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(57)【要約】
【課題】第１部材（幕板）と第２部材（内枠）との隙間
からの不正具の進入を低減できるとともに、遊技球の挟
み込みによる損傷を低減できる遊技機を提供する。
【解決手段】幕板３１０の天板部３３０上に遊技球Ｂが
存する状態において内枠１２を閉じたとしても、この遊
技球Ｂは傾斜リブ３３５によって上り案内されて進入防
止壁部品３４０に乗り上がるので、内枠１２を閉じる際
に遊技球Ｂが内枠１２と進入防止壁部品３４０とに挟み
込まれることがなく、遊技球Ｂの挟み込みによって内枠
１２あるいは進入防止壁部品３４０が破損することを低
減できる。また、内枠１２と幕板３１０の天板部３３０
との隙間から不正具を入れようとしても、内枠１２を外
枠１１に閉じた状態において、内枠１２の複数個の許容
切欠部３８０と幕板３１０の複数個の傾斜リブ３３５と
の咬合によって、その進入を阻むことができ、内枠１２
と幕板３１０との隙間からの不正具の進入を低減できる
。
【選択図】図２５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者に遊技を提供する遊技機において、
　幅方向に亘って設けられた第１部材を有する被取付部品と、
　前記被取付部品の前記第１部材上で前記被取付部品に対して開閉可能な第２部材と、
　を備え、
　前記第１部材は、閉状態の前記第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して前記
第２部材の閉鎖方向側であって閉状態の前記第２部材の裏面下部箇所と対向する位置にお
いて、幅方向及び上方向に延出した進入防止部を備え、
　さらに、前記第１部材は、前記天面部で前記進入防止部の前記開き方向側の箇所に、当
該開閉軸方向に突出しかつ開閉方向に延出した突出部が複数個幅方向に並設されており、
　前記突出部は、前記第２部材を閉じる際において前記第１部材の前記天面部上の遊技球
が前記進入防止部に乗り上がるように上り案内するものであり、
　前記第２部材は、その裏面下部箇所に、前記突出部が挿入可能な挿入部が幅方向に複数
個形成されており、
　前記第２部材を前記外枠に閉じた状態において、当該第２部材の前記複数個の挿入部と
前記第１部材の前記複数個の突出部とが咬合している
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、パチンコ機、スロットマシン等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の代表例として例えばパチンコ機がある。このパチンコ機は、例えば、当
該パチンコ機の外殻を形成し遊技場（ホール）の遊技島に固定される正面視で矩形状の外
枠と、この外枠の底板上で幅方向に亘って設けられた幕板と、外枠の正面視での左端側を
開閉軸として外枠に対して幕板上で開閉可能に支持される可動枠と、この可動枠の略中央
に形成された開口に、遊技球の流下する遊技領域が位置するように取り付けられる遊技盤
と、を備えている。
【０００３】
　このようなパチンコ機では、例えば、幕板と可動枠との間に不正具を挿入して当該パチ
ンコ機内部に進入させることを防ぐために、幕板の奥面側箇所にその横幅方向及び上方向
に延びる進入防止壁を備えたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１８７８５３号公報（第４頁，第４図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のような問題がある。
　すなわち、上述のパチンコ機では、例えば、可動枠の開閉の際などに、当該可動枠から
幕板上に遊技球が落下することがあり、幕板上に遊技球がある状態で可動枠を閉じると、
遊技球が可動枠と幕板上の進入防止壁とに挟まれてしまい、進入防止壁あるいは可動枠が
破損するという問題がある。
【０００６】
　そこで、可動枠と幕板上の進入防止壁との間への遊技球の挟み込みを低減するために、
進入防止壁の高さを遊技球が乗り越え可能に低くする（例えば、遊技球の直径の４分の１
以下にする）ことが考えられるが、可動枠と幕板との隙間からの不正具の進入を低減でき
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なくなってしまう。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、第１部材（例えば幕板）と
第２部材（例えば可動枠）との隙間からの不正具の進入を低減できるとともに、遊技球の
挟み込みによる損傷を低減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】
【０００８】
　この発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
　すなわち、請求項１に記載の発明は、
　遊技者に遊技を提供する遊技機において、
　幅方向に亘って設けられた第１部材を有する被取付部品と、
　前記被取付部品の前記第１部材上で前記被取付部品に対して開閉可能な第２部材と、
　を備え、
　前記第１部材は、閉状態の前記第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して前記
第２部材の閉鎖方向側であって閉状態の前記第２部材の裏面下部箇所と対向する位置にお
いて、幅方向及び上方向に延出した進入防止部を備え、
　さらに、前記第１部材は、前記天面部で前記進入防止部の前記開き方向側の箇所に、当
該開閉軸方向に突出しかつ開閉方向に延出した突出部が複数個幅方向に並設されており、
　前記突出部は、前記第２部材を閉じる際において前記第１部材の前記天面部上の遊技球
が前記進入防止部に乗り上がるように上り案内するものであり、
　前記第２部材は、その裏面下部箇所に、前記突出部が挿入可能な挿入部が幅方向に複数
個形成されており、
　前記第２部材を前記外枠に閉じた状態において、当該第２部材の前記複数個の挿入部と
前記第１部材の前記複数個の突出部とが咬合している
　ことを特徴とするものである。
【０００９】
　［作用・効果］請求項１に記載の発明によれば、遊技者に遊技を提供する遊技機は、第
１部材を有する被取付部品と、第２部材とを備えている。第１部材は、被取付部品で幅方
向に亘って設けられたものである。第２部材は、被取付部品の第１部材上で被取付部品に
対して開閉可能なものである。この第１部材はその天面部に進入防止部を備えている。つ
まり、進入防止部は、閉状態の第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して第２部
材の閉鎖方向側であって閉状態の第２部材の裏面下部箇所と対向する位置において、幅方
向及び上方向に延出したものであり、不正具の進入を防ぐ。さらに、第１部材は、天面部
で進入防止部の開き方向側の箇所に、当該開閉軸方向に突出しかつ開閉方向に延出した突
出部が複数個幅方向に並設されている。この突出部は、第２部材を閉じる際において第１
部材の天面部上の遊技球が進入防止部に乗り上がるように上り案内するものである。第２
部材は、その裏面下部箇所に、突出部が挿入可能な挿入部が幅方向に複数個形成されてい
る。第２部材を外枠に閉じた状態において、当該第２部材の複数個の挿入部と第１部材の
複数個の突出部とが咬合している。
【００１０】
　したがって、第１部材の天面部上に遊技球が存する状態において第２部材を閉じたとし
ても、この遊技球は突出部によって上り案内されて進入防止部に乗り上がるので、第２部
材を閉じる際に遊技球が当該第２部材と進入防止部とに挟み込まれることがなく、遊技球
の挟み込みによって第２部材あるいは進入防止部が破損することを低減できる。また、第
２部材と第１部材の天面部との隙間から不正具を入れようとしても、第２部材を外枠に閉
じた状態において、第２部材の複数個の挿入部と第１部材の複数個の突出部との咬合によ
って、不正具の進入を阻むことができ、第２部材と第１部材との隙間からの不正具の進入
を低減できる。
【００１１】
　また、第２部材を外枠に対して閉じた状態において、第２部材と第１部材との間に剛性
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のある棒状部材を挿入してテコの原理等で第２部材を不正に持ち上げてその隙間に不正具
を進入させる不正行為が懸念されるが、第２部材が外枠に閉じられた状態であるため、当
該第２部材の持ち上げ高さは最大で例えば２、３ミリ程度であるのに対して、第１部材の
天面部上の遊技球が突出部によって上り案内されることから、この進入防止部の高さは少
なくとも遊技球の半径（例えば６ミリ）程度とすることができ、第２部材を不正に持ち上
げて当該第２部材と第１部材の天面部との隙間から不正具を入れようとしても、第２部材
の複数個の挿入部と第１部材の複数個の突出部との咬合状態が保たれているので、その咬
合によって不正具の進入を阻むことができ、第２部材と第１部材との隙間からの不正具の
進入を低減できる。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明に係る遊技機によれば、第２部材（例えば可動枠）と第１部材との隙間からの
不正具の進入を低減できるとともに、遊技球の挟み込みによる損傷を低減できる遊技機を
提供することができる。また、不正行為がされても第２部材と被取付部品間に隙間が生じ
ないように第２部材と被取付部品との寸法精度を高めることが考えられるが、そうすると
コスト高となるばかりでなく、少しでも歪が生じると第２部材の開閉に支障が生じること
になる。これに対して、この発明に係る遊技機によれば、第２部材と被取付部品とにマー
ジンを有していても不正防止できることから、寸法精度を必要以上に高める必要が無く、
寸法精度向上によるコスト高を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例１のパチンコ機の正面図である。
【図２】前面枠セットと内枠とを開放した状態の実施例１のパチンコ機の斜視図である。
【図３】前面枠セットを取り外した状態の実施例１のパチンコ機の正面図である。
【図４】実施例１の遊技盤の正面図である。
【図５】実施例１のパチンコ機の外枠の下部側部分を示す一部破断前方斜視図である。
【図６】実施例１のパチンコ機の外枠の下部側部分を示す一部破断後方斜視図である。
【図７】実施例１の幕板の天面側の分解斜視図である。
【図８】実施例１の外枠の幕板の平面図である。
【図９】実施例１の外枠の幕板の正面図である。
【図１０】実施例１の外枠の幕板の背面図である。
【図１１】前面枠セットが取り外された状態で外枠に対して内枠を閉じた状態のパチンコ
機の下部側を示す部分正面図である。
【図１２】図１１に示したＡ－Ａ線断面斜視図である。
【図１３】（ａ）は、図１１に示したＡ－Ａ線断面図であり、（ｂ）は、遊技球が遊技球
許容空間部に入った状態を示す断面図である。
【図１４】図１１に示したＢ－Ｂ線断面斜視図である。
【図１５】（ａ）～（ｃ）は、内枠が閉じられる各様子を示すＢ－Ｂ線断面図である。
【図１６】（ａ）～（ｃ）は、内枠が閉じられる際に天板部上の遊技球が乗り上げる様子
を示すＢ－Ｂ線断面図である。
【図１７】（ａ）は、前面枠セットが取り外された状態で外枠に対して内枠を閉じた状態
の実施例２のパチンコ機の下部側を示す縦断面図であり、（ｂ）は、（ａ）において遊技
球が存する状態を示す縦断面図である。
【図１８】実施例２のパチンコ機の外枠の下部側部分を示す一部破断前方斜視図である。
【図１９】（ａ）は、幕板の天板部上の進入防止壁部品の左端箇所部分の縦断面図であり
、（ｂ）は、（ａ）での内枠と幕板との間から薄板状の不正具を進入させようとしている
状態を示す縦断面図である。
【図２０】実施例４のパチンコ機の外枠の下部側部分を示す一部破断前方斜視図である。
【図２１】実施例４の幕板の天面側の分解斜視図である。
【図２２】実施例４の外枠の幕板の平面図である。
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【図２３】実施例４の外枠の幕板の正面図である。
【図２４】実施例４の外枠の幕板の背面図である。
【図２５】前面枠セットが取り外された状態で外枠に対して内枠を閉じた状態のパチンコ
機の下部側の傾斜リブ箇所を示す一部破断斜視図である。
【図２６】（ａ）～（ｃ）は、内枠が閉じられる際に天板部上の遊技球が乗り上げる様子
を示す縦断面図である。
【図２７】（ａ）～（ｃ）は、内枠が閉じられる各様子を示す傾斜リブ箇所の縦断面図で
ある。
【図２８】前方右上から見た内枠及び外枠の一部破断分解斜視図である。
【図２９】前方左下から見た内枠及び外枠の一部破断分解斜視図である。
【図３０】後方右上から見た内枠及び外枠の一部破断分解斜視図である。
【図３１】後方左下から見た内枠及び外枠の一部破断分解斜視図である。
【図３２】（ａ）は実施例４の傾斜リブと許容切欠部との咬合状態を示す平面図、（ｂ）
は内枠を閉じる際に幕板の天板部の傾斜リブが内枠の許容切欠部に挿入直前の状態を示す
平面図、（ｃ）は傾斜リブと許容切欠部との咬合状態を示す側面図、（ｄ）は内枠が不正
に持ち上げられたときの傾斜リブと許容切欠部との咬合状態を示す側面図である。
【図３３】（ａ）は実施例５の幕板の天板部での傾斜リブ箇所の部分斜視図、（ｂ）は実
施例５の傾斜リブと許容切欠部との咬合状態を示す平面図、（ｃ）は内枠を閉じる際に幕
板の天板部の傾斜リブが内枠の許容切欠部に挿入直前の状態を示す平面図である。
【図３４】（ａ）は矩形リブと許容切欠部との咬合状態を示す側面図、（ｂ）は内枠が不
正に持ち上げられたときの矩形リブと許容切欠部との咬合状態を示す側面図である。（ｃ
）は階段状リブと許容切欠部との咬合状態を示す側面図、（ｄ）は内枠が不正に持ち上げ
られたときの階段状リブと許容切欠部との咬合状態を示す側面図である。
【図３５】実施例６のパチンコ機の外枠の下部側部分を示す一部破断前方斜視図である。
【図３６】実施例６の幕板の天面側の分解斜視図である。
【図３７】実施例６の外枠の幕板の正面図である。
【図３８】前面枠セットが取り外された状態で外枠に対して内枠を閉じた状態のパチンコ
機の下部側の幕板内部通路部箇所を示す一部破断斜視図である。
【図３９】（ａ）は、前面枠セットが取り外された状態で外枠に対して内枠を閉じた状態
の実施例６のパチンコ機の下部側を示す縦断面図であり、（ｂ）は、（ａ）において遊技
球が存する状態を示す縦断面図である。
【図４０】実施例７の外枠の幕板の正面図である。
【図４１】実施例８の外枠の幕板の正面図である。
【図４２】実施例９の外枠の幕板の正面図である。
【図４３】実施例９の外枠の幕板の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の各種の実施の形態を、図
面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１５】
　実施例１のパチンコ機を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正
面図である。図２は、前面枠セット１４と内枠１２とを開放した状態の実施例１のパチン
コ機１０の斜視図である。図３は、前面枠セット１４を取り外した状態の実施例１のパチ
ンコ機１０の正面図である。図４は、実施例１の遊技盤３０の正面図である。
【００１６】
　図１～図３に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成し遊技
場（ホール）の遊技島に固定される外枠１１と、この外枠１１の一側部（例えば正面視で
の左側部）を開閉軸Ｊ１として外枠１１に対して開閉可能に支持された内枠１２（図２，
図３参照）と、この内枠１２の一側部（例えば正面視での左側部）を開閉軸Ｊ２として内
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枠１２に対して開閉自在に取り付けられる前面枠セット１４とを備えている。
【００１７】
　外枠１１は、木製の板材による天板材１１ａ及び底板材１１ｂと、アルミニウム等の軽
金属による左板材１１ｃ及び右板材１１ｄとで、全体として正面視で矩形状に構成され、
小ネジ等の離脱可能な締結具により各板材が組み付けられている。本実施の形態では、例
えば、外枠１１の上下方向の外寸は８０９ｍｍ（内寸７７１ｍｍ）、左右方向の外寸は５
１８ｍｍ（内寸５００ｍｍ）としている。なお、外枠１１としては、全ての板材を、樹脂
やアルミニウム等の軽金属などにより構成してもよいし、木製としてもよい。
【００１８】
　内枠１２は、図２，図３に示すように、大別すると、その外形を形成する主要部材とし
ての樹脂ベース１２ａと、この樹脂ベース１２ａに背後から取り付けられる遊技盤３０（
図４参照）とを備えている。また、内枠１２は、図２に示すように、樹脂ベース１２ａの
前面側で片開き自在な前面枠セット１４を備えている。
【００１９】
　内枠１２は、図２，図３に示すように、外枠１１に対して開閉軸Ｊ１で開閉可能に支持
されている。具体的には、内枠１２は、その正面視で左側上下箇所にそれぞれ設けられた
下向きピンを、外枠１１の正面視で左側上下箇所にそれぞれ設けられた挿入孔に対して上
から挿入することで、開閉可能に軸支されている。このようにすることで、内枠１２の外
枠１１に対する取り付けが簡単であり、開閉に関する寸法マージンも確保できるため、内
枠１２の開閉の際のきしみ音（ギシギシ音など）が鳴ることが低減でき、内枠１２の寸法
精度を必要以上に高める必要が無く、寸法精度向上によるコスト高を低減できる。
【００２０】
　具体的には、樹脂ベース１２ａは、正面視で、その外形が略矩形状で、かつ、その略中
央箇所を開口中心とする開口部（後述する遊技領域３０ａ（図４参照）と同等の大きさの
開口）が形成された板状部材としている。
【００２１】
　前面枠セット１４は、正面視左側で上下方向の開閉軸Ｊ２を軸心にして当該内枠１２に
対して開閉自在に取り付けられている。言い換えれば、前面枠セット１４は、樹脂ベース
１２ａに対して開閉自在である。
【００２２】
　遊技盤３０（図４参照）は、例えば合板の前面側に釘や各種の入賞部品などが配設され
たものであり、その遊技領域３０ａを樹脂ベース１２ａの開口部に位置させるようにして
当該樹脂ベースの裏面側に着脱自在に取り付けられる。
【００２３】
　ここで、もう少し詳細に前面枠セット１４について説明する。
【００２４】
　前面枠セット１４は、図２に示すように、内枠１２に対して開閉可能に取り付けられて
いるため、内枠１２と同様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸Ｊ
２を軸心にして前方側に開放できる。
【００２５】
　前面枠セット１４は、図１に示すように、その前面視すると、最下部に位置する下皿ユ
ニット１３と、この下皿ユニット１３の上側に位置する上皿ユニット２１と、この上皿ユ
ニット２１の上側に位置するガラス枠部２３と、に大別される。これらの下皿ユニット１
３と上皿ユニット２１とガラス枠部２３とは、図示省略のベース板体の前面側各箇所にそ
れぞれ取り付けられて前面枠セット１４が構成されている。
【００２６】
　下皿ユニット１３は、図１に示すように、前面枠セット１４の最下部箇所に位置するよ
うに、ネジ等の締結具によりベース板体（図示省略）の正面視で最下部箇所に固定されて
いる。この下皿ユニット１３は、その前面側に、下皿１５と球抜きレバー１７と遊技球発
射ハンドル１８とを備えている。
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【００２７】
　球受皿としての下皿１５は、下皿ユニット１３のほぼ中央部に設けられており、排出口
１６より排出された遊技球が下皿１５内に貯留可能な窪み空間を備えている。球抜きレバ
ー１７は、下皿１５内の遊技球を抜く（排出する）ためのものであり、この球抜きレバー
１７を図１で左側に移動させることにより、下皿１５の底面の所定箇所が開口され、下皿
１５内に貯留された遊技球を下皿１５の底面の開口部分を通して下方向外部に抜くことが
できる。
【００２８】
　遊技球発射ハンドル１８は、下皿ユニット１３において下皿１５よりも右方で手前側に
突出して配設されている。遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に応じて、遊技球
発射装置３８によって遊技球が後述する遊技盤３０の方へ打ち込まれる。遊技球発射装置
３８は、例えば、遊技球発射ハンドル１８と発射装置２２９（図２参照）などで構成され
ている。音出力部２４は、前面枠セット１４の正面視で上部の左右２箇所で、その前面枠
セット１４の内部あるいは背面箇所に設けられたスピーカからの音を出力するための出力
口である。
【００２９】
　上皿ユニット２１は、図１に示すように、前面枠セット１４の下部箇所（前述の下皿１
５の上方位置）に位置するように、ネジ等の締結具によりベース板体（図示省略）の正面
視で下部箇所に固定されており、遊技球の受皿としての上皿１９を備えている。ここで、
上皿１９は、遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球発射装置３８の方へ導出
するための球受皿である。
【００３０】
　ガラス枠部２３は、図１に示すように、上皿ユニット２１の上側に形成された窓部１０
１と、この窓部１０１の周囲に設けられた各種の電飾部とを備えている。
【００３１】
　つまり、前面枠セット１４には、図１に示すように、上皿ユニット２１の上側に位置す
るガラス枠部２３の中央箇所に、遊技盤３０の遊技領域３０ａ（図４参照）のほとんどを
外部から視認することができるよう略縦長楕円形状の窓部１０１が形成されている。詳し
くは、窓部１０１は、略縦長楕円形状で中央が空洞としており、その空洞部分を略縦長楕
円形状等のガラス板１３７で覆うように、図示省略のガラスユニットが前面枠セット１４
の裏面側に取り付けられたものである。図示省略のガラスユニットは、二枚のガラス板１
３７を前後方向に近設させて並べた二重ガラス構造としている。なお、窓部１０１の前記
略中央部が直線状になるようにし、ガラス板１３７もその形状に合わせるようにしてもよ
い。また、ガラス板１３７は、ガラスに限定されず、所定の強度がある透明板であればそ
の材質などは問わない。
【００３２】
　さらに、ガラス枠部２３は、図１に示すように、窓部１０１の周囲に各種の電飾部（第
１電飾部３００、第２電飾部３０２および第３電飾部３０４）を備えている。つまり、前
面枠セット１４は、図１に示すように、その前面視した状態で窓部１０１の周囲で左箇所
に、ＬＥＤ等を内蔵した第１電飾部３００（左側電飾部）を、窓部１０１の周囲で右箇所
に、ＬＥＤ等を内蔵した第２電飾部３０２（右側電飾部）を、窓部１０１の周囲で上箇所
に、ＬＥＤ等を内蔵した第３電飾部３０４（上側電飾部）を備えている。これらの電飾部
は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯、点滅のように
発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすものである。
【００３３】
　本パチンコ機１０では、第１電飾部３００、第２電飾部３０２および第３電飾部３０４
は、大当たりランプとして機能し、大当たり時に点灯や点滅を行うことにより、大当たり
中であることを報知する。その他、本パチンコ機１０の第１電飾部３００および第２電飾
部３０２には、賞球払出し中に点灯する賞球ランプ１０５と、所定のエラー時に点灯する
エラー表示ランプ１０６とが備えられている。また、窓部１０１の周縁で右斜め下箇所に
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は、内枠１２表面や遊技盤３０表面等の一部を視認できるよう透明樹脂からなる小窓１０
７が設けられている。この小窓１０７の所定箇所を平面状としているので、遊技盤３０の
右下隅部に貼り付けられた証紙などを、小窓１０７の当該平面状箇所から機械で好適に読
み取ることができる。
【００３４】
　また、窓部１０１の下方には貸球操作部１２０が配設されており、貸球操作部１２０に
は球貸しボタン１２１と返却ボタン１２２とが設けられている。パチンコ機１０の側方に
配置された図示省略のカードユニット（球貸しユニット）に紙幣やカード（例えばプリペ
イドカード）等を挿入口（図示省略）に挿入した状態で貸球操作部１２０が操作されると
、その操作に応じて遊技球の貸出が行われる。球貸しボタン１２１は、カード等（記録媒
体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に
残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿１９に供給される。返却ボタン１２２は、カー
ドユニット（図示省略）に挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、貸
球操作部１２０にさらに度数表示部（図示省略）を設けるようにしてもよい。この度数表
示部（図示省略）は、カード等の残額情報を表示するものである。なお、カードユニット
（図示省略）を介さずに球貸し装置等から上皿に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機、
いわゆる現金機では貸球操作部１２０が不要となる。故に、貸球操作部１２０の設置部分
に、飾りシール等が付される。これにより、カードユニット（図示省略）を用いたパチン
コ機と現金機との貸球操作部の共通化が図れる。
【００３５】
　遊技盤３０は、図４に示すように、正面視で四角形状の合板でその左側上下の両角部が
取れたような形状としており、その周縁部（後述するレール５１，５２の外側部分）が内
枠１２の樹脂ベース１２ａの裏側に当接した状態で取り付けられており、この遊技盤３０
の前面側の略中央部分たる遊技領域３０ａが樹脂ベースの略楕円形状の図１に示した窓部
１０１（ガラス板１３７）を通じて前面枠セット１４の前方外側から視認可能な状態であ
る。
【００３６】
　次に、図４を用いて遊技盤３０の構成を説明する。遊技盤３０は、一般入賞口３１、可
変入賞装置３２、始動入賞装置３３（例えば作動チャッカ）、第３の始動口３４（例えば
スルーゲート）および可変表示装置ユニット３５を備えている。これらの一般入賞口３１
、可変入賞装置３２、始動入賞装置３３、第３の始動口３４および可変表示装置ユニット
３５は、遊技盤３０における、ルータ加工によって形成された各貫通穴にそれぞれに配設
され、遊技盤３０前面側から木ネジ等により取り付けられている。一般入賞口３１、可変
入賞装置３２、始動入賞装置３３に遊技球が入球し、当該入球が後述する図示省略の検出
スイッチ（入賞口スイッチ、カウントスイッチ、作動口スイッチ）で検出され、この検出
スイッチの出力に基づいて、上皿１９（または下皿１５）へ所定数の賞品球が払い出され
る。
【００３７】
　また、始動入賞装置３３は、図４に示すように、上から順に、第１の始動口３３ａ（例
えば作動チャッカ）と第２の始動口３３ｂ（例えば作動チャッカ）とが上下に配設された
単一の入賞装置で構成されている。そして、上部側の第１の始動口３３ａには図示省略の
第１の始動口３３ａ用の作動口スイッチ（通過検出スイッチ）が設けられ、この第１の始
動口３３ａへの入球をその第１の始動口３３ａ用の作動口スイッチ（図示省略）により検
出される。また、下部側の第２の始動口３３ｂには図示省略の第２の始動口３３ｂ用の作
動口スイッチ（通過検出スイッチ）が設けられ、この第２の始動口３３ｂへの入球をその
第２の始動口３３ｂ用の作動口スイッチ（図示省略）により検出される。すなわち、上部
側の第１の始動口３３ａへの遊技球の入球または下部側の第２の始動口３３ｂへの遊技球
の入球のどちらの場合にも、それが始動入賞であることに変わりは無く、それらの入球を
個別に検出できる。
【００３８】
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　その他に、図４に示すように、遊技盤３０にはアウト口３６が設けられており、各種入
賞装置等に入球しなかった遊技球はこのアウト口３６を通って図示しない球排出路の方へ
と案内される。遊技盤３０の遊技領域３０ａには、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等
するために多数の釘が植設されているとともに、風車３７等の各種部材（役物）が配設さ
れている。
【００３９】
　可変表示装置ユニット３５は、第１の始動口３３ａ，第２の始動口３３ｂへの入賞をト
リガとして、識別情報としての第１図柄（例えば特別図柄）を変動表示する第１図柄表示
装置４０と、第３の始動口３４の通過をトリガとして、第２図柄（例えば普通図柄）を変
動表示する第２図柄表示装置４１と、第１の始動口３３ａ，第２の始動口３３ｂへの入賞
をトリガとして、第３図柄（例えば装飾図柄）を変動表示する第３図柄表示装置４２とを
備えている。
【００４０】
　第１図柄表示装置４０は、例えば、第１の始動口３３ａへの入球に基づいて変動発光等
する複数個（本実施例では２個）の２色発光タイプのＬＥＤ（発光ダイオード）４０ａ，
４０ｂと、このＬＥＤ４０ａ，４０ｂでの変動表示の保留数を示す、第３図柄表示装置４
２に画面表示される保留表示部４０ｃと、第２の始動口３３ｂへの入球に基づいて変動発
光等する複数個（本実施例では２個）の２色発光タイプのＬＥＤ（発光ダイオード）４０
ｄ，４０ｅと、このＬＥＤ４０ｄ，４０ｅでの変動表示の保留数を示す、第３図柄表示装
置４２に画面表示される保留表示部４０ｆとを備えている。
【００４１】
　第１の始動口３３ａへの入球に基づいて変動発光等するＬＥＤ４０ａ，４０ｂは、例え
ば、赤色と青色に発光可能なものである。第１図柄表示装置４０は、各ＬＥＤ４０ａ，４
０ｂの発光色を交互に変更させることで、第１図柄（本実施例では各ＬＥＤ４０ａ，４０
ｂの発光色態様）の変動表示状態を発生させ、例えば、両方のＬＥＤ４０ａ，４０ｂが赤
色発光状態で停止すると確変大当り（特定当り）を示し、両方のＬＥＤ４０ａ，４０ｂが
青色発光状態で停止すると通常大当り（非特定当り）を示し、両方のＬＥＤ４０ａ，４０
ｂが互いに異なる色の発光状態で停止すると外れを示す。
【００４２】
　上記と同様に、第２の始動口３３ｂへの入球に基づいて変動発光等するＬＥＤ４０ｄ，
４０ｅは、例えば、赤色と青色に発光可能なものである。第１図柄表示装置４０は、各Ｌ
ＥＤ４０ｄ，４０ｅの発光色を交互に変更させることで、第１図柄（本実施例では各ＬＥ
Ｄ４０ｄ，４０ｅの発光色態様）の変動表示状態を発生させ、例えば、両方のＬＥＤ４０
ｄ，４０ｅが赤色発光状態で停止すると確変大当り（特定当り）を示し、両方のＬＥＤ４
０ｄ，４０ｅが青色発光状態で停止すると通常大当り（非特定当り）を示し、両方のＬＥ
Ｄ４０ｄ，４０ｅが互いに異なる色の発光状態で停止すると外れを示す。
【００４３】
　なお、この第１図柄表示装置４０として、少なくとも３色以上の発光が可能なタイプの
単一のＬＥＤを採用してもよく、各色の発光を交互などに行うようにすることで、第１図
柄の変動表示状態を発生させ、ＬＥＤが第１の色の発光状態で停止すると確変大当り（特
定当り）を示し、ＬＥＤが第２の色の発光状態で停止すると通常大当り（非特定当り）を
示し、ＬＥＤが第３の色の発光状態で停止すると外れを示すようにしてもよい。なお、上
述した第１図柄表示装置４０が本発明における識別情報変動表示手段に相当する。
【００４４】
　第２図柄表示装置４１は、第２図柄用としての例えば「○」が描かれた表示部４１ａと
、第２図柄用としての例えば「×」が描かれた表示部４１ｂと、第３図柄表示装置４２に
画面表示される保留表示部４１ｃとを有し、遊技球が第３の始動口３４を通過する毎に例
えば表示部４１ａ，４１ｂによる表示図柄（普通図柄）が変動し、その変動表示が所定図
柄で停止した場合に下部側の第２の始動口３３ｂが所定時間だけ作動状態となる（開放さ
れる）よう構成されている。遊技球が第３の始動口３４を通過した回数は最大４回まで保
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留され、その保留回数が保留表示部４１ｃにて表示される。なお、表示部４１ａ，４１ｂ
は、その内部にＬＥＤ（発光ダイオード）を有しており、このＬＥＤの発光（あるいはラ
ンプの点灯）を切り換えることにより変動表示される構成としている。なお、上述した第
２図柄表示装置４１が本発明における普通識別情報変動表示手段に相当する。
【００４５】
　第３図柄表示装置４２は、例えば液晶表示装置で構成されており、後述する表示制御装
置４５により表示内容が制御される。第３図柄表示装置４２には、例えば、左、中及び右
の３つの装飾図柄列（図示省略）が表示される。各装飾図柄列（図示省略）は複数の装飾
図柄によって構成されており、これら装飾図柄が装飾図柄列（図示省略）毎にスクロール
されるようにして第３図柄表示装置４２に可変表示される。なお本実施の形態では、第３
図柄表示装置４２（液晶表示装置）は、例えば、１１インチサイズの大型の液晶ディスプ
レイを備える。可変表示装置ユニット３５には、正面視した状態で第３図柄表示装置４２
の表示画面をほぼ囲むようにしてこの第３図柄表示装置４２の前方側にセンターフレーム
４７が配設されている。本実施形態では第３図柄表示装置４２としてＬＣＤを採用するが
他の種類の画像表示装置（例えば、ＰＤＰ：プラズマ・ディスプレイ・パネルや、ＥＬ：
エレクトロ・ルミネッセンス・ディスプレイや、有機ＥＬなど）でもよい。なお、上述し
た第３図柄表示装置４２が本発明における装飾識別情報（図柄）変動表示手段に相当し、
上述した表示制御装置４５が本発明における表示制御手段に相当する。
【００４６】
　図４に示すように、可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い
閉状態であり、大当りの際に遊技球が入賞しやすい開状態と通常の閉状態とに繰り返し作
動されるものである。このように、大当りの際に可変入賞装置３２が開状態と通常の閉状
態とに繰り返し作動される状態は、特定遊技状態（例えば、大当り状態）と呼ばれ、可変
入賞装置３２に多数の遊技球が入球（入賞）し、その入賞に対して大量の遊技球が賞球払
い出しされることから、遊技者にとって有利な遊技状態である。つまり、本実施例のパチ
ンコ機１０は、遊技球の投入数（遊技球発射装置３８による遊技球の遊技領域３０ａへの
発射数）の方が、遊技球の賞球払出数（一般入賞口３１、可変入賞装置３２、始動入賞装
置３３、第３の始動口３４などへの遊技球の入球に基づく賞球払出数）よりも多い通常遊
技状態（遊技球消費状態）と、遊技球の賞球払出数の方が遊技球の投入数よりも多い特定
遊技状態（例えば、大当り状態）とに状態変移可能なものである。
【００４７】
　より詳しくは、第１の始動口３３ａに対し遊技球が入賞すると第１図柄表示装置４０の
２個のＬＥＤ４０ａ，４０ｂが変動表示され、その変動停止後のＬＥＤ４０ａ，４０ｂの
表示が予め設定した発光態様の組合せとなった場合に特定遊技状態が発生する。例えば、
両方のＬＥＤ４０ａ，４０ｂが赤色発光状態で停止するという発光態様の場合には、確変
大当り（特定当り）の特定遊技状態に当選したことを示し、両方のＬＥＤ４０ａ，４０ｂ
が青色発光状態で停止するという発光態様の場合には、通常大当り（非特定当り）の特定
遊技状態に当選したことを示し、両方のＬＥＤ４０ａ，４０ｂが互いに異なる色の発光状
態で停止するという発光態様の場合には外れ（特定遊技状態に落選したこと）を示す。
【００４８】
　上記と同様に、第２の始動口３３ｂに対し遊技球が入賞すると第１図柄表示装置４０の
２個のＬＥＤ４０ｄ，４０ｅが変動表示され、その変動停止後のＬＥＤ４０ｄ，４０ｅの
表示が予め設定した発光態様の組合せとなった場合に特定遊技状態が発生する。例えば、
両方のＬＥＤ４０ｄ，４０ｅが赤色発光状態で停止するという発光態様の場合には、確変
大当り（特定当り）の特定遊技状態に当選したことを示し、両方のＬＥＤ４０ｄ，４０ｅ
が青色発光状態で停止するという発光態様の場合には、通常大当り（非特定当り）の特定
遊技状態に当選したことを示し、両方のＬＥＤ４０ｄ，４０ｅが互いに異なる色の発光状
態で停止するという発光態様の場合には外れ（特定遊技状態に落選したこと）を示す。
【００４９】
　そして、可変入賞装置３２は、その大入賞口３２ａが所定の開放状態となり、遊技球が
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入賞しやすい状態（大当たり状態）になるよう構成されている。具体的には、当該開放状
態についての所定時間の経過又は所定個数の入賞を１ラウンドとして、可変入賞装置３２
の大入賞口３２ａが所定回数（ラウンド数）繰り返し開放される。また、遊技球が第１の
始動口３３ａを通過した回数は最大４回まで保留され、その保留回数が保留表示部４０ｃ
にて表示される。また、遊技球が第２の始動口３３ｂを通過した回数も最大４回まで保留
され、その保留回数が保留表示部４０ｆにて表示される。なお、保留表示部４０ｃ，４０
ｆは、第３図柄表示装置４２の表示画面の一部で保留表示するものとしているが、保留ラ
ンプなどを用いて点灯表示するようにしても良い。
【００５０】
　また、遊技盤３０には、図４に示すように、遊技球発射装置３８（図３参照）から発射
された遊技球を遊技盤３０上部へ案内するための複数本のレール５１，５２が取り付けら
れており、遊技球発射ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は複数本のレール
５１，５２の後述する球案内通路４９を通じて所定の遊技領域３０ａに案内される。複数
本のレール５１，５２は長尺状をなすステンレス製の金属帯状部材であり、内外二重に遊
技盤３０に取り付けられている。内レール５１は上方の約１／４ほどを除いて略縦楕円環
状に形成されている。外レール５２は、一部（主に左側部）が内レール５１に向かい合う
ようにして形成されている。かかる場合、内レール５１と外レール５２とにより誘導レー
ルが構成され、これら各レール５１，５２が所定間隔を隔てて並行する部分（向かって左
側の部分）により球案内通路４９が形成されている。なお、球案内通路４９は、遊技盤３
０との当接面を有した溝状、すなわち手前側を開放した溝状に形成されている。
【００５１】
　内レール５１の先端部分（図４の左上部）には、戻り球防止部材５３が取り付けられて
いる。これにより、一旦、内レール５１及び外レール５２間の球案内通路４９から遊技盤
３０の上部へと案内された遊技球が再度球案内通路４９内に戻ってしまうといった事態が
防止される。また、遊技盤３０が内枠１２に取り付けられた状態において、外レール５２
における、遊技球の最大飛翔部分に対応する位置（図４の右上部：外レール５２の先端部
に相当する部位）には、内枠１２に設けられた返しゴム５４（図４に二点鎖線で示す部材
）が位置している。従って、所定以上の勢いで発射された遊技球は、返しゴム５４に当た
って跳ね返されることになる。外レール５２は、長尺状をなすステンレス製の金属帯とし
ているので、遊技球の飛翔をより滑らかなものとする、つまり遊技球の摩擦抵抗を少なく
することができる。なお、図４に破線で示すように、外レール５２の先端部から内レール
５１の右側先端部までは、内枠１２に形成された壁部６０（図４に破線で示す）が位置す
ることにより、遊技領域３０ａが仕切られている。
【００５２】
　なお、遊技盤３０の右下隅部は、図４に示すように、証紙の製造番号（例えば、遊技機
の製造業者記号と一連の連続番号とからなる）が表記されている証紙シールＳ１が貼り付
けられた証紙部品７０を設けるためのスペースとして活用されている。遊技盤３０の右下
隅部に、証紙シールＳ１が貼り付けられた証紙部品７０を固定することで、遊技盤３０と
証紙との一義性を持たせることができる。
【００５３】
　また、内枠１２は、図３に示すように、その裏面側に遊技盤３０が取り付けられた状態
において、遊技盤３０の証紙部品７０が挿入位置する証紙用開口部７１を備えている。な
お、この内枠１２の証紙用開口部７１は、証紙部品７０の前面側全体が見える大きさとな
っている。
【００５４】
　次に、遊技盤３０の遊技領域３０ａについて説明する。遊技領域３０ａは、図４に示す
ように、内レール５１と外レール５２との内周部（内外レール）により略縦長円形状に区
画形成されており、特に本実施の形態では、遊技盤３０の盤面上に区画される当該遊技領
域３０ａが大きく構成されている。
【００５５】
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　本実施の形態では、遊技領域３０ａを、パチンコ機１０の正面から見て、内レール５１
及び外レール５２によって囲まれる領域のうち、内外レール５１，５２の並行部分である
誘導レールの領域を除いた領域としている。従って、遊技領域３０ａと言った場合には誘
導レール部分は含まないため、遊技領域３０ａの向かって左側限界位置は外レール５２に
よってではなく内レール５１によって特定される。同様に、遊技領域３０ａの向かって右
側限界位置は内レール５１によって特定される。また、遊技領域３０ａの下側限界位置は
遊技盤３０の下端位置によって特定される。また、遊技領域３０ａの上側限界位置は外レ
ール５２によって特定される。
【００５６】
　なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置３８には、前面枠セット１４の
図示省略の球出口（上皿１９の最下流部より通じる球出口）から遊技球が１つずつ供給さ
れる。
【００５７】
　次に、パチンコ機１０の背面の構成について説明する。図２に示すように、パチンコ機
１０は、その背面（実際には内枠１２及び遊技盤３０の背面）において、各種制御装置（
図示省略の主制御装置とサブ制御装置など）が上下左右に並べられるようにして又は前後
に重ねられるようにして配置されており、さらに、遊技球を供給するための遊技球供給装
置や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている。
【００５８】
　続いて、本実施例のパチンコ機１０のさらなる特徴部分である幕板３１０について、図
５～図１６を用いて説明する。
【００５９】
　図５は、実施例１のパチンコ機１０の外枠１１の下部側部分を示す一部破断前方斜視図
である。図６は、実施例１のパチンコ機１０の外枠１１の下部側部分を示す一部破断後方
斜視図である。図７は、実施例１の幕板３１０の天面側の分解斜視図である。図８は、実
施例１の外枠１１の幕板３１０の平面図である。図９は、実施例１の外枠１１の幕板３１
０の正面図である。図１０は、実施例１の外枠１１の幕板３１０の背面図である。図１１
は、前面枠セット１４が取り外された状態で外枠１１に対して内枠１２を閉じた状態のパ
チンコ機１０の下部側を示す部分正面図である。図１２は、図１１に示したＡ－Ａ線断面
斜視図である。図１３（ａ）は、図１１に示したＡ－Ａ線断面図であり、図１３（ｂ）は
、遊技球Ｂが遊技球許容空間３５０に入った状態を示す断面図である。図１４は、図１１
に示したＢ－Ｂ線断面斜視図である。図１５（ａ）～（ｃ）は、内枠１２が閉じられる各
様子を示すＢ－Ｂ線断面図である。図１６（ａ）～（ｃ）は、内枠１２が閉じられる際に
天板部３３０上の遊技球Ｂが乗り上げる様子を示すＢ－Ｂ線断面図である。
【００６０】
　実施例１のパチンコ機１０の外枠１１は、図５及び図６に示すように、その底板材１１
ｂ上箇所に、幅方向に亘る幕板３１０が取り付けられている。
【００６１】
　この幕板３１０は、図５～図７に示すように、外枠１１の底板材１１ｂと左板材１１ｃ
と右板材１１ｄとの内側空間に嵌合される、上部開口３２１を備えた有底箱状の本体部３
２０と、この本体部３２０の上部開口３２１を塞ぐ天板部３３０とを備えている。本体部
３２０は、図７に示すように、外枠１１の底板材１１ｂ上箇所に固定されている。また、
天板部３３０は、図７に示すように、ネジ３１１によって本体部３２０の上部開口３２１
を塞ぐようにしてネジ止めされている。
【００６２】
　なお、幕板３１０の本体部３２０及び天板部３３０は、例えば樹脂成型品であるが、金
属製としてもよい。
【００６３】
　また、本体部３２０の内部には、スピーカ３２２が配設されており、このスピーカ３２
２からの音声等が本体部３２０の正面右下箇所に形成された音出力部３２３から出力され
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、遊技者にさらなる遊技の音響による臨場感を与えている。この音出力部３２３は、図示
省略の多数の微小孔を備えたものとしており、当該音出力部３２３から不正具が挿入され
ないようにしている。
【００６４】
　また、内枠１２は、図２に示すように、幕板３１０上で外枠１１に対して開閉可能なも
のである。
【００６５】
　内枠１２には、図２に示すうように、その背面側に、樹脂ベース１２ａの開口部に遊技
領域３０ａが位置するようにして遊技盤３０が取り付けられるだけでなく、各種制御基板
（主制御基板、サブ制御基板、払出制御基板など）や遊技球通路部品などの種々の装置や
部品が取り付けられているため、重い物となっている。また、内枠１２と幕板３１０との
隙間が全く無い状態にすると、内枠１２が開閉軸Ｊ１に対して僅かに変形した場合には、
開閉の際に擦れて不快音が発生したり、開閉できないことになるため、内枠１２と幕板３
１０とに僅かの隙間（例えば１ミリ以下）が事実上必要になる。
【００６６】
　さらに、幕板３１０の天板部３３０は、図７に示すように、その幅方向及び上方向に延
出した、閉状態の内枠１２の裏面下部箇所と対向する、不正具の進入を防ぐ進入防止壁部
品３４０が取り付けられている。具体的には、進入防止壁部品３４０は、図７に示すよう
に、幕板３１０の天板部３３０にネジ３１２によってネジ止めされている。
【００６７】
　具体的には、進入防止壁部品３４０は、図７、図１２及び図１３に示すように、閉状態
の内枠１２の裏面下部箇所に対して少なくとも遊技球Ｂの１個分の奥行き間隔を空けて立
設された、幕板３１０の天板部３３０の幅方向に延びる奥壁部３４１と、この奥壁部３４
１の上端が当該パチンコ機１０の前方方向（開閉方向の開き方向）に向けて内枠１２に対
して非接触に突出した、天板部３３０に対して少なくとも遊技球Ｂの１個分の高さ間隔を
空けた突出上板３４２とを備えている。
【００６８】
　つまり、進入防止壁部品３４０は、図５、図８、図９、図１２及び図１３に示すように
、内枠１２を閉じた状態において、幕板３１０の天板部３３０上の遊技球Ｂが入る遊技球
許容空間３５０を備えている。
【００６９】
　具体的には、遊技球許容空間３５０は、図１３（ｂ）に示すように、奥壁部３４１と突
出上板３４２と幕板３１０の天板部３３０とで囲われた空間である。この遊技球許容空間
３５０は、図５に示すように、内枠１２等の部品配置の都合上の理由から、天板部３３０
の左端部を除いた幅長さとしている。
【００７０】
　幕板３１０の天板部３３０は、図７、図１２及び図１３に示すように、遊技球許容空間
３５０の箇所に、パチンコ機１０の前面側に向けて下り傾斜となる傾斜面３３１を備えて
いる。この傾斜面３３１の高さは例えば３．５ミリ、傾斜面３３１の底辺は例えば１８．
６ミリ、傾斜面３３１の角度は例えば１０．６度としているが、それ以外の値であっても
よい。
【００７１】
　さらに、天板部３３０は、図５、図７及び図９に示すように、遊技球許容空間３５０を
区分けする、突出上板３４２と幕板３１０の天板部３３０とを繋ぐ複数個（本実施例では
２個）の仕切壁３３２が、進入防止壁部品３４０の幅方向で所定の間隔を空けて設けられ
ている。
【００７２】
　また、この仕切壁３３２は、図７及び図９に示すように、内枠１２と対向する側である
前方側が先細りとなっている。
【００７３】
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　続いて、幕板３１０の天板部３３０の左端部箇所について説明する。
【００７４】
　さらに、幕板３１０の天板部３３０の左端部箇所には、図５、図７～図９及び図１４に
示すように、進入防止壁部品３４０の手前側箇所に、内枠１２を閉じる際において当該天
板部３３０上の遊技球Ｂが進入防止壁部品３４０に乗り上がるように当該進入防止壁部品
３４０の上部側途中高さまで上り案内する上り案内傾斜面３３３を備えている。
【００７５】
　また、進入防止壁部品３４０は、図７、図８、図１４及び図１５に示すように、その上
面左端部箇所で且つ上り案内傾斜面３３３に近い側の箇所に、当該パチンコ機１０の前面
側に向けて下り傾斜となる上部傾斜面３４３を備えている。
【００７６】
　具体的には、天板部３３０の左端部箇所には、図５～図７及び図１４に示すように、コ
ネクタ基板３６０が取り付けられる取付凹部３３４を備えている。コネクタ基板３６０は
、図７に示すように、２個のコネクタ部３６１，３６２を備えている。左側のコネクタ部
３６１は、サブ制御基板との配線が接続されるものであり、右側のコネクタ部３６２は、
スピーカ３２２との配線が接続されるものである。この取付凹部３３４に、コネクタ基板
３６０が挿入された状態で、進入防止壁部品３４０が天板部３３０上に取り付けられる。
左側のコネクタ部３６１は、図８に示すように、天板部３３０の平面視で見え、右側のコ
ネクタ部３６２は、図１０に示すように、幕板３１０の裏面視で見えている。
【００７７】
　左側のコネクタ部３６１は、サブ制御基板との配線が接続されるものであるため、内枠
１２を新規品に交換取り付けしたり、内枠１２を外枠１１から取り外したりする際に、取
り外しが必要となるところである。したがって、左側のコネクタ部３６１は、その接続作
業性や接続確実性の観点から見易さを優先するために、図５に示すように、内枠１２の開
状態で見えるように配置されている。
【００７８】
　右側のコネクタ部３６２は、スピーカ３２２との配線が接続されるものであるため、一
旦接続されたら基本的に取り外しされないものであり、内枠１２の交換等の際に無関係な
ものである。したがって、右側のコネクタ部３６２は、図５に示すように、裏側に配置し
て邪魔にならないようにしている。
【００７９】
　なお、上述した外枠１１が本発明における被取付部品に相当し、上述した幕板３１０が
本発明における第１部材に相当し、上述した内枠１２が本発明における第２部材に相当し
、上述した天板部３３０が本発明における天面部に相当し、上述した進入防止壁部品３４
０が本発明における進入防止部に相当し、上述した遊技球許容空間３５０が本発明におけ
る遊技球許容空間３５０部に相当し、上述した奥壁部３４１が本発明における立設壁部に
相当し、上述した突出上板３４２が本発明における突出板部に相当し、上述した仕切壁３
３２が本発明における仕切部に相当する。
【００８０】
　ここで、内枠１２を閉じる際に幕板３１０の天板部３３０上で左端以外の箇所に位置す
る遊技球Ｂが進入防止壁部品３４０の遊技球許容空間３５０に許容（入る）されることに
ついて、図面を用いて説明する。
【００８１】
　まず、内枠１２を開くあるいは閉じる際に、内枠１２等から幕板３１０の天板部３３０
上に遊技球Ｂが落下し、天板部３３０上で左端以外の箇所に遊技球Ｂが存在することがあ
る。
【００８２】
　そして、幕板３１０の天板部３３０上で左端以外の箇所に遊技球Ｂが存在する状態にお
いて、内枠１２を閉じると、この内枠１２によって天板部３３０上で左端以外の箇所に位
置する遊技球Ｂが後押しされて進入防止壁部品３４０の方に寄せられる。
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【００８３】
　このとき、天板部３３０上で左端以外の箇所に位置する遊技球Ｂは、内枠１２による後
押しによって当該天板部３３０の傾斜面３３１を上っていき、図５、図１２及び図１３に
示すように、遊技球許容空間３５０に入った状態となったり、遊技球許容空間３５０に近
づいた状態となる。
【００８４】
　続いて、内枠１２が完全に外枠１１に対して閉じられると、図１２及び図１３に示すよ
うに、内枠１２によって後押しされた天板部３３０上で左端以外の箇所に位置する遊技球
Ｂは、最終的に遊技球許容空間３５０に入った状態で維持される。
【００８５】
　図１３（ｂ）に示すように、遊技球許容空間３５０に許容された遊技球Ｂは、奥行き方
向に移動可能であるため、内枠１２及び進入防止壁部品３４０で挟み込まれた状態とはな
らない。
【００８６】
　また、図１３（ｂ）に示すように、内枠１２の裏面側下部で進入防止壁部品３４０と対
向する箇所には、かかる内枠１２を補強し且つアース接続された金属部材１２ｂが備えら
れている。また、遊技球許容空間３５０に許容された遊技球Ｂは、図１３（ｂ）に示すよ
うに、傾斜面３３１上に位置しているため、内枠１２が開けられると、この傾斜面３３１
を下っていき、幕板３１０の天板部３３０から排出される。
【００８７】
　なお、図１３（ｂ）に示すように、遊技球許容空間３５０に入れられた遊技球Ｂが内枠
１２の金属部材１２ｂと接触しており、帯電していた遊技球Ｂの電荷を金属部材１２ｂを
通じて放電することができる。
【００８８】
　次に、内枠１２を閉じる際に幕板３１０の天板部３３０上で左端箇所に位置する遊技球
Ｂが進入防止壁部品３４０に乗り上がることについて、図面を用いて説明する。
【００８９】
　まず、内枠１２を開くあるいは閉じる際に、内枠１２等から幕板３１０の天板部３３０
上に遊技球Ｂが落下し、天板部３３０上で左端箇所に遊技球Ｂが存在することがある。
【００９０】
　そして、幕板３１０の天板部３３０上で左端箇所に遊技球Ｂが存在する状態において、
内枠１２を閉じると、図１６（ａ）に示すように、この内枠１２によって天板部３３０上
で左端箇所に位置する遊技球Ｂが後押しされて進入防止壁部品３４０の方に寄せられる。
【００９１】
　このとき、天板部３３０上で左端箇所に位置する遊技球Ｂは、内枠１２による後押しに
よって当該天板部３３０の上り案内傾斜面３３３を上っていき、図１６（ｂ）に示すよう
に、進入防止壁部品３４０上面に乗り上がったり、その乗り上がり勢いで図１６（ｃ）の
矢印方向に進んで進入防止壁部品３４０を乗り越えて行くことになる。
【００９２】
　続いて、内枠１２が完全に外枠１１に対して閉じられると、内枠１２によって後押しさ
れた天板部３３０上で左端箇所に位置した遊技球Ｂが、図１６（ｂ）に示すように進入防
止壁部品３４０上面に乗り上がるとともに内枠１２の裏面側下部の金属部材１２ｂに当接
した状態で維持されたり、図１６（ｃ）に矢印で示すように進入防止壁部品３４０を乗り
越えたりする。
【００９３】
　進入防止壁部品３４０上面に乗り上がった遊技球Ｂは、図１６（ｂ）に示すように、そ
の手前側が内枠１２の金属部材１２ｂに当接しただけ奥行き方向に移動可能であるため、
内枠１２及び進入防止壁部品３４０で挟み込まれた状態とはならない。
【００９４】
　また、進入防止壁部品３４０上面に乗り上がった遊技球Ｂは、図１６（ｂ）に示すよう
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に、上部傾斜面３４３上に位置しているため、内枠１２が開けられると、この上部傾斜面
３４３を下っていき、幕板３１０の天板部３３０から排出される。
【００９５】
　上述したように、本実施例１のパチンコ機１０によれば、当該パチンコ機１０の外殻を
形成し遊技場の遊技島に固定される外枠１１と、この外枠１１の底板材１１ｂ上で幅方向
に亘って設けられた幕板３１０と、この幕板３１０上で外枠１１に対して開閉可能な内枠
１２と、を備え、幕板３１０は、その天板部３３０で幅方向及び上方向に延出した、閉状
態の内枠１２の裏面下部箇所と対向する、不正具の進入を防ぐ進入防止壁部品３４０を備
え、この進入防止壁部品３４０は、内枠１２を閉じた状態において幕板３１０の天板部３
３０上の遊技球Ｂが入る遊技球許容空間３５０を備えている。
【００９６】
　したがって、幕板３１０の天板部３３０上に遊技球Ｂが存する状態において内枠１２を
閉じたとしても、この遊技球Ｂは遊技球許容空間３５０に入るので、内枠１２を閉じる際
に遊技球Ｂが当該内枠１２と進入防止壁部品３４０とに挟み込まれることがなく、遊技球
Ｂの挟み込みによって内枠１２あるいは進入防止壁部品３４０が破損することを低減でき
る。また、内枠１２と幕板３１０の天板部３３０との隙間から不正具を入れようとしても
、進入防止壁部品３４０によってその進入を阻むことができ、内枠１２と幕板３１０との
隙間からの不正具の進入を低減できる。
【００９７】
　また、内枠１２を外枠１１に対して閉じた状態において、内枠１２と幕板３１０との間
に剛性のある棒状部材を挿入してテコの原理等で内枠１２を不正に持ち上げてその隙間に
不正具を進入させる不正行為が懸念されるが、内枠１２が外枠１１に閉じられた状態であ
るため、当該内枠１２の持ち上げ高さは最大で例えば２、３ミリ程度であるのに対して、
進入防止壁部品３４０の遊技球許容空間３５０は遊技球Ｂが入る大きさであることから、
この進入防止壁部品３４０の高さは少なくとも遊技球Ｂの直径（例えば１１ミリ）よりも
大きくすることができ、内枠１２を不正に持ち上げて当該内枠１２と幕板３１０の天板部
３３０との隙間から不正具を入れようとしても、進入防止壁部品３４０によってその進入
を阻むことができ、内枠１２と幕板３１０との隙間からの不正具の進入を低減できる。
【００９８】
　その結果、内枠１２と幕板３１０との隙間からの不正具の進入を低減できるとともに、
遊技球Ｂの挟み込みによる損傷を低減できるパチンコ機１０を提供することができる。ま
た、不正行為がされても内枠１２と外枠１１間に隙間が生じないように内枠１２と外枠１
１との寸法精度を高めることが考えられるが、そうするとコスト高となるばかりでなく、
少しでも歪が生じると内枠１２の開閉に支障が生じることになる。これに対して、本実施
例のパチンコ機１０によれば、内枠１２と外枠１１とにマージンを有していても不正防止
できることから、寸法精度を必要以上に高める必要が無く、寸法精度向上によるコスト高
を低減できる。
【００９９】
　また、幕板３１０の天板部３３０における遊技球許容空間３５０の箇所での傾斜面３３
１は、パチンコ機１０の前面側に向けて下り傾斜となっているので、遊技球許容空間３５
０に入った遊技球Ｂは、内枠１２が開けられると、その傾斜面３３１によってパチンコ機
１０の前面側に自動的に排出されるため、遊技球許容空間３５０への遊技球Ｂの溜まり込
みを解消できる。
【０１００】
　また、進入防止壁部品３４０は、閉状態の内枠１２の裏面下部箇所に対して少なくとも
遊技球Ｂの１個分の奥行き間隔を空けて立設された、幕板３１０の天板部３３０の幅方向
に延びる奥壁部３４１と、この奥壁部３４１より当該パチンコ機１０の前方方向（開閉方
向の開き方向）に向けて内枠１２に対して非接触に突出した、天板部３３０に対して少な
くとも遊技球Ｂの１個分の高さ間隔を空けた突出上板３４２とを備え、遊技球許容空間３
５０は、奥壁部３４１と突出上板３４２と幕板３１０の天板部３３０とで囲われた空間で
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ある。したがって、内枠１２が勢いよく閉められたとしても、幕板３１０の天板部３３０
上の遊技球Ｂが突出上板３４２で頭打ちされて遊技球許容空間３５０に止めることができ
る。つまり、幕板３１０の天板部３３０上の遊技球Ｂが進入防止壁部品３４０を飛び越え
ることがなく、遊技球許容空間３５０に入った状態とすることができる。また、突出上板
３４２は、奥壁部３４１の上部で内枠１２に向けられているので、この突出上板３４２の
先端と内枠１２との間に不正具を進入させることが困難であり、内枠１２と幕板３１０と
の隙間からの不正具の進入をさらに低減できる。
【０１０１】
　また、複数個（本実施例では２個）の仕切壁３３２は、遊技球許容空間３５０を区分け
するとともに、突出上板３４２と幕板３１０の天板部３３０とを繋ぐものであり、進入防
止壁部品３４０の幅方向で所定の間隔を空けて設けられている。したがって、複数個（２
個）の仕切壁３３２によって突出上板３４２と幕板３１０の天板部３３０とが繋がれてい
るので、進入防止壁部品３４０に大きな力を加えることで当該進入防止壁部品３４０を撓
ませて不正な隙間を作ることを低減できる。
【０１０２】
　また、仕切壁３３２は、内枠１２と対向する側である前方側が先細りとなっているので
、幕板３１０の天板部３３０上の遊技球Ｂが丁度仕切壁３３２に位置していたとしても、
遊技球Ｂをその先細り部分で左右に振り分けることができ、かかる遊技球Ｂを仕切壁３３
２と内枠１２とで挟み込むことを低減できる。
【０１０３】
　また、パチンコ機１０の外殻を形成し遊技場の遊技島に固定される外枠１１と、この外
枠１１の底板材１１ｂ上で幅方向に亘って設けられた幕板３１０と、この幕板３１０上で
外枠１１に対して開閉可能な内枠１２と、を備え、幕板３１０は、閉状態の内枠１２の一
部が上方に位置される天板部３３０に対して内枠１２の閉鎖方向側であって閉状態の内枠
１２の裏面下部箇所と対向する位置において、幅方向及び上方向に延出した進入防止壁部
品３４０を備え、幕板３１０の天板部３３０は、進入防止壁部品３４０の手前側箇所に、
内枠１２を閉じる際において幕板３１０の当該天板部３３０上の遊技球Ｂが進入防止壁部
品３４０に乗り上がるように当該進入防止壁部品３４０の上部側途中高さまで上り案内す
る上り案内傾斜面３３３を備えている。
【０１０４】
　したがって、幕板３１０の天板部３３０上に遊技球Ｂが存する状態において内枠１２を
閉じたとしても、この遊技球Ｂは上り案内傾斜面３３３によって進入防止壁部品３４０の
上部側途中高さまで上り案内されて当該進入防止壁部品３４０に乗り上がるので、内枠１
２を閉じる際に遊技球Ｂが当該内枠１２と進入防止壁部品３４０とに挟み込まれることが
なく、遊技球Ｂの挟み込みによって内枠１２あるいは進入防止壁部品３４０が破損するこ
とを低減できる。また、内枠１２と幕板３１０との隙間から不正具を入れようとしても、
不正具が幕板３１０の天板部３３０の上り案内傾斜面３３３に沿って進入防止壁部品３４
０の上部側途中高さまで案内されるに止まり、不正具の先端が進入防止壁部品３４０の上
部側途中高さ箇所で当るため、進入防止壁部品３４０によってその進入を阻むことができ
、内枠１２と幕板３１０との隙間からの不正具の進入を低減できる。
【０１０５】
　また、内枠１２を外枠１１に対して閉じた状態において、内枠１２と幕板３１０との間
に剛性のある棒状部材を挿入してテコの原理等で内枠１２を不正に持ち上げてその隙間に
不正具を進入させる不正行為が懸念されるが、内枠１２が外枠１１に閉じられた状態であ
るため、当該内枠１２の持ち上げ高さは最大で例えば２、３ミリ程度であるのに対して、
幕板３１０の天板部３３０上に上り案内傾斜面３３３を設けることで進入防止壁部品３４
０の高さを遊技球Ｂの直径（例えば１１ミリ）などとすることもでき、内枠１２を不正に
持ち上げて当該内枠１２と幕板３１０との隙間から不正具を入れようとしても、進入防止
壁部品３４０の上部側によってその進入を阻むことができ、内枠１２と幕板３１０との隙
間からの不正具の進入を低減できる。
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【０１０６】
　その結果、内枠１２と幕板３１０との隙間からの不正具の進入を低減できるとともに、
遊技球Ｂの挟み込みによる損傷を低減できるパチンコ機１０を提供することができる。ま
た、不正行為がされても内枠１２と外枠１１間に隙間が生じないように内枠１２と外枠１
１との寸法精度を高めることが考えられるが、そうするとコスト高となるばかりでなく、
少しでも歪が生じると内枠１２の開閉に支障が生じることになる。これに対して、本実施
例のパチンコ機１０によれば、内枠１２と外枠１１とにマージンを有していても不正防止
できることから、寸法精度を必要以上に高める必要が無く、寸法精度向上によるコスト高
を低減できる。
【０１０７】
　また、進入防止壁部品３４０は、その上面で上り案内傾斜面３３３に近い側の箇所に、
当該パチンコ機１０の前面側に向けて下り傾斜となる上部傾斜面３４３を備えているので
、進入防止壁部品３４０に乗り上げた遊技球Ｂは、内枠１２が開けられると、その上部傾
斜面３４３によってパチンコ機１０前面側に自動的に排出されるため、進入防止壁部品３
４０の上面への遊技球Ｂの溜まり込みを解消できる。
【実施例２】
【０１０８】
　次に、実施例２のパチンコ機１０について、図１７及び図１８を用いて説明する。図１
７（ａ）は、前面枠セット１４が取り外された状態で外枠１１に対して内枠１２を閉じた
状態の実施例２のパチンコ機１０の下部側を示す縦断面図であり、図１７（ｂ）は、図１
７（ａ）において遊技球Ｂが存する状態を示す縦断面図である。図１８は、実施例２のパ
チンコ機１０の外枠１１の下部側部分を示す一部破断前方斜視図である。
【０１０９】
　前述した実施例１では、進入防止壁部品３４０は遊技球許容空間３５０を備えものとし
ていたが、実施例２では、進入防止壁部品３４０に替えて、内枠１２の裏面側下部箇所に
遊技球許容空間３５０を形成するための切欠部３７０を備えている点が、前述の実施例１
とは異なっている。
【０１１０】
　内枠１２は、図１７に示すように、その裏面下部箇所で進入防止壁部品３４０と対向す
る箇所に、少なくとも遊技球Ｂの１個分の奥行き深さ及び高さで切り欠かれた、幕板３１
０の幅方向に亘る切欠部３７０を備えている。
【０１１１】
　実施例２の進入防止壁部品３４０は、図１８に示すように、突出上板３４２を存しない
ものである。図１７に示すように、遊技球許容空間３５０は、切欠部３７０と幕板３１０
とで囲われた空間である。
【０１１２】
　また、進入防止壁部品３４０は、図１７に示すように、その高さが切欠部３７０よりも
高くなっている。
【０１１３】
　進入防止壁部品３４０には、図１８に示すように、その幅方向で所定の間隔を空けて複
数個の仕切壁３３２が設けられている。この複数個（２個）の仕切壁３３２は、図１８に
示すように、遊技球許容空間３５０を区分けするとともに、進入防止壁部品３４０と幕板
３１０の天板部３３０とを繋ぐものである。
【０１１４】
　仕切壁３３２は、図１８に示すように、内枠１２と対向する側である前方側が先細りと
なっている。
【０１１５】
　上述したように、本実施例２のパチンコ機１０によれば、内枠１２は、その裏面下部箇
所で進入防止壁部品３４０と対向する箇所に、少なくとも遊技球Ｂの１個分の奥行き深さ
及び高さで切り欠かれた、幕板３１０の幅方向に亘る切欠部３７０を備え、遊技球許容空
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間３５０は、切欠部３７０と幕板３１０とで囲われた空間であり、進入防止壁部品３４０
は、切欠部３７０よりも高くなっている。したがって、内枠１２が勢いよく閉められたと
しても、幕板３１０の天板部３３０上の遊技球Ｂが内枠１２の切欠部３７０の内側上部箇
所で頭打ちされて遊技球許容空間３５０に止めることができる。つまり、幕板３１０の天
板部３３０上の遊技球Ｂが進入防止壁部品３４０を飛び越えることがなく、遊技球許容空
間３５０に入った状態とすることができる。
【０１１６】
　また、複数個（２個）の仕切壁３３２は、遊技球許容空間３５０を区分けするとともに
、当該進入防止壁部品３４０と幕板３１０の天板部３３０とを繋ぐものであり、進入防止
壁部品３４０の幅方向で所定の間隔を空けて複数個（２個）の仕切壁３３２が設けられて
いる。したがって、複数個（２個）の仕切壁３３２によって進入防止壁部品３４０と幕板
３１０の天板部３３０とが繋がれているので、進入防止壁部品３４０に大きな力を加える
ことで当該進入防止壁部品３４０を撓ませて不正な隙間を作ることを低減できる。
【０１１７】
　また、仕切壁３３２は、内枠１２と対向する側である前方側が先細りとなっているので
、幕板３１０の天板部３３０上の遊技球Ｂが丁度仕切壁３３２に位置していたとしても、
遊技球Ｂをその先細り部分で左右に振り分けることができ、かかる遊技球Ｂを仕切壁３３
２と内枠１２とで挟み込むことを低減できる。
【実施例３】
【０１１８】
　次に、実施例３のパチンコ機１０について、図１９を用いて説明する。図１９（ａ）は
、幕板３１０の天板部３３０上の進入防止壁部品３４０の左端箇所部分の縦断面図であり
、図１９（ｂ）は、図１９（ａ）での内枠１２と幕板３１０との間から薄板状の不正具Ｔ
を進入させようとしている状態を示す縦断面図である。
【０１１９】
　実施例３の進入防止壁部品３４０の左端箇所部分には、凹部３４４が形成されている点
が前述の実施例１及び２とは異なっている。
【０１２０】
　図１９（ａ）に示すように、進入防止壁部品３４０の左端箇所は、その上部側で上り案
内傾斜面３３３に近い方の面箇所に、その横幅方向に延びた凹部３４４を備えている。
【０１２１】
　この凹部３４４は、図１９（ａ）に示すように、遊技球Ｂの半径よりも小さい細隙であ
る。
【０１２２】
　なお、上述した凹部３４４が本発明における窪み部に相当する。
【０１２３】
　上述したように、本実施例３のパチンコ機１０によれば、進入防止壁部品３４０は、そ
の上部側で、且つ、上り案内傾斜面３３３に近い方の面箇所に、その横幅方向に延びた凹
部３４４を備えているので、内枠１２と幕板３１０との隙間から不正具Ｔを入れようとし
ても、その不正具Ｔの先端が進入防止壁部品３４０の上部側の凹部３４４に嵌ってそれ以
上進入できないことから、その進入を阻むことができ、内枠１２と幕板３１０との隙間か
らの不正具Ｔの進入を低減できる。
【０１２４】
　また、進入防止壁部品３４０の凹部３４４は、遊技球Ｂの半径よりも小さい細隙である
ので、遊技球Ｂが進入防止壁部品３４０に乗り上がる際に障害とならないし、薄板状の不
正具Ｔを内枠１２と幕板３１０との隙間から入れようとしても、その不正具Ｔの先端が進
入防止壁部品３４０の上部側の細隙に嵌ってそれ以上進入できないことから、その進入を
阻むことができ、内枠１２と幕板３１０との隙間からの不正具Ｔの進入を低減できる。
【実施例４】
【０１２５】
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　次に、実施例４のパチンコ機１０について、図２０～図３２を用いて説明する。図２０
は、実施例４のパチンコ機１０の外枠１１の下部側部分を示す一部破断前方斜視図である
。図２１は、実施例４の幕板３１０の天面側の分解斜視図である。図２２は、実施例４の
外枠１１の幕板３１０の平面図である。図２３は、実施例４の外枠１１の幕板３１０の正
面図である。図２４は、実施例４の外枠１１の幕板３１０の背面図である。図２５は、前
面枠セット１４が取り外された状態で外枠１１に対して内枠１２を閉じた状態のパチンコ
機１０の下部側の傾斜リブ３３５の箇所を示す一部破断斜視図である。図２６（ａ）～（
ｃ）は、内枠１２が閉じられる際に天板部３３０上の遊技球Ｂが乗り上げる様子を示す縦
断面図である。図２７（ａ）～（ｃ）は、内枠１２が閉じられる各様子を示す傾斜リブ３
３５の箇所の縦断面図である。図２８は、前方右上から見た内枠１２及び外枠１１の一部
破断分解斜視図である。図２９は、前方左下から見た内枠１２及び外枠１１の一部破断分
解斜視図である。図３０は、後方右上から見た内枠１２及び外枠１１の一部破断分解斜視
図である。図３１は、後方左下から見た内枠１２及び外枠１１の一部破断分解斜視図であ
る。図３２（ａ）は実施例４の傾斜リブ３３５と許容切欠部３８０との咬合状態を示す平
面図であり、図３２（ｂ）は内枠１２を閉じる際に幕板３１０の天板部３３０の傾斜リブ
３３５が内枠１２の許容切欠部３８０に挿入直前の状態を示す平面図であり、図３２（ｃ
）は実施例４の傾斜リブ３３５と許容切欠部３８０との咬合状態を示す側面図であり、図
３２（ｄ）は内枠１２が不正に持ち上げられたときの傾斜リブ３３５と許容切欠部３８０
との咬合状態を示す側面図である。
【０１２６】
　実施例４の幕板３１０は、実施例１の幕板３１０の上り案内傾斜面３３３に替えて、図
２０に示すように傾斜リブ３３５を備えるとともに、図３１に示すように内枠１２の裏面
下部側に許容切欠部３８０を備えている点が前述の実施例１とは異なっている。
【０１２７】
　なお実施例４では、前述の実施例１と同様の構成についてはその説明を省略し、傾斜リ
ブ３３５や許容切欠部３８０など前述の実施例１とは異なる構成等について、以下に詳細
に説明する。
【０１２８】
　幕板３１０は、図２０に示すように、その天板部３３０の左端箇所で、且つ、進入防止
壁部品３４０の内枠１２側の箇所に、当該内枠１２側に突出した傾斜リブ３３５が複数個
（本実施例では、例えば、６個）幅方向に並設されている。
【０１２９】
　傾斜リブ３３５は、図２０及び図３２（ａ），（ｂ）に示すように、内枠１２側に向け
て下り傾斜となるものである。
【０１３０】
　傾斜リブ３３５は、図２６に示すように、内枠１２を閉じる際において、幕板３１０の
天板部３３０上の遊技球Ｂが進入防止壁部品３４０に乗り上がるように上り案内するもの
である。
【０１３１】
　この６個の傾斜リブ３３５は、図３２（ｂ）に示すように、遊技球Ｂの直径以下の間隔
を空けて並設されている。また、傾斜リブ３３５は、図２３に示すように、その高さは例
えば遊技球Ｂの３／４程度（８ミリ程度）であり、その横幅は例えば遊技球Ｂの１／４程
度（３ミリ程度）である。
【０１３２】
　また、内枠１２は、図２９～図３１に示すように、その裏面下部箇所に、傾斜リブ３３
５が挿入可能な許容切欠部３８０が幅方向に複数個（本実施例では、例えば、６個）形成
されている。
【０１３３】
　この６個の許容切欠部３８０は、図３２（ａ），（ｂ）に示すように、傾斜リブ３３５
の横幅よりも大きく且つ遊技球Ｂの直径以下の間隔を空けて並べて形成されている。
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【０１３４】
　また、許容切欠部３８０は、図３１及び図３２（ｃ）に示すように、その切欠き深さは
最大で例えば遊技球Ｂの３／４程度（８ミリ程度）であり、その切欠き横幅は例えば傾斜
リブ３３５の横幅（遊技球Ｂの１／４程度（３ミリ程度））よりも大きく遊技球Ｂの直径
よりも小さい範囲内の大きさ（本実施例では、例えば７ミリ程度）である。
【０１３５】
　図２７（ｃ）及び図３２（ａ）に示すように、内枠１２を外枠１１に閉じた状態におい
て、内枠１２の複数個（６個）の許容切欠部３８０と、幕板３１０の複数個（６個）の傾
斜リブ３３５とが咬合している。
【０１３６】
　なお、図２５の拡大図は、傾斜リブ３３５及び許容切欠部３８０の箇所を縦断面した図
であるため、平面視円弧状の傾斜リブ３３５の一部と、その傾斜リブ３３５が挿入された
状態の許容切欠部３８０の一部とが現れている。
【０１３７】
　また、図２に示すように、内枠１２は外枠１１に対して開閉軸Ｊ１を回動中心として回
動して開閉するため、各傾斜リブ３３５は、図３２（ａ），（ｂ）に示すように、平面視
で緩やかな円弧状となっており、内枠１２の許容切欠部３８０も平面視円弧状の傾斜リブ
３３５が挿入可能に横断面平面視で円弧状となっている。
【０１３８】
　なお、上述した傾斜リブ３３５が本発明における突出部及び傾斜突出部に相当し、上述
した許容切欠部３８０が本発明における挿入部に相当する。
【０１３９】
　ここで、内枠１２を閉じる際に幕板３１０の天板部３３０上で左端箇所に位置する遊技
球Ｂが傾斜リブ３３５によって進入防止壁部品３４０に乗り上がることについて、図面を
用いて説明する。
【０１４０】
　まず、内枠１２を開くあるいは閉じる際に、内枠１２等から幕板３１０の天板部３３０
上に遊技球Ｂが落下し、天板部３３０上で左端箇所（傾斜リブ３３５の前方箇所）に遊技
球Ｂが存在することがある。
【０１４１】
　そして、幕板３１０の天板部３３０上で左端箇所（傾斜リブ３３５の前方箇所）に遊技
球Ｂが存在する状態において、内枠１２を閉じると、図２６（ａ）に示すように、この内
枠１２によって天板部３３０上で左端箇所（傾斜リブ３３５の前方箇所）に位置する遊技
球Ｂが後押しされて進入防止壁部品３４０の方に寄せられて、傾斜リブ３３５の下流側に
位置する。
【０１４２】
　このとき、天板部３３０上で左端箇所に位置する遊技球Ｂは、図２６（ｂ）に示すよう
に、内枠１２による後押しによって当該天板部３３０の傾斜リブ３３５を上っていき、図
２６（ｃ）に示すように、進入防止壁部品３４０上面に乗り上がったり、その乗り上がり
勢いで図２６（ｃ）の矢印方向に進んで進入防止壁部品３４０を乗り越えて行くことにな
る。
【０１４３】
　続いて、内枠１２が完全に外枠１１に対して閉じられると、内枠１２によって後押しさ
れた天板部３３０上で左端箇所に位置した遊技球Ｂが、図２６（ｂ）に示すように進入防
止壁部品３４０上面に乗り上がるとともに内枠１２の裏面側下部に当接した状態で維持さ
れたり、図２６（ｃ）に矢印で示すように進入防止壁部品３４０を乗り越えたりする。
【０１４４】
　進入防止壁部品３４０上面に乗り上がった遊技球Ｂは、図２６（ｃ）に示すように、そ
の手前側が内枠１２の裏面側下部に当接しただけ奥行き方向に移動可能であるため、内枠
１２及び進入防止壁部品３４０で挟み込まれた状態とはならない。
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【０１４５】
　また、進入防止壁部品３４０上面に乗り上がった遊技球Ｂは、図２６（ｃ）に示すよう
に、上部傾斜面３４３上に位置しているため、内枠１２が開けられると、この上部傾斜面
３４３を下っていき、幕板３１０の天板部３３０から排出される。
【０１４６】
　上述したように、本実施例４のパチンコ機１０によれば、パチンコ機１０の外殻を形成
し遊技場（ホール）の遊技島に固定される外枠１１と、この外枠１１の底部上で幅方向に
亘って設けられた幕板３１０と、この幕板３１０上で外枠１１に対して開閉可能な内枠１
２と、を備え、幕板３１０は、閉状態の内枠１２の一部が上方に位置される天板部３３０
に対して内枠１２の閉鎖方向側であって閉状態の内枠１２の裏面下部箇所と対向する位置
において、幅方向及び上方向に延出した進入防止壁部品３４０を備え、さらに、幕板３１
０は、その天板部３３０で進入防止壁部品３４０の開き方向側の箇所に、当該開閉軸Ｊ１
方向に突出しかつ開閉方向に延出した傾斜リブ３３５が複数個（６個）幅方向に並設され
ており、この傾斜リブ３３５は、内枠１２を閉じる際において幕板３１０の天板部３３０
上の遊技球Ｂが進入防止壁部品３４０に乗り上がるように上り案内するものであり、内枠
１２は、その裏面下部箇所に、傾斜リブ３３５が挿入可能な許容切欠部３８０が幅方向に
複数個形成されており、内枠１２を外枠１１に閉じた状態において、当該内枠１２の複数
個（６個）の許容切欠部３８０と幕板３１０の複数個の傾斜リブ３３５とが咬合している
。
【０１４７】
　したがって、幕板３１０の天板部３３０上に遊技球Ｂが存する状態において内枠１２を
閉じたとしても、この遊技球Ｂは傾斜リブ３３５によって上り案内されて進入防止壁部品
３４０に乗り上がるので、内枠１２を閉じる際に遊技球Ｂが当該内枠１２と進入防止壁部
品３４０とに挟み込まれることがなく、遊技球Ｂの挟み込みによって内枠１２あるいは進
入防止壁部品３４０が破損することを低減できる。また、内枠１２と幕板３１０の天板部
３３０との隙間から不正具を入れようとしても、内枠１２を外枠１１に閉じた状態におい
て、内枠１２の複数個の許容切欠部３８０と幕板３１０の複数個の傾斜リブ３３５との咬
合によって、不正具の進入を阻むことができ、内枠１２と幕板３１０との隙間からの不正
具の進入を低減できる。
【０１４８】
　また、内枠１２を外枠１１に対して閉じた状態（図３２（ｃ）参照）において、内枠１
２と幕板３１０との間に剛性のある棒状部材を挿入してテコの原理等で内枠１２を不正に
持ち上げてその隙間に不正具を進入させる不正行為が懸念されるが、内枠１２が外枠１１
に閉じられた状態であるため、当該内枠１２の持ち上げ高さは最大で例えば２、３ミリ程
度であるのに対して、幕板３１０の天板部３３０上の遊技球Ｂが傾斜リブ３３５によって
上り案内されることから、この進入防止壁部品３４０の高さは少なくとも遊技球Ｂの半径
（例えば６ミリ）程度とすることができ、図３２（ｄ）に示すように、内枠１２を不正に
持ち上げて当該内枠１２と幕板３１０の天板部３３０との隙間から不正具Ｔを入れようと
しても、内枠１２の複数個の許容切欠部３８０と幕板３１０の複数個の傾斜リブ３３５と
の咬合状態が保たれているので、その咬合によって不正具Ｔの進入を阻むことができ、内
枠１２と幕板３１０との隙間からの不正具Ｔの進入を低減できる。その結果、内枠１２（
例えば可動枠）と幕板３１０との隙間からの不正具Ｔの進入を低減できるとともに、遊技
球Ｂの挟み込みによる損傷を低減できるパチンコ機１０を提供することができる。
【０１４９】
　また、複数個の傾斜リブ３３５は、遊技球Ｂの直径以下の間隔を空けて並設されている
ので、内枠１２を閉じる際に幕板３１０の天板部３３０上の遊技球Ｂが、隣接する傾斜リ
ブ３３５の間に入り込むことがなく、確実に傾斜リブ３３５によって進入防止壁部品３４
０に乗り上がるように上り案内でき、内枠１２を閉じる際に遊技球Ｂが当該内枠１２と進
入防止壁部品３４０とに挟み込まれることがなく、遊技球Ｂの挟み込みによって内枠１２
あるいは進入防止壁部品３４０が破損することを低減できる。
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【０１５０】
　また、傾斜リブ３３５は、前記内枠１２側に向けて下り傾斜となる傾斜傾斜リブ３３５
であるので、内枠１２を閉じる際に幕板３１０の天板部３３０上の遊技球Ｂが傾斜傾斜リ
ブ３３５によって進入防止壁部品３４０に乗り上がるように上り案内でき、内枠１２を閉
じる際に遊技球Ｂが当該内枠１２と進入防止壁部品３４０とに挟み込まれることがなく、
遊技球Ｂの挟み込みによって内枠１２あるいは進入防止壁部品３４０が破損することを低
減できる。
【実施例５】
【０１５１】
　次に、実施例５のパチンコ機１０について、図３３を用いて説明する。図３３（ａ）は
実施例５の幕板３１０の天板部３３０での傾斜リブ３３５箇所の部分斜視図、図３３（ｂ
）は実施例５の傾斜リブ３３５と許容切欠部３８０との咬合状態を示す平面図、図３３（
ｃ）は内枠１２を閉じる際に幕板３１０の天板部３３０の傾斜リブ３３５が内枠１２の許
容切欠部３８０に挿入直前の状態を示す平面図である。
【０１５２】
　実施例５の幕板３１０は、図３３に示すように傾斜リブ３３５のその突出方向前方箇所
に、遊技球Ｂを位置させる球捕獲窪み部３３６を備えている点が前述の実施例４とは異な
っている。
【０１５３】
　なお実施例５では、前述の実施例４と同様の構成についてはその説明を省略し、球捕獲
窪み部３３６の構成等について以下に詳細に説明する。
【０１５４】
　幕板３１０は、図３３に示すように、傾斜リブ３３５のその突出方向前方箇所に、遊技
球Ｂを位置させる球捕獲窪み部３３６を備えている。この球捕獲窪み部３３６は、図３３
に示すように、逆円錐状に窪んだ穴としているが、他の形状の穴としてもよいし、傾斜リ
ブ３３５の前方箇所を波型の谷部が位置するようにしてもよい。
【０１５５】
　内枠１２の許容切欠部３８０は、内枠１２を閉じる際において、図３３（ｃ）に示すよ
うに、球捕獲窪み部３３６で位置させた遊技球Ｂを当該内枠１２の裏面側の両角部で二点
支持する。
【０１５６】
　なお、上述した球捕獲窪み部３３６が本発明における遊技球保持手段に相当する。
【０１５７】
　上述したように、本実施例５のパチンコ機１０によれば、球捕獲窪み部３３６は、幕板
３１０の天板部３３０での傾斜リブ３３５の突出方向前方箇所に、遊技球Ｂを位置させる
ので、内枠１２を閉じる際に遊技球Ｂが確実に傾斜リブ３３５を上らせることができ、遊
技球Ｂを確実に進入防止壁部品３４０に乗り上がらせることができる。よって、内枠１２
を閉じる際に遊技球Ｂが当該内枠１２と進入防止壁部品３４０とに挟み込まれることがな
く、遊技球Ｂの挟み込みによって内枠１２あるいは進入防止壁部品３４０が破損すること
を低減できる。
【０１５８】
　また、内枠１２の許容切欠部３８０は、内枠１２を閉じる際において、球捕獲窪み部３
３６で位置させた遊技球Ｂを当該内枠１２の裏面側の両角部で二点支持するので、内枠１
２を閉じる際に遊技球Ｂを確実に傾斜リブ３３５を上らせるように支持することができ、
遊技球Ｂを確実に進入防止壁部品３４０に乗り上がらせることができる。よって、内枠１
２を閉じる際に遊技球Ｂが当該内枠１２と進入防止壁部品３４０とに挟み込まれることが
なく、遊技球Ｂの挟み込みによって内枠１２あるいは進入防止壁部品３４０が破損するこ
とを低減できる。
【０１５９】
　なお、上述した実施例４及び５では、図３２及び図３３に示すように傾斜リブ３３５を
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採用しているが、図３４（ａ），（ｂ）に示すように矩形状リブ３３７を採用してもよい
し、図３４（ｃ），（ｄ）に示すように必要であれば階段状リブ３３８としてもよい。
【実施例６】
【０１６０】
　次に、実施例６のパチンコ機１０について、図３５～図３９を用いて説明する。図３５
は、実施例６のパチンコ機１０の外枠１１の下部側部分を示す一部破断前方斜視図である
。図３６は、実施例６の幕板３１０の天面側の分解斜視図である。図３７は、実施例６の
外枠１１の幕板３１０の正面図である。図３８は、前面枠セット１４が取り外された状態
で外枠１１に対して内枠１２を閉じた状態のパチンコ機１０の下部側の幕板内部通路部３
９０箇所を示す一部破断斜視図である。図３９（ａ）は、前面枠セット１４が取り外され
た状態で外枠１１に対して内枠１２を閉じた状態の実施例６のパチンコ機１０の下部側を
示す縦断面図であり、（ｂ）は、（ａ）において遊技球Ｂが存する状態を示す縦断面図で
ある。
【０１６１】
　実施例６の幕板３１０には、幕板内部通路部３９０が設けられている点等が前述の実施
例１～５とは異なっている。
【０１６２】
　幕板３１０は、図３５～図３７に示すように、天板部３３０での進入防止壁部品３４０
の手前側箇所に形成された、当該幕板３１０上の遊技球Ｂが入球する入口部３９１と、前
面側に形成された、遊技球Ｂが排出される排出口３９２と、当該幕板３１０の内部に形成
され、入口部３９１と排出口３９２とを結び遊技球Ｂを案内する幕板内部通路部３９０と
、を備えている。
【０１６３】
　また、幕板３１０は、図３５～図３７に示すように、その前面側に、排出口３９２から
排出された遊技球Ｂを貯留する幕板用皿部３９６を備えている。幕板用皿部３９６は、図
３５に示すように、上部が開口した有底箱状としている。また、幕板用皿部３９６の底部
に、遊技球Ｂを排出する図示省略の開閉口を備えるようにし、この開閉口（図示省略）を
開状態とすることで遊技球Ｂを下方向に排出することができる。
【０１６４】
　具体的には、天板部３３０は、図３６に示すように、その底側に幕板内部通路部３９０
を備えており、進入防止壁部品３４０による遊技球許容空間３５０内での左端箇所、各仕
切壁３３２の右側箇所の合計３箇所に入口部３９１が形成されている。
【０１６５】
　幕板内部通路部３９０は、図３５～図３７に示すように、各入口部３９１から下方向に
それぞれに延びる各下方向通路３９３と、これらの下方向通路３９３の下流側で連通し且
つ左端の下方向通路３９３に下り傾斜した横方向通路３９４と、左端の下方向通路３９３
の下流側に連通し且つ前方向に下り傾斜して排出口３９２に連通した前方向通路３９５と
を備えている。
【０１６６】
　例えば、図３７に示すように、右端の入口部３９１に入球した遊技球Ｂは、下方向通路
３９３、横方向通路３９４、前方向通路３９５を通って排出口３９２から幕板用皿部３９
６に排出される。また、図３７に示すように、左端の入口部３９１に入球した遊技球Ｂは
、下方向通路３９３、前方向通路３９５を通って排出口３９２から幕板用皿部３９６に排
出される。
【０１６７】
　なお、幕板内部通路部３９０は、その断面を、遊技球Ｂの直径よりも大きい円形として
いるが、四角形など種々の形状を採用してもよい。
【０１６８】
　なお、上述した幕板内部通路部３９０が本発明における幕板内部案内通路に相当し、上
述した幕板用皿部３９６が本発明における貯留部に相当する。
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【０１６９】
　ここで、内枠１２を閉じる際に幕板３１０の天板部３３０上で左端以外の箇所に位置す
る遊技球Ｂが進入防止壁部品３４０の遊技球許容空間３５０に許容（入る）され、幕板内
部通路部３９０を通って幕板用皿部３９６に案内されることについて、図面を用いて説明
する。
【０１７０】
　まず、内枠１２を開くあるいは閉じる際に、内枠１２等から幕板３１０の天板部３３０
上に遊技球Ｂが落下し、天板部３３０上で左端以外の箇所に遊技球Ｂが存在することがあ
る。
【０１７１】
　そして、幕板３１０の天板部３３０上で左端以外の箇所に遊技球Ｂが存在する状態にお
いて、内枠１２を閉じると、この内枠１２によって天板部３３０上で左端以外の箇所に位
置する遊技球Ｂが後押しされて進入防止壁部品３４０の方に寄せられる。
【０１７２】
　このとき、天板部３３０上で左端以外の箇所に位置する遊技球Ｂは、内枠１２による後
押しによって当該天板部３３０の傾斜面３３１を上っていき、遊技球許容空間３５０に入
った状態（図３８及び図３９（ｂ）参照）となったり、遊技球許容空間３５０に近づいた
状態となる。
【０１７３】
　続いて、内枠１２が完全に外枠１１に対して閉じられると、図３８及び図３９（ｂ）に
示すように、内枠１２によって後押しされた天板部３３０上で左端以外の箇所に位置する
遊技球Ｂは、最終的に遊技球許容空間３５０に入った状態となる。
【０１７４】
　そして、遊技球許容空間３５０に許容された遊技球Ｂが、天板部３３０の入口部３９１
に入球すると、図３８及び図３９（ｂ）に二点鎖線矢印で示すように、幕板内部通路部３
９０を通って幕板３１０の前面側の幕板用皿部３９６に案内される。
【０１７５】
　したがって、遊技球許容空間３５０に許容されて、天板部３３０の入口部３９１に入球
した遊技球Ｂは、幕板内部通路部３９０を通って幕板３１０の前面側の幕板用皿部３９６
に案内されるため、内枠１２及び進入防止壁部品３４０で挟み込まれた状態とはならない
。
【０１７６】
　なお、入口部３９１に入球せずに遊技球許容空間３５０に許容されたままの遊技球Ｂは
、前述の実施例１で説明したように、奥行き方向に移動可能であるため、内枠１２及び進
入防止壁部品３４０で挟み込まれた状態とはならない。
【０１７７】
　上述したように、本実施例６のパチンコ機１０によれば、幕板３１０は、天板部３３０
での進入防止壁部品３４０の手前側箇所に形成された、当該幕板３１０上の遊技球Ｂが入
球する入口部３９１と、前面側に形成された、遊技球Ｂが排出される排出口３９２と、当
該幕板３１０の内部に形成され、入口部３９１と排出口３９２とを結び遊技球Ｂを案内す
る幕板内部通路部３９０と、を備えている。
【０１７８】
　したがって、幕板３１０の天板部３３０上に遊技球Ｂが存する状態において内枠１２を
閉じたとしても、この遊技球Ｂは天板部３３０の入口部３９１に入球し幕板内部通路部３
９０を通じて前面側の排出口３９２から排出されるので、内枠１２を閉じる際に遊技球Ｂ
が当該内枠１２と進入防止壁部品３４０とに挟み込まれることがなく、遊技球Ｂの挟み込
みによって内枠１２あるいは進入防止壁部品３４０が破損することを低減できる。また、
内枠１２と幕板３１０の天板部３３０との隙間から不正具Ｔを入れようとしても、進入防
止壁部品３４０によってその進入を阻むことができ、内枠１２と幕板３１０との隙間から
の不正具Ｔの進入を低減できる。
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【０１７９】
　また仮に、不正具Ｔが幕板３１０の前面側の排出口３９２から挿入されたとしても、内
枠１２の底部に当りその進入が低減されるし、当該幕板３１０の天板部３３０の進入防止
壁部品３４０の手前側に位置するだけであり、その進入を進入防止壁部品３４０で阻むこ
とができる。
【０１８０】
　また、内枠１２を外枠１１に対して閉じた状態において、内枠１２と幕板３１０との間
に剛性のある棒状部材を挿入してテコの原理等で内枠１２を不正に持ち上げてその隙間に
不正具Ｔを進入させる不正行為が懸念されるが、内枠１２が外枠１１に閉じられた状態で
あるため、当該内枠１２の持ち上げ高さは最大で例えば２、３ミリ程度であるのに対して
、進入防止壁部品３４０の遊技球許容空間部は遊技球Ｂが入る大きさであることから、こ
の進入防止壁部品３４０の高さは少なくとも遊技球Ｂの直径（例えば１１ミリ）よりも大
きくすることができ、内枠１２を不正に持ち上げて当該内枠１２と幕板３１０の天板部３
３０との隙間から不正具Ｔを入れようとしても、進入防止壁部品３４０によってその進入
を阻むことができ、内枠１２と幕板３１０との隙間からの不正具Ｔの進入を低減できる。
その結果、内枠１２（例えば可動枠）と幕板３１０との隙間からの不正具Ｔの進入を低減
できるとともに、遊技球Ｂの挟み込みによる損傷を低減できるパチンコ機１０を提供する
ことができる。
【０１８１】
　また、幕板３１０は、その前面側に、排出口３９２から排出された遊技球Ｂを貯留する
幕板用皿部３９６を備えているので、排出された遊技球Ｂを散らばることなく収集でき、
パチンコ機１０の背面側や島設備に遊技球Ｂが散らばることを低減できる。
【実施例７】
【０１８２】
　次に、実施例７のパチンコ機１０について、図４０を用いて説明する。図４０は、実施
例７の外枠１１の幕板３１０の正面図である。
【０１８３】
　実施例７の遊技球許容空間３５０は、その底面部（天板部３３０）が入口部３９１に連
通されるとともに当該入口部３９１に向かって下り傾斜となっている点が前述の実施例６
とは異なっている。
【０１８４】
　つまり、図４０に示すように、天板部３３０の平面視で進入防止壁部品３４０が重なる
箇所には、入口部３９１に向かって下り傾斜する下り傾斜面３３９を備えており、遊技球
Ｂがこの下り傾斜面３３９で入口部３９１に案内される。
【０１８５】
　上述したように、本実施例７のパチンコ機１０によれば、遊技球許容空間３５０は、そ
の底面部（天板部３３０）が入口部３９１に連通されるとともに当該入口部３９１に向か
って下り傾斜となっている下り傾斜面３３９を備えているので、遊技球許容空間３５０に
入った遊技球Ｂは、遊技球許容空間３５０の天板部３３０の下り傾斜面３３９で入口部３
９１に案内され、幕板内部通路部３９０を通じて幕板３１０の前面側の排出口３９２から
幕板用皿部３９６に排出され、排出口３９２からの遊技球Ｂが幕板用皿部３９６に貯留さ
れ、排出された遊技球Ｂを散らばることなく収集できる。
【実施例８】
【０１８６】
　次に、実施例８のパチンコ機１０について、図４１を用いて説明する。図４１は、実施
例８の外枠１１の幕板３１０の正面図である。
【０１８７】
　実施例８の幕板３１０は、天板部３３０での進入防止壁部品３４０の手前側箇所に当該
天板部３３０の横幅方向に形成された、少なくとも遊技球Ｂの直径以上の窪み深さを有す
る遊技球案内窪み通路３９８を備えている点と、この遊技球案内窪み通路３９８は、入口
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部３９１に連通され、且つ、入口部３９１に向かって下り傾斜となっている点が前述の実
施例６，７とは異なっている。
【０１８８】
　つまり、実施例８の幕板３１０は、図４１に示すように、天板部３３０での進入防止壁
部品３４０の手前側箇所に当該天板部３３０の横幅方向に形成された、少なくとも遊技球
Ｂの直径以上の窪み深さを有する遊技球案内窪み通路３９８を備えている。
【０１８９】
　また、遊技球案内窪み通路３９８は、入口部３９１に連通され、且つ、入口部３９１に
向かって下り傾斜となっており、遊技球Ｂがこの遊技球案内窪み通路３９８で入口部３９
１に案内される。
【０１９０】
　上述したように、本実施例８のパチンコ機１０によれば、幕板３１０は、天板部３３０
での進入防止壁部品３４０の手前側箇所に当該天板部３３０の横幅方向に形成された、少
なくとも遊技球Ｂの直径以上の窪み深さを有する遊技球案内窪み通路３９８を備え、この
遊技球案内窪み通路３９８は、入口部３９１に連通され、且つ、入口部３９１に向かって
下り傾斜となっている。したがって、幕板３１０の天板部３３０上に遊技球Ｂが存する状
態において内扉１２を閉じたとしても、その天板部３３０上の遊技球Ｂが内扉１２で後押
しされて遊技球案内窪み通路３９８に嵌り、内枠１２と進入防止壁部品３４０との間に位
置しなくなるので、内枠１２を閉じる際に遊技球Ｂが当該内枠１２と進入防止壁部品３４
０とに挟み込まれることがなく、遊技球Ｂの挟み込みによって内枠１２あるいは進入防止
壁部品３４０が破損することを低減できる。また、遊技球案内窪み通路３９８に嵌った遊
技球Ｂは、その下り傾斜によって入口部３９１に案内され、幕板内部通路部３９０を通じ
て幕板３１０の前面側の排出口３９２から幕板用皿部３９６に排出され、排出口３９２か
らの遊技球が幕板用皿部３９６に貯留され、排出された遊技球を散らばることなく収集で
きる。
【実施例９】
【０１９１】
　次に、実施例９のパチンコ機１０について、図４２及び図４３を用いて説明する。図４
２は、実施例９の外枠１１の幕板３１０の正面図である。図４３は、実施例９の外枠１１
の幕板３１０の平面図である。
【０１９２】
　実施例９の幕板内部通路部３９０は、入口部３９１からの遊技球Ｂの案内方向を第１方
向（本実施例では横方向）からそれとは異なる第２方向（本実施例では前方向）に変更し
て流下させる流下方向変更通路３９７を備えている点、この流下方向変更通路３９７は、
第２方向（前方向）の上流端をその上流方向に延出した延出空間３９７ａを備えている点
、及び、延出空間３９７ａは、不正具Ｔの進入を検出する接触検出センサ３９７ｂを備え
ている点が前述の実施例６～８とは異なっている。
【０１９３】
　具体的には、実施例９の流下方向変更通路３９７は、図４２及び図４３に示すように、
左端の入口部３９１の下方向通路３９３より左側の横方向通路３９４と、この横方向通路
３９４の下流側に連通して前方向に流下する前方向通路３９５とからなる。
【０１９４】
　また、前方向通路３９５は、図４２及び図４３に示すように、第２方向（前方向）の上
流端をその上流方向に延出した延出空間３９７ａを備えている。
【０１９５】
　この延出空間３９７ａは、遊技球Ｂの直径よりも小さい大きさの窪み空間である。
【０１９６】
　延出空間３９７ａに設けられた接触検出センサ３９７ｂは、不正具Ｔの進入を検出する
ものであり、本実施例では例えば不正具Ｔが接触するとその接触が検出されるセンサであ
る。
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【０１９７】
　なお、接触検出センサ３９７ｂ以外にも、不正具Ｔの接触を検出する検出スイッチや、
不正具Ｔによる押圧を検出する押圧検出センサなどが挙げられ、延出空間３９７ａへの不
正具Ｔの進入を検出することができるものであれば、接触式に限らず、非接触センサ（光
センサや近接センサ等）を採用してもよい。
【０１９８】
　例えば、不正行為者が不正に幕板の排出口３９２から不正具Ｔを進入させる場合には、
不正具Ｔを手探りで見えない状態で前方向通路３９５を遡って挿入していき、この不正具
Ｔの先端が延出空間３９７ａに到達して接触検出センサ３９７ｂに接触する。
【０１９９】
　接触検出センサ３９７ｂでの接触検出信号は、例えばパチンコ機１０の図示省略の主制
御基板に出力され、図示省略のホール側コンピュータに不正行為検出信号として出力され
、ホール側コンピュータに警告表示（あるいは警告音出力）され、ホール関係者を直ちに
該当パチンコ機１０に向かわせることができ、不正行為を発見することができる。
【０２００】
　なお、上述した流下方向変更通路３９７が本発明における流下方向変更通路３９７部に
相当し、上述した延出空間３９７ａが本発明における延出空間部に相当し、上述した接触
検出センサ３９７ｂが本発明における検出手段に相当する。
【０２０１】
　上述したように、本実施例９のパチンコ機１０によれば、幕板内部通路部３９０は、入
口部３９１からの遊技球Ｂの案内方向を第１方向（本実施例では横方向）からそれとは異
なる第２方向（本実施例では前方向）に変更して流下させる流下方向変更通路３９７を備
え、この流下方向変更通路３９７は、第２方向（前方向）の上流端をその上流方向に延出
した延出空間３９７ａを備え、この延出空間３９７ａは、不正具Ｔの進入を検出する接触
検出センサ３９７ｂを備えている。したがって、不正具Ｔが幕板３１０の排出口３９２か
ら挿入されたとしても、不正具Ｔが流下方向変更通路３９７の延出空間３９７ａに進入し
、かかる進入が接触検出センサ３９７ｂで検出されるので、幕板内部通路部３９０を狙っ
た不正具Ｔの進入を低減できる。
【０２０２】
　また、延出空間３９７ａは、遊技球Ｂの直径よりも小さい大きさの窪み空間であるので
、遊技球Ｂの延出空間３９７ａへの誤進入を防止でき、不正具Ｔの流下方向変更通路３９
７の延出空間３９７ａへの進入検出を正確に行うことができる。
【０２０３】
　この発明は、上記実施形態に限られることはなく、同様の効果を奏する別の構成として
もよく、例えば下記のように変形実施することができる。
【０２０４】
　＜１＞上述した実施例１では、進入防止壁部品３４０に遊技球許容空間３５０を形成し
、実施例２では、内枠１２の裏面側下部箇所で進入防止壁部品３４０と対向する箇所に遊
技球許容空間３５０を形成しているが、進入防止壁部品３４０及び内枠１２で遊技球許容
空間３５０を形成するようにしてもよい。例えば、進入防止壁部品３４０の方に遊技球Ｂ
の半径以上で直径以下の奥行き空間を備え、且つ、内枠１２の方に遊技球Ｂの半径以上で
直径以下の奥行き空間を備えることで、その両空間内に遊技球Ｂを許容する例が挙げられ
る。
【０２０５】
　＜２＞上述した各実施例では、進入防止壁部品３４０の左端箇所を除く部分に、奥壁部
３４１と突出上板３４２とによる遊技球許容空間３５０を形成しているが、幕板３１０の
天板部３３０の幅方向全体に亘って形成するようにしてもよい。
【０２０６】
　＜３＞上述した各実施例では、進入防止壁部品３４０の左端箇所を除く部分に、奥壁部
３４１と突出上板３４２とによる遊技球許容空間３５０を形成しているが、かかる遊技球
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許容空間３５０を排して、幕板３１０の天板部３３０の幅方向全体に亘って遊技球Ｂが進
入防止壁部品３４０の上部に乗り上がる構成としてもよい。
【０２０７】
　＜４＞上述した実施例３では、上り案内傾斜面３３３と進入防止壁部品３４０との間に
間隔を空けているが、隙間なく連結された構成としてもよい。
【０２０８】
　＜５＞上述した実施例４及び５では、幕板３１０の天板部３３０の左端箇所にのみ傾斜
リブ３３５を形成しているが、天板部３３０の幅方向全体に亘って設けるようにしたり、
天板部３３０の左端箇所以外の箇所に設けるようにしたり、天板部３３０の複数箇所に設
けるようにしてもよい。
【０２０９】
　＜６＞上述した実施例４及び５では、傾斜リブ３３５及び許容切欠部３８０は、内枠１
２が開閉軸Ｊ１を回動中心として回動して開閉するため、平面視で円弧状としているが、
平面視で直線状としてもよい。
【０２１０】
　＜７＞上述した実施例４及び５では、天板部３３０に傾斜リブ３３５を形成しているが
、進入防止壁部品３４０に傾斜リブ３３５を形成するようにしてもよい。
【０２１１】
　＜８＞上述した実施例６～９では、幕板内部通路部３９０を備えているが、この幕板内
部通路部３９０の通路形状をさらに蛇行させたものとしてもよい。幕板内部通路部３９０
を蛇行形状とすることで、不正具の進入をさらに低減することができる。
【０２１２】
　＜９＞上述した各実施例では、第１部材として幕板を、第２部材として内枠１２とを例
に挙げて説明しているが、前面枠セット１４（前面扉）と内枠１２との組み合わせに適用
してもよいし、機構板と内枠１２との組み合わせに適用してもよいし、集合板とその背面
部品（スペーサや、基板ボックスなど）との組み合わせに適用してもよい。
【０２１３】
　＜１０＞上述した実施例５では、遊技球保持手段として球捕獲窪み部３３６を採用して
いるが、天板部３３０に溝などの窪みに遊技球Ｂを保持させるようにしてもよいし、磁石
で遊技球Ｂを保持するようにしてもよいし、天板部３３０に形成した吸引孔から空気を吸
い込むようにして遊技球Ｂを吸引保持するようにしてもよい。
【０２１４】
　＜１１＞本発明を各種（例えば第一種、第三種など）の遊技機に実施してもよいし、上
記実施例とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、一度大当たりする
と、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期
待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と称される。）とし
て実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞される
ことを必要条件として特定遊技状態となるパチンコ機として実施してもよい。また、球が
所定の入賞口に入ることで特定遊技状態となるパチンコ機として実施してもよい。さらに
、パチンコ機以外にも、アレンジボール型パチンコ、雀球、いわゆるパチンコ機とスロッ
トマシンとが融合した遊技機等の各種遊技機として実施するようにしてもよい。
【０２１５】
　なお、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄
からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する可変表示手段を備えており、球打
出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）
に基づく所定量の遊技球の投入後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始
され、例えばストップボタンの操作に起因して、あるいは、所定時間経過することにより
、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必
要条件として遊技者に有利な大当たり状態が発生させられ、遊技者には、下部の受け皿に
多量の球が払い出されるものである。
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【０２１６】
　なお、本明細書は、次のような遊技機に係る発明も開示している。
【０２１７】
　（１）　遊技者に遊技を提供する遊技機において、
　幅方向に亘って設けられた第１部材を有する被取付部品と、
　前記被取付部品の前記第１部材上で前記被取付部品に対して開閉可能な第２部材と、
　を備え、
　前記第１部材は、閉状態の前記第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して前記
第２部材の閉鎖方向側であって閉状態の前記第２部材の裏面下部箇所と対向する位置にお
いて、幅方向及び上方向に延出した進入防止部を備え、
　さらに、前記第１部材は、前記天面部で前記進入防止部の前記開き方向側の箇所に、当
該開閉軸方向に突出しかつ開閉方向に延出した突出部が複数個幅方向に並設されており、
　前記突出部は、前記第２部材を閉じる際において前記第１部材の前記天面部上の遊技球
が前記進入防止部に乗り上がるように上り案内するものであり、
　前記第２部材は、その裏面下部箇所に、前記突出部が挿入可能な挿入部が幅方向に複数
個形成されており、
　前記第２部材を前記外枠に閉じた状態において、当該第２部材の前記複数個の挿入部と
前記第１部材の前記複数個の突出部とが咬合している
　ことを特徴とする遊技機。
【０２１８】
　前記（１）に記載の遊技機によれば、遊技者に遊技を提供する遊技機は、第１部材を有
する被取付部品と、第２部材とを備えている。第１部材は、被取付部品で幅方向に亘って
設けられたものである。第２部材は、被取付部品の第１部材上で被取付部品に対して開閉
可能なものである。この第１部材はその天面部に進入防止部を備えている。つまり、進入
防止部は、閉状態の第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して第２部材の閉鎖方
向側であって閉状態の第２部材の裏面下部箇所と対向する位置において、幅方向及び上方
向に延出したものであり、不正具の進入を防ぐ。さらに、第１部材は、天面部で進入防止
部の開き方向側の箇所に、当該開閉軸方向に突出しかつ開閉方向に延出した突出部が複数
個幅方向に並設されている。この突出部は、第２部材を閉じる際において第１部材の天面
部上の遊技球が進入防止部に乗り上がるように上り案内するものである。第２部材は、そ
の裏面下部箇所に、突出部が挿入可能な挿入部が幅方向に複数個形成されている。第２部
材を外枠に閉じた状態において、当該第２部材の複数個の挿入部と第１部材の複数個の突
出部とが咬合している。
【０２１９】
　したがって、第１部材の天面部上に遊技球が存する状態において第２部材を閉じたとし
ても、この遊技球は突出部によって上り案内されて進入防止部に乗り上がるので、第２部
材を閉じる際に遊技球が当該第２部材と進入防止部とに挟み込まれることがなく、遊技球
の挟み込みによって第２部材あるいは進入防止部が破損することを低減できる。また、第
２部材と第１部材の天面部との隙間から不正具を入れようとしても、第２部材を外枠に閉
じた状態において、第２部材の複数個の挿入部と第１部材の複数個の突出部との咬合によ
って、不正具の進入を阻むことができ、第２部材と第１部材との隙間からの不正具の進入
を低減できる。
【０２２０】
　また、第２部材を外枠に対して閉じた状態において、第２部材と第１部材との間に剛性
のある棒状部材を挿入してテコの原理等で第２部材を不正に持ち上げてその隙間に不正具
を進入させる不正行為が懸念されるが、第２部材が外枠に閉じられた状態であるため、当
該第２部材の持ち上げ高さは最大で例えば２、３ミリ程度であるのに対して、第１部材の
天面部上の遊技球が突出部によって上り案内されることから、この進入防止部の高さは少
なくとも遊技球の半径（例えば６ミリ）程度とすることができ、第２部材を不正に持ち上
げて当該第２部材と第１部材の天面部との隙間から不正具を入れようとしても、第２部材
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の複数個の挿入部と第１部材の複数個の突出部との咬合状態が保たれているので、その咬
合によって不正具の進入を阻むことができ、第２部材と第１部材との隙間からの不正具の
進入を低減できる。
【０２２１】
　その結果、第２部材（例えば可動枠）と第１部材との隙間からの不正具の進入を低減で
きるとともに、遊技球の挟み込みによる損傷を低減できる遊技機を提供することができる
。また、不正行為がされても第２部材と被取付部品間に隙間が生じないように第２部材と
被取付部品との寸法精度を高めることが考えられるが、そうするとコスト高となるばかり
でなく、少しでも歪が生じると第２部材の開閉に支障が生じることになる。これに対して
、この発明に係る遊技機によれば、第２部材と被取付部品とにマージンを有していても不
正防止できることから、寸法精度を必要以上に高める必要が無く、寸法精度向上によるコ
スト高を低減できる。
【０２２２】
　本明細書中で言う「咬合」とは、突出部が挿入部に入り込んでいることを意味するもの
であり、必ずしも突出部と挿入部との間に隙間が無いという必要はなく、突出部と挿入部
との間に隙間があってもよい。
【０２２３】
　（２）　前記（１）に記載の遊技機において、
　前記複数個の突出部は、遊技球の直径以下の間隔を空けて並設されている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２２４】
　前記（２）に記載の遊技機によれば、複数個の突出部は、遊技球の直径以下の間隔を空
けて並設されているので、第２部材を閉じる際に第１部材の天面部上の遊技球が、隣接す
る突出部の間に入り込むことがなく、確実に突出部によって進入防止部に乗り上がるよう
に上り案内でき、第２部材を閉じる際に遊技球が当該第２部材と進入防止部とに挟み込ま
れることがなく、遊技球の挟み込みによって第２部材あるいは進入防止部が破損すること
を低減できる。
【０２２５】
　（３）　前記（１）または（２）に記載の遊技機において、
　前記突出部は、前記第２部材側に向けて下り傾斜となる傾斜突出部である
　ことを特徴とする遊技機。
【０２２６】
　前記（３）に記載の遊技機によれば、突出部は、第２部材側に向けて下り傾斜となる傾
斜突出部であるので、第２部材を閉じる際に第１部材の天面部上の遊技球が傾斜突出部に
よって進入防止部に乗り上がるように上り案内でき、第２部材を閉じる際に遊技球が当該
第２部材と進入防止部とに挟み込まれることがなく、遊技球の挟み込みによって第２部材
あるいは進入防止部が破損することを低減できる。
【０２２７】
　（４）　前記（１）から（３）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記第１部材の前記天面部での前記突出部のその突出方向前側箇所に、遊技球を位置さ
せる遊技球保持手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２２８】
　前記（４）に記載の遊技機によれば、遊技球保持手段は、第１部材の天面部での突出部
のその突出方向前側箇所に、遊技球を位置させるので、第２部材を閉じる際に遊技球が確
実に突出部を上らせることができ、遊技球を確実に進入防止部に乗り上がらせることがで
きる。よって、第２部材を閉じる際に遊技球が当該第２部材と進入防止部とに挟み込まれ
ることがなく、遊技球の挟み込みによって第２部材あるいは進入防止部が破損することを
低減できる。
【０２２９】
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　（５）　前記（４）に記載の遊技機において、
　前記第２部材の前記挿入部は、前記第２部材を閉じる際において、前記遊技球保持手段
で位置させた遊技球を当該第２部材の裏面側の両角部で二点支持する
　ことを特徴とする遊技機。
【０２３０】
　前記（５）に記載の遊技機によれば、第２部材の挿入部は、第２部材を閉じる際におい
て、遊技球保持手段で位置させた遊技球を当該第２部材の裏面側の両角部で二点支持する
ので、第２部材を閉じる際に遊技球を確実に突出部を上らせるように支持することができ
、遊技球を確実に進入防止部に乗り上がらせることができる。よって、第２部材を閉じる
際に遊技球が当該第２部材と進入防止部とに挟み込まれることがなく、遊技球の挟み込み
によって第２部材あるいは進入防止部が破損することを低減できる。
【０２３１】
　（６）　遊技者に遊技を提供する遊技機において、
　幅方向に亘って設けられた第１部材を有する被取付部品と、
　前記被取付部品の前記第１部材上で前記被取付部品に対して開閉可能な第２部材と、
　を備え、
　前記第１部材は、閉状態の前記第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して前記
第２部材の閉鎖方向側であって閉状態の前記第２部材の裏面下部箇所と対向する位置にお
いて、幅方向及び上方向に延出した進入防止部を備え、
　前記進入防止部または前記第２部材の少なくとも一方は、前記第２部材を閉じた状態に
おいて前記第１部材の前記天面部上の遊技球が入る遊技球許容空間部を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２３２】
　前記（６）に記載の遊技機によれば、遊技者に遊技を提供する遊技機は、第１部材を有
する被取付部品と、第２部材とを備えている。第１部材は、被取付部品で幅方向に亘って
設けられたものである。第２部材は、被取付部品の第１部材上で被取付部品に対して開閉
可能なものである。この第１部材はその天面部に進入防止部を備えている。つまり、進入
防止部は、閉状態の第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して第２部材の閉鎖方
向側であって閉状態の第２部材の裏面下部箇所と対向する位置において、幅方向及び上方
向に延出したものであり、不正具の進入を防ぐ。進入防止部または第２部材の少なくとも
一方の遊技球許容空間部は、第２部材を閉じた状態において第１部材の天面部上の遊技球
が入る。
【０２３３】
　したがって、第１部材の天面部上に遊技球が存する状態において第２部材を閉じたとし
ても、この遊技球は遊技球許容空間部に入るので、第２部材を閉じる際に遊技球が当該第
２部材と進入防止部とに挟み込まれることがなく、遊技球の挟み込みによって第２部材あ
るいは進入防止部が破損することを低減できる。また、第２部材と第１部材の天面部との
隙間から不正具を入れようとしても、進入防止部によってその進入を阻むことができ、第
２部材と第１部材との隙間からの不正具の進入を低減できる。
【０２３４】
　また、第２部材を外枠に対して閉じた状態において、第２部材と第１部材との間に剛性
のある棒状部材を挿入してテコの原理等で第２部材を不正に持ち上げてその隙間に不正具
を進入させる不正行為が懸念されるが、第２部材が外枠に閉じられた状態であるため、当
該第２部材の持ち上げ高さは最大で例えば２、３ミリ程度であるのに対して、進入防止部
の遊技球許容空間部は遊技球が入る大きさであることから、この進入防止部の高さは少な
くとも遊技球の直径（例えば１１ミリ）よりも大きくすることができ、第２部材を不正に
持ち上げて当該第２部材と第１部材の天面部との隙間から不正具を入れようとしても、進
入防止部によってその進入を阻むことができ、第２部材と第１部材との隙間からの不正具
の進入を低減できる。
【０２３５】
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　その結果、第１部材（例えば幕板）と第２部材（例えば可動枠）との隙間からの不正具
の進入を低減できるとともに、遊技球の挟み込みによる損傷を低減できる遊技機を提供す
ることができる。また、不正行為がされても第２部材と被取付部品間に隙間が生じないよ
うに第２部材と被取付部品との寸法精度を高めることが考えられるが、そうするとコスト
高となるばかりでなく、少しでも歪が生じると第２部材の開閉に支障が生じることになる
。これに対して、この発明に係る遊技機によれば、第２部材と被取付部品とにマージンを
有していても不正防止できることから、寸法精度を必要以上に高める必要が無く、寸法精
度向上によるコスト高を低減できる。
【０２３６】
　（７）　前記（６）に記載の遊技機において、
　前記第１部材の前記天面部は、前記遊技球許容空間部の箇所に、当該遊技機の前面側に
向けて下り傾斜となる傾斜面を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２３７】
　前記（７）に記載の遊技機によれば、第１部材の天面部における遊技球許容空間部の箇
所での傾斜面は、遊技機の前面側に向けて下り傾斜となっているので、遊技球許容空間部
に入った遊技球は、第２部材が開けられると、その傾斜面によって遊技機前面側に自動的
に排出されるため、遊技球許容空間部への遊技球の溜まり込みを解消できる。
【０２３８】
　（８）　前記（６）または（７）に記載の遊技機において、
　前記進入防止部は、閉状態の前記第２部材の裏面下部箇所に対して少なくとも遊技球１
個分の奥行き間隔を空けて立設された、前記第１部材の天面部の幅方向に延びる立設壁部
と、この立設壁部より前記第２部材の開き方向に向けて当該第２部材に対して非接触に突
出した、前記天面部に対して少なくとも遊技球１個分の高さ間隔を空けた突出板部とを備
え、
　前記遊技球許容空間部は、前記立設壁部と前記突出板部と前記第１部材の前記天面部と
で囲われた空間である
　ことを特徴とする遊技機。
【０２３９】
　前記（８）に記載の遊技機によれば、進入防止部は、立設壁部と突出板部とを備えてい
る。立設壁部は、閉状態の第２部材の裏面下部箇所に対して、少なくとも遊技球１個分の
奥行き間隔を空けて立設されて第１部材の天面部の幅方向に延びるものである。突出板部
は、第１部材の天面部に対して少なくとも遊技球１個分の高さ間隔を空けた立設壁部の所
定箇所より、第２部材の開き方向に向けて当該第２部材に対して非接触に突出したもので
ある。遊技球許容空間部は、立設壁部と突出板部と第１部材とで囲われた空間である。し
たがって、第２部材が勢いよく閉められたとしても、第１部材の天面部上の遊技球が突出
板部で頭打ちされて遊技球許容空間部に止めることができる。つまり、第１部材の天面部
上の遊技球が進入防止部を飛び越えることがなく、遊技球許容空間部に入った状態とする
ことができる。また、突出板部は、立設壁部から第２部材に向けられているので、この突
出板部の先端と第２部材との間に不正具を進入させることが困難であり、第２部材（例え
ば可動枠）と第１部材との隙間からの不正具の進入をさらに低減できる。
【０２４０】
　（９）　前記（８）に記載の遊技機において、
　前記遊技球許容空間部を区分けする、前記突出板部と前記第１部材の前記天面部とを繋
ぐ複数個の仕切部を、前記進入防止部の幅方向で所定の間隔を空けて設けている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２４１】
　前記（９）に記載の遊技機によれば、複数個の仕切部は、遊技球許容空間部を区分けす
るとともに、突出板部と第１部材の天面部とを繋ぐものであり、進入防止部の幅方向で所
定の間隔を空けて設けられている。したがって、複数個の仕切部によって突出板部と第１
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部材の天面部とが繋がれているので、進入防止部に大きな力を加えることで当該進入防止
部を撓ませて不正な隙間を作ることを低減できる。
【０２４２】
　（１０）　前記（９）に記載の遊技機において、
　前記仕切部は、前記第２部材と対向する側である前方側が先細りとなっていることを特
徴とする遊技機。
【０２４３】
　前記（１０）に記載の遊技機によれば、仕切部は、第２部材と対向する側である前方側
が先細りとなっているので、第１部材の天面部上の遊技球が丁度仕切部に位置していたと
しても、遊技球をその先細り部分で左右に振り分けることができ、かかる遊技球を仕切部
と第２部材とで挟み込むことを低減できる。
【０２４４】
　（１１）　前記（６）または（７）に記載の遊技機において、
　前記第２部材は、その裏面下部箇所で前記進入防止部と対向する箇所に、少なくとも遊
技球１個分の奥行き深さ及び高さで切り欠かれた、前記第１部材の幅方向に亘る切欠部を
備え、
　前記遊技球許容空間部は、前記切欠部と前記第１部材とで囲われた空間であり、
　前記進入防止部は、前記切欠部よりも高くなっている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２４５】
　前記（１１）に記載の遊技機によれば、第２部材は、その裏面下部箇所で進入防止部と
対向する箇所に、少なくとも遊技球１個分の奥行き深さ及び高さで切り欠かれた、第１部
材の幅方向に亘る切欠部を備えている。遊技球許容空間部は、切欠部と第１部材の天面部
とで囲われた空間である。進入防止部は、切欠部よりも高くなっている。したがって、第
２部材が勢いよく閉められたとしても、第１部材の天面部上の遊技球が第２部材の切欠部
の内側上部箇所で頭打ちされて遊技球許容空間部に止めることができる。つまり、第１部
材の天面部上の遊技球が進入防止部を飛び越えることがなく、遊技球許容空間部に入った
状態とすることができる。
【０２４６】
　なお、本明細書中で言う「切欠部」とは、実際に第２部材の裏面下部箇所で進入防止部
と対向する箇所を切り取って形成したものであってもよいが、第２部材の形成とともに当
該第２部材の該当箇所にへこみ部ができるという意味である。例えば、第２部材のための
金型は予め切欠部を形成するための形状を有しており、この金型に樹脂を充填して、金型
を取り外すと第２部材の完成とともに切欠部（へこみ部）も形成されていることを意味す
る。
【０２４７】
　（１２）　前記（１１）に記載の遊技機において、
　前記遊技球許容空間部を区分けする、当該進入防止部と前記第１部材の前記天面部とを
繋ぐ複数個の仕切部を、前記進入防止部の幅方向で所定の間隔を空けて設けている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２４８】
　前記（１２）に記載の遊技機によれば、複数個の仕切部は、遊技球許容空間部を区分け
するとともに、当該進入防止部と第１部材の天面部とを繋ぐものであり、進入防止部の幅
方向で所定の間隔を空けて複数個の仕切部が設けられている。したがって、複数個の仕切
部によって進入防止部と第１部材の天面部とが繋がれているので、進入防止部に大きな力
を加えることで当該進入防止部を撓ませて不正な隙間を作ることを低減できる。
【０２４９】
　（１３）　前記（１２）に記載の遊技機において、
　前記仕切部は、前記第２部材と対向する側である前方側が先細りとなっていることを特
徴とする遊技機。
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【０２５０】
　前記（１３）に記載の遊技機によれば、仕切部は、第２部材と対向する側である前方側
が先細りとなっているので、第１部材の天面部上の遊技球が丁度仕切部に位置していたと
しても、遊技球をその先細り部分で左右に振り分けることができ、かかる遊技球を仕切部
と第２部材とで挟み込むことを低減できる。
【０２５１】
　（１４）　遊技者に遊技を提供する遊技機において、
　幅方向に亘って設けられた第１部材を有する被取付部品と、
　前記被取付部品の前記第１部材上で前記被取付部品に対して開閉可能な第２部材と、
　を備え、
　前記第１部材は、閉状態の前記第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して前記
第２部材の閉鎖方向側であって閉状態の前記第２部材の裏面下部箇所と対向する位置にお
いて、幅方向及び上方向に延出した進入防止部を備え、
　前記第１部材の前記天面部は、前記進入防止部の手前側箇所に、前記第２部材を閉じる
際において前記第１部材の当該天面部上の遊技球が前記進入防止部に乗り上がるように当
該進入防止部の上部側途中高さまで上り案内する上り傾斜部を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２５２】
　前記（１４）に記載の遊技機によれば、第１部材を有する被取付部品と、第２部材とを
備えている。第１部材は、被取付部品で幅方向に亘って設けられたものである。第２部材
は、被取付部品の第１部材上で被取付部品に対して開閉可能なものである。この第１部材
はその天面部に進入防止部を備えている。つまり、進入防止部は、閉状態の第２部材の一
部が上方に位置される天面部に対して第２部材の閉鎖方向側であって閉状態の第２部材の
裏面下部箇所と対向する位置において、幅方向及び上方向に延出したものであり、不正具
の進入を防ぐ。第１部材の天面部の上り傾斜部は、進入防止部の手前側箇所に設けられ、
第２部材を閉じる際において当該第１部材の天面部上の遊技球が進入防止部に乗り上がる
ように当該進入防止部の上部側途中高さまで上り案内する。
【０２５３】
　したがって、第１部材の天面部上に遊技球が存する状態において第２部材を閉じたとし
ても、この遊技球は上り傾斜部によって進入防止部の上部側途中高さまで上り案内されて
当該進入防止部に乗り上がるので、第２部材を閉じる際に遊技球が当該第２部材と進入防
止部とに挟み込まれることがなく、遊技球の挟み込みによって第２部材あるいは進入防止
部が破損することを低減できる。また、第２部材と第１部材との隙間から不正具を入れよ
うとしても、不正具が第１部材の天面部の上り傾斜部に沿って進入防止部の上部側途中高
さまで案内されるに止まり、不正具の先端が進入防止部の上部側途中高さ箇所で当るため
、進入防止部によってその進入を阻むことができ、第２部材と第１部材との隙間からの不
正具の進入を低減できる。
【０２５４】
　また、第２部材を外枠に対して閉じた状態において、第２部材と第１部材との間に剛性
のある棒状部材を挿入してテコの原理等で第２部材を不正に持ち上げてその隙間に不正具
を進入させる不正行為が懸念されるが、第２部材が外枠に閉じられた状態であるため、当
該第２部材の持ち上げ高さは最大で例えば２、３ミリ程度であるのに対して、第１部材の
天面部上に上り傾斜部を設けることで進入防止部の高さを遊技球の直径（例えば１１ミリ
）などとすることもでき、第２部材を不正に持ち上げて当該第２部材と第１部材との隙間
から不正具を入れようとしても、進入防止部の上部側によってその進入を阻むことができ
、第２部材と第１部材との隙間からの不正具の進入を低減できる。
【０２５５】
　その結果、第１部材（例えば幕板）と第２部材（例えば可動枠）との隙間からの不正具
の進入を低減できるとともに、遊技球の挟み込みによる損傷を低減できる遊技機を提供す
ることができる。また、不正行為がされても第２部材と被取付部品間に隙間が生じないよ
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うに第２部材と被取付部品との寸法精度を高めることが考えられるが、そうするとコスト
高となるばかりでなく、少しでも歪が生じると第２部材の開閉に支障が生じることになる
。これに対して、この発明に係る遊技機によれば、第２部材と被取付部品とにマージンを
有していても不正防止できることから、寸法精度を必要以上に高める必要が無く、寸法精
度向上によるコスト高を低減できる。
【０２５６】
　（１５）　前記（１４）に記載の遊技機において、
　前記進入防止部は、その上面で前記上り傾斜部に近い側の箇所に、当該遊技機の前面側
に向けて下り傾斜となる上部傾斜面を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２５７】
　前記（１５）に記載の遊技機によれば、進入防止部は、その上面で上り傾斜部に近い側
の箇所に、当該遊技機の前面側に向けて下り傾斜となる上部傾斜面を備えているので、進
入防止部に乗り上げた遊技球は、第２部材が開けられると、その上部傾斜面によって遊技
機前面側に自動的に排出されるため、進入防止部の上面への遊技球の溜まり込みを解消で
きる。
【０２５８】
　（１６）　前記（１４）または（１５）に記載の遊技機において、
　前記進入防止部は、その上部側で前記上り傾斜部に近い方の面箇所に、その横幅方向に
延びた窪み部を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２５９】
　前記（１６）に記載の遊技機によれば、進入防止部は、その上部側で、且つ、上り傾斜
部に近い方の面箇所に、その横幅方向に延びた窪み部を備えているので、第２部材と第１
部材との隙間から不正具を入れようとしても、その不正具の先端が進入防止部の上部側の
窪み部に嵌ってそれ以上進入できないことから、その進入を阻むことができ、第２部材と
第１部材との隙間からの不正具の進入を低減できる。
【０２６０】
　（１７）　前記（１６）に記載の遊技機において、
　前記窪み部は、遊技球の半径よりも小さい細隙である
　ことを特徴とする遊技機。
【０２６１】
　前記（１７）に記載の遊技機によれば、進入防止部の窪み部は、遊技球の半径よりも小
さい細隙であるので、遊技球が進入防止部に乗り上がる際に障害とならないし、薄板状の
不正具を第２部材と第１部材との隙間から入れようとしても、その不正具の先端が進入防
止部の上部側の細隙に嵌ってそれ以上進入できないことから、その進入を阻むことができ
、第２部材と第１部材との隙間からの不正具の進入を低減できる。
【０２６２】
　（１８）　遊技者に遊技を提供する遊技機において、
　幅方向に亘って設けられた第１部材を有する被取付部品と、
　前記被取付部品の前記第１部材上で前記被取付部品に対して開閉可能な第２部材と、
　を備え、
　前記第１部材は、閉状態の前記第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して前記
第２部材の閉鎖方向側であって閉状態の前記第２部材の裏面下部箇所と対向する位置にお
いて、幅方向及び上方向に延出した進入防止部を備え、
　さらに、前記第１部材は、前記天面部での前記進入防止部の手前側箇所に形成された、
当該第１部材上の遊技球が入球する入口部と、前面側に形成された、遊技球が排出される
排出口と、当該第１部材の内部に形成され、前記入口部と前記排出口とを結び遊技球を案
内する第１部材内部案内通路と、を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
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【０２６３】
　前記（１８）に記載の遊技機によれば、遊技者に遊技を提供する遊技機は、第１部材を
有する被取付部品と、第２部材とを備えている。第１部材は、被取付部品で幅方向に亘っ
て設けられたものである。第２部材は、被取付部品の第１部材上で被取付部品に対して開
閉可能なものである。この第１部材はその天面部に進入防止部を備えている。つまり、進
入防止部は、閉状態の第２部材の一部が上方に位置される天面部に対して第２部材の閉鎖
方向側であって閉状態の第２部材の裏面下部箇所と対向する位置において、幅方向及び上
方向に延出したものであり、不正具の進入を防ぐ。第１部材の天面部での進入防止部の手
前側箇所には、当該第１部材上の遊技球が入球する入口部が形成されている。また、第１
部材の前面側には、遊技球が排出される排出口が形成されている。そして、第１部材の内
部には、入口部と排出口とを結び遊技球を案内する第１部材内部案内通路が形成されてい
る。
【０２６４】
　したがって、第１部材の天面部上に遊技球が存する状態において第２部材を閉じたとし
ても、この遊技球は天面部の入口部に入球し第１部材内部案内通路を通じて前面側の排出
口から排出されるので、第２部材を閉じる際に遊技球が当該第２部材と進入防止部とに挟
み込まれることがなく、遊技球の挟み込みによって第２部材あるいは進入防止部が破損す
ることを低減できる。また、第２部材と第１部材の天面部との隙間から不正具を入れよう
としても、進入防止部によってその進入を阻むことができ、第２部材と第１部材との隙間
からの不正具の進入を低減できる。
【０２６５】
　また仮に、不正具が第１部材の前面側の排出口から挿入されたとしても、第２部材の底
部に当りその進入が低減されるし、当該第１部材の天面部の進入防止部の手前側に位置す
るだけであり、その進入を進入防止部で阻むことができる。
【０２６６】
　また、第２部材を外枠に対して閉じた状態において、第２部材と第１部材との間に剛性
のある棒状部材を挿入してテコの原理等で第２部材を不正に持ち上げてその隙間に不正具
を進入させる不正行為が懸念されるが、第２部材が外枠に閉じられた状態であるため、当
該第２部材の持ち上げ高さは最大で例えば２、３ミリ程度であるのに対して、進入防止部
の遊技球許容空間部は遊技球が入る大きさであることから、この進入防止部の高さは少な
くとも遊技球の直径（例えば１１ミリ）よりも大きくすることができ、第２部材を不正に
持ち上げて当該第２部材と第１部材の天面部との隙間から不正具を入れようとしても、進
入防止部によってその進入を阻むことができ、第２部材と第１部材との隙間からの不正具
の進入を低減できる。
【０２６７】
　その結果、第１部材（例えば幕板）と第２部材（例えば可動枠）との隙間からの不正具
の進入を低減できるとともに、遊技球の挟み込みによる損傷を低減できる遊技機を提供す
ることができる。また、不正行為がされても第２部材と被取付部品間に隙間が生じないよ
うに第２部材と被取付部品との寸法精度を高めることが考えられるが、そうするとコスト
高となるばかりでなく、少しでも歪が生じると第２部材の開閉に支障が生じることになる
。これに対して、この発明に係る遊技機によれば、第２部材と被取付部品とにマージンを
有していても不正防止できることから、寸法精度を必要以上に高める必要が無く、寸法精
度向上によるコスト高を低減できる。
【０２６８】
　（１９）　前記（１８）に記載の遊技機において、
　前記第１部材は、その前面側に、前記排出口から排出された遊技球を貯留する貯留部を
備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２６９】
　前記（１９）に記載の遊技機によれば、第１部材は、その前面側に、排出口から排出さ
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れた遊技球を貯留する貯留部を備えているので、排出された遊技球を散らばることなく収
集でき、遊技機の背面側や島設備に遊技球が散らばることを低減できる。
【０２７０】
　（２０）　前記（１８）または（１９）に記載の遊技機において、
　前記第１部材は、前記天面部での前記進入防止部の手前側箇所に当該天面部の横幅方向
に形成された、少なくとも遊技球の直径以上の窪み深さを有する遊技球案内通路を備え、
　前記遊技球案内通路は、前記入口部に連通され、且つ、前記入口部に向かって下り傾斜
となっている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２７１】
　前記（２０）に記載の遊技機によれば、第１部材は、天面部での進入防止部の手前側箇
所に当該天面部の横幅方向に形成された、少なくとも遊技球の直径以上の窪み深さを有す
る遊技球案内通路を備えている。この遊技球案内通路は、入口部に連通され、且つ、入口
部に向かって下り傾斜となっている。したがって、第１部材の天面部上に遊技球が存する
状態において第２部材を閉じたとしても、その天面部上の遊技球が第２部材で後押しされ
て遊技球案内通路に嵌り、第２部材と進入防止部との間に位置しなくなるので、第２部材
を閉じる際に遊技球が当該第２部材と進入防止部とに挟み込まれることがなく、遊技球の
挟み込みによって第２部材あるいは進入防止部が破損することを低減できる。また、遊技
球案内通路に嵌った遊技球は、その下り傾斜によって入口部に案内され、第１部材内部案
内通路を通じて第１部材の前面側の排出口から排出される。第１部材の前面側に貯留部が
設けられている場合には、排出口からの遊技球が貯留され、排出された遊技球を散らばる
ことなく収集できる。
【０２７２】
　（２１）　前記（１８）または（１９）に記載の遊技機において、
　前記進入防止部または前記第２部材の少なくとも一方は、前記第２部材を閉じた状態に
おいて前記第１部材の前記天面部上の遊技球が入る遊技球許容空間部を備え、
　前記遊技球許容空間部は、その底面部が前記入口部に連通されるとともに当該入口部に
向かって下り傾斜となっている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２７３】
　前記（２１）に記載の遊技機によれば、進入防止部または第２部材の少なくとも一方は
、第２部材を閉じた状態において第１部材の天面部上の遊技球が入る遊技球許容空間部を
備えている。この遊技球許容空間部は、その底面部が入口部に連通されるとともに当該入
口部に向かって下り傾斜となっている。したがって、第１部材の天面部上に遊技球が存す
る状態において第２部材を閉じたとしても、その天面部上の遊技球が第２部材で後押しさ
れて遊技球許容空間部に入るので、第２部材を閉じる際に遊技球が当該第２部材と進入防
止部とに挟み込まれることがなく、遊技球の挟み込みによって第２部材あるいは進入防止
部が破損することを低減できる。また、第２部材と第１部材の天面部との隙間から不正具
を入れようとしても、進入防止部によってその進入を阻むことができ、第２部材と第１部
材との隙間からの不正具の進入を低減できる。
【０２７４】
　また、遊技球許容空間部に入った遊技球は、当該遊技球許容空間部の底面部の下り傾斜
で入口部に案内され、第１部材内部案内通路を通じて第１部材の前面側の排出口から排出
される。第１部材の前面側に貯留部が設けられている場合には、排出口からの遊技球が貯
留され、排出された遊技球を散らばることなく収集できる。
【０２７５】
　（２２）　前記（１８）から（２１）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記第１部材内部案内通路は、前記入口部からの遊技球の案内方向を第１方向からそれ
とは異なる第２方向に変更して流下させる流下方向変更通路部を備え、
　前記流下方向変更通路部は、前記第２方向の上流端をその上流方向に延出した延出空間
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部を備え、
　前記延出空間部は、不正具の進入を検出する検出手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０２７６】
　前記（２２）に記載の遊技機によれば、第１部材内部案内通路の流下方向変更通路部は
、入口部からの遊技球の案内方向を第１方向からそれとは異なる第２方向に変更して流下
させる。この流下方向変更通路部は、第２方向の上流端をその上流方向に延出した延出空
間部を備えている。延出空間部は、不正具の進入を検出する検出手段を備えている。した
がって、不正具が第１部材の排出口から挿入されたとしても、不正具が流下方向変更通路
部の延出空間部に進入し、かかる進入が検出手段で検出されるので、第１部材内部案内通
路を狙った不正具の進入を低減できる。
【０２７７】
　（２３）　前記（２２）に記載の遊技機において、
　前記延出空間部は、遊技球の直径よりも小さい大きさの窪み空間である
　ことを特徴とする遊技機。
【０２７８】
　前記（２３）に記載の遊技機によれば、延出空間部は、遊技球の直径よりも小さい大き
さの窪み空間であるので、遊技球の延出空間部への誤進入を防止でき、不正具の流下方向
変更通路部の延出空間部への進入検出を正確に行うことができる。
【０２７９】
　（２４）　前記（１）から（２３）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記遊技機はパチンコ機であることを特徴とする遊技機。
【０２８０】
　前記（２４）に記載の遊技機によれば、第１部材（例えば幕板）と第２部材（例えば可
動枠）との隙間からの不正具の進入を低減できるとともに、遊技球の挟み込みによる損傷
を低減できるパチンコ機を提供できる。なお、パチンコ機の基本構成としては操作ハンド
ルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて遊技用媒体としての球を所定の遊技領域に発
射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（または作動ゲートを通過
）することを必要条件として、表示装置において動的表示されている識別情報（図柄等）
が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特定遊技状態の発生時には、遊
技領域内の所定の位置に配設された可変入賞手段（特定入賞口）が所定の態様で開放され
て球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ
書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。
【０２８１】
　（２５）　前記（１）から（２３）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記遊技機はパチンコ機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする
遊技機。
【０２８２】
　前記（２５）に記載の遊技機によれば、第１部材（例えば幕板）と第２部材（例えば可
動枠）との隙間からの不正具の進入を低減できるとともに、遊技球の挟み込みによる損傷
を低減できる、パチンコ機とスロットマシンとを融合させたものを提供できる。なお、こ
の融合させたものの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示
した後に識別情報を確定表示する識別情報変動表示手段を備え、始動用操作手段（例えば
操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（例えば
ストップボタン）の操作に起因して、あるいは、所定時間経過することにより、識別情報
の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件
として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技
用媒体として球を使用するとともに、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の
球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されて
いる遊技機」となる。
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【０２８３】
　なお、本明細書に開示する種々の発明に関して、全ての構成要素について種々の組み合
わせが可能であり、他の構成要件がなくても単独で発明として成立する点に留意されたい
。
【産業上の利用可能性】
【０２８４】
　以上のように、この発明は、パチンコ機、スロットマシン等の遊技機に適している。
【符号の説明】
【０２８５】
　　１１　…外枠（被取付部品）
　　１２　…内枠（第２部材）
　３１０　…幕板（第１部材）
　３３０　…天板部（天面部）
　３３１　…傾斜面
　３３２　…仕切壁（仕切部）
　３３３　…上り案内傾斜面（上り傾斜部）
　３３５　…傾斜リブ（突出部）
　３４０　…進入防止壁部品（進入防止部）
　３４１　…奥壁部（立設壁部）
　３４２　…突出上板（突出板部）
　３４３　…上部傾斜面
　３５０　…遊技球許容空間（遊技球許容空間部）
　３７０　…切欠部
　３８０　…許容切欠部（挿入部）
　３９０　…幕板内部通路部（第１部材内部案内通路）
　３９１　…入口部
　３９２　…排出口
　３９６　…幕板用皿部（貯留部）
　　　Ｂ　…遊技球
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