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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のリールや制御基板等を収容するキャビネットと、前記キャビネットに対して開閉
自在に取り付けられたフロントドアと、前記フロントドアに設けられた操作部と、を備え
た遊技機において、
　前記操作部は、ベース部材と前記ベース部材を覆う被覆部材からなる収容部と、前記収
容部内を摺動する中空状の押圧体と、前記押圧体の一端部に設けられ、遊技者によって押
圧操作される押圧操作部と、前記押圧体の押圧操作側を覆うとともに前記押圧操作部が出
没する挿通孔が設けられたカバー部と、前記押圧体の内部を照射する発光体と前記押圧体
の移動を検知するセンサとが実装された基板と、を有し、
　前記カバー部は、前記フロントドアに複数の固定手段によって固定され、
　前記ベース部材は、前記カバー部の裏面に固定され、
　前記基板は、前記被覆部材と前記ベース部材に挟持された状態で、前記被覆部材と共に
前記ベース部材に固定され、
　前記押圧体の側面には、前記発光体が挿通される貫通孔が形成され、
　前記押圧体の内壁面には、前記貫通孔に挿入された前記発光体の光を前記押圧操作部の
面に反射する反射面が形成され、
　前記反射面は、前記押圧体の摺動方向に沿った中心軸線に対して所定の角度で傾斜した
傾斜面を有し、
　前記押圧体の他端部に設けられた前記センサを作動させる突出部と、前記発光体とが、
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前記中心軸線付近に配され、
　前記押圧操作部に前記挿通孔からの抜け止めを行う環状のフランジ部が形成されている
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技機は、複数種類の図柄が施され、回転駆動される複数のリールを備え、
　前記操作部は、前記複数のリールに対応する複数の前記押圧体を有し、
　前記各押圧体にそれぞれ配置した前記発光体及び前記センサは、全て単一の前記基板に
実装されていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やパチスロ等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パチンコ機やパチスロ等の遊技機は、前面に、遊技者の操作を受け付ける操作
部を備えている。上記操作部として、特許文献１には、スロットマシン（パチスロ）のリ
ールの回転を停止するスイッチ装置が開示されている。
【０００３】
　このスイッチ装置は、正面視形状が楕円形の押圧体と、押圧体を前後方向に沿って移動
可能に収容するスイッチケースと、発光体及び光学センサが設けられている基板と、を備
えている。押圧体は、スイッチ操作を行うための操作面を形成する筒状の蓋から成る押圧
操作部と、押圧操作部を嵌合させる内筒と、を有している。
【０００４】
　内筒の底部には、発光体を収納するための挿入孔が形成されており、押圧体の内部空間
には、挿入孔から挿入された発光体を配置しておくことができる。押圧体の移動を光学セ
ンサで検知するための遮光片は、内筒の側面の端部の一部を延設した帯板状に形成されて
いる。発光体と光学センサを実装した基板は、スイッチケースに嵌合している。
【０００５】
　また、このスイッチ装置では、発光体が押圧体の内部空間を照らすことによって、押圧
体の表面側を光らせることができ、押圧体の操作時期を遊技者に知らせる。そして、押圧
体が遊技者によって押圧されて、押圧体がスイッチケース内を移動すると、光学センサが
遮光片の移動を検知して、リールの回転を止める。
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載のスイッチ装置のように、発光体を押圧体の底部側中心から
内部空間内に挿入する配置構成だと、遮光片は押圧体の中心位置から外れた内筒の側面側
の一つの部位に形成しておくことが必要になる。その結果、押圧体の表面におけるどの部
位が押圧されたのかによって、即ち、遮光片が形成されている側の部位が押圧されたのか
、遮光片が形成されていない側の部位が押圧されたのかによって、遮光片の移動量に差が
生じることになる。そして、押圧体に対して遮光片が形成されていない側の部位が押圧さ
れたときには、遮光片の移動量が小さくなり、光学センサによって遮光片の移動を検出で
きない場合が生じる。
【０００７】
　また仮に、遮光片の配置位置として、発光体を配置している押圧体の中央位置側に配置
した場合では、遮蔽片と挿入孔とが近接した配置関係に配されることになり、挿入孔から
漏れ出た発光体の光によって、光学センサが誤動作を起こしてしまう危険性が生じる。
【０００８】
　さらに、発光部と光学センサとを実装した基板は、不正行為における攻撃対象として存
在することになる。そのため、基板への不正な接触を防止しておくことが求められている
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。
【０００９】
　また、スイッチケースの前面を覆うカバー部が設けられているが、カバー部をフロント
ドアから不正に取り外して、スイッチケース内の基板に対して不正に接触したり、カバー
部に形成した挿通孔、即ち、押圧操作部を出没自在に挿通する挿通孔から押圧操作部を抜
き出して、挿通孔の内部を露出させた状態から、スイッチケース内の基板に対して不正に
接触したりする不正行為が行われることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平８－２９８０４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明では、従来における問題を解決して、押圧操作部の押圧箇所に応じて遮光片の移
動量に変動をきたすのを小さく抑えておくことができ、また、押圧体の移動を検出するセ
ンサとして光学センサを用いた場合であっても、発光部の光が、光学センサ側に漏れ出て
しまうのを防止することができ、しかも、確実に基板を位置ズレが生じないように固定し
ておくことができ、更に、不正行為によって、フロントドアからカバー部の取り外しが難
しくなる構成にするとともに、カバー部に形成した挿通孔から押圧操作部を抜き出し難い
構成にでき、そして、押圧操作部とカバー部に形成した挿通孔との隙間から不正工具を挿
入し難い構成にすることができ、基板に対する外部からの不法な接触を確実に防止できる
遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、複数のリールや制御基板等を収容す
るキャビネットと、前記キャビネットに対して開閉自在に取り付けられたフロントドアと
、前記フロントドアに設けられた操作部と、を備えた遊技機において、
　前記操作部は、ベース部材と前記ベース部材を覆う被覆部材とからなる収容部と、前記
収容部内を摺動する中空状の押圧体と、前記押圧体の一端部に設けられ、遊技者によって
押圧操作される押圧操作部と、前記押圧体の押圧操作側を覆うとともに前記押圧操作部が
出没する挿通孔が設けられたカバー部と、前記押圧体の内部を照射する発光体と前記押圧
体の移動を検知するセンサとが実装された基板と、を有し、
　前記カバー部は、前記フロントドアに複数の固定手段によって固定され、前記ベース部
材は、前記カバー部の裏面に固定され、前記基板は、前記被覆部材と前記ベース部材に挟
持された状態で、前記被覆部材と共に前記ベース部材に固定され、
　前記押圧体の側面には、前記発光体が挿通される貫通孔が形成され、前記押圧体の内壁
面には、前記貫通孔に挿入された前記発光体の光を前記押圧操作部の面に反射する反射面
が形成され、前記反射面は、前記押圧体の摺動方向に沿った中心軸線に対して所定の角度
で傾斜した傾斜面を有し、
　前記押圧体の他端部に設けられた前記センサを作動させる突出部と、前記発光体とが、
前記中心軸線付近に配され、前記押圧操作部に前記挿通孔からの抜け止めを行う環状のフ
ランジ部が形成されていることを特徴としている。
【００１３】
　本発明に係る遊技機はこのように構成されているので、収容部を構成しているベース部
材を介して、カバー部の裏面に収容部を固定しておくことができる。カバー部は複数の固
定手段によって、フロントドアに固定しておくことができる。固定手段としては、例えば
、係止爪をフロントドアの枠体部に係止する固定やフロントドアの枠体部との間でのネジ
等による固定などを用いることができる。
【００１４】
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　このように、カバー部を複数の固定手段を用いてフロントドアに固定しておくことがで
きるので、カバー部を不正にフロントドアから取り外すことを難しく構成しておくことが
できる。そして、不正行為の発生を防止できる。
【００１５】
　収容部をベース部材とベース部材を覆う被覆部材とから構成しておくことができる。そ
して、収容部はベース部材を介してカバー部の裏面に固定されることになる。このように
構成することによって、カバー部を収容部から取り外すためには、ベース部材を覆い、し
かも固定している被覆部材を取り外さない限り、収容部とカバー部との固定状態を不正に
解除することが難しくなる。
【００１６】
　また、基板を確実にベース部材と被覆部材との間に一体的に固定しておくことができる
。しかも、基板の位置ズレは、被覆部材とベース部材との間で基板を挟持して固定してお
くことにより確実に防止できる。そして、操作部の前面に対して不正行為が行われたとし
ても、基板は、ベース部材と被覆部材との間で挟持され、しかも固定された状態が維持さ
れるので、この固定状態を解除しない限り基板に対して不法に接触するのを確実に防止で
きる。
【００１７】
　また、押圧操作部をカバー部の挿通孔から抜き出すのを防止するため、挿通孔の孔径よ
りも大きな外周径を持った環状のフランジ部を押圧操作部の外周に形成しておくことがで
きる。
【００１８】
　このように構成しておくことにより、カバー部の裏面における挿通孔の周囲をフランジ
部で覆ってカバーしておくことができる。そして、不正に押圧操作部が挿通孔から抜き取
られるのを防止できるとともに、挿通孔から不正工具を挿入しようとしても、フランジ部
によって不正工具の侵入を防止できる。
【００１９】
　押圧体の他端部に突出部を設けており、突出部によって、押圧体の移動を検出するセン
サを作動させている。しかも、突出部は、押圧体の摺動方向に沿った中心軸線付近に配置
されているので、押圧操作部の押圧箇所に応じて突出部の移動量の変動を小さく抑えてお
くことができる。これによって、遊技者が押圧操作部のどの部位を押圧してもセンサによ
って、突出部の移動を精度よく検出することができる。そして、遊技者が意図した操作を
精度よく検出することができる。
【００２０】
　また、発光体は、押圧体の摺動方向に沿った中心軸線付近に配置されているので、発光
体からの光を押圧操作部の全面で均一に受光することができ、押圧体の操作状態を確実に
遊技者に知らせることができる。
【００２１】
　センサとしては、突出部の移動を検知することができる位置検出センサであれば、光学
センサや近接スイッチ、磁気センサ等の従来から公知の各種の位置検出センサを用いるこ
とができる。
【００２２】
　また、発光体を挿入する貫通孔の形成方向と、押圧体の他端部に設けた突出部の突出方
向と、を略直交させた配置関係に構成することができるので、センサとして光学センサを
用いている場合であっても、貫通孔から漏れ出た発光体の光が光学センサに悪影響を与え
ることがなく、漏れ出た光によって光学センサが誤動作を起こすのを確実に防止しておく
ことができる。したがって、光学センサを用いた場合であっても、遊技者が意図した押圧
操作部に対する操作を精度良く検出することができる。
【００２３】
　本発明では、遊技機は、複数種類の図柄が施され、回転駆動される複数のリールを備え
、操作部は、複数のリールに対応する複数の押圧体を有し、各押圧体にそれぞれ配置した
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発光体及びセンサは、全て単一の基板に実装されていることを特徴としている。
【００２４】
　このように構成することにより、発光体やセンサの設置を精度良く行うことができる。
しかも、基板をベース部材と被覆部材との間で固定することによって、基板の取付を簡単
に行うことができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、基板の取付位置がズレないように確実に固定しておくことができる。
しかも、不正行為によって、カバー部の破壊やフロントドアからの取り外しを防止でき、
基板に対する外部からの不法な接触を確実に防止できる。更に、遊技者に押圧される押圧
操作部が不正にカバー部の挿通孔から抜き出されることや、挿通孔と押圧操作部との間か
ら不正工具が挿入されるのを防止でき、また、押圧操作部の表面を均一に光らせることが
でき、遊技者が意図した操作を精度良く検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態の遊技機における機能フローを説明する説明図である。
【図２】本発明の一実施形態の遊技機における外観構成例を示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態の遊技機における内部構造を示すものであり、ミドルドアを
閉じた状態の斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態の遊技機における内部構造を示すものであり、ミドルドアを
開けた状態の斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態の遊技機におけるキャビネットの内部を示す説明図である。
【図６】本発明の一実施形態の遊技機におけるフロントドアの裏面側を示す説明図である
。
【図７】本発明の一実施形態の遊技機における制御系を示すブロック図である。
【図８】本発明の一実施形態の遊技機における主制御回路の構成例を示すブロック図であ
る。
【図９】本発明の一実施形態の遊技機における副制御回路の構成例を示すブロック図であ
る。
【図１０】本発明の一実施形態の遊技機における操作部の斜視図である。
【図１１】本発明の一実施形態の遊技機における操作部の分解斜視図である。
【図１２】基板を配した状態での被覆部材を斜め下方から視た斜視図である。
【図１３】基板を被覆部材から分離させた状態を斜め下方から視た斜視図である。
【図１４】カバー部、被覆部材、基板を外した状態を斜め後方から視た斜視図である。
【図１５】図１４のＣ－Ｃ断面を反時計回り方向に回動させた斜視図である。
【図１６】カバー部のフロントドアへの固定状態を示す要部断面図である。
【図１７】筒部を後方から視た斜視図である。
【図１８】図１０のＡ－Ａ断面図を側方から視た側面図である。
【図１９】図１０のＢ－Ｂ断面図を斜め上方から視た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の遊技機の実施の形態を示すパチスロについて、図１～図１９を参照しながら説
明する。はじめに、図１を参照して、遊技機の実施の形態に係る機能フローについて説明
する。
【００２８】
　本実施の形態のパチスロでは、遊技を行うための遊技媒体としてメダルを用いる。なお
、遊技媒体としては、メダル以外にも、コイン、遊技球、遊技用のポイントデータ又はト
ークン等を適用することもできる。
【００２９】
　遊技者によりメダルが投入され、スタートレバーが操作されると、予め定められた数値
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の範囲（例えば、０～６５５３５）の乱数から１つの値（以下、乱数値）が抽出される。
【００３０】
　内部抽籤手段は、抽出された乱数値に基づいて抽籤を行い、内部当籤役を決定する。こ
の内部抽籤手段は、後述する主制御回路が担う。内部当籤役の決定により、後述の入賞判
定ラインに沿って表示を行うことを許可する図柄の組合せが決定される。なお、図柄の組
合せの種別としては、メダルの払い出し、再遊技の作動、ボーナスの作動等といった特典
が遊技者に与えられる「入賞」に係るものと、それ以外のいわゆる「ハズレ」に係るもの
とが設けられている。
【００３１】
　また、スタートレバーが操作されると、複数のリールの回転が行われる。その後、遊技
者によりストップボタンとして機能する押圧体が押されると、リール停止制御手段は、内
部当籤役と押圧体が押されたタイミングとに基づいて、該当するリールの回転を停止する
制御を行う。このリール停止制御手段は、後述する主制御回路が担う。
【００３２】
　パチスロでは、基本的に、押圧体が押されたときから規定時間（１９０ｍｓｅｃ）内に
、該当するリールの回転を停止する制御が行われる。本実施の形態では、上記規定時間内
にリールの回転に伴って移動する図柄の数を「滑り駒数」と呼び、その最大数を図柄４個
分に定める。
【００３３】
　リール停止制御手段は、入賞に係る図柄の組合せの表示を許可する内部当籤役が決定さ
れているときは、上記規定時間を利用して、その図柄の組合せが入賞判定ラインに沿って
極力表示されるようにリールの回転を停止する。また、リール停止制御手段は、上記規定
時間を利用して、内部当籤役によってその表示が許可されていない図柄の組合せが入賞判
定ラインに沿って表示されないようにリールの回転を停止する。
【００３４】
　こうして、複数のリールの回転がすべて停止されると、入賞判定手段は、入賞判定ライ
ンに沿って表示された図柄の組合せが、入賞に係るものであるか否かの判定を行う。この
入賞判定手段は、後述する主制御回路が担う。入賞に係るものであるとの判定が行われる
と、メダルの払い出し等の特典が遊技者に与えられる。以上のような一連の流れがパチス
ロにおける１回の遊技として行われる。
【００３５】
　また、パチスロでは、前述した一連の流れの中で、液晶表示装置などの表示装置により
行う映像の表示、各種ランプにより行う光の出力、スピーカにより行う音の出力、或いは
これらの組合せを利用して様々な演出が行われる。
【００３６】
　スタートレバーが操作されると、前述の内部当籤役の決定に用いられた乱数値とは別に
、演出用の乱数値（以下、演出用乱数値）が抽出される。演出用乱数値が抽出されると、
演出内容決定手段は、内部当籤役に対応づけられた複数種類の演出内容の中から今回実行
するものを抽籤により決定する。この演出内容決定手段は、後述する副制御回路が担う。
【００３７】
　演出内容が決定されると、演出実行手段は、リールの回転が開始されるとき、各リール
の回転がそれぞれ停止されるとき、入賞の有無の判定が行われたとき等の各契機に連動さ
せて演出の実行を進める。この演出実行手段は、後述する副制御回路が担う。このように
、パチスロでは、内部当籤役に対応づけられた演出内容を実行することによって、決定さ
れた内部当籤役（言い換えると、狙うべき図柄の組合せ）を知る或いは予想する機会が遊
技者に提供され、遊技者の興味の向上が図られる。
【００３８】
＜パチスロの構造＞
　次に、図２～図６を参照して、一実施形態におけるパチスロ１の構造について説明する
。
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【００３９】
［外観構造］
　図２は、パチスロ１の外部構造を示す斜視図である。
　パチスロ１の外装体２は、リールや回路基板等を収容するキャビネット２ａと、キャビ
ネット２ａに対して開閉可能に取り付けられるフロントドア２ｂとを有している。
【００４０】
　キャビネット２ａの両側面には、把手７が設けられている。この把手７は、パチスロ１
を運搬するときに手をかける凹部である。
【００４１】
　キャビネット２ａの内部には、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが横並びに設けられてい
る。リール３Ｌは、キャビネット２ａを前方から視て左側に配置され、リール３Ｃは、中
央に配置されている。そして、リール３Ｒは、キャビネットを前方から視て右側に配置さ
れている。各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒは、円筒状に形成されたリール本体と、リール本体
の周面に装着された透光性のシート材を有している。シート材の表面には、複数（例えば
２１個）の図柄が周方向に沿って所定の間隔をあけて描かれている。
【００４２】
　フロントドア２ｂの中央よりも上側には、上パネルユニット１０と、液晶表示装置１１
が設けられている。上パネルユニット１０は、フロントドア２ｂの上部を形成している。
この上パネルユニット１０は、光源を有しており、光源から出射される光による演出を実
行する。液晶表示装置１１は、上パネルユニット１０の下側に配置されており、映像の表
示による演出を実行する。
【００４３】
　フロントドア２ｂの中央には、台座部１２が形成されている。この台座部１２には、図
柄表示領域４と、遊技者による操作の対象となる各種装置が設けられている。
【００４４】
　図柄表示領域４は、正面から見て３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに重畳する手前側に配
置されており、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに対応して設けられている。この図柄表示
領域４は、表示窓としての機能を果たすものであり、その背後に設けられた各リール３Ｌ
，３Ｃ，３Ｒを透過することが可能な構成になっている。以下、図柄表示領域４を、リー
ル表示窓４という。
【００４５】
　リール表示窓４は、その背後に設けられたリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転が停止された
とき、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの複数種類の図柄のうち、その枠内における上段、中段
及び下段の各領域にそれぞれ１個の図柄（合計で３個）を表示する。本実施の形態では、
リール表示窓４の各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに対向する上段、中段及び下段からなる３つ
の領域のうち予め定められたいずれかをそれぞれ組合せてなる擬似的なラインを、入賞か
否かの判定を行う対象となるライン（入賞判定ライン）として定義する。
【００４６】
　リール表示窓４は、台座部１２に設けられた枠部材１３により形成されている。この枠
部材１３は、リール表示窓４と、情報表示窓１４と、操作部１５を有している。
【００４７】
　情報表示窓１４は、リール表示窓４の下部に連続して設けられており、上方に向かって
開口している。すなわち、リール表示窓４と情報表示窓１４は、連続する１つの開口部と
して形成されている。この情報表示窓１４及びリール表示窓４は、透明の窓カバー１６に
よって覆われている。
【００４８】
　窓カバー１６は、枠部材１３の内面側に配置されており、フロントドア２ｂの前面側か
らの取り外しが不可能に構成されている。また、枠部材１３は、窓カバー１６を挟んで情
報表示窓１４の開口に対向するシート載置部１７を有している。そして、シート載置部１
７と窓カバー１６との間には、遊技に関する情報が記載されたシート部材（情報シート）
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が配置されている。したがって、情報シートは、凹凸や隙間の無い滑らかな表面を有する
窓カバー１６により覆われている。
【００４９】
　情報シートの取付部を構成する窓カバー１６は、フロントドア２ｂの前面側からの取り
外しが不可能に構成されており、凹凸や隙間の無い滑らかな表面であるため、情報シート
の取付部を利用して、パチスロ１の内部にアクセスする不正行為を防ぐことができる。
【００５０】
　操作部１５は、情報表示窓１４の下方に設けられている。操作部１５は、押圧体（スト
ップボタン）１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒを有している。押圧体１９Ｌは、キャビネット２ａ
を前方から視て左側に配置され、押圧体１９Ｃは、中央に配置されている。そして、押圧
体１９Ｒは、キャビネット２ａを前方から視て右側に配置されている。押圧体１９Ｌはリ
ール３Ｌに対応づけられ、押圧体１９Ｃはリール３Ｃに対応づけられている。また、押圧
体１９Ｒはリール３Ｒに対応づけられている。これら押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒは、
対応するリールの回転を停止するために遊技者によって押圧される。以下、押圧体１９Ｌ
，１９Ｃ，１９Ｒを、押圧体１９と総称する場合がある。
【００５１】
　押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒは、遊技者による操作の対象となる各種装置の一例を示
す。また、台座部１２には、遊技者による操作の対象となる各種装置として、メダル投入
口２１、ＢＥＴボタン２２、スタートレバー２３が設けられている。なお、操作部１５及
び押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒの詳細は後述する。
【００５２】
　メダル投入口２１は、遊技者によって外部から投下されるメダルを受け入れるために設
けられる。メダル投入口２１に受け入れられたメダルは、予め定められた規定数を上限と
して１回の遊技に投入されることとなり、規定数を超えた分はパチスロ１の内部に預ける
ことが可能となる（いわゆるクレジット機能）。
【００５３】
　ＢＥＴボタン２２は、パチスロ１の内部に預けられているメダルから１回の遊技に投入
する枚数を決定するために設けられる。スタートレバー２３は、全てのリール（３Ｌ，３
Ｃ，３Ｒ）の回転を開始するために設けられる。
【００５４】
　また、正面から見てリール表示窓４の左側方には、７セグメントＬＥＤ（Light Emitti
ng Diode）からなる７セグ表示器２４が設けられている。この７セグ表示器２４は、特典
として遊技者に対して払い出すメダルの枚数（以下、払出枚数）、パチスロ内部に預けら
れているメダルの枚数（以下、クレジット枚数）等の情報をデジタル表示する。
【００５５】
　台座部１２の両側には、サイドパネルユニット２６Ｌ，２６Ｒが設けられている。この
サイドパネルユニット２６Ｌ，２６Ｒは、それぞれ光源を有しており、光源から出射され
る光による演出を実行する。また、サイドパネルユニット２６Ｌの下方には、精算ボタン
２７が設けられている。この精算ボタン２７は、パチスロ１の内部に預けられているメダ
ルを外部に引き出すために設けられる。
【００５６】
　台座部１２の下方には、腰部パネルユニット３１が設けられている。腰部パネルユニッ
ト３１は、任意の画像が描かれた装飾パネルと、この装飾パネルを背面側から照明するた
めの光を出射する光源を有している。
【００５７】
　腰部パネルユニット３１の下方には、メダル払出口３２と、スピーカ用孔３３Ｌ，３３
Ｒと、メダルトレイユニット３４が設けられている。メダル払出口３２は、後述のホッパ
ー装置５１の駆動により排出されるメダルを外部に導く。メダル払出口３２から排出され
たメダルは、メダルトレイユニット３４に貯められる。スピーカ用孔３３Ｌ，３３Ｒは、
演出内容に応じた効果音や楽曲等の音を出力するために設けられている。
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【００５８】
［内部構造］
　図３及び図４は、パチスロ１の内部構造を示す斜視図である。この図３では、フロント
ドア２ｂが開放され、フロントドア２ｂの裏面側に設けられたミドルドア４１がフロント
ドア２ｂに対して閉じた状態を示している。また、図４では、フロントドア２ｂが開放さ
れ、ミドルドア４１がフロントドア２ｂに対して開いた状態を示している。
　また、図５は、キャビネット２ａの内部を示す説明図である。図６は、フロントドア２
ｂの裏面側を示す説明図である。
【００５９】
　キャビネット２ａは、上面板２０ａと、底面板２０ｂと、左右の側面板２０ｃ，２０ｄ
と、背面板２０ｅを有している（図５参照）。キャビネット２ａ内部の上側には、キャビ
ネット側スピーカ４２が配設されている。このキャビネット側スピーカ４２は、取付ブラ
ケット４３Ｌ，４３Ｒを介してキャビネット２ａの背面板２０ｅに取り付けられている。
キャビネット側スピーカ４２は、例えば、効果音を出力するためのスピーカである。
【００６０】
　キャビネット２ａ内部を正面から見て、キャビネット側スピーカ４２の左側方には、キ
ャビネット側中継基板４４が配設されている。このキャビネット側中継基板４４は、キャ
ビネット２ａの左側面板２０ｃに取り付けられている。キャビネット側中継基板４４は、
ミドルドア４１（図３及び図４参照）に取り付けられた後述する主制御基板７１（図７参
照）と、ホッパー装置５１、遊技メダル補助収納庫スイッチ（不図示）、メダル払出カウ
ントスイッチ（不図示）とを接続する配線の中継を行う。
【００６１】
　キャビネット２ａ内部の中央部には、キャビネット側スピーカ４２による音の出力を制
御するアンプ基板４５が配設されている。このアンプ基板４５は、左右の側面板２０ｃ，
２０ｄに固定された取付棚４６に取り付けられている。
【００６２】
　また、キャビネット２ａ内部を正面から見て、アンプ基板４５の右側には、外部集中端
子板４７が配設されている。この外部集中端子板４７は、キャビネット２ａの右側面板２
０ｄに取り付けられている。外部集中端子板４７は、メダル投入信号、メダル払出信号及
びセキュリティー信号などの信号をパチスロ１の外部へ出力するために設けられている。
【００６３】
　キャビネット２ａ内部を正面から見て、アンプ基板４５の左側には、サブ電源装置４８
が配設されている。このサブ電源装置４８は、キャビネット２ａの左側面板２０ｃに取り
付けられている。サブ電源装置４８は、交流電圧１００Ｖの電力を後述する電源装置５３
に供給する。また、交流電圧１００Ｖの電力を直流電圧の電力に変換して、アンプ基板４
５に供給する。
【００６４】
　キャビネット２ａの内部の下側には、ホッパー装置５１と、メダル補助収納庫５２と、
電源装置５３が配設されている。
【００６５】
　ホッパー装置５１は、キャビネット２ａにおける底面板２０ｂの中央部に取り付けられ
ている。このホッパー装置５１は、多量のメダルを収容可能で、それらを１枚ずつ排出可
能な構造を有する。ホッパー装置５１は、貯留されたメダルが例えば５０枚を超えたとき
、又は精算ボタンが押圧されてメダルの精算を行うときに、メダルを払い出す。ホッパー
装置５１によって払い出されたメダルは、メダル払出口３２（図２参照）から排出される
。
【００６６】
　メダル補助収納庫５２は、ホッパー装置５１から溢れ出たメダルを収納する。このメダ
ル補助収納庫５２は、キャビネット２ａ内部を正面から見て、ホッパー装置５１の右側に
配置されている。メダル補助収納庫５２は、キャビネット２ａの底面板２０ｂに係合され



(10) JP 5856591 B2 2016.2.10

10

20

30

40

50

ており、底面板２０ｂに対して着脱可能に構成されている。
【００６７】
　電源装置５３は、電源スイッチ５３ａと、電源基板５３ｂを有している（図７参照）。
この電源装置５３は、キャビネット２ａ内部を正面から見て、ホッパー装置５１の左側に
配置されており、左側面板２０ｃに取り付けられている。電源装置５３は、サブ電源装置
４８から供給された交流電圧１００Ｖの電力を各部で必要な直流電圧の電力に変換して、
変換した電力を各部へ供給する。
【００６８】
　図３、図４及び図６に示すように、ミドルドア４１は、フロントドア２ｂの裏面におけ
る中央部に配置され、リール表示窓４（図４参照）を裏側から開閉可能に構成されている
。ミドルドア４１の上部と下部には、ドアストッパ４１ａ，４１ｂ，４１ｃが設けられて
いる。このドアストッパ４１ａ，４１ｂ，４１ｃは、リール表示窓４を裏側から閉じた状
態のミドルドア４１の開動作を固定（禁止）する。すなわち、ミドルドア４１を開くには
、ドアストッパ４１ａ，４１ｂ，４１ｃを回転させてミドルドア４１の固定を解除する必
要がある。
【００６９】
　ミドルドア４１には、主制御基板７１（図７参照）を収納した主制御基板ケース５５と
、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが取り付けられている。３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ
には、所定の減速比をもったギアを介してステッピングモータが接続されている。
【００７０】
　図４に示すように、ミドルドア４１を開くと、窓カバー１６の裏面とシート載置部１７
が露出される。上述したように、窓カバー１６の裏面とシート載置部１７との間には、遊
技に関する情報が記載された情報シートが配置されている。この情報シートは、ミドルド
ア４１を開いて窓カバー１６の裏面とシート載置部１７を露出させた状態で、窓カバー１
６の裏面とシート載置部１７との間に形成された間隙に挿入される。また、情報シートを
交換する場合も、ミドルドア４１を開いてから情報シートの交換作業が行われる。
【００７１】
　主制御基板ケース５５には、設定用鍵型スイッチ５６が設けられている。この設定用鍵
型スイッチ５６は、パチスロ１の設定を変更もしくはパチスロ１の設定の確認を行うとき
に使用する。
【００７２】
　本実施の形態では、主制御基板ケース５５と、この主制御基板ケース５５に収納された
主制御基板７１により、主制御基板ユニットが構成されている。
【００７３】
　主制御基板ケース５５に収納された主制御基板７１は、後述する主制御回路９１（図８
参照）を構成する。主制御回路９１は、内部当籤役の決定、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回
転及び停止、入賞の有無の判定といった、パチスロ１における遊技の主な流れを制御する
回路である。主制御回路９１の具体的な構成は後述する。
【００７４】
　ミドルドア４１の上方には、副制御基板７２（図７参照）を収容する副制御基板ケース
５７が配設されている。副制御基板ケース５７に収納された副制御基板７２は、副制御回
路１０１（図９参照）を構成する。この副制御回路１０１は、映像の表示等による演出の
実行を制御する回路である。副制御回路１０１の具体的な構成は後述する。
【００７５】
　副制御基板ケース５７の上方には、センタースピーカ５８が配設されている。そして、
フロントドア２ｂを裏面側から見て、センタースピーカ５８の左側方には、ファン５９が
配設されている。つまり、ファン５９は、フロントドア２ｂの裏面側における上部に配設
されている。このファン５９は、下向きに空気を送風し、パチスロ１の内部を空冷する。
【００７６】
　フロントドア２ｂを裏面側から見て、副制御基板ケース５７の右側方には、副中継基板
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６１が配設されている。この副中継基板６１は、副制御基板７２と主制御基板７１とを接
続する配線を中継する。また、副制御基板７２と副制御基板７２の周辺に配設された基板
とを接続する配線を中継する基板である。なお、副制御基板７２の周辺に配設される基板
としては、後述するＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂが挙げられる。
【００７７】
　ＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂは、フロントドア２ｂの裏面側から見て、副制御基板ケース
５７の上方に配設されている。これらＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂは、副制御回路１０１（
図８参照）の制御により実行される演出に応じて、光源の一具体例を示すＬＥＤ（Light 
Emitting Diode）８５（図７参照）を発光させて、点滅パターンを表示する。なお、本実
施の形態のパチスロ１には、ＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂ以外に複数のＬＥＤ基板を備えて
いる。
【００７８】
　副中継基板６１の下方には、２４ｈドア開閉監視ユニット６３が配設されている。この
２４ｈドア開閉監視ユニット６３は、ミドルドア４１の開閉の履歴を保存する。また、ミ
ドルドア４１を開放したときに、液晶表示装置１１にエラー表示を行うための信号を副制
御基板７２（副制御回路１０１）に出力する。
【００７９】
　ミドルドア４１の下方には、ボードスピーカ６４と、下部スピーカ６５Ｌ，６５Ｒが配
設されている。ボードスピーカ６４は、腰部パネルユニット３１（図２参照）に対向して
おり、下部スピーカ６５Ｌ，６５Ｒは、それぞれスピーカ用孔３３Ｌ，３３Ｒ（図２参照
）に対向している。
【００８０】
　下部スピーカ６５Ｌの上方には、セレクタ６６と、ドア開閉監視スイッチ６７が配設さ
れている。セレクタ６６は、メダルの材質や形状等が適正であるか否かを選別する装置で
あり、メダル投入口２１に投入された適正なメダルをホッパー装置５１へ案内する。セレ
クタ６６内においてメダルが通過する経路上には、適正なメダルが通過したことを検出す
るメダルセンサ（不図示）が設けられている。
【００８１】
　ドア開閉監視スイッチ６７は、フロントドア２ｂを裏面側から見て、セレクタ６６の左
側方に配置されている。このドア開閉監視スイッチ６７は、パチスロ１の外部へ、フロン
トドア２ｂの開閉を報知するためのセキュリティー信号を出力する。
【００８２】
　また、リール表示窓４の下方であってミドルドア４１により開閉される領域には、ドア
中継端子板６８が配設されている（図４参照）。このドア中継端子板６８は、主制御基板
ケース５５内の主制御基板７１（図７参照）と、各種のボタンやスイッチ、副制御基板７
２（図７参照）、セレクタ６６及び遊技動作表示基板８１（図７参照）との配線を中継す
る基板である。なお、各種のボタン及びスイッチとしては、例えば、ＢＥＴボタン２２、
精算ボタン２７、ドア開閉監視スイッチ６７、後述するＢＥＴスイッチ７７、スタートス
イッチ７９等を挙げることができる。
【００８３】
＜パチスロが備える制御系＞
　次に、パチスロ１が備える制御系について、図７を参照して説明する。　
　図７は、パチスロ１の制御系を示すブロック図である。
　パチスロ１は、ミドルドア４１に配設された主制御基板７１と、フロントドア２ｂに配
設された副制御基板７２を有している。
【００８４】
　主制御基板７１には、リール中継端子板７４と、設定用鍵型スイッチ５６と、外部集中
端子板４７と、ホッパー装置５１と、メダル補助収納庫スイッチ７５と、電源装置５３の
電源基板５３ｂが接続されている。設定用鍵型スイッチ５６、外部集中端子板４７、ホッ
パー装置５１及びメダル補助収納庫スイッチ７５は、キャビネット側中継基板４４を介し
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て主制御基板７１に接続されている。外部集中端子板４７及びホッパー装置５１について
は、上述したため、説明を省略する。
【００８５】
　リール中継端子板７４は、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒのリール本体の内側に配設されて
いる。このリール中継端子板７４は、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒのステッピングモータ（
不図示）に電気的に接続されており、主制御基板７１からステッピングモータに出力され
る信号を中継する。
【００８６】
　メダル補助収納庫スイッチ７５は、メダル補助収納庫５２の後述するスイッチ貫通孔を
貫通している。このメダル補助収納庫スイッチ７５は、メダル補助収納庫５２がメダルで
満杯になっているか否かを検出する。　
　電源装置５３の電源基板５３ｂには、電源スイッチ５３ａが接続されている。この電源
スイッチ５３ａは、パチスロ１に必要な電源を供給するときにＯＮにする。
【００８７】
　また、主制御基板７１には、ドア中継端子板６８を介して、セレクタ６６、ドア開閉監
視スイッチ６７、ＢＥＴスイッチ７７、精算スイッチ７８、スタートスイッチ７９、スト
ップスイッチ基板（基板）４００、遊技動作表示基板８１及び副中継基板６１が接続され
ている。セレクタ６６、ドア開閉監視スイッチ６７及び副中継基板６１については、上述
したため、説明を省略する。
【００８８】
　ＢＥＴスイッチ７７は、ＢＥＴボタン２２が遊技者により押されたことを検出する。精
算スイッチ７８は、精算ボタン２７が遊技者により押されたことを検出する。スタートス
イッチ７９は、スタートレバー２３が遊技者により操作されたこと（開始操作）を検出す
る。
【００８９】
　ストップスイッチ基板４００は、回転しているリールを停止させるための回路と、停止
可能なリールをＬＥＤなどにより表示するための回路を構成する基板である。ストップス
イッチ基板４００には、各押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒに対応づけられた３つのＬＥＤ
（Light Emitting Diode）４１０及び３つのフォトセンサ（センサ）４２０が実装されて
いる。フォトセンサ４２０は、各押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒが押圧されていないとき
はハイレベルの信号を出力し、各押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒが押圧されて後方へ所定
距離移動したときは、ローレベルの信号（押圧検出信号）を出力する。
【００９０】
　遊技動作表示基板８１は、メダルの投入を受け付けるとき、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，
３Ｒが回動可能なとき及び再遊技を行うときに、投入されたメダルの枚数を７セグ表示器
２４に表示させるための基板である。この遊技動作表示基板８１には、７セグ表示器２４
とＬＥＤ８２が接続されている。ＬＥＤ８２は、例えば、遊技の開始を表示するマークや
再遊技を行うマークなどを点灯させる。
【００９１】
　副制御基板７２は、ドア中継端子板６８と副中継基板６１を介して主制御基板７１に接
続されている。この副制御基板７２には、副中継基板６１を介して、サウンドＩ／Ｏ基板
８４、ＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂ、２４ｈドア開閉監視ユニット６３が接続されている。
これらＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂ及び２４ｈドア開閉監視ユニット６３については、上述
したため、説明を省略する。
【００９２】
　サウンドＩ／Ｏ基板８４は、センタースピーカ５８、ボードスピーカ６４、下部スピー
カ６５Ｌ，６５Ｒ及びフロントドア２ｂに設けられた不図示のスピーカへの音声の出力を
行う。
【００９３】
　また、副制御基板７２には、ロムカートリッジ基板８６と、液晶中継基板８７が接続さ
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れている。これらロムカートリッジ基板８６及び液晶中継基板８７は、副制御基板７２と
共に副制御基板ケース５７に収納されている。
【００９４】
　ロムカートリッジ基板８６は、演出用の画像（映像）、音声、ＬＥＤ基板６２Ａ，６２
Ｂ及びその他のＬＥＤ基板（不図示）、通信のデータを管理するための基板である。液晶
中継基板８７は、副制御基板７２と液晶表示装置１１とを接続する配線を中継する基板で
ある。
【００９５】
＜主制御回路＞
　次に、主制御基板７１により構成される主制御回路９１について、図８を参照して説明
する。　
　図８は、パチスロ１の主制御回路９１の構成例を示すブロック図である。
【００９６】
　主制御回路９１は、主制御基板７１上に設置されたマイクロコンピュータ９２を主たる
構成要素としている。マイクロコンピュータ９２は、メインＣＰＵ９３、メインＲＯＭ９
４及びメインＲＡＭ９５により構成される。
【００９７】
　メインＲＯＭ９４には、メインＣＰＵ９３により実行される制御プログラム、データテ
ーブル、副制御回路１０１に対して各種制御指令（コマンド）を送信するためのデータ等
が記憶されている。メインＲＡＭ９５には、制御プログラムの実行により決定された内部
当籤役等の各種データを格納する格納領域が設けられる。
【００９８】
　メインＣＰＵ９３には、クロックパルス発生回路９６、分周器９７、乱数発生器９８及
びサンプリング回路９９が接続されている。クロックパルス発生回路９６及び分周器９７
は、クロックパルスを発生する。メインＣＰＵ９３は、発生されたクロックパルスに基づ
いて、制御プログラムを実行する。乱数発生器９８は、予め定められた範囲の乱数（例え
ば、０～６５５３５）を発生する。サンプリング回路９９は、発生された乱数の中から１
つの値を抽出する。
【００９９】
　メインＣＰＵ９３は、リールインデックスを検出してから各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの
ステッピングモータに対してパルスを出力した回数をカウントする。これにより、メイン
ＣＰＵ９３は、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転角度（主に、リールが図柄何個分だけ回
転したか）を管理する。
【０１００】
　なお、リールインデックスとは、リールが一回転したことを示す情報である。このリー
ルインデックスは、例えば、発光部及び受光部を有する光センサと、各リール３Ｌ，３Ｃ
，３Ｒの所定の位置に設けられ、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転により発光部と受光部
との間に介在される検知片を備えたリール位置検出部（不図示）により検出する。
【０１０１】
　ここで、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転角度の管理について、具体的に説明する。ス
テッピングモータに対して出力されたパルスの数は、メインＲＡＭ９５に設けられたパル
スカウンタによって計数される。そして、図柄１つ分の回転に必要な所定回数（例えば１
６回）のパルスの出力がパルスカウンタで計数される毎に、メインＲＡＭ９５に設けられ
た図柄カウンタが１ずつ加算される。図柄カウンタは、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに応じ
て設けられている。図柄カウンタの値は、リール位置検出部（不図示）によってリールイ
ンデックスが検出されるとクリアされる。
【０１０２】
　つまり、本実施の形態では、図柄カウンタを管理することにより、リールインデックス
が検出されてから図柄何個分の回転が行われたのかを管理するようになっている。したが
って、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの各図柄の位置は、リールインデックスが検出される位
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置を基準として検出される。
【０１０３】
　上述したように、本実施の形態では、滑り駒数の最大数を図柄４個分に定めている。し
たがって、例えば、押圧体１９Ｌが押されたときにリール表示窓４の中段にあるリール３
Ｌの図柄と、その４個先の図柄までの範囲内にある各図柄が、リール表示窓４の中段に停
止可能な図柄となる。
【０１０４】
　また、メインＣＰＵ９３は、ストップスイッチ基板４００のフォトセンサ４２０がハイ
レベルの信号を出力しているときは、ストップスイッチ基板４００のＬＥＤ４１０に、点
灯を指示する点灯信号を出力する。一方、メインＣＰＵは、フォトセンサ４２０がローレ
ベルの信号（押圧検知信号）を出力しているときは、ストップスイッチ基板４００のＬＥ
Ｄ４１０に、消灯を指示する消灯信号を送信する。
【０１０５】
＜副制御回路＞
　次に、副制御基板７２により構成される副制御回路１０１について、図９を参照して説
明する。　
　図９は、パチスロ１の副制御回路１０１の構成例を示すブロック図である。
【０１０６】
　副制御回路１０１は、主制御回路９１と電気的に接続されており、主制御回路９１から
送信されるコマンドに基づいて演出内容の決定や実行等の処理を行う。副制御回路１０１
は、基本的に、サブＣＰＵ１０２、サブＲＡＭ１０３、レンダリングプロセッサ１０４、
描画用ＲＡＭ１０５、ドライバ１０６を含んで構成されている。
【０１０７】
　サブＣＰＵ１０２は、主制御回路９１から送信されたコマンドに応じて、ロムカートリ
ッジ基板８６に記憶されている制御プログラムに従い、映像、音、光の出力の制御を行う
。ロムカートリッジ基板８６は、基本的に、プログラム記憶領域とデータ記憶領域によっ
て構成される。
【０１０８】
　プログラム記憶領域には、サブＣＰＵ１０２が実行する制御プログラムが記憶されてい
る。例えば、制御プログラムには、主制御回路９１との通信を制御するための主基板通信
タスクや、演出用乱数値を抽出し、演出内容（演出データ）の決定及び登録を行うための
演出登録タスクが含まれる。また、決定した演出内容に基づいて液晶表示装置１１（図６
参照）による映像の表示を制御する描画制御タスク、ＬＥＤ８５等の光源による光の出力
を制御するランプ制御タスク、スピーカ５８，６４，６５Ｌ，６５Ｒ等のスピーカによる
音の出力を制御する音声制御タスク等が含まれる。
【０１０９】
　データ記憶領域は、各種データテーブルを記憶する記憶領域、各演出内容を構成する演
出データを記憶する記憶領域、映像の作成に関するアニメーションデータを記憶する記憶
領域が含まれている。また、ＢＧＭや効果音に関するサウンドデータを記憶する記憶領域
、光の点消灯のパターンに関するランプデータを記憶する記憶領域等が含まれている。
【０１１０】
　サブＲＡＭ１０３は、決定された演出内容や演出データを登録する格納領域や、主制御
回路９１から送信される内部当籤役等の各種データを格納する格納領域が設けられている
。
【０１１１】
　サブＣＰＵ１０２、レンダリングプロセッサ１０４、描画用ＲＡＭ（フレームバッファ
を含む）１０５及びドライバ１０６は、演出内容により指定されたアニメーションデータ
に従って映像を作成し、作成した映像を液晶表示装置１１に表示させる。
【０１１２】
　また、サブＣＰＵ１０２は、演出内容により指定されたサウンドデータに従ってＢＧＭ
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などの音をスピーカ５８，６４，６５Ｌ，６５Ｒ等のスピーカにより出力させる。また、
サブＣＰＵ１０２は、演出内容により指定されたランプデータに従ってＬＥＤ８５等の光
源の点灯及び消灯を制御する。
【０１１３】
＜操作部＞
　次に、操作部１５について、図１０～図１９を参照して説明する。なお、図１０におい
て、パチスロ１の前方を矢印Ｆ、後方を矢印Ｂ、左方を矢印Ｌ、右方を矢印Ｒ、上方を矢
印Ｕ、下方を矢印Ｄで示す。
【０１１４】
　まず、図１０～図１１を参照して、操作部１５の構成の概略を説明する。図１０は、操
作部１５の斜視図である。なお、図１０においては、フロントドア２ｂの枠体部などの図
示は省略している。図１１は、操作部１５の分解斜視図である。
【０１１５】
　図１０及び図１１に示すように、操作部１５は、押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒ（以下
、押圧体１９として総称することがある。）と、押圧体１９を前後方向に移動可能に収容
する収容部３００と、を有している。また、操作部１５は、光源としてのＬＥＤ４１０及
びフォトセンサ４２０が実装されているストップスイッチ基板４００（図１１、図１２参
照）と、カバー部５００と、を有している。
【０１１６】
　収容部３００は、略箱状の部材であり、内部に押圧体１９とストップスイッチ基板４０
０を収容する。収容部３００は、ベース部材３１０と、被覆部材３５０の２部材で構成さ
れている。ベース部材３１０と被覆部材３５０の構成については、後述する。
【０１１７】
　図１１に示すように、ストップスイッチ基板４００は、横長の平板状に形成され、上下
方向に略垂直な上面及び下面を有している。このストップスイッチ基板４００の左右両端
部には、上下方向に貫通する嵌合孔４３０が設けられており、また、前端部には、後述す
る固定ネジ４５０を挿入するネジ挿入孔４０４が一対設けられている。ストップスイッチ
基板４００の下面には、押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒ内にそれぞれ挿入する発光部とし
ての３つのＬＥＤ４１０及び各押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒの移動を検出する３つのフ
ォトセンサ４２０が実装されている。
【０１１８】
　以下においては、押圧体１９の移動を検出するセンサとして光学センサであるフォトセ
ンサ４２０を用いた構成について、説明を行うが、押圧体１９の移動を検出するセンサと
しては、光学センサの他に磁気センサや近接スイッチ等の位置検出センサを用いることが
できる。
【０１１９】
　ＬＥＤ４１０は、下方から視た底面視形状が略円形状に形成され、光を照射する発光部
４１１と、ストップスイッチ基板４００の端子挿入孔４０２に挿入されて半田付けされる
端子４１２と、を有している。また、フォトセンサ４２０は、ストップスイッチ基板４０
０の端子挿入孔４０１に挿入されて半田付けされる端子４２４を有している。
【０１２０】
　図１２に示すように、フォトセンサ４２０は、発光体４２１とフォトダイオード４２２
を有するフォトカプラである。発光体４２１とフォトダイオード４２２は、ストップスイ
ッチ基板４００に固定されており、互いに対向するように配置されている。そして、押圧
体１９に設けた突出部２１０が、発光体４２１とフォトダイオード４２２の間を遮ること
により、押圧体１９の移動を検出することができる。
【０１２１】
　即ち、発光体４２１は所定光量の光を常に発光する。フォトダイオード４２２が発光体
４２１からの光を所定光量以上の光を受光すると、フォトセンサ４２０は、ハイレベルの
信号を出力する。一方、押圧体１９とともに移動した突出部２１０によって、フォトダイ
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オード４２２が受光する光の量が所定光量に満たなくなると、フォトセンサ４２０は、ロ
ーレベルの信号（押圧検知信号）を出力する。
【０１２２】
　図１０、図１１、図１５に示すように、押圧体１９は、正面視で楕円の筒状に形成され
た筒部２００と、筒部２００の前方の開口を塞ぐ押圧操作部２２０と、光拡散フィルム２
３０と、コイルバネ２４０と、で構成されている。
【０１２３】
　押圧操作部２２０は、前方から視て楕円状の押圧面部２２１と、押圧面部２２１の外周
部に形成した環状のフランジ部２２２と、を有する。フランジ部２２２の裏面における左
右の部位から後方側には、左右一対の係合片２２３が延設されており、筒部２００の外周
部に形成した一対の係合部２０１と係合することができる。
【０１２４】
　図１８に示すように、フランジ部２２２の外周径は、カバー部５００に形成した挿通孔
５０１の孔径よりも大きな径として形成されており、フランジ部２２２によって押圧操作
部２２０が挿通孔５０１から抜け出るのを防止する抜け止め部を構成している。また、不
正行為によって、押圧操作部２２０が挿通孔５０１から抜き出されてしまうのをフランジ
部２２２によって防止できる。更には、フロントドア２ｂ（図２参照）の前面側から不正
行為によって、挿通孔５０１と押圧操作部２２０との隙間から不正工具を挿入しようとし
ても、フランジ部２２２によって不正工具の挿入を防止できる。
【０１２５】
　筒部２００は、筒部本体２０２と、筒部本体２０２の前方側の外周面における周方向に
沿って形成したフランジ部２０４とを有しており、係合部２０１は、フランジ部２０４の
一部を切欠いた凹部２０５の部位から後方側に延設した形状に構成されている。
【０１２６】
　凹部２０５の間を通って係合片２２３を挿入することによって、係合部２０１に形成し
た外方に突出した係合爪と、係合片２２３に形成した係合孔とを係合させることができる
。係合部２０１の係合爪に係合片２２３の係合孔を係合させることにより、図１５、図１
８、図１９に示すように、押圧操作部２２０と筒部２００との間に光拡散フィルム２３０
を介在させた状態で、押圧操作部２２０を筒部２００に取付けることができる。
【０１２７】
　押圧操作部２２０の内側に配された光拡散フィルム２３０は、筒部本体２０２の内部に
配置されたＬＥＤ４１０からの光を拡散させて押圧面部２２１を均一に照らす。光拡散フ
ィルム２３０は、光を十分に透過させる薄膜形状で、且つ光の拡散度が高いフィルムを用
いて形成することができる。光拡散フィルム２３０を構成する材料としては、例えば、ポ
リアセタール樹脂や塩化ビニル、などを用いることができる。
【０１２８】
　コイルバネ２４０は、筒部本体２０２と収容部３００のベース部材３１０との間に挟持
され、筒部２００を前方へ付勢する。　
　カバー部５００は、略平板状の部材であり、収容部３００及び押圧体１９を前方から覆
う。カバー部５００の裏面には、ネジ５０５によって、収容部３００のベース部材３１０
がネジ固定されている。カバー部５００のその他の構成については後述する。
【０１２９】
　次に、図１２、図１３を参照して、収納部３００の被覆部材３５０について説明する。
図１２は、ストップスイッチ基板４００を配した状態での被覆部材３５０を斜め下方から
視た斜視図である。図１３は、ストップスイッチ基板４００を分離させた状態での被覆部
材３５０を同じく斜め下方から視た斜視図である。
【０１３０】
　図１３に示すように、被覆部材３５０は、横長の平板状の上板部３５１と、上板部３５
１から曲折して下方へ延びる後板部３５２と、を有している。上板部３５１は、上下方向
に対して略垂直な上面及び下面を有しており、上板部３５１の２つの長辺は、前後方向に
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互いに対向して配されている。したがって、上板部３５１の一方の長辺は、上板部３５１
の前端部となり、他方の長辺は、後板部３５２の上端部となる。
【０１３１】
　上板部３５１の下面には、下方へ突出して前後方向に延びる６つの突条部３５３が左右
方向に所定の距離を隔てて形成されている。図１８に示すように、各突条部３５３は、ス
トップスイッチ基板４００をベース部材３１０と被覆部材３５０との間に挟んだときに、
ＬＥＤ４１０とフォトセンサ４２０と後述するコンセント４４０をそれぞれストップスイ
ッチ基板４００に固定している半田付けの面に当接することができる。また、各突条部３
５３は、被覆部材３５０の上板部３５１の補強を兼ねて形成されている。
【０１３２】
　後板部３５２の上端部側における左右両端部には、嵌合段差部３５９が形成されており
、ベース部材３１０の枠部３１２における側板部３２９（図１４参照）の上端側における
左右両端部には、嵌合段差部３２０が形成されている。図１４に示すように、嵌合段差部
３２０は、ベース部材３１０の側板部３２９の上端部から下方にかけて形成されており、
端部面における内側の稜線側を削った形状の段差部として形成されている。また、嵌合段
差部３５９は、図１２に示す被覆部材３５０の上板部３５１の端面及び後板部３５２の左
右端面における上端側の部位を噛み合わせるように内側に窪ませた形状に形成されている
。
【０１３３】
　そして、被覆部材３５０をベース部材３１０に組み付けたときには、嵌合段差部３２０
と嵌合段差部３２１とを嵌め合わせることができ、被覆部材３５０の上面とベース部材３
１０の側板部３２９（図１４参照）の端面とを面一の状態にすることができる。また、後
板部３５２の外表面と、ベース部材３１０の側板部３２９及び下板部３２８の後方側端面
と、を面一の状態にすることができる。このとき、ベース部材３１０と被覆部材３５０と
の接合面形状としては、二回Ｌ字状に折り曲げた断面形状に形成しておくことができる。
【０１３４】
　なお、被覆部材３５０をベース部材３１０に組み付ける際には、後板部３５２の下端に
形成した係合片３５４（図１２参照）と、下板部３２８の後端側に形成した係合凹部３３
５とを係合させて、後板部３５２をベース部材３１０に係止させることができる。図１４
に示すように、係合凹部３３５は、隣接する収納部３１３の間に配設されている。係合凹
部３３５の形成数を図示例では２個としているが、適宜の個数を形成しておくことができ
る。
【０１３５】
　そして、嵌合段差部３２０と嵌合段差部３２１とを嵌め合わせることによって、被覆部
材３５０の表面とベース部材３１０の側板部３２９及び下板部３２８の後端面との間の隙
間を通して、収容部３００の内部が視認できないように構成することができる。
【０１３６】
　このように、ベース部材３１０及び被覆部材３５０が構成されているので、不正行為に
よって、被覆部材３５０とベース部材３１０との隙間に工具等を差し込まれることが防止
でき、強引に工具等を隙間に差し込めたとしても、工具等によって被覆部材３５０がベー
ス部材３１０から剥がされてしまうのを防止できる。
【０１３７】
　図１１に示すように、被覆部材３５０及びストップスイッチ基板４００には、被覆部材
３５０とともにストップスイッチ基板４００をベース部材３１０に固定するための固定ネ
ジ４５０を挿入するネジ挿入孔３５５，４０４がそれぞれ形成されている。被覆部材３５
０に形成されたネジ挿入孔３５５は、図１３に示すように上板部３５１の裏面側に突出し
て形成されており、図１０に示すように凹部形状に形成されている。そして、図１０に示
すように、凹部内に固定ネジ４５０の頭部を収納して、被覆部材３５０の上面から突出し
ないように収納することができる。
【０１３８】
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　また、ストップスイッチ基板４００には、ベース部材３１０との間での位置決めを行う
ためのピン嵌合孔４３０が形成されており、ベース部材３１０に立設した位置決めピン３
２１を嵌入させることができる。
【０１３９】
　図１１に示すように、被覆部材３５０における上板部３５１と後板部３５２との間の屈
曲部には、開口３５６，３５７が形成されており、開口３５６は開口３５７よりも上下方
向の高さ寸法が高く形成されている。開口３５６を通して、ハーネス等をストップスイッ
チ基板４００に設けたコンセント４４０に接続させることができる。
【０１４０】
　開口３５６，３５７を少なくとも左右に一対形成しておくことにより、ベース部材３１
０と被覆部材３５０とからなる収容部３００内に空気の循環路を形成することができる。
そして、ストップスイッチ基板４００に対する空冷を行うことができる。
【０１４１】
　次に、図１１、図１４、図１５、図１８を参照して、収容部３００のベース部材３１０
について説明する。図１４は、図１０におけるカバー部５００と被覆部材３５０とストッ
プスイッチ基板４００とを外した状態を斜め後方から視た斜視図を示している。図１５に
は、図１４のＣ－Ｃ断面を反時計回り方向に回動させた状態を斜視図で示しており、図１
８には、図１のＡ－Ａ断面を側面図として示している。また、図１６には、カバー部５０
０をフロントカバー２ｂの内面に形成した枠体部に固定した固定状態を要部断面図として
示している。固定手段としては、カバー部５００の裏面に形成した係止爪５０２をフロン
トカバー２ｂに形成した枠体部に係合させることによる固定、カバー部５００の裏面に形
成した第１ボス部５０３とフロントカバー２ｂに形成した枠体部との間でネジ螺合するこ
とによる締結固定が行われている。
【０１４２】
　図１１及び図１４、図１５に示すように、ベース部材３１０は、前板部３１１と、枠部
３１２と、を有している。枠部３１２は、一対の側板部３２９と下板部３２８によって三
方が囲まれた形状に形成されており、前板部３１１と枠部３１２とは一体的に形成されて
いる。
【０１４３】
　前板部３１１は、横長の平板状の部材として形成されており、前板部３１１の前面から
視て３つの収納部３１３が形成されている。図１４に示すように、前板部３１１の裏面と
各収納部３１３の前面側との間には、補強片３３９が形成されている。補強片３３９によ
って、前板部３１１の補強を行うとともに、収納部３１３上に載置したストップスイッチ
基板４００の前端側の位置決めを行うことができる。各収納部３１３は、３つの押圧体１
９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒをそれぞれ前後方向に摺動自在に収納する凹部として形成されてい
る。
【０１４４】
　図１５、図１８に示すように、各収納部３１３の側面部には、ＬＥＤ４１０を挿入する
ための貫通孔３１９が形成されており、貫通孔３１９の孔形状は、ＬＥＤ４１０を挿入で
きる最小の形状に形成されている。必要に応じて、貫通孔３１９の孔形状を、ＬＥＤ４１
０の外周形状に近似した形状に形成しておくこともできる。
【０１４５】
　そして、貫通孔３１９の孔形状としては、ＬＥＤ４１０から照射される光が貫通孔３１
９を介して、外部に光が漏れ出るのを極力抑えておくため、ＬＥＤ４１０の発光部４１１
の外周形状よりもわずかに大きく構成されている。
【０１４６】
　各収納部３１３の底部、即ち、各収納部３１３の後端側の底面には、図１１に示すよう
に、左右方向に一対の取付孔３２３ａが形成されており、中央部には貫通孔３２３ｂが形
成されている。一対の取付孔３２３ａは、筒部本体２０２の後端面に形成した一対の係止
突部２１３のフック爪２１４を係合させることができる。また、中央に形成した貫通孔３
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２３ｂには、筒部本体２０２の後端面における中央に突設させた突出部２１０を挿通させ
ることができる。
【０１４７】
　図１５に示すように、ベース部材３１０の前面板３１１の裏面には、前面板３１１と一
体的に固定用ネジ穴形成部３３６とネジ筒部３２６とが複数形成されている。図１４に示
すように、固定用ネジ穴形成部３３６とネジ筒部３２６の強度を補強するため、補強フラ
ンジ３２７によって、周面側が補強されている。固定用ネジ穴形成部３３６とネジ筒部３
２６とは、隣接する収納部３１３の間に配設されている。
【０１４８】
　固定用ネジ穴形成部３３６には、被覆部材３５０に形成したネジ挿入孔３５５とストッ
プスイッチ基板４００に形成したネジ挿入孔４０４とに挿通した固定ネジ４５０が螺合す
るネジ取付穴３３０（図１１参照）が形成されている。
【０１４９】
　ネジ筒部３２６には、ベース部材３１０とカバー部５００とを固定するネジ５０５（図
１１参照）を挿入する貫通孔３２５が形成されている。図１５には、貫通孔３２５から突
出したネジ５０５を示している。
【０１５０】
　図１５に示すように、ベース部材３１０の前面板３１１の前面には凹状の段部３１６が
形成されており、押圧体１９を押圧したときに、押圧操作部２２０のフランジ部２２２と
筒部２００のフランジ部２０４とを、この段部３１６内に収納させることができ、押圧体
１９の移動量を大きくすることができる。また、筒部２００のフランジ部２０４が段部３
１６の底面に当接することにより、押圧体１９の移動量を規制することができる。
【０１５１】
　収納部３１３の底面側には、押圧体１９を前方側に付勢するコイルバネ２４０の一端部
に係合するバネ係止部３２４が形成されている。コイルバネ２４０の他端部は、図１７に
筒部２００の斜視図を示すように、筒部本体２０２の後端面に形成した補強筒部２１１に
係合することができる。押圧体１９が押圧されたとき、コイルバネ２４０が圧縮され、コ
イルバネ２４０の反力によって、押圧が解除された押圧体１９を元の初期位置に自動復帰
させることができる。
【０１５２】
　図１８に示すように、収納部３１３の内部には、前後方向に沿ったリブ３３８が複数形
成されており、押圧体１９の筒部２００を前後方向に摺動させるときの案内として機能す
るとともに、筒部２００の摺動時に筒部本体２０２との接触面積を減らして、筒部２００
の摺動時における摺動抵抗を低減させる機能を有している。
【０１５３】
　また、ベース部材３１０の下板部３２８の裏面には、複数のリブ３３７が前後方向に沿
って形成されている。図１４に示すように、ベース部材３１０の側板部３２９の外面には
、前後方向に沿った一対のリブ３３２が形成されており、また、前板部３１１の左右両側
部からは後方に延設されたフック爪３３３が形成されている。
【０１５４】
　各リブ３３７及び一対のリブ３３２は、カバー部５００とともに収容部３００が一体に
なった操作部１５を遊技機１のフロントドア２ｂに装着する際において、操作部１５の装
着を案内する案内面になるとともに装着時の挿入抵抗を低減する機能を奏している。また
、ベース部材３１０の側板部３２９側に配設されたフック爪３３３は、操作部１５とフロ
ントドア２ｂの枠体部との係合状態を維持する。
【０１５５】
　次に、図１１及び図１５～図１９を参照して、押圧体１９の筒部２００の構成について
説明する。
　図１５は、図１４のＣ－Ｃ断面を示す斜視図である。図１８は、図１０のＡ－Ａ断面図
である。図１７は、筒部２００を後斜め上方から視た斜視図であり、図１９は、図１０の
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Ｂ－Ｂ断面を斜め上方から視た断面斜視図である。
【０１５６】
　図１１、図１５、図１７に示すように、筒部２００は、前後方向に開口する筒状の筒部
本体２０２を有し、筒部本体２０２の前面側に押圧操作部２２０のフランジ部２２２と対
峙するフランジ部２０４を有し、ＬＥＤ４１０は筒部本体２０２に形成した貫通孔２０９
から収納室内に挿入される。そして、筒部本体２０２の側面側から後方にかけてフック爪
２１４を有する係止突部２１３が左右一対形成され、筒部本体２０２の他端部中央には、
筒部２００の中心軸線Ｘに沿って、後方へ向かって突出する突出部２１０が形成されてい
る。
【０１５７】
　突出部２１０を囲む形で補強筒部２１１が形成されており、補強筒部２１１は、コイル
バネ２４０の端部を係止する係止部としても機能している。また、突出部２１０と補強筒
部２１１を補強する形で、補強片２１２が筒部本体２０２の後面に形成されている。
【０１５８】
　一対の係止突部２１３には、それぞれフック爪２１４が形成されており、図１９に示す
ように、押圧体１９をベース部材３１０の収納部３１３内に収納させたとき、フック爪２
１４が収納部３１３の裏面に形成した取付孔３２３ａに係合することができる。
【０１５９】
　前述したように、フランジ部２２２の左右にはフランジ部２０４の一部を切欠いた凹部
２０５が形成されており、凹部２０５の部位から後方側に延設して係合部２０１が形成さ
れている。係合部２０１に形成した係合爪は、凹部２０５の間を通って挿入された押圧操
作部２２０の係合片２２３に形成した係合孔と係合することができる。
【０１６０】
　図１７に示すように、筒部本体２０２の上部には、貫通孔２０９が形成されており、ベ
ース部材３１０に形成した貫通孔３１９を通して挿入されたＬＥＤ４１０を筒部本体２０
２内に挿入することができる。貫通孔２０９の孔形状は、押圧体１９が押圧されたことに
よって筒部２００が後方側に移動する際に、ＬＥＤ４１０と干渉しない形状に形成されて
いる。
【０１６１】
　図１５、図１８に示すように、押圧操作部２２０に対向した筒部本体２０２内には、封
止部２０６が構成されている。封止部２０６は、鉛直部２０７と、傾斜部２０８と、を備
えている。鉛直部２０７は、筒部本体２０２内の上方側を塞いでおり、前後方向に対して
略垂直な前面を有している。傾斜部２０８は、鉛直部２０７の下端部から突出し、所定の
角度で下り傾斜の傾斜面として形成されている。
【０１６２】
　鉛直部２０７及び傾斜部２０８の形状として、前後方向に対して略垂直な前面及び所定
の角度で下り傾斜の傾斜面とした形状について説明を行ったが、筒部本体２０２内に形成
されるＬＥＤ４１０の光を反射する反射面の形状としては、他の形状を採用することがで
きる。例えば、鉛直部２０７の代わりに円弧状の面や筒を軸方向に沿って切断したときの
内面形状等として構成しておくこともできる。また、傾斜面の形状としては、例えば、円
錐体を軸方向に沿って切断したときの内面形状として形成しておくこともできる。
【０１６３】
　そのため、筒部本体２０２内に形成されるＬＥＤ４１０の光を反射する反射面の形状と
しては、筒部本体２０２内に挿入されたＬＥＤ４１０の光を反射して押圧操作部２２０の
押圧面部２２１を均一に照射することができる形状であれば、適宜の形状を採用すること
ができる。
【０１６４】
　図１８に示すように、ＬＥＤ４１０の挿入位置としては、ＬＥＤ４１０の頂点が筒部２
００の中心軸線Ｘの近傍に配されるように構成しておくことにより、より効率的にＬＥＤ
４１０の光を押圧操作部２２０の押圧面部２２１に照射させることができる。
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【０１６５】
　鉛直部２０７と傾斜部２０８の前面には、反射率の高い塗料が塗布されており、貫通孔
２０９を介して筒部本体２０２内に挿入されたＬＥＤ４１０の光が前方へ効率的に照射さ
れるように、ＬＥＤ４１０の光を反射する。
【０１６６】
　次に、カバー部５００の構成について、図１１、図１６及び図１９を参照して説明する
。図１６は、カバー部５００をフロントドア２ｂに固定した状態を示す要部断面図であり
、図１９は、操作部１５を図１０のＢ－Ｂ断面で切断した断面を後斜め上方から視た斜視
図である。
【０１６７】
　カバー部５００は、上述のように、略平板状の部材として構成されている。カバー部５
００の左右両端部は、先端に向かうにつれて上下方向の長さが短くなるように先細形状に
形成されている。
【０１６８】
　また、カバー部５００は、押圧体１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒに対応して前後方向に貫通す
る挿通孔５０１がそれぞれ設けられている。挿通孔５０１には、押圧体１９の押圧操作部
２２０（図１１参照）を挿通させることができる。挿通孔５０１の内径形状としては、押
圧操作部２２０の先端部の外径形状よりもやや大きい形状に形成しておくことができる。
そして、図１８に示すように押圧操作部２２０に形成したフランジ部２２２の外周径を、
挿通孔５０１の内径形状よりも大きな径として形成しておくことができる。これによって
、押圧操作部２２０が挿通孔５０１を通ってそのまま前方に抜け出てしまうのを防止して
おくことができる。
【０１６９】
　図１１、図１６、図１９に示すように、カバー部５００の裏面における左右両端部には
、係止爪５０２と第１ボス部５０３がそれぞれ形成されている。係止爪５０２は、フロン
トドア２ｂの枠体部に係合する。また、第１ボス部５０３には、ネジ穴が穿設されており
、フロントドア２ｂの枠体部にネジ結合する。図１６に示すように、ネジ５０５によって
カバー部５００の裏面にベース部材３１０をネジ固定することができる。
【０１７０】
　また、カバー部５００の裏面における隣接する挿通孔５０１の間には、後方へ延びる円
筒状の第２ボス部５０４が形成されている。第２ボス部５０４には、ネジ穴５０４ａが穿
設されている。ネジ穴５０４ａにネジ５０５を螺合させることで、押圧体１９を収納した
収容部３００のベース部材３１０をカバー部５００の裏面にネジ固定することができる。
【０１７１】
　次に、図１１、図１２、図１４、図１５、図１８、図１９を用いて操作部１５の組み付
け工程及び構造について説明する。　
　まず、筒部２００の前面に光拡散フィルム２３０を挟んだ状態で押圧操作部２２０を筒
部２００に固定して押圧体１９を形成する。形成した押圧操作部１９にコイルバネ２４０
を係止した状態で、ベース部材３１０の収容部３１３内に収容する。具体的には、押圧操
作部２２０の内側に光拡散フィルム２３０を配置した上で押圧操作部２２０の側周部２２
２における係合片２２３と筒部２００の係合部２０１とを係合する。
【０１７２】
　次に、ベース部材３１０の収納部３１３における底部のバネ係止部３２４と筒部本体２
０２の補強筒部２１１とを対向させて、補強筒部２１１に一端が形成されたコイルバネ２
４０を介在させる。そして、筒部本体２０２をベース部材３１０の収納部３１３に挿入し
、押圧操作部２２０を押圧して筒部２００を後方へ移動させる。
【０１７３】
　これにより、筒部２００の係止突部２１３におけるフック爪２１４が、ベース部材３１
０の底部に形成した一対の取付孔３２３ａの外縁に当接する。その後、さらに押圧操作部
２２０を押圧して筒部２００を後方へ移動させると、筒部２００の係止突部２１３は、初
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期状態から弾性変形して内側へ撓み、フック爪２１４が取付孔３２３ａを挿通する。
【０１７４】
　図１４に示すように、一対のフック爪２１４が対応する一対の取付孔３２３ａを挿通す
ると、内側に弾性変形していた係止突部２１３は、初期状態に復帰し、係止突部２１３の
フック爪２１４がベース部材３１０の底部に係止される。コイルバネ２４０は、筒部２０
０の補強筒部２１１とベース部材３１０の底部内面に形成したバネ係止部３２４（図１５
参照）との間に挟持され、筒部２００を前方へ付勢する。係止突部２１３のフック爪２１
４は、筒部２００がコイルバネ２４０によって前方へ付勢されて収納部３１３から抜け出
ることを規制する。
【０１７５】
　また、図１５に示すように、筒部２００の突出部２１０は、ベース部材３１０の収納部
３１３に形成した貫通孔３２３ｂを挿通する。　
　以上のように、押圧体１９が形成され、ベース部材３１０の収納部３１３内に筒部２０
０を収容する。
【０１７６】
　なお、図１４では、図示を省略したストップスイッチ基板４００（図１１参照）に搭載
されるＬＥＤ４１０（図１１参照）の端子４１２、フォトセンサ４２０、コンセント４４
０及び図示せぬストップスイッチ基板４００を被覆部材３５０とともにベース部材３１０
のネジ取付穴３３０に螺合する固定ネジ４５０の図示を行っているが、押圧体１９を収納
部３１３内に収納させた状態では、これらの部材はまだ収納部３１３内やベース部材３１
０に配設されていない。
【０１７７】
　次に、ベース部材３１０の後面にネジ５０５を用いてカバー部５００を一体的に固定す
る。その後、裏面側にＬＥＤ４１０、フォトセンサ４２０及びコンセント４４０を搭載し
たストップスイッチ基板４００をベース部材３１０に組み付ける。このとき、ストップス
イッチ基板４００に設けたＬＥＤ４１０をベース部材３１０の貫通孔３１９と筒部本体２
０２の貫通孔２０９から筒部本体２０２内に挿入するとともに、ストップスイッチ基板４
００の前端縁をベース部材３１０の前板部３１１の裏面に設けた補強片３３９に当接させ
ることにより、先端部の位置決めを行う。
【０１７８】
　その後、ストップスイッチ基板４００に形成したピン嵌合孔４３０に収納部３１３に立
設した位置決めピン３２１を嵌合させる。これによりストップスイッチ基板４００に搭載
されたＬＥＤ４１０、フォトセンサ４２０及びコンセント４４０は、図１４に示す配置位
置にセットすることができる。尚、図１４では、ストップスイッチ基板４００の図示は省
略している。
【０１７９】
　ストップスイッチ基板４００を収納部３１３の上面に載置した後、被覆部材３５０の開
口３５６を通したハーネスを、ストップスイッチ基板４００に搭載したコンセント４４０
に差し込む。その後、被覆部材３５０の後板部３５２の下端に形成した係合片３５４を、
ベース部材３１０の下板部３２８に形成した係合凹部３３５に係合させながら、被覆部材
３５０の嵌合段差部３５９とベース部材３１０の側板部３２９に形成した嵌合段差部３２
０とを噛み合わせる。
【０１８０】
　そして最後に、固定ネジ４５０を被覆部材３５０に形成したネジ挿入孔３５５から挿入
して、ストップスイッチ基板４００に形成したネジ挿入孔４０４を通ってベース部材３１
０のネジ取付穴３３０に螺合させる。固定ネジ４５０を締結することによって、一体的に
固定された操作部１５を完成させることができる。完成した操作部１５をフロントドア２
ｂに搭載することができる。
【０１８１】
　操作部１５のパチスロ１のフロントドア２ｂへの搭載状態は、カバー部５００に形成し
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た係止爪５０２による係合、ベース部材３１０に形成したフック爪３３３による係合、カ
バー部５００に形成した第１ボス部５０３との間でのネジ結合によって維持されることに
なる。即ち、操作部１５のフロントドア２ｂの枠体部への固定は、３段階での固定手段に
より維持されることになる。
【０１８２】
　このように、不正行為によるカバー部５００の取り外しを難しいものとするとともに、
仮にカバー部５００が不正に取り外されても、収容部３００本体は、フック爪３３３によ
ってフロントドア２ｂに保持された状態が維持されている。しかも、ストップスイッチ基
板４００は、固定ネジ４５０によって、ベース部材３１０と被覆部材３５０との間に密閉
された状態に維持されている。このように本発明の実施形態では、ストップスイッチ基板
４００への不正接触を確実に防止できる。
【０１８３】
　上記説明では、ＬＥＤ４１０を上方より筒部２００内に挿入した構成について説明を行
ったが、図１０に示す操作部１５の天地を逆にした構成として使用することもできる。即
ち、操作部１５をフロントドア２ｂに搭載したときの操作部１５の上部空間と下部空間の
大きさに応じて、操作部１５の取付方向を上下逆さまにすることもできる。
【０１８４】
　次に、図１５、図１８を用いて、本発明の実施形態について説明する。　
　操作部１５のストップスイッチ基板４００におけるＬＥＤ４１０がメインＣＰＵ９３か
ら出力された点灯信号を受信すると、ＬＥＤ４１０の発光部４１１が発光する。ＬＥＤ４
１０の発光部４１１の頂点側は、押圧体１９の筒部２００における中心軸線Ｘ付近に位置
している。また、押圧体１９の後方の開口は封止部２０６によって封止されており、封止
部２０６における反射面としての鉛直部２０７及び傾斜部２０８の前面には、反射率の高
い塗料が塗布されている。このため、ＬＥＤ４１０で発光した光は、反射面によって効率
的に反射されて前方に照射される。　
　前方に照射された光は、光拡散フィルム２３０によって拡散されて、押圧体１９の押圧
操作部２２０における押圧面部２２１を均一に照射する。
【０１８５】
　押圧操作部２２０が遊技者によって押圧されると、押圧体１９はコイルバネ２４０を圧
縮しながら後方へと移動する。押圧体１９の移動に伴って突出部２１０は後方側に移動し
、フォトセンサ４２０の発光体４２１とフォトダイオード４２２との間に侵入する。そし
て、突出部２１０が、フォトダイオード４２２に照射される発光体４２１の光を遮断する
ことになる。
【０１８６】
　このとき、封止部２０６とベース部材３１０に形成したＬＥＤ４１０用の貫通孔３１９
とストップスイッチ基板４００とによって、外部に漏れ出るのを遮断されているので、Ｌ
ＤＥ４１０からの光がフォトセンサ４２０のフォトダイオード４２２で誤検出されること
はない。
【０１８７】
　突出部２１０によって、フォトセンサ４２０の発光体４２１からの光を受光しているフ
ォトダイオード４２２の受光量が所定光量に満たなくなると、フォトセンサ４２０は、ロ
ーレベルの信号（押圧検知信号）を出力する。メインＣＰＵ９３は、ローレベルの信号（
押圧検知信号）に基づいて、消灯信号を出力する。そして、ＬＥＤ４１０は、消灯信号に
従って消灯する。
【０１８８】
　また、押圧操作部２２０が押圧されて、押圧体１９が後方へ所定距離移動すると、筒部
２００のフランジ部２０４が、ベース部材３１０の前板部３１１に形成した段部３１６の
底面に当接する。この当接によって、押圧体１９の後方への移動量が規制される。
【０１８９】
　上述したように、本発明の実施形態では、ベース部材３１０と被覆部材３５０とによっ
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て、収容部３００を構成しており、しかも、収容部３００は、固定ネジ４５０で一体的に
固定された構成になっている。また、ベース部材３１０と被覆部材３５０との接合部から
収容部３００内を視認することができない構成になっているので、不正な行為によって被
覆部材３５０がベース部材３１０から外されてしまうのを確実に防止しておくことができ
る。
【０１９０】
　また、カバー部５００はフロントドア２ｂに対して、係止爪５０２による係合と第１ボ
ス部５０３によるネジ結合、更にはベース部材３１０に形成したフック爪３３３を介して
の係合のように三段階にわたって固定されているので、カバー部５００が不正行為によっ
て破断され難く構成している。カバー部５００の挿通孔５０１から押圧操作部２２０を抜
き出そうとしても、押圧操作部２２０に形成したフランジ部２２２によって押圧操作部２
２０の抜き出しを防止できる。更に、挿通孔５０１と押圧操作部２２０との隙間から不正
工具を挿入しようとしても、押圧操作部２２０に形成したフランジ部２２２によって不正
工具の侵入を防止できる。
【０１９１】
　仮にカバー部５００が破壊されたとしても、収容部３００は、フック爪３３３でフロン
トドア２ｂの枠部材に固定されているので、収容部３００を外部に取り出すことはできな
い。しかも、固定ネジ４５０で固定されている収容部３００は無傷な状態のままフロント
ドア２ｂに固定されている。このように、不正行為によってストップスイッチ基板４００
に不正にアクセスすることを防止できる。
【０１９２】
　押圧体１９の突出部２１０が、収納部３１３の後面における中心部付近から筒部２００
の中心軸線Ｘに沿って突出した配置構成になっているので、押圧操作部２２０の押圧箇所
に応じた突出部２１０の移動量の変動を小さくすることができる。このため、遊技者の押
圧操作部２２０の押圧箇所に関わらず、フォトセンサ４２０は、押圧操作部２２０の押圧
に伴う突出部２１０の移動、すなわち押圧体１９の移動を精度良く検出することができる
。このため、遊技者が意図した操作を精度良く検出することができる。
【０１９３】
　また、ＬＥＤ４１０の光がフォトセンサ４２０側に悪影響を及ぼさないように、ＬＥＤ
４１０の光がフォトセンサ４２０側に届くのを遮断することができるので、フォトセンサ
４２０は押圧体１９の移動を精度良く検出することができる。このため、遊技者が意図し
た操作を精度良く検出することができる。
【０１９４】
　また、ＬＥＤ４１０の発光部４１１が、貫通孔２０９を介して筒部本体２０２内におけ
る筒部２００の中心軸線Ｘ付近に配置されているので、発光部４１１から照射される光と
、筒部本体２０２の封止部２０６に形成した反射面で反射された反射光とによって、押圧
操作部２２０の押圧面部２２１を均一に光らせることができる。
【０１９５】
　以上、本発明者によってなされた発明を適用した実施の形態について説明した。しかし
ながら、上記実施の形態による発明の開示の一部をなす論述及び図面により本発明は限定
されることはなく、特許請求の範囲に記載した発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の変
形実施が可能である。
【０１９６】
　例えば、本発明を、パチスロ１に設けられたＢＥＴボタン２２に適用してもよい。また
、パチンコ機やパチスロに設けられた演出用のボタンに適用してもよい。
【０１９７】
　本実施形態では、押圧体１９を正面視での形状が略楕円筒状に形成した態様を説明した
が、押圧体１９における正面視での形状を断面四角形などの多角形筒状や断面真円状に形
成してもよい。また、押圧体１９を円錐台や多角錐台のような錐台状に形成してもよい。
【符号の説明】
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【０１９８】
１…パチスロ、３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ…リール、１３…枠部材、１５…操作部、１９、１９Ｌ
、１９Ｃ、１９Ｒ…押圧体、２００…筒部、２０２…筒部本体、２０６…封止部（対向部
）、２０７…鉛直部、２０８…傾斜部、２０９…貫通孔、２１０…突出部、２１３…係止
突部、２１４…フック爪、２２０…押圧操作部、２２２…フランジ部、２３０…光拡散フ
ィルム、２４０…コイルバネ、３００…収容部、３１０…ベース部材、３１１…前板部、
３１２…枠部、３１３…収納部、３１９…貫通孔、３２０…嵌合段差部、３３０…ネジ取
付穴、３３３…フック爪、３５０…被覆部材、３５５…ネジ挿入孔、３５９…嵌合段差部
、４００…ストップスイッチ基板（基板）、４０４…ネジ挿入孔、４１０…ＬＥＤ、４１
１…発光部、４２０…フォトセンサ（光学センサ）、４２１…発光体（発光ダイオード）
、４２２…フォトダイオード、４５０…固定ネジ、５００…カバー部、５０１…挿通孔、
５０２…係止爪、５０３…第１ボス部、５０４…第２ボス部、Ｘ…中心軸線。
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