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(57)【要約】
【課題】不正入賞行為を効果的に防止することが可能な
弾球遊技機を提供する。
【解決手段】弾球遊技機は、遊技領域ＰＡの側縁に沿っ
て設けられた内レール２２と、内レール２２に対して遊
技領域ＰＡとは反対側に所定間隔をおいて対向配置され
た外レールとを備え、発射装置により打ち出された遊技
球Ｂを、内レール２２と外レールとの間に形成された案
内通路２４を通して遊技領域ＰＡへ案内し、内レール２
２には外レールとの対向面から遊技領域ＰＡ側へ向けて
凹んだ凹部３１０が設けられており、この凹部３１０内
に切断部材３５０を設けて構成される。
【選択図】図２７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域が形成された遊技盤と、
　前記遊技盤の前面側において前記遊技領域の側縁に沿って設けられた内レールと、
　前記遊技盤の前面側において前記内レールに対して前記遊技領域とは反対側に所定間隔
をおいて対向配置された外レールとを備え、
　発射装置により打ち出された遊技球を、前記内レールと前記外レールとの間に形成され
た案内通路を通して前記遊技領域へ案内する弾球遊技機であって、
　前記内レールには、前記外レールとの対向面から前記遊技領域側へ向けて凹んだ凹部が
設けられており、
　前記凹部内に切断部材を設けて構成したことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ぱちんこ遊技機等の弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　弾球遊技機の代表例であるぱちんこ遊技機は、所定の遊技領域が設けられた遊技盤を立
設姿勢で保持する枠部材に、各種の制御基板が装着された裏機構盤が取り付けられて構成
され、遊技者の発射操作を受け付ける発射ハンドルの操作量に応じた発射強度で遊技球を
遊技領域へ打ち出して、その遊技球を遊技領域内で流下させる過程において、始動口や一
般入賞口といった各種の入賞口に遊技球を入球させる遊技を行うように構成されている。
【０００３】
　遊技球が各種の入賞口に入球した場合には該入賞口の種類に対応した個数の賞球が払い
出されるとともに、その入賞口が始動口である場合には、遊技球が始動口に入球したこと
を契機として当否抽選を実行し、該当否抽選の結果がはずれである場合には複数列からな
る装飾図柄を変動表示させた後に該装飾図柄を予め定められた非当選態様で停止表示させ
る一方、該当否判定の結果が大当りである場合には複数列からなる装飾図柄を変動表示さ
せた後に該装飾図柄を予め定められた当選態様で停止表示して、通常時には閉状態である
大入賞口を開状態とする特別遊技（大当り遊技）を成立させるように構成されている（例
えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２７１７５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記ぱちんこ遊技機には、一般的に、遊技球が入賞口に入球したことを検出する入賞検
出器が設けられており、該入賞検出器にて遊技球の入球が検出されたことを契機として、
所定数の賞球の払い出しや、当否抽選等が適時実行されるようになっている。しかしなが
ら、近年においては、釣糸やピアノ線等の線材を付けた遊技球を入賞口に入球させて、こ
の遊技球を不正に操作することで（不正行為者が機外から線材を手前側に引っ張ったり奥
側へ送り込んだりすることで）、該遊技球を入賞検出器に何度も繰り返し検出させて、遊
技球の連続入賞を成立させる不正入賞行為が頻発しており、その被害（損害）が大きな問
題となっている。そのため、遊技機メーカ各社においても、このような不正入賞行為を効
果的に防止する対策を講じることが求められている。
【０００６】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、不正入賞行為を効果的に防止
することが可能な弾球遊技機を提供することを目的とする。



(3) JP 2018-11714 A 2018.1.25

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような目的達成のために、本発明に係る弾球遊技機は、遊技領域が形成された遊技
盤と、前記遊技盤の前面側において前記遊技領域の側縁に沿って設けられた内レールと、
前記遊技盤の前面側において前記内レールに対して前記遊技領域とは反対側に所定間隔を
おいて対向配置された外レールとを備え、発射装置により打ち出された遊技球を、前記内
レールと前記外レールとの間に形成された案内通路を通して前記遊技領域へ案内する弾球
遊技機であって、前記内レールには、前記外レールとの対向面から前記遊技領域側へ向け
て凹んだ凹部が設けられており、前記凹部内に切断部材を設けて構成したことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、不正入賞行為を効果的に防止することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態に係るぱちんこ遊技機の正面図である。
【図２】上記ぱちんこ遊技機を後方から見た斜視図である。
【図３】上記ぱちんこ遊技機からガラス枠を取り外した状態を示す正面図である。
【図４】上記ぱちんこ遊技機の電気的な構成を示すブロック図である。
【図５】遊技補助盤を前方から見た斜視図である。
【図６】遊技補助盤の正面図である。
【図７】図６における矢印VII－VIIに沿って示す断面図である。
【図８】図６における矢印VIII－VIIIに沿って示す断面図である。
【図９】球送り機構及び発射機構を前方から見た斜視図である。
【図１０】球送り機構及び発射機構を後方から見た斜視図である。
【図１１】球送り機構の分解斜視図である。
【図１２】ファール球回収機構を前方から見た斜視図である。
【図１３】ファール球回収機構を後方（右側寄り）から見た斜視図である。
【図１４】ファール球回収機構を後方（左側寄り）から見た斜視図である。
【図１５】ファール球回収機構の平面図である。
【図１６】ファール球回収機構及び発射機構を後方から見た斜視図である。
【図１７】ファール球回収機構の背面図である。
【図１８】逆止弁の斜視図である。
【図１９】切断部材の斜視図である。
【図２０】内レールの斜視図である。
【図２１】内レールの要部を示す分解斜視図である。
【図２２】内レールの要部を示す側面図である。
【図２３】図２２における矢印XXIII－XXIIIに沿って示す断面図である。
【図２４】図２２における矢印XXIV－XXIVに沿って示す断面図である。
【図２５】（Ａ）は内レール本体の正面図、（Ｂ）は内レール本体の背面図である。
【図２６】（Ａ）は押さえ部材の正面図、（Ｂ）は押さえ部材の背面図である。
【図２７】内レールの作用を説明するための正面図である。
【図２８】ファール球回収機構の作用を説明するための背面図である。
【図２９】ファール球回収機構の他の作用を説明するための背面図である。
【図３０】第１変形例に係るぱちんこ遊技機からガラス枠を取り外した状態を示す正面図
である。
【図３１】第１変形例に係る内レールの斜視図である。
【図３２】第１変形例に係る内レールの分解斜視図である。
【図３３】第１変形例に係る内レールの要部を示す分解斜視図である。
【図３４】第１変形例に係る内レールの要部を示す側面図である。



(4) JP 2018-11714 A 2018.1.25

10

20

30

40

50

【図３５】図３４における矢印XXXV－XXXXVに沿って示す断面図である。
【図３６】図３４における矢印XXXVI－XXXVIに沿って示す断面図である。
【図３７】第２変形例に係るファール球回収機構を後方から見た斜視図である。
【図３８】第２変形例に係る逆止弁の斜視図である。
【図３９】第３変形例に係る球送り機構及び発射機構を後方から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。本発明に係る弾球
遊技機の代表例として、ぱちんこ遊技機ＰＭを図１～図３に示しており、まず、この図を
参照してぱちんこ遊技機ＰＭの全体構成について説明する。なお、以降の説明においては
、便宜上、図２の各矢印で示す方向をそれぞれ、前後方向、左右方向、上下方向と称して
説明する。
【００１１】
　［遊技機の全体構成］
　始めに、ぱちんこ遊技機ＰＭの正面側の基本構造を説明する。ぱちんこ遊技機ＰＭは、
図１に示すように、外郭方形枠サイズに構成された縦向きの固定保持枠をなす外枠１の開
口前面に、これに合わせた方形枠サイズに構成されて開閉搭載枠をなす前枠２が互いの正
面左側縁部に配設された上下のヒンジ機構３により横開き開閉および着脱が可能に取り付
けられ、正面右側縁部に設けられたダブル錠と称される施錠装置４を利用して常には外枠
１と係合連結された閉鎖状態に保持される。
【００１２】
　前枠２には、この前枠２の上部前面域に合わせた方形状のガラス枠５が上下のヒンジ機
構３を利用して横開き開閉および着脱可能に組み付けられ、施錠装置４を利用して常には
前枠２の前面を覆う閉鎖状態に保持される。前枠２の前面側には、遊技盤２０が着脱可能
にセット保持され、常には閉鎖保持されるガラス枠５の複層ガラス５ａを通して遊技盤２
０の正面の遊技領域ＰＡを視認可能に臨ませるようになっている。
【００１３】
　遊技盤２０は、例えばアクリル樹脂やポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂等の合成樹脂
材料を用いて矩形平板状に形成された基板をベースとして構成されている。遊技盤２０の
前面には、図３に示すように、左下部から右上部にかけて配設された円弧状の外レール２
１と、外レール２１の内側において左下部から左上部にかけて配設された円弧状の内レー
ル２２と、外レール２１の右上部から該盤面の下部までの間に配設されて左向きに開く湾
曲形状に形成されたレール飾り２３とを備えており、外レール２１と内レール２２とレー
ル飾り２３とで囲まれた内側に略円形の遊技領域ＰＡが区画形成されている。また、外レ
ール２１と内レール２２とにより、後述の発射機構１５０により打ち出された遊技球を遊
技領域ＰＡへ案内するための案内通路２４が形成される。この案内通路２４における遊技
球の出口開口の近傍位置、すなわち、内レール２２の先端部に、案内通路２４を通って出
口開口から遊技領域ＰＡ内へ放出された遊技球が再び案内通路２４へ逆戻りするのを防止
する球戻り防止弁２５が配設されている。
【００１４】
　遊技領域ＰＡには、図３では詳細な図示を省略しているが、多数本の遊技釘や風車等と
ともに、第１始動口、第２始動口、作動ゲート、大入賞口、一般入賞口等の各種入賞口の
他、第１特別図柄表示装置、第２特別図柄表示装置、普通図柄表示装置、演出表示装置等
の各種表示装置などが配設されている。遊技領域ＰＡの略中央にはセンター役物２６が配
設されており、このセンター役物２６の中央開口を通して演出表示装置２７の画面が視認
可能に設けられている。遊技領域ＰＡの下端には、各種入賞口に入球せずに流下した遊技
球が通過可能なアウト口２９が設けられている。
【００１５】
　ガラス枠５の下部には、遊技球を貯留する上下の球皿（上球皿６及び下球皿７）が設け
られる。ガラス枠５の上部には、遊技の展開状況に応じて発光する演出ランプ１１や、遊
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技の展開状況に応じて効果音を発生させるスピーカ８が設けられている。ここで、下球皿
７は、ガラス枠５の左右の中心に対して左側に寄って配置されている。これにより、下球
皿７の正面右側には空きスペースが形成され、その部分に所定の演出操作を行うためのボ
タンやスイッチ、ダイヤル等の演出操作手段１２などが取り付けられる。
【００１６】
　前枠２の右下部には、遊技球の発射操作を行う発射ハンドル９が設けられている。前枠
２の下部には、図３に示すように、ガラス枠５の背後において遊技盤２０と上下に整合し
得る位置に遊技補助盤（４０）と称される補助機構部が形成されており、この遊技補助盤
４０の各部に、上球皿６に貯留された遊技球を１球ずつ送り出す球送り機構１００（図５
等を参照）、球送り機構１００から送り出された遊技球を遊技領域ＰＡへ向けて打ち出す
発射機構１５０、球送り機構１００及び発射機構１５０の作動を制御する発射制御基板１
８０などが設けられている。
【００１７】
　続いて、ぱちんこ遊技機ＰＭの背面側の基本構造を説明する。前枠２の背面側には、図
２に示すように、中央に前後連通する窓口を有して前枠２よりも幾分小型の矩形枠状に形
成された裏セット盤３０が取り付けられている。裏セット盤３０の各部には、遊技施設側
から供給される多数個の遊技球を貯留する貯留タンク３３、貯留タンク３３からの遊技球
を流下させる樋部材３４、樋部材３４により導かれた遊技球を払い出す賞球払出ユニット
３５、賞球払出ユニット３５から払い出された遊技球を上球皿６又は下球皿７へ流下させ
る裏側通路部材３６などが設けられている。
【００１８】
　遊技盤２０の背面側には、ぱちんこ遊技機ＰＭの作動を統括的に制御する主制御基板５
１や、演出全般の制御を行う演出制御基板５２（図４を参照）、遊技展開に応じた画像表
示、効果音の制御を行う画像制御基板５３（図４を参照）などが取り付けられている。な
お、本実施形態では、演出制御基板５２および画像制御基板５３は、演出表示装置（液晶
表示装置）２７と一体化されたアッセンブリ状態で液晶ユニット２８を構成している。こ
れに対して、裏セット盤３０の背面側には、遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制
御基板５４や、遊技施設側から受電して各種制御基板や電気・電子部品に電力を供給する
電源基板（図示せず）などが取り付けられている。なお、これらの制御基板は、不正改造
防止のため、カシメ構造及び封印シール構造を有する透明樹脂製の基板ケースに収容され
たアッセンブリ状態で遊技盤２０背面又は裏セット盤３０背面の所定位置にそれぞれ配設
される。これらの制御基板とぱちんこ遊技機ＰＭ各部の電気・電子部品とがハーネス（コ
ネクタケーブル）を介して相互に接続されて、ぱちんこ遊技機ＰＭが作動可能に構成され
ている。
【００１９】
　続いて、図４は、ぱちんこ遊技機ＰＭの電気的な概略構成を示すブロック図である。前
述したように、ぱちんこ遊技機ＰＭには、主制御基板５１、演出制御基板５２、画像制御
基板５３、払出制御基板５４、発射制御基板１８０などが搭載されている。
【００２０】
　主制御基板５１は、上記第１始動口への遊技球の入球を検出する第１始動口スイッチ６
１、上記第２始動口への遊技球の入球を検出する第２始動口スイッチ６２、上記作動ゲー
トへの遊技球の通過を検出する作動ゲートスイッチ６３、上記大入賞口への遊技球の入球
を検出する大入賞口スイッチ６４、上記一般入賞口への遊技球の入球を検出する一般入賞
口スイッチ６５等と電気的に接続されている。また、主制御基板５１と演出制御基板５２
との間は、８本のパラレル信号線および１本のストローブ線で接続されており、主制御基
板５１から演出制御基板５２へと向かう単一方向のみで通信可能に接続され、主制御基板
５１から演出制御基板５２へ各種の演出制御コマンドが送信される。また、主制御基板５
１は、払出制御基板５４と電気的に接続され、払出制御基板５４との間で双方向通信が可
能となっている。また、主制御基板５１は、発射制御基板１８０と電気的に接続され、主
制御基板５１から発射制御基板１８０へ一方向通信が可能となっている。
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【００２１】
　演出制御基板５２は、画像制御基板５３と双方向通信が可能となるように接続されてお
り、画像制御基板５３に対して画像および音響を指示する画像制御コマンドを送信する。
また、演出制御基板５２は、演出ランプ１１及び演出操作手段１２等と電気的に接続され
ており、演出ランプ１１を制御するためのランプ制御信号（ランプデータ）を送信すると
ともに、遊技者の操作に応じて演出操作手段１２からの操作入力信号を受信する。
【００２２】
　画像制御基板５３は、演出表示装置２７及びスピーカ８等と電気的に接続されており、
演出制御基板５２からの指示（画像制御コマンド）に応じて画像ＲＯＭに記憶された画像
データを読み込み、これを画像処理して生成した画像データを演出表示装置２７に送信す
るとともに、演出制御基板５２からの指示（画像制御コマンド）に応じて音声ＲＯＭに記
憶された音響データを読み込み、これを合成処理して生成した音響データを増幅器（デジ
タルアンプ）を介してスピーカ８に送信する。また、画像制御基板５３は、演出制御基板
５２からの画像制御コマンドに対する応答として、この画像制御コマンドを正常に受信で
きた旨を示す応答コマンド（ＡＣＫコマンド）を演出制御基板５２へ送信する。
【００２３】
　払出制御基板５４は、賞球払出ユニット３５及び貸球操作装置（図示せず）等と電気的
に接続されており、主制御基板５１からの払出制御コマンドに基づき、或いは、貸球操作
装置からの操作信号に基づき、賞球払出ユニット３５を作動させて、遊技球を上球皿６又
は下球皿７に払い出す制御を実行する。
【００２４】
　発射制御基板１８０は、発射ハンドル９、球送り機構１００、発射機構１５０等と電気
的に接続されており、発射ハンドル９からの操作信号に基づき、球送り機構１００と発射
機構１５０とを同期的に作動させて、遊技球を発射する制御を実行する。このとき、主制
御基板５１では、発射制御基板１８０との通信異常又は断線短絡電源異常が検出されてい
ない場合、発射制御基板１８０に対して発射許可の信号を出力し、遊技球の発射を許可す
る。他方、発射制御基板１８０との通信異常又は断線短絡電源異常が検出されている場合
、発射制御基板１８０に対して発射禁止の信号を出力し、遊技球の発射を禁止する。
【００２５】
　以上のように構成される、ぱちんこ遊技機ＰＭは、外枠１が遊技施設の遊技島に固定設
置され、前枠２、ガラス枠５等が閉鎖施錠された状態で遊技に供され、遊技球を上球皿６
に貯留させて発射ハンドル９を回動操作することにより遊技が開始される。発射ハンドル
９が回動操作されると、上球皿６に貯留された遊技球が、球送り機構１００によって１球
ずつ発射機構１５０に送り出され、該発射機構１５０により遊技領域ＰＡに向けて打ち出
される。
【００２６】
　遊技領域ＰＡを転動流下する遊技球が、第１始動口、第２始動口、大入賞口、一般入賞
口のいずれかに入球すると、その入賞口の種別に応じた賞球が賞球払出ユニット３５によ
り上球皿６又は下球皿７に払い出される。本例では、第１始動口又は第２始動口に入賞し
た場合の賞球数は「３個」、大入賞口に入賞した場合の賞球数は「１５個」、一般入賞口
に入賞した場合の賞球数は「１０個」である。また、遊技球が第１始動口又は第２始動口
に入球すると、特別図柄遊技の抽選乱数値が取得され、当該乱数値を所定の上限個数まで
特別図柄の保留球として一時記憶する。そして、所定の始動条件（変動開始条件）が成立
する場合、最先の保留球に係る抽選乱数値に対して特別図柄の当否判定、図柄判定、変動
パターン判定を行い、この判定結果に応じた態様で、第１特別図柄表示装置又は第２特別
図柄表示装置において特別図柄が変動表示されるとともに、演出表示装置２７において装
飾図柄が変動表示される。特別図柄および装飾図柄の変動表示は、前記選択された変動パ
ターンに応じた変動時間の経過後に同期的に停止表示される。
【００２７】
　第１特別図柄又は第２特別図柄が大当りを示す停止態様で確定表示された場合、特別遊
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技に移行し、大入賞口の開閉動作が開始される。大当りを示す装飾図柄の停止態様は、例
えば３つの図柄の種類が一致する態様である。本実施形態では、特別遊技（大当り遊技）
として、当選した大当り種別（大当り図柄）に応じて、規定ラウンド数の異なる複数種の
特別遊技のうちの何れかが展開される。特別遊技は、大入賞口（特別電動役物）の１又は
複数回の開閉動作を１回のラウンド遊技とし、当該ラウンド遊技を規定ラウンド数（例え
ば１６Ｒ，８Ｒ，２Ｒ）だけ連続して実行するものである。
【００２８】
　かかる構成のぱちんこ遊技機ＰＭにおいて、正常な遊技では、原則として各種入賞口へ
の遊技球１球の入球につき１回の入賞が検出されるものであるが、近年においては、各種
入賞口へ入球した遊技球を不正に操作することで連続入賞を検出させる不正入賞行為（俗
に「糸吊りゴト」と称される）が頻発している。この代表的な手口を概説すると、まず、
釣糸などの線材の一端側に遊技球を固着し、この線材の他端側を不正行為者自身が手で掴
み、このような細工を施した遊技球（「不正球」とも称する）を発射機構１５０により遊
技領域ＰＡへ打ち出す。この不正球が遊技領域ＰＡまで達すると、線材を操作して或いは
外部から強力な磁石などを用いて不正球を入賞口まで誘導して該入賞口に入球させる。そ
して、線材を手前側に引っ張ったり（引き込んだり）奥側へ送り込んだりする操作を繰り
返すことで、不正球を入賞口スイッチにて何度も検出させて（典型的には不正球を通過型
センサに何度も通過させて）連続入賞を獲得する。これが近年において頻発している不正
球を利用した不正入賞行為の概要である。なお、最近では不正の手口が巧妙化しており、
不正球を上球皿６に投入することで該不正球を球送り機構１００を介して発射機構１５０
へ送り出す典型的な手口の他、不正球を下球皿７から機内の通路（ファール球通路）を逆
流させて該不正球を球送り機構１００を介さずに発射機構１５０へ送り出す手口も発見さ
れている。
【００２９】
　そこで本実施形態においては、上記のような糸吊りゴトと称される不正入賞行為を防止
すべく、かかる構成のぱちんこ遊技機ＰＭにあって、遊技補助盤４０および内レール２２
に不正防止構造が設けられている。それでは以下において、本実施形態に係る不正防止構
造として、（Ａ）遊技補助盤４０に適用された不正防止構造、及び（Ｂ）内レール２２に
適用された不正防止構造について具体的に説明する。なお、図面上では、遊技球（不正球
を含む）を符号「Ｂ」で表し、線材を符号「Ｌ」で表す。
【００３０】
　［Ａ．遊技補助盤に適用された不正防止構造］
　まず、図５～図１９を追加参照して、遊技補助盤４０に適用された不正防止構造につい
て説明する。
【００３１】
　遊技補助盤４０には、上球皿６に貯留された遊技球を１球ずつ送り出す球送り機構１０
０、球送り機構１００から送り出された遊技球を遊技領域ＰＡへ向けて打ち出す発射機構
１５０、球送り機構１００及び発射機構１５０の作動を制御する発射制御基板１８０、発
射機構１５０により打ち出されて遊技領域ＰＡへ到達できずに戻ってきた遊技球（「ファ
ール球」と称する）を下球皿７に回収するためのファール球回収機構２００などが設けら
れている。
【００３２】
　＜球送り機構＞
　球送り機構１００は、図９～図１１に示すように、ガラス枠５と前後に対向する前ケー
ス部材１１０と、発射機構１５０と前後に対向する後ケース部材１２０と、遊技球を１球
ずつ発射機構１５０へ送り出す球送り部材１３０と、球送り部材１３０を揺動させる球送
りソレノイド１４０とを有して構成される。
【００３３】
　前ケース部材１１０及び後ケース部材１２０は、共に無色透明な樹脂材料（例えばポリ
カーボネート）を用いて射出成形等の成形手段により形成されている。前ケース部材１１



(8) JP 2018-11714 A 2018.1.25

10

20

30

40

50

０及び後ケース部材１２０は、それぞれの四隅に形成された係合部同士を係合させること
で、箱形に組み合わされて一体化される。各ケース部材１１０，１２０の内部には、上球
皿６から流下した遊技球を１球ずつ発射機構１５０へ送り出すための球送り通路１０１が
形成されている。
【００３４】
　前ケース部材１１０は、後ケース部材１２０の前面開口を閉止可能な板状に形成されて
いる。前ケース部材１１０の前面には、球送り通路１０１の上流端に開口し、ガラス枠５
に前後貫通して設けられた連通穴（図示せず）と連絡して上球皿６から流下する遊技球を
受け入れるための球入口１１１が形成されている。また、前ケース部材１１０の前面には
、球送り部材１３０に形成された揺動ストッパ１３４が挿通される長穴状の揺動規制穴１
１２が形成されている。
【００３５】
　後ケース部材１２０は、前面に開口を有する矩形箱状に形成されている。後ケース部材
１２０には、球送り通路１０１の底面をなす通路床部１２１が形成されている。後ケース
部材１２０の内面側には、球送り通路１０１の下流端に達した遊技球を発射機構１５０の
発射レール１７３上に導くための球出口１２２が形成されている。また、後ケース部材１
２０の内面には、球送り部材１３０の軸部１３５と係合して該球送り部材１３０を揺動自
在に支持する支持穴１２３が形成されるとともに、球送りソレノイド１４０が固定される
ソレノイド取付部１２４が形成されている。また、球出口１２２の左側縁部には、ブロッ
ク状のガイド部１２５が後方に突出して形成されており、球出口１２２を通過する遊技球
の側方を案内するようになっている。後ケース部材１２０の下端には、下方に突出する固
定爪１２６が形成されており、発射機構１５０の外周部前方を覆う発射機構カバー（図示
せず）の下部にこの固定爪１２６が係止されることで、球送り機構１００が発射カバー（
発射機構１５０）に固定されるようになっている。
【００３６】
　球送り部材１３０は、図１１に示すように、樹脂材料を用いて図示する形状に形成され
、球受容部１３１、球送りレール部１３２及び棹部１３３を有して構成される。球送り部
材１３０は、各ケース部材１１０，１２０の内部に軸部１３５を中心として揺動自在に取
り付けられる。球送り部材１３０の側部には、前ケース部材１１０の揺動規制穴１１２に
挿通される突起状の揺動ストッパ１３４が設けられており、この揺動ストッパ１３４が揺
動規制穴１１２に沿って移動可能な範囲内で球送り部材１３０の揺動が許容される。それ
により、球送り部材１３０は、球出口１２２を閉止する球出口閉止位置と、球出口１２２
を開放する球出口開放位置との間で揺動可能に構成される。
【００３７】
　球受容部１３１は、球出口閉止位置に揺動すると、球送り通路１０１を開通するように
右方へ変位し、球送り通路１０１を流下する遊技球を１球だけ受け入れて保持する。また
、球受容部１３１は、球出口開放位置に揺動すると、球送り通路１０１を閉止するように
左方へ変位し、保持した遊技球を球送りレール部１３２（球出口１２２）へ向けて送ると
ともに、球送り通路１０１を流下する遊技球を堰き止める。
【００３８】
　球送りレール部１３２は、基端部が球受容部１３１の下部に繋がるとともに、先端部が
球出口１２２から後方外方へ突出して延びる板状に形成されている。球送りレール部１３
２は、球出口閉止位置に揺動すると、球出口１２２を閉止するように右方に変位する。ま
た、球送りレール部１３２は、球出口開放位置に揺動すると、球出口１２２を開放するよ
うに左方に変位し、球受容部１３１から送られた遊技球を発射機構１５０の発射レール１
７３上に流下させる。なお、球送りレール部１３２の上面は、先端部（後端部）に向けて
下傾するだけでなく、左側のガイド部１２５に向けても下傾しており、遊技球がガイド部
１２５に沿って球送りレール部１３２上を流下するようになっている。
【００３９】
　棹部１３３は、球受容部１３１の下端から下方へ延びる棒状に形成されている。棹部１
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３３の内部には、永久磁石１３６が取り付けられている。
【００４０】
　球送りソレノイド１４０は、各ケース部材１１０，１２０の内部において棹部１３３の
近傍に配設されている。球送りソレノイド１４０には、ソレノイド制御基板（図示せず）
が電気的に接続されており、ソレノイド制御基板から出力された駆動信号により球送りソ
レノイド１４０が駆動される。球送りソレノイド１４０がオン作動すると（通電状態にな
ると）、球送りソレノイド１４０から発生した磁力を受けて、永久磁石１３６が球送りソ
レノイド１４０に反撥し、球送り部材１３０が球出口閉止位置に揺動する。一方、球送り
ソレノイド１４０がオフ作動すると（非通電状態になると）、球送りソレノイド１４０か
らの磁力が消失し、球送り部材１３０が重力の作用により降下して球出口開放位置に揺動
する。
【００４１】
　＜発射機構＞
　発射機構１５０は、図９に示すように、遊技球を発射する発射機構部１６０と、発射機
構部１６０により発射された遊技球を外レール２１（案内通路２４）に案内する発射レー
ル部１７０とを備えて構成される。この発射機構１５０は、図５等に示すように、球送り
機構１００の後面側に重なって配設されている。
【００４２】
　発射機構部１６０は、盤面とほぼ平行な面内で揺動可能に設けられて遊技球を打ち出す
ハンマ１６１と、このハンマ１６１を揺動させる発射ソレノイド１６３とを備えている。
【００４３】
　発射レール部１７０は、遊技補助盤４０の発射装置取付部４１に取り付けられるベース
プレート１７１と、このベースプレート１７１に取り付けられて斜め上方に延びる横断面
がＶ字形の発射レール１７３と、発射レール１７３のレール面と対向して設けられ遊技球
を発射レール１７３の傾斜下端に位置する打撃位置（発射位置）に留置するガイドホルダ
１７５とを備えている。
【００４４】
　ベースプレート１７１は、平板状に形成されており、遊技補助盤４０の発射装置取付部
４１にビス止め固定される。ベースプレート１７１の前面には、ハンマ１６１を弾性的に
受け止める二つのストッパ１６５，１６６が取り付けられている。発射レール１７３は、
右下端における遊技球の打球位置から外レール２１と内レール２２との間の案内通路２４
に向けて（すなわち外レール２１の下端近傍のレール面よりも上方に向けて）左斜め上方
に延びて設けられている。
【００４５】
　発射ソレノイド１６３は、ベースプレート１７１の後面側にビス止め固定され、その本
体部分がベースプレート１７１の後面側に突出している。発射ソレノイド１６３の可動鉄
芯１６４は、ベースプレート１７１に前後貫通された鉄芯挿通孔１７２を通してベースプ
レート１７１の前面側に達するように構成されており、この可動鉄芯１６４にハンマ１６
１が連結されている。このようにして、ハンマ１６１はベースプレート１７１の前面側に
取り付けられ、発射ソレノイド１６３の作動により可動鉄芯１６４を揺動軸として、発射
レール１７３上にセットされた遊技球を打球可能な打球位置と、該打球位置から右下方に
退避した待機位置との間で揺動可能に構成される。すなわち、ハンマ１６１は、右方の待
機位置から左方の打球位置への揺動により遊技球を遊技領域ＰＡに向けて発射可能となっ
ている。具体的には、発射ソレノイド１６３がオン作動すると（通電状態になると）、発
射ソレノイド１６３の駆動力を受けてハンマ１６１が待機位置から打球位置へ揺動し、発
射ソレノイド１６３がオフ作動すると（非通電状態になると）、ハンマ１６１が重力の作
用を受けて打球位置から待機位置へ揺動する。
【００４６】
　＜発射制御基板＞
　発射制御基板１８０は、矩形板状のプリント配線板を基板とし、このプリント配線板に
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各種の電気・電子部品が実行されて発射制御回路が形成されている。この発射制御基板１
８０は、発射ハンドル９（具体的には該ハンドル内に装備されたポテンショメータやタッ
チセンサなど）と電気的に接続されており、遊技者による発射ハンドル９の回動操作量に
応じた操作信号に基づき、発射ソレノイド１６３の作動を制御する。発射制御基板１８０
は、無色透明の樹脂材料を用いて矩形箱状に形成された発射基板ケースに収容保持された
状態で遊技補助盤４０の発射装置取付部４１にビス止め固定される。
【００４７】
　＜ファール球回収機構＞
　ファール球回収機構２００は、図１２～図１７に示すように、遊技補助盤４０に着脱さ
れる補助盤カバー２１０と、補助盤カバー２１０に設けられて一方向にのみ遊技球の通過
を許容する上下の逆止弁２５０，２７０と、補助盤カバー２１０の上端部に設けられた切
断部材２９０とを主体に構成されている。
【００４８】
　補助盤カバー２１０は、無色透明の樹脂材料を用いて全体として後面開放の矩形箱状に
形成されている。この補助盤カバー２１０は、前面側に配置される基壁２１１と、この基
壁２１１の周縁から後方に向けて立設される上下左右の側壁２１２，２１３，２１４，２
１５とを備えている。補助盤カバー２１０の後面側には、該カバー内における通路部分（
後述の発射通路２３０及びファール球通路２４０，２６０）を区画するための仕切壁２２
０が設けられている。この補助盤カバー２１０は、複数本のビス（図示せず）を用いて、
遊技補助盤４０の補助盤カバー取付部４２に着脱可能に取り付けられ、発射機構１５０（
発射レール１７３）の上端と遊技盤２０（案内通路２４）の下端との間に配設される。
【００４９】
　補助盤カバー２１０の上側の側壁２１２には、案内通路２４の下端と略上下に対向する
上端開口２１６が貫通形成されている。補助盤カバー２１０の右側の側壁２１５には、発
射レール１７３の上端部に近接して、発射機構１５０により打ち出された遊技球を通過さ
せる発射ガイド口２１７が形成されている。補助盤カバー２１０の下側の側壁２１３には
、下方に開口した球排出口２１８を有する上側ダクト２１９が形成されている。この球排
出口２１８は、補助盤カバー取付部４２に揺動自在に設けられた開閉弁４６により開閉可
能に構成されている。
【００５０】
　補助盤カバー２１０には、右側方の発射ガイド口２１７と上方の上端開口２１６とを繋
いで右斜め上方に傾斜して延びる発射通路２３０が形成されており、発射機構１５０によ
り打ち出された遊技球が発射通路２３０を通過可能に構成されている。なお、この発射通
路２３０は、発射機構１５０の発射レール１７３と略平行に設けられている。
【００５１】
　また、補助盤カバー２１０には、二つのファール球通路、具体的には、案内通路２４か
ら戻ってきて上端開口２１６に落入した遊技球を球排出口２１８へ導くための上側ファー
ル球通路２４０と、発射通路２３０を越えられずに戻ってきた遊技球を球排出口２１８へ
導くための下側ファール球通路２６０とが設けられている。各ファール球通路２４０，２
６０は、遊技球が１球通過できる通路幅（遊技球１個分の直径よりも広く且つ遊技球２個
分の直径よりも狭い通路幅）に形成されている。
【００５２】
　上側ファール球通路２４０は、上端開口２１６に連通して左右方向に延びる第１通路２
４１と、第１通路２４１に繋がり前後方向に延びる第２通路２４２とを有して、全体とし
て略Ｌ字状に屈曲した通路として構成されている。第１通路２４１の下面をなす第１上側
傾斜面２４１ａと、第２通路２４２の下面をなす第２上側傾斜面２４２ａとは、互いに連
続的に繋がり、且つ、上流側から下流側に向けて下り傾斜しており、これらの傾斜面２４
１ａ，２４２ａに沿って遊技球（ファール球）が流下可能となっている。なお、第１傾斜
面２４１ａは、図７に示すように、仕切壁２２０に形成された前側傾斜面２２１と補助盤
カバー取付部４２に形成された後側傾斜面４３とが略面一状態となるよう前後に組み合わ
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されて構成されており、これらが一体となって第２上側傾斜面２４２ａに繋がっている。
そして、第１通路２４１と第２通路２４２との接続部分に、遊技球の逆流方向の通過を防
止するための逆止弁２５０が取り付けられている。
【００５３】
　逆止弁２５０は、上側ファール球通路２４０（第２通路２４２）を閉鎖可能な大きさの
扉形に形成され、上側の側壁２１２に設けられた支軸部２５１を中心として上下に揺動自
在に枢結されている。逆止弁２５０は、通常時には、上側ファール球通路２４０内におい
て自重により垂下して上側ファール球通路２４０を閉鎖する中立姿勢（略垂直姿勢）に保
持されている。ここで、上側ファール球通路２４０の閉鎖とは、該ファール球通路２４０
を完全に閉鎖する意味に限定されず、遊技球の逆戻りを妨げる程度の閉鎖状態を含む概念
で用いている。このとき、上側の側壁２１２には、支軸部２５１よりも右側に位置して中
立姿勢（略垂直姿勢）にある逆止弁２５０の上端部と左右方向に近接して対峙する制止壁
２１２ａが設けられている。そのため、逆止弁２５０は、中立姿勢から左方（下流方向）
への揺動は許容されるが、中立姿勢から右方（上流方向）への揺動は制止壁２１２ａに当
接して規制される。従って、遊技球が上流側の第１通路２４１から下流側の第２通路２４
２へ流下する場合は、逆止弁２５０が中立姿勢から下流側に向けて揺動することで、遊技
球の通過（正流方向の通過）が許容される。一方、遊技球が下流側の第２通路２４２から
上流側の第１通路２４１へ逆流する場合は、逆止弁２５０が制止壁２１２ａに当接して中
立姿勢に保持されることで、遊技球の通過（逆流方向の通過）が規制される。
【００５４】
　上側ファール球通路２４０（第２通路２４２）は、図７に示すように、補助盤カバー取
付部４２の前面側に形成された排出通路４４と前後に連通している。この排出通路４４は
、略鉛直方向に延びており、その下端において上側ダクト２１９と前後に連通している。
この上側ダクト２１９の球排出口２１８は、前述したように、補助盤カバー取付部４２に
設けられた開閉弁４６により開閉可能に構成されている。具体的に、ガラス枠５が開放さ
れているときは、開閉弁４６が不図示のバネにて前方に付勢されて球排出口２１８は閉止
され、ガラス枠５が開放されているときは、ガラス枠５の背面に突出して設けられた下側
ダクト（図示せず）により開閉弁４６が後方に押圧されて球排出口２１８が開放される。
球排出口２１８が開放されている状態では、この球排出口２１８から下方に排出された遊
技球は下側ダクト内に落入するようになっている。下側ダクトは、ガラス枠５に表裏貫通
して形成された下球皿通路（図示せず）に連通している。そのため、下側ダクトに落入し
た遊技球は、ガラス枠５の後面側から前面側へ通過して、該ガラス枠５の前面側に設けら
れた下球皿７に供給されるようになっている。このように上端開口２１６に落入した遊技
球（ファール球）は、上側ファール球通路２４０→排出通路４４→上側ダクト２１９→下
側ダクト（図示せず）→下球皿通路（図示せず）→下球皿７といった順に、機内に形成さ
れた各流路を流下する。
【００５５】
　一方、下側ファール球通路２６０は、発射通路２３０の下端部に連通しており、該発射
通路２３０の下端部から左方に延びて上側ダクト２１９の球排出口２１８に連通している
。下側ファール球通路２６０の下面をなす下側傾斜面２６１は、発射通路２３０の下端部
から上側ダクト２１９に向けて下り傾斜しており、発射通路２３０を越えずに流下した遊
技球（ファール球）を上側ダクト２１９に誘導するようになっている。このように、発射
通路２３０から戻ってきた遊技球（ファール球）は、下側ファール球通路２６０→上側ダ
クト２１９→下側ダクト（図示せず）→下球皿通路（図示せず）→下球皿７といった順に
、機内に設けられた各流路を流下する。
【００５６】
　下側ファール球通路２６０の途中には、遊技球の逆流方向の通過を防止するための逆止
弁２７０が取り付けられている。逆止弁２７０は、通常時には下側ファール球通路２６０
内にて自重により垂下して該ファール球通路２６０を閉鎖する中立姿勢（略垂直姿勢）に
保持されている。ここで、下側ファール球通路２６０の閉鎖とは、該ファール球通路２６
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０を完全に閉鎖する意味に限定されず、遊技球の逆戻りを妨げる程度の閉鎖状態を含む概
念で用いている。図１８に示すように、逆止弁２７０の上端部には板幅方向（前後方向）
に突出する一対の軸部２７１が形成されており、この一対の軸部２７１が仕切壁２２０に
ビス止め固定される弁取付部材２８０と該弁取付部材２８０の前面側に着脱可能に取り付
けられる弁蓋部材２８１とに跨って枢結されることで、該逆止弁２７０が軸部２７１を中
心として垂直面内で揺動自在に構成されている。弁蓋部材２８１の内面には、逆止弁２７
０よりも右側に位置するとともに中立姿勢にある逆止弁２７０の上端部と左右方向に近接
して対峙する制止突起（図示せず）が設けられている。そのため、逆止弁２７０は、中立
姿勢から左方（下流方向）への揺動は許容されるが、中立姿勢から右方（上流方向）への
揺動は不図示の制止突起に当接して規制される。従って、遊技球が下側ファール球通路２
６０を上流側から下流側へ流下する場合は、該逆止弁２７０が中立姿勢から下流側に向け
て揺動することで、遊技球の通過（正流方向の通過）が許容される。一方、遊技球が下側
ファール球通路２６０を下流側から上流側へ逆流する場合は、該逆止弁２７０が制止突起
に当接して中立姿勢に保持されることで、遊技球の通過（逆流方向の通過）が規制される
。
【００５７】
　切断部材２９０は、補助盤カバー２１０の上側の側壁２１２に形成された固定部２１２
ｂに不図示のビスを用いて着脱可能に取り付けられている。切断部材２９０は、例えば帯
板状の金属平板にプレス加工（打ち抜き可能や曲げ加工など）を施して図１９等に示す所
定形状に形成されている。切断部材２９０は、補助盤カバー２１０の上端開口２１６の近
傍に配置された切断刃部２９１と、切断刃部２９１の後端縁から立設された支持片部２９
５とを備えて形成される。切断刃部２９１は、上下に重ね合わされて形成された上側刃部
２９２と下側刃部２９３とからなり、上側刃部２９２と下側刃部２９３との間にＶ字状の
切り込み２９４が形成されており、この切り込み２９４に沿った縁部が鋭利な刃状に形成
されることで、該切り込み２９４に入り込んだ線材Ｌ（食い込んだ線材Ｌ）に接触してこ
れを切断可能に構成されている。支持片部２９５には、切断部材２９０を補助盤カバー２
１０の固定部２１２ｂにビス止めするための円孔２９６が開設されている。切断部材２９
０は、図１５に示すように、切断刃部２９１の切り込み２９４を上端開口２１６側に向け
て取り付けられており、平面視にて該切り込み２９４が上側ファール球通路２４０の幅方
向（前後方向）の中心線上の近傍に配置されている。
【００５８】
　［Ｂ．内レールに適用された不正防止構造］
　次に、図２０～図２６を追加参照して、内レール２２に適用された不正防止構造につい
て説明する。
【００５９】
　＜内レール＞
　内レール２２は、該レール２２の基体となる内レール本体３００と、内レール本体３０
０に着脱可能に取り付けられる押さえ部材３４０と、内レール本体３００と押さえ部材３
４０との間に挟持される切断部材３５０とを備えて構成される。
【００６０】
　内レール本体３００は、外レール２１側に凸を向けて円弧状に湾曲する帯板状の内レー
ル部３０１と、内レール部３０１の後縁部に沿って設けられたレール支持部３２０と、内
レール部３０１の下端に設けられてアウト口２９を形成するアウト口形成部３３０とを備
えている。内レール本体３００の上端部には、前述の逆戻り防止弁２５（図３を参照）が
装着される。
【００６１】
　内レール部３０１の上下方向の略中央には、該内レール部３０１のレール面３０２から
右側方（遊技領域ＰＡ側）に向けて凹設されて溝状に開放する凹部３１０が形成されてお
り、この凹部３１０内に不正防止具としての切断部材３５０が着脱可能に取り付けられる
。凹部３１０は、該凹部３１０の長手方向の両端から中央に向かうほど深くなるように形
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成されている。この凹部３１０の底面をなす基底部３１１は略「く」の字形に屈曲してお
り、その最深部の近傍には切断部材３５０の裏面側を支持するための凸状の支持部３１２
が形成されている。基底部３１１の後端側には、上下に一対の係合溝３１３がそれぞれ凹
設されている。また、凹部３１０の前壁面には、切断部材３５０の前端部を嵌挿するため
の支持溝３１４が形成されるとともに、切断部材３５０の前端部の表裏面をそれぞれ支持
するための表面側突部３１５及び裏面側突部３１６が形成されている。支持部３１２の近
傍には、中心にネジ孔（図示せず）を有した円筒状のネジボス３１７が形成されている。
【００６２】
　レール支持部３２０は、内レール部３０１の後端縁に沿って円弧状に湾曲しており、上
下方向の略中央部（凹部３１０と整合する位置）には押さえ部材３４０を装着するための
空部３２１が形成されている。そのため、レール支持部３２０は、空部３２１が形成され
ている区間内において前後に抜けている。レール支持部３２０の後面側には、遊技盤２０
に前面側に嵌挿される複数の位置決めピン３２２，３２３が突出形成されている。
【００６３】
　押さえ部材３４０は、レール支持部３２０の空部３２１に対応する形状に形成されてお
り、この空部３２１に装着されてレール支持部３２０の一部分を構成する。このようにレ
ール支持部３２０は空部３２１が形成された区間において途切れているが、押さえ部材３
４０を空部３２１に装着することで、レール支持部３２０と押さえ部材３４０とがレール
の延伸方向に沿って連続的に繋がるように構成されている。押さえ部材３４０の上端及び
下端には、内レール本体３００の係合溝３１３に係合される係合突起３４１がそれぞれ形
成されている。押さえ部材３４０の前面側には、内レール本体３００の基底部３１１の後
面側を挿入するための収容部３４２が凹設されている。この収容部３４２には、基底部３
１１の後面側のみではなく、切断部材３５０の後端部も挿入されるようになっており、こ
れにより切断部材３５０の両側部（前端部、後端部）が内レール本体３００及び押さえ部
材３４０により前後から挟持されることになる。収容部３４２には、前後に貫通する挿通
孔３４３が形成されており、この挿通孔３４３に不図示のビスを挿入して内レール本体３
０１のネジボス３１７に螺着させることで、押さえ部材３４０が内レール本体３００にビ
ス止め固定される。また、押さえ部材３４０の後面側には、遊技盤２０の前面側に嵌挿さ
れる位置決めピン３４４が突出形成されている。
【００６４】
　切断部材３５０は、例えば帯板状の金属平板にプレス加工（打ち抜き可能や曲げ加工な
ど）を施して図２１等に示す所定形状に形成されている。切断部材３５０は、内レール本
体３００の凹部３１０内において、先端部が左斜め上方に指向した傾斜姿勢で取り付けら
れている。切断部材３５０は、その先端側に鋭利な刃先を有した三つの刃部として、中央
刃部３５１、前側刃部３５２及び後側刃部３５３を有している。切断部材３５０には、各
刃部３５１～３５３の間に短手方向（略上下方向）に延びる２カ所の切り込み３５４が形
成されており、この２カ所の切り込み３５４に挟まれた中央刃部３５１が案内通路２４側
へ向けて斜めに折り曲げられることで、線材Ｌを捕捉しやすい構造となっている。各切り
込み３５４は奥にいくほど開き間隔が狭くなる略Ｖ字状に形成されており、この切り込み
３５４に沿った縁部が鋭利な刃状に形成されることで、該切り込み３５４に入り込んだ線
材Ｌ（食い込んだ線材Ｌ）にせん断力が作用してこれを切断可能に構成されている。なお
、中央刃部３５１の先端は、上方に凸を向けた緩やかな円弧状（山型）に形成されており
、この円弧面の作用によって、切断部材３５０に引っ掛かった線材Ｌを切り込み３５４へ
と誘導するように構成されている。
【００６５】
　切断部材３５０は、図２３及び図２４等に示すように、内レール部３０１のレール面３
０２よりも外方（案内通路２４側）へ突出することなく、その全体が凹部３１０内に完全
に収容された状態で固定されている。それにより、発射機構１５０により打ち出されて案
内通路２４内を通過する遊技球に切断部材３５０が接触して、遊技球の飛翔を妨げるおそ
れがない。ここで、図２４に示すように、凹部３１０（基底部３１１）の最上端Ｘと最下



(14) JP 2018-11714 A 2018.1.25

10

20

30

40

50

端Ｙとを直線的に繋ぐ仮想線Ｋを考える。この仮想線Ｋは凹部３１０の最上端Ｘと最下端
Ｙとの間を最短距離で繋ぐ直線であるため、最上端Ｘと最下端Ｙとの間を外側（左方）に
凸を向けて円弧状に繋ぐレール面３０２よりも内側（右方）に位置することになる。この
とき、切断部材３５０は、凹部３１０内において仮想線Ｌと交差する位置関係で配置され
ている。より具体的には、図２４に示す縦断面視において、切断部材３４０の三つの刃部
３５１～３５３がレール面３０２よりも内側であって仮想線Ｋよりも外側に配置された位
置関係（好適には切り込み３５４が仮想線Ｋと交差する位置関係）となっている。そのた
め、この仮想線Ｋを釣糸等の線材Ｌに見立てた場合、該線材Ｌは切断部材３５０に接触し
て（切り込み３５４内に食い込んで）切断されるものといえる。従って、切断部材３５０
をレール面３０２よりもはみ出さずに凹部３１０内に収容しながらも線材Ｌに対して接触
可能（切断可能）に構成されている。
【００６６】
　［不正防止構造の特徴的作用］
　次に、本実施形態の理解を容易にするため、ぱちんこ遊技機ＰＭに備えられた不正防止
構造の作用について図２７～図２９を追加参照して説明する。
【００６７】
　まず、通常の遊技において、上球皿６に貯留された遊技球は、球送り機構１００により
１球ずつ発射機構１５０（発射レール１７３上の打球位置）に送り出され、この発射機構
１５０から遊技領域ＰＡへ向けて打ち出される。発射機構１５０により打ち出された遊技
球は、補助盤カバー２１０に形成された発射通路２３０を通過した後、外レール２１に沿
って案内通路２４を通過して遊技領域ＰＡ内に放出され、この遊技領域ＰＡ内を重力の作
用を受けて流下する。このとき、内レール２２に設けられた切断部材３５０は、内レール
２２の凹部３１０内においてレール面３０２よりも内側に配設されているため（案内通路
２４に突出していないため）、案内通路２４を通過する遊技球が切断部材３５０に接触す
ることはなく、遊技球の飛翔を妨害するおそれはない。
【００６８】
　一方、不正行為者が線材Ｌの付いた遊技球（不正球）Ｂを上球皿６に投入して、上記と
同様にして、該不正球Ｂが発射機構１５０により打ち出されて遊技領域ＰＡ内に放出され
ると、該不正球Ｂは重力の作用を受けて遊技領域ＰＡ内を流下する一方で、該不正球Ｂか
ら延びる線材Ｌは球戻り防止弁２５或いは遊技釘などに引掛けられ、そこに繋留された状
態となる。図２７に示すように、この状態から不正行為者が線材Ｌを操作すると、案内通
路２４内に通されている線材Ｌは、遊技者に引っ張られる張力により内レール２２側に引
き寄せられる。この内レール２２の略中央部には凹部３１０が形成されており、内レール
２２側に引き寄せられた線材Ｌは凹部３１０内に入り込む。本実施形態では、内レール２
２の略中央部（最も左方外方に突き出た部分）に凹部３１０を配置しているため、線材Ｌ
を引っ張ったときに、該線材Ｌが凹部３１０内に寄り易くなるように構成されている。こ
こで、凹部３１０内には切断部材３５０が取り付けられており、凹部３１０内に入り込ん
だ線材Ｌは切断部材３５０の刃部３５１～３５３（切り込み３５４）に接触する。そして
、不正行為者が不正球Ｂを操作すべく線材Ｌを引っ張ったり送り込んだりすると、その線
材Ｌが切り込み３５４内に食い込んで切断されるため、不正球Ｂから線材Ｌを分断して不
正な操作を抑止することができる（該線材Ｌを切り込み３５４内に挟み込んで該線材Ｌの
移動を拘束するものでもよい）。
【００６９】
　ここで近年では、このような不正行為を防止すべく、球送り機構１００に不正防止具（
切断部材）を取り付けて、不正球Ｂを球送り機構１００から発射機構１５０へ送り出す際
に、不正球Ｂに付けられた線材Ｌを切断する技術も実用化されつつある（後述の第３変形
例を参照）。しかしながら、不正行為者は、それに対抗するため、不正球Ｂを上球皿６で
はなく下球皿７から機内に侵入させて、不正球Ｂに付けた線材Ｌ（その場合には例えばス
トローやチューブといったある程度の剛性を有する線材）を操作することで、この不正球
Ｂを球送り機構１００を介さずにファール球通路２４０，２６０から直接、発射機構１５
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０（発射レール１７３上の打球位置）に送り込む事例も見つかっている。そこで、そのよ
うな不具合を是正すべく、本実施形態では、不正球をファール球通路２４０，２６０にお
いて逆流させる（下流側から上流側へ通過させる）のを防止するための上下の逆止弁２５
０，２７０が設けられている。
【００７０】
　具体的に、図２８に示すように、不正行為者が不正球Ｂに付けられた線材Ｌを操作して
、上側ファール球通路２４０内において不正球Ｂを逆止弁２５０に下流側から押し当てて
上流側に開放させようとしても、逆止弁２５０は制止壁２１２ａに当接して上流側への開
放が規制される（中立姿勢に保持される）ため、該不正球Ｂを上側ファール球通路２４０
から発射機構１５０へ送り込むことはできず、線材Ｌを用いた不正な操作を抑止すること
ができる。
【００７１】
　同様に、図２８に示すように、不正行為者が不正球Ｂに付けられた線材Ｌを操作して、
下側フェール球通路２６０内において不正球Ｂを逆止弁２７０に下流側から押し当てて上
流側に開放させようとしても、逆止弁２７０は制止突起（図示せず）に当接して上流側へ
の開放が規制される（中立姿勢に保持される）ため、該不正球Ｂを下側ファール球通路２
６０から発射機構１５０へ送り込むことはできず、線材Ｌを用いた不正な操作を抑止する
ことができる。
【００７２】
　ここで、万が一、何らかの巧妙な手口により逆止弁２５０がこじ開けられ（例えば針金
やピアノ線によりこじ開けられ）、不正球Ｂが発射機構１５０に送り込まれてしまった場
合を考える。その場合に、該不正球Ｂが発射機構１５０により遊技領域ＰＡへ向けて打ち
出されると、図２９に示すように、該不正球Ｂに付けられた線材Ｌは、下球皿７～上側ダ
クト２１９～上側ファール球通路２４０～案内通路２４（遊技領域ＰＡ）へ通された状態
となる。この状態から不正行為者が線材Ｌを操作すると、補助盤カバー２１０の上端開口
２１６に通されている線材Ｌは、遊技者に引っ張られる張力により上端開口２１６の左端
側（切断部材２９０側）に引き寄せられ、この開口端に配置されている切断部材２９０に
接触する。そして、不正行為者が不正球Ｂを操作すべく線材Ｌを引っ張ったり送り込んだ
りすると、この線材Ｌが切断部材２９０の切り込み２９４内に食い込んで切断されるため
、不正球Ｂから線材Ｌを分断して不正な操作を抑止することができる（該線材Ｌを切り込
み２９４内に挟み込んで該線材Ｌの移動を拘束するものでもよい）。
【００７３】
　以上、本実施形態によれば、線材Ｌの付いた不正球Ｂを遊技領域ＰＡ内に打ち出して、
この線材Ｌを機外から操作すると、その張力により線材Ｌが内レール２２の凹部３１０内
に引き寄せられて切断部材１５０に接触して切断されるため、線材Ｌの付いた不正球Ｂを
操作して連続入賞を検出させる不正入賞行為を効果的に抑止することができ、ひいては不
正入賞行為による損害の発生を未然に防止することが可能になる。
【００７４】
　また、本実施形態によれば、線材Ｌの付いた不正球Ｂを下球皿７から逆流させて機内の
ファール球通路２４０，２６０を経て発射機構１５０へ到達させようとしても、このファ
ール球通路２４０，２６０の途中に遊技球の逆流方向の通過を規制する逆止弁２５０，２
７０を設けたことにより、ファール球通路２４０，２６０内において不正球Ｂの移動が拘
束されるため、線材Ｌの付いた不正球Ｂを操作して連続入賞を検出させる不正入賞行為を
効果的に抑止することができ、ひいては不正入賞行為による損害の発生を未然に防止する
ことが可能になる。
【００７５】
　［第１変形例］
　次に、本実施形態の第１変形例に係る遊技機について説明する。この第１変形例に係る
遊技機は、基本的には、上述の本実施形態の遊技機と同様の構成を有しており、以下、同
様の構成を有する部分には同一の符号を付して説明を省略し、主に異なる部分について説
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明する。
【００７６】
　上述の本実施形態に係る遊技機はいわゆる「斜め発射」と称される発射方式を採用して
いるが、第１変形例に係る遊技機はいわゆる「垂直発射」と称される発射方式を採用して
いる。このような発射方式の差異により、第１変形例の内レール１０２２は、本実施形態
の内レール２２とは構成が相違する。以下、図３０～図３６を追加参照して、本変形例の
内レール１０２２について説明する。
【００７７】
　内レール１０２２は、該レール１０２２の基体となる内レール本体１３００と、内レー
ル本体１３００に着脱可能に取り付けられる押さえ部材１３４０と、内レール本体１３０
０と押さえ部材１３４０との間に挟持される切断部材１３５０と、内レール本体１３００
の裏面側（遊技領域ＰＡ側の側面）に取り付けられる金属製のレール補強部材１３９０と
を備えて構成される。
【００７８】
　内レール本体１３００は、外レール２１側に凸を向けて円弧状に湾曲する帯板状の内レ
ール部１３０１と、内レール部１３０１の後縁部に沿って設けられたレール支持部１３２
０と、内レール部１３０１の前縁部に沿って設けられたレール側壁部１３３０とを備えて
いる。
【００７９】
　内レール部１３０１には、該内レール部１３０１のレール面１３０２から右側方（遊技
領域ＰＡ側）に向けて凹設されて溝状に開放する凹部１３１０が形成されており、この凹
部１３１０内に不正防止具としての切断部材１３５０が着脱可能に取り付けられる。凹部
１３１０は、押さえ部材１３４０の内溝部１３４９と組み合わされて該レールの長手方向
に沿って延びる長穴状に形成されており、この凹部１３１０の底面をなす基底部１３１１
には切断部材１３５０の裏面側を支持するための凸状の支持部１３１２が形成されている
。凹部１３１０の前壁面には、押さえ部材１３４０の上下の係合板１３４１がそれぞれ係
合される係合溝１３１３が凹設されている。また、凹部１３１０の前壁面には、切断部材
１３５０の前端部を嵌挿するための支持溝１３１４が形成されるとともに、切断部材１３
５０の前端部の表面側を支持するための突部１３１５が形成されている。また、基底部１
３１１には、支持部１３１２の上方及び下方に位置して、中心にネジ孔（図示せず）を有
した円筒状のネジボス１３１７がそれぞれ形成されている。
【００８０】
　レール支持部１３２０は、内レール部１３０１の後端縁に沿って円弧状に湾曲しており
、凹部１３１０と整合する位置には押さえ部材１３４０を装着するための空部１３２１が
形成されている。そのため、レール支持部１３２０は、空部１３２１が形成されている区
間内において前後に抜けている。レール支持部１３２０の後面側には、遊技盤２０の前面
側に嵌挿される複数の位置決めピン１３２２が突出形成されている。
【００８１】
　押さえ部材１３４０は、レール支持部１３２０の空部１３２１に対応する形状に形成さ
れており、この空部１３２１に装着されてレール支持部１３２０の一部分を構成する。こ
のようにレール支持部１３２０は空部１３２１が形成された区間において途切れているが
、押さえ部材１３４０を空部１３２１に装着することで、レール支持部１３２０と押さえ
部材１３４０とがレールの延伸方向に沿って連続的に繋がるように構成されている。押さ
え部材１３４０の上下には、内レール本体１３００の係合溝１３１３に係合される円弧状
に湾曲した帯板状の係合板部１３４１が設けられている。押さえ部材１３４０の前面側に
おいて、上下の係合板部１３４１の間には、切断部材１３５０の後端部を嵌挿するための
支持溝１３４２が凹設されており、それにより切断部材１３５０の両側部（前端部、後端
部）がレール本体１３００（支持溝１３１４）と押さえ部材１３４０（支持溝１３４２）
とにより前後から挟持されることになる。また、押さえ部材１３４０の前面側には、内レ
ール本体１３００のネジボス１３１７，１３１８を嵌挿するための挿通孔１３４３が凹設
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されており、この挿通孔１３４３に不図示のビスを挿入して内レール本体１３０１のネジ
ボス１３１７に螺着させることで、押さえ部材１３４０が内レール本体１３００にビス止
め固定される。また、押さえ部材１３４０の後面側には、遊技盤２０の前面側に嵌挿され
る位置決めピン１３４４が突出形成されている。
【００８２】
　切断部材１３５０は、例えば帯板状の金属平板にプレス加工（打ち抜き可能や曲げ加工
など）を施して図３３等に示す所定形状に形成されている。切断部材１３５０は、内レー
ル本体１３００の凹部１３１０内において、先端部が左斜め上方に指向した傾斜姿勢で取
り付けられている。切断部材１３５０は、その先端側に先細り形状となる五つの刃状突起
１３５１～１３５５が形成されており、その内の二つの刃状突起１３５２，１３５４が案
内通路２４側に折り曲げられて、隣り合う刃状突起１３５１～１３５５同士が板厚方向に
所定角度だけ相互にずらされることで、線材Ｌを捕捉しやすい構造となっている。互いに
隣り合う刃状突起１３５１～１３５５の間には、略上下方向に延びる複数の切り込み１３
５６が形成される。各切り込み１３５６は奥にいくほど開き間隔が狭くなる略Ｖ字状に形
成されており、この切り込み１３５６に沿った縁部が鋭利な刃状に形成されることで、該
切り込み１３５６に入り込んだ線材Ｌ（食い込んだ線材Ｌ）にせん断力が作用してこれを
切断可能に構成されている。また、切断部材１３５０の後端側には、右方に向けてＬ字状
に折り曲げられた支持片部１３５８が形成されており、この支持片部１３５９が押さえ部
材１３４０の支持溝１３４２に嵌挿されるようになっている。
【００８３】
　切断部材３５０は、図３５及び図３６等に示すように、内レール部１３０１のレール面
１３０２よりも外方（案内通路２４側）へ突出することなく、その全体が凹部１３１０内
に完全に収容された状態で取り付けられている。それにより、発射機構１５０により打ち
出されて案内通路２４内を通過する遊技球に切断部材１３５０が接触して、遊技球の飛翔
を妨げるおそれがない。
【００８４】
　ここで、本変形例の内レール１０２２は、図３０等に示すように、遊技球の着弾位置の
近傍（レールの中央よりも上寄りの位置）を境として曲率が相違している。具体的に、こ
の内レール１０２２の下部から遊技球の着弾位置の近傍までは曲率半径が相対的に大きく
設定（緩やかな曲率半径に設定）され、それよりも上部では曲率半径が相対的に小さく設
定されている（曲率半径が徐々に小さくなっている）。その理由としては、前述の垂直発
射方式により遊技球は垂直に近い方向に発射されるので、それに対応して着弾位置までの
曲率を緩やかに（遊技球の飛翔角度との差異を小さく）設定する一方で、それよりも上部
では曲率半径を徐々に減少させて（勾配を大きくして）、案内通路２４の出口に近づくに
つれて遊技球の移動方向を遊技領域ＰＡ側に向けて方向転換させるためである。そして、
凹部１３１０内において内レール本体１３００における曲率半径が小さく形成された部位
に切断部材１３５０が配設されている。このように、内レール本体１３００における曲率
半径が小さく形成された部分（曲率半径が急な部分）に切断部材１３５０を配置している
ため、不正球Ｂに付けられた線材Ｌを操作したときに、この線材Ｌが切断部材１３５０に
食い込み易くなっている（線材Ｌが凹部１３１０内に入り込みやすくなっている）。従っ
て、切断部材１３５０をレール面１３０２よりもはみ出さずに凹部１３１０内に収容しな
がらも線材Ｌに対して接触可能（切断可能）に構成されている。
【００８５】
　以上、第１変形例によれば、線材Ｌの付いた不正球Ｂを遊技領域ＰＡ内に打ち出して、
この線材Ｌを機外から操作すると、その張力により線材Ｌが内レール１０２２の凹部１３
１０内に引き寄せられて切断部材１３５０に接触して切断されるため、線材Ｌの付いた不
正球Ｂを操作して連続入賞を検出させる不正入賞行為を効果的に抑止することができ、ひ
いては不正入賞行為による損害の発生を未然に防止することが可能になる。
【００８６】
　［第２変形例］
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　次に、本実施形態の第２変形例に係る遊技機について説明する。この第２変形例に係る
遊技機は、基本的には、上述の本実施形態の遊技機と同様の構成を有しており、以下、同
様の構成を有する部分には同一の符号を付して説明を省略し、主に異なる部分について説
明する。
【００８７】
　上述の本実施形態では、上側ファール球通路２４０に設けられた逆止弁２５０が単一の
弁部材から構成されていたが、第２変形例では、図３７及び図３８に示すように、上側フ
ァール球通路２４０に設けられた逆止弁１２５０が互いに独立した複数の弁部材（具体的
には４枚の弁部材）１２５１～１２５４から構成されている。
【００８８】
　逆止弁１２５０は、第１弁部材１２５１、第２弁部材１２５２、第３弁部材１２５３及
び第４弁部材１２５４を備えて構成され、全体として上側ファール球通路２４０（第２通
路２４２）を閉鎖可能な大きさの扉形に形成されている。各弁部材１２５１～１２５４は
、上側の側壁２１２に設けられた支軸部１２５５を中心として互いに独立して上下に揺動
自在に枢結されている。各弁部材１２５１～１２５４は、通常時には、上側ファール球通
路２４０内において自重により垂下して上側ファール球通路２４０を閉鎖する中立姿勢（
略垂直姿勢）に保持されている。ここで、上側ファール球通路２４０の閉鎖とは、該ファ
ール球通路２４０を完全に閉鎖する意味に限定されず、遊技球の逆戻りを妨げる程度の閉
鎖状態を含む概念で用いている。
【００８９】
　上側の側壁２１２には、中立姿勢（略垂直姿勢）にある弁部材１２５１～１２５４の上
端部と左右方向に近接して対峙する制止壁（図示せず）が設けられている。そのため、各
弁部材１２５１～１２５４は、中立姿勢から左方（下流方向）への揺動は許容されるが、
中立姿勢から右方（上流方向）への揺動は制止壁に当接して規制される。従って、遊技球
が上流側の第１通路２４１から下流側の第２通路２４２へ流下する場合は、各弁部材１２
５１～１２５４が中立姿勢から下流側に向けて揺動することで、遊技球の通過（正流方向
の通過）が許容される。一方、遊技球が下流側の第２通路２４２から上流側の第１通路２
４１へ逆流する場合は、各弁部材１２５１～１２５４が不図示の制止壁に当接して中立姿
勢に保持されることで、遊技球の通過（逆流方向の通過）が規制される。
【００９０】
　以上、第２変形例によれば、線材Ｌの付いた不正球Ｂを下球皿７から逆流させて機内の
ファール球通路２４０を経て発射機構１５０へ到達させようとしても、このファール球通
路２４０の途中に遊技球の逆流方向の通過を規制する逆止弁１２５０を設けたことにより
、ファール球通路２４０内における不正球Ｂの移動が拘束されるため、線材Ｌの付いた不
正球Ｂを操作して連続入賞を検出させる不正入賞行為を効果的に抑止することができ、ひ
いては不正入賞行為による損害の発生を未然に防止することが可能になる。また、第２変
形例では、逆止弁１２５０が互いに独立して揺動することが可能な複数の弁部材１２５１
～１２５４から構成されているため、各弁部材１２５１～１２５４を同時且つ個別に操作
しない限りは（一度に全ての弁部材１２５１～１２５４を開放させなければ）、不正球Ｂ
を逆流方向に通過させることができず、不正入賞行為を一層確実に防止することが可能と
なる。
【００９１】
　［第３変形例］
　次に、本実施形態の第３変形例に係る遊技機について説明する。この第３変形例に係る
遊技機は、基本的には、上述の本実施形態の遊技機と同様の構成を有しており、以下、同
様の構成を有する部分には同一の符号を付して説明を省略し、主に異なる部分について説
明する。
【００９２】
　上述の本実施形態に係る遊技機では、不正入賞行為を防止すべく（不正球Ｂに付けられ
た線材Ｌを切断又は拘束すべく）、内レール２２及び補助盤カバー２１０に切断部材２９
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０，３５０が備えられていたが、第３変形例に係る遊技機では、内レール２２及び補助盤
カバー２１０の他、球送り機構１００の球出口１２２近傍にも切断部材１２９が備えられ
ている。
【００９３】
　図３９に示すように、球送り機構１００における球送り通路１０１の延伸方向は、球出
口１２２部分において前後方向に設定されている。従って、球送り機構１００から発射機
構１５０（発射レール１７３上の打球位置）への球送り方向は、実質的にみて前後方向と
みなすことができる。一方、図９等に示すように、球出口１２２の下流側にある発射レー
ル１７３（図９等を参照）は、打球位置から左斜め上方に向けて延びている。そのため、
発射機構１５０による遊技球の発射方向は、実質的にみて左斜め上方向とみなすことがで
きる。このように、球送り機構１００の球通路（球送り通路１０１）と、発射機構１５０
の球通路（発射レール１７３）とにおける当該通路方向が切り替わる方向転換部に、より
具体的には、球出口１２２の近傍に、球送り機構１００から発射機構１５０へ通された線
材Ｌに接触してこれを切断可能な切断部材１２９が設けられている。
【００９４】
　切断部材１２９は、例えば帯板状の金属平板にプレス加工（打ち抜き可能や曲げ加工な
ど）を施して図３９に示す所定形状に形成されている。この切断部材１２９は、ガイド部
１２５の後面側に固定される基板部１２９ａと、この基板部１２９ａの先端側（右端側）
から細溝状に切り込まれたＶ字溝１２９ｂとを備えて形成されている。なお、球出口１２
２が形成されたガイド部１２５には、切断部材１２９のＶ字溝１２９ｂと前後に連通する
とともに、このＶ字溝１２９ｂよりも左右方向に深く切り込まれた案内溝１２５ａが前後
方向に沿って形成されている。そのため、球出口１２２に通された（前後方向に通された
）線材Ｌが操作されたときに、この方向転換部において該線材ＬをＶ字溝１２９ｂ及び案
内溝１２５ａに跨って食い込ませ、該線材ＬをＶ字溝１２９ｂにより切断可能に構成され
ている。
【００９５】
　以上、第３変形例によれば、球送り機構１００の球通路と発射機構１５０の球通路との
間の方向転換部（球出口１２２）に切断部材１２９を配設し、遊技者が線材Ｌを操作する
と、この方向転換部（切断部材１２９）に該線材Ｌが食い込んで切断されるため、線材Ｌ
の付いた不正球Ｂを操作して連続入賞を検出させる不正入賞行為を効果的に抑止すること
ができ、ひいては不正入賞行為による損害の発生を未然に防止することが可能になる。
【００９６】
　なお、本発明は、上記実施形態（変形例を含む）に限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲であれば適宜改良可能である。
【００９７】
　上述の実施形態では、逆止弁２５０，２７０を扉形に形成しているが、この逆止弁２５
０，２７０の外縁に刃部を形成してもよい。この構成によれば、線材Ｌがファール球通路
２４０，２６０に通されてしまった場合（逆止弁２５０，２７０とファール球通路２４０
，２６０との隙間に通されてしまった場合）に、該線材Ｌが操作されると、該線材Ｌが逆
止弁２５０，２７０の外縁の刃部に食い込んで切断又は拘束されやすくなる。なお、この
ような刃部を形成することなく、逆止弁２５０，２７０とファール球通路２４０，２６０
との隙間を線材Ｌよりも小さく形成することで、該隙間に線材Ｌを挟み込んで拘束可能に
してもよい。
【００９８】
　また、上述の実施形態では、内レール２２の凹部３１０内に線材Ｌを切断可能な切断部
材３５０を設けているが、この構成に限定されるものではなく、例えば線材Ｌを挟み込ん
だり引掛けたりすることで該線材Ｌの移動を拘束可能な拘束部材を設けてもよい。
【符号の説明】
【００９９】
ＰＭ　ぱちんこ遊技機
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ＰＡ　遊技領域
１　外枠
２　前枠
５　ガラス枠
６　上球皿
７　下球皿
２０　遊技盤
２１　外レール
２２　内レール
２３　レール飾り
２４　案内通路
４０　遊技補助盤
１００　球送り機構
１５０　発射機構
２００　ファール球回収機構
２１０　補助盤カバー
２４０　上側ファール球通路
２５０　逆止弁
２６０　下側ファール球通路
２７０　逆止弁
３００　内レール本体
３１０　凹部
３４０　押さえ部材
３５０　切断部材
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【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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