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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が入賞可能な大入賞口と、その大入賞口を開閉するための扉部材と、図柄を表示
可能な図柄表示装置とが遊技盤の表面に設けられており、所定条件を充足した場合に内部
で抽選を実行し、その抽選の結果が所定の結果となった場合には、前記図柄表示装置にお
いて所定の大当たり図柄を表示するとともに、遊技者にとって有利な大当たり状態を生起
させて、前記大入賞口を所定の回数だけ断続的に開成させるパチンコ機であって、
　前記大入賞口の開口部が、前記遊技盤の前方に盤面に対して平行に設けられた板状部材
の内側に形成されており、
　前記扉部材が、前記遊技盤の内部から前方へ突出して先端縁を前記板状部材の内面に近
接させることによって、前記開口部を遮蔽するもので、水平方向に対して所定の角度をな
すように傾斜した状態で設置されているとともに、
　前記扉部材の先端縁と前記板状部材の内面とが非平行になっており、前記扉部材の下側
の先端と前記板状部材との距離が、前記扉部材の上側の先端と前記板状部材との距離より
長くなっていることを特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　前記図柄表示装置の外周を覆うように大型の遊技部材が設けられており、その大型の遊
技部材に、前記扉部材と前記大入賞口とが一体的に設けられていることを特徴とする請求
項１に記載のパチンコ機。
【請求項３】
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　前記大入賞口が前記図柄表示装置の上側に設けられており、その大入賞口の上側に、前
記扉部材が設けられているとともに、前記板状部材が透明であることを特徴とする請求項
２に記載のパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一例であるパチンコ機として、図柄始動口に遊技球が入賞した場合に、内部で
抽選を実施し、その抽選の結果、大当たりとなった場合（乱数カウンタが所定の数値を選
択した場合）には、図柄表示装置に所定の大当たり図柄（たとえば、「７，７，７」）を
表示するとともに、大当たり状態を生起させ、大入賞口の開閉扉を所定回数だけ断続的に
開成させて、遊技者に多くの賞品球を払い出すもの（所謂、図柄合わせタイプのパチンコ
機）が知られている。そして、上記した図柄合わせタイプのパチンコ機における大入賞口
の扉部材としては、特許文献１の如く、幅広な板状に形成されており下端縁を中心として
前方に片開きするものが広く利用されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３４６９６１号公報
【０００４】
　ところが、上記の如く、下端縁を中心として前方に片開きする扉部材を大入賞口開閉用
の扉部材として設けたパチンコ機は、扉部材の動きが非常にありふれたものであるため、
看者に陳腐なイメージを与えてしまう。それゆえ、出願人らは、前後方向にスライドして
遊技盤の表面から出没することによって大入賞口を開閉する扉部材を設けたパチンコ機に
ついて提案した（特願２００８－１０１８２４）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の如く、前後方向にスライドして遊技盤の表面から出没する扉部材を大入賞口開閉
用の扉部材として設けたパチンコ機は、当該扉部材の動きが斬新で趣向性に優れているも
のの、扉部材を単純な矩形状にした場合には、前方にスライドした扉部材の先端縁と当該
先端縁の前方に位置した遊技部材との間に遊技球が挟まってしまい、扉部材が完全に閉ま
らなくなったり、予定よりも多い遊技球が大入賞口へ入賞したりする虞れがある。
【０００６】
　本発明の目的は、大入賞口用の扉部材の開閉作動の態様が斬新で趣向性が高い上、その
扉部材の正常な開閉作動を保持することが可能なパチンコ機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の内、請求項１に記載された発明は、遊技球が入賞可能な大入賞口と、その大入
賞口を開閉するための扉部材と、図柄を表示可能な図柄表示装置とが遊技盤の表面に設け
られており、所定条件を充足した場合に内部で抽選を実行し、その抽選の結果が所定の結
果となった場合には、前記図柄表示装置において所定の大当たり図柄を表示するとともに
、遊技者にとって有利な大当たり状態を生起させて、前記大入賞口を所定の回数だけ断続
的に開成させるパチンコ機であって、前記大入賞口の開口部が、前記遊技盤の前方に盤面
に対して平行に設けられた板状部材の内側に形成されており、前記扉部材が、前記遊技盤
の内部から前方へ突出して先端縁を前記板状部材の内面に近接させることによって、前記
開口部を遮蔽するもので、水平方向に対して所定の角度をなすように傾斜した状態で設置
されているとともに、前記扉部材の先端縁と前記板状部材の内面とが非平行になっており
、前記扉部材の下側の先端と前記板状部材との距離が、前記扉部材の上側の先端と前記板
状部材との距離より長くなっていることを特徴とするものである。
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【０００９】
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された発明において、前記図柄表示装置
の外周を覆うように大型の遊技部材が設けられており、その大型の遊技部材に、前記扉部
材と前記大入賞口とが一体的に設けられていることを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項３に記載された発明は、請求項２に記載された発明において、前記大入賞口が前
記図柄表示装置の上側に設けられており、その大入賞口の上側に、前記扉部材が設けられ
ているとともに、前記板状部材が透明であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１のパチンコ機は、扉部材の先端縁と大入賞口の開口部を構成する板状部材の内
面とが非平行になっているため、扉部材を前方へスライドさせて板状部材の内面に近接さ
せて大入賞口の開口部を遮蔽する際に、扉部材と板状部材の内面との間に遊技球が挟まれ
る、という事態が生じない。すなわち、開いた状態の扉部材を閉じる際に、扉部材の先端
の片端に遊技球が挟まりかけたときに、その遊技球を扉部材の幅方向に滑らせる（スライ
ドさせる）ことによって、扉部材への遊技球の噛み込みを防止することができる。
【００１２】
　また、請求項１のパチンコ機は、傾斜した扉部材の下側の先端の方が上側の先端より板
状部材との距離が長くなっているため、流下した遊技球が、前方へスライドした扉部材と
板状部材の内面との間に挟まりそうになった場合に、重力が作用する方向と同じ方向に押
し出されるので、扉部材と板状部材の内面との間に遊技球が挟まれる事態をより高い精度
で防止することができる。
【００１３】
　請求項２のパチンコ機は、図柄表示装置の外周を覆う大型の遊技部材に、扉部材と大入
賞口とが一体的に設けられているので、従来のパチンコ機に比べて、デザインが斬新であ
る上、部品点数が少なく、安価かつ容易に製造することができる。
【００１４】
　請求項３のパチンコ機は、大入賞口、扉部材とも図柄表示装置の上側に設けられている
ため、扉部材から開口部内へ遊技球が入り込む様子を容易に視認することができる。また
、開口部内へ入り込んだ遊技球が大入賞口内へ入賞するまでの様子を、透明な板状部材を
介して視認することができるので、遊技者に不信感を抱かせて遊技に対する意欲を消失さ
せる事態が生じない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明のパチンコ機について、図面にしたがって詳細に説明する。図１は、本発
明に係るパチンコ機を示したものであり、パチンコ機１は、機枠２の片側縁に、前面枠３
が開閉自在に蝶着されており、前面枠３の中央よりやや上側の後方には、遊技盤４が設置
されている。遊技盤４の表面には、発射装置（図示せず）によって発射された遊技球を遊
技盤４の上方まで導くための金属製で帯状のガイドレール８が円弧状に立設されており、
当該ガイドレール８によって、略円形の遊技領域１０が区画された状態になっている。そ
して、当該遊技領域１０には、装飾用の大型遊技部材１１が設置されている。
【００１６】
　図２、図３は、それぞれ、大型遊技部材１１の正面図、前方斜視図である。大型遊技部
材１１は、矩形の開口窓部４１を中央に設けたドーナッツ状に形成されている。そして、
左右上下の外周には、遊技盤４に当着させるための当着板４２が、前後方向に対して直交
するように設けられている。また、当着板４２の前側には、帯状の外周壁体４３が立設さ
れており、その外周壁体４３の前端縁には、各種の装飾を施した装飾板３３が設けられて
いる。そして、当該装飾板３３が、当着板４２の表面と所定の距離（遊技球の直径以上の
距離）を隔てて平行に対峙した状態になっている。
【００１７】
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　また、装飾板３３の中央上方には、板状部材として機能する窓部材３６が、装飾体３３
と略面一になるように設置されている。窓部材３６は、透明な合成樹脂によって上辺を右
上がりに傾斜させた台形の板状に形成されており、装飾板３３と同様に、当着板４２の表
面と所定の距離を隔てて平行に対峙した状態になっている。さらに、窓部材３６の内側に
おいては、外周壁体４３が、窓部材３６の左右の端縁および下端縁に沿うようにコの字状
に折り曲げ形成されており、そのコ字状に折れ曲がった外周壁体４３、窓部材３６および
遊技盤４によって、遊技球を貯留するための空間Ｓが形成された状態になっている。
【００１８】
　また、当着板４２の窓部材３６の下端際の後方に相当する位置には、大入賞口３５が穿
設されており、遊技球が入賞可能になっている。そして、窓部材３６の上端際の内側（後
側）の部分が、大入賞口３５の開口部３８として機能するようになっている。なお、大入
賞口３５内に入賞した遊技球は、図示しない入賞検出手段によって、その入賞が検出され
るようになっている。
【００１９】
　さらに、窓部材３６の上端縁際の後方には、板状で略矩形の扉部材３４が、窓部材３６
の上辺に沿って傾斜した状態（水平方向に対して約２０°傾斜した状態）を保ちながら当
着板４２の表面から出没するように前後にスライド可能に設けられている。図４は、扉部
材３４の設置部位を上から見た状態を示したものである（なお、図4（ａ）は、扉部材３
４を前方にスライドさせた状態であり、図4（ｂ）は、扉部材３４を後方にスライドさせ
た状態である）。扉部材３４は、左右の両端縁が平行になっており、約５０ｍｍの幅を有
している。また、先端縁が、遊技盤４の盤面方向に対して所定の角度（約２°）をなすよ
うに傾斜した直線状になっている（すなわち、扉部材３４は、そのように先端縁を傾斜さ
せた状態を保ちながら前後にスライドするようになっている）。そして、扉部材３４が最
も前方にスライドした場合には、左側（すなわち、下側）の先端と窓部材３６の内面との
距離が約３．０ｍｍとなり、右側（すなわち、上側）の先端と窓部材３６の内面との距離
が約１．０ｍｍとなるように設計されている。
【００２０】
　また、図２、図３の如く、装飾板３３の右上方には、後述する図柄表示装置１９の表示
内容と合わせた発光演出をするための発光演出部材４４が設けられている。さらに、装飾
板３３の右側には、図柄表示装置１９の表示内容と合わせたメカニカルな演出をするため
の回転体４５が設けられている。
【００２１】
　一方、当着板４２の裏面側の中央上部には、扉部材３４を作動させるための作動部材で
あるソレノイド４６が、ハウジング内に収納された状態で設置されている。さらに、ソレ
ノイド４６の右側には、発光演出部材４４を発光させるための発光手段４７がハウジング
内に収納された状態で設置されており、発光手段４７の下側には、回転体４５を作動させ
るための作動手段（図示せず）がハウジング内に収納された状態で設置されている。さら
に、ソレノイド４６の下側には、図柄表示装置１９が液晶画面４８を開口窓部４１から露
出させた状態で組み付けられている。加えて、図柄表示装置１９の下側には、遊技球を載
置可能なステージ１２が設けられており、当該ステージ１２の下側には、後述する図柄始
動口２１へ遊技球を導くための挿通孔１３が設けられている。
【００２２】
　また、図１の如く、大型遊技部材１１の右下には、入賞装置１７が設置されている。入
賞装置１７は、遊技盤４に当着させるための当着板２４、当着板２４に穿設された略台形
状の入賞口２０を開閉するための開閉扉１４等によって構成されている。当着板２４は、
透明な合成樹脂によって形成されており、略Ｕ字の受け皿状の導入部材１５が、表面から
前方に突出するように一体的に設けられている。さらに、入賞口２０の上端際には、幅広
な板状の開閉扉１４が、傾斜状に設置されており、当着板２４の裏面側に設けられたソレ
ノイド（図示せず）によって、傾斜した状態を保ったまま、前後にスライドして入賞口２
０を開閉するようになっている。
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【００２３】
　さらに、遊技領域１０には、大型遊技部材１１や入賞装置１７の他に、図柄始動口２１
、電動開閉式入賞装置（所謂、電動式チューリップ）２２、ゲート３７、電飾ランプ、風
車等が設置されているとともに、多数の障害釘９，９・・等が植設されている。一方、前
面枠３の下側には、遊技球を発射装置（図示せず）へ供給するための供給皿５と、遊技球
を貯留させるための貯留皿６とが上下に併設されており、その貯留皿６の右側には、発射
装置を操作するための発射ハンドル７が突設されている。
【００２４】
　上記の如く構成されたパチンコ機１においては、発射ハンドル７の回動操作によって発
射装置（図示せず）から遊技球が発射され、発射された遊技球が図柄始動口２１に入賞し
た場合に、内部に設置された制御装置において大当たり抽選が実行され、大当たり抽選の
結果、「大当たり」になった場合には、「大当たり状態」が生起する。また、遊技球が図
柄始動口２１に入賞する毎に、入賞図柄表示装置１９においては所定の時間だけ図柄の変
動表示を実行し、当該変動表示の後に「大当たり図柄」あるいは「はずれ図柄」を表示す
ることによって大当たり抽選の結果を表示する。
【００２５】
　「大当たり状態」においては、大入賞口３５の扉部材３４が所定回数だけ断続的に開成
する。扉部材３４の開成は、ソレノイド４６への電源投入により、ソレノイド４６のシリ
ンダーが後方へスライドし、そのスライドに連動して、扉部材３４が後方へスライドし、
当着板４２内（すなわち、遊技盤４内）に没入することによって行われる。その扉部材３
４の没入によって、窓部材３６と遊技盤４との間の空間Ｓの上面（すなわち、開口部）が
露出した状態となるため、上方から流下した遊技球が、すべてその空間Ｓ内に導かれ、大
入賞口３５へと導かれる。なお、窓部材３６が透明な合成樹脂によって形成されているた
め、遊技者は、空間Ｓ内に入り込んだ遊技球が大入賞口３５へと導かれる様子を視認する
ことができる。上記の如く、「大当たり状態」が生起した場合には、大入賞口３５内へ多
くの遊技球を入賞させることができるため、遊技者は、多くの賞品球を獲得することがで
きる。
【００２６】
　また、「大当たり状態」の生起中あるいは終了後に扉部材３４が閉成する際には、扉部
材３４が前方へスライドして窓部材３６の内面に近接するが、扉部材３４の先端縁が、窓
部材３６の内面と非平行になるように傾斜している（扉部材３４の左側の先端の方が右側
の先端より窓部材の内面との距離が長くなっている）ので、流下した遊技球が、前方へス
ライドした扉部材３４と窓部材３６の内面との間に挟まりそうになった場合に、傾斜した
扉部材３４の先端縁によって、その遊技球が、左側（すなわち、扉部材３４の先端縁と窓
部材３６の内面との距離が長い側）へ押し出されるため、扉部材３４の先端縁と窓部材３
６の内面との間に挟まれたりしない。
【００２７】
　さらに、所定の「大当たり図柄」が表示された後に「大当たり状態」が生起した場合に
は、「大当たり状態」の終了後に、入賞図柄表示装置１９における図柄の変動表示の時間
を所定の回数だけ短縮する「時短状態」が生起する。当該「時短状態」においては、遊技
球がゲート３７を通過する毎に、内部に設置された制御装置において当たり抽選が実行さ
れ、その当たり抽選において高い確率で小当たりとなり、小当たりとなった場合に、電動
開閉式入賞装置２２が開成する。そして、開成した電動開閉式入賞装置２２に遊技球が入
賞した場合に、入賞装置１７の開閉扉１４が開成し（後方にスライドして遊技盤４内に没
入し）、上方から流下した遊技球（すなわち、大型遊技部材１１の右側を流下した遊技球
）が導球部材１５によって受け止められて入賞口２０内に導かれ、入賞球として検出され
るようになる。したがって、遊技者は、「時短状態」が発生した場合には、発射ハンドル
７を大きく回動させて遊技球を強く発射して右サイドの入賞装置１７の入賞口２０に入賞
させることによって、「大当たり状態」の生起によって得られた遊技球の数を大きく変動
させることなく遊技を継続させることができる。
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【００２８】
　パチンコ機１は、上記の如く、大入賞口３５の開口部３８が、遊技盤４の前方に盤面に
対して平行に設けられた板状部材である窓部材３６の内側に形成されており、扉部材３４
が、遊技盤４の内部から前方へ突出して先端縁を窓部材３６の内面に近接させることによ
って、開口部３８を遮蔽するものであるとともに、扉部材３４の先端縁と窓部材３６の内
面とが非平行になっているため、扉部材３４を前方へスライドさせて窓部材３６の内面に
近接させて大入賞口３５の開口部３８を遮蔽する際に、扉部材３４と窓部材３６の内面と
の間に遊技球が挟まれる、という事態が生じない。したがって、扉部材３４が完全に閉じ
なくなったり、予定個数よりも多い遊技球が大入賞口３５内に入賞してしまう、という事
態が起こらない。
【００２９】
　また、パチンコ機は、扉部材３４が、水平方向に対して所定の角度をなすように傾斜し
た状態で設置されており、扉部材３４の下側の先端と窓部材３６との距離が扉部材３４の
上側の先端と窓部材３６との距離より長くなっており、流下した遊技球が、前方へスライ
ドした扉部材３４と窓部材３６の内面との間に挟まりそうになった場合に、重力が作用す
る方向と同じ方向に押し出されるので、扉部材３４と窓部材３６の内面との間に遊技球が
挟まれる事態をより高い精度で防止することができる。
【００３０】
　さらに、パチンコ機１は、図柄表示装置１９の外周を覆う大型遊技部材１１に、扉部材
３４と大入賞口３５とが一体的に設けられているので、従来のパチンコ機に比べて、デザ
インが斬新である上、部品点数が少なく、安価かつ容易に製造することができる。
【００３１】
　加えて、パチンコ機１は、大入賞口３５、扉部材３４とも図柄表示装置１９の上側に設
けられているため、扉部材３４から開口部３８内へ遊技球が入り込む様子を容易に視認す
ることができる。また、窓部材３６が透明であるため、開口部３８内へ入り込んだ遊技球
が大入賞口３５内へ入賞するまでの様子を、窓部材３６を介して視認することができるの
で、遊技者に不信感を抱かせて遊技に対する意欲を消失させる事態が生じない。
【００３２】
　なお、本発明のパチンコ機の構成は、上記実施形態の態様に何ら限定されるものではな
く、機枠、前面枠、遊技盤、供給皿、貯留皿、発射ハンドル、大型遊技部材、扉部材、大
入賞口、開口部、窓部材、図柄表示装置、入賞装置、図柄始動口、電動開閉式入賞装置、
入賞口等の形状、構造、材質等の構成を、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更でき
る。
【００３３】
　たとえば、本発明のパチンコ機は、上記実施形態の如く、大入賞口および扉部材を大型
の遊技部材に一体的に組み込んだものに限定されず、大入賞口および扉部材を大型遊技部
材とは別個に遊技盤面上に設置したものでも良い。また、上記実施形態の如く、ソレノイ
ドによって扉部材を開閉するものに限定されず、ステッピングモータ等の他の駆動装置に
よって扉部材を開閉するものでも良い。
【００３４】
　また、扉部材は、上記実施形態の如く、遊技盤面とのなす角度（すなわち、板状部材と
のなす角度）が約２°となるように先端縁を傾斜させたものに限定されず、閉じた状態で
板状部材の内面との間に遊技球の半径以上の隙間が形成されないものであれば、遊技盤面
とのなす角度が約２°を上回るように先端縁を傾斜させたものでも良い。なお、扉部材と
窓部材の内面との間に遊技球が挟まれる事態を効率的に防止するためには、板状部材の内
面と先端縁とのなす角度が１°以上となるように先端縁の傾斜度合いを調整するのが好ま
しい。
【００３５】
　さらに、扉部材は、上記実施形態の如く、先端縁全体を板状部材と所定の角度をなすよ
うに傾斜させたものに限定されず、先端縁の一部のみを板状部材と所定の角度をなすよう
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５の如く、扉部材の先端縁の右端際の部分および／または扉部材の先端縁の左端際の部分
を板状部材と平行にして（すなわち、非傾斜状にして）、それ以外の部分を板状部材と所
定の角度をなすように傾斜させることも可能である。なお、そのように扉部材の先端縁の
左右の一部を板状部材と平行にする場合には、当該板状部材と平行な部分の長さ（図５に
おけるα，β）を、遊技球の半径（約５．５ｍｍ）以下とすることが好ましい。
【００３６】
　加えて、本発明のパチンコ機は、上記実施形態の如く、扉部材の先端縁が遊技盤の盤面
に対して傾斜しているとともに板状部材が遊技盤の盤面に対して平行になっているものに
限定されず、扉部材の先端縁が遊技盤の盤面に対して平行になっているとともに板状部材
が遊技盤の盤面に対して傾斜しているものでも良い。
【００３７】
　また、本発明のパチンコ機は、上記実施形態の如く、扉部材を右上がりの傾斜状に設け
たものに限定されず、たとえば、遊技盤面のレイアウトを実施形態のものと左右対称にす
ることによって扉部材を左上がりの傾斜状に設けることも可能である。さらに、本発明の
パチンコ機は、上記実施形態の如く、片上がりの傾斜状に形成された大型の遊技部材の上
面に扉部材を設けたものに限定されず、大型の遊技部材の上面を中央から左右の外側にか
けて下向きに傾斜するように逆Ｖ字状に形成し、その傾斜面に扉部材を設けることも可能
である。
【００３８】
　なお、上記実施形態においては、所謂第三種のパチンコ機について説明したが、本発明
のパチンコ機は、第三種のものに限定されず、第一種、第二種等の第三種以外のものとし
ても利用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】パチンコ機の正面図である。
【図２】大型遊技部材の正面図である。
【図３】大型遊技部材の前方斜視図である。
【図４】扉部材の設置部位の平面図である（ａは扉部材を前方にスライドさせた状態を示
したものであり、ｂは扉部材を後方にスライドさせた状態を示したものである）。
【図５】扉部材の変更例を示す説明図である（ａは扉部材の先端の右端縁際を板状部材と
平行にしたものであり、ｂは扉部材の先端の左端縁際を板状部材と平行にしたものである
）。
【符号の説明】
【００４０】
　１・・パチンコ機
　４・・遊技盤
　７・・発射ハンドル
　１０・・遊技領域
　１１・・大型遊技部材
　３４・・扉部材
　３５・・大入賞口
　３６・・窓部材（板状部材）
　３８・・開口部
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