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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パチンコ球を受け入れる受入口が設けられた装置本体と、前記受入口を塞ぐ閉じ状態と
、前記パチンコ球を前記受入口に導く開き状態との間で切り替わる可動板と、を備えた可
動入賞装置において、
　前記可動板の上端側に設けられた回動軸と、
　前記回動軸を前記装置本体の上下方向に移動させながら、前記回動軸を中心にして前記
可動板を回動させることで、前記可動板を前記閉じ状態と前記開き状態との間で切り替え
る切替機構と、を備え、
　前記装置本体は、前記回動軸の下方への移動時に、前記可動板の下端と当接して前記可
動板を前記装置本体から突出する方向に回動させる誘導面を備えていることを特徴とする
可動入賞装置。
【請求項２】
　請求項１記載の可動入賞装置を備え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】
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　本発明は、大当たり状態などの特定の条件が成立した場合に開閉動作が行われる可動入
賞装置、及びこれを用いた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ店などの遊技場に設置されるパチンコ機は、遊技媒体であるパチンコ球に一定
の価値が与えられて、遊技を行って獲得したパチンコ球を種々の景品に交換することがで
きる。このようなパチンコ機の場合、操作ハンドルを操作すると、パチンコ機内部に設け
られた発射装置が駆動して遊技領域の上方に向けてパチンコ球が打ち出される。打ち出さ
れたパチンコ球は、例えば障害釘や風車によって弾かれながら遊技領域を流下する。パチ
ンコ球が遊技領域を流下する過程で、遊技領域に設けられた通常チャッカー、始動チャッ
カーに入賞するか、又は入賞せずにアウト口によって回収される。
【０００３】
　パチンコ球が始動チャッカーに入賞すると、入賞が得やすくなる大当たり状態に移行す
るか否かの抽選が行われる。この抽選で当たりとなると、遊技領域に設けられたアタッカ
が開放される。このアタッカが開放されることで、遊技領域を流下するパチンコ球がアタ
ッカの内部に設けられた大入賞口に入りやすくなる。
【０００４】
　このアタッカと呼ばれる可動入賞装置は、遊技領域に対面するように受入口が設けられ
た装置本体と、装置本体の受入口を塞ぐ閉じ状態とパチンコ球を受入口に導く開き状態の
間で切り替わる可動板とを備えており、上述した大当たり状態では、閉じ状態にある可動
板が開き状態へと切り替わる。可動板が開き状態に切り替わってから所定時間経過するか
、所定数のパチンコ球が入賞するかのいずれか一方が満足されると、可動板が開き状態か
ら閉じ状態へと切り替わる。そして、所定時間経過する前に所定数のパチンコ球が入賞し
た場合には、再度可動板が開き状態に切り替わる。大当たり状態においては、閉じ状態に
ある可動板が開き状態に切り替わる動作が、予め設定された上限数行われることで終了す
るようになっている。このように、可動板が開き状態へと切り替わることで装置本体内部
に設けられた大入賞口に入賞しやすく、賞球としてのパチンコ球が数多く払い出されるこ
とになる。
【特許文献１】特開２００６－２３９１２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このようなアタッカに用いられる可動板は、その下端側を回動中心とし
て回動することで閉じ状態と開き状態との間で切り替わることから、可動板が開き状態か
ら閉じ状態へと切り替わる際に、回動する可動板の上端側と装置本体との間でパチンコ球
を挟持する、つまりパチンコ球の球噛みが発生してしまうという欠点がある。このような
球噛みしたパチンコ球は受入口から装置本体の内部に入ることから、遊技の進行を制御す
る制御装置では、可動板が閉じ状態であるにも関わらず装置本体の内部に設けられた大入
賞口に入賞する、つまり不当入賞であると見なしてしまうという欠点がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、可動板を切り替える時に生
じるパチンコ球の球噛みを防止するとともに、球噛みされたパチンコ球による不当入賞を
防止することができるようにした可動入賞装置、及びこれを用いた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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の可動入賞装置は、パチンコ球を受け入れる受入口
が設けられた装置本体と、前記受入口を塞ぐ閉じ状態と、前記パチンコ球を前記受入口に
導く開き状態との間で切り替わる可動板と、を備えた可動入賞装置において、前記可動板
の上端側に設けられた回動軸と、前記回動軸を前記装置本体の上下方向に移動させながら
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、前記回動軸を中心にして前記可動板を回動させることで、前記可動板を前記閉じ状態と
前記開き状態との間で切り替える切替機構と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　また、前記装置本体は、前記可動板が前記閉じ状態と前記開き状態との間で切り替わる
ときに、前記回動軸の移動方向を前記装置本体の上下方向に規制する規制部を備えている
ことを特徴とする。
【０００９】
　また、前記装置本体は、前記回動軸の下方への移動時に、前記可動板の下端と当接して
前記可動板を前記装置本体から突出する方向に回動させる誘導面を備えていることを特徴
とする。
【００１０】
　また、前記切替機構は、給電が行われることで駆動する駆動源と、前記駆動源の駆動を
前記可動板に伝達する伝達部材とを備えていることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の遊技機は、上述した可動入賞装置を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の可動入賞装置によれば、開き状態から閉じ状態に切り替えるときには、可動板
の上端部が遊技領域に突出しないことから遊技領域を流下するパチンコ球を可動板で受け
ることがない。これにより、遊技領域を流下するパチンコ球を可動板と装置本体とで挟持
する、所謂パチンコ球の球噛みを防止することができる。
【００１３】
　また、可動板が開き状態へと切り替えられる際には、誘導面によって前記可動板を前記
装置本体から突出する方向に回動させることで、可動板の回動をスムーズに行わせること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１及び図２に示すように、パチンコ機（遊技機）２は、基体となる本体部材３と、こ
の本体部材３の前面上部に組み付けられる回動自在な前面扉ユニット４と、本体部材３の
前面下部に組み付けられる下部ユニット５とから構成される。前面扉ユニット４は、その
中央が開口された枠部１０と、この枠部１０の裏面側に組み付けられ、開口１０ａを遮蔽
するガラス部１１とから構成されている。なお、前面扉ユニット４が閉じている状態では
、遊技の際に遊技領域３２を流下するパチンコ球や、遊技領域３２に設けられた構造物は
、開口１０ａを遮蔽するガラス部１１を介して視認される。なお、符号１５は、本体部材
３を遊技場等に固定するための固定枠である。
【００１５】
　下部ユニット５は、供給皿２０、装飾パネル２１、操作ハンドル２２を備えている。供
給皿２０は、遊技を開始する場合や、遊技領域３２を流下するパチンコ球が、遊技領域３
２に設けられた入賞装置のいずれかに入賞したときに払い出されるパチンコ球を受容する
。なお、符号２３は払出し口であり、この払出し口２３を介してパチンコ球が払い出され
る。装飾パネル２１は、パチンコ機２のイメージを示すキャラクターやデザイン、或いは
文字などがプリントされている。
【００１６】
　操作ハンドル２２は、遊技を行う際に操作される。この操作ハンドル２２を操作すると
図示しない発射装置が駆動し、パチンコ球の打ち出しが開始される。なお、発射装置にお
けるパチンコ球の打ち出し強さは、操作ハンドル２２の操作量に応じて変化する。
【００１７】
　本体部材３には、上述した前面扉ユニット４や、下部ユニット５の他に、遊技盤３０や
、発射装置（図示省略）、払い出し装置（図示省略）等が組み付けられている。遊技盤３
０は、詳細は図示しないが、その前面にレール飾り枠３１が組み付けられている。このレ
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ール飾り枠３１を遊技盤３０の前方から組み付けることで、レール飾り枠３１の内部の空
間が遊技領域３２として規定される。
【００１８】
　遊技盤３０には、その略中央に、センター役物３５と呼ばれる構造物が設けられている
。このセンター役物３５の周縁部には、障害釘や、風車などの構造物が配設されている。
また、この他に、遊技盤３０には、始動チャッカー３７、入賞チャッカー３８等の入賞装
置等の構造物が配設されている。これら入賞装置については周知であるので、その詳細に
ついては省略する。また、遊技盤３０には、これら入賞装置の他に、アタッカ３９と呼ば
れる入賞装置が配設されている。なお、符号４０は、遊技領域３２を流下したパチンコ球
を回収するアウト口である。
【００１９】
　アタッカ（可動入賞装置）３９は、始動チャッカー３７にパチンコ球が入賞したときに
行われる抽選で当たりとなる場合に移行する大当たり状態中に、パチンコ球が入賞可能と
なる可動入賞装置である。図３及び図４に示すように、アタッカ３９は、アタッカ本体（
装置本体）４５と、可動板４６と、切替機構４７とから構成されている。
【００２０】
　アタッカ本体４５は、幅方向を長手方向とする矩形板状の意匠板５０と、この意匠板５
０の背面側に設けられ、水平方向に延びる箱状のケース５１とが一体となるように形成さ
れている。意匠板５０は、パチンコ機２のイメージなどに合わせた形状や装飾が施されて
いる。この意匠板５０の略中央には、アタッカ３９の内部に受け入れる受入口５２が設け
られている。この受入口５２は、幅方向を長手方向とする矩形状の開口からなる。
【００２１】
　この受入口５２に連なる側壁５２ａにはガイド溝（規制部）５３が設けられている。こ
のガイド溝５３は、その長手方向がアタッカ本体４５の上下方向となる溝である。このガ
イド溝５３には、可動板４６の回動ピン７０が挿入される。また、側壁５２ａと対面する
側壁５２ｂには、ガイド溝５３と対面するようにガイド溝（規制部）５４が設けられてい
る。このガイド溝５４には、可動板４６の回動ピン７１が挿入される。これらガイド溝５
３，５４に可動板４６の回動ピン７０，７１が挿入されることで、回動ピン７０，７１の
移動方向が、アタッカ本体４５の上下方向に規制される。
【００２２】
　また、意匠板５０の前面５０ａとケース５１の内部空間の底面５１ａとの間には、意匠
板５０の前面５０ａに向けて下り傾斜した傾斜面５６が設けられており、この傾斜面（以
下、誘導面と称する）５６に可動板４６の下端が当接することで、可動板４６を意匠板５
０から突出する方向（Ｅ方向）に回動させる。また、意匠板５０の前面５０ａと誘導面５
６との稜線５７には、誘導面５６によってＥ方向に回動される可動板４６の下端部が当接
される。
【００２３】
　ケース５１は、その内部空間の後部中央に大入賞口６０を備えている。また、ケース５
１の内部空間の後部には、大入賞口６０に向けて下り傾斜する傾斜面６１，６２が設けら
れている。ケース５１の長手方向の両端部には、ケース５１の背面５１ｂから下面５１ｃ
にかけて挿入孔６３，６４が設けられている。これら挿入孔６３，６４には、伝達部材８
０の支持片８５，８６がケース５１の外部から挿通される。これら挿入孔６３，６４の端
部のうち、ケース５１の下面５１ｃ側の端部６３ａ，６４ａの幅は背面側の端部の幅より
も広くなっている。これら端部６３ａ，６４ａには、可動板４６が閉じ状態から開き状態
へと切り替わる際に、伝達部材８０の支持片８５，８６が挿通される他、可動板４６の連
結片７３，７４がそれぞれ入り込む。
【００２４】
　可動板４６は、意匠板５０の受入口５２と略同一となる矩形板状から形成されている。
この可動板４６の長手方向の両端で、長手方向と直交する短手方向の上端部には、回動ピ
ン（回動軸）７０，７１がそれぞれ設けられている。これら回動ピン７０，７１は同軸と
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なるように設けられており、これら回動ピン７０，７１が可動板４６の回動中心となる。
また、可動板４６の長手方向の両端部で、回動ピン７０，７１が設けられている上端には
、可動板４６の後方に突出する連結片７３，７４がそれぞれ設けられている。これら連結
片７３，７４には、連結ピン７５，７６がそれぞれ設けられている。また、この可動板４
６の前面４６ａで、その長手方向の両端部には、可動板４６が開き状態となるときに受け
止めたパチンコ球をアタッカ本体４５の受入口５２へと案内するための案内片７７，７８
が設けられている。
【００２５】
　切替機構４７は、可動板４６を閉じ状態と開き状態との間で切り替えるために設けられ
ている。この切替機構４７は、伝達部材８０とソレノイド（駆動源）８１とから構成され
ている。伝達部材８０は、その長手方向の両端部に、前方に向けて突出する支持片８５，
８６を備えている。これら支持片８５，８６の先端には、連結ピン７５，７６が挿入され
る挿入溝８５ａ，８６ａがそれぞれ設けられている。この伝達部材８０は、ネジ８７など
を用いてソレノイド８１の駆動鉄芯９０に組み付けられる。なお、符号８８はネジ８７が
挿通される挿通孔である。
【００２６】
　ソレノイド８１は、周知のように、駆動鉄芯９０とボビン９１とから構成されている。
この駆動鉄芯９０の一端にはストッパ９０ａが設けられ、このストッパ９０ａとボビンを
保持するブラケット９２との間に圧縮バネ９３が組み付けられる。この圧縮バネ９３をス
トッパ９０ａとブラケット９２との間に組み付けることで駆動鉄芯９０がＡ方向に付勢さ
れる。また、駆動鉄芯９０の他端には、伝達部材８０が組み付けられている。このソレノ
イド８１は、制御装置９５によって駆動制御される。制御装置９５によってソレノイド８
１への給電が行われると駆動鉄芯９０が圧縮バネ９３の付勢に抗してＢ方向に移動し、ソ
レノイド８１への給電が停止されると駆動鉄芯９０が圧縮バネ９３の復帰力により、Ａ方
向に移動する。
【００２７】
　次に、上記構成のアタッカの動作について図５乃至図９を用いて説明する。回動ピン７
０，７１、連結ピン７５，７６の動作は同一であることから、以下では、回動ピン７０、
連結ピン７５の動作を中心に説明し、回動ピン７１、連結ピン７６の動作については省略
する。遊技が実施されていない場合や、遊技が行われているが大当たり状態に移行してい
ない場合には、制御装置９５によるソレノイド８１への給電は停止されていることから、
アタッカ３９の可動板４６は受入口５２を塞ぐ閉じ状態で保持されている（図５（ａ）参
照）。図６に示すように、可動板４６が閉じ状態となる場合には、回動ピン７０は、ガイ
ド溝５３の上端側に位置している。また、可動板４６に設けられた案内片７７，７８が遊
技領域３３に向けて突出しており、可動板４６の前面４６ａが意匠板５０の前面５０ａと
ほぼ同一平面上となる。この状態では、遊技領域３３を流下するパチンコ球１００は、可
動板４６に受け止められずに、そのまま流下していく。
【００２８】
　例えば遊技を行って遊技領域３３を流下するパチンコ球１００が始動チャッカー３７に
入賞することで、当たりか否かの抽選が行われ、当たりとなる場合に遊技状態が大当たり
状態へと移行する。大当たりへ移行すると、制御装置９５はソレノイド８１への給電を開
始する。この給電により、駆動鉄芯９０が圧縮バネ９３の付勢に抗してＢ方向に移動する
。駆動鉄芯９０の一端には伝達部材８０が固定されていることから、駆動鉄芯９０がＢ方
向に移動することで、伝達部材８０もＢ方向に移動する（図７参照）。伝達部材８０の支
持片８５の先端に設けられた挿入溝８５ａには、連結ピン７５が挿入されていることから
、伝達部材８０がＢ方向に移動すると、連結ピン７５もＢ方向に移動する。
【００２９】
　連結ピン７５と回動ピン７０との相対位置は固定であることから、連結ピン７５はＢ方
向に移動するときに挿入溝８０ａの内部をＣ方向に移動する。連結ピン７５の移動ととも
に回動ピン７０がガイド溝５３の上端部から下端部に向けて、且つガイド溝５３に沿って
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移動する。これにより、可動板４６が下方に（Ｂ方向に）移動する。このときに、連結ピ
ン７５が挿入溝８５ａの内部をＤ方向に移動する。
【００３０】
　この可動板４６が下方に移動すると、可動板４６の下端が誘導面５６に当接する。誘導
面５６は意匠板５０の前面５０ａに向けて下り傾斜していることから、可動板４６の下端
が回動ピン７０を中心にしてＥ方向に回動する。そして、可動板４６の下端と誘導面５６
との当接が解除されると、可動板４６の背面４６ｂが稜線５７で点接触する。可動板４６
はＢ方向に移動していることから、稜線５７と線接触する可動板４６の位置が可動板４６
の上端側にずれていく。これにより、可動板４６が回動ピン７０を中心にして、さらにＥ
方向に回動し、遊技領域３３へ突出していく。
【００３１】
　図８に示すように、可動板４６が下方に移動していく過程で、回動ピン７０がガイド溝
５３の下端に当接されると、可動板４６の移動が停止される。一方、伝達部材８０はＢ方
向に移動していることから、可動板４６は、回動ピン７０を中心にしてＥ方向に回動する
。これにより、可動板４６が開き状態となり、受入口５２が露呈される（図５（ｂ）及び
図９参照）。
【００３２】
　可動板４６が開き状態に切り替わると、流下するパチンコ球１００は、可動板４６によ
って受け止められた後、アタッカ３９の受入口５２からアタッカ３９の内部へと転動する
。そして、アタッカ３９の内部に受け入れられたパチンコ球１００は、斜面６１，６２の
いずれかの斜面に落下し、大入賞口６０へと転動する、或いは直接大入賞口６０へと落下
する。大入賞口６０に落下したパチンコ球１００は検知センサ９６等によって検知された
後、回収される。
【００３３】
　制御装置９５では、ソレノイド８１への給電を開始してからの経過時間を計測し、また
検知センサ９６からの検知信号の数をカウントしており、例えば経過時間が予め設定され
た時間となる場合、或いは検知センサ９６からの検知信号のカウント数が予め設定された
数となる場合のいずれか一方が満足された場合に、ソレノイド８１への給電を停止する。
ソレノイド８１への給電が停止されると、駆動鉄芯９０が圧縮バネ９３の付勢により上方
に（Ａ方向に）移動する。この移動に合わせて、可動板４６がＦ方向に回動する。この回
動の後、可動板４６が上方に移動する。そして、可動板４６の回動ピン７０がガイド溝５
３の上端に当接されると、可動板４６の上方への移動が停止され、また、Ｆ方向への回動
が停止される。
【００３４】
　このとき、可動板４６の上端側を中心にして可動板４６を回動させながら上方に移動さ
せることで、遊技領域３３を流下するパチンコ球１００は、可動板４６の前面４６ａに沿
って流下することになり、可動板４６とアタッカ本体４５とによってパチンコ球１００を
挟持する、つまり球噛みを防止することができる。なお、可動板４６が閉じ状態となった
後、予め設定された数のパチンコ球１００が大入賞口６０に入賞している場合には、再度
可動板４６が開き状態へと切り替わる。可動板４６が閉じ状態から開き状態へと切り替わ
る回数が、予め設定された数に到達した場合や、可動板４６が開き状態に切り替わった後
、予め設定された数のパチンコ球１００が大入賞口６０へと入賞せずに所定時間経過した
場合には、閉じ状態に切り替わった可動板４６は開き状態へ切り替わることがない。これ
により、大当たり状態が終了する。
【００３５】
　本実施形態では、伝達部材８０とソレノイド８１とから切替機構を構成しているが、切
替機構の構成は、これに限定されるものではなく、複数のリンクとソレノイドとを組み合
わせたものや、複数のギヤとモータとを組み合わせたものであってもよい。
【００３６】
　本実施形態では、可動入賞装置としてアタッカを例に取り上げたが、これに限定する必
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要はなく、遊技領域内に設けられた可動入賞装置であれば、本発明を用いることが可能で
ある。例えば、図１０に示すように、遊技盤面１２２から突出された装置本体１２１の側
面１２１ａに受入口１２５が設けられた可動入賞装置１２０の場合であってもよい。この
場合、装置本体１２１に、受入口１２５を覆う閉じ状態（図１０（ａ）参照）と、パチン
コ球を受入口１２５から装置本体１２１の内部に送り込む開き状態（図１０（ｂ）参照）
との間で切り替わる可動板１２６を組み込む。なお、可動板を閉じ状態と開き状態との間
で切り替える切替機構の構成や切替機構によって切り替わるときの可動板の動作は、本実
施形態と同一であるので、ここでは省略する。また、図１０においては、可動板１２６に
よって受け止められたパチンコ球を受入口１２５に向けて案内する案内片１２７，１２８
を設けているが、この場合は、案内片１２７，１２８がない可動板であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明のパチンコ機の外観を示す斜視図である。
【図２】前面扉ユニットを開放したときの本体部材の構成を示す斜視図である。
【図３】アタッカの構成を分解して示す斜視図である。
【図４】アタッカ本体の背面及び底面の構成を示す斜視図である。
【図５】可動板が閉じ状態となる場合、及び開き状態となる場合をそれぞれ示す斜視図で
ある。
【図６】図５に示すｚ－ｚ’の断面であって、可動板が閉じ状態となる場合を示す断面図
である。
【図７】可動板の下端が誘導面に当接することで可動板がＣ方向に回動した状態を示す断
面図である。
【図８】可動板が開き位置へと移動する過程で、回動ピンがガイド溝の下端に当接した状
態を示す断面図である。
【図９】可動板が開き状態となる場合を示す断面図である。
【図１０】装置本体の側面に受入口が設けられた可動入賞装置の場合であって、可動板が
閉じ状態となる場合と、開き状態となる場合をそれぞれ示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
　２　パチンコ機（遊技機）
　３９　アタッカ（可動入賞装置）
　４５　アタッカ本体（装置本体）
　４６　可動板
　４７　切替機構
　５２　受入口
　５３，５４　ガイド溝（規制部）
　５６　誘導面
　７０，７１　回動ピン（回動軸）
　８０　伝達部材
　８１　ソレノイド（駆動源）
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