部を設けた請求項１又は２記
載のパチンコ機における遊技盤の固定装置。



ンク部材に設けるのが好ましい。

【０００９】
【発明の実施の形態】
次に図面に従い本発明の一実施の形態について説明する。図１は本発明が適用されるパチ
ンコ機の裏面図、図２は遊技盤の固定状態を示す要部の斜視図、図３は本発明の関連構成
を説明する分解斜視図、図４は遊技盤固定用締付具の分解斜視図である。図において、１
はパチンコ機の側枠、２は側枠１の前面に開閉自在に装着された前面枠である。前面枠２
の裏面には合成樹脂により一体に形成した遊技盤取付枠３を介して遊技盤４が着脱自在に
装着されており、該遊技盤４の裏面には入賞球集合部５，球タンク６，パチンコ球払出装
置７等の裏部品を組付けた合成樹脂製の機構板８が開閉自在に装着されている。そして、
機構板８の開放側に位置した側縁の上下部に遊技盤固定用締付具９を取着するための取付
部１０，１０が突出形成されている。
【００１０】
前記遊技盤固定用締付具９は、図４に示すように合成樹脂によって形成された枠部材１１
とレバー部材１２とリンク部材１３との３部材で構成されている。枠部材１１は上下左右
の側壁１４ａ～１４ｄにより枠体に形成され、底部１５は開口１６している。また、左右
側壁１４ｃ，１４ｄにはガイド用の長孔１７，１７が底部１５と平行状に設けられており
、該長孔１７，１７の上端には後述するリンク部材１３のガイドピン２５が嵌入する嵌入
孔１８，１８が形成されている。
【００１１】
前記レバー部材１２は、下面に扇形状のリブ壁１９を有し、該リブ壁１９の両側に連係ピ
ン２０，２０が一体に突設されている。また、レバー部材１２の上端には上面側が開口し
た断面Ｃ字形の嵌合凹部２１が形成されている。
【００１２】
前記リンク部材１３は、筒部２２の両側から腕片２３，２３を突設して平面コ字形に形成
すると共に、前記開口１６から臨む鉤状の係止片２４を腕片２３と直交するように設けて
いる。また、筒部２２の両端に突設したガイドピン２５，２５を枠部材１１の長孔１７，
１７に嵌挿すると共に、腕片２３，２３の上端に設けられた円形孔２６，２６をレバー部
材１２の連係ピン２０，２０に嵌め合わせることによって該レバー部材１２に枢支連結さ
れる。そして、レバー部材１２は嵌合凹部２１を枠部材１１に一体に形成された軸２７に
下側から臨ませて嵌め込むことにより枠部材１１に回動自在に枢支される。
【００１３】
また、前記遊技盤固定用締付具９の枠部材１１であり、その下側壁１４ｂ下端には開口溝
２８を有する係止片部２９が一体に設けられている。また、枠部材１１の上側壁１４ａ上
端には上方に突出するようにフランジ片３０が延長形成されており、そのフランジ片３０
部分に底面と内側面とが開口された袋状の嵌合部３１が形成されている。なお、前記係止
片部２９は円弧状に緩るやかに弯曲する形状に形成するのが好適である。これは、後述す
る機構板８の取付部１０に形成される挿入間隙３４ｂへの挿入がスムーズに行われるよう
にするためである。
【００１４】
一方、機構板８の取付部１０，１０には図３に示すようにリンク部材１３の係止片２４の
先端が突出する開口３２が形成されている。また取付部１０，１０の上下位置に支持片３
３ａ，３３ｂが対向状に設けられており、該支持片３３ａ，３３ｂによって取付部１０の
上面との間に挿入間隙３４ａ，３４ｂがそれぞれ形成されている。そして、一方の支持片
３３ｂには挿入間隙３４ｂ内に位置するように筒状突起３５を設けている。なお、前記挿
入間隙３４ａ，３４ｂは枠部材１１の係止片部２９及びフランジ片３０の肉厚寸法と等し
く形成されている。
【００１５】
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また、係止孔の開口端前面に係止突条を設けると共に係
止片の先端に該係止片が係止孔に係合したとき係止突条と互いに係合する係止突部を設け
るようにすることが好ましい。



さらに、前記取付部１０，１０には遊技盤固定用締付具９の枠部材１１であり、その内側
に位置する右側壁１４ｄに当接する枠片３６と、枠部材１１を枠片３６に当接した状態で
該枠部材１１の外側に位置する左側壁１４ｃに当接する係合突起３７を設けている。この
係合突起３７の上面は取付部１０の端部から内側方向に向かうテーパー面として形成され
ている。また枠部材１１の右側壁１４ｄの下縁に係合突起３７が通過し得る切欠部３８が
形成してある。
【００１６】
上記のように構成したパチンコ機における遊技盤固定用締付具９の取付けは、まず、リン
ク部材１３のガイドピン２５，２５を長孔１７，１７と連通した嵌入孔１８，１８に嵌入
することによってレバー部材１２を締付解除位置に保持させ、図５鎖線で示すようにまず
機構板８に形成した取付部１０の挿入間隙３４ｂに遊技盤固定用締付具９の係止片部２９
を挿入して筒状突起３５に開口溝２８を嵌合する。これによって、遊技盤固定用締付具９
は筒状突起３５を支点として回動可能となる。
【００１７】
次いで、遊技盤固定用締付具９を図５鎖線状態から時計廻り方向に回動してフランジ片３
０の上端を挿入間隙３４ａ内に臨ませて押し込むようにすると、左側壁１４ｃの下縁が係
合突起３７のテーパー面に接触しながら該係合突起３７を乗り越え、図２および図５実線
に示すように左右両側壁１４ｃ，１４ｄの側面が枠片３６と係合突起３７に密着すること
になる。これによって、枠片３６と係合突起３７とによって遊技盤固定用締付具９の横ズ
レが抑止されると共に、支持片３３ａ，３３ｂによって上下方向のガタつきも抑止される
ことになり、遊技盤固定用締付具９が機構板８に確固と固定される。
【００１８】
また、機構板８の取付部１０には遊技盤固定用締付具９の袋状の嵌合部３１に嵌合する筒
状突起４０が突設されている。この嵌合部３１と筒状突起４０は、例えば上部の支持片３
３ａが折損したような場合、嵌合部３１のねじ挿通孔４１から筒状突起４０のねじ孔４２
にねじを締着することで遊技盤固定用締付具９を交換することなくそのまゝ継続して使用
可能とするためのものである。
【００１９】
一方、中空状に形成された遊技盤取付枠３の後面３ａには前記遊技盤固定用締付具９と相
対する位置に係止片２４が係合する係止孔４３を開設している。なお、本実施の形態では
遊技盤取付枠３は、前面枠２と一体に形成されているが、別体に形成されたものでもよい
。
【００２０】
上記した構成からなる遊技盤の固定装置は、遊技盤固定用締付具９のレバー部材１２を図
６鎖線で示した締付解除位置に回動し、リンク部材１３の係止片２４を開口１６から突出
しない上方位置に移動させた状態で、機構板８を遊技盤４の裏面に密着させる。
【００２１】
そして、この状態からレバー部材１２を図６実線に示した締付位置に回動させると、リン
ク部材１３がガイドピン２５，２５を介して長孔１７，１７を移動しながら連係ピン２０
，２０を支点として回動し、この回動に伴い係止片２４が係止孔４３に係合することにな
り、その結果遊技盤取付枠３が引き寄せられると同時に機構板８が遊技盤４の裏面に強く
圧接され、それによって遊技盤４を遊技盤取付枠３に強く固定することができる。また係
止孔４３の開口端前面および係止片２４の先端に、それぞれ係止突条４４および係止突部
４５を設けることで、より一層確実に固定することができる。なお４６はレバー部材１２
の回動を規制する回動規制片である。
【００２２】
次に図７および図８に本発明の他の実施の形態について説明する。なお、前述の実施の形
態と同じ構成部には同符号を付す。図７に示すように遊技盤固定用締付具９Ａは枠部材１
１Ａとレバー部材１２Ａとリンク部材１３Ａとの３部材で構成されている。枠部材１１Ａ
は前実施の形態と同形状をしている。
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【００２３】
前記レバー部材１２Ａは前実施の形態とほぼ同形状としており、嵌合凹部２１の前面側に
開口１６から臨む鉤状の係止片４８を設けている。
【００２４】
前記リンク部材１３Ａは、筒部２２の両側に腕片２３，２３を有する平面コ字形に形成さ
れている。
【００２５】
そして、機構板８を遊技盤４の裏面に密着させ、レバー部材１２Ａを図８鎖線から実線に
示した締付位置に回動させると、リンク部材１３Ａがガイドピン２５，２５を介して長孔
１７，１７を移動しながら連係ピン２０，２０を支点として回動し、この回動に伴い係止
片４８が係止孔４３に係合することになり、遊技盤４を確実に固定する。
【００２６】
また、図９に示すように、レバー部材１２Ａの係止片４８の下面に、該係止片４８の補強
を兼ねたりリブ状のガイド部４９を一体に設け、係止孔４３の下端を支えるようにしてい
る。これにより、機構板の重みで、レバー部材１２Ａが不用意に締付解除方向に回動する
のを確実に防止する。
【００２７】
また図１０に示すように、リンク部材１３Ａにガイド片５０，５０を設けることで、前記
ガイド部４９と同様の効果を奏する。
【００２８】
また図１１に示すようにガイド片５０に替わり鉤状の係止片５１を設けることでより一層
固定が確実となると共に安定したものとなる。
【００２９】
【発明の効果】
以上のように本発明に係るパチンコ機における遊技盤の固定装置は、遊技盤取付枠の後面
に係止孔を設け、遊技盤固定用締付具に係止片を設けるようにしたので加工も簡単で、遊
技盤取付枠の後面をすっきりとさせると共に、部品点数を減らしてコストを削減し従来の
ように不用意に固定具を損傷したり、けがをすることがなくなる。
また作業性も簡単で強固な締付力が維持できる優れた効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明が適用されるパチンコ機の裏面図。
【図２】　遊技盤の固定状態を示す要部の斜視図。
【図３】　本発明の関連構成を説明する分解斜視図。
【図４】　遊技盤固定用締付具の分解斜視図。
【図５】　遊技盤固定用締付具の取付状態を示す正面図。
【図６】　遊技盤固定用締付具の取付状態を示す側面断面図。
【図７】　他の実施の形態の遊技盤固定用締付具の分解斜視図。
【図８】　図６の遊技盤固定用締付具の取付状態を示す側面断面図。
【図９】　他の実施の形態の遊技盤固定用締付具の取付状態を示す側面断面図。
【図１０】　他の実施の形態の遊技盤固定用締付具の取付状態を示す側面断面図。
【図１１】　他の実施の形態の遊技盤固定用締付具の取付状態を示す側面断面図。
【図１２】　従来技術の説明図。
【符号の説明】
２　　　　　　　　前面枠
３　　　　　　　　遊技盤取付枠
４　　　　　　　　遊技盤
８　　　　　　　　機構板
９，９Ａ　　　　　遊技盤固定用締付具
１１，１１Ａ　　　枠部材
１２，１２Ａ　　　レバー部材
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１３，１３Ａ　　　リンク部材
１４ａ～１４ｄ　　側壁
１６　　　　　　　開口
１７　　　　　　　長孔
２０　　　　　　　連係ピン
２４　　　　　　　係止片
２５　　　　　　　ガイドピン
２７　　　　　　　軸
４３　　　　　　　係止孔

４８　　　　　　　係止片
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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４４　　　　　　　係止突条
４５　　　　　　　係止突部



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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