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(57)【要約】
【課題】大入賞口に流入する遊技球を十分に遊技者に見
せることができるとともに、遊技領域内で開閉動作が際
立つような形状とすることが可能な入賞装置を提供する
。
【解決手段】入賞装置は、遊技盤１を貫通する大入賞口
２１と、この大入賞口２１の近傍に設けられる固定部材
３０と、大入賞口２１を開閉する可動部材５０とを備え
る。固定部材３０のガイド側面３２と、このガイド側面
３２に対向する可動部材５０の誘導側面５１との間が、
可動部材５０が開放位置の場合に、遊技球の直径以上の
距離になっている。これら誘導側面５１と、ガイド側面
３２との間に遊技球を入賞装置２０の外から大入賞口２
１まで誘導する誘導路８１が設けられている。可動部材
５０が開放位置から閉塞位置に移動すると、大入賞口２
１が閉じられるとともに、ガイド側面３２と誘導側面５
１とが近接し、誘導路８１も閉じられる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾球遊技機の遊技盤面の前側にて遊技球が流下する遊技領域に設けられる入賞装置であ
って、
　前記遊技盤面に沿って開口し、遊技球を該遊技盤面の後方に向かって流入可能な回収口
と、
　前記回収口に近接するとともに前記遊技盤面に対して前側に突出して設けられる固定部
材と、
　前記固定部材の前記遊技盤面に対して略直角な側面として設けられ、前記遊技領域を流
下する遊技球が前記回収口に流入することを確定させる入口位置に到達した場合に、この
入口位置に到達した遊技球を前記回収口の前に向けて案内するガイド側面と、
　前記遊技盤面から前側に突出して設けられ、前記回収口を前から覆って前記回収口が閉
鎖される閉鎖位置と、前記回収口の少なくとも一部の前から離れて前記回収口が開放され
る開放位置との間を前記遊技盤面に沿ってスライド移動する可動部材と、
　前記可動部材の前記遊技盤面に対して略直角な側面として設けられ、前記固定部材の前
記ガイド側面に対向して前記回収口の前に向けて遊技球を案内する誘導側面と、
　前記ガイド側面または前記誘導側面に沿って前記回収口の前に至る遊技球と接触して前
記回収口に流入させる前記固定部材または前記可動部材の側面としての流入用側面と、
　前記可動部材を前記閉塞位置と前記開放位置との間で駆動させる可動部材駆動手段と、
　前記可動部材駆動手段を制御して、前記可動部材による前記回収口の開放と閉塞とを制
御する可動部材制御手段と、
　前記回収口に遊技球が流入することが確定する段階から前記回収口に遊技球が流入して
前記遊技盤面の後方に至る段階までのいずれかの段階で遊技球を検知する遊技球検知手段
とを備え、
　前記可動部材が前記閉塞位置にある場合に、前記固定部材の前記ガイド側面と、前記可
動部材の前記誘導側面との間の距離が遊技球の直径より狭くされ、前記可動部材が前記開
放位置にある場合に、前記固定部材の前記ガイド側面と、前記可動部材の前記誘導側面と
の間の距離が遊技球の直径より広くされ、前記ガイド側面と前記誘導側面との間に遊技球
を前記入口位置から前記回収口に誘導する誘導路が形成されることを特徴とする入賞装置
。
【請求項２】
　前記遊技球検知手段は、遊技球が通過可能な通過孔を有するとともに、この通過孔を通
過する遊技球を検知する検知部を備え、前記検知部は、前記可動部材の前記誘導側面から
前記固定部材のガイド側面に向かって設けられ、
　前記可動部材が開放位置の場合に、前記検知部の前記通過孔が前記ガイド側面と前記誘
導側面との間に位置して前記誘導路に連通し、前記誘導路に流入または誘導路を通過する
遊技球を検知可能にされ、
　かつ、前記可動部材が閉鎖位置の場合に、前記検知部が前記固定部材側に移動して遊技
球を通過不可能にすることを特徴とする請求項１に記載の入賞装置。
【請求項３】
　前記可動部材が開放位置の場合に、前記入口位置に設けられ、遊技球の前記誘導路への
流入を阻止する阻止位置と、前記誘導路への遊技球の流入を許容する許容位置との間で移
動可能な阻止部材と、
　前記阻止部材を阻止位置と、許容位置との間で移動させる阻止駆動手段と、
　前記阻止駆動手段を制御して前記阻止部材を阻止位置とするか、許容位置とするかを制
御する阻止制御手段とを備え、
　前記阻止制御手段は、前記可動部材が開放位置から閉塞位置に移動する前に前記阻止部
材を許容位置から阻止位置に移動させることを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の遊技機。
【請求項４】
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　前記固定部材のガイド側面に設けられ、遊技球を前記遊技領域の外に排出するアウト口
としての開口部と、
　この開口部を開閉する開閉扉とを備え、
　前記可動部材が開放位置から閉塞位置に移動する際に、前記開閉扉を開かせて前記開口
部に遊技球を流入可能にすることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の入賞
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は弾球遊技機の遊技盤面の前側にて遊技球が流下する遊技領域に設けられる入賞
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　弾球遊技機であるパチンコ遊技機においては、遊技盤の前側にて遊技球が流下する遊技
領域に設けられた一部の入賞口（始動入賞口、大入賞口）に、当該入賞口への遊技球の入
賞率を変更する入賞装置（電動役物）が設けられている。
　一般的な入賞装置としては、所謂電動チューリップ（以下、電チューと略す）と、所謂
アタッカとが知られている。
【０００３】
　電チューでは、チューリップの花びら状の一対の可動部材が左右に配置され、それらの
間に入賞口が設けられている。一対の前記可動部材は、下端部を中心に互いに上端部が離
れる方向と近づく方向とに遊技盤面に沿って回転移動可能になっている。一対の可動部材
が最も近づいた場合（閉じた場合）には、一対の可動部材の上端部間に遊技球の直径より
少しだけ大きな間隔が開けられ、一対の前記可動部材の上端部が最も離れた場合（開いた
場合）には、これら上端部どうしの間隔が遊技球の直径の３、４倍程度（例えば、５５ｍ
ｍを超えない長さ）の間隔になり、複数の遊技球が同時に一対の可動部材間に流下可能に
なっている。
【０００４】
　また、一対の前記可動部材が開いた状態では、開いた可動部材の上面が入賞口側に下り
傾斜しており、一対の可動部材の範囲内に遊技球が流下した場合に、この遊技球を一対の
可動部材の下端部の間に設けられた入賞口に案内するようになっている。なお、開いた場
合の可動部材の上面は、閉じた状態で一対の可動部材において互いに対向する側面となっ
ている。この上面（側面）は、遊技盤面に対して略直角になっている。入賞口は、遊技盤
面から前方に突出して設けられるとともに上側に開放し、上から流下した遊技球を受けて
遊技盤面の後方側に誘導するようになっている。この入賞口の内側に流入した遊技球を検
知する遊技球検知センサが設けられている。
【０００５】
　アタッカは、例えば、遊技盤面に設けられ、５５ｃｍから１３５ｃｍの左右幅を有する
横長の矩形状の開口部である大入賞口に、この大入賞口を開閉するための可動扉を設けた
ものである。大入賞口の上下幅は、遊技球の直径より少しだけ広くなっており、遊技球が
流入可能な幅になっている。可動扉は、大入賞口に対応する形状を有し、その下側縁部を
水平な回転軸として回転可能になっており、略垂直に立って大入賞口を閉じた状態と、こ
の状態から上端部を前側に倒すように回転させて略水平になって、大入賞口を開いた状態
との間で移動可能になっている。
【０００６】
　この倒れて大入賞口を開放した状態の可動扉の上面（閉じていた場合の背面）は、倒れ
た状態で大入賞口側に下り傾斜している。すなわち、可動扉は、完全な水平の状態ではな
く、先端から基端に向けて下り傾斜している。また、可動扉の左右端部には、可動扉の左
右端部から遊技球が流れ落ちるのを防止するように左右の壁部が設けられている。
【０００７】
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　単に、遊技盤面に開口を設けた場合、特に上下幅が遊技球の直径より少し長い程度の大
入賞口のような開口を設けた場合には、遊技盤面を流下する遊技球がそのまま下方に流下
してしまうと、遊技球が開口部に入らずに通過する可能性が高い。すなわち、開口部の前
面側を遊技球が流下しても、流下した遊技球の一部しか開口部内に流入できない。
【０００８】
　それに対して、アタッカの可動扉が開いた状態では、第入賞口の前を通過する遊技球が
可動扉の上面に受けられて大入賞口に流入させられるようになっている。
　これにより、例えば、可動扉の上面に当って跳ねる一部の遊技球を除いて、大入賞口の
前を流下する遊技球の多くを大入賞口に流入させることができる。
　但し、アタッカの上側には、遊技釘が複数打設されて遊技球の流下方向を変えるように
なっており、各遊技球は、必ずしも鉛直方向下側に流下しているわけではない。
【０００９】
　これらのような入賞装置は、長年に渡ってパチンコ遊技機で用いられており、パチンコ
遊技機の遊技に適したものであることが実証され、遊技者にも支持されている。しかし、
各種パチンコ遊技機の遊技内容や遊技の仕方の変遷に対応する入賞装置が求められている
。
　その一つとして、当たりの種類によって、開放の仕方を変えられる入賞装置が提案され
ている。
【００１０】
　例えば、遊技盤面の下部に遊技盤面から突出して左右に延在するとともに、向かって左
に下り傾斜する大入賞口装置を設けることが提案されている（例えば、特許文献１参照）
。この大入賞口装置は、傾斜下側の半分に横長の箱状球貯留部を備え、この箱状貯留部の
上側は、遊技球が流入可能に左右に長く開口しているとともに、この箱状貯留部の内部の
下り傾斜の下端側に大入賞口が設けられている。また、大入賞口装置は、箱状貯留部の上
側の開口を開閉するスライド板が前記大入賞口装置の左右幅の全体に渡ってスライド可能
に設けられている。
【００１１】
　このスライド板は、箱状貯留部上に配置された際には、箱状貯留部の上側の開口を閉塞
して大入賞口への遊技球の流入を阻止し、箱状貯留部の上側開口を開放した状態では、箱
所貯留部の右側を流下する遊技球を箱状貯留部の上側開口に案内するようになっている。
【００１２】
　このスライド板による箱状貯留部の上側の開口の閉塞量（開放量）をスライド板のスラ
イド量で制御することにより、大入賞口に遊技球を流入させることが可能な左右幅の範囲
を任意に制御することが可能になる。すなわち、箱状貯留部の上側開口の開放されている
左右幅を狭めると、スライド板と箱状貯留部とが重なる部分の幅が広くなることで、スラ
イド板と箱状貯留部とが占める左右幅が狭くなって、遊技球を大入賞口に流入させること
ができる部分の左右幅が狭くなり、単位時間当たりの大入賞口への遊技球の流入数を減少
させることができる。
【００１３】
　これにより大入賞口装置の開放時間が同じであっても、箱状貯留部の上側開口のスライ
ド板により開放される左右幅を変えることによって、遊技球の入賞率を変更することが可
能になる。
【００１４】
　また、大入賞口ユニットとして、遊技盤面に対して前後にスライド移動するスライド開
閉部材を備え、スライド開閉部材は、遊技盤面のスライド開閉部材が前後にスライド移動
するための開口（大入賞口）を閉塞するスライド板と、スライド板の下部から後側に延在
して遊技球を受ける棚板部と、棚板部で受けた遊技球を回収する回収口とを備えているも
のが提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【００１５】
　この大入賞口ユニットでは、スライド開閉部材が通常時は、そのスライド板が大入賞口
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を閉塞する閉塞位置にあり、大当たり遊技状態で大入賞口を開放する場合には、スライド
開閉部材が前方の開放位置にスライド移動する。開放位置では、スライド開閉部材のスラ
イド板が遊技盤面から遊技球の直径より少し長い距離だけ前側に位置し、スライド板と遊
技盤面との間から棚板部上に遊技球が流下可能になる。
【００１６】
　また、スライド板は、中央が高く左右端部が低い五角形状の形状を有し、閉塞位置より
前側で開放位置より後側の位置で、大入賞口に遊技球が入賞できない中間位置にある場合
に、スライド板上に流下する遊技球を止めてしまうことなく左右に流下させることが可能
になっている。
【００１７】
　大入賞口ユニットは、大当たり遊技状態において、賞球が多く大当たり遊技状態となっ
ている期間が長い場合と、賞球が少なく大当たり遊技状態となっている期間が短い場合に
使用される。なお、上述の期間が長い場合と短い場合とで、ラウンド数を同じにするよう
になっている。大当たり遊技状態になっている期間が長い場合には、スライド開閉部材が
開位置と閉位置との間を移動する開閉動作を行う。
【００１８】
　また、大当たり遊技状態になっている期間が短い場合には、開放している時間を短くす
るだけでなく、開閉を繰り返す際に、開位置と閉位置とを往復移動させるのではなく、開
位置と中間位置との間で移動させる（最後は閉位置に移動）ようにすることで、開閉動作
を迅速化し、大当たり遊技状態になっている期間を短くしている。
【００１９】
　これにより、所謂２ランド当たりに代えて、例えば、１５ラウンド当たりなのに、極め
て大当たり遊技状態になっている期間が短い大当たり遊技状態を実施することができる。
　これにより、全て１５ラウンド大当たりとすることにより、大当たり発生時に１５ラウ
ンドランプまたは２ラウンドランプの点灯を行う必要がなくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】特開２００７－１４３７５９号公報
【特許文献２】特開２０１０－４６１４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　ところで、特許文献１の大入賞口装置は、遊技盤面に占める左右幅が長く、かつ、左右
非対称となるように斜めに配置されているので、大入賞口装置が目立つ構造となっている
が、大入賞口の開閉自体は、大入賞口装置の長さ方向に沿ってスライド板がスライド移動
するとともに、スライド板が開閉する遊技球が流入する開口（箱状貯留部の上側開口）が
上を向いているので、必ずしも、スライド板の開閉動作が際立つ構造となっていない。
【００２２】
　また、特許文献２の大入賞口ユニットは、移動の仕方が異なるが、従来のアタッカと似
た形状になり、かつ、開閉動作も際立つ構造になっていない。すなわち、これら従来の大
入賞口の開閉構造においては、当たりの種類によって、開閉動作の仕方を変えられるよう
になっているが、大入賞口に設けられる入賞装置を大当たり遊技状態の演出として有効利
用するものとはなっていない。
【００２３】
　パチンコ遊技機等の弾球遊技機における遊技演出の基本は、流下する遊技球を見せるこ
とにあり、特に、入賞口に流入する遊技球を見せることによって、演出効果を高めること
ができる。しかし、上述の従来のパチンコ遊技機では、大入賞口に流入する遊技球を十分
に遊技者に見せることができず、かつ、大入賞口に流入する遊技球に対して演出を行うよ
うなことも難しい。
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【００２４】
　本発明は、前記事情に鑑みて為されたもので、大入賞口に流入する遊技球を十分に遊技
者に見せることができるとともに、遊技領域内で開閉動作が際立つような形状とすること
が可能な入賞装置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】
【００２５】
　前記課題を解決するために、本発明の入賞装置は、弾球遊技機の遊技盤面の前側にて遊
技球が流下する遊技領域に設けられる入賞装置であって、
　前記遊技盤面に沿って開口し、遊技球を該遊技盤面の後方に向かって流入可能な回収口
と、
　前記回収口に近接するとともに前記遊技盤面に対して前側に突出して設けられる固定部
材と、
　前記固定部材の前記遊技盤面に対して略直角な側面として設けられ、前記遊技領域を流
下する遊技球が前記回収口に流入することを確定させる入口位置に到達した場合に、この
入口位置に到達した遊技球を前記回収口の前に向けて案内するガイド側面と、
　前記遊技盤面から前側に突出して設けられ、前記回収口を前から覆って前記回収口が閉
鎖される閉鎖位置と、前記回収口の少なくとも一部の前から離れて前記回収口が開放され
る開放位置との間を前記遊技盤面に沿ってスライド移動する可動部材と、
　前記可動部材の前記遊技盤面に対して略直角な側面として設けられ、前記固定部材の前
記ガイド側面に対向して前記回収口の前に向けて遊技球を案内する誘導側面と、
　前記ガイド側面または前記誘導側面に沿って前記回収口の前に至る遊技球と接触して前
記回収口に流入させる前記固定部材または前記可動部材の側面としての流入用側面と、
　前記可動部材を前記閉塞位置と前記開放位置との間で駆動させる可動部材駆動手段と、
　前記可動部材駆動手段を制御して、前記可動部材による前記回収口の開放と閉塞とを制
御する可動部材制御手段と、
　前記回収口に遊技球が流入することが確定する段階から前記回収口に遊技球が流入して
前記遊技盤面の後方に至る段階までのいずれかの段階で遊技球を検知する遊技球検知手段
とを備え、
　前記可動部材が前記閉塞位置にある場合に、前記固定部材の前記ガイド側面と、前記可
動部材の前記誘導側面との間の距離が遊技球の直径より狭くされ、前記可動部材が前記開
放位置にある場合に、前記固定部材の前記ガイド側面と、前記可動部材の前記誘導側面と
の間の距離が遊技球の直径より広くされ、前記ガイド側面と前記誘導側面との間に遊技球
を前記入口位置から前記回収口に誘導する誘導路が形成されることを特徴とする。
【００２６】
　前記遊技球検知手段は、遊技球が通過可能な通過孔を有するとともに、この通過孔を通
過する遊技球を検知する検知部を備え、前記検知部は、前記可動部材の前記誘導側面から
前記固定部材のガイド側面に向かって設けられ、
　前記可動部材が開放位置の場合に、前記検知部の前記通過孔が前記ガイド側面と前記誘
導側面との間に位置して前記誘導路に連通し、前記誘導路に流入または誘導路を通過する
遊技球を検知可能にされ、
　かつ、前記可動部材が閉鎖位置の場合に、前記検知部が前記固定部材側に移動して遊技
球を通過不可能にすることが好ましい。
【００２７】
　前記入賞装置は、前記可動部材が開放位置の場合に、前記入口位置に設けられ、遊技球
の前記誘導路への流入を阻止する阻止位置と、前記誘導路への遊技球の流入を許容する許
容位置との間で移動可能な阻止部材と、
　前記阻止部材を阻止位置と、許容位置との間で移動させる阻止駆動手段と、
　前記阻止駆動手段を制御して前記阻止部材を阻止位置とするか、許容位置とするかを制
御する阻止制御手段とを備え、
　前記阻止制御手段は、前記可動部材が開放位置から閉塞位置に移動する前に前記阻止部
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材を許容位置から阻止位置に移動させることが好ましい。
【００２８】
　前記入賞装置は、前記固定部材のガイド側面に設けられ、遊技球を前記遊技領域の外に
排出するアウト口としての開口部と、
　この開口部を開閉する開閉扉とを備え、
　前記可動部材が開放位置から閉塞位置に移動する際に、前記開閉扉を開かせて前記開口
部に遊技球を流入可能にすることが好ましい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、前記固定部材のガイド側面と、前記可動部材の誘導側面との間の誘導
路を回収口に向かって流下する遊技球を遊技者に見せることができる。誘導路に遊技球が
流入した時点で、遊技球が大入賞口としての回収口に流入することが確定することになる
。すなわち、入賞が確定した遊技球が誘導路の入口から出口に至るまでの間、遊技球を見
せることにより、遊技の演出性を向上することができる。
【００３０】
　また、固定部材および可動部材は、それぞれ遊技盤面から突出した状態に設けられてい
ることで、遊技領域内で際立つ構造とすることができる。この場合に、固定部材および可
動部材が際立つ構造となっていることによって、可動部材の移動による開閉動作も際立た
せることができる。これにより、入賞装置の開閉動作をダイナミックに見せることができ
る。
【００３１】
　また、遊技盤面から突出する構造であることから、これら固定部材おおび可動部材内に
空間を形成することが容易であり、これら固定部材と可動部材の内部にＬＥＤ等の発光装
置を内蔵させ、発光装置の発光により、上述のように誘導路を流下して回収口に向かう遊
技球を演出することも容易に可能になる。また、発光装置の発光により、固定部材および
可動部材を際立てることが可能になる。
【００３２】
　また、例えば、遊技者が遊技球を右打ちした場合に、極めて高い確率で遊技球が誘導路
に流入し、誘導路に同時に複数の遊技球が並んで流下するような状況となる設定とした場
合に、遊技球検知手段が回収口の位置に配置されると、遊技球検知手段が遊技球を検知し
た際に、誘導路を複数の遊技球が流下している可能性がある。
【００３３】
　この場合に、大入賞口の閉塞条件が、所定時間の経過もしくは所定数の遊技球の入賞、
すなわち、遊技球検知手段での所定数の遊技球の検知である場合に、所定数の遊技球を検
知した際に可動部材を開放位置から閉塞位置に移動する際、すなわち、ガイド側面に誘導
側面を近づけて誘導路を狭める際に、誘導路に遊技球が残って挟まれる恐れがある。
【００３４】
　また、ガイド側面に誘導側面を近づける際に、誘導路にある遊技球を回収口側に押し出
すような構造として、遊技球が挟まれないような構造とした場合に、例えば、誘導路の入
口側のガイド側面と誘導側面との間隔より、誘導路の出口側でのガイド側面と誘導側面と
の間隔が広くなるようにした場合に、遊技球検知手段が所定数の遊技球を検知した後に、
複数の遊技球が大入賞口に入賞してしまう可能性が高くなり、高い確率で、一回の開閉動
作時に大入賞口に入賞する遊技球数が所定数より多くなってしまう。
【００３５】
　そこで、遊技球検知手段の通過孔を有する検知部を可動部材のガイド側面から誘導側面
に向かって設け、可動部材が開放位置となった場合に、通過孔がガイド側面と、誘導側目
の間で、誘導路を通過する遊技球を検知可能することが考えられる。この場合に、検知部
はできるだけ誘導路の入口側に設けられていることが好ましく、例えば、遊技球が回収口
に流入することが確定する入口位置や、入口位置の近傍で、入口位置より回収口側に設け
られていることが好ましい。この場合に、回収口に遊技球が流入することが確定する段階
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、例えば、誘導路に遊技球が流入した段階で遊技球を検知できるので、所定数の遊技球を
検知して可動部材を閉とした場合に、所定数より多くの遊技球が大入賞口に入賞してしま
うのを防止できる。
【００３６】
　なお、遊技球検知手段に検知された段階で遊技球が大入賞口に入賞したと判断するなら
ば、誘導路は大入賞口内に設けられているものとしてもよい。また、回収口を大入賞口と
して、あくまでも大入賞口（回収口）への遊技球の入賞が確定した段階で遊技球が検知さ
れたもので、誘導路内の遊技球は、未だ大入賞口に入賞する前の段階にあると判断しても
よい。
【００３７】
　また、入口位置に設けられ、遊技球の誘導路への流入を阻止する阻止位置と、誘導路へ
の遊技球の流入を許容する許容位置との間で移動可能な阻止部材を用い、遊技球検知手段
で所定数の遊技球が検知された場合に、阻止部材を許容位置から阻止位置に移動するもの
としてもよい。この場合に、所定数の遊技球が検知された際に、既に誘導路内にある遊技
球を阻止することはできないが、可動部材が開放位置から閉塞位置に移動する間に誘導路
に遊技球が流入するのを阻止して所定数以上の遊技球が検知されるのを抑制することがで
きる。
【００３８】
　また、阻止部材が阻止位置に移動してから可動部材が開放位置から閉塞位置に移動開始
するまでにタイムラグを設定して、阻止部材の移動開始より可動部材の移動開始を遅らせ
ることで、可動部材が移動開始するまでの間に、既に誘導路に流入した遊技球を回収口に
流入させることにより、遊技球がガイド側面と誘導側面との間に挟まれるのを防止するこ
とができる。
【００３９】
　ガイド側面にアウト口になる開口部を設けるとともに、この開口部に開閉扉を設け、可
動部材が開放位置にある間は、開閉扉を閉じて、誘導路の遊技球がガイド側面およびガイ
ド側面の一部としての開閉扉に案内されて回収口に誘導されるようにする。可動部材が閉
塞位置側に移動開始した場合には、開閉扉を開放するようにして、誘導路内の遊技球をア
ウト口に排出されるようにする。
【００４０】
　これにより、大入賞口としての回収口部分に所定数の遊技球が流入したことが検知され
た際に、可動部材を閉塞位置側に移動開始するとともに、開放扉を開放して、アウト口で
ある開口部に遊技球を流入させてしまうことにより、所定数以上の遊技球が回収口に流入
してしまうのを防止するとともに、所定数の遊技球が検知された段階で、誘導路にある遊
技球や誘導路に流入してしまう遊技球が、可動部材の移動によりガイド側面と誘導側面と
の間に挟まれるのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る閉塞状態の入賞装置を備える遊技盤を示す正面図で
ある。
【図２】開放状態の前記入賞装置を備える遊技盤を示す正面図である。
【図３】前記入賞装置を示す遊技盤面に沿った断面図である。
【図４】前記入賞装置の可動部材を示す遊技盤面に直交する断面図である。
【図５】前記入賞装置の固定部材を示す遊技盤面に直交する断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態の前記入賞装置を示す遊技盤面に沿った断面図である。
【図７】本発明の第３実施形態の前記入賞装置を示す遊技盤面に沿った断面図である。
【図８】本発明の第４実施形態の前記入賞装置を示す遊技盤面に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　本発明の第１実施形態の遊技機の入賞装置について図面を参照して説明する。
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　図１および図２に示すように、入賞装置（アタッカ：特別可変入賞装置）２０は、パチ
ンコ遊技機の前側の図示しないガラス板（透明板）との間に遊技領域２が形成される遊技
盤１に設けられる。
　この遊技盤１の盤面（前面）上の遊技領域２内には、表示手段として、可変表示装置３
が設けられている。可変表示装置３は遊技領域２内の略中央部に設けられている。また、
可変表示装置３は液晶表示装置からなるもので、当たり抽選手段として機能する主制御装
置で行われる抽選の各種大当りおよびはずれの抽選結果を表示するものであり、抽選結果
の表示に際し、識別情報としての装飾図柄の変動表示ゲームを表示し、この変動表示ゲー
ムの大当りおよびはずれによって抽選結果を報知するようになっている。
【００４３】
　遊技盤１の下部には、第１および第２特図表示装置４ａ，４ｂが設けられている。第１
および第２特図表示装置４ａ，４ｂは、例えば、７セグ等のセグメント型のＬＥＤ表示装
置からなる。第１および第２特図表示装置４ａ，４ｂは、変動パターンの一部として設定
される変動表示時間だけ変動表示（一部のセグメントを点滅表示）した後に識別情報とし
ての特別図柄（特図）を停止表示する。
【００４４】
　ここで、第１および第２特図表示装置４ａ，４ｂの前記点滅表示後に特図を停止表示す
る特図の変動表示ゲームには、第１特図表示装置４ａで行われる第１変動表示ゲームと、
第２特図表示装置４ｂで行われる第２変動表示ゲームとがある。第１変動表示ゲームと第
２変動表示ゲームとは、互いに独立して並列的に行われるものとしてもよいし、排他的に
一方のゲーム中は他方のゲームが行われないようにしてもよい。
【００４５】
　前記可変表示装置３の直ぐ下には、第１始動入賞口５ａが設けられている。
　また、第１始動入賞口５ａの下側に第２始動入賞口５ｂを備えた所謂電チューと呼ばれ
る普通可変入賞装置５が設けられている。
　この普通可変入賞装置５は、開閉動作自在な１対の可動片５ｃ，５ｃを備え、第２始動
入賞口５ｂに遊技球が入賞し難い可動片５ｃ，５ｃが閉じた状態（閉状態）と、遊技球が
入賞し易くなるように可動片５ｃ，５ｃが開いた状態（開状態）との間で可変するように
なっている。
【００４６】
　第１始動入賞口５ａには、遊技球の入賞を検知する第１始動球検知センサが設けられて
おり、第１始動球検知センサは、主制御装置に、遊技球が第１始動入賞口５ａに入賞した
際に第１始動入賞信号を出力する。また、第２始動入賞口５ｂには、遊技球の入賞を検知
する第２始動球検知センサが設けられており、第２始動球検知センサは、主制御装置に、
遊技球が第２始動入賞口５ｂに入賞した際に第２始動入賞信号を出力する。主制御装置は
、第１始動入賞信号の入力に基づいて第１変動表示ゲームの各大当りおよびはずれを決め
る乱数を取得し、第２始動入賞信号の入力に基づいて第２変動表示ゲームの各大当りおよ
びはずれを決める乱数の取得を行う。
【００４７】
　第１始動入賞口５ａおよび第２始動入賞口５ｂの右側方に、第１大入賞口（図２に図示
）２１を有するアタッカとしての入賞装置２０が設けられている。この入賞装置２０の詳
細については後に説明する。
【００４８】
　可変表示装置３の左側方には、普通図柄（普図と略す）ゲート（始動通過口：スルーチ
ャッカ）７が設けられている。また、普図ゲート７には、普図ゲート７内を通過した遊技
球を検知する通過球検知センサが設けられ、通過球検知センサは遊技球を検知すると主制
御装置に通過球検知信号を出力する。当該通過球検知信号の入力に基づいて主制御装置は
、普通可変入賞装置５を開状態とする当たりと、普通可変入賞装置５を閉状態のままとす
るはずれとを抽選する普図抽選を行う。この普図抽選の結果は、普図の変動表示ゲームを
ＬＥＤ表示装置である普図表示装置８で表示することにより報知される。
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【００４９】
　普図ゲームが当たりになった場合に、普通可変入賞装置５が開放し、第２始動入賞口５
ｂへの遊技球の入賞率が高まり、第２変動表示ゲームの開始機会が増加するようになって
いる。また、遊技領域２の左側部には、複数の一般入賞口１０，１０が設けられている。
また、一般入賞口１０，１０に対応して、一般入賞口１０，１０に入賞した遊技球を検知
する一般入賞球検知センサがそれぞれ設けられている。
【００５０】
　また、遊技盤１には、大当たり遊技状態（特別遊技状態）の際の大当たりの種類に基づ
くラウンド数、第１変動表示ゲーム、第２変動表示ゲームの保留数、普図の変動表示ゲー
ムの普図保留数（開放保留数）等を表示するとともに、普図表示装置８を備えた状態表示
装置９が設けられている。
【００５１】
　また、遊技領域２の最下端部には、いずれの入賞口にも入賞しなかった遊技球を遊技領
域２の外部になる遊技盤１裏面側に排出させるアウト口１２が設けられている。また、遊
技盤１の前面には、遊技球の流下方向を規制するとともに流下方向を転換する遊技釘１１
（一部だけ図示）や風車（図示略）等の流下規制転換部材が設けられている。
【００５２】
　第１実施形態に係る入賞装置２０は、アタッカとして大入賞口（回収口）２１に遊技球
が入賞できない閉塞状態と、大入賞口２１に遊技球が入賞可能にされるとともに、遊技領
域２を流下する遊技球の一部を大入賞口２１に案内して大入賞口２１への遊技球の入賞率
を高める開放状態との間で変動するように設けられている。
【００５３】
　入賞装置２０は、図１～図５に示すように、前面にベース板２２を有するベース部２３
（図３から図５に図示）と、ベース部２３に固定されている固定部材３０と、ベース部２
３に一方向に沿って往復自在に設けられ、大入賞口２１を開閉する可動部材５０とを備え
ている。
【００５４】
　ベース部２３は、遊技盤１の入賞装置２０の設置位置に設けられた開口部に挿入されて
遊技盤１に固定される部分である。このベース部２３のベース板２２は、その前面が遊技
盤１の盤面と面一（同一平面）になるように配置されており、遊技盤１の盤面と同じ平面
内にベース板２２の前面が配置され、このベース板２２の前面は、遊技盤１の盤面の一部
として機能する。
　大入賞口２１は、遊技盤１の盤面の一部を構成するベース板２２の前面に、遊技盤１の
盤面に沿って設けられている。すなわち、大入賞口２１は、遊技盤１の一部としてのベー
ス板２２に設けられた開口部であり、ベース板２２を前面から裏面に貫通する大入賞口２
１は、遊技盤１の盤面の一部であるベース板２２の前面から後方に向かって遊技球を流入
可能にする構造になっている。
【００５５】
　固定部材３０は、図１から図３および図５に示すように、遊技盤１の盤面とその前のガ
ラス板との間の遊技領域２の周囲を囲んで遊技領域２の範囲を確定するガイドレール２４
の右下方位置の内周面に沿って配置されている。また、固定部材３０は、遊技盤１の盤面
（ベース板２２の前面）から前側に突出して設けられ、ガラス板の背面の近傍まで突出し
た状態となっている。また、固定部材３０は、周囲の側壁部分と、その上側（前側）を覆
う光透過性の天板部分Ｔ１からなり、その内部は中空になっている。
【００５６】
　また、ガイドレール２４の一部である部分ガイドレール３１がガイドレール２４側の側
壁を兼ねている。なお、部分ガイドレール３１を含むガイドレール２４を固定部材３０（
入賞装置２０）と別体としてもよい。
【００５７】
　固定部材３０の周囲を囲む側壁は、上述のガイドレール２４の右下方部分の一部を構成
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する部分ガイドレール３１と、入賞装置２０が開放状態となった場合に、遊技球を大入賞
口２１に誘導する後述の誘導路８１の下側の底面を構成し、遊技球を大入賞口２１に案内
するガイド側面３２を備えるガイド側壁部３３と、部分ガイドレール３１より上側のガイ
ドレール２４に沿って流下する遊技球をガイド側面３２側に導くように部分ガイドレール
３１の内周面とガイド側面３２との間にこれらに連続して一体に設けられた導入側面３５
を備える導入側壁部３６と、ガイド側壁部３３に沿って大入賞口２１の前に至る遊技球を
大入賞口２１側に流入させる流入用側面３７を備える流入用側壁部３８とを備える。
　また、部分ガイドレール３１の下部側と、流入用側壁部３８との間には、これらの間を
つなぐ下部側壁部３９が設けられている。なお、流入用側面３７は、後述の可動部材５０
または固定部材３０とは別に、ベース板２２に設けるようにしてもよい。
【００５８】
　以上のことから固定部材３０の側面は、上側から部分ガイドレール３１の上端部の内周
面に連続する導入側面３５と、この導入側面３５から大入賞口２１の前側に至るガイド側
面３２と、ガイド側面３２の下端部にガイド側面３２に直交するように連続して設けられ
た流入用側面３７とを備えるものである。なお、流入用側面３７から部分ガイドレール３
１の内周面までの間には、途中で鋭角に屈曲する下部側壁部３９の側面が配置されるが、
この下部側壁部３９の側面には遊技球が接触しないようになっている。
【００５９】
　また、固定部材３０の内部のベース板２２の前面側には、複数のＬＥＤ４０が実装され
たＬＥＤ基板４１が配置されている。ＬＥＤ４０は、例えば、異なる発光色のＬＥＤ４０
が用いられるか、例えば、３色ＬＥＤ等の複数色を発光できるＬＥＤ４０が用いられるこ
とが好ましい。これにより、各ＬＥＤ４０の点灯および消灯の組み合わせや、各ＬＥＤ４
０の発光色の組み合わせ等により、天板部分Ｔ１を介して発光色が変化する演出を行うこ
とができる。
【００６０】
　可動部材５０は、図１から図４に示すように、固定部材３０のガイド側面３２側に設け
られたものである。可動部材５０は、固定部材３０と同様に、遊技盤１の盤面（ベース板
２２の前面）から前側に突出して設けられ、ガラス板の背面の近傍まで突出した状態とな
っている。可動部材５０は、周囲の側壁部分と、その上側（前側）を覆う光透過性の天板
部分Ｔ２とから構成されている。
【００６１】
　可動部材５０の周囲を囲む側壁は、固定部材３０のガイド側面３２に対向して配置され
る誘導側面５１を有する誘導側壁部５２と、固定部材３０の流入用側面３７に対向するス
ライド側面５３を有するスライド側壁部５４とを備える。また、可動部材５０は、スライ
ド側面５３の左側に、固定部材３０の下部側壁部３９の部分ガイドレール３１の方向に沿
った側面に対向する対向面５５を有する対向側壁部５６と、固定部材３０の反対側で可変
表示装置３側を向く円弧状の外周側面５７を有する外周側壁部５８とを備える。
【００６２】
　また、可動部材５０は、天板部分Ｔ２から一対の板状の支柱部５９が、ベース板２２に
形成された一対のスリット２６を貫通している。支柱部５９は、ベース板２２に直交して
配置されている。また、スリット２６は、固定部材３０の流入用側面３７および可動部材
５０のスライド側面５３に平行に形成されている。支柱部５９は、スリット２６の長手方
向（矢印Ｘ方向：図３参照）に沿って移動自在となっているとともに、これら一対の支柱
部５９を備える可動部材５０が支柱部５９と一体にスリット２６の長手方向（矢印Ｘ方向
）に移動自在となっている。
【００６３】
　支柱部５９のベース板２２を貫通して、ベース板２２の裏面側に突出した先端部には、
スライド板６０が固定されている。
【００６４】
　スライド板６０は、支柱部５９と一体にスリット２６の長さ方向に移動自在にされてい
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る。また、図４に示すように、スライド板６０の上述の移動方向に沿う左右の側縁部は、
ベース板２２の裏面に固定された一対の案内支持部６１により、スリット２６の長さ方向
に沿って移動自在に支持されている。すなわち、スライド板６０は、ベース板２２の裏面
の案内支持部６１により、上述のスリット２６の長手方向に沿って移動するように移動方
向が規制されている。
【００６５】
　また、スライド板６０の裏面には、矢印Ｘ方向と平行なスリット２６の長手方向（流入
用側面およびスライド側面）に沿った方向に延在するラックギヤ６２が、設けられている
．また、ベース板２２を備えるベース部２３には、可動部材駆動手段としての電動のモー
タ６３が固定されている。
【００６６】
　このモータ６３は、例えば、減速機と一体に構成されるアクチュエータであり、モータ
６３の回転軸との間に減速機を介した駆動軸６４を備える。この駆動軸６４には、ピニオ
ンギヤ６５が取り付けられている。このピニオンギヤ６５は、ラックギヤ６２に噛み合っ
ており、モータ６３でピニオンギヤ６５を回転することにより、ラックギヤ６２を有する
可動部材５０を移動させることができる。上述の移動方向としてのスリット２６の長手方
向（矢印Ｘ方向）は、固定部材３０に対して可動部材５０が離れる方向と、近づく方向で
ある。また、この移動方向に沿う可動部材５０の移動は、可動部材５０が回収口としての
大入賞口２１を閉塞する閉塞位置と、大入賞口２１を開放する開放位置との移動となって
いる。
【００６７】
　ここで、可動部材５０が固定部材３０に最も近づいた状態では、固定部材３０のガイド
側面３２に、図１に示すように、可動部材５０の誘導側面５１が略当接した状態であり、
誘導側面５１とガイド側面３２との間に後述のように形成される誘導路８１を遊技球が通
れない状態になる。また、図１および図２に示すように、点５０Ｙ１と、点５０Ｚ１とが
略当接した状態では、可動部材５０の外側面５０Ｙ２と導入側面３５が連なる下り傾斜面
が形成され、遊技球の滞留が発生しない状態となる。
　なお、可動部材５０の可動前（閉塞位置）および可動後（開放位置）において、外側面
５０Ｙ２に沿うまたは衝突して流下する遊技球について、遊技盤１の盤面に設けられる所
定の入賞口（球検知部）へと誘導しない、または誘導され難くしてアウト口１２へと向か
うようにすることで、可動部材５０の移動変化に応じて入賞率が変化しないまたは変化し
難いような盤面構成（本実施形態では、遊技領域２内のガイドレール２４に沿った右下配
置）としている。
【００６８】
　また、大入賞口２１の前面が可動部材５０で覆われ、大入賞口２１が閉塞した状態にな
る。
　この状態は、可動部材５０が大入賞口２１への遊技球の流入を不可能にしている閉塞位
置である。
【００６９】
　この状態で、モータ６３を正転させると、固定部材３０から可動部材５０が離れる方向
に移動する。この際の移動方向は、ここでは、流入用側面３７およびそれに対向するスラ
イド側面５３に平行で、かつ、遊技盤１の盤面（ベース板２２の前面）に平行な方向とな
っている。すなわち、流入用側面３７にスライド側面５３を沿わせた状態で、遊技盤１の
盤面上を可動部材５０が移動することになる。
【００７０】
　固定部材３０に対して可動部材５０が設定された距離だけ離れた場合に、固定部材３０
のガイド側面３２と、可動部材５０の誘導側面５１との間には、遊技球の直径より少しだ
け広い間隔があけられるようになっている。この状態の可動部材５０が大入賞口２１を開
放した開放位置にある状態になる。このモータ６３により可動部材５０の移動は、可動部
材制御手段としての主制御装置により行われる。
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【００７１】
　このガイド側面３２と、誘導側面５１との間の間隔が大入賞口２１に遊技球を誘導する
誘導路８１となっている。この誘導路８１は、導入側面３５から流下して、誘導側面５１
の上端部に当って、誘導側面５１の上端部とガイド側面３２の上端部との間の入口位置８
２に入り込んだ遊技球を誘導路８１の終端側の端部のベース板２２の前面（遊技盤１の盤
面）に開口する大入賞口２１に誘導して流入させるようになっている。
　大入賞口２１と、ガイド側面３２および誘導側面５１との間の誘導路８１とは、前後に
重なった状態である。ここで、例えば、遊技盤１の盤面に設けられた開口の前を遊技球を
流下させた場合に、遊技球の多くは、開口から盤面の後方側に流入せずに、盤面の開口の
前を通過してしまう恐れがある。
【００７２】
　この実施形態では、固定部材３０のガイド側面３２の終端側には、ガイド側面３２に対
して略直角な流入用側面３７が形成され、誘導路８１を流下する遊技球が、大入賞口２１
の前を通って大入賞口２１の前を通り越すのを阻止している。誘導路８１を通って流入用
側面３７に当った遊技球は、ベース板２２の盤面に対して、僅かに大入賞口２１側に傾い
て配置された流入用側面３７で停止した状態、または、跳ねてから停止した状態となり、
大入賞口２１の前を通過できずに、大入賞口２１に流入することになる。
【００７３】
　また、ベース板２２の裏面側のベース部２３内には、大入賞口２１に流入する遊技球が
下方に誘導される構成となっているとともに、大入賞口２１の裏面側の下側に大入賞口２
１に流入した遊技球を検知する遊技球検知手段としての遊技球センサ２５が設けられてい
る。
　この遊技球センサ２５は、例えば、非接触で遊技球を検知可能な近接センサであり、矩
形板状のケーシングに遊技球が通過可能な通過孔が設けられており、通過孔を通過する遊
技球を検知するようになっている。
　また、遊技球センサは、大入賞口２１に遊技球が入賞したことを示す信号（大入賞信号
）を主制御装置に出力するようになっている。大入賞信号が入力された主制御装置では、
大入賞信号に基づいて、遊技球払出装置を制御する払出制御装置に対して、賞球としての
遊技球を払い出すためのコマンドを出力するとともに、可動部材５０が開放位置となって
からの大入賞信号の入力数をカウントし、このカウントされた値が、所定時間が経過する
前に、所定数に達した場合に、可動部材５０を閉塞位置に移動させる。また、大入賞信号
のカウント値が所定数に達する前に、所定時間が経過した場合も、可動部材５０を閉塞位
置に移動する。
【００７４】
　また、遊技球を右打ちして、遊技領域２の上部の左側から遊技領域２に流入する遊技球
がガイドレール２４に沿って時計周りに移動する場合に、ガイドレール２４の右側に至っ
た比較的多くの遊技球は、導入側面３５に案内されて上述の誘導路８１の入口位置８２に
達する。この入口位置８２に到達した遊技球は、球詰まりしないかぎり大入賞口２１に入
賞（流入）することが確定した状態になる。
【００７５】
　このことから、入賞装置２０は、可動部材５０が開放位置にある場合に、遊技球を右打
ちすると、遊技領域２内に発射された遊技球のうちの比較的多くの遊技球が大入賞口２１
に入賞するようになっている。
　また、可動部材５０の内部にも、ベース板２２に略平行にＬＥＤ４０が実装されたＬＥ
Ｄ基板７１がベース板２２に略平行になるように設けられている。なお、ＬＥＤ基板７１
は、図示しないフレキシブルな配線により遊技機本体側に接続されている。
【００７６】
　このような入賞装置２０は、図示しない主制御装置により制御されており、上述の変動
表示ゲームが大当たりとなった際に、例えば、１５ラウンド等の所定ラウンド数だけ可動
部材５０を閉塞位置から開放位置とした後に再び閉塞位置に戻すようにモータ６３が制御
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される。なお、入賞装置２０は、各ラウンドにおいて、可動部材５０を開放位置にしてか
ら所定時間が経過した場合、または、所定数（例えば、９個や１０個）の遊技球が入賞し
た場合に可動部材５０を閉位置に戻すようになっている。
【００７７】
　可動部材５０を閉塞位置から開放位置に移動した際には、遊技者が遊技球発射勢を強め
て（例えば、最大の発射勢で）右打ちした場合に、ガイドレール２４に沿って時計周りに
移動する遊技球が、固定部材３０の上端部のガイドレール２４側の導入側面３５に至るこ
とになる。
【００７８】
　この導入側面３５に至って遊技球は、固定部材３０から所定距離（遊技球の直径より少
しだけ長い距離）離れた可動部材５０の誘導側面５１の上端部に当ることになる。なお、
可動部材５０が閉塞位置にある場合に、誘導側面５１の上端と、導入側面３５の下端（ガ
イド側面３２の上端）とは、略同じ高さ位置にある。しかし、閉塞位置にある可動部材５
０が固定部材３０に対して左斜め上に移動することにより、開放位置に至るので、上述の
ように、導入側面３５の下端より、誘導側面５１の上端の方が高くなっている。
【００７９】
　したがって、導入側面３５に沿って流下する遊技球は、可動部材５０の誘導側面５１の
上端部に当ることになる。この際に遊技球が跳ねなければ、遊技球は、誘導側面５１とガ
イド側面３２との間に出現した誘導路８１の入口位置８２から誘導路８１に流入すること
になる。誘導路８１は、開放位置の可動部材５０と固定部材３０との間に遊技者に視認可
能に出現しているので、遊技者は、誘導路８１を流下する遊技球を見ることができる。
【００８０】
　誘導路８１を流下する遊技球は、誘導路８１の終端側で開放された大入賞口２１に流入
することになり、遊技者は、誘導路８１の入口位置８２から誘導路８１を通って大入賞口
２１に至る遊技球を見ることができる。
【００８１】
　また、発射された遊技球が連続して誘導路８１に流入する可能性があり、遊技者は、複
数の遊技球が並んで誘導路８１を流下するのを見ることも可能である。
　また、誘導路８１を長くするには、図１および図２に示すように、入賞装置２０を大き
くする必要がある。また、入賞装置２０は、誘導路の外側を構成する部分が必要であり、
誘導路８１の右下側に固定部材３０が配置され、誘導路８１の左上側に可動部材５０が配
置される。
【００８２】
　これら可動部材５０および固定部材３０を大きくすることにより、入賞装置２０全体を
大きくして、入賞装置２０を遊技者に印象付けることができる。したがって、例えば、誘
導路８１の長さは、遊技球の直径の５倍以上となっていることが好ましく、１０倍以上に
なっていることがより好ましく、さらに２０倍以上となっていてもよい。誘導路８１を長
くすることにより、可動部材５０が遊技盤１の盤面に開口として形成された大入賞口２１
の前面を覆うとともに、上述の誘導路８１の上側を構成するようになっていることから、
可動部材５０が広い面積を有するものになる。
【００８３】
　さらに、この実施形態では、流入用側面３７の誘導路８１の反対側となる方向に形成さ
れる非誘導路８１ｂ側にも可動部材５０および固定部材３０を拡げた状態となっており、
これによって、可動部材５０および固定部材３０の面積が広くなっている。なお、本発明
において、下部側壁部３９および対向側壁部５６を設けない、または小さくするコンパク
ト設計となる構成としてもよい。
【００８４】
　また、可動部材５０および固定部材３０は、遊技球を大入賞口２１に誘導する誘導側面
５１、ガイド側面３２を備えるために、遊技盤１の盤面からその前側のガラス板の近くま
での高さを必要とする。これらのことから、可動部材５０は、大きな体積を有するものに
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なり、その外観が遊技者にインパクトを与えるものになる。
【００８５】
　また、入賞装置２０を大きなものとすることにより、可動部材５０および固定部材３０
を中空とし、底面側（ベース板２２の前面側）から明かりを照射できるように、ＬＥＤ基
板４１，７１を可動部材５０および固定部材３０に内蔵させることで、大きな面積（体積
）の天板部分Ｔ１，Ｔ２を備える入賞装置を用いて照明による演出を効果的に行うことが
できる。
【００８６】
　また、大きな可動部材５０を動かして大入賞口２１を開閉させることにより、例えば、
従来のアタッカのように、従来の大入賞口の開口と略同じ大きさの扉が開閉する場合より
も、入賞装置２０の開閉動作が印象的なものになる。
【００８７】
　なお、この入賞装置２０では、可動部材５０が開放位置から閉塞位置に移動開始した際
に、可動部材５０の誘導側面５１と、固定部材３０のガイド側面３２との間に遊技球を挟
み込んで、可動部材５０が閉塞位置に移動できなくなる虞がある。
　そこで、例えば、可動部材５０が開放位置から閉塞位置に移動開始する際に、誘導路８
１の入口位置８２側における誘導側面５１とガイド側面３２との間隔が、それより終端側
の誘導側面５１とガイド側面３２との間の間隔より狭くする構成としてもよい。
【００８８】
　この場合に、可動部材５０が閉塞位置に移動開始した際に、短時間で誘導路８１への遊
技球の流入が不可になる。例えば、可動部材５０の閉塞位置において、誘導側面５１の入
口位置８２に相当する上流側を部分的に、ガイド側面３２よりもガイドレール２４側に向
かわせるとともに、遊技球の直径よりもやや大きい長さ分だけ突出させる突出部面となる
ようにする。
【００８９】
　その際に、ガイド側面３２における固定部材３０側は、その突出部面を出没収容可能な
溝空間を設ける。
　また、可動部材５０の閉塞位置において、誘導側面５１における突出部面よりも下流の
終端側面とガイド側面３２との間を遊技球の直径よりもやや大きくするクランク状の状態
となるようにする。
【００９０】
　この場合において、誘導側面５１は大入賞口（回収口）２１を前から覆う位置にないが
、可動部材５０が閉塞位置にある際には、遊技球の大入賞口２１への進入を誘導側面５１
における突出部面によって阻止するために、この突出部面により入口位置８２を塞ぐよう
にしている為、大入賞口２１を覆う位置にあるとみなす。
　可動部材５０の開放位置において、誘導側面５１における突出部面とガイド側面３２と
の間を遊技球の直径よりもやや大きい状態となるようにし、入口位置８２から誘導路８１
へ流入して来た遊技球を大入賞口２１へ進入可能とさせる遊技球の誘導路８１への導入部
となるようにするとよい。
【００９１】
　これにより、可動部材５０が固定部材３０から離れて開放位置となっている状態では、
可動部材５０の突出部面（誘導側面５１の先端部分）と、固定部材３０のガイド側面３２
との間の間隔が遊技球の直径以上となっており、遊技球が入口位置８２から誘導路８１へ
流入可能になる。次に、可動部材５０が閉塞位置に移動開始した際には、移動開始後短時
間で、入口位置８２において、可動部材５０の突出部面と、固定部材３０のガイド側面３
２との間の間隔が遊技球の直径以下となり、遊技球が入口位置８２から誘導路８１に流入
できなくなる。この状態で誘導路８１において、未だ可動部材５０の誘導側面５１（突出
部面より後側の終端側面）と固定部材３０のガイド側面３２との間の間隔は、遊技球の直
径以上となっており、誘導側面５１とガイド側面３２との間の誘導路８１に既に進入して
いる遊技球は、そのまま大入賞口２１に流入する。したがって、可動部材５０が開放位置
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から閉塞位置に移動する際に、誘導側面５１とガイド側面３２との間に遊技球が挟まれる
のを防止できる。
【００９２】
　また、ガイド側面３２と誘導側面５１とにおける入口位置８２側の間が遊技球の直径よ
り小さく、誘導路８１の入口位置８２より終端側の部分において、ガイド側面３２と誘導
側面５１との間が遊技球の直径より大きい状態で、可動部材５０の移動を一時的に停止し
、誘導路８１を通過中の遊技球が全て大入賞口２１に流入する時間が経過した後に、可動
部材５０の移動を再開し、可動部材５０を閉塞位置まで移動するものとしてもよい。
【００９３】
　次に、第２実施形態について説明する。
　図６に示す、第２実施形態の入賞装置２０ａは、第１実施形態における遊技球センサ２
５の配置を変更したものである。第２実施形態のその他の構成及び作用は、第１実施形態
と同様であるため、以下の説明においては、第１実施形態と異なる部分について言及し、
第１実施形態と同様の構成については、図３と同様の符号を付して説明を省略する。なお
、図６においては、ＬＥＤ４０を有するＬＥＤ基板４１、７１の図示を省略している。
【００９４】
　なお、第１実施形態では、誘導路８１の入口位置８２に達した遊技球は、基本的に大入
賞口２１に流入することが確定した状態となっている。また、第１実施形態では、大入賞
口２１に流下した遊技球を検知するようにベース板２２の裏面の大入賞口２１の下側に遊
技球センサ２５が配置されている。
【００９５】
　ここで、入賞装置２０は、上述のように所定数の遊技球が入賞した場合、すなわち、可
動部材５０が開放位置になってから、所定数の遊技球が遊技球センサ２５で検知された場
合に、可動部材５０が閉となる。しかし、入賞装置２０では、連続して遊技球が誘導路８
１に流入する場合があり、所定数目となる遊技球が遊技球センサ２５で検知された際に、
複数の遊技球が誘導路８１に存在する場合が比較的頻繁に発生する可能性がる。
【００９６】
　この場合に、１ラウンドの可動部材５０の開閉中に所定数より多くの遊技球が入賞して
しまう可能性が高くなってしまう。
　すなわち、大当たり遊技状態における各ラウンドの入賞装置２０の開閉動作中の遊技球
の入賞数が所定数以上になる確率が高く、大当たり遊技状態における各ラウンド毎の遊技
球を入賞可能にする所定数の設定に対して、実際に入賞装置２０に入賞する遊技球数が多
くなりすぎる可能性がある。
【００９７】
　そこで、第２実施形態では、遊技球が到達した場合に、大入賞口２１に遊技球が流入す
ることが確定する誘導路８１の上述の入口位置８２に、遊技球センサ２５ａを設けるもの
としている。
　遊技球センサ２５ａは、可動部材５０に設けられている。遊技球センサ２５ａは、可動
部材５０の誘導側面５１から固定部材３０のガイド側面３２に向かって延出して設けられ
ている。
【００９８】
　可動部材５０の誘導側面５１の上述の入口位置８２またはその近傍にスリット５１ａが
設けられ、このスリット５１ａから遊技球センサ２５ａ（遊技球検知手段）がガイド側面
３２に向かって延出して設けられている。遊技球センサ２５ａの誘導側面５１から延出す
る部分（検知部）には、遊技球が通過可能な通過孔２５ｂが設けられ、この通過孔２５ｂ
を遊技球が通過した場合に、遊技球が遊技球センサ２５ａに検知され、遊技球センサ２５
ａから主制御装置に大入賞信号が出力されるようになっている。
　なお、遊技球センサ２５ａの延出方向は、図３中の矢印Ｘと平行な方向としている。
【００９９】
　また、固定部材３０のガイド側面３２の遊技球センサ２５ａに対応する位置には、遊技
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球センサ２５ａに対応した形状のスリット３２ａが設けられ、可動部材５０の移動に伴い
、遊技球センサ２５ａがスリット３２ａ内を移動可能になっている。
【０１００】
　可動部材５０が開放位置にある場合には、誘導側面５１から突出する遊技球センサ２５
ａの先端部が、ガイド側面３２のスリット３２ａに挿入された状態になっている。この際
に遊技球センサ２５ａの通過孔２５ｂは、ガイド側面３２と誘導側面５１との間に配置さ
れ、誘導路８１に通過孔２５ｂが連通した状態になっている。この状態で誘導路８１の入
口位置に遊技球が流入する際に、遊技球が通過孔２５ｂを通過して、遊技球センサ２５ａ
に検知される。
【０１０１】
　また、可動部材５０が閉塞位置にある場合には、遊技球センサ２５ａの誘導側面５１か
ら延出する部分のほとんどがスリット３２ａから固定部材３０内に入り込んだ状態になる
。
　このような入賞装置２０ｂにおいては、可動部材５０が開放位置にある場合に、大入賞
口２１に至ることが確定する誘導路８１の入口位置８２で遊技球が遊技球センサ２５ａに
検知されるので、大入賞口２１に流入する遊技球の数と、遊技球センサ２５ａで検知され
る遊技球の数は、一致することになる。
【０１０２】
　また、遊技球センサ２５ａで所定数の遊技球を検知した場合に、直ぐに可動部材５０を
移動開始することで、入口位置８２における誘導側面５１と、ガイド側面３２との間の間
隔を遊技球の直径以下とすることで、誘導路８１への遊技球の流入を所定数の遊技球が検
知されてから迅速に阻止することが可能になる。
【０１０３】
　これにより、１ラウンド中に所定数の遊技球が遊技球センサ２５ａで検知された後に、
遊技球が誘導路８１に侵入するのを抑制することができ、１ラウンド毎に所定数より多く
の遊技球が大入賞口２１に入賞するのを抑制し、大当たり遊技状態中に入賞する遊技球数
が多くなり過ぎてしまうのを防止できる。
【０１０４】
　なお、第１実施形態の場合と同様に、可動部材５０を開放位置から閉塞位置に移動する
際に、誘導側面５１とガイド側面３２との間に遊技球を挟まないような構成となっている
ことが好ましい。
【０１０５】
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
　図７に示すように、第３実施形態の入賞装置２０ｂは、第１実施形態の入賞装置２０の
誘導路８１の入口位置８２に遊技球の誘導路８１への流入を阻止する阻止位置と、遊技球
の誘導路８１への流入を許容する許容位置との間で移動可能な阻止部材４２を設けるとと
もに、この阻止部材４２に関連する構成を設けたものである。第３実施形態のその他の構
成及び作用は、第１実施形態と同様であるため、以下の説明においては、第１実施形態と
異なる部分について言及し、第１実施形態と同様の構成については、図３と同様の符号を
付して説明を省略する。なお、図７においては、ＬＥＤ４０を有するＬＥＤ基板４１、７
１の図示を省略している。
【０１０６】
　上述のように、入賞装置２０ｂにおいては、入賞装置２０ｂの閉塞条件として、所定数
の遊技球が入賞した後に、複数の遊技球が入賞してしまう可能性があるとともに、可動部
材５０を閉塞する際に、ガイド側面３２と誘導側面５１との間に遊技球を挟み込んでしま
う恐れがある。
【０１０７】
　第３実施例では、誘導路８１の上述の入口位置８２に設けられた阻止部材４２が、阻止
駆動手段としてのソレノイド４３により、可動部材５０が開放位置にある場合に、誘導路
８１への遊技球の流入を阻止する阻止位置と、誘導路８１への遊技球の流入を許容する許



(18) JP 2013-233242 A 2013.11.21

10

20

30

40

50

容位置との間で移動自在になっている。
【０１０８】
　阻止部材４２は、例えば、固定部材３０のガイド側面３２に設けられ、ガイド側面３２
に没する状態（許容位置）と、ガイド側面３２から突出する状態（阻止位置）との間を移
動可能になっている。
【０１０９】
　この実施形態では、ガイド側面３２の入口位置側の端部が他の部分と別部材とされ、こ
の別部材が阻止部材４２とされている。この阻止部材４２は、ガイド側面３２に沿った状
態（許容位置）と、ガイド側面３２に対して略直交する状態（阻止位置）との間で移動自
在となっている。許容位置では、阻止部材４２の斜め上を向く面がガイド側面３２の一部
になって、誘導路８１への遊技球の流入を許容している。
【０１１０】
　また、阻止位置では、阻止部材４２がガイド側面３２から誘導側面５１に向かって延出
した状態になり、誘導路８１の入口位置８２を塞いで、誘導路８１への遊技球の流入を阻
止するようになっている。
【０１１１】
　また、阻止部材４２は、主制御装置に制御されるソレノイド４３により開閉動作するよ
うになっており、上述の入賞装置２０ｂの閉塞条件として、入賞装置２０ｂが開放してか
ら所定時間の経過もしくは所定数の遊技球の入賞があった場合に、阻止部材４２を許容位
置から阻止位置にソレノイド４３により移動させ、遊技球の誘導路８１への侵入を阻止す
る。これにより、閉塞条件成立時から可動部材５０が移動開始するまでの間に、誘導路８
１に遊技球が流入するのを防止できる。
【０１１２】
　また、阻止部材４２を阻止位置に移動してから、可動部材５０を閉塞位置側に移動する
ことで、可動部材５０が移動開始する前に誘導路８１にある遊技球を大入賞口に入賞させ
て、遊技球がガイド側面３２と誘導側面５１に挟まれるのを防止することができる。
【０１１３】
　なお、上記例では、阻止部材４２を回転移動させたが、例えば、固定部材３０のガイド
側面３２から阻止部材４２を直線移動により出没自在に設けてもよい。すなわち、ガイド
側面３２側から誘導側面５１側に向かって直線的に阻止部材４２を出没させる構成として
もよい。なお、出没方向は、遊技盤１の盤面と直交する方向でもよい。また、出没位置も
入口位置８２よりもやや上流側など適宜に設計可能である。
　また阻止部材４２を駆動する阻止駆動手段をソレノイド４３ではなくモータに代えても
よく、阻止駆動手段として各種アクチュエータを使用可能である。
【０１１４】
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。
　図８に示すように、第４実施形態の入賞装置２０ｃは、第１実施形態の固定部材３０の
ガイド側面３２に、開閉自在なアウト口としての開口部４５を設け、この開口部４５に開
口部４５を開閉する開閉扉４６を設けたものである。第４実施形態のその他の構成及び作
用は、第１実施形態と同様であるため、以下の説明においては、第１実施形態と異なる部
分について言及し、第１実施形態と同様の構成については、図３と同様の符号を付して説
明を省略する。なお、図８においては、ＬＥＤ４０を有するＬＥＤ基板４１、７１の図示
を省略している。
【０１１５】
　開口部４５は、ガイド側壁部３３のガイド側面３２の略全面に渡って設けられている。
この開口部４５に流入した遊技球は、固定部材３０内に流入するとともに、固定部材３０
内に設けられた排出口４９から遊技盤１の裏面側に排出される。すなわち、開口部４５に
流入する遊技球は、遊技領域２の外に排出されることになり、開口部４５はアウト口とし
て機能することになる。
【０１１６】
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　開閉扉４６は、その外面（固定部材３０の外側を向く面）が、固定部材３０のガイド側
面３２を構成するようになっており、可動部材５０が開放位置にある場合に、開閉扉４６
がガイド側面３２を備えるガイド側壁部３３として機能するようになっている。
【０１１７】
　また、開閉扉４６は、可動部材５０に固定されており、可動部材５０が開放位置にある
場合には、開口部４５を閉じる閉位置に配置され、可動部材５０が閉塞位置にある場合に
は、開口部４５を開放する開位置に配置される。
【０１１８】
　また、開閉扉４６は、閉位置にある場合に、その外面が上述のようにガイド側面３２の
略全てを構成するとともに、この開閉扉４６がガイド側面３２を有するガイド側壁部３３
の略全てを構成するが、可動部材５０とのリンク機構によって、可動部材５０と一体に移
動するようにされている。
【０１１９】
　したがって、開閉扉４６と可動部材５０の誘導側面５１を構成する誘導側壁部５２との
間には、遊技球の直径より少しだけ広い間隔があけられるとともに、その間隔が可動部材
５０がどの位置にあっても維持される。
【０１２０】
　ベース板２２には、遊技盤１の盤面（ベース面）よりも後方側に向かって窪む溝状の一
対の開閉用スリット２８が形成され、この開閉用スリット２８の部分に、可動部材５０の
誘導側壁部５２の下端部と、開閉扉４６の下端部とを繋ぐ連結部材４８が開閉用スリット
２８の長さ方向に沿って移動自在に設けられており、可動部材５０と開閉扉４６とが一体
に移動可能になっている。なお、開閉用スリット２８の長手方向は、矢印Ｘ（図３に図示
）の方向と平行となるようにしている。
【０１２１】
　これにより、可動部材５０の誘導側面５１と、固定部材３０のガイド側面３２との間に
遊技球が挟まれることがない。
　すなわち、可動部材５０が開放位置にある場合に、開閉扉４６は、アウト口となるガイ
ド側面３２の開口部４５を閉塞し、開閉扉４６の外面がガイド側面３２になっている。こ
の状態で可動部材５０が開放位置から閉塞位置に移動すると、開閉扉４６は、ガイド側面
３２の開口部４５内に入り込み、開口部４５を開放した状態になる。
【０１２２】
　この際に、誘導側面５１とガイド側面３２との間に、遊技球が有る場合に、遊技球は、
可動部材５０と開閉扉４６との移動に対応して固定部材３０内に移動させられることにな
る。なお、可動部材５０が開放位置から閉塞位置に移動開始すると、大入賞口２１の一部
が閉塞されて、大入賞口２１に遊技球が入賞できない状態となる。
【０１２３】
　そのため、誘導路８１に有った遊技球は、開閉扉４６とともに、固定部材３０内に移動
することになる。ベース板２２の固定部材３０内で最も低い位置には、上述のように固定
部材３０内に移動した遊技球を遊技盤１裏面側に排出するための排出口４９が設けられて
いる。これにより、固定部材３０内に入り込んだ遊技球は、下方に流下して、排出口４９
から排出される。
【０１２４】
　この入賞装置２０ｃによれば、上述のように、可動部材５０と固定部材３０との間に遊
技球が挟まれるのを防止できるとともに、例えば、所定数の遊技球が大入賞口２１に入賞
した際に、誘導路８１にある遊技球が大入賞口２１に流入してしまうのを抑制することが
できる。
【０１２５】
　なお、開閉扉４６を可動部材５０に連結することにより、可動部材５０と一体に移動す
るようにしたが、例えば、バネ等の付勢手段により、開閉扉を閉位置に保持し、可動部材
が開放位置から閉塞位置に移動する際に、誘導路８１にある遊技球または可動部材５０の
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一部が、可動部材５０の誘導側面５１に押され、開閉扉を押して、開閉扉が付勢手段の付
勢力に抗して開となる構成としてもよい。この際に、開閉扉は、上述のように直線移動す
るのではなく、回転移動するものとしてもよい。
　また、開閉扉を開閉するアクチュエータを設け、主制御装置により、入賞装置２０ｃの
閉塞条件が成立した際に、開閉扉を開放するとともに、可動部材５０を開放位置から閉塞
位置に移動開始するものとしてもよい。
　また、可動部材５０が開放位置にある場合の誘導路８１の道幅は、遊技球の直径より大
きく、かつ、直径の２倍未満であってもよいが、これに限定されるものではなく、例えば
、誘導路８１の道幅が直径の２倍以上の大きさ等の任意の設計であってもよい。
【０１２６】
　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が、この
実施の形態による本発明の開示の一部をなす論述および図面により本発明は限定されるこ
とはない。すなわち、この実施の形態に基づいて当業者等によりなされる他の実施の形態
、実施例および運用技術等は全て本発明の範疇に含まれることは勿論であることを付け加
えておく。
【符号の説明】
【０１２７】
１　　　　遊技盤
２　　　　遊技領域
２０　　　入賞装置
２１　　　大入賞口（回収口）
２５　　　遊技球センサ（検知部、遊技球検知手段）
２５ａ　　遊技球センサ（検知部、遊技球検知手段）
２５ｂ　　通過孔
３０　　　固定部材
３２　　　ガイド側面
３７　　　流入用側面
４２　　　阻止部材
４３　　　ソレノイド（阻止駆動手段）
４５　　　開口部
４６　　　開閉扉
５０　　　可動部材
５１　　　誘導側面
６３　　　モータ（可動部材駆動手段）
８１　　　誘導路
８２　　　入口位置
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