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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技店の島設備に取り付けられる外枠に支持され、遊技の実行に必要な所定の機構が設
けられる前方が開口し奥側が窪んだ凹部を有するとともに、前方に開口部を有し奥側が窪
んだ凹部からなりスピーカを収容するスピーカ収容部が一体に成形された本体と、
　前記開口部を覆う蓋部と、
　遊技球が貯留される貯留タンクと、
　を有し、
　前記蓋部が前記スピーカ収容部に嵌合されてスピーカ収容箱が形成され、
　前記スピーカ収容部は、底部と上部と側部と後部とで前記スピーカを収容する箱が形成
され、かつ前記スピーカが前記本体の表面側から前記箱に収容されるべく前記開口部が形
成されており、
　前記貯留タンクは、前記後部の裏側に設けられ、前記スピーカ収容部に直接取り付けら
れる
　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、スピーカを備える遊技機に関し、特にスピーカの収容構造に関するものであ
る。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機には、前面ドアにスピーカを設けた遊技機が知られている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
　この特許文献１に記載された遊技機では、透音孔形成部分が前方に形成されている放音
部を有する内蔵スピーカを備え、この内蔵スピーカが、その放音部を前面に向けて前面ド
アの上部に背後から取り付けられている。しかも、音質を向上させるために、エンクロー
ジャが、内蔵スピーカーの放音部の後方を覆い、透音孔形成部分と１つの閉じた空間を形
成している。すなわち、内蔵スピーカの放音部の後方はエンクロージャによって密閉され
ている。
【特許文献１】特開２００３－１８０９５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したように上記従来の遊技機では、内蔵スピーカの音を発する面つまり放音部の透
音孔形成部分の背面をスピーカボックス（エンクロージャ）で覆わなければならない。
【０００５】
　そして、スピーカボックスの大きさに応じて音の特性も変化する。すなわち、スピーカ
ボックスが大きい程、すなわちスピーカボックスの容量が大きい程、音の特性は向上する
。
【０００６】
　そのため、従来より、音の特性（音質）の向上のために、可能な限り容量の大きいスピ
ーカボックスを設けた遊技機が望まれていた。
【０００７】
　しかしながら、上記従来の遊技機においては、当該遊技機の本体には、演出画像の表示
を制御する表示制御基板などの基板や球流路などの遊技部品を設けたり、ホール設備の制
約等との関係から、その遊技機自体の大きさに制限があり、この限られた大きさの遊技機
においてスピーカボックスを形成しなければならなかった。
【０００８】
　このようなことから、音の特性（音質）の向上のために、可能な限り容量の大きいスピ
ーカボックスを設けた遊技機に関して、今現在、実現あるいは提案がされていないのが実
情である。
【０００９】
　そこで、本発明は、遊技機自体の大きさの制限の下で容量の大きいスピーカ収容箱を形
成することの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】
【００１０】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の本発明の遊技機は、遊技店の島設備に取り
付けられる外枠に支持され、遊技の実行に必要な所定の機構が設けられる前方が開口し奥
側が窪んだ凹部を有するとともに、前方に開口部を有し奥側が窪んだ凹部からなりスピー
カを収容するスピーカ収容部が一体に成形された本体と、前記開口部を覆う蓋部と、遊技
球が貯留される貯留タンクと、を有し、前記蓋部が前記スピーカ収容部に嵌合されてスピ
ーカ収容箱が形成され、前記スピーカ収容部は、底部と上部と側部と後部とで前記スピー
カを収容する箱が形成され、かつ前記スピーカが前記本体の表面側から前記箱に収容され
るべく前記開口部が形成されており、前記貯留タンクは、前記後部の裏側に設けられ、前
記スピーカ収容部に直接取り付けられることを特徴とする。
【００１１】
　これにより、本体とスピーカ収容部とが一体に成形されているので、本体とは別途にス
ピーカ収容部を形成した場合における当該スピーカ収容部の部材分のスペース（当該スピ
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ーカ収容部の部材の厚さ分のスペース）を確保することができ、この確保された増加分の
スペースに応じてスピーカ収容箱（スピーカボックス）を大きくすることができるので、
遊技機自体の大きさの制限の下で容量の大きいスピーカ収容箱を形成することが可能にな
る。このようにスピーカ収容箱の容量を大きくすることができるので、音質の向上を図る
ことが可能になる。また、上述したように本体とスピーカ収容部とが一体に成形されてい
るので、別途にスピーカ収容部を形成する必要がない分、部品点数を抑制することができ
、これにより遊技機の組立作業の効率を向上させることができるとともに、コストダウン
を図ることが可能になる。さらに、本体はスピーカ収容部が一体に形成されているので、
このスピーカ収容部により本体の剛性を高めることが可能になる。
【００１３】
　また、貯留タンクを、後部の裏側に設けるようにしているので、貯留タンクは、スピー
カ収容部の箱における側部および底部によって支持されることになり、これにより、貯留
タンクを備えた本体であっても、当該本体の剛性を向上させることが可能になる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば以下の効果を奏することができる。
【００１５】
　すなわち、本発明によれば、本体とスピーカ収容部とが一体に成形されているので、本
体とは別途にスピーカ収容部を形成した場合における当該スピーカ収容部の部材分のスペ
ース（当該スピーカ収容部の部材の厚さ分のスペース）を確保することができ、この確保
された増加分のスペースに応じてスピーカ収容箱（スピーカボックス）を大きくすること
ができるので、遊技機自体の大きさの制限の下で容量の大きいスピーカ収容箱を形成する
ことが可能になる。
【００１６】
　また、本発明によれば、スピーカ収容箱の容量を大きくすることができるので、音質の
向上を図ることが可能になる。
【００１７】
　さらに、本発明によれば、本体とスピーカ収容部とが一体に成形されているので、別途
にスピーカ収容部を形成する必要がない分、部品点数を抑制することができ、これにより
遊技機の組立作業の効率を向上させることができるとともに、コストダウンを図ることが
可能になる。
【００１８】
　さらに、本発明によれば、本体はスピーカ収容部が一体に形成されているので、このス
ピーカ収容部により本体の剛性を高めることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照しつつさらに具体的に説明す
る。ここで、添付図面において同一の部材には同一の符号を付しており、また、重複した
説明は省略されている。なお、ここでの説明は本発明が実施される最良の形態であること
から、本発明は当該形態に限定されるものではない。
【００２０】
　図１は本発明の一実施の形態である遊技機を示す斜視図、図２は図１に示した遊技機の
正面を示す正面図、図３は図２に示した遊技盤の正面を示す正面図、図４は図１に示した
遊技機の要部を示す分解斜視図、図５は本実施の形態に係る本体の要部の正面を示す正面
図、図６は本実施の形態に係る本体の裏面（背面）を示す斜視図、図７は本実施の形態に
係る本体（取付部品を取り外した状態）の正面を示す斜視図、図８は図７に示した本体の
裏面（背面）を示す斜視図、図９は本実施の形態に係るスピーカ収容部を示す斜視図、図
１０は図９のＡ方向から見たスピーカ収容部の断面を示す断面図、図１１は本実施の形態
に係る蓋部の背面を示す斜視図、図１２は図１１に示す蓋部にスピーカを載置した状態を
示す斜視図、図１３はスピーカが取り付けられたスピーカ収容部の正面を示す斜視図、図
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１４は本実施の形態に係る蓋部の嵌合部分を説明する断面図、図１５は本実施の形態に係
るスピーカ収容部の嵌合部分を説明する斜視図、図１６は図１５のＢ方向から見たスピー
カ収容部の断面を示す断面図、図１７は本実施の形態に係るスピーカ収容箱を示す斜視図
、図１８は図１７のＣ方向から見たスピーカ収容箱を示す断面図、図１９はスピーカが取
り付けられた蓋部がスピーカ収容部に嵌合された状態の本体を示す図、図２０はスピーカ
収容箱の他の例を示す断面図である。
【００２１】
　図１～図４に示すように、パチンコ遊技機（遊技機）１は、遊技店の島設備に取り付け
られる外枠９と、該外枠９に支持され、遊技の実行のときに必要な所定の機構が取り付け
られる本体１０と、遊技盤２１（図２および図３参照）の背後に設けられ、本体１０に対
しこの本体１０の表面側から取り付けられる表示装置としての液晶表示装置（図４参照）
２２と、この本体１０に取り付けられるガラス扉３、上皿部４、下皿部５、カバー６およ
びハンドル７とを備えている。
【００２２】
　図１、図２および図４に示すように、ガラス扉３と上皿部４とは一体化されて形成され
ており、この一体化された開閉扉（開閉体）２３は、その一端が本体１０に回動可能に軸
支され、他端が本体１０に係合するようになっている。ガラス扉３は、遊技盤２１を視認
可能に覆うものである。
【００２３】
　上皿部４はガラス扉３の下側に位置し、払い出された遊技球および遊技領域に打ち込ま
れる遊技球が貯留される上皿４ａを有している。上皿部４の所定の位置に、遊技終了時な
どにおいて上皿４ａに貯留された遊技球を後述する下皿５ａに移動させて取り出す場合に
操作されるシャッタレバー８が設けられている。
【００２４】
　上皿部４の下側に位置する下皿部５は、本体１０に固定されており、払い出しにより上
皿４ａからオーバーフローした遊技球が貯留される下皿５ａを有している。
【００２５】
　下皿部５の右側に設けられたハンドル７は、外レール１１ａおよび内レール１１ｂ（図
３参照）を介して遊技盤２１の遊技領域２１ａへ遊技球を打ち込む際に回動操作されるも
のであり、遊技球の発射を停止させるストップボタン（図示せず）が設けられている。
【００２６】
　ガラス扉３の上側に位置するカバー６は本体１０に固定されており、カバー６の左右の
部位６ａ，６ｂは、本体１０に設けられる左右のスピーカ１１０，１２０（図４および図
５参照）にそれぞれ対応して、スピーカ１１０，１２０からの音声が聞こえるような構造
になっている。
【００２７】
　液晶表示装置２２は、演出画像（例えば、遊技状態に対応したアニメーションやその他
の報知情報など）等を表示可能な表示領域を備えている。
【００２８】
　遊技盤２１は、図３に示すように、外レール１１ａおよび内レール１１ｂに包囲され、
遊技球の流下が可能な遊技領域２１ａを有している。そして、その遊技領域２１ａには、
多数の遊技くぎや風車などの障害物（図示せず）、一般入賞口１２、通過ゲート１３、可
変入賞装置である大入賞口１５、アウト口１６、始動入賞口１４，１７を有する電動役物
構成部材１８からなる遊技部材が配置されている。
【００２９】
　この実施の形態では、遊技盤２１は、透明部材（透光性部材）で形成されており、液晶
表示装置（ＬＣＤ）２２を視認可能に本体１０に対しこの本体１０の表面側から取り付け
られてる。また、液晶表示装置２２に代替して、例えばプラズマディスプレイ等の表示手
段を用いることもできる。
【００３０】
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　図４は、図１に示した遊技機の要部を示す分解斜視図を示している。この図４において
、図１に示した構成要素と同様の機能を果たす部分には同一の符号を付している。
【００３１】
　また、図５は、本体の要部の正面を示す正面図であり、図６は、本体の裏面（背面）を
示す斜視図である。なお、図５に示す例は、図４に示した本体１０の構成においてハンド
ル７を削除した構成になっている。
【００３２】
　次に、遊技機について、図４～図６を参照して説明する。
【００３３】
　図４および図５に示すように、遊技店の島設備に取り付けられる外枠９にヒンジ９ａ，
９ｂを介して回動可能に支持される本体１０には、スピーカ１１０，１２０が取り付けら
れた蓋部４１０，４２０が取り付けられる（この詳細については後述する）。そして、図
４および図６に示すように、例えばスピーカ１２０が取り付けられている本体１０の部位
に対向する当該本体１０の裏面側には、遊技球が貯留される貯留タンク１３０が取り付け
られている。
【００３４】
　本体１０には、図４および図５に示すように、スピーカ１１０，１２０の下の所定の位
置に、液晶表示装置２２が取り付けられている。また、本体１０には、図５に示すように
遊技盤２１のブラケット（取付係止部）１０１，１０２，１０３，１０４を係止する取付
係止部１４１，１４２，１４３，１４４が取り付けられている。すなわち、この図５に示
す状態（本体１０に液晶表示装置２２が取り付けられた状態）で、さらに上記取付係止部
１４１～１４４と遊技盤２１のブラケット１０１～１０４とが係合されることで、当該遊
技盤２１が本体１０に固定されるようになっている。
【００３５】
　本体１０は、スピーカ１１０，１２０の下の所定の位置において、開閉扉（ガラス扉３
および上皿部４）２３を、遊技盤２１を視認可能に（つまり遊技盤２１を通して液晶表示
装置２２を視認可能に）ヒンジを介して回動可能に支持するようになっている。
【００３６】
　本体１０には、図４に示すように、スピーカ１１０，１２０を覆おうようにカバー６が
固定されるとともに、開閉扉２３の下の位置に、下皿部５が固定される。
【００３７】
　また、図６に示すように、本体１０の裏面側には、液晶表示装置２２の所定の画像の表
示を制御する演出制御回路を構成する演出制御基板ユニット（図示せず）、この演出制御
回路に対する制御指令や遊技全体の制御を司る主制御回路を構成する主制御基板ユニット
（図示せず）、各電子部品が動作するために必要な電圧の電源（例えば２４Ｖ、１２Ｖ、
５Ｖなど）を生成する電源ユニット（図示せず）などを有する制御系ケース１５０が取り
付けられている。
【００３８】
　この実施の形態では、本体１０に取り付けられる遊技の実行のときに必要な所定の機構
とは、例えば、下皿部５、カバー６、ハンドル７、遊技盤２１、液晶表示装置２２、開閉
扉２３、スピーカ１１０，１２０、貯留タンク１３０、取付係止部１４１～１４４、制御
系ケース１５０などである。なお、これらの機構（部材）は、一例に過ぎず、これら以外
にも各種の機構が取り付けられる。
【００３９】
　本発明に係る遊技機は、音に関する演出（音演出）を行うに際し、当該音演出時の音質
を向上させるようにしたものである。
【００４０】
　次に、スピーカ収容箱（スピーカボックス）を構成するスピーカ収容部について、図７
～図１０を参照して説明する。
【００４１】
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　図７は本実施の形態に係る本体（取付部品を取り外した状態）の正面を示す斜視図であ
り、図８は図７に示した本体の裏面（背面）を示す斜視図である。
【００４２】
　本体１０は、図７および図８に示すように、開口部２１０を有しスピーカ１１０を収容
するスピーカ収容部３１０と、開口部２２０を有しスピーカ１２０を収容するスピーカ収
容部３２０と、がそれぞれ一体に成形されている。
【００４３】
　スピーカ収容部３１０には、開口部２１０の近傍の部位に、後述する蓋部４１０が当該
スピーカ収容部３１０に嵌合された後に、当該蓋部４１０を固定するためのボス（取付部
）２０１ａ，２０１ｂ，２０１ｃ，２０１ｄが形成されている。
【００４４】
　同様に、スピーカ収容部３２０にも、開口部２２０の近傍の部位に、後述する蓋部４２
０が当該スピーカ収容部３２０に嵌合された後に、当該蓋部４２０を固定するためのボス
（取付部）２０２ａ，２０２ｂ，２０２ｃ，２０２ｄが形成されている。
【００４５】
　図８に示すように、スピーカ収容部３１０における開口部２１０と対向する位置の部位
つまり本体１０の裏面側に、貯留タンク１３０の長手方向の一方の側を固定するためのボ
ス（取付部）２０３ａ，２０３ｂが形成されている。
【００４６】
　同様に、スピーカ収容部３２０における開口部２２０と対向する位置の側部つまり裏面
側に、貯留タンク１３０の長手方向の他方の側を固定するためのボス（取付部）２０３ｃ
，２０３ｄが形成されている。
【００４７】
　次に、本体１０のスピーカ収容部３１０に着目して、スピーカ収容部およびスピーカ収
容箱について説明する。
【００４８】
　スピーカ収容部３１０は、図９に示すように、底部３１１と上部３１２と側部３１３，
３１４と後部３１５とでスピーカ１１０を収容する箱が形成され、かつスピーカ１１０が
本体１０の表面側から前記箱に収容されるべく開口部２１０が形成されている。すなわち
、スピーカ収容部３１０は、凹部（箱）を有し、この凹部（箱）にスピーカ１１０を収容
するようになっている。
【００４９】
　このように凹部（箱）を有するスピーカ収容部が一体に形成されている本体１０の構成
によれば、次の（１）～（３）の作用効果を期待することができる。
【００５０】
　（１）本体１０とスピーカ収容部３１０とが一体に形成されているので、本体１０とは
別途にスピーカ収容部３１０を形成した場合における当該スピーカ収容部３１０の部材分
のスペース（当該スピーカ収容部の部材の厚さ分のスペース）を確保することができる。
そのため、この確保された増加分のスペースに応じてスピーカ収容箱（スピーカボックス
）を大きくすることが可能となり、遊技機自体の大きさの制限の下で容量の大きいスピー
カ収容箱を形成することが可能となる。
【００５１】
　（２）本体１０は凹部（箱）を有する２つのスピーカ収容部３１０，３２０が一体に形
成されているので、凹部（箱）状に形成された２つのスピーカ収容部３１０，３２０によ
り本体１０の剛性を高めることができる。
【００５２】
　（３）本体１０と２つのスピーカ収容部３１０，３２０とが一体に成形されているので
、別途にスピーカ収容部を形成する必要がない分、部品点数を抑制することができ、これ
によりパチンコ遊技機１の組立作業の効率を向上させることができるとともに、コストダ
ウンを図ることができる。
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【００５３】
　また、スピーカ収容部３１０においては、図９に示すように、底部３１１、上部３１２
、側部３１３，３１４、および後部３１５のそれぞれの内側に、当該スピーカ収容部３１
０の振動を規制する振動規制部（リブ）３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，３１４ａ，３１
５ａが形成されている（なお図９には振動規制部３１４ａは図示されていない）。これら
各振動規制部３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，３１４ａ，３１５ａは、スピーカ収容部３
１０から突出する凸部の形状を有している。
【００５４】
　なお、この実施の形態では、各振動規制部（リブ）３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，３
１４ａ，３１５ａは、スピーカ収容部３１０と一体に成形されている。
【００５５】
　すなわち、換言すれば、これら各振動規制部とスピーカ収容部３１０と本体１０とは一
体に形成されていると言える。
【００５６】
　図１０は、図９のＡ方向から見たスピーカ収容部３１０の断面を示す断面図である。こ
の図１０において、太線で示される部分がスピーカ収容部３１０に相当する。
【００５７】
　なお、図１０に示す例では、底部３１１、上部３１２、側部３１３、および後部３１５
と、振動規制部３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，３１５ａとが、別部材のように図示され
ているが、本実施の形態では、上述したように底部３１１、上部３１２、側部３１３、お
よび後部３１５と、振動規制部３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，３１５ａとは、一体に成
形されている。
【００５８】
　スピーカ収容部３２０も、上述したスピーカ収容部３１０と同様の構成になっているの
で、ここではスピーカ収容部３２０の構成についての説明は省略する。
【００５９】
　以上説明したように振動規制部が一体に成形されたスピーカ収容部の構成によれば、次
の（１）～（４）の作用効果を期待することができる。
【００６０】
　（１）例えばスピーカ収容部３１０には、当該スピーカ収容部３１０の振動を規制する
振動規制部３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，３１４ａ，３１５ａが形成されているので、
スピーカ１１０の音振動（残存した音振動）に起因するスピーカ収容部３１０の不要な振
動を防止し、音質の向上を図ることができる。
【００６１】
　（２）例えばスピーカ収容部３１０の内側に上記各振動規制部が形成されているので、
スピーカ収容部３１０内の空間を有効に利用して、スピーカ１１０の音振動（残存した音
振動）に起因するスピーカ収容部３１０の不要な振動を防止し、音質の向上を図ることが
可能になる。
【００６２】
　（３）例えばスピーカ収容部３１０には上記各振動規制部として凸部が突設されている
ので、これらの凸部によりスピーカ収容部３１０の剛性を高めることができる。
【００６３】
　（４）上記各振動規制部と例えばスピーカ収容部３１０とが一体に成形されているので
、別途に上記各振動規制部を形成する必要がない分、部品点数を抑制することができ、こ
れにより、遊技機の組立作業の効率を向上させることができるとともに、コストダウンを
図ることができる。
【００６４】
　ところで、本実施の形態では、既に説明したように貯留タンク１３０は、スピーカ収容
部３１０，３２０の箱における開口部２１０，２２０と対向する位置に存在する部位つま
り後部の裏側に設けられるようになっている。
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【００６５】
　例えば、スピーカ収容部３１０に関しては、後部３１５の裏面にボス２０３ａ，２０３
ｂが形成されているので、貯留タンク１３０の長手方向の一方の側が、例えばビス等の取
付部材によって固定される。この場合、スピーカ収容部３１０は、底部３１１と側部３１
３，３１４とで貯留タンク１３０を支持することになる。
【００６６】
　スピーカ収容部３２０に関しても、スピーカ収容部３１０の場合と同様に、開口部２２
０と対向する位置に存在する部位つまり後部にボス２０３ｃ，２０３ｄが形成されている
ので、貯留タンク１３０の長手方向の他方の側が、例えばビス等の取付部材によって固定
される。この場合、スピーカ収容部３２０は、底部（底部３１１に相当する底部）と側部
（側部３１３，３１４に相当する側部）とで貯留タンク１３０を支持することになる。
【００６７】
　以上説明したように、貯留タンク１３０を、底部と上部と側部と後部とで形成された箱
における開口部２１０，２２０と対向する位置に存在する部位つまり後部の裏側に設ける
ようにしているので、貯留タンク１３０は、スピーカ収容部の箱における側部および底部
によって支持されることになり、これにより、貯留タンク１３０を備えた本体１０であっ
ても、当該本体１０の剛性を向上させることができる。
【００６８】
　次に、スピーカ収容箱を構成する蓋部、つまり上述したスピーカ収容部に嵌合される蓋
部について、図１１～図１５を参照して説明する。
【００６９】
　図１１は蓋部４１０の背面を示す斜視図であり、図１２は図１１に示す蓋部４１０にス
ピーカ１１０を載置した状態を示す斜視図である。
【００７０】
　蓋部４１０は、図１１に示すように、底部４１１と上部４１２と側部４１３と側部４１
４と前部４１５とで形成されている。前部４１５と対向する部位（背部）は開口（開口部
）になっている。このような蓋部４１０は、前記開口部をスピーカ収容部３１０に向けて
、スピーカ収容部３１０の開口部２１０を覆うものである。
【００７１】
　蓋部４１０の前部４１５には、スピーカ１１０から発せられる音を放音させる放音開口
部４１６が形成されている。スピーカ１１０は、蓋部４１０の放音開口部４１６に取り付
けられる。
【００７２】
　すなわち、放音開口部４１６の近傍の部位には、図１２に示すスピーカ１１０の取付孔
１１１ａ，１１１ｂ，１１１ｃ，１１１ｄ（なお図１２には取付孔１１１ｄは図示されて
いない）に対応して、当該スピーカ１１０を固定するためのボス４１７ａ、４１７ｂ、４
１７ｃ、４１７ｄが形成されている。
【００７３】
　また、ボス４１７ａおよびボス４１７ｄの近傍には、リブ４１８ａ，４１８ｂが設けら
れている。スピーカ１１０を放音開口部４１６に固定するために、当該スピーカ１１０が
放音開口部４１６の所定の位置に載置された場合は、前記リブ４１８ａ，４１８ｂによっ
てスピーカ１１０の動きが規制されるので、上記４つのボス４１７ａ～４１７ｄとスピー
カ１１０の４つの取付孔１１１ａ～１１１ｄとが一致する。これにより、スピーカ１１０
を放音開口部４１６に容易に固定することができる。
【００７４】
　そして、ネジなどの取付部材を、スピーカ１１０の４つの取付孔１１１ａ～１１１ｄを
介して上記４つのボス４１７ａ～４１７ｄにネジ止めすることで、当該スピーカ１１０は
蓋部４１０の放音開口部４１６に固定される。このようにしてスピーカ１１０が固定され
た蓋部４１０の正面を示す斜視図を、図１３に示す。
【００７５】
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　この実施の形態においては、放音開口部４１６の配置位置を、前部４１５におけるスピ
ーカ１１０を取り付け可能な範囲内で変更（設計変更）することができる。つまり、ボス
４１７ａ～４１７ｄ、およびリブ４１８ａ，４１８ｂを考慮して、前部４１５における所
望の位置に放音開口部４１６すなわちスピーカ１１０を配置するように設計変更すること
ができる。
【００７６】
　この場合、放音開口部４１６に関する配置位置の設計変更を行ったとしても、例えばス
ピーカ１１０が収容されるスピーカ収容部３１０や、蓋部４１０および蓋部４２０を覆う
カバー６に関しては、何ら影響を与えるものではないので、設計者は、放音開口部４１６
の設計変更つまり蓋部のみの設計変更に専念することができる。
【００７７】
　このように、例えばスピーカ１１０は蓋部４１０の放音開口部４１６に取り付けられる
ようになっているので、スピーカ収容部３１０に関しては設計変更することなく、蓋部４
１０の放音開口部４１６のみに関する配置位置の設計変更（蓋部のみの設計変更）によっ
て、スピーカ１１０の配置位置を容易に設計変更することができる。
【００７８】
　この実施の形態においては、図１１に示すように、蓋部４１０の底部４１１、上部４１
２、側部４１３，４１４、および前部４１５のそれぞれには、当該蓋部４１０の振動を規
制する振動規制部（リブ）４１１ａ、４１２ａ，４１３ａ，４１４ａ，４１５ａが形成さ
れている（なお図１１には振動規制部４１４ａは図示されていない）。これら各振動規制
部は蓋部４１０と一体に形成されて、しかも蓋部４１０から突出する凸部の形状を有して
いる。
【００７９】
　このように蓋部４１０には各振動規制部（凸部）４１１ａ、４１２ａ，４１３ａ，４１
４ａ，４１５ａが形成されているので、スピーカ１１０の音振動（残存した音振動）に起
因する蓋部４１０の不要な振動を防止し、音質の向上を図ることができる。
【００８０】
　ところで、側部４１３の外側には、図１２に示すように、スピーカ収容部３１０のボス
２０１ａ，２０１ｂに対応して取り付けられ、ネジなどの取付部材が挿通される取付部４
１９ａ，４１９ｂが形成されている。同様に、側部４１４の外側には、スピーカ収容部３
１０のボス２０１ｃ，２０１ｄに対応して取り付けられる取付部４１９ｃ，４１９ｄが形
成されている。
【００８１】
　また、側部４１４には、図１１および図１２に示すように、スピーカ１１０からの配線
（図示せず）を所定の制御基板（例えば音信号を生成する音声制御回路を有する制御基板
）に接続するための、当該配線の引き出し用の切り欠き部４０１が形成されている。この
切り欠き部４０１は、側部４１４の中央部に形成されているが、例えば、取付部４１９ｃ
と取付部４１９ｄとの間の任意の位置に形成するようにしても良い。
【００８２】
　この実施の形態では、図１４に示すように、蓋部４１０におけるスピーカ収容部３１０
との嵌合部分は、階段状に形成されている。具体的には、蓋部４１０の嵌合部分の先端部
は段差になっており、当該低い段部が、スピーカ収容部３１０の嵌合部分の先端面と接す
るようになっている。ここでは、蓋部４１０の嵌合部分の段部の先端面と蓋部４１０の前
部４１５との距離が短い段部を、低い段部とする。
【００８３】
　例えば、蓋部４１０の上部４１２におけるスピーカ収容部３１０との嵌合部分４１２ｂ
は、低い段部４１２ｃと高い段部４１２ｄとを有する階段状になっている。蓋部４１０の
側部４１３，４１４におけるスピーカ収容部３１０との嵌合部分も、この図１４には図示
されていないが、嵌合部分４１２ｂの場合と同様に、低い段部と高い段部とを有する階段
状になっている。
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【００８４】
　蓋部４１０の底部４１１におけるスピーカ収容部３１０との嵌合部分４１１ｂも、図１
４に示すように、低い段部４１１ｃと、この段部４１１ｃよりも高い段部４１１ｄと、こ
の段部４１１ｄよりも高い段部４１１ｅとを有する階段状になっている。この場合、段部
４１１ｃ、段部４１１ｄおよび段部４１１ｅで凹部が形成されていることになる。
【００８５】
　一方、スピーカ収容部３１０においては、図１５に示すように、当該スピーカ収容部３
１０の底部３１１、上部３１２、側部３１３，３１４における蓋部４１０との嵌合部分３
１１ｂ，３１２ｂ，３１３ｂ，３１４ｂは、凸部状に形成されている。この図１５のＢ方
向から見たスピーカ収容部３１０の要部断面図を、図１６に示す。
【００８６】
　そして、上述した蓋部４１０を上述したスピーカ収容部３１０に嵌合させた場合は、例
えば、図１４に示す蓋部４１０の上部４１２における嵌合部分４１２ｂの段部４１２ｃが
、図１５および図１６に示すスピーカ収容部３１０の上部３１２における嵌合部分３１２
ｂの先端面３１２ｃと接する。また図１４に示す蓋部４１０の底部４１１における嵌合部
分４１１ｂの段部４１１ｃが、図１５および図１６に示すスピーカ収容部３１０の底部３
１１における嵌合部分３１１ｂの先端面３１１ｃと接する。ちなみに、図１６に示すスピ
ーカ収容部３１０の側部３１３における嵌合部分３１３ｂの先端面３１３ｃは、蓋部４１
０の側部４１３における嵌合部分４１３ｂの低い段部（図１１に示す段部４１３ｃ）と接
することになる。
【００８７】
　次に、上述したスピーカ収容部と上述した蓋部とが嵌合されることで形成されるスピー
カ収容箱について、図１７および図１８を参照して説明する。
【００８８】
　この実施の形態においては、図１７に示すように、スピーカ１１０が取り付けられた蓋
部４１０（図１３参照）が、スピーカ収容部３１０（図９参照）に嵌合されてスピーカ収
容箱５１０が形成されるようになっている。この場合、蓋部４１０の開口部が、スピーカ
収容部３１０の開口部２１０と対向するように、蓋部４１０がスピーカ収容部３１０に嵌
合されて、スピーカ収容箱５１０が形成される。
【００８９】
　そして、このようにして蓋部４１０がスピーカ収容部３１０に嵌合された場合は、図１
７に示すように、スピーカ収容部３１０の４つのボス２０１ａ，２０１ｂ，２０１ｃ，２
０１ｄと、蓋部４１０の４つの取付部４１９ａ，４１９ｂ，４１９ｃ，４１９ｄとが一致
するようになっているので、ネジなどの取付部材を、前記４つの取付孔を介して前記４つ
のボスにネジ止めすることで、蓋部４１０はスピーカ収容部３１０に固定される。
【００９０】
　しかも、蓋部４１０がスピーカ収容部３１０に嵌合された場合は、図１８に示すように
、例えばスピーカ収容部３１０の嵌合部分３１２ｂの先端部は、蓋部４１０の嵌合部分４
１２ｂにおける段部４１２ｄと重なる。
【００９１】
　また、スピーカ収容部３１０の側部３１３，３１４の嵌合部分の先端部も、嵌合部分３
１２ｂの場合と同様に、蓋部４１０の側部４１３，４１４の嵌合部分における高い段部（
嵌合部分４１２ｂにおける段部４１２ｄに相当する段部）と重なる。
【００９２】
　さらに、スピーカ収容部３１０の底部３１１の嵌合部分３１１ｂの先端部は、蓋部４１
０の底部４１１の凹部状の嵌合部分４１１ｂに嵌合された状態になるので、当然、嵌合部
分４１１ｂと重なる。
【００９３】
　なお、図１８は、図１７のＣ方向から見たスピーカ収容箱５１０の断面を示す断面図で
ある。
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【００９４】
　このようにして、蓋部４１０の底部４１１、上部４１２、側部４１３，４１４のそれぞ
れの階段状に形成されている嵌合部分が、スピーカ収容部３１０の底部３１１、上部３１
２、側部３１３，３１４のそれぞれの凸部状に形成された嵌合部分に嵌合されると、スピ
ーカ収容箱５１０の内部は密閉された状態となる。
【００９５】
　勿論、スピーカ１２０が取り付けられた蓋部４２０（図５参照）がスピーカ収容部３２
０（図７参照）に嵌合さると、スピーカ収容箱５１０の場合と同様に、密閉性の高いスピ
ーカ収容箱５２０が形成される。
【００９６】
　ここで、図７に示す本体（取付部品が取り外された状態）１０に、スピーカ１１０が取
り付けられた蓋部４１０およびスピーカ１２０が取り付けられた蓋部４２０が嵌合された
状態（スピーカ収容箱５１０，５２０が形成された状態）を、図１９に示す。図１９にお
いて、（ａ）は本体１０の正面を示す正面図であり、（ｂ）は本体１０の側面を示す側面
図である。
【００９７】
　以上説明したスピーカ収容箱の構成によれば、次の（１）～（６）の作用効果を期待す
ることができる。
【００９８】
　（１）本体１０と２つのスピーカ収容部３１０，３２０とが一体に成形されているので
、本体とは別途にスピーカ収容部３１０，３２０を形成した場合における当該スピーカ収
容部の部材分のスペース（当該スピーカ収容部の部材の厚さ分のスペース）を確保するこ
とができ、この確保された増加分のスペースに応じてスピーカ収容箱（スピーカボックス
）を大きくすることができる。これにより、遊技機自体の大きさの制限の下で容量の大き
いスピーカ収容箱を形成することができる。
【００９９】
　（２）このようにスピーカ収容箱５１０，５２０の容量を大きくすることができるので
、スピーカ１１０，１２０から発せられる音の音質の向上を図ることができる。
【０１００】
　（３）上述したように蓋部４１０とスピーカ収容部３１０との嵌合部分を階段状で形成
しているので、スピーカ収容箱の内部の密閉性を高めることができ、しかも遊技機自体の
大きさの制限の下で容量の大きいスピーカ収容箱５１０を形成することが可能になる。
【０１０１】
　（４）蓋部４１０とスピーカ収容部３１０との嵌合部分は階段状に形成されているので
、蓋部がスピーカ収容部に嵌合されたときのスピーカ収容箱の密閉性を高めることができ
、より一層、音質の向上を図ることができる。
【０１０２】
　（５）蓋部４１０とスピーカ収容部３１０とは凹部と凸部とで嵌合、すなわち、蓋部４
１０の凹部状の嵌合部分と、スピーカ収容部３１０の凸部状の嵌合部分とで嵌合されるの
で、より一層、スピーカ収容箱内の機密性を高めることができる。
【０１０３】
　（６）蓋部４１０をスピーカ収容部３１０に嵌合させたときは、凸部と凹部とが嵌合さ
れた状態になる。特に、蓋部４１０の凹部状の嵌合部分４１１ｂと、スピーカ収容部３１
０の凸部状の嵌合部分３１１ｂとが嵌合されることで、蓋部４１０はスピーカ収容部３１
０から前方向（手前）に倒れ難くなる（落下し難くなる）。このため、蓋部をスピーカ収
容部に仮固定することができ、ネジ止めなどの組立作業（本固定）を容易に行うことがで
きる。
【０１０４】
　なお、上記実施の形態では、スピーカ収容部の内側に振動規制部を設けるとともに、蓋
部の内側に振動規制部を設ける構成としたが、本発明はこれに限定されることなく、次の



(12) JP 4697855 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

ようにしても良い。
【０１０５】
　すなわち、スピーカ収容部の外側に振動規制部を設けるとともに、蓋部の外側に振動規
制部を設ける構成としても良い。
【０１０６】
　これにより、スピーカの音振動に起因するスピーカ収容部および蓋部のそれぞれの不要
な振動を規制することができるので、音質を向上させることができる。
【０１０７】
　しかし、スピーカ収容部および蓋部のそれぞれの内側に振動規制部を設けるようにした
場合は、スピーカ収容部および蓋部のそれぞれの外側に振動規制部を設けるようにした場
合と比較して、スピーカ収容箱の外側に設けられる部材の邪魔になることはなく、しかも
スピーカ収容箱内の空間を有効に利用することができる。そのため、スピーカ収容部およ
び蓋部のそれぞれの内側に振動規制部を設けるようにした方が、好ましい。
【０１０８】
　また、上記実施の形態では、スピーカ収容部および蓋部の両方に振動規制部を設ける構
成としているが、本発明はこれに限定されることなく、次のようにしても良い。
【０１０９】
　すなわち、例えば、スピーカ収容部または蓋部に振動規制部を設ける構成とする。この
場合、スピーカ収容部に振動規制部が設けられた場合には当該スピーカ収容部の不要な振
動が規制され、一方、蓋部に振動規制部が設けられた場合は当該蓋部の不要な振動が規制
される。
【０１１０】
　これにより、スピーカ収容部または蓋部に振動規制部を設けた場合は、スピーカ収容部
および蓋部の何れにも振動規制部を設けない場合と比較して、音質の向上を図ることがで
きる。しかし、スピーカ収容部または蓋部に振動規制部を設けた場合は、スピーカ収容部
および蓋部の両方に振動規制部を設けた場合と比較して、音質が低下するこもあるので、
スピーカ収容部および蓋部の両方に振動規制部を設ける方が、より好ましい。
【０１１１】
　さらに、上記実施の形態では、スピーカ収容部とこれに設けられる振動規制部とを一体
に成形するとともに、蓋部とこれに設けられる振動規制部とを一体に成形する構成とした
が、本発明はこれに限定されることなく、スピーカ収容部と振動規制部とを別体に形成す
るとともに、蓋部と振動規制部とを別体に形成する構成としても良い。
【０１１２】
　さらに、上記実施の形態では、蓋部の嵌合部分が階段状（低い段部および高い段部）で
形成され、一方、スピーカ収容部の嵌合部分が凸部で形成される構成としているが、本発
明はこれに限定されることなく、次のようにしても良い。
【０１１３】
　すなわち、蓋部の嵌合部分が凸部で形成され、一方、スピーカ収容部の嵌合部分が階段
状で形成される構成とする。
【０１１４】
　これにより、蓋部の嵌合部分（凸部）とスピーカ収容部の嵌合部分（階段状）とを嵌合
させたときは、スピーカ収容箱の内部は密閉されることとなり、より一層、音質の向上を
図ることが可能になる。
【０１１５】
　さらに、上記実施の形態では、蓋部４１０の嵌合部分４１１ｂを凹部で形成し、スピー
カ収容部３１０の嵌合部分３１１ｂを凸部で形成する構成としているが、本発明はこれに
限定されることなく、次のようにしても良い。
【０１１６】
　すなわち、蓋部４１０の嵌合部分４１１ｂを凸部で形成し、スピーカ収容部３１０の嵌
合部分３１１ｂを凹部で形成する構成とする。
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【０１１７】
　これにより、蓋部４１０の凸部状の嵌合部分４１１ｂと、スピーカ収容部３１０の凹部
状の嵌合部分３１１ｂとが嵌合されることで、蓋部４１０はスピーカ収容部３１０から前
方向（手前）に倒れ難くなる（落下し難くなる）。このため、蓋部４１０をスピーカ収容
部３１０に仮固定することができ、ネジ止めなどの組立作業（本固定）を容易に行うこと
が可能になる。
【０１１８】
　さらに、上記実施の形態では、蓋部をスピーカ収容部に対し本体の表面側から嵌合させ
る構成としたが、本発明はこれに限定されることなく、次のようにしても良い。
【０１１９】
　すなわち、図２０に示すように、蓋部６１０（図２０中斜線で示す部分）をスピーカ収
容部３００に対し本体１０の背面側から嵌合させる構成とする。
【０１２０】
　図２０において、スピーカ収容部３００は、例えば、図１４に示す蓋部４１０と図１５
に示すスピーカ収容部３１０とが一体に成形され、かつスピーカ収容部３１０の後部３１
５が開口された形状を有している。また、蓋部４１０およびスピーカ収容部３１０に相当
する部位には、振動を規制する凸部の振動規制部が形成されている。
【０１２１】
　なお、符号３０１，３０２，３０３は、振動規制部３１１ａ，３１２ａ，３１３ａに相
当する振動規制部（凸部）である。
【０１２２】
　一方、蓋部６１０においては、スピーカ収容部３００との嵌合部分６１１，６１２は、
階段状に形成されている。嵌合部分６１２は、特に凹部状に形成されている。また、蓋部
６１０には、当該蓋部６１０の振動を規制する凸部状の振動規制部６１３，６１４が形成
されている。ちなみに、振動規制部６１４は上下方向（嵌合部分６１１から嵌合部分６１
２への方向）に形成された凸部であり、振動規制部６１３は左右方向に形成された凸部で
ある。
【０１２３】
　この場合も、蓋部６１０をスピーカ収容部３００に嵌合させると、密閉性の高いスピー
カ収容箱６００が形成され、音質の向上を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　以上の説明においては、本発明をパチンコ遊技機本体が遊技台に取り付けられた遊技機
に適用した場合が説明されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチスロ
遊技機（スロットマシン）、雀球、スマートボールあるいはゲームセンターに設置された
各種のゲーム機など、種々の遊技機に適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】本発明の一実施の形態である遊技機を示す斜視図である。
【図２】図１に示した遊技機の正面を示す正面図である。
【図３】図２に示した遊技盤の正面を示す正面図である。
【図４】図１に示した遊技機の要部を示す分解斜視図である。
【図５】本実施の形態に係る本体の要部の正面を示す正面図である。
【図６】本実施の形態に係る本体の裏面（背面）を示す斜視図である。
【図７】本実施の形態に係る本体（取付部品が取り外された状態）の正面を示す斜視図で
ある。
【図８】図７に示した本体の裏面（背面）を示す斜視図である。
【図９】本実施の形態に係るスピーカ収容部を示す斜視図である。
【図１０】図９のＡ方向から見たスピーカ収容部の断面を示す断面図である。
【図１１】本実施の形態に係る蓋部の背面を示す斜視図である。
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【図１２】図１１に示す蓋部にスピーカを載置した状態を示す斜視図である。
【図１３】スピーカが取り付けられたスピーカ収容部の正面を示す斜視図である。
【図１４】本実施の形態に係る蓋部の嵌合部分を説明する断面図である。
【図１５】本実施の形態に係るスピーカ収容部の嵌合部分を説明する斜視図である。
【図１６】図１５のＢ方向から見たスピーカ収容部の断面を示す断面図である。
【図１７】本実施の形態に係るスピーカ収容箱を示す斜視図である。
【図１８】図１７のＣ方向から見たスピーカ収容箱を示す断面図である。
【図１９】スピーカが取り付けられた蓋部がスピーカ収容部に嵌合された状態の本体を示
す図である。
【図２０】スピーカ収容箱の他の例を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１２６】
１　遊技機
３　ガラス扉
４　上皿部
５　下皿部
６　カバー
７　ハンドル
９　外枠
１０　本体
２１　遊技盤
２２　液晶表示装置
２３　開閉扉
１１０，１２０　スピーカ
１１１ａ，１１１ｂ，１１１ｃ，１１１ｄ　取付孔
１３０　貯留タンク
１５０　制御系ケース
２０１ａ，２０１ｂ，２０１ｃ，２０１ｄ　ボス
２１０，２２０　開口部
３００　スピーカ収容部
３０１，３０２，３０３　振動規制部
３１０，３２０　スピーカ収容部
３１１　底部
３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，３１４ａ　振動規制部
３１１ｂ　嵌合部分
３１２　上部
３１２ｂ　嵌合部分
３１２ｃ　嵌合部分の先端面
３１３，３１４　側部
３１３ｂ　嵌合部分
３１３ｃ　嵌合部分の先端面
３１４ｂ　嵌合部分
３１５　後部
４０１　切り欠き部
４１０，４２０，６１１　蓋部
４１１　底部
４１１ｂ，４１２ｂ　嵌合部分
４１１ｃ，４１１ｄ，４１１ｅ　段部
４１１ａ，４１２ａ，４１３ａ，４１４ａ　振動規制部
４１２　上部
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４１２ｂ　嵌合部分
４１２ｃ，４１２ｄ　段部
４１３，４１４　側部
４１３ｃ　段部の先端面
４１６　放音開口部
４１８ａ，４１８ｂ　リブ
４１９ａ，４１９ｂ，４１９ｃ，４１９ｄ　取付部
５１０，５２０　スピーカ収容箱
６００　スピーカ収容箱
６１１，６１２　嵌合部分
６１３，６１４　振動規制部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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