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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段（３０）の前側に左右方向移動可能に配置された左右一対の駆動扉（４１ａ）
（４１ｂ）と、該駆動扉（４１ａ）（４１ｂ）を、互いに対向する閉鎖側端縁（８３ａ）
（８３ｂ）同士が前記表示手段（３０）の前側で略当接する全閉位置と前記表示手段（３
０）の左右両側に待避する全開位置との間で開閉駆動する駆動機構（４０）とを有する扉
開閉手段（３１）を備え、前記駆動機構（４０）は、前記左右の駆動扉（４１ａ）（４１
ｂ）に夫々設けられた左右方向のラック（９４ａ）（９４ｂ）に夫々噛合するピニオンギ
ア（１３８ａ）（１３８ｂ）と、該ピニオンギア（１３８ａ）（１３８ｂ）を回転駆動す
るモータ（１１３ａ）（１１３ｂ）とを備えた遊技機において、前記ラック（９４ａ）（
９４ｂ）は夫々前記駆動扉（４１ａ）（４１ｂ）の前記閉鎖側端縁（８３ａ）（８３ｂ）
よりも相手側に突出し且つ前記全閉位置にあるときに干渉しないように互いに上下方向に
ずらして配置され、前記ピニオンギア（１３８ａ）（１３８ｂ）は回転軸（１３７）を上
下方向に向けて配置されると共に前記ラック（９４ａ）（９４ｂ）に対して後側から噛合
されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ラック（９４ａ）（９４ｂ）は、前記駆動扉（４１ａ）（４１ｂ）の上縁側又は下
縁側に沿って配置された被駆動部（８６ａ）（８６ｂ）の背面側に設けられており、前記
被駆動部（８６ａ）（８６ｂ）の下部側を受けて開閉方向に案内する駆動扉下案内レール
（１２７）（１３３）と、前記被駆動部（８６ａ）（８６ｂ）の上縁側に沿って配置され



(2) JP 4313349 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

る駆動扉押さえレール（１３２）（１４６）とを設け、一方の前記駆動扉（４１ａ）に対
応する前記駆動扉押さえレール（１３２）の上面側に他方の前記駆動扉（４１ｂ）に対応
する前記駆動扉下案内レール（１３３）を配置したことを特徴とする請求項１に記載の遊
技機。
【請求項３】
　前記駆動扉（４１ａ）（４１ｂ）の開閉動作に従動して開閉する左右１又は複数組の従
動扉（４２ａ）（４２ｂ）（４３ａ）（４３ｂ）を備え、該従動扉（４２ａ）（４２ｂ）
（４３ａ）（４３ｂ）を開閉方向に案内する従動扉下案内レール（１４７）～（１５０）
を前記駆動扉（４１ａ）（４１ｂ）に対応する前記駆動扉下案内レール（１２７）（１３
３）及び前記駆動扉押さえレール（１３２）（１４６）とは別に設けたことを特徴とする
請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記他方の駆動扉（４１ｂ）に対応する駆動扉押さえレール（１４６）の上面側に前記
従動扉（４２ａ）（４２ｂ）（４３ａ）（４３ｂ）に対応する前記従動扉下案内レール（
１４７）～（１５０）を設けたことを特徴とする請求項３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記表示手段（３０）の左右両側に配置された発光手段（６９）と、該発光手段（６９
）の前側に配置され且つ発光手段（６９）側の光を前側に透過可能な前カバー手段（４８
ａ）（４８ｂ）との間に、全開位置にある前記駆動扉（４１ａ）（４１ｂ）及び前記従動
扉（４２ａ）（４２ｂ）（４３ａ）（４３ｂ）が収容されるように構成され、前記駆動扉
（４１ａ）（４１ｂ）及び前記従動扉（４２ａ）（４２ｂ）（４３ａ）（４３ｂ）の少な
くとも一部が光を透過可能に形成されていることを特徴とする請求項３又は４に記載の遊
技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機、スロットマシン等の遊技機に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、近年、大型の液晶表示手段を搭載したものが主流となって
おり、各社とも、その液晶表示手段に表示する演出画像等により他社製品との差別化を図
っている。
【０００３】
　しかしながら、液晶表示手段に表示するバーチャルな演出画像による差別化のみではイ
ンパクトに欠け、もはや他社製品との差別化を十分に図ることが難しくなっているため、
これに機械的な動作を組み合わせてより演出効果を高めるべく、例えば液晶表示手段の前
側に両引き戸型の扉を設けたものが開発されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　この特許文献１に記載のスロットマシンは、液晶表示手段の前側に左右方向移動可能な
左右一対の駆動扉を設け、これら一対の駆動扉を、モータにより、互いに対向する閉鎖側
端縁同士が液晶表示手段の前側で当接する全閉位置と液晶表示手段の左右両側に夫々待避
する全開位置との間で開閉駆動するようになっている。
【０００５】
　各駆動扉には、その上縁側又は下縁側に沿ってラックが配置され、このラックに、モー
タの駆動軸に固定されたピニオンギアが夫々噛合している。
【０００６】
　なお、駆動扉を全開位置と全閉位置との間で移動可能とするためには、ラックは各駆動
扉の全幅よりも更に長く形成する必要があるが、特許文献１に記載のスロットマシンでは
、各駆動扉の開閉時に互いにラック同士が干渉しないように、各駆動扉のラックを開放側
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端縁よりも外側に突出させて配置している。
【特許文献１】特開２００５－５４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載のスロットマシンのように、各駆動扉のラックを開放側端縁よりも外
側に突出させて配置する場合には、駆動扉が全開位置にきたときにそのラックの突出部分
を含めて駆動扉全体が液晶表示手段の左右両側に収容できなければならないため、液晶表
示手段の左右両側に大きなスペースが必要となる。
【０００８】
　しかしながら、近年の遊技機では、搭載される液晶表示手段は大型化の一途を辿ってお
り、それによって液晶表示手段の左右両側のスペースは徐々に小さくなってきているため
、特許文献１に記載のような駆動扉を採用することは難しい状況となっている。
【０００９】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、左右に十分なスペースを確保することが難
しい大型の表示手段であっても、その前側に配置された両引き戸型の駆動扉を全開位置と
全閉位置との間で移動させることが可能な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】
【００１０】
　本発明は、表示手段３０の前側に左右方向移動可能に配置された左右一対の駆動扉４１
ａ，４１ｂと、該駆動扉４１ａ，４１ｂを、互いに対向する閉鎖側端縁８３ａ，８３ｂ同
士が前記表示手段３０の前側で略当接する全閉位置と前記表示手段３０の左右両側に待避
する全開位置との間で開閉駆動する駆動機構４０とを有する扉開閉手段３１を備え、前記
駆動機構４０は、前記左右の駆動扉４１ａ，４１ｂに夫々設けられた左右方向のラック９
４ａ，９４ｂに夫々噛合するピニオンギア１３８ａ，１３８ｂと、該ピニオンギア１３８
ａ，１３８ｂを回転駆動するモータ１１３ａ，１１３ｂとを備えた遊技機において、前記
ラック９４ａ，９４ｂは夫々前記駆動扉４１ａ，４１ｂの前記閉鎖側端縁８３ａ，８３ｂ
よりも相手側に突出し且つ前記全閉位置にあるときに干渉しないように互いに上下方向に
ずらして配置され、前記ピニオンギア１３８ａ，１３８ｂは回転軸１３７を上下方向に向
けて配置されると共に前記ラック９４ａ，９４ｂに対して後側から噛合されているもので
ある。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、駆動扉４１ａ，４１ｂが全開位置にきてもラック９４ａ，９４ｂがそ
の外側に突出することがなく、左右に十分なスペースを確保することが難しい大型の液晶
表示手段３０を搭載しているにも拘わらず、その前側に配置された両引き戸型の駆動扉４
１ａ，４１ｂを全開位置と全閉位置との間で移動させることが可能である。
【００１２】
　また、駆動扉４１ａ，４１ｂを高速で開閉するためにはピニオンギア１３８ａ，１３８
ｂの径をある程度大きくする必要があるが、そのピニオンギア１３８ａ，１３８ｂが略水
平に配置されるため、例えば液晶表示手段３０の下側への突出寸法を小さくすることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１６は本発明をパチンコ
機に採用した一実施形態を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の外枠
２と、この外枠２の前側に開閉自在に枢着された前枠３とを備えている。前枠３の前側に
は、ガラス扉４と前面板５とが上下に配置され、前枠３に開閉自在に枢支されている。
【００１４】
　前面板５の前側には発射用の遊技球を貯留する上皿６が、前面板５の下側で前枠３の前
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側には余剰球等を貯留する下皿７が、夫々配置されている。下皿７の一側、例えば向かっ
て右側には、遊技球を発射する発射手段（図示省略）の発射ハンドル８が、前枠３の前側
に突出状に設けられている。
【００１５】
　２１は遊技盤で、ガラス扉４の後側に対応するように、前枠３の裏側に着脱自在に装着
されている。遊技盤２１の前面側には、発射手段から発射された遊技球を案内するガイド
レール２２が環状に装着されると共に、そのガイドレール２２の内側の遊技領域２３に、
センターケース２４、普通図柄始動手段２５、特別図柄始動手段２６、大入賞手段２７、
普通入賞手段２８等の各種遊技部品が配置されている。
【００１６】
　センターケース２４には、図２に示すように、演出特別図柄表示手段２９を構成する液
晶表示手段（表示手段）３０、この液晶表示手段３０の前側を開閉可能な扉開閉手段３１
の他、普通図柄表示手段３２、特別図柄表示手段３３、普通保留個数表示手段３４、特別
保留個数表示手段３５、特別遊技状態表示手段３６等が設けられている。
【００１７】
　普通図柄表示手段３２は、普通図柄を変動表示するためのもので、例えば「○」「×」
の２種類の普通図柄に対応する２個の発光体（例えばＬＥＤ）により構成されており、通
過ゲート等よりなる普通図柄始動手段２５が遊技球を検出することを条件にそれら２つの
発光体が所定時間交互に点滅して、普通図柄始動手段２５による遊技球検出時に取得され
た当たり判定用乱数値が予め定められた当たり判定値と一致する場合には当たり態様に対
応する「○」側の発光体が発光した状態で、それ以外の場合には外れ態様に対応する「×
」側の発光体が発光した状態で、点滅が終了するようになっている。
【００１８】
　また、普通図柄表示手段３２の変動表示中に普通図柄始動手段２５が遊技球を検出した
場合には、その検出時に取得された当たり判定用乱数値が予め定められた上限保留個数、
例えば４個を限度として記憶されると共に、例えば上限保留個数と同数の発光体よりなる
普通保留個数表示手段３４がその発光個数により当たり判定用乱数値の記憶個数（以下、
普通保留個数）を表示して、その時点での普通保留個数を遊技者に報知するようになって
いる。
【００１９】
　特別図柄始動手段２６は、開閉自在な左右一対の開閉爪２６ａを備えた可変作動式の電
動式チューリップ等により構成され、センターケース２４の下側に配置されており、普通
図柄表示手段３２の変動後の停止図柄が当たり態様となって普通利益状態が発生したとき
に、開閉爪２６ａが所定時間開状態に作動するようになっている。
【００２０】
　特別図柄表示手段３３は、１個又は複数個、例えば１個の特別図柄を変動表示可能な７
セグメント式等の表示手段により構成されており、特別図柄始動手段２６が遊技球を検出
することを条件に特別図柄を所定時間変動表示して、特別図柄始動手段２６による遊技球
検出時に取得された大当たり判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致する場合
には所定の大当たり態様で、それ以外の場合には外れ態様で停止するようになっている。
【００２１】
　特別図柄には、例えば１０種類の数字図柄「０」～「９」と記号図柄「－」とが用いら
れており、「０」～「９」が大当たり態様、「－」が外れ態様に設定されている。
【００２２】
　また、特別図柄の変動表示中に特別図柄始動手段２６が遊技球を検出した場合には、そ
の検出時に取得された大当たり判定乱数値等が所定の上限保留個数、例えば４個を限度と
して記憶されると共に、例えば上限保留個数と同数の発光体よりなる特別保留個数表示手
段３５がその発光個数により大当たり判定乱数値の記憶個数（以下、特別保留個数）を表
示して、その時点での特別保留個数を遊技者に報知するようになっている。
【００２３】
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　特別遊技状態表示手段３６は、いわゆる確変、時短等の特別遊技状態の発生とその種類
とを表示するためのもので、例えば「確変」「時短」の２種類の特別遊技状態に対応する
２個の発光体により構成されており、特別図柄表示手段３３の変動後の特別図柄が大当た
り態様となることに基づいて発生する特別利益状態（大当たり状態）の終了後に特別遊技
状態が発生したときに、その特別遊技状態の種類に対応して何れかの発光体を発光させる
ようになっている。
【００２４】
　演出特別図柄表示手段２９は、特別図柄表示手段３３による特別図柄の変動表示と時間
的に同調して演出特別図柄を変動表示するもので、１個又は複数個、例えば左右方向に３
個の演出特別図柄を例えば各種の演出画像と共に液晶表示手段３０の表示画面３０ａに変
動表示可能に構成されており、特別図柄始動手段２６が遊技球を検出することを条件に、
特別図柄の変動開始と同時に所定の変動パターンに従って演出特別図柄の変動を開始する
と共に、特別図柄の変動停止と同時に最終停止するように、演出特別図柄を左、右、中等
の所定の順序で停止させるようになっている。
【００２５】
　演出特別図柄には、例えば「０」～「９」の１０種類の数字図柄が用いられ、「６・６
・６」「７・７・７」等、３つの図柄が全て同じ図柄で揃ったものが大当たり態様、少な
くとも１つの図柄が異なるものが外れ態様となっている。
【００２６】
　なお、演出特別図柄表示手段２９による演出特別図柄の変動後の停止図柄は、特別図柄
表示手段３３による特別図柄が大当たり態様で停止する場合にはその特別図柄と同じ数字
図柄よりなる大当たり態様となり、特別図柄が外れ態様で停止する場合には任意の外れ態
様となる。例えば、特別図柄が「７」で停止する場合には演出特別図柄は「７・７・７」
で停止し、特別図柄が「－」で停止する場合には演出特別図柄は「３・４・５」等の任意
の外れ態様で停止するようになっている。
【００２７】
　大入賞手段２７は、遊技者に有利な開状態と遊技者に不利な閉状態とに変化可能な開閉
板２７ａを備えた可変作動式であって、特別図柄表示手段３３の変動後の特別図柄が大当
たり態様となることに基づいて特別利益状態（大当たり状態）が発生したときに、開閉板
２７ａが前側に所定時間開放して、その上に落下した遊技球を内部へと入賞させるように
なっている。
【００２８】
　なお、大入賞手段２７は、その開放から所定時間（例えば２８秒間）が経過するか、所
定時間内に所定数（例えば１０個）の遊技球が入賞すること等の所定条件の成立により開
閉板２７ａを閉じると共に、その開放動作を所定回数（例えば１５回）繰り返すようにな
っている。
【００２９】
　扉開閉手段３１は、液晶表示手段３０の表示画面３０ａの前側を両引き戸型の扉により
開閉するもので、図２～図４等に示すように、液晶表示手段３０の前側に左右方向移動可
能に配置された左右一対の駆動扉４１ａ，４１ｂと、これら駆動扉４１ａ，４１ｂを互い
に対向する閉鎖側端縁８３ａ，８３ｂ同士が液晶表示手段３０の前側で略当接する「全閉
位置」と液晶表示手段３０の左右両側に待避する「全開位置」との間で開閉駆動する駆動
機構４０と、駆動扉４１ａ，４１ｂの開閉動作に従動して開閉する１又は複数組、例えば
２組の従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂ等を備えており、例えば特別図柄表示手段
３３による特別図柄の表示態様に応じて所定の動作パターンに従って開閉動作するように
なっている。
【００３０】
　また、扉開閉手段３１は、駆動扉４１ａ，４１ｂが「全閉位置」にきたとき、それら駆
動扉４１ａ，４１ｂとそれに従動して夫々の「全閉位置」まで移動してきた従動扉４２ａ
，４２ｂ，４３ａ，４３ｂとで液晶表示手段３０の表示画面３０ａの前側が全て覆われる
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「扉全閉状態」（図２（ｂ））となり、駆動扉４１ａ，４１ｂが「全開位置」にきたとき
、それら駆動扉４１ａ，４１ｂとそれに従動して夫々の「全開位置」まで移動してきた従
動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂとで液晶表示手段３０の表示画面３０ａの前側が全
て開放される「扉全開状態」（図２（ａ））となるように構成されている。
【００３１】
　なお、駆動扉４１ａ，４１ｂ及び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂは、センター
ケース２４の左右方向中央に対して略対称に配置されているため、各扉４１ａ，４１ｂ，
４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂに基づいて左右方向の位置を特定する場合、それらの開
閉動作方向との関係で、「開放側」「閉鎖側」「開放方向」「閉鎖方向」等の語を用いる
ものとする。例えば、「閉鎖側端縁８３ａ」は左駆動扉４１ａの右側端縁を、「閉鎖側端
縁８３ｂ」は右駆動扉４１ｂの左側端縁を夫々示す。また例えば、左駆動扉４１ａにおい
て、「閉鎖方向前側」は当該左駆動扉４１ａの右側、「閉鎖方向後端側」は当該左駆動扉
４１ａの左端側を夫々示す。
【００３２】
　続いて、この扉開閉手段３１等が設けられたセンターケース２４の構成を図２～図１５
を参照しつつ更に詳細に説明する。センターケース２４は、遊技盤２１上の遊技領域２３
の略中央に着脱自在に装着されており、図２～図４に示すように、遊技盤２１の前側から
装着され且つ普通図柄表示手段３２、特別図柄表示手段３３、普通保留個数表示手段３４
、特別保留個数表示手段３５、特別遊技状態表示手段３６等が設けられた前構造体４４と
、遊技盤２１の裏側から装着され且つ液晶表示手段３０、扉開閉手段３１等が設けられた
裏構造体４５とを備えている。
【００３３】
　前構造体４４は、裏構造体４５側の液晶表示手段３０に対応する略矩形状の前表示窓４
６を備え、この前表示窓４６の上側に入球案内手段４７を、左右に球落下通路（前カバー
手段）４８ａ，４８ｂを、下側に球案内ステージ４９を、夫々備えている。
【００３４】
　入球案内手段４７は、遊技領域２３内に打ち込まれた遊技球を入球させて左右の球落下
通路４８ａ，４８ｂの何れかに振り分けるもので、例えば斜め上方に向けて開口する入球
口５０に入球した遊技球を振り分けステージ５１上で左右方向に転動させ、左右の球落下
通路４８ａ，４８ｂに連通する連絡通路５２ａ，５２ｂの入口５３ａ，５３ｂの何れかに
流入させるようになっている。
【００３５】
　球落下通路４８ａ，４８ｂは、入球案内手段４７側の連絡通路５２ａ，５２ｂを介して
案内されてきた遊技球を球案内ステージ４９側に案内するもので、前表示窓４６の側縁に
沿って上下方向に配置されており、その下端部に、遊技球を球案内ステージ４９側に向け
て排出する排出口５４ａ，５４ｂが設けられている。
【００３６】
　球落下通路４８ａ，４８ｂ内には、例えば前後方向の障害ピン５５が多数配置されると
共に、左右の側壁から内側に向けて複数の突起部５６が設けられており、これら障害ピン
５５及び突起部５６により遊技球の流下方向を不規則に変化させるようになっている。
【００３７】
　なお、球落下通路４８ａ，４８ｂは、少なくともその前後の壁面が透明に形成されてお
り、内部の遊技球の流下状態と、後方に配置された裏構造体４５側の発光体の発光状態と
が前側から視認可能となっている。
【００３８】
　球案内ステージ４９は、球落下通路４８ａ，４８ｂ側から流入してきた遊技球を左右方
向に転動させた後に下方の特別図柄始動手段２６側に落下させるもので、上ステージ４９
ａと下ステージ４９ｂとが上下に配置されており、球落下通路４８ａ，４８ｂの排出口５
４ａ，５４ｂから流入した遊技球を上ステージ４９ａ上で左右方向に転動させた後、球落
とし孔５７から下ステージ４９ｂ上に落下させ、この下ステージ４９ｂの左右方向中央又
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はその両側の何れかから遊技球を前側に落下させるようになっている。
【００３９】
　また、前構造体４４の前側には各種装飾部材が配置されると共に、その任意箇所に、普
通図柄表示手段３２、特別図柄表示手段３３、普通保留個数表示手段３４、特別保留個数
表示手段３５、特別遊技状態表示手段３６等が配置されている。
【００４０】
　なお、前構造体４４は、その周囲に薄板状の盤面装着部５８を鍔状に備えており、後部
側を遊技盤２１の装着孔２１ａに前側から嵌合させ、盤面装着部５８を遊技盤２１の前面
側に密着させた状態で、ネジ止め、圧入等により遊技盤２１に対して着脱自在に固定され
ている。
【００４１】
　裏構造体４５は、液晶表示手段３０と、扉開閉手段３１と、それら液晶表示手段３０、
扉開閉手段３１等を遊技盤２１の裏側に固定する裏ケース６１とを備えている。
【００４２】
　裏ケース６１は、図５，図１０，図１４等に示すように、前構造体４４の後側に対応し
て配置される上ケース体６２と、特別図柄始動手段２６の後側に対応して上ケース体６２
の下側に配置される下カバー体６３とを例えば一体に備えている。
【００４３】
　上ケース体６２は、液晶表示手段３０、扉開閉手段３１等を遊技盤２１の背面側に支持
するためのもので、略矩形状の背面板６４と、この背面板の上下左右の縁部に沿って前向
きに突設された周壁板６５ａ～６５ｄとで前側が開放した略箱形に形成されており、周壁
板６５ａ～６５ｄの周囲には、遊技盤２１の裏面側にネジ止めするための固定部６６が鍔
状に複数突設されている。
【００４４】
　上ケース体６２の背面板６４には、その略中央に、前構造体４４側の前表示窓４６に対
応する後表示窓６７が開口状に形成され、更にその左右両側には、前構造体４４側の球落
下通路４８ａ，４８ｂに対応する発光窓６８が、後表示窓６７と略同じ高さの開口状に形
成されている。そして、後表示窓６７の後側に液晶表示手段３０が（図３，図４参照）、
発光窓６８の後側に発光パネル（発光手段）６９が配置され、夫々ネジ止め等により上ケ
ース体６２側に着脱自在に固定されている。
【００４５】
　ここで、発光パネル６９は、図６（ａ），図１４等に示すように、レンズ板６９ａと、
このレンズ板６９ａの縁部に沿って配置され且つそのレンズ板６９ａ側に複数の発光体　
（例えばＬＥＤ）６９ｂが装着された発光基板６９ｃと、レンズ板６９ａを後側から略覆
うと共に発光基板６９ｃを保持するレンズケース６９ｄと、レンズケース６９ｄの前側に
装着され且つレンズ板６９ａの前側を覆うレンズカバー６９ｅ等で構成されており、レン
ズ板６９ａの側面から入った発光体６９ｂの光を屈折させて前向きに照射するようになっ
ている。なお、レンズ板６９ａは、例えば平板の裏側に半球状の突起部を規則的に多数配
置した構成となっている。
【００４６】
　また、上ケース体６２の背面板６４の下部側には、上ケース体６２の前側から装着され
る扉開閉手段３１側のピニオンギア１３８ａ，１３８ｂを上側から覆うギアカバー７０ａ
，７０ｂが後ろ向きに突設されており、更にそれらギアカバー７０ａ，７０ｂの下側には
、ピニオンギア１３８ａ，１３８ｂ等が前側から嵌合可能な開口部７１が形成されている
。
【００４７】
　下カバー体６３は、１又は複数、例えば第１～第３の３つの中継基板７２～７４を保持
するためのもので、図５（ｂ），図１４等に示すように、各中継基板７２～７４が夫々装
着される第１～第３基板装着部７５～７７を一体に備えている。
【００４８】
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　第１～第３基板装着部７５～７７は、夫々中継基板７２～７４の前面側を略覆うように
遊技盤２１と略平行に配置された装着板７５ａ～７７ａと、中継基板７２～７４の周囲を
略覆うように装着板７５ａ～７７ａの周縁に沿って設けられた前後方向の囲い板７５ｂ～
７７ｂと、囲い板７５ｂ～７７ｂに沿って後ろ向きに突設された固定爪７５ｃ～７７ｃと
を備えている。
【００４９】
　第１～第３基板装着部７５～７７は、互いに上下又は左右方向に隣接するように、例え
ば第１基板装着部７５と第２基板装着部７６とが上下に、それら第１，第２基板装着部７
５，７６と第３基板装着部７７とが左右に、夫々隣接するように配置されている。また、
第１～第３基板装着部７５～７７は、それら全てが上ケース体６２側の背面板６４よりも
後側に配置されると共に、互いに前後方向にずらされて段違い状に配置されており、例え
ば上側の第１基板装着部７５が最も後側に、右側の第３基板装着部７７が最も前側に配置
されている。
【００５０】
　囲い板７５ｂ～７７ｂは、装着板７５ａ～７７ａから後ろ向きの突出量が夫々略一定で
あり、第１～第３基板装着部７５～７７の隣接部分においては、前側に配置される側の囲
い板、例えば第１基板装着部７５と第２基板装着部７６との隣接部分では第２基板装着部
７６側の囲い板７６ｂが、第１，第２基板装着部７５，７６と第３基板装着部７７との隣
接部分では第３基板装着部７７側の囲い板７７ｂが省略されている。
【００５１】
　そして、上下に隣接する第１基板装着部７５と第２基板装着部７６との隣接部分におい
ては、それらの間に配置される囲い板７５ｂの一部が切り欠かれて１又は複数、例えば２
つの切欠部７８が形成されており、更にその切欠部７８に対応して、両側の装着板７５ａ
，７６ａに跨るように開口部７９が形成されている。
【００５２】
　中継基板７２～７４は、第１～第３基板装着部７５～７７に後側から嵌め込まれ、各固
定爪７５ｃ～７７ｃによりその端部側を係脱自在に固定される。中継基板７２～７４を取
り外す際には、固定爪７５ｃ～７７ｃの係合を解けばよいが、その際、例えば互いに隣接
する第１，第２中継基板７２，７３は、互いに前後に段違い状に配置されており、しかも
第１，第２基板装着部７５，７６の間の囲い板７５ｂには切欠部７８が形成され、更にそ
の切欠部７８に対応して両側の装着板７５ａ，７６ａに跨る開口部７９が形成されている
ため、取り外す側の基板の縁部に指をかけて取り外しを容易に行うことができる。
【００５３】
　また、例えば第２基板装着部７６の固定爪７６ｃは、第２基板装着部７６と第３基板装
着部７７との間に配置されているが、第２基板装着部７６に対して第３基板装着部７７が
前側にずらして配置されているため、固定爪７６ｃの可動範囲を十分に確保することが可
能となっている。
【００５４】
　なお、下カバー体６３の下部側には、遊技盤２１の裏面側にネジ止めするための１又は
複数、例えば左右一対の固定基部８０が前向きに突設されている。この固定基部８０の上
面側は、左右方向の一方側、例えば左右方向中央側が低い傾斜状に形成されており、遊技
盤２１の裏側に案内された入賞球をスムーズに下方に案内するようになっている。
【００５５】
　扉開閉手段３１は、例えば図１０に示すように、左右一対の駆動扉４１ａ，４１ｂと、
それら駆動扉４１ａ，４１ｂの開閉動作に従動して開閉する第１従動扉４２ａ，４２ｂ及
び第２従動扉４３ａ，４３ｂと、駆動扉４１ａ，４１ｂを全開／全閉位置間で開閉駆動す
る駆動機構４０を構成する駆動ユニット８１及び上部レールユニット８２とを備えている
。
【００５６】
　駆動扉４１ａ，４１ｂは、全閉位置にあるとき、互いに対向する閉鎖側端縁８３ａ，８
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３ｂ同士が液晶表示手段３０の前側中央で略当接するように配置されるもので、図１１～
図１３等に示すように、駆動扉本体８５と、この駆動扉本体８５の下端側に沿って配置さ
れた左右方向の被駆動部８６ａ，８６ｂと、被駆動部８６ａ，８６ｂに回動自在に装着さ
れた複数、例えば各３個の車輪８７とを備えている。
【００５７】
　駆動扉本体８５は、例えば縦長の略矩形状に形成されており、その高さは液晶表示手段
３０の表示画面３０ａと略同じかそれよりも大きな寸法に形成され、横幅は各従動扉４２
ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂと略同じで、且つそれらと合わせた全６枚の扉により液晶表
示手段３０の表示画面３０ａを略覆うことが可能な寸法に形成されている。
【００５８】
　駆動扉本体８５は、図１５に示すように、前側の扉枠部材８８と後側の裏板部材８９と
をネジ止め等により前後に結合することにより形成されている。扉枠部材８８は、不透明
且つ光透過性のない（又は光透過性が低い）合成樹脂等により矩形状の扉枠とその内側に
配置された縦横の桟とを一体に備えた形状に形成されている。裏板部材８９は、半透明　
（又は不透明）且つ光透過性のある合成樹脂等により扉枠部材８８と略同じ大きさの矩形
板状に形成されており、扉枠部材８８側の桟の間の空間にその一部が後側から嵌合して実
際の障子戸の障子にあたる部分（以下、障子部９０という）を形成している。
【００５９】
　また、駆動扉本体８５の上縁部には、１又は複数、例えば左右一対の上ガイド突起９１
が、上向き突出状に設けられている。この上ガイド突起９１は、例えば前後方向に薄い正
面視略半円状で、扉枠部材８８と裏板部材８９との少なくとも一方、例えば裏板部材８９
側に一体に形成されている。
【００６０】
　また、駆動扉本体８５の裏面側には、例えば上下両端側近傍に、後側の従動扉４２ａ，
４２ｂ，４３ａ，４３ｂ側の連動突起９２が後側から嵌合可能な横長状の連動ガイド溝９
３が配設されている。この連動ガイド溝９３は、その両端部９３ａ，９３ｂが駆動扉本体
８５の左右両端部近傍に位置するように、駆動扉本体８５の幅方向の略全体にわたって設
けられており、連動突起９２は連動ガイド溝９３の両端部９３ａ，９３ｂ間で相対移動可
能となっている。
【００６１】
　被駆動部８６ａ，８６ｂは、駆動扉本体８５の下端側に沿って閉鎖側端縁８３ａ，８３
ｂよりも相手側、即ち閉鎖方向前側に突出するように左右方向細長状に配置されており、
その長手方向に沿ってラック９４ａ，９４ｂが後ろ向きに配置されると共に、そのラック
９４ａ，９４ｂの上側には、上面側が略水平に形成された摺動ガイド板９５ａ，９５ｂが
、被駆動部８６ａ，８６ｂの上縁側に沿って例えば後ろ向き突出状に設けられている。
【００６２】
　なお、摺動ガイド板９５ａ，９５ｂは、被駆動部８６ａ，８６ｂの長手方向全体にわた
って設けてもよいが、少なくともその左右方向両端側近傍に設ければよい。本実施形態で
は、駆動扉本体８５に対応する部分と、被駆動部８６ａ，８６ｂの先端部分との２箇所に
設けている。
【００６３】
　また、これらラック９４ａ，９４ｂ及び摺動ガイド板９５ａ，９５ｂは、裏板部材８９
の下側に一体に形成されている。
【００６４】
　被駆動部８６ａ，８６ｂの前側には、扉枠部材８８の前側に一体に形成された前カバー
板９６ａ，９６ｂが、ラック９４ａ，９４ｂに沿って配置されている。そして、この前カ
バー板９６ａ，９６ｂとラック９４ａ，９４ｂとの間に、車輪８７が、その下端側を下側
に若干突出させた状態で装着されている。
【００６５】
　なお、車輪８７は、被駆動部８６ａ，８６ｂの長手方向に沿って所定間隔で配置されて
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おり、図１５に示すように、例えばラック９４ａ，９４ｂの下端部前面側に後ろ向き凹入
状に形成された車輪装着部９７内に夫々収容され、ラック９４ａ，９４ｂ側から前カバー
板９６ａ，９６ｂ側に突設された車軸８７ａにより回動自在に支持されている。もちろん
、車軸８７ａは車輪８７側に一体に設けてもよい。
【００６６】
　また、被駆動部８６ａ，８６ｂの裏側には、例えばラック９４ａ，９４ｂと摺動ガイド
板９５ａ，９５ｂとの間に、被検出部９８ａ，９８ｂが後ろ向きに突設されている。この
被検出部９８ａ，９８ｂは、後述する位置検出スイッチ１３０ａ，１３０ｂにより検出さ
れるもので、例えば被駆動部８６ａ，８６ｂの開放側端部近傍、即ち駆動扉本体８５の下
側に配置されている。
【００６７】
　更に、被駆動部８６ａ，８６ｂの下面側には、図９，図１２に示すように、例えば開放
側端部近傍に、乗り上げ突起９９が下向きに突設されている。この乗り上げ突起９９は、
突出量が閉鎖側から開放側に向けて徐々に大きくなる傾斜面９９ａを備えている。なお、
乗り上げ突起９９は、前カバー板９６ａ，９６ｂ側とラック９４ａ，９４ｂ側との何れか
一方に設けてもよいし、両方に跨って、或いは別個に設けてもよい。
【００６８】
　また、左右の駆動扉４１ａ，４１ｂの被駆動部８６ａ，８６ｂは、図９等に示すように
、全閉位置にあるときに干渉しないように互いに上下方向にずらして配置されている。被
駆動部８６ａ，８６ｂの上下関係はどちらでもよいが、本実施形態では、左右の駆動扉４
１ａ，４１ｂの駆動扉本体８５を左右に並べたとき、左駆動扉４１ａの被駆動部８６ａが
、右駆動扉４１ｂの被駆動部８６ｂよりも下側にくるように構成されている。
【００６９】
　更に、左右の駆動扉４１ａ，４１ｂの被駆動部８６ａ，８６ｂは、図８に示すように、
前後方向に完全に一致し、又は若干ずれたとしても少なくともそれらの一部が互いに上下
に重なるように配置されている。本実施形態では、左駆動扉４１ａ側の被駆動部８６ａは
駆動扉本体８５よりも若干前側に、右駆動扉４１ｂ側の被駆動部８６ｂは駆動扉本体８５
よりも若干後側に、夫々ずらして設けられており、左駆動扉４１ａの被駆動部８６ａが、
右駆動扉４１ｂの被駆動部８６ｂよりも若干前側にずれた状態で互いに上下に重なるよう
に配置されている。
【００７０】
　第１従動扉４２ａ，４２ｂは、駆動扉４１ａ，４１ｂの後側に沿って配置され且つ駆動
扉４１ａ，４１ｂの開閉動作に直接的に従動して開閉し、第２従動扉４３ａ，４３ｂは、
その第１従動扉４２ａ，４２ｂの後側に沿って配置され且つ第１従動扉４２ａ，４２ｂを
介して駆動扉４１ａ，４１ｂの開閉動作に間接的に従動して開閉するようになっている。
なお、本実施形態では、第１従動扉４２ａ，４２ｂと第２従動扉４３ａ，４３ｂとは全く
同じ形状に形成されているため、その構成については第１従動扉４２ａ，４２ｂのみにつ
いて説明し、第２従動扉４３ａ，４３ｂについては省略する。
【００７１】
　第１従動扉４２ａ，４２ｂは、従動扉本体１０１と、この従動扉本体１０１に回動自在
に装着された複数、例えば各２個の車輪８７とを備えている。
【００７２】
　従動扉本体１０１は、駆動扉本体８５と略同じ寸法に形成されており、駆動扉本体８５
と同様、前側の扉枠部材１０３と後側の裏板部材１０４とをネジ止め等により前後に結合
することにより形成されている。扉枠部材１０３は、不透明且つ光透過性のない（又は光
透過性が低い）合成樹脂等により矩形状の扉枠とその内側に配置された縦横の桟とを一体
に備えた形状に形成されている。裏板部材１０４は、半透明（又は不透明）且つ光透過性
のある合成樹脂等により扉枠部材１０３と略同じ大きさの矩形板状に形成されており、扉
枠部材１０３の桟の間の空間にその一部が後側から嵌合して障子部９０を構成している。
【００７３】
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　また、従動扉本体１０１の上縁部には、駆動扉本体８５と同様、１又は複数、例えば左
右一対の上ガイド突起９１が、上向き突出状に設けられている。この上ガイド突起９１は
、例えば前後方向に薄い正面視略半円状で、扉枠部材１０３と裏板部材１０４との少なく
とも一方、例えば裏板部材１０４側に一体に形成されている。
【００７４】
　従動扉本体１０１の前面側には、駆動扉４１ａ，４１ｂ側の連動ガイド溝９３に対応す
る連動突起９２が、各従動扉本体１０１の閉鎖側端部近傍に前向きに突設されている。更
に、従動扉本体１０１の裏面側には、駆動扉本体８５と同様、後側の従動扉の連動突起９
２が後側から嵌合可能な連動ガイド溝９３が、左右方向に配設されている。なお、第２従
動扉４３ａ，４３ｂには連動ガイド溝９３は不要であるが、連動ガイド溝９３は裏側に配
置されて前側からは見えないため、本実施形態では、第１従動扉４２ａ，４２ｂと全く同
じ形状としてコストを削減すべく、第２従動扉４３ａ，４３ｂにも連動ガイド溝９３を設
けている。
【００７５】
　また、前側の扉枠部材１０３と後側の裏板部材１０４との間には、車輪８７が、その下
端側を下側に若干突出させた状態で装着されている。車輪８７は、従動扉本体１０１の左
右両端側近傍に各１個配置されており、図１５に示す駆動扉４１ａ，４１ｂ側と同様、例
えば裏板部材１０４の下端部前面側に後ろ向き凹入状に形成された車輪装着部９７内に夫
々収容され、例えば裏板部材１０４側から扉枠部材１０３側に突設された車軸８７ａによ
り回動自在に支持されている。
【００７６】
　駆動ユニット８１は、図１０，図１１，図１３に示すように、下ケース体１１１、この
下ケース体１１１の上側に装着される上ケース体１１２、下ケース体１１１に装着される
左右２つのモータ１１３ａ，１１３ｂ等を備えている。
【００７７】
　下ケース体１１１は、遊技盤２１に略平行な下ケース前壁１２１と、この下ケース前壁
１２１の所定距離後方に略平行に配置された下ケース後壁１２２と、これら下ケース前壁
１２１と下ケース後壁１２２との左右両端側を夫々前後に接続する下ケース側壁１２３と
、下ケース前壁１２１、下ケース後壁１２２及び下ケース側壁１２３の下縁側を略水平に
連結する下レール板１２４と、下ケース後壁１２２の上縁側に沿って前向き略水平に突設
された中レール板１２５と、下ケース後壁１２２上に設けられた左右２つのモータ取付部
１２６ａ，１２６ｂ等を例えば一体に備えている。
【００７８】
　下ケース体１１１は、前後方向及び左右方向の寸法が裏ケース６１側の上ケース体６２
のそれと略同じに形成されており、裏ケース６１側の上ケース体６２の下部側に、下周壁
板６５ｂの上面側に沿うように着脱可能に装着されている。
【００７９】
　下レール板１２４の上面側には、図６（ｂ），図７～図９等に示すように、その前縁側
に沿って、駆動扉４１ａ，４１ｂの一方、例えば左駆動扉４１ａに対応する下案内レール
（駆動扉下案内レール）１２７が配置されている。下案内レール１２７は、左駆動扉４１
ａの下端部側の車輪８７を下側から受けて開閉方向に案内するもので、一定深さの案内溝
１２７ａにより構成されており、その案内溝１２７ａに沿って左駆動扉４１ａの車輪８７
を左右方向に転動させるようになっている。本実施形態では、下レール板１２４の上面側
に一定高さに突設された前後一対の突条部１２７ｂが形成されており、それら突条部１２
７ｂ間が案内溝１２７ａとなっている。
【００８０】
　なお、案内溝１２７ａの深さは、車輪８７が案内溝１２７ａ内を転動する際に、左駆動
扉４１ａの被駆動部８６ａの下面側が案内溝１２７ａの前後両側の上面、即ち突条部１２
７ｂの上面に近接する程度とすることが望ましい。
【００８１】
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　また、下案内レール１２７は、左駆動扉４１ａの移動範囲、即ち全開位置から全閉位置
までの範囲に対応して下ケース体１１１の開放側端部（左端部）近傍から閉鎖側端部（右
端部）側の所定位置まで配設されており、その下案内レール１２７の開放側端部近傍には
、左駆動扉４１ａが全開位置にきたときにこの左駆動扉４１ａの開放側所定部位に当接す
ることにより左駆動扉４１ａの開方向への移動を規制する開方向規制部１２０ａが、例え
ば下レール板１２４の上面側に立設されている。
【００８２】
　また、下レール板１２４の開放側端部近傍には、下案内レール１２７の後側に左右一対
の基板保持部１２８ａが上向きに立設されており、この基板保持部１２８ａに、スイッチ
基板１２９ａが着脱自在に装着されている。このスイッチ基板１２９ａには、左駆動扉４
１ａが全開位置にあるときに左駆動扉４１ａ側の被検出部９８ａを検出可能な位置検出ス
イッチ１３０ａが装着されている。
【００８３】
　更に、下案内レール１２７上又はその近傍には、図９に示すように、左駆動扉４１ａが
全閉位置にあるときの乗り上げ突起９９に対応して、押し上げ突起１３１が上向きに突設
されている。本実施形態では、乗り上げ突起９９は、案内溝１２７ａの前後近傍、即ち突
条部１２７ｂの上面側に設けられている。この押し上げ突起１３１は、突出量が開放側か
ら閉鎖側に向けて徐々に大きくなる傾斜面１３１ａを備えており、左駆動扉４１ａが全閉
位置に向けて移動してきたとき、その全閉位置の直前で乗り上げ突起９９の傾斜面９９ａ
を傾斜面１３１ａに乗り上げさせることにより左駆動扉４１ａの閉鎖方向後端側を上向き
に押し上げ、左駆動扉４１ａの傾きを是正するようになっている。
【００８４】
　中レール板１２５は、下ケース後壁１２２から前向きの突出幅が略一定で、その前縁側
は例えば下レール板１２４側の下案内レール１２７の前縁部上方に位置しており、図６～
図８等に示すように、その前縁側に沿って、下面側に左駆動扉４１ａに対応する押さえレ
ール（駆動扉押さえレール）１３２が、上面側に右駆動扉４１ｂに対応する下案内レール
（駆動扉下案内レール）１３３が、夫々設けられている。
【００８５】
　押さえレール１３２は、左駆動扉４１ａの下端側の上向き移動を規制して左駆動扉４１
ａの開閉動作を安定させるもので、図８に示すように、左駆動扉４１ａ側の摺動ガイド板
９５ａの上面側に近接する位置に設けられている。押さえレール１３２は、例えば下向き
の突条部１３２ａを備えており、この突条部１３２ａが、開閉動作中に左駆動扉４１ａが
例えば開閉方向に揺動したときに摺動ガイド板９５ａの上面側に摺接して、その揺動を抑
制するようになっている。
【００８６】
　下案内レール１３３は、右駆動扉４１ｂの下端部側の車輪８７を下側から受けて開閉方
向に案内するもので、一定深さの案内溝１３３ａにより構成されており、その案内溝１３
３ａに沿って右駆動扉４１ｂの車輪８７を左右方向に案内するようになっている。なお、
本実施形態では、中レール板１２５の上面側に一定高さに突設された前後一対の突条部１
３３ｂが形成されており、それら突条部１３３ｂ間が案内溝１３３ａとなっている。
【００８７】
　下案内レール１３３は、右駆動扉４１ｂの移動範囲、即ち全開位置から全閉位置までの
範囲に対応して下ケース体１１１の開放側端部（右端部）近傍から閉鎖側端部（左端部）
側の所定位置まで配設されており、その下案内レール１３３の開放側端部近傍には、右駆
動扉４１ｂが全開位置にきたときにこの右駆動扉４１ｂの開放側所定部位に当接すること
により右駆動扉４１ｂの開方向への移動を規制する開方向規制部１２０ｂが、例えば中レ
ール板１２５の上面側に立設されている。
【００８８】
　なお、中レール板１２５は、下案内レール１３３の配設位置に対応して下ケース体１１
１の右端部近傍から左端部側所定位置まで配設されており、その中レール板１２５の左端
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部よりも左側に下レール板１２４側のスイッチ基板１２９ａが配置されている。
【００８９】
　また、中レール板１２５の上面側には、下案内レール１３３の後側に左右一対の基板保
持部１２８ｂが上向きに立設されており、この基板保持部１２８ｂに、スイッチ基板１２
９ｂが着脱自在に装着されている。このスイッチ基板１２９ｂには、右駆動扉４１ｂが全
開位置にあるときに右駆動扉４１ｂ側の被検出部９８ｂを検出可能な位置検出スイッチ１
３０ｂが装着されている。
【００９０】
　更に、下案内レール１３３上又はその近傍には、図９に示すように、右駆動扉４１ｂが
全閉位置にあるときの乗り上げ突起９９に対応して、下案内レール１２７側と同様の押し
上げ突起１３１が上向きに突設されている。乗り上げ突起９９は、案内溝１３３ａの前後
近傍、即ち突条部１３３ｂの上面側に設けられている。この押し上げ突起１３１は、突出
量が開放側から閉鎖側に向けて徐々に大きくなる傾斜面１３１ａを備えており、右駆動扉
４１ｂが全閉位置に向けて移動してきたとき、その全閉位置の直前で乗り上げ突起９９の
傾斜面９９ａを傾斜面１３１ａに乗り上げさせることにより右駆動扉４１ｂの閉鎖方向後
端側を上向きに押し上げ、右駆動扉４１ｂの傾きを是正するようになっている。
【００９１】
　なお、押し上げ突起１３１を車輪８７が転動する案内溝１２７ａ，１３３ａ内に設け、
車輪８７を乗り上げさせて駆動扉４１ａ，４１ｂの傾きを是正することも可能であるが、
その場合には、全ての車輪８７がその押し上げ突起１３１を通過する際に駆動扉４１ａ，
４１ｂががたついてしまうという欠点がある。
【００９２】
　本実施形態では、押し上げ突起１３１を車輪８７が転動する案内溝１２７ａ，１３３ａ
内ではなくその近傍に設け、更に駆動扉４１ａ，４１ｂが夫々全閉位置にきたときにその
押し上げ突起１３１に対応するように駆動扉４１ａ，４１ｂ側に乗り上げ突起９９を設け
ているため、押し上げ突起１３１はその乗り上げ突起９９が上側にきた場合、即ち駆動扉
４１ａ，４１ｂが全閉位置近傍にきた場合にのみその姿勢に影響を及ぼし、その他の開閉
動作中に駆動扉４１ａ，４１ｂをがたつかせることはない。
【００９３】
　なお、下案内レール１２７，１３３側の押し上げ突起１３１と、駆動扉４１ａ，４１ｂ
側の乗り上げ突起９９とが、駆動扉の傾きを是正する傾き是正手段の一例である。
【００９４】
　左右のモータ取付部１２６ａ，１２６ｂは、夫々モータ１１３ａ，１１３ｂが装着され
るもので、図６（ｂ），図１１，図１３等に示すように、下ケース体１１１の左右方向中
央を挟んでその左右両側近傍に隣接して配置されており、略水平に配置され且つその左右
方向略中央部分に後端側から前向き凹入状の切欠部１３５ａが形成された取付板１３５と
、この取付板１３５の周囲を略取り囲むように取付板１３５の周縁部から上向きに突設さ
れた周壁板１３６とを備えている。
【００９５】
　モータ１１３ａ，１１３ｂは、その駆動軸（回転軸）１３７を上下方向の例えば上向き
とし且つその駆動軸１３７の上端側を切欠部１３５ａを介して取付板１３５の上側に突出
させた状態で、例えば取付板１３５の下面側に着脱自在に固定されている。各モータ１１
３ａ，１１３ｂの駆動軸１３７には、その上端側に夫々ピニオンギア１３８ａ，１３８ｂ
が固定されている。
【００９６】
　左モータ取付部１２６ａは、これに装着された左モータ１１３ａ側のピニオンギア１３
８ａの前縁側が下案内レール１２７の後側上部近傍に位置して、ピニオンギア１３８ａが
左駆動扉４１ａ側のラック９４ａに後側から噛合するように、例えば下ケース後壁１２２
の下部側に一体に設けられている。
【００９７】
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　また、右モータ取付部１２６ｂは、これに装着された右モータ１１３ｂ側のピニオンギ
ア１３８ｂの前縁側が下案内レール１３３の後側上部近傍に位置して、ピニオンギア１３
８ｂが右駆動扉４１ｂ側のラック９４ｂに後側から噛合するように、例えば下ケース後壁
１２２の上部側に一体に設けられている。
【００９８】
　なお、モータ取付部１２６ａ，１２６ｂは、取付板１３５がピニオンギア１３８ａ，１
３８ｂの下面側の略全体を覆い、周壁板１３６がピニオンギア１３８ａ，１３８ｂの左右
及び後方を略取り囲むように設けられており、ピニオンギア１３８ａ，１３８ｂの径の大
きさに応じて、後部側が下ケース後壁１２２の後側に突出するように配置されている。
【００９９】
　上ケース体１１２は、下ケース体１１１の上側に着脱自在に装着されるもので、図１１
，図１３等に示すように、下ケース体１１１側の下ケース前壁１２１に対応する上ケース
前壁１４１と、下ケース体１１１側の下ケース後壁１２２に対応する上ケース後壁１４２
と、これら上ケース前壁１４１と上ケース後壁１４２との左右両端側を夫々前後に接続す
る上ケース側壁１４３と、上ケース後壁１４２の上縁側に沿って前向き水平に突設された
上レール板１４４等を例えば一体に備えている。
【０１００】
　上レール板１４４は、図７，図８に示すように、その前縁側の位置が下ケース体１１１
側の中レール板１２５の前縁側の位置と略一致しており、その前縁側と上ケース前壁１４
１との間には、駆動扉４１ａ，４１ｂの下部側が上下に挿通される横長開口状の駆動扉挿
通部１４５が形成されている。
【０１０１】
　上レール板１４４の下面側には、その前縁側に沿って右駆動扉４１ｂに対応する押さえ
レール（駆動扉押さえレール）１４６が設けられている。押さえレール１４６は、右駆動
扉４１ｂの下端側の上向き移動を規制して右駆動扉４１ｂの開閉動作を安定させるもので
、右駆動扉４１ｂ側の摺動ガイド板９５ｂの上面側に近接する位置に設けられている。押
さえレール１４６は、例えば下向きの突条部１４６ａを備えており、この突条部１４６ａ
が、開閉動作中に右駆動扉４１ｂが例えば開閉方向に揺動したときに摺動ガイド板９５ｂ
の上面側に摺接して、その揺動を抑制するようになっている。
【０１０２】
　また、上レール板１４４の上面側には、図６（ａ），図７，図１１，図１３等に示すよ
うに、第１従動扉４２ａ，４２ｂに対応する下案内レール（従動扉下案内レール）１４７
，１４８と、第２従動扉４３ａ，４３ｂに対応する下案内レール（従動扉下案内レール）
１４９，１５０とが、前後に所定距離を置いて左右方向に配設されている。下案内レール
１４７～１５０は、各従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂの下端部側の車輪８７を下
側から受けて開閉方向に案内するもので、一定深さの案内溝１４７ａ～１５０ａにより構
成されており、その案内溝１４７ａ～１５０ａに沿って各従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ
，４３ｂの車輪８７を左右方向に案内するようになっている。なお、本実施形態では、上
レール板１４４の上面側に一定高さに突設された厚肉部１５１が形成されており、この厚
肉部１５１上に案内溝１４７ａ～１５０ａが形成されている。
【０１０３】
　また、上レール板１４４の上面側には、下案内レール１４７～１５０の閉鎖側端部近傍
に、従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂが夫々全閉位置にきたときに各従動扉４２ａ
，４２ｂ，４３ａ，４３ｂの閉鎖側所定部位に当接することにより各従動扉４２ａ，４２
ｂ，４３ａ，４３ｂの閉方向への移動を規制する閉方向規制部１５２ａ，１５２ｂ，１５
３ａ，１５３ｂが上向き突出状に設けられている。
【０１０４】
　なお、上ケース前壁１４１は、駆動扉４１ａ，４１ｂの下部側を所定高さまで前側から
覆うべく、上レール板１４４よりも高く形成されている。また、上ケース側壁１４３も、
例えば上ケース前壁１４１と同じ高さまで上向きに延設され、従動扉４２ａ，４２ｂ，４
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３ａ，４３ｂが全開位置にきたときにこれら従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂの開
放側所定部位に当接することにより従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂの開方向への
移動を規制する開方向規制部１５４ａ，１５４ｂを形成している。
【０１０５】
　上部レールユニット８２は、駆動扉４１ａ，４１ｂ及び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ
，４３ｂの上端側を保持するもので、図１０，図１２等に示すように、左側の駆動扉４１
ａ、従動扉４２ａ，４３ａに対応する左上部レールユニット８２ａと、右側の駆動扉４１
ｂ、従動扉４２ｂ，４３ｂに対応する右上部レールユニット８２ｂとを別個に備えている
。これら左右の上部レールユニット８２ａ，８２ｂは、図５（ａ）に示すように、互いに
左右に隣接した状態で、裏ケース６１側の上ケース体６２の上端部側に内接するように前
側から着脱可能に装着されている。
【０１０６】
　左右の上部レールユニット８２ａ，８２ｂは、夫々略水平な横長状のレール板１６１と
、このレール板１６１の左右方向中央側端縁に沿って下向きに突設された閉鎖当接板１６
２と、レール板１６１の左右方向外側端部近傍においてそのレール板１６１の前縁に沿っ
て下向きに突設された開放側前カバー１６３とを一体に備えている。
【０１０７】
　レール板１６１の下面側には、駆動扉４１ａ，４１ｂに対応する上案内レール１６４，
１６５、第１従動扉４２ａ，４２ｂに対応する上案内レール１６６，１６７、第２従動扉
４３ａ，４３ｂに対応する上案内レール１６８，１６９が、前後に夫々所定距離をおいて
左右方向に配設されている。上案内レール１６４～１６９は、各駆動扉４１ａ，４１ｂ及
び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂの上ガイド突起９１を上側から受けて開閉方向
に案内するもので、一定深さの案内溝１６４ａ～１６９ａにより構成されており、その案
内溝１６４ａ～１６９ａに沿って各扉の上ガイド突起９１を左右方向に案内するようにな
っている。なお、本実施形態では、レール板１６１の下面側に互いに平行に配設された複
数の突条部１７０が形成されており、それら突条部１７０間が案内溝１６４ａ～１６９ａ
となっている。
【０１０８】
　閉鎖当接板１６２は、駆動扉４１ａ，４１ｂが全閉位置にきたときに、駆動扉４１ａ，
４１ｂの閉鎖側端縁８３ａ，８３ｂの上端側に略当接するようになっている。
【０１０９】
　以上のように構成された扉開閉手段３１は、下側の駆動ユニット８１と上側の上部レー
ルユニット８２との間に駆動扉４１ａ，４１ｂ及び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３
ｂを装着した状態で、上ケース体６２内に前側から装着される。このとき、ピニオンギア
１３８ａ，１３８ｂ等は上ケース体６２側の開口部７１に前側から嵌合し、ピニオンギア
１３８ａ，１３８ｂの上側近傍に夫々ギアカバー７０ａ，７０ｂが配置されるようになっ
ている。
【０１１０】
　裏構造体４５は、図３，図４に示すように、その前側に扉開閉手段３１の前側を略覆う
透明板１７１が着脱自在に装着され、その後表示窓６７が前構造体４４側の前表示窓４６
の後側に対応するように遊技盤２１の裏側に装着される。このとき、裏構造体４５側の下
カバー体６３は、遊技盤２１側に設けられた特別図柄始動手段２６の後側を覆うように配
置される。
【０１１１】
　続いて、図１６等を参照しつつ扉開閉手段３１の開閉動作について説明する。扉開閉手
段３１は、通常状態では、駆動扉４１ａ，４１ｂ及び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４
３ｂが全て全開位置にあって液晶表示手段３０の表示画面３０ａの前側が全て開放された
扉全開状態となっている（図１６（ａ））。
【０１１２】
　この扉全開状態では、図３に示すように、左右の各３枚の扉は、夫々前後に重なった状
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態で、表示画面３０ａの側方、即ち球落下通路４８ａ，４８ｂと発光パネル６９との間に
収容された状態となる。この扉全開状態では、発光パネル６９の発光体６９ｂからの光は
、球落下通路４８ａ，４８ｂ及び各扉の障子部９０を介して前側から視認可能である。
【０１１３】
　なお、この扉全開状態では、駆動扉４１ａ，４１ｂはその開放側端部が開方向規制部１
２０ａ，１２０ｂに略当接し、従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂはその開放側端部
が開方向規制部１５４ａ，１５４ｂに略当接すると共に、駆動扉４１ａ，４１ｂの被検出
部９８ａ，９８ｂが夫々位置検出スイッチ１３０ａ，１３０ｂにより検出された状態とな
っている。
【０１１４】
　またこのとき、第２従動扉４３ａ，４３ｂ及び第１従動扉４２ａ，４２ｂの連動突起９
２は、夫々第１従動扉４２ａ，４２ｂ及び駆動扉４１ａ，４１ｂの連動ガイド溝９３に後
側から嵌合すると共にその最も閉鎖側端部９３ａ側に位置している。
【０１１５】
　例えば演出特別図柄表示手段２９の演出特別図柄の変動が開始される際に、その変動パ
ターンとして扉開閉手段３１の動作を伴う変動パターンが検出され、それに伴って遊技制
御手段（図示省略）から扉開閉手段３１の閉鎖指令が出力されると、扉開閉手段３１を制
御する演出制御手段（図示省略）により、各モータ１１３ａ，１１３ｂに閉鎖方向への駆
動指令が送信される。これにより、左駆動扉４１ａ側のモータ１１３ａはピニオンギア１
３８ａを平面視で反時計方向に、右駆動扉４１ｂ側のモータ１１３ｂはピニオンギア１３
８ｂを平面視で時計方向に、夫々例えば一定速度で回転させるように、予め設定されたス
テップ数の駆動動作を開始する。
【０１１６】
　モータ１１３ａ，１１３ｂの閉鎖方向の駆動動作が開始されると、ピニオンギア１３８
ａ，１３８ｂの回転に伴ってそれらに噛合しているラック９４ａ，９４ｂが移動し、各ラ
ック９４ａ，９４ｂが固定されている駆動扉４１ａ，４１ｂが夫々閉鎖方向に移動を開始
する。
【０１１７】
　駆動扉４１ａ，４１ｂが閉鎖方向に移動すると、それら駆動扉４１ａ，４１ｂの連動ガ
イド溝９３に嵌合している第１従動扉４２ａ，４２ｂ側の連動突起９２は、連動ガイド溝
９３内を相対移動し、駆動扉４１ａ，４１ｂが略扉１枚分移動した時点で連動ガイド溝９
３の開放側端部９３ｂに当接する（図１６（ｂ））。その後は、第１従動扉４２ａ，４２
ｂは連動突起９２を介して駆動扉４１ａ，４１ｂに従動して、共に閉鎖方向に移動する。
【０１１８】
　駆動扉４１ａ，４１ｂ及び第１従動扉４２ａ，４２ｂが更に略扉１枚分移動すると、第
１従動扉４２ａ，４２ｂの連動ガイド溝９３に嵌合している第２従動扉４３ａ，４３ｂ側
の連動突起９２が連動ガイド溝９３の開放側端部９３ｂに当接する（図１６（ｃ））。従
って、その後は第２従動扉４３ａ，４３ｂも駆動扉４１ａ，４１ｂ及び第１従動扉４２ａ
，４２ｂと共に閉鎖方向に移動する。
【０１１９】
　駆動扉４１ａ，４１ｂが全閉位置の直前までくると、図９に示すように、被駆動部８６
ａ，８６ｂの下面側に突設された乗り上げ突起９９の傾斜面９９ａが、下案内レール１２
７，１３３側の押し上げ突起１３１の傾斜面１３１ａに摺接し、乗り上げ突起９９が押し
上げ突起１３１の上側に乗り上げる。これにより、駆動扉４１ａ，４１ｂは、乗り上げ突
起９９が設けられた側、即ち閉鎖方向後部側（開放側）が押し上げられ、上端側同士が互
いに近づく方向に揺動して傾きが是正された状態で全閉位置に到達し、扉開閉手段３１は
、駆動扉４１ａ，４１ｂ及び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂにより液晶表示手段
３０の表示画面３０ａの前側が全て覆われた扉全閉状態となる（図１６（ｄ））。
【０１２０】
　一方、扉開閉手段３１が扉全閉状態（図１６（ｄ））のときに例えば遊技制御手段から
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扉開閉手段３１の開放指令が出力されると、演出制御手段により、各モータ１１３ａ，１
１３ｂに開放方向への駆動指令が送信される。これにより、各モータ１１３ａ，１１３ｂ
は夫々閉鎖時と反対の方向に、予め設定されたステップ数の駆動動作を開始する。
【０１２１】
　モータ１１３ａ，１１３ｂの開放方向の駆動動作が開始されると、ピニオンギア１３８
ａ，１３８ｂ、ラック９４ａ，９４ｂを介して駆動扉４１ａ，４１ｂが夫々開放方向に移
動を開始する。
【０１２２】
　駆動扉４１ａ，４１ｂが開放方向に移動すると、それら駆動扉４１ａ，４１ｂの連動ガ
イド溝９３に嵌合している第１従動扉４２ａ，４２ｂ側の連動突起９２は、連動ガイド溝
９３内を相対移動し、駆動扉４１ａ，４１ｂが略扉１枚分移動した時点で連動ガイド溝９
３の閉鎖側端部９３ａに当接する（図１６（ｅ））。その後は、第１従動扉４２ａ，４２
ｂは連動突起９２を介して駆動扉４１ａ，４１ｂに従動して、共に開放方向に移動する。
【０１２３】
　駆動扉４１ａ，４１ｂ及び第１従動扉４２ａ，４２ｂが更に略扉１枚分移動すると、第
１従動扉４２ａ，４２ｂの連動ガイド溝９３に嵌合している第２従動扉４３ａ，４３ｂ側
の連動突起９２が連動ガイド溝９３の閉鎖側端部９３ａに当接する（図１６（ｆ））。従
って、その後は第２従動扉４３ａ，４３ｂも駆動扉４１ａ，４１ｂ及び第１従動扉４２ａ
，４２ｂと共に開放方向に移動する。
【０１２４】
　そして、全扉が全開位置に到達すると（図１６（ｇ））、駆動扉４１ａ，４１ｂの被検
出部９８ａ，９８ｂが夫々位置検出スイッチ１３０ａ，１３０ｂにより検出され、モータ
１１３ａ，１１３ｂの開方向への駆動が停止される。
【０１２５】
　なお、演出制御手段は、遊技機本体１の電源投入時等の所定のタイミングで、扉開閉手
段３１に所定の初期動作を行わせ、動作確認を行うようになっている。この初期動作では
、例えばモータ１１３ａ，１１３ｂを閉鎖方向及び開放方向に作動させ、位置検出スイッ
チ１３０ａ，１３０ｂが正常にＯＮ／ＯＦＦされるかが確認される。
【０１２６】
　また、演出制御手段は、例えばモータ１１３ａ，１１３ｂを開放方向に駆動させる際に
、モータ１１３ａ，１１３ｂの動作量が所定の最大ステップ数（例えば１５０ステップ）
を超えても位置検出スイッチ１３０ａ，１３０ｂによる検出がない場合には、所定のリト
ライ動作を行い、それでも依然として位置検出スイッチ１３０ａ，１３０ｂによる検出が
ない場合に、異常状態と判断するようになっている。
【０１２７】
　このリトライ動作では、例えばモータ１１３ａ，１１３ｂを閉鎖方向に所定ステップ数
（例えば２０ステップ）、開放方向に閉鎖方向よりも多い所定ステップ数（例えば１００
ステップ）、夫々作動させるようになっている。
【０１２８】
　なお、異常状態と判断された場合、その旨を液晶表示手段３０による表示、音声、ラン
プ等により報知してもよいし、報知することなく、演出特別図柄表示手段２９により駆動
扉４１ａ，４１ｂ及び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂと略同様の扉が開閉する動
画像を表示して演出を行うようにしてもよい。
【０１２９】
　以上説明したように、本実施形態に係るパチンコ機では、駆動扉４１ａ，４１ｂのラッ
ク９４ａ，９４ｂが夫々駆動扉４１ａ，４１ｂの閉鎖側端縁８３ａ，８３ｂよりも相手側
に突出し且つ互いに上下方向にずらして配置され、ピニオンギア１３８ａ，１３８ｂは回
転軸１３７を上下方向に向けて配置されると共にラック９４ａ，９４ｂに対して後側から
噛合されているため、駆動扉４１ａ，４１ｂが全開位置にきてもラック９４ａ，９４ｂが
その外側に突出することがなく、左右に十分なスペースを確保することが難しい大型の液
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晶表示手段３０を搭載しているにも拘わらず、その前側に配置された両引き戸型の駆動扉
４１ａ，４１ｂを全開位置と全閉位置との間で移動させることが可能である。
【０１３０】
　また、駆動扉４１ａ，４１ｂを高速で開閉するためにはピニオンギア１３８ａ，１３８
ｂの径をある程度大きくする必要があるが、そのピニオンギア１３８ａ，１３８ｂが略水
平に配置されるため、例えば液晶表示手段３０の下側への突出寸法を小さくすることがで
きる。
【０１３１】
　また、ラック９４ａ，９４ｂは、駆動扉４１ａ，４１ｂの下縁側に沿って配置された被
駆動部８６ａ，８６ｂの背面側に設けられており、被駆動部８６ａ，８６ｂの下部側の車
輪８７を受けて開閉方向に案内する下案内レール１２７，１３３と、被駆動部８６ａ，８
６ｂの上縁側に沿って配置される押さえレール１３２，１４６とを設け、一方の駆動扉４
１ａに対応する押さえレール１３２の上面側に他方の駆動扉４１ｂに対応する下案内レー
ル１３３を配置しているため、構成の簡素化と共に特に上下方向寸法を小さくできる。
【０１３２】
　更に、駆動扉４１ａ，４１ｂの開閉動作に従動して開閉する左右２組の従動扉４２ａ，
４２ｂ，４３ａ，４３ｂを備え、これら従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂを開閉方
向に案内する下案内レール１４７～１５０を駆動扉４１ａ，４１ｂに対応する下案内レー
ル１２７，１３３及び押さえレール１３２，１４６とは別に設けているため、駆動扉４１
ａ，４１ｂのみを左右非対称として従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂについては左
右対称に構成することが可能である。
【０１３３】
　駆動扉４１ｂに対応する押さえレール１４６の上面側に従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ
，４３ｂに対応する下案内レール１４７～１５０を設けているため、構成の簡素化と共に
前後方向及び前後方向寸法を小さくできる。
【０１３４】
　液晶表示手段３０の左右両側に配置された発光パネル６９と、発光パネル６９の前側に
配置され且つ発光パネル６９側の光を前側に透過可能な球落下通路との間に、全開位置に
ある駆動扉４１ａ，４１ｂ及び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂが収容されるよう
に構成され、駆動扉４１ａ，４１ｂ及び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂの少なく
とも一部が光を透過可能に形成されているため、扉の収容部分をデッドスペースとするこ
となく発光演出に利用することができる。
【０１３５】
　また、本実施形態に係るパチンコ機では、駆動扉４１ａ，４１ｂが全閉位置又はその近
傍にきたときに駆動扉４１ａ，４１ｂの傾きを是正する傾き是正手段を設けているため、
駆動扉４１ａ，４１ｂの下端側にラック９４ａ，９４ｂを設けて、駆動力を上下方向アン
バランスな状態で駆動扉４１ａ，４１ｂに伝達しているにもかかわらず、全閉状態では左
右の駆動扉４１ａ，４１ｂを隙間なく密着させることが可能となる。
【０１３６】
　傾き是正手段は、各駆動扉４１ａ，４１ｂが全閉位置又はその近傍にきたときに駆動扉
４１ａ，４１ｂにおけるラック９４ａ，９４ｂが設けられていない上端部側を閉鎖方向に
相対移動させるように構成されているため、上端部側の動作遅れ等による駆動扉４１ａ，
４１ｂの傾きを解消して左右の駆動扉４１ａ，４１ｂを隙間なく密着させることができる
。
【０１３７】
　ラック９４ａ，９４ｂは各駆動扉４１ａ，４１ｂの下縁部に沿って配置されており、駆
動扉４１ａ，４１ｂの下縁部を下側から受けて開閉方向に案内する下案内レール１２７，
１３３を備え、傾き是正手段は、各駆動扉４１ａ，４１ｂが全閉位置又はその近傍にきた
ときに駆動扉４１ａ，４１ｂの閉鎖方向後部側を上向きに押し上げるように構成されてい
るため、極めて簡単な構成により上端部側の動作遅れ等による駆動扉４１ａ，４１ｂの傾



(19) JP 4313349 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

きを解消して左右の駆動扉４１ａ，４１ｂを隙間なく密着させることができる。
【０１３８】
　下案内レール１２７，１３３は、駆動扉４１ａ，４１ｂの下部側の車輪８７が転動する
案内溝１２７ａ，１３３ａを備え、傾き是正手段は、案内溝１２７ａ，１３３ａの近傍に
設けられた押し上げ突起１３１と、この押し上げ突起１３１に対応して駆動扉４１ａ，４
１ｂの下面側に設けられた乗り上げ突起９９とで構成されているため、駆動扉４１ａ，４
１ｂが全閉位置にきたとき以外の通常の開閉動作に悪影響を与えないという利点がある。
【０１３９】
　以上、本発明の各実施形態について詳述したが、本発明はこれら各実施形態に限定され
るものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、従
動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂの組数は表示手段３０の大きさやその左右の収納ス
ペースの大きさ等に応じて適宜変更すればよい。例えば、３組以上設けてもよいし、従動
扉を１組も設けず、駆動扉４１ａ，４１ｂのみで構成してもよい。
【０１４０】
　ラック９４ａ，９４ｂは、駆動扉４１ａ，４１ｂの上縁側に沿って配置してもよい。こ
の場合、駆動扉下案内レール１２７，１３３を、駆動扉４１ａ，４１ｂの上縁側に沿って
配設し、駆動扉４１ａ，４１ｂの上縁側に沿って配置された被駆動部８６ａ，８６ｂの下
部側を受けて開閉方向に案内するように構成すればよい。
【０１４１】
　駆動扉４１ａ，４１ｂ及び従動扉４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂに車輪８７を設けず
、下案内レール１２７，１３３，１４７～１５０上を摺動させるようにしてもよい。
【０１４２】
　実施形態では、各駆動扉４１ａ，４１ｂを個別のモータ１１３ａ，１１３ｂにより独立
して駆動するように構成しているため、左右一方側の扉のみを開閉する等、駆動扉４１ａ
，４１ｂの開閉動作を左右異ならせることも可能である。左右の扉を常に対称に開閉する
場合には、１個のモータで２つのピニオンギア１３８ａ，１３８ｂを回転させるように構
成してもよい。
【０１４３】
　傾き是正手段を、駆動扉４１ａ，４１ｂの閉鎖側端縁８３ａ，８３ｂ上又はその近傍に
互いに対応するように設けられた磁気吸着手段により構成し、駆動扉４１ａ，４１ｂが全
閉位置にきたときにそれらの閉鎖側端縁同士を互いに吸着させるようにしてもよい。この
場合の磁気吸着手段は、駆動扉４１ａ，４１ｂの両方に、互いに引き合うように磁石を配
置してもよいし、駆動扉４１ａ，４１ｂの一方側に磁石を、他方側にその磁石に吸着され
る金属部材を配置してもよい。
【０１４４】
　また、実施形態の傾き是正手段は、駆動扉４１ａ，４１ｂが全閉位置又はその近傍にき
たときに駆動扉４１ａ，４１ｂの閉鎖方向後部側を上向きに押し上げるものとしたが、例
えば駆動扉４１ａ，４１ｂが全閉位置又はその近傍にきたときに駆動扉４１ａ，４１ｂの
閉鎖方向前部側を下向きに押し下げるように構成してもよい。この場合、例えば下案内レ
ール１２７，１３３に、駆動扉４１ａ，４１ｂの閉鎖方向前部側の車輪８７に対応する所
定深さの凹部を設けることが考えられる。なお、傾き是正手段は省略してもよい。
【０１４５】
　また本発明は、パチンコ機以外のアレンジボール機、雀球遊技機等の弾球遊技機の他、
スロットマシン等を含む各種遊技機においても同様に実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】本発明の一実施形態を示すパチンコ機の全体正面図である。
【図２】本発明の一実施形態を示すセンターケースの正面図である。
【図３】本発明の一実施形態を示すセンターケース及びその近傍の平面断面図である。
【図４】本発明の一実施形態を示すセンターケース及びその近傍の側面断面図である。



(20) JP 4313349 B2 2009.8.12

10

20

30

【図５】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の正面図及び背面図である
。
【図６】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体のＡ－Ａ視断面図及びＢ－
Ｂ視断面図である。
【図７】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の要部側面断面図である。
【図８】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の要部側面断面図である。
【図９】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の正面断面図である。
【図１０】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の分解斜視図である。
【図１１】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の一部の分解斜視図であ
る。
【図１２】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の一部の分解斜視図であ
る。
【図１３】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の一部の分解斜視図であ
る。
【図１４】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の一部の分解斜視図であ
る。
【図１５】本発明の一実施形態を示すセンターケースの裏構造体の駆動扉の分解斜視図で
ある。
【図１６】本発明の一実施形態を示す扉開閉手段の扉開閉動作の説明図である。
【符号の説明】
【０１４７】
３０　液晶表示手段（表示手段）
３１　扉開閉手段
４０　駆動機構
４１ａ，４１ｂ　駆動扉
４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂ　従動扉
４８ａ，４８ｂ　球落下通路（前カバー手段）
６９　発光パネル（発光手段）
８３ａ，８３ｂ　閉鎖側端縁
８６ａ，８６ｂ　被駆動部
９４ａ，９４ｂ　ラック
１１３ａ，１１３ｂ　モータ
１２７，１３３　下案内レール（駆動扉下案内レール）
１３２，１４６　押さえレール（駆動扉押さえレール）
１３７　駆動軸（回転軸）
１３８ａ，１３８ｂ　ピニオンギア
１４７～１５０　従動扉下案内レール
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