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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発射装置から発射された玉の通路を形成するレールと、
　当該レールから射出された玉を入賞可能とした複数の入賞口が設けられる遊技領域を形
成する遊技盤と、
　前記遊技領域の下端に設けられ、前記複数の入賞口のいずれにも入賞しなかった玉を回
収するためのアウト玉回収口と、
　前記複数の入賞口の全てよりも下方かつ前記アウト玉回収口の真上を通るように定めら
れる一方、前記レールから玉が射出される位置に、当該射出された玉との干渉を防ぐため
、前記遊技盤の盤面から台の奥のほうに潜る形態のトンネルが設けられ、そのトンネル内
を通るように定められることで、前記遊技領域の外周に沿って前記遊技領域を取り囲むよ
うに環状に定められた周回経路と、
　当該周回経路上を、時計回りまたは反時計回りに移動することが可能であり、前記アウ
ト玉回収口に回収される前の玉を、前記アウト玉回収口の真上付近を通過しているときに
回収可能とし、その玉を前記複数の入賞口のいずれかに入賞可能となる位置まで搬送して
から前記遊技領域に放出するように構成されている移動体と、
　を備えたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項２】
　発射装置から発射された玉の通路を形成するレールと、
　当該レールから射出された玉を入賞可能とした複数の入賞口が設けられる遊技領域を形
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成する遊技盤と、
　前記遊技領域の下端に設けられ、前記複数の入賞口のいずれにも入賞しなかった玉を回
収するためのアウト玉回収口と、
　前記複数の入賞口の全てよりも下方かつ前記アウト玉回収口の真上を通るように定めら
れる一方、前記レールから玉が射出される位置に、当該射出された玉との干渉を防ぐため
、前記遊技盤の盤面から台の奥のほうに潜る形態のトンネルが設けられ、そのトンネル内
を通るように定められることで、前記遊技領域の外周に沿って前記遊技領域を取り囲むよ
うに環状に定められた周回経路と、
　当該周回経路上を、時計回りまたは反時計回りに移動することが可能であり、前記アウ
ト玉回収口に回収される前の玉を、前記アウト玉回収口の真上付近を通過しているときに
入賞可能とした移動式入賞口が設けられている移動体と、
　を備えたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項３】
　前記トンネルの天井部分は、そのトンネル内を通過中の前記移動体を遊技者が視認可能
となるように、透明または半透明の樹脂部材もしくはガラス部材で構成されていることを
特徴とする請求項１又は２に記載のパチンコ遊技機。
【請求項４】
　前記周回経路は、前記遊技領域を取り囲むように前記遊技盤に形成された溝部または前
記遊技領域を取り囲むように前記遊技盤に取り付けられた溝部を含む周回経路形成用部材
によって形成され、更に前記周回経路に沿って前記移動体に給電を行なうための給電線が
配置されており、
　前記移動体は、前記周回経路上を移動するための動力を前記給電線から給電されること
で生成するアクチュエータを内蔵しており、前記溝部に係合して前記周回経路からの離脱
を防止する係合部と、当該移動体の筐体内に設けられ、前記アクチュエータとしてのＤＣ
モータにより駆動されて当該移動体に対して駆動力を付与する第１の車輪と、前記ＤＣモ
ータの回転力を前記第１の車輪に伝達する歯車機構とを含んで構成され、
　前記係合部は、前記第１の車輪とは別の車輪である第２の車輪を一端側に有し、他端側
に鍔部を有する支持軸を備え、その鍔部を前記移動体の筐体内に配置するとともに、前記
溝部を形成する庇部分に当該第２の車輪を係合させる一方、前記筐体の内面と前記鍔部と
の間にバネを設け、当該筐体を前記遊技盤に向けて付勢させることで、前記第１の車輪と
前記第２の車輪とで前記庇部分を挟み込むように前記溝部に係合して前記周回経路からの
離脱を防止するように構成されていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項
に記載のパチンコ遊技機。
【請求項５】
　前記第１の車輪は、前記周回経路の内側に傾くように配置されていることを特徴とする
請求項４に記載のパチンコ遊技機。
【請求項６】
　前記周回経路に沿ってラックレールが配置され、前記第１の車輪が前記ラックレールに
噛み合う歯車とされていることを特徴とする請求項４又は５に記載のパチンコ遊技機。
【請求項７】
　前記溝部の開口幅は、玉の直径よりも小さく設定され、
　前記給電線は、前記溝部の中に設けられ前記遊技盤の盤面よりも引き下がった位置に配
置されていることを特徴とする請求項４ないし６のいずれか１項に記載のパチンコ遊技機
。
【請求項８】
　遊技の進行を司るとともに、大当たり時、非大当たり時、確率変動時、リーチ発生時等
の遊技状態の変化に応じて、前記アクチュエータへの給電と給電停止とを切り換える制御
を行なう遊技制御装置を備えたことを特徴とする請求項４ないし７のいずれか１項に記載
のパチンコ遊技機。
【請求項９】
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　前記移動式入賞口は、一方の開口に案内された玉が他方の開口から排出されて前記アウ
ト玉回収口に回収されるように構成されたスルー入賞口であり、
　前記移動体は、玉が前記スルー入賞口を通過したことを検出する検出器を備えており、
その検出器の検出信号を当該パチンコ遊技機の遊技制御装置に出力することを特徴とする
請求項２に記載のパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技盤に発射された玉が、盤面に穿設された釘に弾かれながら自重によって落下する構
成は、パチンコ遊技機の基本構成である。遊技領域をなす盤面には、いくつかの入賞口が
設けられ、落下中の玉が入賞すると賞玉が払い出される。また、いずれの入賞口にも入賞
しなかった玉を回収するためのアウト玉回収口が、盤面の一番下のほうに設けられる。
【０００３】
　入賞口は、盤面上を左右に往復動するように装置されていることもある（特許文献１）
。また、入賞口の他にも、大当たりの期待度を報知したりするための演出用の部材を、モ
ータやソレノイドで駆動する場合がある（特許文献２）。
【０００４】
　一方、近年は、中央のディスプレイの手前にステージを設け、比較的長い時間にわたっ
て玉がそのステージ上を左右に往来するように構成されたパチンコ遊技機がある（特許文
献３）。ステージ上を往来している間、玉は入賞口に入賞する可能性が持続する。このよ
うな構成によれば、玉が一瞬にしてアウト玉回収口に吸い込まれてしまうという問題を、
若干ではあるが緩和することができる。
【特許文献１】特開平５－１９２４４３号公報
【特許文献２】特開２００３－１８０９９１号公報
【特許文献３】特開２００４－２０８７２３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、最近では、玉がしばらく滞留するステージを設ける構成にしても、リー
チアクション等に呼応して演出用部材を動作させる構成にしても、画一化してきているの
が実情である。ディスプレイの手前に構造物を設けること自体、スペース上の制約が大き
いという問題もある。また、演出用部材にしても、玉と干渉しないように可動範囲を規制
するので、大胆な動きを採用しづらい。
【０００６】
　上記のような事情に鑑み、本発明の一つの目的は、斬新性のあるパチンコ遊技機を提供
することを他の一つの目的とする。また、遊技盤面に設けられた入賞口に入賞しなかった
玉を、単にアウト口に回収するだけでなく、何らかの賞の付与と関連付けることにより、
ほとんどの玉が一瞬にしてアウト口に吸い込まれてしまうという、本質的には回避し得な
い問題を少しでも緩和できるパチンコ遊技機を提供することを他の一つの課題とする。ま
た、演出用部材等の可動範囲を拡大することが可能な構造を持つパチンコ遊技機を提供す
ることを他の一つの課題とする。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明のパチンコ遊技機は、玉が射出される遊技領域を形成
する遊技盤と、遊技領域の外周に沿うように定められた周回経路上を、時計回りまたは反
時計回りに移動することが可能な移動体と、を備えたことを前提とする。
【０００８】
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　上記本発明の前提構成によれば、移動体は、遊技領域を取り囲むような長い周回経路を
移動することが可能であるため、単なる軸周りの回転動作や往復動作に動きが制限されて
いた従来の構造物に比して、斬新性を有する。たとえば、常に一方向に移動しつづけるよ
うにしたり、時計回りと反時計回りとが切り換わったり、移動と停止を繰り返したりする
構成を採用し得る。こうした移動体を遊技演出等に使用すれば、遊技者に新たな興趣を与
えることが可能となる。
【０００９】
　そして、本発明の第一のパチンコ遊技機は、発射装置から発射された玉の通路を形成す
るレールと、
　当該レールから射出された玉を入賞可能とした複数の入賞口が設けられる遊技領域を形
成する遊技盤と、
　遊技領域の下端に設けられ、複数の入賞口のいずれにも入賞しなかった玉を回収するた
めのアウト玉回収口と、
　複数の入賞口の全てよりも下方かつアウト玉回収口の真上を通るように定められる一方
、レールから玉が射出される位置に、当該射出された玉との干渉を防ぐため、遊技盤の盤
面から台の奥のほうに潜る形態のトンネルが設けられ、そのトンネル内を通るように定め
られることで、遊技領域の外周に沿って遊技領域を取り囲むように環状に定められた周回
経路と、
　当該周回経路上を、時計回りまたは反時計回りに移動することが可能であり、アウト玉
回収口に回収される前の玉を、アウト玉回収口の真上付近を通過しているときに回収可能
とし、その玉を前記複数の入賞口のいずれかに入賞可能となる位置まで搬送してから遊技
領域に放出するように構成されている移動体と、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　このような構成によれば、どの入賞口にも入賞せずにハズレ玉となった玉でも、アウト
玉回収口の手前でタイミングよく移動体に拾い上げられることにより、再び入賞のチャン
スが与えられる。また、移動体に拾われた玉は、まっすぐアウト玉回収口に入る玉に比べ
、長時間にわたって遊技盤面に滞在することになる。この結果、遊技者に玉持ちのよいパ
チンコ遊技機であるかのような印象を与えることができる。また、一時はハズレ玉となっ
た玉を復活させるという点において、これまでに無い斬新な遊技性を提供することが可能
になる。また、ハズレ玉にも目が離せなくなるため、大当たり等の遊技者に有利な遊技状
態以外の通常状態における、遊技者の退屈感を緩和するのに役立つ。なお、移動体から遊
技領域に玉を放出する際には、玉の自重によって自然落下するようにしてもよいし、リフ
トピン等の押し出し部材を移動体に内蔵するようにしてもよい。
【００１１】
　また、発射装置から発射された玉の通路を形成するレールを設けることができる。この
場合、レールから射出された玉と、周回経路上を移動する移動体との干渉を防ぐために、
レールから玉が射出される位置に、遊技盤の盤面から台の奥のほうに潜る形態のトンネル
を設け、そのトンネル内を通るように周回経路を形成することができる。このような構成
によれば、玉の射出口付近を移動体が移動している最中であっても、玉の発射し続けるこ
とが可能になる。また、移動体がトンネルに進入したりトンネルから出てきたりする様子
は、あたかも鉄道模型を想起させるので、高い興趣を与えることができる。
【００１２】
　また、トンネル内を通過中の移動体を遊技者が視認可能となるように、透明または半透
明の樹脂部材もしくはガラス部材でトンネルの天井部分を構成するとよい。トンネル内の
移動体を視認可能とすることにより、高い興趣を生じる。また、意匠性の向上にもつなが
る。
【００１３】
　また、移動体には、周回経路上を移動するための動力を生成する電気式のアクチュエー
タを内蔵させることができる。この場合、移動体内蔵のアクチュエータに給電を行なうた
めの給電線を周回経路に沿って配置するとよい。従来から、パチンコ遊技機には、様々な
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可動体が設けられているが、可動体（本発明でいう移動体）を設ける際には、どのような
駆動機構を採用するかという共通の課題が存在する。周回経路を一定方向に周り続けるこ
とを可能にするには、モータを移動体に内蔵させることを考え得るが、モータへの給電構
造の工夫を避けて通ることはできない。上記本発明では、周回経路に沿って環状に給電線
を設け、周回経路上のどの位置でもモータ等に電力を容易に供給できるようにしている。
【００１４】
　より具体的には、ＤＣモータの電源／グランド端子に繋がるリード線の先端部をブラシ
で構成し、そのブラシと、周回経路に沿って配置した給電線との接触が常に図られるよう
にするとよい。このようにすれば、常に良好な通電を確保でき、移動体が途中で停止して
しまうといった問題も生じにくい。また、モータやブラシ等を含めて移動体ごと部品交換
を可能とすれば、万が一接触不良等が生じた場合であっても修理が容易である。
【００１５】
　また、周回経路は、遊技領域を取り囲むように遊技盤に形成された溝部または遊技領域
を取り囲むように遊技盤に取り付けられた周回経路形成用部材によって形成することがで
きる。そして、移動体は、溝部または周回経路形成用部材に係合して周回経路からの離脱
を防止する係合部と、アクチュエータとしてのＤＣモータによって駆動される車輪と、Ｄ
Ｃモータの回転力を車輪に伝達する歯車機構とを含むものとして構成することができる。
このような構成によれば、移動体が重力に抗し切れずにずり落ちるといった不具合を防ぐ
ことができる。なお、移動体に取り付ける車輪自体を歯車で構成し、遊技盤等の溝部にラ
ックレールを配置するようにすれば、ずり落ち防止効果がいっそう高くなる。ただし、移
動体の車輪が歯車で構成されることを必須とするわけではない。
【００１６】
　また、遊技の進行を司るとともに、大当たり時、非大当たり時、確率変動時、リーチ発
生時等の遊技状態の変化に応じて、アクチュエータへの給電と給電停止とを切り換える制
御を行なう遊技制御装置を設けることができる。すなわち、移動体を常に一定の速度で移
動させる必要はなく、移動と停止とを繰り返したりするようにすれば、移動体の活用の幅
を拡大することができる。もちろん、状況に応じて移動速度を変化させるために、アクチ
ュエータの電源電圧を変化させる制御を行なうようにしてもよい。
【００１７】
　また、本発明の第二のパチンコ遊技機は、発射装置から発射された玉の通路を形成する
レールと、
　当該レールから射出された玉を入賞可能とした複数の入賞口が設けられる遊技領域を形
成する遊技盤と、
　遊技領域の下端に設けられ、複数の入賞口のいずれにも入賞しなかった玉を回収するた
めのアウト玉回収口と、
　複数の入賞口の全てよりも下方かつアウト玉回収口の真上を通るように定められる一方
、レールから玉が射出される位置に、当該射出された玉との干渉を防ぐため、遊技盤の盤
面から台の奥のほうに潜る形態のトンネルが設けられ、そのトンネル内を通るように定め
られることで、遊技領域の外周に沿って遊技領域を取り囲むように環状に定められた周回
経路と、
　当該周回経路上を、時計回りまたは反時計回りに移動することが可能であり、アウト玉
回収口に回収される前の玉を、アウト玉回収口の真上付近を通過しているときに入賞可能
とした移動式入賞口が設けられている移動体と、を備えたことを特徴とする。このような
構成によれば、どの入賞口にも入賞せずにハズレ玉となった玉でも、タイミングよく移動
式入賞口に入賞する可能性が残される。移動式入賞口への入賞により、玉の払出や大当た
り抽選の権利といった利益を付与することにより、遊技者に非常に得した印象を与えるこ
とが可能である。また、ハズレ玉にも目が離せなくなるため、大当たり等の遊技者に有利
な遊技状態以外の通常状態における、遊技者の退屈感を緩和するのに役立つ。
【００１８】
　具体的に、上記の移動式入賞口は、一方の開口に案内された玉が他方の開口から排出さ
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れてアウト玉回収口に回収されるように構成されたスルー入賞口として構成できる。この
場合、玉がスルー入賞口を通過したことを検出する検出器を移動体に設け、その検出器の
検出信号が当該パチンコ遊技機の遊技制御装置に出力されるようにするとよい。このよう
にすれば、遊技盤の裏に設けられる入賞玉用の経路に玉を案内する構造を省略することが
できるので、低コスト化に有利である。なお、移動体の検出器の入賞検出信号は、無線通
信によって遊技制御装置に送信されるようにしてもよいし、スルー入賞口に玉が入賞し得
る区間に設けられた信号取出端子に、移動体に設けた検出器の出力端子を接触させること
により、遊技制御装置に送信されるようにしてもよい。また、前述した給電線のごとく、
周回経路に沿って入賞検出信号取出用の配線を設けるようにしてもよい。
【００１９】
　他の局面において本発明のパチンコ遊技機は、玉が入賞可能な複数の入賞口が設けられ
た遊技領域と、複数の入賞口を取り囲むように形成される周回経路上を、時計回りまたは
反時計回りに移動することが可能であり、複数の入賞口のいずれにも入賞せずに遊技領域
上を落下してきた玉を回収し、複数の入賞口のいずれかに入賞可能となる位置まで搬送し
てから遊技領域に放出する玉搬送体と、を備えたことを主要な特徴とする。
【００２０】
　上記本発明によれば、どの入賞口にも入賞せずにハズレ玉となった玉でも、アウト玉回
収口の手前でタイミングよく玉搬送体に拾い上げられることにより、再度入賞するチャン
スが与えられる。玉搬送体に拾われた玉は、まっすぐアウト玉回収口に進んだ玉に比べ、
長時間にわたって遊技盤面に滞在することになる。この結果、遊技者に玉持ちのよいパチ
ンコ遊技機であるかのような印象を与えることができる。また、一時はハズレ玉となった
玉を復活させるという点において、これまでに無い斬新な遊技性を提供することが可能に
なる。
【００２１】
　さらに、他の局面において本発明のパチンコ遊技機は、ＤＣモータを内蔵した遊技演出
用の部材が、そのＤＣモータの駆動によって遊技盤面に沿って移動するように移動経路が
形成され、その移動経路に沿ってＤＣモータに給電を行なうための電源線とグランド線と
が固定配置されていることを主要な特徴とする。
【００２２】
　上記のごとく、移動経路に沿って電源線とグランド線を配置すれば、可撓性を有するリ
ード線で給電を行なうときのように移動範囲が規制されない。また、往復動作が可能なこ
とはもとより、比較的複雑な移動経路、たとえば遊技領域を取り囲む周回経路を設定する
ことも可能になる。
【００２３】
　なお、本明細書中において、上下方向はパチンコ遊技機の使用状態における鉛直上方向
と鉛直下方向を指すものとする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、添付の図面を参照しつつ本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明のパチンコ遊技機の正面模式図である。図２は、その部分拡大図である
。パチンコ遊技機１は、台枠に取り付けられた正面ガラス扉５と、台枠の内側に配置され
てガラス扉５によって覆われる遊技盤３を有する。遊技盤３は、円状の遊技領域を形成し
ている。遊技盤３の下方には、玉供給皿６が設けられている。玉供給皿６に準備された遊
技玉（パチンコ玉）は、ハンドル７等により構成される発射装置によって遊技盤３に向け
て発射される。外レール２４と内レール２６との間の通路を経由して遊技盤３に達した遊
技玉は、ファウル防止用の金属薄板２７が設けられた玉射出口から射出され、遊技盤３に
穿設された多数の釘に弾かれながら自重により落下するようになっている。
【００２５】
　遊技盤３によって形成された遊技領域の略中央には、液晶表示部１１（可変表示部）が
配置されている。液晶の代わりに発光ダイオードを用いた表示装置や、リール式の表示装
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置も採用できる。液晶表示部１１には、アラビア数字等のキャラクタが３つ（複数桁）表
示される。液晶表示部１１の下方には、始動入賞口１７（始動入賞装置）と、大入賞装置
１９が設けられている。また、始動入賞口１７と同じ役割を果たす第二始動入賞口１８が
、液晶表示部１１の左側の領域に設けられている。大入賞装置１９は、可動扉が開閉する
可変入賞装置として構成されており、液晶表示部１１に大当たり図柄が導出表示される大
当たりの発生時に開放する。遊技盤３の中央最下部には、いずれの入賞口にも入賞しなか
ったアウト玉を回収するためのアウト玉回収口１５が設けられている。
【００２６】
　遊技盤３には、玉が射出される遊技領域を取り囲むように環状の溝部ＡＲが設けられて
いる。液晶表示部１１、始動入賞口１７，１８および大入賞装置１９は、全て溝部ＡＲよ
り内側に配置されている。この溝部ＡＲは、列車を模した移動体２０の周回経路ＡＲを形
成している。移動体２０は、周回経路ＡＲ上を１周以上時計回りまたは反時計回りに移動
しつづけることが可能である。本実施形態では、パチンコ遊技機１の電源投入後、直ちに
時計回りに一定速度で移動するようにしている。周回経路ＡＲ上を概ね全範囲にわたって
移動できれば好ましく、途中で停止させたり、移動方向を反転させたりすることも考え得
る。また、周回経路ＡＲ上の一部に駅などの構造物を備えることで、移動体２０の通過で
きない区間があってもよい。なお、遊技盤３とは別に、溝部やレールを有する周回経路形
成用部材を作製し、その周回経路形成用部材を遊技盤３に取り付けたような構造を採用す
ることもできる。
【００２７】
　図２に示すごとく、周回経路ＡＲは、最下方に位置する入賞口をなす大入賞装置１９よ
りもさらに下方であって、アウト玉回収口１５よりも上方を通っている。また、移動体２
０は、玉を１個または複数個収容可能な凹部を有し、アウト玉回収口１５の真上付近を通
過しているときに落下してきた玉を収容する。移動体２０に収容された玉は、時計の９時
～１０時に相当する区間まで搬送された後、自重によって移動体２０から離脱し、周回経
路ＡＲの内側の遊技領域に放出される。このように、移動体２０は、玉を搬送する玉搬送
体の役割を担っている。遊技領域に放出された玉は、再び始動入賞口１７または第二始動
入賞口１８に入賞可能である。このような仕組みにより、一時は完全なハズレ玉となった
玉を、入賞可能性のある玉に復活させることができる。なお、本実施形態では、移動体２
０から放出された玉が１００％あるいはそれに近い割合で入賞する入賞口として、第二始
動入賞口１８を設けている。
【００２８】
　図１および図２に示すごとく、周回経路ＡＲは、各種入賞口、表示部および釘が配置さ
れる遊技領域を包囲する円形軌道とされる。したがって、レール２４，２６から射出され
た玉と移動体２０との干渉を防ぐ工夫を講じることが必要である。本実施形態では、図３
の断面斜視図に示すごとく、レール２４，２６から玉が射出される玉射出口付近に、遊技
盤３の盤面３ａから台の後方に向けて潜る形態のトンネルＴｕを設け、周回経路ＡＲがそ
のトンネルＴｕ内を通るようにしている。この結果、玉の射出口付近において、玉の軌道
と周回経路ＡＲとを前後に（遊技盤３の厚さ方向に）ずらすことができる。なお、遊技者
が対面する側を台の前方、各種制御装置が配置される側を台の後方とする。
【００２９】
　図３に示すごとく、トンネルＴｕの天井に相当する部分は、遊技盤３の盤面３ａとほぼ
面一としている。これにより、レール２４，２６から射出された玉がスムーズに遊技領域
に進める。具体的には、トンネルＴｕの天井部分を、周回経路ＡＲに沿った円弧状の板状
部材２２で構成している。本実施形態においては、この板状部材２２を透明な樹脂板で構
成しているので、トンネルＴｕ内を通過中の移動体２０を遊技者が視認可能である。なお
、完全に透明であることは必須でない。ある程度着色されたりして半透明の場合でも、ト
ンネルＴｕ内の移動体２０が確認できればよい。また、板状部材２２は、樹脂板の他にも
ガラス板で構成することができる。
【００３０】
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　また、図２および図３に示すごとく、トンネルＴｕ以外の区間においても、アウト玉回
収口１５の上方付近を除き、移動体２０と玉との干渉を防ぐ隔璧２８，２９を周回経路Ａ
Ｒの内側に沿って配置している。このような隔壁２９，２９としては、樹脂板や金属板な
どの部材を遊技盤３に取り付けてもよいし、玉の通過を阻止できる間隔で遊技盤に釘を打
ち込むことにより、これを隔壁として利用するようにしてもよい。なお、トンネルＴｕの
手前には、移動体２０で搬送してきた玉を遊技領域に戻すための玉放出口３０を形成して
いる。
【００３１】
　次に、移動体２０について、図４および図５の断面図を参照しながら説明する。図４は
、周回経路ＡＲに直交する方向の断面図であり、図５は、移動体２０の前後方向の断面図
である。図５に示すごとく、移動体２０は、列車を模したハウジング２０ｈと車輪３１，
３２を有する。車輪３１は、ハウジング２０ｈ内に配置されたＤＣモータ４５によって駆
動される。ＤＣモータ４５の回転力は、歯車機構５１によって車輪３１に伝達される。Ｄ
Ｃモータ４５は、機関車に相当する部分にのみ設けているが、客車に相当する部分にも、
同様のモータ（アクチュエータ）を設けてもよい。なお、移動体２０は周回経路ＡＲを走
行することを考慮し、車輪３１，３２を周回経路ＡＲの内側に少し傾けておくことが望ま
しい。そうすれば、内輪差が吸収されるのでスムーズな動きが実現できる。
【００３２】
　一方、図４に示すごとく、ＤＣモータ４５に給電を行なうための電源線４１およびグラ
ンド線４３が、周回経路ＡＲに沿って配置されている。すなわち、移動体２０は、電池な
どの内蔵電源でなく外部電源から電力を得るようにしている。そのため、パチンコ遊技機
１の電源がオンされている期間は動作し続けることが可能である。電源線４１およびグラ
ンド線４３は、接着剤等の固定手段により帯状の銅薄板（金属薄板）を遊技盤３に固定し
た金属導体パターンとして構成される。
【００３３】
　ハウジング２０ｈ内のＤＣモータ４５には、給電用のリード線４７の一端が接続されて
いる。リード線４７の他端には、ブラシ４９が取り付けられており、このブラシ４９が遊
技盤３の方にのびて電源線４１に接している。グランド線４３側にも、同様の構造が採用
される。このようにして、周回経路ＡＲの全ての区間において、ＤＣモータ４５に安定し
て電力が供給される。
【００３４】
　また、移動体２０は、バネ５３，５５の弾性復帰力でハウジング２０ｈを遊技盤３の方
に押し付けることで、当該移動体２０が周回経路ＡＲから離脱することを阻止する離脱防
止機構を備える。具体的には、図４および図５に示すごとく、ハウジング２０ｈを遊技盤
３に支持させるための支持軸３５の一端に車軸３７および車輪３３，３４、他端に鍔部５
７，５９を設け、鍔部５７，５９側をハウジング２０ｈ内に配置するとともに、周回経路
ＡＲを形成する庇部分３ｋ，３ｋに車輪３３，３４を係合させる一方、ハウジング２０ｈ
の内面と鍔部５７，５９との間にバネ５３，５５を配置する。バネ５３，５５の弾性復帰
力が、鍔部５７，５９と車輪３３，３４とを遠ざける方向に働き、この結果、ハウジング
２０ｈが遊技盤３に向けて付勢される。このような離脱防止機構により、ハウジング２０
ｈ（移動体２０）が周回経路ＡＲから離間せず、ＤＣモータ４５によって駆動される車輪
３１が空回りしたり、ブラシ４７と電源線４１とが離間して給電停止に至ったりしない。
【００３５】
　なお、一度に複数個の玉を移動体２０に搬送させようとすると、ＤＣモータ４５によっ
て駆動される車輪の滑り防止強化を図る必要性がある。そこで、周回経路ＡＲに沿ってラ
ックレールを配置し、そのラックレールに噛み合う歯車をＤＣモータ４５の動力が伝達さ
れる車輪３１とすれば、周回経路ＡＲ上を移動するときの車輪の滑りがなくなるので、い
っそう好適である。
【００３６】
　また、図４等に示す実施形態では、電源線４１およびグランド線４３が、盤面３ａに露
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出する形となっている。一方、図６に示す別実施形態では、開口幅ｄを玉の直径よりも小
さく設定した一対の溝部ＡＲ’（周回経路）を設け、それら溝部ＡＲ’の中に電源線４１
とグランド線４３とを個別に配置している。図４の実施形態でも、電源線４１とグランド
線４３との間隔をある程度広く取れば、ショートの恐れは無いと考えられるが、万が一、
アウト玉回収口１５の入口に玉が詰まったりしたときのことを考慮すると、図６のごとく
、電源線４１およびグランド線４３を盤面３ａよりも引き下がった位置に配置する構造の
方が有利である。
【００３７】
　また、電源線４１の電圧調整により移動体２０の速度調整を行なうことが可能である。
たとえば、移動体２０の移動速度を段階的に変化させるためには、図１０に示すような構
成を採用できる。まず、電源回路１１０で複数の直流電圧を生成し、切換回路１２０に供
給する。切換回路１２０は、大当たりを発生させるか否かを決定するための抽選処理等の
遊技処理を実行する遊技制御装置１００から入力される制御信号に応じた電圧を電源線４
１に印加する。遊技制御装置１００は、通常時、リーチ発生時、大当たり時、確率変動時
等の遊技状態に応じた制御信号を切換回路１２０に送信し、移動体２０の移動速度制御を
行なう。たとえば、通常時は停止している移動体２０を、大当たり期待度の高いリーチが
発生することに応じて動作させたり、あるいはリーチ期待度に応じて移動速度を変化させ
たりすることができる。このようにして移動体２０の動作制御を行なえば、ハズレ玉に再
チャンスを付与するという役割とは別に、高い演出効果を期待することができる。
【００３８】
　また、移動体２０の移動と停止とを切り換えるようにしてもよい。たとえば、通常時は
トンネルＴｕ内等に停止させておき、リーチが発生したら移動体２０の作動を開始すると
いった制御や、確率変動時にのみ移動体２０を作動するといった制御を行なうことができ
る。また、ＤＣモータ４５の通電方向を切り換えることにより、移動体２０の移動方向を
時計回りから反時計回り、あるいはその逆に切り換えるようにしてもよい。
【００３９】
　なお、本明細書においてリーチとは、液晶表示部１１に表示される３つのキャラクタの
うち２つが同じ種類のキャラクタ（たとえば７と７）となり、残り１つのキャラクタの変
動を通常よりゆっくりとした速度とし、大当たり発生に対する遊技者の期待感を盛り上げ
るように制御される状態のことをいう。リーチから全キャラクタが同一となれば大当たり
図柄であるが、それ以外はリーチ図柄（リーチハズレ図柄）となる。また、確率変動とは
、通常時よりも大当たり確率が高まった状態のことをいう。
【００４０】
　一方、次のような別実施形態も好適である。すなわち、図７に示すごとく、十分な大き
さの環状部材７０で遊技領域を取り囲み、その環状部材７０の一部に移動体２１を固定的
に取り付ける。この環状部材７０は、全体が一つの歯車として構成されており、これをモ
ータＭによって回転（自転）させることにより、移動体２１は周回経路上を移動すること
になる。モータＭの動力は、環状部材７０に噛み合う小歯車７２を介して伝達される。こ
うした構成によれば、モータＭを固定できるという利点がある。そのため、モータＭをス
テッピングモータとしたり、新たにフィードバック機構を設けたりすることにより、環状
部材７０の回転角度位置、ひいては移動体２１の位置を正確に制御することが可能になる
。
【００４１】
　なお、上記のような環状部材７０は、樹脂材料や金属材料などを成形することにより作
製できる。図７の例では、外周側に歯を形成しているが、もちろん内周側に歯を形成して
もよい。遊技盤３には、この環状部材７０がちょうど嵌る溝を形成することになる。また
、ベルトのような可撓性を持った部品を環状部材７０に採用してもよい。他方、移動体２
１は、玉を１個または複数個収容可能な凹部を有する部品であればよく、環状部材７０に
は接着剤で固定するようにしてもよいし、ネジ等の締結具で固定するようにしてもよい。
【００４２】
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　また、前述したように、玉射出口の近くでは、環状部材７０や移動体２１が玉と干渉し
ないようにすることが要求される。図８の断面図に示すごとく、環状部材７０を自転させ
る構成においては、遊技盤面３ａの法線ＶＬに対して自転軸Ｏが一定角度θだけ傾く姿勢
で環状部材７０を配置すれば、環状部材７０と遊技盤面３ａとに自然と段差が生じ、その
段差を利用して移動体２１が通過するトンネルＴｕを形成することができる。一方、アウ
ト玉回収口１５の真上付近では、移動体２１が盤面３ａよりも手前に迫り出し、移動体２
１に玉がスムーズに案内される。また、移動体２１で搬送した玉が遊技領域にスムーズに
放出されるようにするため、玉を放出する位置で遊技盤３ａに浅い座ぐりを設けるなどの
工夫を施すようにしてもよい。この事項は、先の実施形態にも共通する。
【００４３】
　以上に説明した実施形態では、移動体２０，２１によって玉が搬送される構成としたが
、移動体自身に入賞口を設けることも可能である。図９に示すごとく、移動体２２には、
スルー入賞口７４が設けられている。一般に、スルー入賞口とは、一方の開口に案内され
た玉が他方の開口から排出される入賞口のことをいう。また、スルー入賞口７４には、玉
の通過を検出する検出器７４ｋが設けられる。検出器７４ｋは、光電センサやリミットス
イッチなどで構成されるものである。
【００４４】
　スルー入賞口７４に設けられた検出器７４ｋの入賞検出信号は、パチンコ遊技機の遊技
制御装置１００に送信される。遊技制御装置１００は、検出器７４ｋから入賞検出信号を
取得することに応じて、賞玉を払い出す払出処理や大当たり抽選処理など、予め定められ
た電気的処理を実行する。なお、検出器７４ｋの入賞検出信号は、図４および図５で説明
した給電線４１，４３のごとく、周回経路ＡＲに沿って信号取出用の配線を設けることに
より、移動体２０から取り出すことができる。あるいは、移動体２０に無線通信機能を有
するマイクロコンピュータを内蔵させ、無線通信によって入賞検出信号を遊技制御装置１
００に送信するようにしてもよい。
【００４５】
　以上、本明細書では、いくつかの好適な実施形態を説明したが、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲内で各実施形態を相互に組み合わせて実施することも可能であることを断ってお
く。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明のパチンコ遊技機の正面模式図。
【図２】図１のパチンコ遊技機の拡大模式図。
【図３】図１のパチンコ遊技機の詳細な断面斜視図。
【図４】周回経路を構成する溝部を横切る方向の断面模式図。
【図５】図４に続く断面模式図。
【図６】給電線の形成形態の別例を示す断面模式図。
【図７】環状部材の模式図。
【図８】図７の環状部材と遊技盤との相対配置関係を説明する断面模式図。
【図９】移動体にスルー入賞口を設けた実施形態を説明する模式図。
【図１０】図１のパチンコ遊技機の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【００４７】
１　パチンコ遊技機
３　遊技盤
３ａ　盤面
１５　アウト玉回収口
１７，１８　始動入賞口
２０　移動体（玉搬送体）
２２　板状部材
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２４，２６　レール
４１　電源線
４３　グランド線
４５　ＤＣモータ
５１　歯車機構
３００　遊技制御装置
ＡＲ　周回経路
Ｔｕ　トンネル

【図１】 【図２】



(12) JP 4537798 B2 2010.9.8

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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